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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　認証部のモデル及び完全性を遠隔で証明するための装置であって、
　ユーザから生体認証データを読み取り、生体認証基準データとの比較に基づいて、正常
に前記ユーザを認証するかどうかを判定する認証部と、
　前記装置から遠隔の依拠当事者との通信を保護し、前記依拠当事者に対して、前記認証
部のモデル及び／又は完全性を証明する暗号エンジンと、
　を備え、
　前記証明することは、
　　前記依拠当事者からのチャレンジを受信することと、
　　証明署名を生成するために、証明鍵を用いて、前記チャレンジと前記比較によるスコ
アとに署名することであって、前記証明鍵は、特に前記依拠当事者に対する及び前記暗号
エンジンにおける裏書き鍵証明書が前記依拠当事者によって証明された後に確立され、前
記裏書き鍵証明書は、前記証明署名を生成するための前記証明鍵を含む、ことと、
　　前記依拠当事者に前記証明署名と前記スコアを送信することであって、前記依拠当事
者は、前記依拠当事者の鍵を用いて、前記証明署名が有効であることを検証する、ことと
、
　を含む、装置。
【請求項２】
　前記暗号エンジンは、前記認証部に一体化された、請求項１に記載の装置。
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【請求項３】
　前記チャレンジは、ランダムに生成されるノンスを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記認証部の前記モデル及び／又は完全性を証明することは、前記暗号エンジンと前記
依拠当事者との間で一連の直接匿名認証（ＤＡＡ）トランザクションを実行することを含
む、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記ＤＡＡトランザクションは、ＤＡＡ署名及びＤＡＡ検証トランザクションを含む、
請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記証明鍵の改ざんを検出すると、前記証明鍵を消去する保護論理を更に備える、請求
項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記認証部は、
　ユーザから前記生体認証データを読み取る生体センサと、
　特定の特徴を有する前記生体認証データの特定部分を抽出する特徴抽出モジュールと、
　前記生体認証データの前記特定部分を生体認証基準データと比較し、これに応じて、前
記比較に基づいて前記スコアを生成する照合装置と、
　を含み、前記スコアは、前記生体認証データの前記特定部分と前記生体認証基準データ
との間の類似度のレベルを示す、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　認証部のモデル及び／又は完全性を遠隔で証明する方法であって、
　ユーザから生体認証データを読み取り、生体認証基準データとの比較に基づいて、正常
に前記ユーザを認証するかどうかを判定するステップであって、読み取り及び判定の前記
ステップは、認証部により実行される、読み取り及び判定のステップと、
　依拠当事者との通信を保護するステップと、
　前記依拠当事者に対して、前記認証部のモデル及び／又は完全性を証明するために、前
記依拠当事者との証明トランザクションを実行するステップと、
　を含み、
　前記証明トランザクションは、
　　前記依拠当事者からのチャレンジを受信するステップと、
　　証明署名を生成するために、証明鍵を用いて、前記チャレンジと前記比較によるスコ
アとに署名するステップであって、前記証明鍵は、裏書き鍵証明書が前記依拠当事者によ
って証明された後に確立され、前記裏書き鍵証明書は、前記証明署名を生成するための前
記証明鍵を含む、ステップと、
　　前記依拠当事者に前記証明署名と前記スコアを送信するステップであって、前記依拠
当事者は、前記依拠当事者の鍵を用いて、前記証明署名が有効であることを検証する、ス
テップと、
　を含む、方法。
【請求項９】
　前記証明トランザクションを実行する暗号エンジンは、認証部に一体化されており、前
記認証部は、前記ユーザから前記生体認証データを読み取り、前記生体認証基準データと
の比較に基づいて、正常に前記ユーザを認証するかどうかを判定する、請求項８に記載の
方法。
【請求項１０】
　前記チャレンジは、ランダムに生成されるノンスを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記認証部の前記モデル及び／又は完全性を証明することは、暗号エンジンと前記依拠
当事者との間で一連の直接匿名認証（ＤＡＡ）トランザクションを実行するステップを含
