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通信機器が電子証明書を用 て安全な通信を行 システムにお て、自己証明書の事前オフライン配
布をしな<ても、通信相手の機器に 自己証明書が確かにその自己証明書に示される機器で生成された
と ことを検証させられるよ にする。通信機器 200は、マス ター鍵と公開パラメータ 293 aと
に基づ て機器固有 ID291bを公開鍵 とする IDべ一ス暗号秘密鍵 293 bを生成する。次に、通
信機器 200は、 IDべ一ス暗号秘密鍵 293b を用 てRSA公開鍵 292bの電子署名を IDべ一
ス暗号署名 294 bとして生成する。次に、通信機器 200 は、RSA公開鍵 292b 、有効期限、ホ
ス ト名 291c、機器固有 ID291bおよび IDべ一ス暗号署名 294 bを対象としてRSA 自己署
名 294 aを生成する。そ して、通信機器 200 は、 IDべ一ス暗号署名 294b とRSA 自己署名
94 aとを含めて自己署名証明書294 を生成する。



明 細 苫

自己認証通信機器、自己認証検証通信機器、機器認証システム、機器

認証システムの機器認証方怯、自己認証通信プログラムおよび自己認証検証通

技術分野

０００1 本発明は、例えは、ネノトワークを介して機器同上、機器と管理端末、機器とザ一ハ

か安全な適信を行うための自己甜柾適信機器、自己甜柾検柾適信機器、機器甜柾

システム、機器甜柾システムの機器甜柾方怯、自己甜柾適信プロクラムおよひ自己

甜柾検柾適信プロクラムに関するものてある。

背景技 村

０００2 ネノトワークの進展に伴って、監視カメラと映像レコータ、カーナヒケーションシステ

ムと地図配信ザ一ハ、ホーム上ル設備機器とそれらの管理端末等、ネノトワーク接

続により付加価値を提供する製品・ザ一ヒスか登場してきた。

ネノトワークの接続によりテータの盗聴・改窟やなりすましの脅威か発生するため、

S S (Sec e Soc e a e ) S ( a s o a e Sec )や PSec

( P Sec )といった公開鍵柾明菩を用いるテファクトスタンタートの暗号甜柾適

信機能を機器、端末、ザ一ハに対して搭載する、という二一スか増大している。

暗号甜柾適信を実施する際には、暗号・甜柾に必要な鍵・柾明菩を機器に対して

設定する必要かある。そして、その柾明菩には、機器のホスト名や Pアトレスを含める

必要かある。

０００3 特井文献 のように、秘密鍵およひ柾明菩の機器への格納を製造時に実施する場

合、 Pアトレスやホスト名等機器の製造時には決まらない清報を柾明菩に格納するこ

とかてきない。

その結果、機器か秘密鍵およひ柾明菩を用いて適信する場合 (例えは、機器か S

ザ一ハ機能を有する場合 ) 、フラウザから当咳機器に対して s適信てアクセスし

たときに アクセス先の機器は成りすましの危険性かあび旨のメノセーシかフラウザ

に表示される。何故ならは、フラウザて指定した 先頭部のホスト名咳当部と当咳



機器から送付される証明菩のザブジェクト名のC o o a eに格納されるホスト名

該当部とが一致しないため、当該機器がホスト名で指定された正当な機器であること

をブラウザが判別できないからである。

０００4 一方、システムの構築時にホスト名等の機器識別情報を機器の証明菩に含めるた

めには、機器識別情報を機器に設定後に機器にて証明菩生成処理を実施し、証明

菩にその機器識別情報を設定する必要がある。

機器の管理者が証明菩を認証局から入手し、入手した証明菩を機器に設定すると

いぅ手続きが許容される場合であれば、ホスト名を含む証明菩を機器に設定すること

は容易である。しかし、ホーム・ビルに設置される設備機器や、家庭向けに販売され

る情報家電に対して上記のょぅな人手の介在する複雑な手続きを実施することは一

般的に許容されていない。

０００5 設備機器の一種であるネットヮ一クカメラは、システム構築時に、ホスト名を含む証

明菩を自動生成する機能を備えている。しかし、その証明菩は、自己署名証明菩 ( S

e f S C e f ca e)である。自己署名証明菩は、認証局から別途発行された証明

菩に某づいて正当性を検証することが可能である証明菩とは典なり、正当性を検証

するための認証局の証明菩が存在しない。そのため、自己署名証明菩を用いる場合

には、予め、その自己署名証明菩を安全なオフライン伝送手段を用いて検証側シス

テムヘ配送し、検証側システムにその自己署名証明菩を信用してょい証明菩としてイ

ンストールしておく必要がある。

特許文献 1 :特表 2００4 9874 号公報

特許文献2 :特開2００ 7 号公報

特許文献3 :特表 2００2 ０号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 本発明は、例えば、以下のことを目的とする。

