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(57)【要約】
【課題】分散コンピューティングリソースを伴う環境に
おける強化されたデータセキュリティを可能にする。
【解決手段】システムは、要求と関連して提出される情
報を使用して、その要求を処理するかどうか、及びその
要求をどのように処理するかを決定する。該要求を処理
する該システムが、要求者がキーを有すること、及び情
報が真正であることを検証することができるように、該
情報は、キーを使用して要求者によって電子署名され得
る。該情報は、該要求の処理に必要とされるキーの所有
者を識別する情報を含み得、該キーの所有者は、該シス
テム、または別の、おそらくは第三者のシステムであっ
てもよい。データを復号するための要求は、復号される
データへのアクセスが提供される前に一定時間が経過す
ることを確実にし、それによってそのような要求をキャ
ンセルする機会を提供し、かつ／あるいはセキュリティ
違反を軽減するために、処理され得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のコンピュータシステムであって、
　１つまたは複数のプロセッサと、
　命令を含むメモリであって、前記命令は前記１つまたは複数のプロセッサによって実行
されると、前記第１のコンピュータシステムに、
　外部の第三者のコンピュータシステムに記憶された第１のキーと関連付けて、１つまた
は複数のキーのセットを前記第１のコンピュータシステムに記憶させ、
　遂行のために前記第１のキーの使用を必要とする要求を受信させ、
　前記第１のキーが前記外部の第三者のコンピュータシステムにより保持されていること
に応じて、前記外部の第三者のコンピュータシステムに、
　　前記第１のキーへのアクセスを承認することを決定させ、前記第１のキーへのアクセ
スを承認する前記決定に応答して、１つまたは複数の操作が実行される、メモリと
　を備えた、第１のコンピュータシステム。
【請求項２】
　前記１つまたは複数のキーのセットは、前記第１のキーを使用して復号することができ
る暗号化された第２のキーを含む、請求項１に記載の第１のコンピュータシステム。
【請求項３】
　前記１つまたは複数の操作は、１つまたは複数の暗号操作を含む、請求項１に記載の第
１のコンピュータシステム。
【請求項４】
　前記１つまたは複数の操作は、前記第１のキーを前記第１のコンピュータシステムに提
供することを含む、請求項１に記載の第１のコンピュータシステム。
【請求項５】
　前記要求は第１の要求であり、前記命令は、前記第１のコンピュータシステムに、キー
アクセス情報を含む第２の要求を前記外部の第三者のコンピュータシステムにさらに送信
させ、前記外部の第三者のコンピュータシステムは、前記キーアクセス情報に関連付けら
れたポリシーに少なくとも一部は基づいて、前記第１のキーへのアクセスを承認すること
を決定する、請求項１に記載の第１のコンピュータシステム。
【請求項６】
　前記キーアクセス情報は電子署名を含む、請求項５に記載の第１のコンピュータシステ
ム。
【請求項７】
　前記１つまたは複数のキーのセットは、ユニフォームリソース識別子に少なくとも一部
は基づいて、前記第１のキーに関連付けて記憶される、請求項１に記載の第１のコンピュ
ータシステム。
【請求項８】
　命令を記憶した１つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令は、コ
ンピューティングデバイスの１つまたは複数のプロセッサによって実行されたときに、前
記コンピューティングデバイスに
　第１のキーを第２のキーの識別子と関連付けて記憶させ、前記第２のキーは外部の第三
者のコンピュータシステムに記憶され、
　第１の要求を前記外部の第三者コンピュータシステムに送信させ、前記第１の要求は、
前記第２のキーの識別子と、遂行のために前記第２のキーの使用を必要とする第２の要求
とに少なくとも一部は基づいており、前記第１の要求は前記外部の第三者のコンピュータ
システムに、
　前記第２のキーへのアクセスを承認することを決定させ、１つまたは複数の操作は、前
記第２のキーへのアクセスを承認する決定に少なくとも一部は基づいて実行される、１つ
または複数のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９】
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　前記第１のキーは暗号化され、前記第２のキーは、前記第１のキーを復号するために使
用ですることができるマスターキーである、請求項８に記載の１つまたは複数のコンピュ
ータ可読記憶媒体。
【請求項１０】
　前記第１の要求はキーアクセス情報を含み、前記第１の要求はさらに、前記キーアクセ
ス情報に関連付けられたポリシーに少なくとも一部は基づいて、前記第２のキーへのアク
セスを承認することを決定させる、請求項８に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読
記憶媒体。
【請求項１１】
　前記１つまたは複数の操作は、１つまたは複数の暗号操作を含む、請求項８に記載の１
つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１２】
　前記１つまたは複数の操作は、前記第２のキーを前記コンピューティングデバイスに提
供することを含む、請求項８に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１３】