む、請求項８に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記ＤＡＡトランザクションは、ＤＡＡ署名及びＤＡＡ検証トランザクションを含む、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記証明鍵の改ざんを検出すると、前記証明鍵を消去するステップを更に含む、請求項
８に記載の方法。
【請求項１４】
　正常に前記ユーザを認証するかどうかを判定するステップは、
　ユーザから前記生体認証データを読み取るステップと、
　特定の特徴を有する前記生体認証データの特定部分を抽出するステップと、
　前記生体認証データの前記特定部分を生体認証基準データと比較し、これに応じて、前
記比較に基づいて前記スコアを生成するステップと、
　を更に含み、前記スコアは、前記生体認証データの前記特定部分と前記生体認証基準デ
ータとの間の類似度のレベルを示す、請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　機械可読媒体であって、その上に記憶したプログラムコードを有し、前記プログラムコ
ードは、機械により実行されると、前記機械に、
　ユーザから生体認証データを読み取り、生体認証基準データとの比較に基づいて、正常
に前記ユーザを認証するかどうかを判定する動作であって、読み取り及び判定の前記動作
は、認証部により実行される、読み取り及び判定の動作と、
　依拠当事者との通信を保護する動作と、
　前記依拠当事者に対して、前記認証部のモデル及び／又は完全性を証明するために、前
記依拠当事者との証明トランザクションを実行する動作と、
　を実行させ、
　前記証明トランザクションは、
　　前記依拠当事者からのチャレンジを受信する動作と、
　　証明署名を生成するために、証明鍵を用いて、前記チャレンジと前記比較によるスコ
アとに署名する動作であって、前記証明鍵は、特に前記依拠当事者に対する及び暗号エン
ジンにおける裏書き鍵証明書が前記依拠当事者によって証明された後に確立され、前記裏
書き鍵証明書は、前記証明署名を生成するための前記証明鍵を含む、動作と、
　　前記依拠当事者に前記証明署名と前記スコアを送信する動作であって、前記依拠当事
者は、前記依拠当事者の鍵を用いて、前記証明署名が有効であることを検証する、動作と
、
　を実行することである、機械可読媒体。
【請求項１６】
　前記証明トランザクションを実行する暗号エンジンは、認証部に一体化されており、前
記認証部は、前記ユーザから前記生体認証データを読み取り、前記生体認証基準データと
の比較に基づいて、正常に前記ユーザを認証するかどうかを判定する、請求項１５に記載
の機械可読媒体。
【請求項１７】
　前記チャレンジは、ランダムに生成されるノンスを含む、請求項１５に記載の機械可読
媒体。
【請求項１８】
　前記認証部の前記モデル及び／又は完全性を証明することは、前記暗号エンジンと前記
依拠当事者との間で一連の直接匿名認証（ＤＡＡ）トランザクションを実行する動作を含
む、請求項１５に記載の機械可読媒体。
【請求項１９】
　前記ＤＡＡトランザクションは、ＤＡＡ署名及びＤＡＡ検証トランザクションを含む、
請求項１８に記載の機械可読媒体。
【請求項２０】
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　前記証明鍵の改ざんを検出すると、前記証明鍵を消去する動作、を更に備える、請求項
１５に記載の機械可読媒体。
【請求項２１】
　正常に前記ユーザを認証するかどうかを判定する動作は、
　ユーザから前記生体認証データを読み取る動作と、
　特定の特徴を有する前記生体認証データの特定部分を抽出する動作と、
　前記生体認証データの前記特定部分を生体認証基準データと比較し、これに応じて、前
記比較に基づいて前記スコアを生成する動作と、
　を更に含み、前記スコアは、前記生体認証データの前記特定部分と前記生体認証基準デ
ータとの間の類似度のレベルを示す、請求項１５に記載の機械可読媒体。
【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、２０１３年５月３０日出願の「Ｃｏｍｂｉｎｉｎｇ　Ｂｉｏｍｅｔｒｉｃ　
Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｗｉｔｈ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ａｔｔｅｓｔａｔｉｏｎ」と
題する同時係属中の米国仮出願番号第６１／８２９，０８１号の利益を主張する。この仮
出願は、本出願の非仮出願の譲受人に譲渡されており、本明細書に参考として組み込まれ
る。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、概して、データ処理システムの分野に関する。とりわけ、本発明は、デバイ