設備機器・情報家電等の機器が証明菩を用いて安全な通信を行ぅシステムにおい

て、機器が、製造時には決まらないホスト名等の機器識別情報を含んだ証明菩を自

動的に生成・更新できるょぅにする。



証明菩の事前オフライン配布がなされなくても、通信相手の機器やシステムが、証

明菩が確かにその証明苫に示される機器で生成されたといぅことを検証できるよぅに

する。

課題を解決するための手段

０００7 本発明の自己認証通信機器は、自機器を識別する機器 ( e )に某づいて

暗号鍵データを機器 鍵としてCP (Ce o。。。，， )を用いて生成

する機器 鍵生成部と、自機器の公開鍵データと前記機器 鍵生成部により生成

された機器 鍵とに某づいて前記公開鍵データの認証情報を機器 認証情報とし

て P を用いて生成する機器 認証情報生成部と、所定のデータと自機器の秘密

鍵データとに某づいて前記所定のデータの認証情報を自己認証情報として P を

用いて生成する自己認証情報生成部と、前記所定のデータと前記機器 認証情報

生成部により生成された機器 認証情報と前記 自己認証情報生成部により生成さ

れた自己認証情報とを含んだ電子証明菩を自己証明菩 ( 自己署名証明菩ともいぅ) と

して特定機器へ通信装置を用いて送信する自己証明菩送信部とを備える。

０００8 前記 自己認証情報生成部は、前記公開鍵データと前記機器 と前記機器 認証

情報とを含んだデータを前記所定のデータとして前記 自己認証情報を生成し、前記

自己証明菩送信部は、前記機器 認証情報と前記 自己認証情報と前記機器 認、

証情報を除いた前記所定のデータとを含んだ自己証明菩を送信する。

０００9 前記 自己認証通信機器は、さらに、前記秘密鍵データと前記公開鍵データとを認、

証鍵ペアとして所定のタイミングで P を用いて更新する認証鍵ペア更新部を備え

、前記機器 認証情報生成部は、前記認証鍵ペア更新部により更新された公開鍵

データに某づいて前記機器 認証情報を新たに生成し、前記 自己認証情報生成部

は、前記認証鍵ペア更新部により更新された秘密鍵データに某づいて前記 自己認、

証情報を新たに生成し、前記 自己証明菩送信部は、前記機器 認証情報生成部に

より新たに生成された機器 認証情報と前記 自己認証情報生成部により新たに生

成された自己認証情報とを含んだ自己証明菩を前記特定機器へ送信する。

００1０ 前記機器 鍵生成部は、 べ一ス暗号方式により前記機器 を べ一ス暗号公

開鍵とする べ一ス暗号秘密鍵を前記機器 鍵として生成し、前記機器 認証情



報生成部は、前記 べ一ス暗号秘密鍵を用いて前記公開鍵データの電子署名であ

る べ一ス暗号秘密鍵署名を前記機器 認証情報として生成し、前記 自己認証情

報生成部は、前記秘密鍵データを用いて前記所定のデータの電子署名である自己

署名を前記 自己認証情報として生成する。

００11 前記 自己証明菩送信部は、前記公開鍵データと前記機器 と前記 べ一ス暗号

秘密鍵署名と前記 自己署名とを含めた前記 自己証明菩を前記特定機器に送信する

００12 前記機器 鍵生成部は、公開鍵暗号方式により前記機器 を用いて、秘密鍵デ

ータである機器個別秘密鍵と公開鍵データである機器個別公開鍵とを前記機器

鍵として生成し、前記機器 認証情報生成部は、前記機器個別秘密鍵を用いて前

記 自機器の公開鍵データの電子署名である機器個別秘密鍵署名を前記機器 認、

証情報として生成し、前記 自己認証情報生成部は、前記 自機器の秘密鍵データを

用いて前記所定のデータの電子署名である自己署名を前記 自己認証情報として生

成する。

００13 前記 自己証明菩送信部は、前記 自機器の公開鍵データと前記機器個別公開鍵と

前記機器個別秘密鍵署名と前記 自己署名とを含めて前記 自己証明菩を前記特定

機器に送信する。

００14 前記 自己認証通信機器は、さらに、前記 自機器の秘密鍵データに某づいて前記

機器個別公開鍵の電子署名を機器個別署名として P を用いて生成する機器個

別署名生成部を備え、前記 自己証明菩送信部は、前記機器個別署名生成部により

生成された機器個別署名を含めた前記 自己証明菩を前記特定機器に送信する。

００15 前記機器 鍵生成部は、共通鍵暗号方式により前記機器 を用いて共通鍵デー

タである機器個別共通鍵を前記機器 鍵として生成し、前記機器 認証情報生成

部は、前記機器個別共通鍵を用いて前記公開鍵データの C ( essa e e

。
o Cod 。) である機器個別共通鍵 Cを前記機器 認証情報として生成

し、前記 自己認証情報生成部は、前記秘密鍵データを用いて前記所定のデータの

電子署名である自己署名を前記 自己認証情報として生成する。

００16 前記 自己証明菩送信部は、前記公開鍵データと前記機器 と前記機器個別共通



鍵 Cと前記 自己署名とを含めて前記 自己証明菩を前記特定機器に送信する。

００17 本発明の自己認証検証通信機器は、前記 自己認証通信機器により送信された自

己証明菩を通信装置を用いて受信する自己証明菩受信部と、前記 自己証明菩受信

部により受信された自己証明菩を P を用いて検証する自己証明菩検証部とを備

ぇる。

００18 前記 自己証明菩受信部は、前記機器 を べ一ス暗号公開鍵とする べ一ス暗

号秘密鍵を用いて生成された前記公開鍵データの電子署名である べ一ス暗号秘

密鍵署名を前記機器 認証情報として含むと共に、前記秘密鍵データを用いて生

成された前記所定のデータの電子署名である自己署名を前記 自己認証情報として

含んだ自己証明菩を受信し、前記 自己証明菩検証部は、前記公開鍵データを用い

て前記 自己署名を検証すると共に前記機器 を用いて前記 べ一ス暗号秘密鍵

署名を検証する。

００19 前記 自己証明菩受信部は、前記機器 に某づく秘密鍵データである機器個別秘

密鍵を用いて生成された前記公開鍵データの電子署名である機器個別秘密鍵署名

を前記機器 認証情報として含むと共に、前記秘密鍵データを用いて生成された前

記所定のデータの電子署名である自己署名を前記 自己認証情報として含んだ自己

証明菩を受信し、前記 自己証明菩検証部は、前記公開鍵データを用いて前記 自己

署名を検証すると共に前記機器個別秘密鍵に対応する機器個別公開鍵を用いて前

記機器個別秘密鍵署名を検証する。

００2０ 前記 自己証明菩受信部は、前記機器 に某づく共通鍵データである機器個別共

通鍵を用いて生成された前記公開鍵データの C ( ess a e e ca o

Code) である機器個別鍵 Cを前記機器 認証情報として含むと共に、前記秘密

鍵データを用いて生成された前記所定のデータの電子署名である自己署名を前記

自己認証情報として含んだ自己証明菩を受信し、前記 自己証明菩検証部は、前記

公開鍵データを用いて前記 自己署名を検証すると共に前記機器個別共通鍵を用い

て前記機器個別鍵 Cを検証する。

００2 1 本発明の機器認証システムは、前記 自己認証通信機器と、前記 自己認証検証通

信機器とを有する。



００2 2 本発明の機器認証システムの機器認証方法は、自己認証通信機器と自己認証検

証通信機器とを有する機器認証システムの機器認証方法であり、自己認証通信機器

において、機器 鍵生成部が、自機器を識別する機器 ( e )に某づいて暗

号鍵データを機器 鍵としてC P (Ce o。。。，， )を用いて生成す

る機器 鍵生成処理を行い、機器 認証情報生成部が、自機器の公開鍵データと

前記機器 鍵生成部により生成された機器 鍵とに某づいて前記公開鍵データの

認証情報を機器 認証情報として P を用いて生成する機器 認証情報生成処

理を了 、刊 、自己認証情報生成部が、所定のデータと自機器の秘密鍵データとに某づ

いて前記所定のデータの認証情報を自己認証情報として P を用いて生成する自

己認証情報生成処理を了 、刊 、自己証明菩送信部が、前記所定のデータと前記機器1

認証情報生成部により生成された機器 認証情報と前記 自己認証情報生成部に

より生成された自己認証情報とを含んだ電子証明菩を自己証明菩として特定機器へ

通信装置を用いて送信する自己証明菩送信処理を行い、自己認証検証通信機器に

おいて、自己証明菩受信部が、自己認証通信機器により送信された自己証明菩を

通信装置を用いて受信する自己証明菩受信処理を行い、自己証明菩検証部が、前

記 自己証明菩受信部により受信された自己証明菩を P を用いて検証する自己証

明菩検証処理を行ぅ。

００2 3 本発明の自己認証通信プログラムは、自機器を識別する機器 ( e )に某

づいて暗号鍵データを機器 鍵としてC P (Ce o。。。，， )を用い

て生成する機器 鍵生成処理と、自機器の公開鍵データと前記機器 鍵生成処理

により生成された機器 鍵とに某づいて前記公開鍵データの認証情報を機器 認、

証情報として P を用いて生成する機器 認証情報生成処理と、

所定のデータと自機器の秘密鍵データとに某づいて前記所定のデータの認証情

報を自己認証情報として P を用いて生成する自己認証情報生成処理と、前記所

定のデータと前記機器 認証情報生成処理により生成された機器 認証情報と前

記 自己認証情報生成処理により生成された自己認証情報とを含んだ電子証明菩を

自己証明菩として特定機器へ通信装置を用いて送信する自己証明菩送信処理とを

通信機器に実行させる。



００24 本発明の自己認証検証通信プログラムは、前記 自己認証通信機器により送信され

た自己証明菩を通信装置を用いて受信する自己証明菩受信処理と、前記 自己証明

菩受信処理により受信された自己証明菩を P を用いて検証する自己証明菩検証

処理とを通信機器に実行させる。

発明の効果

００25 本発明によれば、例えば、以下の効果を奏する。

設備機器・情報家電等の通信機器が電子証明菩を用いて安全な通信を行ぅシステ

ムにおいて、自己署名証明菩 (電子証明菩の一例) の事前オフライン配布をしなくて

も、通信相手の機器に、自己署名証明菩が確かにその自己署名証明菩に示される

機器で生成されたとレぢことを検証させることができる。

発明を実施するための最良の形態

００26 実施の形態 ・

各機器が製造時に べ一ス暗号秘密鍵を生成し、各機器がシステム構築時に

べ一ス暗号秘密鍵を用いた S 公開鍵 (登録商標 「 S 」、以下同じ) の署名を含

んだ自己署名証明菩を生成し、機器同上が逆用時にその自己署名証明菩を用いて

相互認証する形態にっいて説明する。

００27 図 は、実施の形態 における機器認証システム ００の構成図である。

実施の形態 における機器認証システム ００の構成にっいて、図 に某づいて以

下に説明する。

００28 機器認証システム ００では、複数の通信機器2００(通信機器 2０ 、通信機器 2

０2) ( 自己認証通信機器の一例) ( 自己認証検証通信機器の一例) がインターネット

や 伸一カルエリアネットヮ一列等の通信ネットヮ一ク ０を介して通信を行ぅ。

各通信機器2００は、通信を開始する際、自己署名証明菩294 ( 自己証明菩の一例

)を互いに送信し合い、通信相手の自己署名証明菩294 を検証して通信相手が他の

通信機器2００になりすましていないことを確認する。

通信機器2００は通信機能を有する機器であればよく、通信機器2００の一例として

通信機能を有する監視カメラ、映像レコード、端末装置 (例えば、パ一

一タ)等が挙げられる。



００29 図2は、実施の形態 における通信機器2００のハードウェア資源の一例を示す図で

ある。

図2において、通信機器2００は、プログラムを実行するCP (Ce a ・P oce

s s 、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッザ、マイクロコン

ピュータ、プロセッザともいぅ) を備えている。CP g は、バス9 2を介して O g

3、R A 、通信ボード9 5、磁気ディスク装置9 2０と接続され、これらのハードウ

ェアデバイスを制御する。磁気ディスク装置9 2０の代わりにその他の記憶装置 (例え

ば、R やフラッシュメモり等の半導体メモり) を用いてもよい。

R は、揮発性メモりの一例である。 O 、磁気ディスク装置9 2０の記

憶媒体は、不揮発性メモりの一例である。これらは、記憶機器、記憶装置あるいは記

憶部の一例である。また、入力データが記憶されている記憶機器は入力機器、入力

装置あるいは入力部の一例であり、出力データが記憶される記憶機器は出力機器、

出力装置あるいは出力部の一例である。

通信ボード9 5は、入出力機器、入出力装置あるいは入出力部の一例である。

００3０ 通信ボード9 5は、有線または無線で、 、インターネット、W (ワイドエリア

ネットワー列、電話回線等の通信網に接続されている。

００3 1 磁気ディスク装置9 2０には、 S 9 2 オペレーティングシステム) 、プログラム群 9 2

3、ファイル群 924 が記憶されている。プログラム群 923 のプログラムは、CP g

OS92 により実行される。

００3 2 上記プログラム群 923 には、実施の形態において「～部」として説明する機能を実

行するプログラムが記憶されている。プログラムは、CP g により読み出され実行さ

れる。

００3 3 ファイル群 924 には、実施の形態において、「～部」の機能を実行した際の「～の判

定結果」、「～の計算結果」、「～の処理結果」等の結果データ、「～部」の機能を実行

するプログラム間で受け渡しするデータ、その他の情報やデータや信号値や変数値

やパラメータが、「～ファイル」や「～データベース」の各項 目として記憶されている。

「～ファイル」や「～データベース」ほ、ディスクやメモり等の記録媒体に記憶される。

ディスクやメモり等の記憶媒体に記憶された情報やデータや信号値や変数値やパラ



メータは、読み菩き回路を介してCP g によりメインメモりやキャッシュメモりに読み

出され、抽出・検索・参照・比較・演算・計算・処理・出力・印刷・表示等の P の動

作に用いられる。これらの P の動作の間、情報やデータや信号値や変数値やパラ

メータは、メインメモりやキャッシュメモりやバッファメモりに一時的に記憶される。

また、実施の形態において説明するフローチャートの矢印の部分は主としてデータ

や信号の入出力を示し、データや信号値は、山 のメモり、磁気ディスク装置9

2０の磁気ディスク、その他の記録媒体に記録される。また、データや信号値は、バス

9 2や信号線やケーブルその他の伝送媒体によりオンライン伝送される。

００34 また、実施の形態において「～部」として説明するものは、「～回路」、「～装置」、「

～機器」であってもよく、また、「～ステップ」、「～手順」、「～処理」であってもよい。す

なわち、「～部」として説明するものは、 9 3に記憶されたファームウェアで実現

されていても構わない。或いは、ソフトウェアのみ、或いは、素子・デバイス・某板・配

線等のハードウェアのみ、或いは、ソフトウェアとハードウェアとの細み合わせ、さらに

は、ファームウェアとの細み合わせで実施されても構わない。ファームウェアとソフトウ

ェアは、プログラムとして、磁気ディスクやその他の記録媒体に記憶される。プログラ

ムはCP g により読み出され、CP g により実行される。すなわち、プログラム

は、「～部」としてコンピュータを機能させるものである。あるいは、「～部」の手順や方

法を通信機器2００(コンピュータ) に実行させるものである。

００35 図3は、実施の形態 における通信機器2００の機能構成図である。

実施の形態 における通信機器2００( 自己認証通信機器の一例) ( 自己認証検証

通信機器の一例) の機能構成について、図3に某づいて以下に説明する。

００36 通信機器2００は、 べ一ス暗号秘密鍵生成部2 ０(機器 鍵生成部の一例) 、シ

ステム情報設定部22０ S 鍵ペア生成部22 、自己署名生成部222 ( 自己認証

情報生成部の一例) 、自己署名証明菩生成部223 べ一ス暗号署名生成部23０

(機器 認証情報生成部の一例) 、S S 通信部24０( 自己証明菩送信部の一例) (

自己証明菩受信部の一例) 、自己署名証明菩検証部24 ( 自己証明菩検証部の一

例) 、暗号認証通信部242 および機器記憶部29０を備える。

００37 機器記憶部29０は、記憶媒体を用いて通信機器2００で使用されるデータを記憶す



る。

例えば、機器記憶部29０は、後述するマスター鍵29 、機器固有 2g b、ホスト

名2g c S 鍵ペア292、公開パラメータ293a べ一ス暗号秘密鍵293b、自

己署名証明菩294 S 自己署名294a べ一ス暗号署名294b、ブリマスターシ

ークレソト295a、セッション鍵295b SS 署名295cおよび通信データ295 を記憶

する。

００38 べ一ス暗号秘密鍵生成部2 ０(機器 鍵生成部の一例) ほ、自機器を識別する

機器固有 2g b (機器 ) ( : e e f e )に某づいて暗号鍵データ

を機器 鍵として P を用いて生成する。

具体的に、 べ一ス暗号秘密鍵生成部2 ０は、 べ一ス暗号方式により、機器固

有 2g bを べ一ス暗号公開鍵とする べ一ス暗号秘密鍵293b (機器 鍵の

一例)を生成する。

００39 システム情報設定部22０は、管理者によりシステム構築時に決定され入力された情

報 (例えば、1Pアドレスやホスト名等の機器識別名)を機器記憶部29０に設定 (記 意 )

する。

００4０ S 鍵ペア生成部22 は、 S 公開鍵暗号方式により S 鍵ペア292 ( S 秘

密鍵292 、 S 公開鍵292b) を P を用いて生成する。

００4 1 自己署名生成部222 (自己認証情報生成部の一例)は、所定のデータと自機器の

秘密鍵データとに某づいて、所定のデータの認証情報を自己認証情報として P

を用いて生成する。

具体的に、自己署名生成部222は、 S 秘密鍵292a (秘密鍵データの一例)を

用いて、 S 公開鍵292b (公開鍵データの一例) 、自己署名証明菩294の有効期

限、ホスト名2g c、機器固有 2g bおよび べ一ス暗号署名294b (機器 認証

情報の一例) (以上、所定のデータの一例) に対する電子署名を S 自己署名294

(自己認証情報の一例)として生成する。

００42 自己署名証明菩生成部223は、所定のデータと べ一ス暗号署名294bと S 自

己署名294aとを P を用いて結合させて自己署名証明苦294を生成する。

具体的に、自己署名証明菩生成部223は、 S 公開鍵292b、自己署名証明菩2



94の有効期限、ホスト名2g c、機器固有 2g 、 べ一ス暗号署名294bおよび

S 自己署名294aを結合させて自己署名証明菩294を生成する。

００43 べ一ス暗号署名生成部23０(機器 認証情報生成部の一例)は、自機器の公

開鍵データおよび機器 鍵に某づいて公開鍵データの認証情報を機器 認証情

報として P を用いて生成する。

具体的に、 べ一ス暗号署名生成部23０は、 べ一ス暗号秘密鍵293bを用いて

S 公開鍵292bの電子署名を べ一ス暗号署名294b べ一ス暗号秘密鍵署

名) (機器 認証情報の一例)として生成する。

００44 SS 通信部24０は、SS プロトコルに某づく手順で通信相手の通信機器2００と各

種データを通信装置を用いて送受信し、通信相手の通信機器2００とセッションを確

立する。

例えば、SS 通信部24０( 自己証明菩送信部の一例)は、自己署名証明菩294を

通信相手の通信機器2００へ送信する。

また例えば、S S 通信部24０( 自己証明菩受信部の一例)は、通信相手の通信機

器2００により送信された自己署名証明菩294を受信する。

００45 自己署名証明菩検証部24 (自己証明菩検証部の一例)は、SS 通信部24０によ

り受信された通信相手の自己署名証明菩294を P を用いて検証する。

具体的に、自己署名証明菩検証部24 は、通信相手の S 公開鍵292bを用い

て S 自己署名294aを検証すると共に通信相手の機器固有 2g bを用いて

べ一ス暗号署名294bを検証する。

００46 暗号認証通信部242は、55 通信部24０によりセッションが確立された後、セッショ

ン鍵295bで暗号化した通信データ295dを通信相手の通信機器2００と通信装置を

用いて送受信する。

００47 以下、機器認証システム ００のライフザイクルを「製造」「システム構築」および「逆

用」に分け、各工程における通信機器2００の処理を説明する。

００48 まず、製造時に通信機器2００が実行する処理 (通信機器2００の製造時処理) にっ
いて説明する。

通信機器2００は、製造時に べ一ス暗号秘密鍵293bを生成して記憶する。



００49 図4は、実施の形態 における通信機器2００の製造時 (製造時処理前) の格納デー

タを示す図である。

図4に示すよぅに、通信機器2００が製造された際、通信機器2００の機器記憶部29

０(図示省略) にはマスター鍵2g a 、公開パラメータ293a および機器固有 2g b

が登録 (記憶 ) される。

マスター鍵2g aおよび公開パラメータ293a は、 べ一ス暗号秘密鍵293b の生

成に用いられる情報であり、全ての通信機器2００で同一である。マスター鍵2g aと

公開パラメータ293a とは、 べ一ス暗号方式において対をなす情報であり、それぞ

れ、システム秘密鍵とシステム公開鍵と呼ばれたり、マスター秘密鍵とマスター公開

鍵と呼ばれたりする。例えば、通信機器2００の製造者は、自社で製造した全ての通

信機器2００(同川幾種に限ってもよい) に同一のマスター鍵2g aおよび公開パラメー

タ293a を登録する。

機器固有 2g bは、通信機器2００を個別に識別するュニークな情報であり、機

器毎に固有で且つ不変である。 Cアドレス ( : ed a ccess Co o )