　前記第２の要求は、前記コンピューティングデバイスに記憶された暗号化されたデータ
にアクセスするための要求である、請求項８に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読
記憶媒体。
【請求項１４】
　コンピュータで実行される方法であって、
　第１のコンピュータシステムに記憶された第１のキーを第２のキーの識別子と関連付け
るステップであって、前記第２のキーは外部の第三者のコンピュータシステムに記憶され
る、ステップと、
　前記第２のキーの識別子と、遂行のために前記第２のキーの使用を必要とする前記第１
のコンピュータシステムによって受信された第２の要求とに少なくとも一部は基づいて、
前記外部の第三者のコンピュータシステムに第１の要求を送信するステップであって、前
記第１の要求は、前記外部の第三者のコンピュータシステムに、
　前記第２のキーへのアクセスを承認することを決定させ、承認を必要とする１つまたは
複数の操作は、前記第２のキーへのアクセスを承認する前記決定に少なくとも一部は基づ
いて実行される、方法。
【請求項１５】
　前記第１のキーは暗号化され、前記第２のキーを使用して、前記第１のキーを復号する
ことができる、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１の要求はキーアクセス情報を含み、前記第１の要求はさらに、前記外部の第三
者のコンピュータシステムに、前記キーアクセス情報に関連付けられたポリシーに少なく
とも一部は基づいて、前記第２のキーへのアクセスを承認することを決定させる、請求項
１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記キーアクセス情報は電子署名を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記１つまたは複数の操作は１つまたは複数の暗号操作を含む、請求項１４に記載の方
法。
【請求項１９】
　前記１つまたは複数の操作は、前記第１のキーを前記第１のコンピュータシステムに提
供することを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第２の要求は、暗号化されたデータにアクセスするための要求である、請求項１４
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【背景技術】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１３年２月１２日出願の米国特許出願第１３／７６５，２０９号の優先
権を主張するものであり、その内容は、参照によりその全体が本明細書内に組み込まれる
。本出願は、全ての目的上、本明細書と同時出願された表題「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ　ＫＥ
Ｙ　ＲＯＴＡＴＩＯＮ」の同時係属中の米国特許出願第１３／７６４，９４４号、本明細
書と同時出願の表題「ＤＡＴＡ　ＳＥＣＵＲＩＴＹ　ＳＥＲＶＩＣＥ」の同時係属中の米
国特許出願第１３／７６４，９６３号、本明細書と同時出願された表題「ＤＡＴＡ　ＳＥ
ＣＵＲＩＴＹ　ＷＩＴＨ　Ａ　ＳＥＣＵＲＩＴＹ　ＭＯＤＵＬＥ」の同時係属中の米国特
許出願第１３／７６５，０２０号、本明細書と同時出願された表題「ＰＯＬＩＣＹ　ＥＮ
ＦＯＲＣＥＭＥＮＴ　ＷＩＴＨ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＤ　ＤＡＴＡ」の同時係属中の米国
特許出願第１３／７６４，９９５号、本明細書と同時出願された表題「ＤＥＬＡＹＥＤ　
ＤＡＴＡ　ＡＣＣＥＳＳ」の同時係属中の米国特許出願第１３／７６５，２３９号、本明
細書と同時出願の表題「ＤＡＴＡ　ＳＥＣＵＲＩＴＹ　ＳＥＲＶＩＣＥ」の同時係属中の
米国特許出願第１３／７６５，２６５号、及び本明細書と同時出願された表題「ＳＥＣＵ
ＲＥ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＯＦ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＵＳＩＮＧ　Ａ　ＳＥＣ
ＵＲＩＴＹ　ＭＯＤＵＬＥ」の同時係属中の米国特許出願第１３／７６５，２８３号の全
開示を、参照により組み込む。
【図面の簡単な説明】
【０００２】
本開示に従う様々な実施形態を、図面を参照して説明する。
【０００３】
【図１】様々な実施形態に従う本開示の様々な態様を表す例示的な図を示す。
【図２】本開示の様々な態様が実装され得る環境の例示的な例を示す。
【図３】本開示の様々な態様が実装され得る環境の例示的な例、及び少なくとも１つの実
施形態に従う環境の様々な構成要素間の情報の流れの例を示す。
【図４】少なくとも１つの実施形態に従う、暗号文を記憶するための例示的プロセスのス
テップ例を示す。
【図５】本開示の様々な態様が実装され得る環境の例示的な例、及び少なくとも１つの実
施形態に従う環境の様々な構成要素間の情報の流れの例を示す。
【図６】少なくとも１つの実施形態に従う、データを取得するための要求に応答するため
の例示的プロセスのステップ例を示す。
【図７】本開示の様々な態様が実装され得る環境の例示的な例、及び少なくとも１つの実
施形態に従う環境の様々な構成要素間の情報の流れの例を示す。
【図８】少なくとも１つの実施形態に従う、データを記憶するための要求に応答するため
の例示的プロセスのステップ例を示す。
【図９】本開示の様々な態様が実装され得る環境の例示的な例、及び少なくとも１つの実
施形態に従う環境の様々な構成要素間の情報の流れの例を示す。