ス証明を伴う生体認証のシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　現存するシステムは、生体センサを使用してネットワーク上でセキュアなユーザ認証を
提供するために設計されている。例えば、米国特許出願公開第２０１１／００８２８０１
号（「‘８０１出願」）は、強力な認証（例えば、個人情報の盗難やフィッシングに対す
る保護）、セキュアなトランザクション（例えば、「ブラウザにおけるマルウェア」及び
トランザクションについての「中間者」攻撃に対する保護）、並びに、クライアント認証
トークンの登録／管理（例えば、指紋リーダ、顔認識装置、スマートカード、トラステッ
ドプラットフォームモジュール（trusted platform modules）、その他）を提供するネッ
トワーク上のユーザ登録及び認証のためのフレームワークについて記載している。
【０００４】
　生体センサは、Ｌｅｎｏｖｏ（登録商標）のＴｈｉｎｋｐａｄｓ（登録商標）、及び、
ＨＰ（登録商標）のエリートＢｏｏｋｓ（登録商標）などの、商用市販計算機システムで
、ローカルな計算機認証のために、長年の間、使用されている。一般的に、これらの計算
機システムに一体化された生体センサは、攻撃耐性よりも、利便性の方が第１目標である
ので、コンピュータシステムの完全性に依拠することがありえる。更に、市販の計算機シ
ステムは、通常、物理的改ざんに対してまったく堅牢でない。したがって、指紋センサだ
けに物理的な保護を加えることは、優先すべきことではなかった。
【０００５】
　生体認証デバイスは、特定のアプリケーションに対する遠隔認証に用いられてきたが、
生体認証システムの完全性を保護するために、厳しい組織的方法が必要とされている。例
えば、これらの生体認証システムは、通常は封じられており、計算機システムとのインタ
ーフェースは、公認され信頼のおけるスタッフ（例えば、既知の許容できる生体認証デバ
イスが使用されており、改ざんされていないことを保証する、信頼のおける個人又はグル
ープ）だけがアクセス可能である。
【０００６】
　クラウドサービスの採用が増大するにしたがって、生体認証の新しい使用事例（即ち、
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クラウドサービスに対する生体ベースの認証）が普及している。この場合、少なくとも、
生体センサは、管理されない機械に取り付けられる可能性がある。この管理されないケー
スから、２つの重要な結論が生じる。
　ａ）システムがなりすましされていないことをチェックする監督者がいないので、生体
認証デバイスは、一体化されたなりすまし防止方法（すなわち偽の生体認証の検出）を有
しなければならない。
　ｂ）機械の、及び、生体認証デバイスの完全性は、外部の方法により保護されていると
みなすことができないので、それゆえに、それら自身の遮蔽機能が必要となる。
【０００７】
　（ａ）の必要性は、研究団体（Ｍｕｒａｌｉ　Ｍｏｈａｎ　Ｃｈａｋｋａ，２０１１）
（Ｍａｒｃｉａｌｉｓ，２００９）（Ｕｍｕｔ　Ｕｌｕｄａｇ，Ａｎｉｌ　Ｋ．Ｊａｉｎ
；Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉ
ｎｅｅｒｉｎｇ，Ｍｉｃｈｉｇａｎ　Ｓｔａｔｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）により、十分
に確認され、対処されている。しかし、（ｂ）に関する技法は、まだ完全には開発されて
いない。特に、アプリケーションが、本当の生体認証デバイスと通信しているのか、又は
マルウェアと通信しているのかを判定する標準化された技法が、現在存在しない。更に、
サービスにアクセスする要求が、信頼のおけるアプリケーションにより発信されているの
か、又はマルウェアにより発信されているのかを、クラウドサービスなどの遠隔の依拠当
事者が判定する適格な技法が存在しない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　図１は、生体認証デバイス１００を有する例示的なクライアント１２０を図示している
。正常動作時において、生体センサ１０２は、ユーザからの生の生体データを読み取り（
例えば、ユーザの指紋をキャプチャする、ユーザの音声を録音する、ユーザの写真をスナ
ップする、その他）、特徴抽出モジュール１０３は、生の生体データの特定の特徴を抽出
する（例えば、指紋の所定領域、所定の顔特徴などに焦点をあてる、その他）。照合装置
モジュール１０４は、クライアント１２０のセキュア記憶装置に記憶された生体認証基準
データ１１０と抽出された特徴１３３を比較し、抽出された特徴と生体認証基準データ１
１０との類似度に基づいて、スコア１５３を生成する。生体認証基準データ１１０は、典