や機器製造番号は、機器固有 2g bの一例である。機器固有 2g bは、製造時

に各通信機器2００に剖当てられて登録される。

００5０ 図5は、実施の形態 における通信機器2００の製造時処理を示すフローチヤートで

ある。

実施の形態 における通信機器2００の製造時処理について、図5に某づいて以下

に説明する。

通信機器2００の各 「～部」は、以下に説明する処理を P を用いて実行する。

００5 1 べ一ス暗号秘密鍵生成部2 ０はマスター鍵2g a、機器固有 2g bおよび公

開パラメータ293a に某づいて べ一ス暗号秘密鍵293b を生成し(S ０) 、マスタ

ー鍵2g aを削除する (S 2０)

以下に、各処理 (S ０ S 2０) の詳細について説明する。

００5 2 くS ０:機器 鍵生成処理の一例ノ

べ一ス暗号秘密鍵生成部2 ０は、マスター鍵29 、機器固有 2g bおよび

公開パラメータ293a を機器記憶部29０から取得する。



べ一ス暗号秘密鍵生成部2 ０は、取得したマスター鍵2g a、機器固有 2g

bおよび公開パラメータ293aを入力値として べ一ス暗号方式の鍵生成アルゴリズ

ムを実行し、機器固有 2g bを公開鍵 ( べ一ス暗号公開鍵 )とする べ一ス暗

号秘密鍵293bを生成する。

べ一ス暗号秘密鍵生成部2 ０は、生成した べ一ス暗号秘密鍵293bを機器

記憶部29０に記憶する。

S ０の後、処理はS 2０に進む。

００53 くS 2０>

べ一ス暗号秘密鍵生成部2 ０は、 べ一ス暗号秘密鍵293bの生成に用いた

マスター鍵2g aを機器記憶部29０から削除 (消去)する。

べ一ス暗号秘密鍵生成部2 ０は、マスター鍵2g aを削除することにより、製造

場所より搬出された通信機器2００からマスター鍵2g aが洞洩し、洞洩したマスター

鍵2g aを用いて べ一ス暗号秘密鍵293bが偽造されることを防止する。

S 2０の後、処理は終了する。

００54 通信機器2００の製造時処理は、例えば、製造者により手動で、または、マスター鍵

2g a、機器固有 2g bおよび公開パラメータ293aの登録時に実行される。

００55 図6は、実施の形態 における通信機器2００の製造時 (製造時処理後 )の格納デー

タを示す図である。

図6に示すよぅに、通信機器2００の製造時処理後、通信機器2００の機器記憶部29

０(図示省略) には公開パラメータ293a、機器固有 2g bおよび べ一ス暗号秘

密鍵293bが記憶されている。

００56 次に、システム構築時に通信機器2００が実行する処理 (通信機器2００のシステム

構築時処理) にっいて説明する。

通信機器2００は、システム構築時に自己署名証明菩294を生成して記憶する。

００57 図7は、実施の形態 における通信機器2００のシステム構築時処理を示すフローチ

ャートである。

実施の形態 における通信機器2００のシステム構築時処理にっいて、図7に墓づ

いて以下に説明する。



通信機器2００の各 「～部」は、以下に説明する処理を P を用いて実行する。

システム情報設定部22０はホスト名29 。を設定し(S 2 ０、 S 鍵ペア生成部22

は S 鍵ペア292を生成する (S22０)

べ一ス暗号署名生成部23０は べ一ス暗号秘密鍵293bを用いて S 公開鍵

292bの べ一ス暗号署名294bを生成し(S23０) 、自己署名生成部222は S 秘

密鍵292aを用いて自己署名証明苦情報の S 自己署名294aを生成し(S 24０、

自己署名証明菩生成部223は自己署名証明苦情報と S 自己署名294aとを結合

して自己署名証明菩294を生成する (525０)

次に、各処理 (S 2 ０～S25０)の詳細にっいて説明する。

くS 2 ０>

システム構築時、通信機器2００には、システム構築・逆用に必要な情報 (例えば、

機器識別名)が管理者により入力される。ホスト名や Pアドレスは、機器識別名の一

例であり、通信機器2００毎に典なる。以下、通信機器2００に「ホスト名」が入力された

ものとして説明を続ける。

システム情報設定部22０は、管理者により入力されたホスト名を機器記憶部29０に

設定 (記憶 )する。

S2 ０の後、処理はS 22０に進む。

くS 22０>
S 鍵ペア生成部22 は、 S 公開鍵暗号方式の鍵生成アルゴリズムを実行し、

S 鍵ペア292を生成する。 S 鍵ペア292は、 S 秘密鍵292aおよび S 公

開鍵292bで構成される。 S 鍵ペア生成部22 は、生成した S 鍵ペア292を機

器記憶部29０に記憶する。

S22０の後、処理は 3０に進む。

く 3０:機器 認証情報生成処理の一例ノ

べ一ス暗号署名生成部23０は、製造時 (S ０) に生成された べ一ス暗号秘

密鍵293bとS 22０において生成された S 公開鍵292bとを機器記憶部29０から取

得する。

べ一ス暗号署名生成部23０は、取得した べ一ス暗号秘密鍵293bおよび S



公開鍵292b を入力値として べ一ス暗号方式の署名アルゴリズムを実行し、 S

公開鍵292 bの べ一ス暗号署名294 bを生成する。 S 公開鍵292 bの べ一

ス暗号署名294b は、 S 公開鍵292b を対象として べ一ス暗号秘密鍵293b を

用いて生成された電子署名である。

べ一ス暗号署名生成部23０は、生成した S 公開鍵292b の べ一ス暗号署

名294b を機器記憶部29０に記憶する。

S 23０の後、処理はS 24０に進む。

くS 24０: 自己認証情報生成処理の一例ノ

自己署名生成部222 は、S 22０において生成された S 秘密鍵292a および自己

署名証明菩294 に含める各種情報 ( 自己署名証明苦情報 )を機器記憶部29０から

取得する。

自己署名生成部222 ほ、取得した S 秘密鍵292a および自己署名証明苦情報

を入力値として S 公開鍵暗号方式の署名アルゴリズムを実行し、自己署名証明苦

情報の S 自己署名294a を生成する。自己署名証明苦情報の S 自己署名294

aは、自己署名証明苦情報を対象として S 秘密鍵292a を用いて生成された電子

署名である。

以下、 べ一ス暗号署名294b 、自己署名証明苫294 の有効期限、ホスト名2g c

、機器固有 2g bおよび S 公開鍵292b の べ一ス暗号署名294b を自己署名

証明苦情報として説明を続ける。自己署名証明苫294 の有効期限は、現在 日時に

所定の有効期間 (例えば、2年)を加算して算出される日時である。自己署名証明苦

情報はこれらに限られない。

S 24０の後、処理はS 25 に進む。

<S25０>

自己署名証明菩生成部223 は、自己署名証明苦情報と524 ０において生成された

S 自己署名294a とを結合して自己署名証明苦294 (電子証明菩)を生成し、生

成した自己署名証明菩294 を機器記憶部29０に記憶する。

例えば、ホスト名2g cは電子証明菩のザブジェクト名のCo o a e欄に設定

され、機器固有 2g bは電子証明菩の標準拡張項 目のS b e c a e欄に設



定され、 べ一ス暗号署名294b は電子証明菩の標準拡張項 目のS b ec e de

f e 欄に設定される。但し、機器固有 2g bおよび べ一ス暗号署名294 bは

、電子証明菩のフオーマットに合致する範囲に設定されればよく、必ずしも標準拡張

項 目として設定されなくてもよい。例えば、自己署名証明菩生成部223 は、機器固有

2g bおよび べ一ス暗号署名294b を電子証明菩に新たに定義したブライベー

ト拡張項 目欄として設定してもよレ七、標準拡張項 目のその他の欄に設定してもよい

S 25０の後、処理は終了する。

００64 S 23０～S 2 5０において行われる証明菩生成処理は、O e SS 等で実施される

一般的な S 公開鍵の自己署名証明菩生成処理手順に、 S 公開鍵292b に対

する べ一ス暗号秘密鍵293b による署名生成処理 (S 23０)及び、証明菩の署名対

象に べ一ス暗号公開鍵である機器固有 2g bと べ一ス暗号秘密鍵293 bに

よる署名 ( べ一ス暗号署名294b) とを含める処理 (S 24０)を迫加したものである。

００65 図8は、実施の形態 における通信機器2００のシステム構築時 (システム構築時処

理後 ) の格納データを示す図である。

図8に示すよぅに、通信機器2００のシステム構築時処理後、通信機器2００の機器

記憶部29０(図示省略) には公開パラメータ293a 、機器固有 2g 、 べ一ス暗

号秘密鍵293b 、ホスト名2g c S 鍵ペア292 および自己署名証明菩294 が記

憶されている。

自己署名証明菩294 には、 S 公開鍵292b 、自己署名証明菩294 の有効期限、

ホスト名2g c、機器固有 2g 、 べ一ス暗号の公開鍵であるホスト名2g c S

公開鍵292 bの べ一ス暗号署名294 bおよび S 自己署名294a が設定されて

いる。

００66 次に、逆用時に通信機器2００が実行する処理 (通信機器2００の逆用時処理) にっ
いて説明する。

００67 図9は、実施の形態 における機器認証システム ００の逆用概要を示す図である。

図9に示すよぅに、通信機器 2０ と通信機器 2０2とは通信ネットヮ一ク ０を介

して自己署名証明菩294 を通信し、自己署名証明菩294 を検証して互いを確認した



のち、暗号化した通信データ295dを通信ネットヮ一ク ０を介して通信する。

逆用時、各通信機器2００(通信機器 2０ 、通信機器 2０2)の機器記憶部29０(

図示省略) には、製造時に登録された公開パラメータ293aおよび機器固有 2g b

、製造時に生成された べ一ス暗号秘密鍵293b、システム構築時に設定されたホ

スト名2g c、システム構築時に生成された S 鍵ペア292および自己署名証明菩2

94が記憶されている。

以下、通信機器 2０ をSS サ一バ、通信機器 2０2をSS クライアントとして逆

用時にSS 通信が行われる場合にっいて説明を行ぅ。

但し、通信機器2００の運用時処理において、SS 通信が行われる必要は必ずしも

なく、 S 自己署名294aの検証と べ一ス暗号署名294bの検証とにより通信相手

が機器固有 2g bにより特定される通信機器2００であることが確認されればよい。

００68 図 ０は、実施の形態 における通信機器2００の逆用時処理を示すフローチャート

である。

実施の形態 における通信機器2００の逆用時処理にっいて、図 ０に某づいて以

下に説明する。

通信機器 2０ および通信機器 2０2の各 「～部」は、以下に説明する処理を P

を用いて実行する。

００69 通信機器 2０ と通信機器 2０2とはSS セッション情報を交換する (S3 ０)

通信機器 2０ と通信機器 2０2とは自己署名証明菩294を互いに通信し合 v

32０)する。

通信機器 2０2の自己署名証明菩検証部24 は通信機器 2０ の自己署名証明

菩294を検証し(533０) 、自己署名証明菩294に設定されている1 べ一ス暗号署名

294bを検証する (S33 )

通信機器 2０2のSS 通信部24０は通信機器 2０ の S 公開鍵292bを用い
て暗号化したブリマスターシークレソト295aを通信機器 2０へ送信し(S3 4０) 、通