【図１０】少なくとも１つの実施形態に従う、データを取得するための要求に応答するた
めの例示的プロセスのステップ例を示す。
【図１１】本開示の様々な態様が実装され得る環境の例示的な例を示す。
【図１２】本開示の様々な態様が実装され得る環境の例示的な例、及び少なくとも１つの
実施形態に従う環境の様々な構成要素間の情報の流れの例を示す。
【図１３】少なくとも１つの実施形態に従う、データを取得するための要求に応答するた
めの例示的プロセスのステップ例を示す。
【図１４】少なくとも１つの実施形態に従う、データを復号するための要求に応答するた
めの例示的プロセスのステップ例を示す。
【図１５】少なくとも１つの実施形態に従う、復号されたデータを獲得するための例示的
プロセスのステップ例を示す。
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【図１６】少なくとも１つの実施形態に従う、暗号サービス例の図表示を示す。
【図１７】少なくとも１つの実施形態に従う、ポリシーを構成するための例示的プロセス
のステップ例を示す。
【図１８】少なくとも１つの実施形態に従う、ポリシーを施行しながら暗号操作を実行す
るための例示的プロセスのステップ例を示す。
【図１９】少なくとも１つの実施形態に従う、データを暗号化するためのプロセスの例示
的な例を示す。
【図２０】少なくとも１つの実施形態に従う、セキュリティモジュールを使用してデータ
を暗号化するための例示的な例を示す。
【図２１】少なくとも１つの実施形態に従う、セキュリティモジュールを使用してデータ
の暗号化に使用されるキーを暗号化するための例示的な例を示す。
【図２２】少なくとも１つの実施形態に従う、関連データを使用してポリシーを施行する
ためのプロセスの例示的な例を示す。
【図２３】少なくとも１つの実施形態に従う、関連データ及びセキュリティモジュールを
使用してポリシーを施行するためのプロセスの例示的な例を示す。
【図２４】少なくとも１つの実施形態に従う、ポリシーの状態図の例示的な例を示す。
【図２５】少なくとも１つの実施形態に従う、ポリシーの別の状態図の例示的な例を示す
。
【図２６】少なくとも１つの実施形態に従う、自動ローテートキーのプロセスの例示的な
例を示す。
【図２７】少なくとも１つの実施形態に従う、自動ローテートキーのプロセスの例示的な
例を示す。
【図２８】少なくとも１つの実施形態に従う、キー使用を追跡するために使用され得るデ
ータベースの表示の例示的な例を示す。
【図２９】様々な実施形態が実装され得る環境の例示的な例を示す。
【図３０】少なくとも１つの実施形態に従う、キーと関連付けられ得る情報の図表示を示
す。
【図３１】少なくとも１つの実施形態に従う、要求と関連して含まれ得るキーアクセスア
ノテーションの図表示を示す。
【図３２】少なくとも１つの実施形態に従う、要求を処理するためのプロセスの例示的な
例を示す。
【図３３】少なくとも１つの実施形態に従う、要求を処理するためのプロセスの例示的な
例を示す。
【図３４】様々な実施形態が実装され得る環境を例示する。
【発明を実施するための形態】
【０００４】
　以下の説明において、様々な実施形態を説明する。説明の目的で、実施形態の完全な理
解を提供するために特定の構成及び詳細を記載する。しかしながら、実施例が特定の詳細
なしに実践され得ることも、当業者には明らかであろう。さらには、周知の特徴は、説明
される実施形態を不明瞭にしないために省略または簡略化され得る。
【０００５】
　本明細書に記載及び提案される技術は、分散コンピューティングリソースを伴う環境に
おける強化されたデータセキュリティを可能にする。一例において、分散コンピューティ
ング環境は、適切なコンピューティングリソースによって実装され得る１つ以上のデータ
サービスを含む。そのデータサービスは、様々な操作がデータと関連して実行されること
を可能にし得る。１つの例示的な例として、分散コンピューティング環境は、１つ以上の
データ記憶サービスを含む。電子要求は、データ記憶操作を実行するためにデータ記憶サ
ービスに送信され得る。操作例は、データ記憶サービスを使用してデータを記憶するため
、及びデータ記憶サービスを使用してデータ記憶サービスによって記憶されたデータを取
得するための操作である。データ記憶サービスをはじめとするデータサービスはまた、デ
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ータを取り扱う操作も実行し得る。例えば、いくつかの実施形態において、データ記憶サ
ービスは、データを暗号化することができる。
【０００６】
　本開示の様々な実施形態は、適切なコンピューティングリソースを使用して実装される
暗号サービスを含む分散コンピューティング環境を含む。暗号サービスは、電子要求を受
信し、かつそれに応答して、平文の暗号化及び暗号文の復号などの暗号操作を実行する分
散システムによって実装され得る。いくつかの実施形態において、暗号サービスはキーを
管理する。暗号操作を実行するための要求に応じて、暗号サービスは、管理されるキーを
使用する暗号操作を実行し得る。例えば、暗号サービスは、暗号操作を実行するために適
切なキーを選択すること、暗号操作を実行すること、及び受信した要求に応じて暗号操作
の１つ以上の結果を提供することができる。代替の構成において、暗号サービスは、エン
ベロープキー（例えば、特定のデータ項目を暗号化するために使用されるセッションキー
）を生成し、該サービスの暗号操作を呼び出すシステムにエンベロープキーを返却するこ
とができる。該システムは、次いで、そのエンベロープキーを使用して暗号操作を実行す
ることができる。