型的には、ユーザが指紋、音声サンプル、画像又は他の生体データを装置１００に登録す
る登録プロセスの結果である。そして、アプリケーション１０５は、認証が成功したかど
うか（例えば、スコアが所定の特定閾値を上回っているかどうか）を判定するためにスコ
ア１３５を使用することができる。
【０００９】
　攻撃者は、生体認証パイプライン中のさまざまな位置１３０～１３６を目標とする可能
性がある。１３０では、例えば、攻撃者は、生体センサ１０２に偽の生体データを提示す
る（例えば、ユーザの音声の記録又はユーザの指紋の写真を提示すること）可能性がある
。１３１では、攻撃者は、特徴抽出モジュール１０３に、以前キャプチャした特徴を含む
古い信号を再提出するか、又は、１３２において、特徴抽出機能を完全に書き換える可能
性がある。１３３では、攻撃者は、照合装置１０４に提供される特徴の表示を改ざんする
か、又は、１３４で、照合機能を書き換える可能性がある。１３６では、攻撃者は、偽造
された生体認証基準データを照合装置１０４に提供するか、又は、１３５において、偽造
されたスコアをアプリケーション１０５に提供する可能性がある。したがって、図１で例
示されるように、生体認証パイプラインの中に、攻撃者による標的となりやすい可能性の
ある多数の箇所が存在する。
【００１０】
　本発明のより良好な理解は、以下の図面と共に以下の詳細な説明から得ることができる
。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１】生体認証デバイスを有する例示的なクライアントを図示している。
【図２】デバイス証明を伴う生体認証のシステムアーキテクチャの１つの実施形態を図示
している。
【図３ａ】依拠当事者と生体認証デバイス上の暗号エンジンとの間の例示的なトランザク
ションを示すトランザクション図を示している。
【図３ｂ】依拠当事者と生体認証デバイス上の暗号エンジンとの間の例示的なトランザク
ションを示すトランザクション図を示している。
【図３ｃ】依拠当事者と生体認証デバイス上の暗号エンジンとの間の例示的なトランザク
ションを示すトランザクション図を示している。
【図４Ａ】セキュアな認証システムアーキテクチャの２つの異なる実施形態を図示してい
る。
【図４Ｂ】セキュアな認証システムアーキテクチャの２つの異なる実施形態を図示してい
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　クライアントサーバ環境において、デバイス証明を伴う認証フレームワークを実現する
、装置、方法及び機械可読媒体の実施形態について、以下に説明する。説明を通して、説
明の目的のために、多数の特定の詳細が本発明の完全な理解を提供するために記載されて
いる。しかしながら、本発明が、これらの特定の詳細の一部がなくても実施できることは
当業者にとって明らかであろう。他の例において、周知の構造及び装置は示されていない
か、又は、本発明の基本原理を曖昧にすることを避けるためにブロック図の形態で示され
ている。
【００１３】
　以下に説明する本発明の実施形態には、生体認証又はＰＩＮ入力などの認証機能を備え
たクライアント装置が含まれる。これらの装置は、「トークン」、「認証デバイス」又は
「認証部」と称される場合がある。さまざまな異なる認証デバイスは、指紋センサ、音声
認識ハードウェア／ソフトウェア（例えば、ユーザの音声を認識するためのマイクロフォ
ン及び関連するソフトウェア）、顔認識ハードウェア／ソフトウェア（例えば、ユーザの
顔を認識するためのカメラ及び関連するソフトウェア）、及び、光学認識機能（ユーザの
網膜をスキャンするための光スキャナ及び関連するソフトウェア）を含めて使用されるが
、これらに限定はされない。認証機能はまた、トラステッドプラットフォームモジュール
（ＴＰＭ）及びスマートカードなどの非生体認証デバイスを含んでもよい。
【００１４】
　上述したように、モバイル生体認証の実装において、生体認証デバイスは、依拠当事者
から遠隔にあってもよい。本明細書では、「遠隔」という用語は、生体認証センサが通信
可能に結合されているコンピュータのセキュリティ区域の一部ではない（例えば、依拠当
事者のコンピュータと同じ物理的筐体内に埋め込まれていない）ことを意味する。一例と
して、生体認証デバイスは、ネットワーク（例えば、インターネット、無線ネットワーク
リンク、その他）を介して又はＵＳＢポートなどの周辺入力を介して依拠当事者に結合す
ることができる。これらの条件下では、その装置が依拠当事者（例えば、認証及び完全性
保護の許容レベルを提供するもの）によって認証されるものであるかどうか及び／又はハ
ッカーが生体認証デバイスを侵害したかどうかを依拠当事者が知る方法はない可能性があ
る。生体認証デバイスにおける信頼性は、デバイスの特定の実装に依存する。
【００１５】
　本発明の一実施形態は、正しい生体認証デバイスが用いられていることを依拠当事者に