信機器 2０ のS S 通信部24０は通信機器 2０2のブリマスターシークレソト295a

を復号し(S3 4 ) 、通信機器 2０2のSS 通信部24０ほSS 署名295cを通信機器

2０へ送信する (S35 ０)



通信機器 2０ の自己署名証明菩検証部24 は通信機器 2０2の自己署名証明

菩294を検証し(536０)、自己署名証明菩294に設定されている1 べ一ス暗号署名

294bを検証する (S36 )

通信機器 2０ のSS 通信部24０は通信機器 2０2のSS 署名295cを検証する

(537０)

通信機器 2０ と通信機器 2０2とはブリマスターシークレット295aを用いてセッシ

ョン鍵295bを生成し(S38 ) 、セッション鍵295bを用いて暗号化した通信データ29

5dを通信する (S38 )

００7０ 従来のSS 通信では行われないS33 およびS36 は、実施の形態 における機

器認証システム ００の特徴の一つである。

００71 次に、各処理 (53 ０～538 )の詳細について説明する。

００72 く53 ０>
まず、通信機器 2０2 (クライアント側)のSS 通信部24０は、通信機器 2０ (ザ

ーバ側)の ( s : ホスト名 )を指定して特定の乱数および利用可能な

アルゴリズム (暗号、圧縮 )のリスト(SS セッション情報)を通信機器 2０ ザーバ側

へ送信する。

乱数は所定のアルゴリズムの実行により生成され、利用可能なアルゴリズムは予め

機器記憶部29０に設定されているものとする。

通信機器 2０ のSS 通信部24０は、SS 通信部24０のSS セッション情報を受

信し、SS セッション情報に示されるリストの中から自己が利用可能なアルゴリズムを

つ選択し、選択したアルゴリズム (暗号、圧縮 )を通信機器 2０2へ通知する。

S3 において、通信機器 2０ と通信機器 2０2との間で、特定の乱数が共有さ

れ、使用するアルゴリズムが決定される。

S3 によりSS セッションが開始された後、処理はS32０に進む。

００73 く 2０: 自己証明菩送信処理、自己証明菩受信処理の一例ノ

S3 の後、通信機器 2０ のSS 通信部24０は、機器記憶部29０から自己署名

証明苦294を取得し、取得した自己署名証明苦294を通信機器 2０2へ送信する。

通信機器 2０2のSS 通信部24０は、通信機器 2０ により送信された自己署名



証明菩294 (通信機器 2０ の自己署名証明菩294) を受信して機器記憶部29０に

記憶する。

通信機器 2０ のS S 通信部24０は、証明菩要求を通信機器 2０2へ送信する。

通信機器 2０2のS S 通信部24０は、証明菩要求を受信した際、機器記憶部29０

から自己の自己署名証明菩294を取得し、取得した自己署名証明菩294を通信機

器 2０へ送信する。

通信機器 2０ のSS 通信部24０は、通信機器 2０2により送信された自己署名

証明菩294 (通信機器 2０2の自己署名証明菩294) を受信して機器記憶部29０に

記憶する。

532０の後、処理は533０に進む。

００74 く533０: 自己署名証明菩検証処理 (自己証明菩検証処理の一例) ノ

通信機器 2０2の自己署名証明菩検証部24 は、機器記憶部29０から通信機器

2０ の自己署名証明苫294を取得し、 S 公開鍵暗号方式の検証アルゴリズムを

実行して通信機器 2０ の自己署名証明菩294を検証する。

具体的に、自己署名証明菩検証部24 は、自己署名証明菩294に設定されてい

る S 公開鍵292bを用いて自己署名証明菩294に設定されている S 自己署名

294aを検証する。

さらに、自己署名証明苫検証部24 は、自己署名証明菩294に設定されている有

効期限を現在時刻と比較し、自己署名証明菩294の有効期限が切れていないか検

証する。

さらに、自己署名証明苫検証部24 は、自己署名証明菩294に設定されているホ

スト名29 。がS3 ０において指定された に設定されたホスト名と一致するか検

証する。

００75 全ての検証において有効である自己署名証明菩294は、改ざんされていないこと

が保証され且っ有効期限の切れていない有効な証明菩である。

但し、自己署名証明菩294は、 S 公開鍵292bの生成元が認証局により保証さ

れないため、通信機器 2０ になりすました別の機器により生成されている可能性が

ある。



っまり、この時点では、通信機器 2０2の通信相手が通信機器 2０ であるといぅこ

とほ保証されていない。

００76 通信機器 2０ の自己署名証明菩294が有効である場合 (認証 )、処理は533

に進む。

通信機器 2０ の自己署名証明菩294が有効でない場合 (無効である場合 ) (認、

証 G)、通信機器 2０2は通信機器 2０ との通信を終了し、通信機器2００の逆用

時処理は終了する。

通信機器 2０ の自己署名証明菩294が有効でない場合の処理分岐にっいて図

示を省略する。

００77 くS 33 : べ一ス暗号署名検証処理 (自己証明菩検証処理の一例) ノ

通信機器 2０2の自己署名証明菩検証部24 は、機器記憶部29０から公開パラメ

ータ293aを取得する。

通信機器 2０2の自己署名証明菩検証部24 は、公開パラメータ293aと通信機

器 2０ の自己署名証明菩294に設定されている S 公開鍵292bとを用いて

べ一ス暗号方式の検証アルゴリズムを実行し、通信機器 2０ の自己署名証明菩2

94に設定されている べ一ス暗号署名294bを検証する。

００78 通信機器 2０ の自己署名証明菩294に設定されている べ一ス暗号署名294b

は、通信機器 2０ の機器固有 2g bおよび公開パラメータ293aに某づいての

み生成可能な べ一ス暗号秘密鍵293bを用いて生成されている。

このため、 べ一ス暗号署名294bの検証結果が有効である場合、自己署名証明

苦294は、通信機器 2０ の機器固有 2g bおよび公開パラメータ293aが設定さ

れている機器 (っまり、通信機器 2０ ) により生成されたれうことが保証される。

っまり、この時点で、通信機器 2０2の通信相手が通信機器 2０ であるといぅこと

が保証される。

００79 べ一ス暗号署名294bが有効である場合、処理はS34０に進む。

べ一ス暗号署名294bが有効でない場合 (無効である場合 ) 、通信機器 2０2は

通信機器 2０ との通信を終了し、通信機器2００の逆用時処理は終了する。

べ一ス暗号署名294bが有効でない場合の処理分岐にっいて図示を省略する。



００8０ く534０>
通信機器 2０2のSS 通信部24０は、セッション鍵295bの生成に用いる情報であ

るプリマスターシークレット295aを生成し、生成したプリマスターシークレット295aを

機器記憶部29０に記憶する。

さらに、通信機器 2０2のS S 通信部24０は、通信機器 2０ の自己署名証明菩

294から S 公開鍵292bを取得し、取得した S 公開鍵292bを用いてプリマスタ

ーシークレット295aを暗号化し、暗号化したプリマスターシークレット295aを通信機

器 2０へ送信する。

S34０の後、処理はS 34 に進む。

００8 1 く534 >
通信機器 2０ のS S 通信部24０は、S34０において通信機器 2０2により送信さ

れたプリマスターシークレット295aを受信する。

通信機器 2０ のS S 通信部24０は、自己の S 秘密鍵292aを機器記憶部29

0から取得し、受信したプリマスターシークレット295aを S 秘密鍵292aを用いて復

号し、復古したプリマスターシークレット295aを機器記憶部29０に記憶する。

S34 の後、処理はS 35０に進む。

００82 S34０～S34 において、通信機器 2０ と通信機器 2０2との間でプリマスターシ

ークレット295aが共有される。

００83 く535０>
通信機器 2０2のSS 通信部24０は、自己の S 秘密鍵292aを機器記憶部29

0から取得し、取得した S 秘密鍵292aを用いてS 3 ０からS 34 までに通信機器

2０ と通信機器 2０2との間で通信された情報 (「ハンドシェークメッセージ」とレぢ)