【０００７】
　いくつかの実施形態において、暗号サービスは、コンピューティングリソースサービス
プロバイダの複数のテナントのキーを管理する。コンピューティングリソースのテナント
は、コンピューティングリソースプロバイダの顧客として操作するエンティティ（例えば
、組織または個人）であり得る。顧客は、遠隔で、及びプログラムによって、コンピュー
ティングリソースプロバイダによって物理的にホストされるリソースを構成及び操作し得
る。顧客が暗号操作を実行するために暗号サービスに要求を提出するとき（または、エン
ティティが暗号サービスに要求を提出するとき）、暗号サービスは、顧客のために暗号サ
ービスによって管理されるキーを選択して、暗号操作を実行し得る。暗号サービスによっ
て管理されるキーは、他のユーザ及び／またはデータサービスが、他者のキーへのアクセ
スを有しないように、安全に管理され得る。エンティティ（例えば、ユーザ、顧客、サー
ビス）による別のエンティティのキーへのアクセスの欠如は、エンティティが他者のキー
を獲得する承認された方法を有しないこと、及び／またはエンティティが他者のキーを管
理するシステムに、エンティティの指示でキーを使用させる承認された方法を有しないこ
とを意味し得る。例えば、暗号サービスは、顧客のために、他の顧客が、その顧客のキー
（複数可）へのアクセスを有すること、及び暗号サービスにその顧客のキー（複数可）を
使用して暗号操作を実行させることの双方ができないように、キーを管理し得る。別の例
として、暗号サービスは、データ記憶サービスなどの他のサービスが、暗号サービスにい
くつかまたはすべてのキーを使用して暗号操作を実行させることができないように、キー
を管理し得る。キーへの不正アクセスは、例えば、不正アクセスが困難または不可能であ
るように、適切なセキュリティ対策によって防止され得る。困難さは、アクセスを獲得す
るための、計算実行不能に起因し、かつ／または不正（例えば、許可証明書の侵害など、
違法、不法、及び／または別の様式で禁止された）が発生する必要性に起因し得る。様々
な実施形態に従うシステムは、キーへのアクセスを獲得するための計算実行不能の客観的
尺度を確実にするように構成され得る。そのような尺度は、例えば、規定単位の計算能力
（例えば、単位時間当たりの特定の操作）を有するコンピュータが、キーへの承認された
アクセスに必要な暗号化された情報を解読するために平均して要するであろう時間量の観
点から測定され得る。
【０００８】
　述べたように、暗号サービスは、コンピューティングリソースプロバイダの顧客など、
様々なエンティティから要求を受信し得る。暗号サービスはまた、コンピューティングリ
ソースプロバイダ内部のエンティティからも要求を受信し得る。例えば、いくつかの実施
形態において、コンピューティングリソースプロバイダによって実装されるデータサービ
スは、暗号サービスに暗号操作を実行させるために、要求を暗号サービスに送信し得る。
一例として、顧客は、データオブジェクトを記憶するために、要求をデータ記憶サービス
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に送信し得る。その要求は、データオブジェクトが記憶されるときに暗号化されるべきで
あることを示し得る。データ記憶サービスは、暗号操作を実行するために、要求を暗号サ
ービスに通信する。暗号操作は、例えば、データオブジェクトを暗号化するためにデータ
記憶サービスによって使用されるキーの暗号化であり得る。暗号操作は、データオブジェ
クト自体の暗号化であり得る。暗号操作は、データ記憶サービスがデータオブジェクトを
暗号化するために使用できるエンベロープキーを生成することであり得る。
【０００９】
　様々な実施形態に従うシステムは、強化されたデータセキュリティを提供するために様
々なセキュリティ対策を実装する。例えば、様々な実施形態において、暗号サービスが、
それが管理するキーを利用できる様態には限りがある。例えば、いくつかの実施形態にお
いて、暗号サービスは、適切な承認時に顧客に対応するキーのみを使用するために構成さ
れる。顧客のキーを使用するための要求が、顧客から（すなわち、顧客に代わって操作す
るコンピューティングデバイスから）生じると称される場合、暗号サービスは、該要求が
顧客によって所有される適切な証明書を使用して電子（デジタル）署名されることを必要
とするように構成され得る。顧客のキーを使用するための要求が別のデータサービスから
生じた場合、暗号サービスは、該データサービスが、該データサービスへの署名済み要求
が顧客によって為されたという証明を提供することを必要とするように構成される。いく
つかの実施形態において、例えば、データサービスは、認証された顧客要求の証明として
機能するトークンを獲得及び提供するように構成される。他のセキュリティ対策もまた、
暗号サービスを含む電子環境の構成に組み込まれ得る。例えば、いくつかの実施形態にお
いて、暗号サービスは、コンテクストに従ってキー使用を制限するように構成される。１
つの例示的な例として、暗号サービスは、顧客から、または顧客の代理を果たすデータサ
ービスからの要求に対して、暗号化のためのキーを使用するように構成され得る。しかし
ながら、暗号サービスは、顧客からの（しかし別のデータサービスからではない）要求に
対して、復号のためのキーのみを使用するように構成され得る。この様態において、デー
タサービスが侵害された場合、データサービスは、暗号サービスにデータを復号させるこ
とができない。
【００１０】
　様々なセキュリティ対策が、暗号サービス及び／またはその電子環境に組み込まれ得る