保証するために、暗号証明を使用する。生体認証デバイスは、それが有するセンサの種類
を検証するために、依拠当事者と暗号証明トランザクションを始めることができる。特に
、セキュア証明鍵記憶装置を備えた暗号エンジンは、依拠当事者にセキュアな証明を提供
するために、生体認証デバイスに含まれている。
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【００１６】
　図２は、モデル及び／又は認証部２００の完全性を証明する暗号エンジン２０５を含む
、本発明の一実施形態を例示する。特に、以下に詳細に述べるように、暗号エンジン２０
５は、認証部２００の完全性を証明するために、依拠当事者２０７との証明トランザクシ
ョンを実行する。この実施形態では、依拠当事者２０７もまた、認証部２００の完全性の
証明を検証することができる場合にのみ、照合装置２０４により生成されるスコアを、依
拠当事者２０７は信頼することになる。図２で示されるように、一実施形態において、依
拠当事者２０７は、クラウドサービスとしてもよい。しかしながら、本発明の基本原理は
、暗号化の任意の特定の種類に限定されるものではない。
【００１７】
　動作中に、暗号エンジン２０５は、証明トランザクションの間に用いる証明鍵を記憶す
るセキュアキー記憶装置２１１へのアクセス権を備える。例えば、鍵は、製造時に認証部
２００に記憶される秘密鍵とすることができ、依拠当事者２０７は、対応する公開鍵を記
憶することができる。しかしながら、本発明の基本原理は、いかなる特定の非対称鍵又は
対称鍵の実装に限定されるものではない。
【００１８】
　一実施形態では、生体認証デバイスは、証明鍵を保護する別の保護論理を含んでいる。
鍵を改ざんする試みを検出することに応答して、その保護論理は、自動的に鍵を消去する
。一実施形態では、セキュアキー記憶装置２１１は、生体認証基準データ２１０の記憶に
使用されるものと同じセキュア記憶装置とすることができる。ただし、本発明の根底にあ
る原則はこの実装に限定されない。
【００１９】
　図３ａは、本発明の一実施形態において使用される一連の証明トランザクションを例示
する。依拠当事者２０７は、トランザクション３００でチャレンジを生成し、トランザク
ション３０１で、それをアプリケーション２０６に送信する。そして、アプリケーション
２０６は、トランザクション３０２で、それを暗号エンジン２０５に転送する。１つの実
施形態では、チャレンジは、依拠当事者２０７によって選択された乱数又はノンスである
。動作３０３において、暗号エンジン２０５は、証明鍵を用いて、チャレンジ及びスコア
にわたって、署名を生成する。当業者によって理解されるように、署名を生成することは
、証明鍵を用いてチャレンジにわたってハッシュ関数を実行することを含んでもよい。
【００２０】
　照合装置２０４は、動作３０４でスコアを生成して、動作３０５で、暗号エンジン２０
５に、ユーザＩＤと共にスコアを提供する。スコアを生成することは、上述したように、
実行することができる。例えば、生体センサ２０２は、ユーザからの生の生体データを読
み取り（例えば、ユーザの指紋をキャプチャする、ユーザの音声を録音する、ユーザの写
真をスナップする、その他）、特徴抽出モジュール２０３は、生の生体データの特定の特
徴を抽出する（例えば、指紋の所定領域、所定の顔特徴などに焦点をあてる、その他）こ
とができる。照合装置モジュール２０４は、クライアント２２０のセキュア記憶装置に記
憶された生体認証基準データ２１０と抽出された特徴を比較し、抽出された特徴と生体認
証基準データ２１０との類似度に基づいてスコアを生成する。上述したように、生体認証
基準データ２１０は、典型的には、ユーザが指紋、音声サンプル、画像又は他の生体デー
タを認証部２００に登録する登録プロセスの結果である。アプリケーション２０６又は依
拠当事者２０７は、続いて、認証が成功したかどうか（例えば、スコアが、特定のトラン
ザクションに必要な特定の閾値を上回っているかどうか）を判定するためにスコアを使用
することができる。
【００２１】
　動作３０６で、暗号エンジン２０５は、アプリケーション２０６に、組み合わせた署名
、ユーザＩＤ及びスコアを送信する。そして、アプリケーション２０６は、動作３０７で
、それを依拠当事者２０７に転送する。依拠当事者２０７は、その時点で、チャレンジ（
例えば、それが以前生成したノンス又は乱数）及び、暗号エンジン２０５により提供され
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た署名を知ることになる。動作３０８において、依拠当事者２０７は、乱数を用いて署名
を検証するために、それ自身の鍵を用い、それによって、暗号エンジンにより所有される
証明鍵を検証する。上述のとおり、一実施形態において、依拠当事者により用いられる鍵