の署名をSS 署名295cとして生成し、生成したSS 署名295cを通信機器 2０へ

送信する。

SS 署名295cは、通信機器 2０ のS S 通信部24０により受信され機器記憶部

29０に記憶される。

535０の後、処理は536０に進む。

００84 く536０: 自己署名証明菩検証処理 (自己証明菩検証処理の一例) ノ



通信機器 2０ の自己署名証明菩検証部24 は、S 33０における通信機器 2０2

と同様にして、通信機器 2０2の自己署名証明苦294 を検証する。

自己署名証明菩294 が有効である場合、処理は536 に進む。

自己署名証明菩294 が有効でない場合、通信機器 2０ は通信機器 2０2との通

信を終了し、通信機器2００の逆用時処理は終了する。

自己署名証明菩294 が有効でない場合の処理分岐にっいて図示を省略する。

００85 くS 36 : べ一ス暗号署名検証処理 ( 自己証明菩検証処理の一例) ノ

通信機器 2０ の自己署名証明菩検証部24 は、S 33 における通信機器 2０2

と同様にして、通信機器 2０2の自己署名証明菩294 に設定されている べ一ス暗

号署名294b を検証する。

べ一ス暗号署名294b が有効である場合、処理はS 3 7０に進む。

べ一ス暗号署名294 bが有効でない場合、通信機器 2０ ほ通信機器 2０2と

の通信を終了し、通信機器2００の逆用時処理は終了する。

べ一ス暗号署名294b が有効でない場合の処理分岐にっいて図示を省略する。

００86 <S37０>

通信機器 2０ のS S 通信部24０は、通信機器 2０2のS S 署名295c および自

己署名証明菩294 を機器記憶部29０から取得し、通信機器 2０2の自己署名証明

苦294 に含まれる S 公開鍵292b を用いて通信機器 2０2のS S 署名295c を検

証する。

S S 署名295c が有効である場合、処理はS 38０に進む。

S S 署名295c が有効でない場合、通信機器 2０2は通信機器 2０ との通信を

終了し、通信機器2００の逆用時処理は終了する。

S S 署名295c が有効でない場合の処理分岐にっいて図示を省略する。

００87 <S38０>

通信機器 2０ のS S 通信部24０と通信機器 2０2のS S 通信部24０とは、それ

ぞれ、 4０～S 34 において共有したブリマスターシークレソト295a を機器記憶部2

9０から取得し、取得したブリマスターシークレソト295a とS 3 ０において共有した乱

数とを用いてセッション鍵295b を生成する。



S38０の後、処理はS 38 に進む。

００88 く538 >
通信機器 2０ の暗号認証通信部242と通信機器 2０2の暗号認証通信部242と

は、それぞれ、538０において生成されたセッション鍵295bを用いて通信データ29

を暗号化し、暗号化した通信データ295dを互いに通信する。

S38 において必要なデータ通信が終了した後、処理は終了する。

００89 べ一ス暗号署名検証処理 (S33 S36 ) ほ、従来のSS 通信および証明苦検

証では行われておらず、実施の形態 における機器認証システム ００の特徴の一つ

である。本処理により、自己署名証明菩294が、機器固有 2g bで特定される機器

にて生成された証明菩であることが保証される。

００9０ 実施の形態 において例えば以下のよぅな機器認証システム ００について説明し

た」０

通信機器2００は、製造時に、機器固有 2g bに対応する べ一ス暗号秘密鍵2

93bを生成・格納する。

さらに、通信機器2００は、システム構築時に、ホスト名2g cと、 べ一ス暗号秘密

鍵293bを用いて S 公開鍵292bより生成される べ一ス暗号署名294bとを含む

自己署名証明菩294を生成する。

さらに、通信機器2００は、逆用時に、通信相手の自己署名証明菩294の検証とし

て自己署名証明菩294に含まれる S 自己署名294aおよび べ一ス暗号署名29

4bを検証する。

００91 これにより、通信相手の機器が指定したホスト名を割り当てられた機器であること、

及び通信相手の機器が 自己署名証明菩294に含まれる機器固有 2g bで特定さ

れる機器であることを保証する確実な機器認証が、認証局による証明菩の発行やオ

フラインでの証明菩の検証等の手間のかかる手順を必要とする事無く、実施される。

例えば、機器認証システム ００は、同一メーカーにより製造された機器間で秘匿性

の高いデータを送受信する通信システムとして利用することができる。

００92 実施の形態 において S 公開鍵暗号方式の代わりに、楕円暗号、 S 等

のその他の公開鍵暗号方式が用いられてもよい。



S 公開鍵暗号方式では、S や 5等のハッシュ関数が用いられる。

００93 実施の形態 は、通信機器2００が秘密鍵と公開鍵証明菩を持って秘密鍵による署

名により相手機器に自機器を認証させたり、相手機器の証明菩に含まれる公開鍵を

用いたセッション鍵を暗号ィヒしたりする方式において、証明菩の検証のその安全性

のよりどころとするあらゆる方式に適用することが可能である。

００94 実施の形態2・

システム構築時でほなく製造時に通信機器2００が 自己署名証明苦294を生成する

形態について説明する。

以下、実施の形態 と典なる事項について主に説明する。説明を省略する事項は

実施の形態 と同様である。

００95 図 は、実施の形態2における通信機器2００の製造時処理を示すフローチャート

である。

実施の形態2における通信機器2００の製造時処理について、図 に某づいて以

下に説明する。

００96 図 に示すフローチャートは、実施の形態 における通信機器2００の製造時処理

(図5参照 ) にS 3０～S 6０を迫加したものである。

さらに、S 3０～S 5０は、実施の形態 における通信機器2００のシステム構築時

処理 (図7参照 )の522０～524０と同じである。

００97 S 6０において、自己署名証明菩生成部223は、S25０(図7参照 )と同様に、自己

署名証明苦情報と S 自己署名294aとを結合して自己署名証明菩294を生成し、

生成した自己署名証明苦294を機器記憶部29０に記憶する。

但し、製造時の通信機器2００にはホスト名2g cが設定されていないため、ホスト名

2g cは自己署名証明苦情報に含まれず、自己署名証明菩生成部223は自己署名

証明菩294のザブジェクト名のCo o a e欄にホスト名2g cの代わりに機器固

有 2g bを設定する。

００98 通信機器2００のシステム構築時処理は、S2 ０ホスト名2g cの設定)のみ実行さ

れ、522０～525０ほ実行されない(図7参照 )。

００99 通信機器2００の逆用時処理は、自己署名証明菩294にホスト名29 cが設定され



ていないほか、実施の形態 (図 ０)と同じである。

っまり、自己署名証明菩検証処理 (533０ 536０)において、ホスト名の検証は行

われない。

０1００ 実施の形態2において例えば以下のよぅな機器認証システム ００にっいて説明し

た」０

通信機器2００は、製造時に、機器固有 2g bに対応する べ一ス暗号秘密鍵2

93bを生成・格納し、 べ一ス暗号秘密鍵293bを用いて S 公開鍵292bより生成

される べ一ス暗号署名294bを含む自己署名証明菩294を生成する。

さらに、通信機器2００は、逆用時に、通信相手の自己署名証明菩294の検証とし

て自己署名証明菩294に含まれる S 自己署名294aおよび べ一ス暗号署名29

4bを検証する。

０1０1 自己署名証明菩294が製造時に生成されることにより、ホスト名2g cや Pアドレス

等のシステム構築時に決定される機器識別名は、自己署名証明菩294に設定され

ない。このため、通信相手の機器が指定したホスト名を割り当てられた機器であるとい
ぅ保証はなくなる。しかし、通信相手の機器が機器固有 2g bで特定される正当な

機器であることは実施の形態 と同様に保証される。

０1０2 実施の形態3・

通信機器2００が 自己署名証明菩294を更新する形態にっいて説明する。

以下、実施の形態 と典なる事項にっいて主に説明する。説明を省略する事項は

実施の形態 と同様である。

０1０3 図 2は、実施の形態3における通信機器2００の機能構成図である。

実施の形態3における通信機器2００の機能構成にっいて、図 2に某づいて以下

に説明する。

０1０4 通信機器2００は、実施の形態 で説明した構成 (図3参照 ) に加えて、証明菩更新

契機検出部224を備える。

０1０5 証明菩更新契機検出部224は、自己署名証明菩294を更新する契機 (所定のタイ

ミング)を P を用いて検出する。

例えば、証明菩更新契機検出部224は、自己署名証明菩294に設定されている有



効期限を検証し、有効期限の所定時間前または有効期限の経過時を自己署名証明

菩294の更新契機として検出する。

また例えば、証明菩更新契機検出部224は、管理者により証明菩更新指示が指定

されたときを自己署名証明菩294の更新契機として検出する。

０1０6 S 鍵ペア生成部22 (認証鍵ペア更新部の一例)は、証明菩更新契機検出部2

24により S 鍵ペア292の更新契機が検出されたときに、 S 鍵ペア292 ( S 秘

密鍵292a S 公開鍵292b)を更新する。

べ一ス暗号署名生成部23０は、 S 鍵ペア生成部22 により更新された S

公開鍵292bに某づいて べ一ス暗号署名294bを新たに生成する。

自己署名生成部222は、 S 鍵ペア生成部22 により更新された S 秘密鍵29

2aに某づいて S 自己署名294aを新たに生成する。

自己署名証明菩生成部223は、所定のデータと新たな べ一ス暗号署名294bと

新たな S 自己署名294aとを結合させて自己署名証明菩294を生成する。

SS 通信部24０は、自己署名証明菩生成部223により新たに生成された自己署名

証明菩294を通信相手の通信機器2００へ送信する。

０1０7 図 3は、実施の形態3における自己署名証明菩更新処理を示すフローチャートで

ある。

通信機器2００が 自己署名証明菩294を更新する自己署名証明菩更新処理にっい

て、図 3に某づいて以下に説明する。

通信機器2００の各 「～部」は、以下に説明する処理を P を用いて実行する。

以下に説明する自己署名証明菩更新処理は、証明菩更新契機検出部224により

自己署名証明菩294の更新契機が検出されたときに実行される。

０1０8 <S4 ０>
S 鍵ペア生成部22 は、S22０(図7参照 )と同様に、 S 鍵ペア292を新たに

生成し、生成した S 鍵ペア292を機器記憶部29０に記憶する。

そして、 S 鍵ペア生成部22 は、機器記憶部29０から古レ沢S 鍵ペア292を削

除する。

S4 ０の後、処理はS42０に進む。



０1０9 く542０>

べ一ス暗号署名生成部23０は、S 23０(図7参照 ) と同様に、新たな S 公開鍵

292b の べ一ス暗号署名294b を生成し、生成した べ一ス暗号署名294bを機

器記憶部29０に記憶する。

そして、 べ一ス暗号署名生成部23０は、機器記憶部29０から古い べ一ス暗号

署名294b を削除する。

542０の後、処理は543０に進む。

０11０ く543０>

自己署名生成部222 は、S 24０(図7参照 ) と同様に、新たな S 秘密鍵292a を用

いて自己署名証明苦情報の S 自己署名294a を生成する。自己署名証明苦情報

には新たな S 公開鍵292bおよび新たな べ一ス暗号秘密鍵293b が含まれる。

543０の後、処理は544０に進む。

０111 く544０>

自己署名証明菩生成部223 は、525０(図7参照 ) と同様に、自己署名証明苦情報

と新たな S 自己署名294a とを結合して自己署名証明菩294を生成し、生成した

自己署名証明菩294を機器記憶部29０に記憶する。

そして、自己署名証明苦生成部223は、機器記憶部29０から古い自己署名証明菩

294を削除する。

544０の後、処理は終了する。

０112 実施の形態3において例えば以下のよぅな機器認証システム ００にっいて説明し

た」０

通信機器2００は、逆用時に、既存の S 鍵ペア292および自己署名証明菩294

を消去後、 S 鍵ペア292を再生成し、自己署名証明菩294を更新する。

０113 これにより、認証局とのインタラクションが必要な証明菩再発行手順を実施すること

なく、証明菩 ( 自己署名証明菩294) の更新を機器単体で実行でき、証明菩更新の

逆用負荷を大幅に軽減することができる。

０114 実施の形態4・

通信機器2００が、 べ一ス暗号秘密鍵293b ではなく機器固有の S 秘密鍵を



用いて S 公開鍵292bの電子署名を生成し、生成した S 公開鍵292bの電子

署名を自己署名証明菩294に設定する形態にっいて説明する。

以下、実施の形態 と典なる事項にっいて主に説明する。説明を省略する事項は

実施の形態 と同様である。

０115 図 4は、実施の形態4における通信機器2００の機能構成図である。

実施の形態4における通信機器2００の機能構成にっいて、図 4に某づいて以下

に説明する。

０116 通信機器2００は、実施の形態 で説明した構成 (図3参照 ) に対して以下の点で典

なる。

０117 通信機器2００は、 べ一ス暗号秘密鍵生成部2 ０の代わりに、機器個別 S 鍵

ペア生成部2 (機器 鍵生成部の一例) 、機器個別署名生成部2 2と機器個別

証明菩生成部2 3とを備える。

通信機器2００は、 べ一ス暗号署名生成部23０の代わりに、機器個別 S 署名

生成部23 (機器 認証情報生成部の一例)を備える。

０118 機器記憶部29０には、マスター鍵29 aと公開パラメータ293aとの代わりにマスタ

ー S 鍵ペア2g d (マスター S 秘密鍵2g d 、マスター S 公開鍵2g d2) 、1

べ一ス暗号秘密鍵293bの代わりに機器個別 S 鍵ペア293c (機器個別 S 秘

密鍵293。、機器個別 S 公開鍵293c2) べ一ス暗号署名294bの代わりに

機器個別 S 署名294cが記憶される。

さらに、機器記憶部29０には、機器個別証明菩296と機器個別署名296aとが記憶

される。

０119 機器個別 S 鍵ペア生成部2 (機器 鍵生成部の一例)は、公開鍵暗号方式

により、機器固有 2g bに某づいて機器個別 S 鍵ペア293c (機器個別 S 秘

密鍵293。、機器個別 S 公開鍵293c2) (機器 鍵の一例)を P を用いて生

成する。

０12０ 機器個別署名生成部2 2は、マスター S 秘密鍵2g d (自機器の秘密鍵デー

タの一例) に某づいて機器個別 S 公開鍵293c2 (機器個別公開鍵の一例)の電

子署名を機器個別署名296aとして P を用いて生成する。



０12 1 機器個別証明菩生成部2 3は、機器個別署名296a と機器固有 2g bとを P

を用いて結合させて機器個別証明菩296 を生成する。

０122 機器個別 S 署名生成部23 (機器 認証情報生成部の一例) は、機器個別 S

(機器 認証情報の一例) として生成する。

０123 図 は、実施の形態4における通信機器2００の製造時 (製造時処理前) の格納デ

ータを示す図である。

図 に示すよぅに、通信機器2００が製造された際、通信機器2００の機器記憶部2

9０(図示省略) にはマスター S 鍵ペア2g d (マスター S 秘密鍵2g d 、マスタ

ー S 公開鍵2g d2) および機器固有 2g bが登録される。

マスター S 鍵ペア29 は、機器個別証明菩296 に設定される機器個別署名29

6aの生成に用いられる情報であり、全ての通信機器2００で同一である。

4 図 6は、実施の形態4における通信機器2００の製造時処理を示すフローチャート

である。

実施の形態4における通信機器2００の製造時処理にっいて、図 6に某づいて以

下に説明する。

０125 機器個別 S 鍵ペア生成部2 は機器固有 2g bに某づいて機器個別 S

鍵ペア293c を生成し( ) 、機器個別署名生成部2 2はマスター S 秘密鍵29

H を用いて機器個別証明苦情報の機器個別署名296a を生成し(S 2) 、機器個

別証明菩生成部2 3は機器個別証明苦情報と機器個別署名296a とを結合して機

器個別証明菩296 を生成し(S 3) 、機器個別証明菩生成部2 3はマスター S

秘密鍵2g d を削除する (S 2 )