。いくつかのセキュリティ対策は、いくつかの実施形態において、構成可能なポリシーに
従って管理され得る。一例として、暗号サービスは、ユーザがキー上のポリシーを構成す
ることを可能にするアプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）を利用
し得る。キー上のポリシーは、暗号サービスによって処理されるとき、キーが特定の状況
で使用され得るかどうかについて決定力のある情報であり得る。ポリシーは、例えば、キ
ーの使用を指示できるユーザ及び／またはシステムのアイデンティティを制限し得、キー
を使用することができる時間を制限し得、どのキーを使用して暗号操作を実行するかに関
するデータを制限し得、かつ他の制限を提供し得る。ポリシーは、明示的制限（例えば、
誰がキーを使用することができないのか）を提供し得、かつ／または明示的承認（例えば
、誰がキーを使用することができるか）を提供し得る。さらに、ポリシーは、キーを使用
できるとき、及び使用できないときの条件を一般的に提供するように複雑に構成され得る
。キーを使用して暗号操作を実行するための要求が受信されるとき、ポリシーに従って要
求が遂行されることができるかどうか決定するために、キー上のいかなるポリシーもアク
セス及び処理され得る。
【００１１】
　本開示の様々な実施形態は、キーと関連付けられるポリシーの施行に関し、該キーは暗
号サービスによって管理され得る。暗号サービスをホストするコンピューティングリソー
スプロバイダの顧客など、暗号サービスのユーザは、暗号サービスによって施行されるキ
ー上のポリシーを指定し得る。ポリシーは、キーを使用するために誰が暗号サービスを指
示することができるか、キーを使用してどのような操作が実行され得るか、どのような状
況でキーが使用され得るか、及び／または他のキー使用に関連した制約及び／または特権
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を符号化し得る。
【００１２】
　ある実施形態において、暗号文と関連付けられるデータは、ポリシーの施行に使用され
る。暗号文と関連付けられるデータは、先進暗号化標準（ＡＥＳ）モードなど、暗号の使
用によって獲得されるデータであり得る。例えば、暗号アルゴリズムへの入力は、暗号化
される平文及び関連データを含み得る。暗号アルゴリズムは、平文を暗号化するためのキ
ーを使用し得、かつ関連データが変更されているかどうかの決定を可能にするメッセージ
認証コード（ＭＡＣ）などの、認証出力を提供し得る。認証出力は、少なくとも部分的に
関連データ及び平文に基づいて決定され得る。
【００１３】
　ポリシー施行は、少なくとも部分的に関連データに基づき得る。例えば、いくつかのポ
リシーは、復号された暗号文（すなわち、平文）が提供される前に、関連データが特定の
値を有することを必要とし得る。認証出力（例えば、ＭＡＣ）は、関連データが変更され
ておらず、それ故にポリシーの施行が正しく実行されることを確実にするために使用され
得る。関連データは、任意の好適なデータであり得、そのデータ自体は、ポリシーによっ
て明示的または暗黙的に指定され得る。例えば、ポリシーは、暗号文を復号するための要
求が、暗号文を暗号化するために使用される関連データ内に符号化されるユーザ識別子を
有するユーザによって提出された場合のみ、復号された暗号文（平文）を提供することが
できるということを指定し得る。この様態において、別のユーザが暗号文の復号を要求し
た場合は（ユーザ識別子を有するユーザになりすますことなく）、ポリシーと相反するた
め、要求は遂行されない。別の例として、ポリシーは、暗号文が指定された情報にタグ付
けされている場合のみ、復号された暗号文を提供することができると明言し得る。さらに
別の例として、ポリシーは、平文のハッシュ、暗号文のハッシュ、または他の指定された
値に等しい関連データにタグ付けされている場合のみ、復号された暗号文を提供すること
ができると明言し得る。一般的に、本開示の実施形態は、暗号アルゴリズムの出力が明ら
かにされる前に、暗号アルゴリズムの入力または出力を中心とした豊富なポリシー施行を
可能にする。いくつかの実施形態において、関連データはそれ自体がポリシーを表すこと
ができる。
【００１４】
　本開示の様々な実施形態はまた、キー使用を中心としたポリシーも可能にする。例えば
、いくつかの実施形態において、キーを明らかにすることができる暗号攻撃の成功を可能
にするのに十分な時間キーが使用されることを防止するために、キーは自動ローテートさ
れる。起こり得るセキュリティ違反をもたらすのに十分な時間キーが使用されることを防
止するため、暗号サービスまたはキーを利用する他のシステムは、キーを用いて実行され
る操作を追跡し得る。キー識別子（ＫｅｙＩＤ）によって識別されるキーが操作の閾値数
において使用されるとき、そのキーはリタイアされ（例えば、将来の暗号化操作に使用不
可能であるが、将来の復号操作には使用可能）、ＫｅｙＩＤによって識別される新しいキ
ーと交換され得る。この様態において、新しいキーは適時に生成される。さらに、本開示
の様々な実施形態は、特定のエンティティに対して透過的な様態でそのようなキーローテ
ーションを実行する。一例として、コンピューティングリソースプロバイダの顧客または
他のエンティティは、ＫｅｙＩＤによって識別されるキーを使用して操作を実行するため
に、暗号サービスに要求を提出し得る。暗号サービスは、キーローテーションを実行する
ためのエンティティからのいかなる要求からも独立して、キーローテーションを実行し得
る。顧客または他のエンティティの観点から、要求は、リタイアされて新しいキーと交換