は、秘密鍵を用いてチャレンジに関して生成される署名を、検証するための公開鍵である
。あるいは、暗号エンジン及び依拠当事者は、同じ鍵（すなわち、対称鍵ペアを用いるこ
とができる）を用いることができる。本発明の基本原理は、任意の特定の公開鍵／秘密鍵
の実装に限定されるものではない。暗号エンジンは、チャレンジにわたって、依拠当事者
により検証することができる署名を、生成可能であることが、ただ必要である。
【００２２】
　各生体認証デバイスがそれ自身のユニークな証明鍵を割り当てられる場合には、鍵は、
ユーザを一意的に特定するグローバルな相互関係ハンドルとして用いることができる。こ
れは、世界の一部の地域において、プライバシ問題を創生する。一例として、１９９３年
にＩｎｔｅｌ（登録商標）により導入されたＣＰＵＩＤ命令は、ＣＰＵのシリアル番号を
読み出すために用いることができた。この機能は、プライバシ問題に応答して、その後、
除去された。
【００２３】
　プライバシ問題に対処するために、一実施形態において、同じ証明鍵を、複数の生体認
証デバイスについて、用いることができる。例えば、特定の種類のあらゆる指紋センサ（
例えば、センサの特定の種類を用いるか、又は１つのロットで生成される）は、同じ共有
証明鍵を用いてもよい。例えば、共有証明鍵は、特定の生体認証デバイスを、「種類Ｘ」
のセンサを有するものとして、特定することができる。したがって、共有証明鍵により、
個人ユーザ／デバイスは一意的に特定することができないので、それによって、各ユーザ
のプライバシを保つ。
【００２４】
　この構成の１つの不利な点は、鍵が潜在的なハッカーにより抽出される場合には、証明
プロセスが損なわれるであろうことである。この理由から、Ｔｒｕｓｔｅｄ　Ｃｏｍｐｕ
ｔｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐ（「ＴＣＧ」）は、信頼のおけるプラットホームの遠隔認証を可能
にしながらユーザのプライバシを保つ暗号プロトコルである直接匿名認証（Direct Anony
mous Attestation）（ＤＡＡ）を開発した。一実施形態では、ＤＡＡは、認証部２００の
完全性を証明するために、依拠当事者２０７と暗号エンジン２０５との間に実装される。
特に、暗号エンジン２０５は、トラステッドプラットフォームモジュール（Trusted Plat
form Module）（ＴＰＭ）を備えることができ、依拠当事者２０７と、証明及び認証を実
行することができる。例えば、Ｅｒｎｉｅ　ＢｒｉｃｋｅｌｌほかのＤｉｒｅｃｔ　Ａｎ
ｏｎｙｍｏｕｓ　Ａｔｔｅｓｔａｔｉｏｎ（２００４年２月１１日）、又は、ＴＰＭ　２
．０（２０１３）におけるＬｉｑｕｎ　ＣｈｅｎほかのＦｌｅｘｉｂｌｅ　ａｎｄ　Ｓｃ
ａｌａｂｌｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｔｕｒｅｓに記載されるように、実行するこ
とができる。
【００２５】
　一実施形態の直接匿名認証を用いて、図３ａにおいて示される証明を実行することがで
きる前に、暗号エンジン２０５は、２つの別な方法で、準備することができる。
【００２６】
　図３ｂで例示される実施形態において、ＤＡＡ発行者３７０は、製造ライン３７１から
遠隔にある。認証部の製造時に、動作３５１で、暗号エンジン２０５内に、裏書き鍵ペア
が生成される。あるいは、一実施形態において、裏書き鍵ペアは、製造ライン３７１によ
り、裏書き鍵証明書と共に投入されてもよい。この鍵は、認証部に固有のものである。鍵
は一度だけ、しかも、１つの依拠当事者であるＤＡＡ発行者と共にだけしか、使用されな
いので、これにより、プライバシ問題は発生しない。動作３５２で、裏書き公開鍵が抽出
され、動作３５３で、固有の裏書き鍵証明書が生成される。動作３５４で、固有の裏書き
鍵証明書は、暗号エンジン２０５に投入される。
【００２７】
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　一実施形態では、裏書き証明書は、つまり３５６で実行されるＤＡＡ共同動作に対して
、それ自体を認証するために、ＤＡＡ発行者３７０と連携して、一度用いられる。ＤＡＡ
共同動作の間に、ＤＡＡ鍵ペアは生成され、ＤＡＡ「証明書」がＤＡＡ発行者から暗号エ
ンジンに送信される。
【００２８】
　図３ｃで例示される実施形態では、ＤＡＡ発行者３８０は、製造ラインに直結している
。この実施形態では、ＤＡＡ共同動作３７５は、ＤＡＡ発行者（製造ラインの一部として
）により、実行することができる。別の裏書き鍵及び証明書は、この実施形態において必
要ではない。
【００２９】
　どの実施形態がＤＡＡを用いて実現されるかに関係なく、暗号エンジン２０５は、図３
ａのステップ３０３において、通常署名の代わりに、ＤＡＡ署名動作を用いることになる
。
【００３０】
　例示的なシステムアーキテクチャ