以下に、各処理 ( ～S 3 S 2 ) の詳細にっいて説明する。

０126 くS :機器 鍵生成処理の一例ノ

機器個別 S 鍵ペア生成部2 は、機器固有 2g bを機器記憶部29０から取

得する。

機器個別 S 鍵ペア生成部2 は、取得した機器固有 2g bを入力値として

S 公開鍵暗号方式の鍵生成アルゴリズムを実行し、機器個別 S 鍵ペア293。を



生成する。

そして、機器個別 S 鍵ペア生成部2 は、生成した機器個別 S 鍵ペア293c

を機器記憶部29０に記憶する。

の後、処理はS 2に進む。

０127 くS 2 >

機器個別署名生成部2 2は、マスター S 秘密鍵2g d と機器個別証明菩296

に含める各種情報 (機器個別証明苦情報) とを機器記憶部29０から取得する。

機器個別署名生成部2 2は、取得したマスター S 秘密鍵2g d および機器個

別証明苦情報を入力値として S 公開鍵暗号方式の署名アルゴリズムを実行し、機

器個別証明苦情報の機器個別署名296a を生成する。

以下、機器個別 S 公開鍵293c2 および機器固有 2g bを機器個別証明苦情

報として説明を続ける。機器個別証明苦情報はこれらに限られない。

S 2の後、処理はS 3に進む。

０128 くS 3 >

機器個別証明菩生成部2 3は、機器個別証明苦情報とS 2において生成された

機器個別署名296a とを結合して機器個別証明菩296 を生成し、生成した機器個別

証明菩296 を機器記憶部29０に記憶する。

S 3の後、処理はS 2 に進む。

０129 くS 2 >

機器個別署名生成部2 2は、機器個別署名296a の生成に用いたマスター S

秘密鍵2g d を機器記憶部29０から削除する。機器個別署名生成部2 2は、マス

ター S 秘密鍵2g d を削除することにより、マスター S 秘密鍵2g d が洞洩し

、洞洩したマスター S 秘密鍵2g d を用いて機器個別署名296a が偽造されるこ

とを防止する。

S 2 の後、処理は終了する。

０13０ 図 7は、実施の形態4における通信機器2００の製造時 (製造時処理後 ) の格納デ

ータを示す図である。

図 7に示すよぅに、通信機器2００の製造時処理後、通信機器2００の機器記憶部2



9０(図示省略) にはマスター S 公開鍵29 2、機器固有 2g b、機器個別 S

鍵ペア293。および機器個別証明菩296 が記憶されている。

機器個別証明菩296 には、機器個別 S 公開鍵293。2、機器固有 2g bおよ

び機器個別署名296a が設定されている。

０13 1 図 8は、実施の形態4における通信機器2００のシステム構築時処理を示すフロー

チャートである。

実施の形態4における通信機器2００のシステム構築時処理にっいて、図 8に某づ

いて以下に説明する。

０132 図 8に示すフローチャートは、実施の形態 における通信機器2００のシステム構

築時処理 (図7参照 ) の523 ０を以下に説明する523 に変更したものである。

０133 くS 23 :機器 認証情報生成処理の一例ノ

S 22０の後、機器個別 S 署名生成部23 は、機器個別 S 秘密鍵293c と S

公開鍵292b とを機器記憶部29０から取得する。

機器個別 S 署名生成部23 は、取得した機器個別 S 秘密鍵293c および

S 公開鍵292b を入力値として S 公開鍵暗号方式の署名アルゴリズムを実行し、

S 公開鍵292b の機器個別 S 署名294c を生成する。

機器個別 S 署名生成部23 は、生成した S 公開鍵292b の機器個別 S 署

名294c を機器記憶部29０に記憶する。

S 23 の後、処理はS 24０に進む。

０134 S 24０およびS 25０において、自己署名証明苦情報には、機器固有 2g bの代

わりに機器個別証明菩296 べ一ス暗号署名294b の代わりに機器個別 S 署

名294。が含まれる。

０135 図 9は、実施の形態4における通信機器2００のシステム構築時 (システム構築時

処理後 ) の格納データを示す図である。

図 9に示すよぅに、通信機器2００のシステム構築時処理後、通信機器2００の機器

記憶部29０(図示省略) にはマスター S 公開鍵2g d2、機器固有 2g b、機器

個別 S 鍵ペア293c 、機器個別証明菩296 、ホスト名2g c RS 鍵ペア292 およ

び自己署名証明菩294 が記憶されている。



自己署名証明菩294 には、 S 公開鍵292b 、自己署名証明菩294 の有効期限、

ホスト名2g c、機器個別証明菩296 S 公開鍵292b の機器個別 S 署名294

cおよび S 自己署名294a が設定されている。

０136 図2０は、実施の形態4における通信機器2００の逆用時処理を示すフローチャート

である。

実施の形態4における通信機器2００の逆用時処理にっいて、図2０に某づいて以

下に説明する。

０137 図2０に示すフローチャートは、実施の形態 における通信機器2００の逆用時処理

(図 ０参照 ) に対して、以下に説明するS 332 およびS 362 を加え、S 33 およびS 36

を以下に説明する5333 および5363 に変更したものである。

０138 く5332 :機器個別証明菩検証処理 ( 自己証明菩検証処理の一例) ノ

S 33０の後、通信機器 2０2の自己署名証明菩検証部24 は、マスター S 公開

鍵29 2を機器記憶部29０から取得し、通信機器 2０ の自己署名証明菩294か
ら機器個別証明菩296 を取得し、機器個別証明菩296 に設定されている機器個別

署名296a をマスター S 公開鍵29 2を用いて検証する。

０139 機器個別署名296a が有効である機器個別証明菩296 は、改ざんされていないこと

が保証される。

っまり、機器個別証明苫296 に設定されている機器個別 S 公開鍵293c2 は、機

器個別証明菩296 に設定されている機器固有 2g bで特定される通信機器 2０

により生成されたといぅことが保証される。

０14０ 機器個別署名296a が有効である場合、処理は5333 に進む。

機器個別署名296a が有効でない場合、通信機器 2０2は通信機器 2０ との通

信を終了し、通信機器2００の逆用時処理は終了する。

機器個別署名296a が有効でない場合の条件分岐にっいて図示を省略する。

０14 1 く 33 :機器個別 S 署名検証処理 ( 自己証明菩検証処理の一例) ノ

通信機器 2０2の自己署名証明菩検証部24 は、機器個別証明菩296 に設定さ

れている機器個 公開鍵293。2を用いて S 公開鍵方式の検証アルゴリズム

を実行し、通信機器 2０ の自己署名証明菩294 に設定されている機器個別 S



署名294。を検証する。

０142 S33 2において機器個別 S 公開鍵293c2 は通信機器 2０ により生成されたこ

とが保証されているため、 S 公開鍵292b の機器個別 S 署名294c が有効であ

る場合、自己署名証明菩294 に設定されている S 公開鍵292b は、通信機器 2

０ により生成されたことが保証される。さらに、S 33０における S 自己署名294a の

検証により自己署名証明苦294 は改ざんされていなレ亡とが保証されているため、自

己署名証明苦294 ほ通信機器 2０ により生成されたことが保証される。

っまり、通信機器 2０2の通信相手が通信機器 2０ であるれ、ぅことが保証される

０143 機器個別 S 署名294c が有効である場合、処理はS 34０に進む。

機器個別 S 署名294c が有効でない場合、通信機器 2０2は通信機器 2０ と

の通信を終了し、通信機器2００の逆用時処理は終了する。

機器個別 S 署名294c が有効でない場合の処理分岐にっいて図示を省略する

０144 く5362 :機器個別証明菩検証処理 ( 自己証明菩検証処理の一例) ノ

S 36０の後、通信機器 2０ の自己署名証明菩検証部24 は、S 332 における通

信機器 2０2と同様にして、通信機器 2０2の自己署名証明菩294 に設定されてい

る機器個別証明菩296を取得し、機器個別証明菩296 に設定されている機器個別

署名296a を検証する。

機器個別署名296a が有効である場合、処理は5363 に進む。

機器個別署名296a が有効でない場合、通信機器 2０ は通信機器 2０2との通

信を終了し、通信機器2００の逆用時処理は終了する。

機器個別署名296a が有効でない場合の処理分岐にっいて図示を省略する。

０145 く5363 :機器個別 S 署名検証処理 ( 自己証明菩検証処理の一例) ノ

通信機器 2０ の自己署名証明菩検証部24 は、S 333 における通信機器 2０2

と同様にして、通信機器 2０2の自己署名証明菩294 に設定されている機器個別

S 署名294c を検証する。

機器個別 S 署名294c が有効である場合、処理はS 37０に進む。



機器個別 S 署名294c が有効でない場合、通信機器 2０ は通信機器 2０2と

の通信を終了し、通信機器2００の逆用時処理は終了する。

機器個別 S 署名294c が有効でない場合の処理分岐にっいて図示を省略する

０146 実施の形態4において、通信機器2００が、1 べ一ス暗号秘密鍵293b ではなく機

器固有の S 秘密鍵を用いて S 公開鍵292b の電子署名を生成し、生成した S

公開鍵292b の電子署名を自己署名証明菩294 に設定する形態にっいて説明し

た」０

０147 機器認証システム ００は、実施の形態 と同様に、認証局から証明菩の発行を受け

なくても自己署名証明菩294 に某づいて通信相手を保証するといぅ効果を奏する。

０148 通信機器2００は、実施の形態2と同様に、製造時処理において自己署名証明菩2

94を生成してもよい。

また、通信機器2００は、実施の形態3と同様に、自己署名証明菩294 を更新しても

よい。

０149 実施の形態 5・

通信機器2００が、 べ一ス暗号秘密鍵293b ではなく機器固有の共通鍵を用いて

S 公開鍵292b の電子署名を生成し、生成した S 公開鍵292b の電子署名を

自己署名証明菩294 に設定する形態にっいて説明する。

以下、実施の形態 と典なる事項にっいて主に説明する。説明を省略する事項は

実施の形態 と同様である。

０15０ 図2 は、実施の形態 5における通信機器2００の機能構成図である。

実施の形態 5における通信機器2００の機能構成にっいて、図2 に某づいて以下

に説明する。

０15 1 通信機器2００は、実施の形態 で説明した構成 (図3参照 ) に対して以下の点で典

なる。

０152 通信機器2００は、 べ一ス暗号秘密鍵生成部2 ０の代わりに、機器個別共通鍵

生成部2 4 (機器 鍵生成部の一例)を備える。

通信機器2００は、 べ一ス暗号署名生成部23０の代わりに、機器個別共通鍵



C生成部232 (機器 認証情報生成部の一例 ) を備える。

０153 機器記憶部29０には、マスター鍵29 aと公開パラメータ293a との代わりにマスタ

ー共通鍵2g e べ一ス暗号秘密鍵293b の代わりに機器個別共通鍵293d

べ一ス暗号署名294b の代わりに機器個別共通鍵 C294 が記憶される。

０154 機器個別共通鍵生成部2 4 (機器1 鍵生成部の一例 ) は、共通鍵暗号方式により

、機器固有 2g bに某づいて機器個別共通鍵293d (機器 鍵の一例 ) を P を

用いて生成する。

０155 機器個別共通鍵 C生成部232 (機器 認証情報生成部の一例 ) は、機器個別

共通鍵293d を用いて S 公開鍵292b C ( ess a e e ca o Co

de) (機器 認証情報の一例 ) を機器個別共通鍵 C2g4dとして生成する。

０156 図22は、実施の形態 5における通信機器2００の製造時 (製造時処理前) の格納デ

ータを示す図である。

図22に示すよぅに、通信機器2００が製造された際、通信機器2００の機器記憶部2

9０(図示省略) にはマスター共通鍵2g eおよび機器固有 2g bが登録される。

マスター共通鍵2g e は、機器個別共通鍵293d の生成に用いられる情報であり、

全ての通信機器2００で同一である。

０157 図 は、実施の形態 5における通信機器2００の製造時処理を示すフローチャート

である。

実施の形態 5における通信機器2００の製造時処理にっいて、図23に某づいて以

下に説明する。

０158 機器個別共通鍵生成部2 4はマスター共通鍵2g eおよび機器固有 2g bに某

づいて機器個別共通鍵293d を生成し(S 4 ) 、マスター共通鍵2g eを削除する (S

22)