されたキーに起因して必要な任意の再プログラミングまたは他の再構成なしに、ＫｅｙＩ
Ｄを使用して依然として提供され得る。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、暗号または他のサービスを支援する複数のシステムが、
同時に、キーへのアクセスを有し、暗号操作を実行するための要求を遂行するために使用
される。例えば、暗号サービスは、セキュリティモジュールのクラスタを利用し得、その
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少なくともいくつかは１つ以上のキーを冗長して記憶する。該サービスは、操作をセキュ
リティモジュールに割り当て、それ自身のカウンタを維持し得る。セキュリティモジュー
ルがその割り当てを使用する（例えば、キーを使用して割り当てられた数の操作を実行す
る）とき、該サービスは、キーが依然として使用可能かどうか、またはキーをリタイアさ
せるべきかどうかをチェックし得る。セキュリティモジュール（または他のコンピュータ
システム）は、暗号化、復号、電子署名生成等の、キーを使用した複数の種類の操作を実
行するように構成され得ることに留意されたい。いくつかの実施形態において、すべての
種類の操作が、セキュリティモジュールに操作の割り当ての一部を使用させるわけではな
い。例えば、復号操作は、割り当てられた操作が使用される結果をもたらさない場合があ
る一方、暗号化操作は、割り当てられた操作が使用される結果をもたらし得る。一般的に
、様々な実施形態において、新たな情報（例えば、暗号文及び／または電子署名）の生成
をもたらす暗号操作は、割り当てられた操作が使用される結果をもたらし得る一方、新た
な情報の生成をもたらさない暗号操作は、割り当てられた操作が使用される結果をもたら
さない場合がある。さらに、異なる種類の操作は、異なる数の暗号操作が実行される結果
をもたらし得る。一例として、平文の暗号化は、少なくとも部分的に平文のサイズに基づ
いて、必要とされる暗号操作の量が変化し得る。例えば、ブロック暗号の使用によって、
割り当てられた暗号操作は、生成される暗号文の各ブロックに使用され得る。
【００１６】
　１つのキーに利用できる操作の合計数が依然として使用可能である場合、該サービスは
、追加の操作をセキュリティモジュールに割り当て得る。キーをリタイアすべき場合（例
えば、カウンタがそのように示しているため）、該サービスは、キーを冗長して記憶する
セキュリティモジュールに、キーをリタイアさせ、かつそのキーを新しいキーと交換させ
、ここでその新しいキーは生成され得るか、または１つのセキュリティモジュールによっ
て別の様式で獲得されて残りのセキュリティモジュールへと安全に渡され得る。いくつか
の実施形態において、他のセキュリティモジュールは、代わりに、古いキーの下、それら
の割り当てられた操作を使い尽す。セキュリティモジュールが正常に機能しない場合、動
作不能になった場合、意図的にオフラインとなった場合（例えば、保守のため）、かつ／
あるいはそれが１つ以上のキーを使用して実行した操作の数に関する情報を提供せず、暗
号操作の実行が別の様式で利用不可能になった場合、該サービスは、その非有用性をその
割り当ての使用として処理し得る。例えば、セキュリティモジュールがキーのセット内の
各キーに対して１００万の操作を割り当てられ、セキュリティモジュールが動作不能とな
る場合、該サービスは、セキュリティモジュールがキーのセット内の各キーに対して１０
０万の操作を実行したかのように、動作し得る。例えば、該サービスは、追加の操作をセ
キュリティモジュールまたは別のセキュリティモジュールに割り当て、それに従ってカウ
ンタを調整し得、かつ／または対応するカウンタが、交換が必要であることを示す場合、
キーのうちの１つ以上をリタイア及び交換させ得る。
【００１７】
　本開示の実施形態はまた、アノテーション及び／またはフェデレーテッドキー管理技術
によって、強化されたデータセキュリティを可能にする。いくつかの実施形態において、
サービス（暗号サービスまたは他のデータサービスなど）に提出される要求は、ポリシー
の施行を可能にする情報を含むアノテーション（キーアクセスアノテーションとも称され
る）を含み得るか、または別途それと関連付けられ得る。ある実施形態において、キーア
クセスアノテーションは、対応する要求が遂行され得る前に１つ以上の条件を満たさなけ
ればならない。いくつかの実施形態において、１つ以上の条件は、アノテーションがＫｅ
ｙＩＤに関連付けられるキーを使用して電子署名され、該ＫｅｙＩＤは要求を遂行するた
めに使用可能な異なるキーを識別する、という条件を含む。有効な電子署名の存在は、ア
ノテーション内の情報が改変されていないことを示し得、かつ電子署名を生成するために
使用されるキーの保有も証明し得る。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、キーアクセスアノテーションは、要求を遂行するために
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使用可能なキーの所有者の識別子を含み得る。キーの所有者は、要求を受信するシステム
をホストするエンティティであり得、または第三者のシステムなど、別のシステムであり
得る。要求を受信するシステムは、識別子の存在を検出し得、かつ必要に応じて識別子に
従って、要求自体を処理するか、処理のために要求を識別されたキー所有者に送信するか
、のいずれかであり得る。要求を受信するエンティティ及び／またはキー所有者は、上記
および本明細書内の他の部分に記載されるように、ポリシーの施行のために電子署名を検