　図４Ａ及び図４Ｂは、ユーザ認証に関して、クライアント側及びサーバ側の構成要素を
含むシステムアーキテクチャの２つの実施形態を例示する。図４Ａに示される実施形態は
、ウェブサイトと通信するためのブラウザプラグインベースのアーキテクチャを用いる一
方で、図４Ｂで示される実施形態は、ブラウザを必要としない。暗号エンジンを用いるデ
バイス証明を伴う生体認証に関して、本明細書で記載するさまざまな技法は、これらのシ
ステムアーキテクチャのどちらに対しても、実装することができる。例えば、図４Ａ及び
図４Ｂで示される認証デバイス４１０～４１２及びその関連するインターフェース４０２
は、図２において示される生体センサ２０２、特徴抽出モジュール２０３、照合装置２０
４及び暗号エンジン２０５を含むことができる。図２で例示される生体認証基準データ２
１０は、図４Ａ及び図４Ｂで示されるセキュア記憶装置４２０に実装してもよい。セキュ
ア記憶装置４２０は、認証デバイス（単数又は複数）４１０～４１２のセキュアな外辺部
の外に例示されているが、一実施形態において、各認証デバイス４１０～４１２は、それ
自身の一体化されたセキュア記憶装置を有してもよい。あるいは、各認証デバイス４１０
～４１２は、生体認証基準データレコードを暗号によって保護する（例えば、記憶装置４
２０をセキュアにするために、対称鍵を用いてそれらをラップする）ことができる。
【００３１】
　図２に例示されたアプリケーション２０６は、図４Ｂに示されたアプリケーション４５
４及び／又はセキュアトランザクションサービス４０１とすることができる。ブラウザ実
装において、アプリケーション２０６は、図４Ａに示された、ブラウザ４０４／セキュア
トランザクションプラグイン４０５、及び／又はセキュアトランザクションサービス４０
１、とすることができる。依拠当事者２０７は、図４Ａ及び図４Ｂに示されたセキュアエ
ンタープライズ又はウェブデスティネーション４３０としてもよい。しかしながら、図２
に例示された実施形態は、自立しており、図４Ａ及び図４Ｂに示されたもの以外のハード
ウェア及びソフトウェアのロジック構成を用いて実現できることに留意すべきである。
【００３２】
　図４Ａを参照すると、図示された実施形態は、エンドユーザを登録及び認証するための
１つ以上の認証デバイス４１０～４１２を備えたクライアント４００を含む。上述したよ
うに、認証デバイス４１０～４１２は、指紋センサ、音声認識ハードウェア／ソフトウェ
ア（例えば、ユーザの音声を認識するためのマイクロフォン及び関連するソフトウェア）
、顔認識ハードウェア／ソフトウェア（例えば、ユーザの顔を認識するためのカメラ及び
関連するソフトウェア）、及び、光学認識機能（ユーザの網膜をスキャンするための光ス
キャナ及び関連するソフトウェア）などの生体認証デバイス、並びに、トラステッドプラ
ットフォームモジュール（ＴＰＭ）及びスマートカードなどの非生体認証デバイスを含む
ことができる。
【００３３】
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　認証デバイス４１０～４１２は、セキュアトランザクションサービス４０１によって公
開されたインターフェース４０２（例えば、アプリケーションプログラミングインターフ
ェース、即ちＡＰＩ）を介してクライアントに通信可能に接続されている。セキュアトラ
ンザクションサービス４０１は、ネットワークを介して、１つ以上のセキュアトランザク
ションサーバ４３２及び４３３と通信を行い、且つウェブブラウザ４０４のコンテキスト
内で実行されるセキュアトランザクションプラグイン４０５とインターフェースするため
のセキュアなアプリケーションである。図示されたように、インターフェース４０２はま
た、装置識別コードなどの認証デバイス４１０～４１２のそれぞれに関連する情報、ユー
ザ識別コード、ユーザ登録データ（例えば、スキャンされた指紋又は他の生体データ）、
及び本明細書に記載されたセキュア認証技術を実行するために使用される鍵を記憶するク
ライアント４００のセキュア記憶装置４２０に対するセキュアアクセス権を提供すること
ができる。例えば、以下に詳細に説明するように、固有の鍵は、認証デバイスのそれぞれ
に記憶され、インターネットなどのネットワークを介してサーバ４３０と通信するときに
使用することができる。
【００３４】
　後述するように、特定の種類のネットワークトランザクションは、ウェブサイト４３１
又は他のサーバとのＨＴＴＰ又はＨＴＴＰＳトランザクションなどのセキュアトランザク
ションプラグイン４０５によって、サポートされる。１つの実施形態において、セキュア
トランザクションプラグインは、セキュアエンタープライズ又はウェブデスティネーショ
ン４３０内のウェブサーバ４３１（以下では単に「サーバ４３０」として時々称される）
によってウェブページのＨＴＭＬコード内に挿入された特定のＨＴＭＬタグに応答して開