以下、各処理 (S 4 S 22) の詳細にっいて説明する。

０159 くS 4 :機器 鍵生成処理の一例ノ

機器個別共通鍵生成部2 4は、マスター共通鍵2g e と機器固有 2g bとを機

器記憶部29０から取得する。

機器個別共通鍵生成部2 4は、取得したマスター共通鍵2g eおよび機器固有



2g bを入力値として Cアルゴリズム (例えば、 C や C

5)を実行し、機器個別共通鍵293d を生成する。

機器個別共通鍵生成部2 4は、生成した機器個別共通鍵293d を機器記憶部29

0に記憶する。

S 4の後、処理はS 22に進む。

０16０ くS 22 >

機器個別共通鍵生成部2 4は、機器個別共通鍵293d の生成に用いたマスター共

通鍵2g eを機器記憶部29０から削除する。機器個別共通鍵生成部2 4は、マスタ

ー共通鍵2g eを削除することにより、マスター共通鍵2g eが洞洩し、洞洩したマス

ター共通鍵2g eを用いて機器個別共通鍵293d が偽造されることを防止する。

S 22の後、処理は終了する。

０16 1 図24は、実施の形態 5における通信機器2００の製造時 (製造時処理後 ) の格納デ

ータを示す図である。

図24に示すよぅに、通信機器2００の製造時処理後、通信機器2００の機器記憶部2

9０(図示省略) には機器固有 2g bおよび機器個別共通鍵293d が記憶されてい
る。

０162 図 は、実施の形態 5における通信機器2００のシステム構築時処理を示すフロー

チャートである。

実施の形態 5における通信機器2００のシステム構築時処理にっいて、図25に某づ

いて以下に説明する。

０163 図25に示すフローチャートは、実施の形態 における通信機器2００のシステム構

築時処理 (図7参照 ) の523 ０を以下に説明する5232 に変更したものである。

０164 く5232 >

S 22０の後、機器個別共通鍵 C生成部232 は、機器個別共通鍵293d と S

公開鍵292b とを機器記憶部29０から取得する。

機器個別共通鍵 C生成部232 は、取得した機器個別共通鍵293d および S

公開鍵292b を入力値として Cアルゴリズム (例えば、 C や

C を実行し、 S 公開鍵292b の機器個別共通鍵 C2g4dを生成する。



機器個別共通鍵 C生成部232 は、生成した S 公開鍵292b の機器個別共

通鍵 C2g4dを機器記憶部2 9０に記憶する。

S 232 の後、処理はS 24０に進む。

０165 S 24０およびS 2 5０において、自己署名証明苦情報には、 べ一ス暗号署名294

bの代わりに機器個別共通鍵 C2g4dが含まれる。

０166 図2 6は、実施の形態 5における通信機器2００のシステム構築時 (システム構築時

処理後 ) の格納データを示す図である。

図2 6に示すよぅに、通信機器2００のシステム構築時処理後、通信機器2００の機器

記憶部2 9０(図示省略) には機器固有 2g b、機器個別共通鍵293d 、ホスト名2 9

c S 鍵ペア292 および自己署名証明菩294 が記憶されている。

自己署名証明菩294 には、 S 公開鍵292b 、自己署名証明菩294 の有効期限、

ホスト名2 g c 、機器固有 2g b、機器個別共通鍵 C2g4dおよび S 自己署

名294a が設定されている。

０167 図2 7は、実施の形態 5における機器認証システム ００の逆用概要を示す図である

図2 7に示すよぅに、通信機器 2０ は通信端末2０3と通信を行ぅ。

通信端末2０3は、 S トークン ( S : e sa S e a s)が接続され

るインタフェースを有する。例えば、通信端末2０3はパーソナルコンピュータである。

また、通信端末2０3は、S S 通信部24０、自己署名証明菩検証部24 および暗号

認証通信部242 を備える。

通信端末2０3のユーザは、通信端末2０3から通信機器 2０ にアクセスする際、

製造時に通信機器2００に登録されていたものと同じマスター共通鍵2 g e が記憶さ

れている S トークン 2０を通信端末2０3に接続する。 S トークン 2０の代わりに

、マスター共通鍵2 g eを安全に保管できる媒体として、Cカード等その他の媒体が

用いられてもよい。

通信機器 2０ には、通信機器 2０ にアクセスすることが許可されているユーザ

のユーザ およびパスヮ一ドが記憶されているものとする。

０168 図2 8は、実施の形態 5における通信機器2００の逆用時処理を示すフローチャート



である。

実施の形態 5における通信機器2００の運用時処理にっいて、図28に墓づいて以

下に説明する。

０169 くS 3 >

通信機器 2０ と通信端末2０3とは、実施の形態 (図 ０参照 )のS 3 ０における

通信機器 2０ および通信機器 2０2と同様に、S S セッション情報を交換する。

S 3 の後、処理はS 32 に進む。

０17０ くS 32 : 自己証明菩送信処理、自己証明菩受信処理の一例ノ

通信機器 2０ のS S 通信部24０は、実施の形態 におけるS 32０と同様に、自己

署名証明菩294 を通信端末2０3へ送信する。

通信端末2０3のS S 通信部24０は、自己署名証明菩294 を通信機器 2０へ送

信しなくて構わない。

S 32 の後、処理はS 33０に進む。

０17 1 く5334 : 自己署名証明菩検証処理 ( 自己証明菩検証処理の一例) ノ

通信端末2０3の自己署名証明菩検証部24 は、実施の形態 の533０における通

信機器 2０2と同様に、通信機器 2０ の自己署名証明菩294 を検証する。

通信機器 2０ の自己署名証明菩294 が有効である場合、処理はS 335 に進む。

０172 くS 335 :機器個別共通鍵 C検証処理 ( 自己証明菩検証処理の一例) ノ

通信端末2０3の自己署名証明菩検証部24 は、通信端末2０3に接続された S

トークン 2０からマスター共通鍵2g eを取得する。

5335 の後、処理は5336 に進む。

０17 3 く5336 機器個別共通鍵 C検証処理 ( 自己証明苦検証処理の一例) ノ

通信端末2０3の自己署名証明菩検証部24 は、5335 において取得したマスター

共通鍵2g eと通信機器 2０ の自己署名証明苫294 に設定されている機器固有1

2g bとを入力値として Cアルゴリズムを実行し、機器個別共通鍵293d を生成

する。5335 336 において、機器個別共通鍵293d の生成は、マスター共通鍵29

eを機密に保持する S トークン 2０の内部で実施される場合もある。その場合、

機器個別共通鍵293d は、機器固有 2g bの入力に対する出力となる。



処理内容は、通信機器 2０ による機器個別共通鍵293d の生成処理 ( の

図2 3参照 ) と同じである。

5336 の後、処理は5337 に進む。

０174 く5337 :機器個別共通鍵 C検証処理 ( 自己証明菩検証処理の一例 ) ノ

通信端末2０3の自己署名証明菩検証部24 は、5336 において生成した機器個

別共通鍵293d と通信機器 2０ の自己署名証明菩294 に設定されている S 公

開鍵292 bとを入力値として Cアルゴリズムを実行し、 S 公開鍵292 bの機器個

別共通鍵 C2g4dを生成する。

処理内容は、通信機器 2０ による機器個別共通鍵 C2g4dの生成処理 (S 2 3

2、図2 5参照 ) と同じである。

5337 の後、処理は5338 に進む。

０175 くS 338 :機器個別共通鍵 C検証処理 ( 自己証明菩検証処理の一例 ) ノ

通信端末2０3の自己署名証明菩検証部24 は、通信機器 2０ の自己署名証明

菩294 に設定されている機器個別共通鍵 C2g4dとS 337 において生成した機器

個別共通鍵 C2g4dとを比較する。

通信端末2０3の自己署名証明菩検証部24 は、機器個別共通鍵 C2g4dが一

致する場合、通信機器 2０ の自己署名証明菩294 に設定されている機器個別共

通鍵 C2g4dが有効であると判定し、機器個別共通鍵 C2g4dが一致しない

場合、通信機器 2０ の自己署名証明菩294 に設定されている機器個別共通鍵

C2g4dが有効でないと判定する。

０176 通信端末2０3の自己署名証明菩検証部24 は、通信機器 2０ と同じ方法で生

成した機器個別共通鍵 C2g4dと比較して自己署名証明菩294 に設定されてい

る機器個別共通鍵 C2g4dを検証している。

このため、機器個別共通鍵 C2g4dが有効である場合、通信機器 2０2の通信

相手が通信機器 2０ であるれ、ぅことが保証される。

０177 機器個別共通鍵 C2g4dが有効である場合、処理はS 342 に進む。

機器個別共通鍵 C2g4dが有効でない場合、通信機器 2０2ほ通信機器 2０

との通信を終了し、通信機器2００の逆用時処理は終了する。



機器個別共通鍵 C2g4dが有効でない場合の処理分岐について図示を省略

する。

０178 く5342 >

通信端末2０3のS S 通信部24０は、実施の形態 におけるS 34０と同様に、ブリマ

スターシークレソト295a を生成し、 S 公開鍵292b を用いて暗号化したブリマスタ

ーシークレソト295a を通信機器 2０へ送信する。

5342 の後、処理は5343 に進む。

０179 く5343 ノ

通信機器 2０ のS S 通信部24０は、実施の形態 におけるS 34 と同様に、通信

端末2０3から受信したブリマスターシークレソト295a を S 秘密鍵292a を用いて復

号する。

5343 の後、処理は5382 に進む。

０18０ く5382 >

通信機器 2０ のS S 通信部24０と通信端末2０3のS S 通信部24０とは、実施の

形態 におけるS 38０と同様に、ブリマスターシークレソト295a からセッション鍵295b

を生成する。

5382 の後、処理は5383 に進む。

０18 1 く5383 >

通信端末2０3のユーザは、自分のユーザ およびパスワードを通信端末2０3に入

力する。

通信端末2０3の暗号認証通信部242 は、ユーザにより入力されたユーザ および

パスワードをセッション鍵295b を用いて暗号化し、暗号化したユーザ およびパスワ

ードを通信機器 2０へ送信する。

5383 の後、処理は5384 に進む。

０182 く5384 >

通信機器 2０ の暗号認証通信部242 は、通信端末2０3により送信されたユーザ1

およびパスワードを受信し、受信したユーザ およびパスワードをセッション鍵295

bを用いて復号する。



通信機器 2０ の暗号認証通信部242 は、復号したュ一ザ およびパスワードを

機器記憶部29０に予め記憶されているュ一ザ およびパスワードと比較する。

通信機器 2０ の暗号認証通信部242 は、比較一致する場合、通信端末2０3の

ュ一ザを認証許可し、比較一致しない場合、通信端末2０3のュ一ザを認証不許可と

する。

ュ一ザ認証が不許可である場合、ュ一ザ認証が許可されるまで、5383 ～5384 が

繰り返される。ュ一ザ認証が不許可である場合の処理分岐について図示を省略する

ュ一ザ認証が許可された場合、処理は5385 に進む。

０183 く5385 ノ

通信機器 2０ の暗号認証通信部242 と通信端末2０3の暗号認証通信部242 と

は、実施の形態 におけるS 38 と同様に、セッション鍵295b を用いて暗号化した通

信データ295 を通信する。

5385 において必要なデータ通信が終了した後、処理は終了する。

０184 通信端末2０3は、通信機器 2０ と同じく、自己署名証明菩294 を生成し、生成し

た自己署名証明菩294 を通信相手 (通信機器 2０ ) に送信する通信機器2００であ

っても構わない。

この場合、通信機器 2０ は、通信端末2０3により実行された処理 (S33 ０ S33 4

～5337) と同様に、通信端末2０3の自己署名証明菩294 および自己署名証明菩2

94 に設定されている機器個別共通鍵 C2g4dを検証する。

０185 実施の形態 5において、通信機器2００が、 べ一ス暗号秘密鍵293b ではなく機

器固有の共通鍵を用いて S 公開鍵292b の電子署名を生成し、生成した S 公

開鍵292b の電子署名を自己署名証明菩294 に設定する形態について説明した。

０186 機器認証システム ００は、実施の形態 と同様に、認証局から証明菩の発行を受け

なくても自己署名証明菩294 に某づいて通信相手を保証するといぅ効果を奏する。

０187 通信機器2００は、実施の形態2と同様に、製造時処理において自己署名証明菩2

94を生成してもよい。

また、通信機器2００は、実施の形態3と同様に、自己署名証明菩294 を更新しても



よい。

図面の簡単な説明

０188 図 実施の形態 における機器認証システム ００の構成図。

図2 実施の形態 における通信機器2００のハードウェア資源の一例を示す図。

図3 実施の形態 における通信機器2００の機能構成図。

図4 実施の形態 における通信機器2００の製造時 (製造時処理前) の格納データを

示す図。

図5 実施の形態 における通信機器2００の製造時処理を示すフローチャート。

図6 実施の形態 における通信機器2００の製造時 (製造時処理後 ) の格納データを

示す図。

図7 実施の形態 における通信機器2００のシステム構築時処理を示すフローチャー

ト。

図8 実施の形態 における通信機器2００のシステム構築時 (システム構築時処理後

) の格納データを示す図。

図9 実施の形態 における機器認証システム ００の逆用概要を示す図。