証し得る。例えば、電子署名が有効でない場合、要求の受信者は、要求をアノテーション
内に識別されるキー所有者に渡さない場合がある。同様に、キー所有者が電子署名は無効
であると決定した場合、要求を拒否する場合がある。要求を受信するエンティティ及びキ
ー所有者は、同じ電子署名を検証し得、または、いくつかの実施形態において、要求は少
なくとも２つの署名を、１つは要求の受信者のため、１つはキー所有者のために含む。各
署名は、署名を検証することを目的とするエンティティに対応するキーを使用して生成さ
れ得る。
【００１９】
　本開示の実施形態はまた、特定の種類の要求が遂行される前の強制的遅延によって、強
化されたデータセキュリティを可能にする。例えば、いくつかの実施形態において、特定
のデータの復号は、対応する要求に応じて平文が提供される前に遅延を必要とする。遅延
の間、利害関係者に情報を復号するための要求の保留を通知するために様々なアクション
が取られ得る。この様態において、利害関係者（例えば、組織の法令遵守責任者、または
平文が提供されることを許可する権限を持つ他の者）は、平文が提供される前に要求をキ
ャンセルする機会が与えられる。様々な実施形態において、要求は容易にキャンセルされ
る。例えば、要求をキャンセルするための要件は、要求が遂行されるための要件よりも厳
しくなくてもよい。この様態において、不正なデータ漏洩は、容易に検出可能及び／また
は防止可能である。
【００２０】
　図１は、本開示の様々な実施形態を説明する例示的な図１００である。ある実施形態に
おいて、暗号サービスは、１つ以上の暗号アルゴリズムに従う１つ以上の計算のアプリケ
ーションを含み得る暗号操作を実行する。図１に例示されるように、暗号サービスは、ユ
ーザまたはサービスが暗号文から平文を生成することを可能にする。ある構成例において
、暗号サービスを使用して、キーを暗号化する／復号することができ、これらのキーを使
用して、データ記憶サービス内に記憶されるデータなどのデータを暗号化する／復号する
ことができる。例えば、暗号サービスは、キーの下で暗号化された暗号文から平文を生成
するための要求を受信し得る。暗号サービスは、要求者が承認されたエンティティである
と決定し、マスターキーを使用してキーを復号し、そこで復号されたキーをサービスに返
し、それによって復号されたキーを使用して暗号文から平文を生成することができる。別
の構成において、暗号サービスは、暗号文を受信して、受信した暗号文を処理して、暗号
サービスによってサービスとして提供される平文にする。この例において、暗号文は、暗
号サービスを操作するコンピューティングリソースプロバイダの顧客であり得る、及び／
またはコンピューティングリソースプロバイダの別のサービスであり得る承認されたエン
ティティから暗号サービスへの電子要求の一部として暗号サービスに提供され得る。図１
に例示される暗号サービスは、データを暗号化するために、１つ以上の暗号法上強力なア
ルゴリズムを利用し得る。そのような暗号法上強力なアルゴリズムとしては、例えば、高
度暗号化標準（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）（ＡＥＳ
）、ブローフィッシュ（Ｂｌｏｗｆｉｓｈ）、データ暗号化標準（Ｄａｔａ　Ｅｎｃｒｙ
ｐｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）（ＤＥＳ）、トリプルＤＥＳ、Ｓｅｒｐｅｎｔ、または
トゥーフィッシュ（Ｔｗｏｆｉｓｈ）が挙げられ、選択される特定の実装によっては、非
対称、または対称いずれかのキーシステムであり得る。一般的に、暗号サービスは、任意
の暗号化及び／もしくは復号アルゴリズム（暗号）、または暗号サービスによって管理さ
れるデータを利用したアルゴリズムの組み合わせを利用し得る。
【００２１】
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　以下により詳細に記載するように、暗号サービスを、様々な方法で実装することができ
る。ある実施形態において、暗号サービスは、以下の説明に従って構成されるコンピュー
タシステムによって実装される。コンピュータシステムは、それ自体が１つ以上のコンピ
ュータシステムを備え得る。例えば、暗号サービスは、様々な実施形態に従う暗号操作を
実行するようにまとめて構成されるコンピュータシステムのネットワークとして実装され
得る。または別の言い方をすると、コンピュータシステムは分散システムであり得る。あ
る実施形態において、暗号文は、暗号アルゴリズムを使用して暗号化された情報である。
図１の例において、暗号文は、暗号化された形態の平文である。平文は、任意の情報であ
り得、その名称は文字テキストを含まないが、平文及び暗号文は任意の好適な形態で符号
化される情報であり得、必ずしもテキスト情報を含まないが、テキスト情報を含んでもよ
い。例えば、図１に例示されるように、平文及び暗号文は、ビットのシーケンスを含む。
平文及び暗号文はまた、他の方法、及び一般的には、暗号化及び復号をコンピュータシス
テムによって実行することができる任意の様態でも表され得る。
【００２２】
　図２は、図１に例示されるような暗号サービスが実装され得る環境２００の例示的な例
を示す。２００の環境において、安全なデータ関連サービスを提供するために、様々な構
成要素が一緒に動作する。この特定の例において、環境２００は、暗号サービス、認証サ
ービス、データサービスフロントエンド、及びデータサービスバックエンド記憶システム
を含む。ある実施形態において、暗号サービスは、データサービスフロントエンドから平