始される。そのようなタグを検出することに応答して、セキュアトランザクションプラグ
イン４０５は、処理のために、セキュアトランザクションサービス４０１に、トランザク
ションを転送することができる。更に、特定の種類のトランザクション（例えば、セキュ
ア鍵交換などの）について、セキュアトランザクションサービス４０１は、オンプレミス
トランザクションサーバ４３２（すなわち、ウェブサイトと同じ位置に配置された）又は
オフプレミストランザクションサーバ４３３との直接の通信チャンネルを開くことができ
る。
【００３５】
　セキュアトランザクションサーバ４３２及び４３３は、ユーザデータ、認証デバイスデ
ータ、鍵、及び、後述するセキュア認証トランザクションをサポートするために必要な他
のセキュア情報を記憶するためにセキュアトランザクションデータベース４４０に結合さ
れる。しかしながら、本発明の基本原理は、図４Ａに示されるセキュアエンタープライズ
又はウェブデスティネーション４３０内の論理的な構成要素の分離を必要としないことに
留意すべきである。例えば、ウェブサイト４３１及びセキュアトランザクションサーバ４
３２及び４３３は、単一の物理サーバ又は別々の物理サーバ内に実装されてもよい。更に
、ウェブサイト４３１及びトランザクションサーバ４３２及び４３３は、以下に説明する
機能を実行するための１つ以上のサーバ上で実行される一体化されたソフトウェアモジュ
ール内に実装されてもよい。
【００３６】
　上述したように、本発明の基本原理は、図４Ａに示されるブラウザベースアーキテクチ
ャに限定されるものではない。図４Ｂは、スタンドアロンアプリケーション４５４がネッ
トワークを介してユーザを認証するためにセキュアトランザクションサービス４０１によ
って提供される機能を利用する代替の実施形態を示している。１つの実施形態において、
アプリケーション４５４は、以下に詳細に説明するユーザ／クライアント認証技法を実行
するためのセキュアトランザクションサーバ４３２及び４３３に依存する１つ以上のネッ
トワークサービス４５１との通信セッションを確立するように設計されている。
【００３７】
　図４Ａ及び図４Ｂに示された実施形態のどちらにおいても、セキュアトランザクション
サーバ４３２及び４３３は、その後にセキュアトランザクションサービス４０１に対して
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セキュアに送信され且つセキュア記憶装置４２０内の認証デバイスに記憶される鍵を生成
することができる。更に、セキュアトランザクションサーバ４３２及び４３３は、サーバ
側のセキュアトランザクションデータベース４２０を管理する。
【００３８】
　上述したように、本発明の実施形態は、さまざまなステップを含んでもよい。ステップ
は、汎用又は特殊目的のプロセッサに特定のステップを実行させる機械実行可能な命令に
具現化することができる。あるいは、これらのステップは、ステップを実行するためのハ
ードワイヤードロジックを含む特定のハードウェア構成要素によって又はプログラミング
されたコンピュータ構成要素及びカスタムハードウェア構成要素の任意の組み合わせによ
って実行することができる。
【００３９】
　本発明の要素はまた、機械実行可能なプログラムコードを記憶する機械可読媒体として
提供することができる。機械可読媒体として、フロッピー（登録商標）ディスク、光ディ
スク、ＣＤ－ＲＯＭ及び光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、
磁気若しくは光カード、又は、電子プログラムコードを記憶するのに適した他の種類の媒
体／機械可読媒体を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。
【００４０】
　上記の説明全体を通じて、説明の目的のために、多数の特定の詳細が本発明の完全な理
解を提供するために記載された。しかしながら、本発明は、これらの特定の詳細の一部が
なくても実施できることは、当業者にとって明らかであろう。例えば、本明細書に記載さ
れた機能モジュール及び方法は、ソフトウェア、ハードウェア又はそれらの任意の組み合
わせとして実装されてもよいことは、当業者にとって容易に明らかであろう。更に、本発
明のいくつかの実施形態は、モバイルコンピューティング環境のコンテキストで本明細書
において記載されているが、本発明の基本原理は、モバイルコンピューティングの実装に
限定されるものではない。実質的に任意の種類のクライアント又はピアデータ処理装置は
、例えば、デスクトップ又はワークステーションコンピュータを含むいくつかの実施形態
で使用することができる。したがって、本発明の範囲及び趣旨は、以下の特許請求の範囲
の観点から判断されるべきである。
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