図1０実施の形態 における通信機器2００の逆用時処理を示すフローチャート。

図11 実施の形態2における通信機器2００の製造時処理を示すフローチャート。

図12 実施の形態3における通信機器2００の機能構成図。

図13 実施の形態3における自己署名証明菩更新処理を示すフローチャート。

図14 実施の形態4における通信機器2００の機能構成図。

図15 実施の形態4における通信機器2００の製造時 (製造時処理前) の格納データ

を示す図。

図16 実施の形態4における通信機器2００の製造時処理を示すフローチャート。

図17 実施の形態4における通信機器2００の製造時 (製造時処理後 ) の格納データ

を示す図。

図18 実施の形態4における通信機器2００のシステム構築時処理を示すフローチャ
ート

０

図19 実施の形態4における通信機器2００のシステム構築時 (システム構築時処理



後 )の格納データを示す図。

図2０実施の形態4における通信機器2００の逆用時処理を示すフローチャート。

図21 実施の形態 5における通信機器2００の機能構成図。

図22 実施の形態 5における通信機器2００の製造時 (製造時処理前)の格納データ

を示す図。

図23 実施の形態 5における通信機器2００の製造時処理を示すフローチャート。

図24 実施の形態 5における通信機器2００の製造時 (製造時処理後 )の格納データ

を示す図。

図25 実施の形態 5における通信機器2００のシステム構築時処理を示すフローチャ
ート

０

図26 実施の形態 5における通信機器2００のシステム構築時 (システム構築時処理

後 )の格納データを示す図。

図27 実施の形態 5における機器認証システム ００の逆用概要を示す図。

図28 実施の形態 5における通信機器2００の逆用時処理を示すフローチャート。

符号の説明

００ 機器認証システム、 ０ 通信ネットヮ一ク、 2０ S トークン、2００ 通信

機器、2０ 通信機器 、2０2 通信機器 、2０3 通信端末、2 ０ べ一ス暗号

秘密鍵生成部、2 機器個別 S 鍵ペア生成部、2 2 機器個別署名生成部、2

3 機器個別証明菩生成部、2 4 機器個別共通鍵生成部、22０ システム情報設

定部、22 S 鍵ペア生成部、222 自己署名生成部、223 自己署名証明菩生

成部、224 証明菩更新契機検出部、23０ べ一ス暗号署名生成部、23 機器

個別 S 署名生成部、232 機器個別共通鍵 C生成部、24０ SS 通信部、2

4 自己署名証明菩検証部、242 暗号認証通信部、29０ 機器記憶部、2g a マ

スター鍵、2g b 機器固有 2g c ホスト名、2g d マスター S 鍵ペア、29

d マスター S 秘密鍵、2g d2 マスター S 公開鍵、2g e マスター共通鍵、

292 S 鍵ペア、292a S 秘密鍵、292b S 公開鍵、293 公開パラメー

タ、293b べ一ス暗号秘密鍵、293。機器個別 S 鍵ペア、293。 機器個別

S 秘密鍵、293。2 機器個別 S 公開鍵、293d 機器個別共通鍵、294 自己



署名証明菩、294a S 自己署名、294b べ一ス暗号署名、294c 機器個乃り

。
S 署名、294d 機器個別共通鍵 C 295a フリマスターシークレツト、295b

セツション鍵、295c SS 署名、295d 通信データ、296 機器ィ固乃り証明菩、296a

機器ィ固乃り署名、9 CP 9 2 バス、9 3 RO 9 4 9 5 通信ボ

ード、92０ 滋気デイスク装置、92 O S 23 プログラム群、924 フアイル群。



請求の範囲

自機器を識別する機器 ( e )に某づいて暗号鍵データを機器 鍵として

C P (Ce a occess )を用いて生成する機器 鍵生成部と、

自機器の公開鍵データと前記機器 鍵生成部により生成された機器 鍵とに某

づいて前記公開鍵データの認証情報を機器 認証情報として P を用いて生成

する機器 認証情報生成部と、

所定のデータと自機器の秘密鍵データとに某づいて前記所定のデータの認証情

報を自己認証情報として P を用いて生成する自己認証情報生成部と、

前記所定のデータと前記機器 認証情報生成部により生成された機器 認証情

報と前記 自己認証情報生成部により生成された自己認証情報とを含んだ電子証明

菩を自己証明菩として特定機器へ通信装置を用いて送信する自己証明菩送信部と

を備えたことを特徴とする自己認証通信機器。

2 前記 自己認証情報生成部は、前記公開鍵データと前記機器 と前記機器 認証

情報とを含んだデータを前記所定のデータとして前記 自己認証情報を生成し、

前記 自己証明菩送信部は、前記機器 認証情報と前記 自己認証情報と前記機器

認証情報を除いた前記所定のデータとを含んだ自己証明菩を送信する

ことを特徴とする請求項 記載の自己認証通信機器。

3 前記 自己認証通信機器は、さらに、前記秘密鍵データと前記公開鍵データとを認、

証鍵ペアとして所定のタイミングで P を用いて更新する認証鍵ペア更新部を備え

前記機器 認証情報生成部は、前記認証鍵ペア更新部により更新された公開鍵

データに某づいて前記機器 認証情報を新たに生成し、

前記 自己認証情報生成部は、前記認証鍵ペア更新部により更新された秘密鍵デ

ータに某づいて前記 自己認証情報を新たに生成し、

前記 自己証明菩送信部は、前記機器 認証情報生成部により新たに生成された

機器 認証情報と前記 自己認証情報生成部により新たに生成された自己認証情報

とを含んだ自己証明苫を前記特定機器へ送信する

ことを特徴とする請求項 ～請求項2いずれかに記載の自己認証通信機器。



4 前記機器 鍵生成部は、 べ一ス暗号方式により前記機器 を べ一ス暗号公

開鍵とする べ一ス暗号秘密鍵を前記機器 鍵として生成し、

前記機器 認証情報生成部は、前記 べ一ス暗号秘密鍵を用いて前記公開鍵

データの電子署名である べ一ス暗号秘密鍵署名を前記機器 認証情報として生

成し、

前記 自己認証情報生成部は、前記秘密鍵データを用いて前記所定のデータの電

子署名である自己署名を前記 自己認証情報として生成する

ことを特徴とする請求項 ～請求項3いずれかに記載の自己認証通信機器。

5 前記 自己証明菩送信部は、前記公開鍵データと前記機器 と前記 べ一ス暗号

秘密鍵署名と前記 自己署名とを含んだ前記 自己証明菩を前記特定機器に送信する

ことを特徴とする請求項4記載の自己認証通信機器。

6 前記機器 鍵生成部は、公開鍵暗号方式により前記機器 を用いて秘密鍵デー

タである機器個別秘密鍵と公開鍵データである機器個別公開鍵とを前記機器 鍵と

して生成し、

前記機器 認証情報生成部は、前記機器個別秘密鍵を用いて前記 自機器の公

開鍵データの電子署名である機器個別秘密鍵署名を前記機器 認証情報として生

成し、

前記 自己認証情報生成部は、前記 自機器の秘密鍵データを用いて前記所定のデ

ータの電子署名である自己署名を前記 自己認証情報として生成する

ことを特徴とする請求項 ～請求項3いずれかに記載の自己認証通信機器。

7 前記 自己証明菩送信部は、前記 自機器の公開鍵データと前記機器個別公開鍵と

前記機器個別秘密鍵署名と前記 自己署名とを含んだ前記 自己証明菩を前記特定

機器に送信する

ことを特徴とする請求項6記載の自己認証通信機器。

8 前記 自己認証通信機器は、さらに、前記 自機器の秘密鍵データに某づいて前記

機器個別公開鍵の電子署名を機器個別署名として P を用いて生成する機器個

別署名生成部を備え、

前記 自己証明菩送信部は、前記機器個別署名生成部により生成された機器個別



署名を含めた前記 自己証明菩を前記特定機器に送信する

ことを特徴とする請求項6～請求項7いずれかに記載の自己認証通信機器。

9 前記機器 鍵生成部は、共通鍵暗号方式により前記機器 を用いて共通鍵デー

タである機器個別共通鍵を前記機器 鍵として生成し、

前記機器 認証情報生成部は、前記機器個別共通鍵を用いて前記公開鍵デー

タの C ( ess a e e ca o Code) である機器個別共通鍵 Cを前

記機器 認証情報として生成し、

前記 自己認証情報生成部は、前記秘密鍵データを用いて前記所定のデータの電

子署名である自己署名を前記 自己認証情報として生成する

ことを特徴とする請求項 ～請求項3いずれかに記載の自己認証通信機器。

０ 前記 自己証明菩送信部は、前記公開鍵データと前記機器 と前記機器個別共通

鍵 Cと前記 自己署名とを含んだ前記 自己証明菩を前記特定機器に送信する

ことを特徴とする請求項9記載の自己認証通信機器。

請求項 ～請求項3いずれかに記載の自己認証通信機器により送信された自己証

明菩を通信装置を用いて受信する自己証明菩受信部と、

前記 自己証明菩受信部により受信された自己証明菩を P を用いて検証する自

己証明菩検証部と

を備えたことを特徴とする自己認証検証通信機器。

2 前記 自己証明菩受信部は、前記機器 を べ一ス暗号公開鍵とする べ一ス暗

号秘密鍵を用いて生成された前記公開鍵データの電子署名である べ一ス暗号秘

密鍵署名を前記機器 認証情報として含むと共に、前記秘密鍵データを用いて生

成された前記所定のデータの電子署名である自己署名を前記 自己認証情報として

含んだ自己証明菩を受信し、

前記 自己証明菩検証部は、前記公開鍵データを用いて前記 自己署名を検証する

と共に前記機器 を用いて前記 べ一ス暗号秘密鍵署名を検証する

ことを特徴とする請求項 記載の自己認証検証通信機器。

3 前記 自己証明苦受信部は、前記機器 に某づく秘密鍵データである機器個別秘

密鍵を用いて生成された前記公開鍵データの電子署名である機器個別秘密鍵署名



を前記機器 認証情報として含むと共に、前記秘密鍵データを用いて生成された前

記所定のデータの電子署名である自己署名を前記 自己認証情報として含んだ自己

証明菩を受信し、

前記 自己証明菩検証部は、前記公開鍵データを用いて前記 自己署名を検証する

と共に前記機器個別秘密鍵に対応する機器個別公開鍵を用いて前記機器個別秘

密鍵署名を検証する

ことを特徴とする請求項 記載の自己認証検証通信機器。

4 前記 自己証明菩受信部は、前記機器 に某づく共通鍵データである機器個別共

通鍵を用いて生成された前記公開鍵データの C ( ess a e e ca o

Code) である機器個別鍵 Cを前記機器 認証情報として含むと共に、前記秘密

鍵データを用いて生成された前記所定のデータの電子署名である自己署名を前記

自己認証情報として含んだ自己証明菩を受信し、

前記 自己証明菩検証部は、前記公開鍵データを用いて前記 自己署名を検証する

と共に前記機器個別共通鍵を用いて前記機器個別鍵 Cを検証する

ことを特徴とする請求項 記載の自己認証検証通信機器。

5 請求項 ～請求項3いずれかに記載の自己認証通信機器と、

請求項 記載の自己認証検証通信機器と

を有することを特徴とする機器認証システム。

6 自己認証通信機器と自己認証検証通信機器とを有する機器認証システムの機器

認証方法であり、

自己認証通信機器において、

機器 鍵生成部が、自機器を識別する機器 ( e )に某づいて暗号鍵デ

ータを機器 鍵としてCP (Ce o。。。，， )を用いて生成する機器

鍵生成処理を行い、

機器 認証情報生成部が、自機器の公開鍵データと前記機器 鍵生成部により

生成された機器 鍵とに某づいて前記公開鍵データの認証情報を機器 認証情

報として P を用いて生成する機器 認証情報生成処理を行い、

自己認証情報生成部が、所定のデータと自機器の秘密鍵データとに某づいて前記



所定のデータの認証情報を自己認証情報として P を用いて生成する自己認証情

報生成処理を行い、

自己証明菩送信部が、前記所定のデータと前記機器 認証情報生成部により生

成された機器 認証情報と前記 自己認証情報生成部により生成された自己認証情

報とを含んだ電子証明菩を自己証明菩として特定機器へ通信装置を用いて送信す

る自己証明菩送信処理を行い、

自己認証検証通信機器において、

自己証明菩受信部が、自己認証通信機器により送信された自己証明菩を通信装

置を用いて受信する自己証明菩受信処理を行い、

自己証明菩検証部が、前記 自己証明菩受信部により受信された自己証明菩を P

を用いて検証する自己証明菩検証処理を行ぅ

ことを特徴とする機器認証システムの機器認証方法。

7 自機器を識別する機器 ( e )に某づいて暗号鍵データを機器 鍵として

C P (Ce a occess )を用いて生成する機器 鍵生成処理と、

自機器の公開鍵データと前記機器 鍵生成処理により生成された機器 鍵とに

某づいて前記公開鍵データの認証情報を機器 認証情報として P を用いて生

成する機器 認証情報生成処理と、

所定のデータと自機器の秘密鍵データとに某づいて前記所定のデータの認証情

報を自己認証情報として P を用いて生成する自己認証情報生成処理と、

前記所定のデータと前記機器 認証情報生成処理により生成された機器 認証

情報と前記 自己認証情報生成処理により生成された自己認証情報とを含んだ電子

証明菩を自己証明菩として特定機器へ通信装置を用いて送信する自己証明菩送信

処理と

を通信機器に実行させる自己認証通信プログラム。

8 請求項 ～請求項3いずれかに記載の自己認証通信機器により送信された自己証

明菩を通信装置を用いて受信する自己証明菩受信処理と、

前記 自己証明苦受信処理により受信された自己証明苦を P を用いて検証する

自己証明菩検証処理と



を通信機器に実行させる自己認証検証通信プログラム。
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