文を受信し、代わりに暗号文を提供すること、または該サービスがエンベロープキーを使
用して暗号化操作を実行することができるように該サービスにエンベロープキーを提供す
ることによってなど、暗号操作を実行するように環境２００内に構成される。暗号サービ
スは、平文を暗号文に変換すること及び暗号文を平文に復号することなどの暗号操作の実
行のためのキーの安全な記憶など、以下に記載されるような追加の関数を実行し得る。暗
号サービスはまた、そこに格納されるキーと関連のあるポリシーを施行することによるな
ど、ポリシー施行に関連付けられる操作を実行する。暗号サービスによって施行され得る
ポリシー例は、以下に提供される。ある実施形態におけるデータサービスフロントエンド
は、様々なユーザからネットワークを介して送信される要求を受信し、それに応答するよ
うに構成されるシステムである。要求は、データサービスバックエンド記憶システム内に
記憶された、または記憶されることとなるデータと関連して操作を実行するための要求で
あり得る。環境２００において、認証サービス、暗号サービス、データサービスフロント
エンド、及びデータサービスバックエンド記憶システムは、図２に例示されるユーザによ
って表される顧客にサービスを提供するためにシステムを利用するコンピューティングリ
ソースプロバイダのシステムであり得る。図２に例示されるネットワークは、以下に記載
されるものをはじめとする、任意の好適なネットワークまたはネットワークの組み合わせ
であり得る。
【００２３】
　ある実施形態における認証サービスは、ユーザの認証に関与した操作を実行するように
構成されるコンピュータシステムである。例えば、データサービスフロントエンドは、ユ
ーザからの情報を認証サービスに提供し得、代わりに、ユーザ要求が真正であるかどうか
を示す情報を受信する。ユーザ要求が真正であるかどうかの決定は、任意の好適な様態で
実行され得、及び認証が実行される様態は、様々な実施形態間において変化し得る。例え
ば、いくつかの実施形態において、ユーザはデータサービスフロントエンドに送信される
メッセージに電子署名をする。電子署名は、認証エンティティ（例えば、ユーザ）及び認
証サービスの双方が利用可能な秘密情報（例えば、ユーザに関連付けられるキーペアのプ
ライベートキー）を使用して生成され得る。要求及び要求のための署名は、秘密情報を使
用して、受信した署名との比較のために参照署名を計算して、要求が真正かどうかを決定
し得る認証サービスに提供され得る。要求が真正である場合、認証サービスは、データサ
ービスフロントエンドが暗号サービスなどの他のサービスに対して、要求が真正であると
いうことを証明するために使用できる情報を提供し得、それによって他のサービスがそれ
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に応じて動作することができるようにする。例えば、認証サービスは、別のサービスが要
求の真正性を検証するために分析することができるトークンを提供し得る。電子署名及び
／またはトークンは、様々な方法で制限される有効性を有し得る。例えば、電子署名及び
／またはトークンは、特定の時間量において有効である。一例において、電子署名及び／
またはトークンは、検証のために電子署名及び／またはトークンとともに含まれる、入力
をタイムスタンプと見なす関数（例えば、ハッシュベースメッセージ認証コード）に少な
くとも部分的に基づいて生成される。提出される電子署名及び／またはトークンを検証す
るエンティティは、受信したタイムスタンプが十分に最新（例えば、現在時刻から規定の
時間量以内）であることをチェックし、受信したタイムスタンプのために使用する参照署
名／トークンを生成し得る。提出される電子署名／トークンを生成するために使用される
タイムスタンプが十分に最新ではない場合、及び／または提出される署名／トークンと参
照署名／トークンとが一致しない場合、認証は失敗となり得る。この様態において、電子
署名が侵害される場合、電子署名が短い時間量のみ有効であることから、侵害によって引
き起こされる潜在的被害を制限する。真正性を検証する他の方法もまた、本開示の範囲内
であると見なされることに留意されたい。
【００２４】
　ある実施形態におけるデータサービスバックエンド記憶システムは、データサービスフ
ロントエンドを介して受信される要求に従ってデータを記憶するコンピュータシステムで
ある。以下でより詳細に議論されるように、データサービスバックエンド記憶システムは
、暗号化形態でデータを記憶し得る。データサービスバックエンド記憶システム内のデー
タはまた、暗号化されていない形態でも記憶され得る。いくつかの実施形態において、デ
ータサービスフロントエンドによって実装されるＡＰＩは、要求が、データサービスバッ
クエンド記憶システム内に記憶されるデータが暗号化されるべきかどうかを指定すること
を可能にする。暗号化され、データサービスバックエンド記憶システム内に記憶されるデ
ータは、様々な実施形態に従う様々な方法で暗号化され得る。例えば、様々な実施形態に
おいて、データは、暗号サービスにアクセス可能だが、環境２００のいくつかまたはすべ
てのシステムにはアクセス不可能なキーを使用して暗号化される。データは、データサー
ビスバックエンド記憶システム内での記憶のために暗号サービスによって符号化され得、
及び／または、いくつかの実施形態において、データは、ユーザシステムまたはデータサ
ービスフロントエンドのシステムなどの別のシステムによって、暗号サービスによって復
号されたキーを使用して暗号化され得る。環境２００がデータを暗号化するために操作し
得る様々な方法の例は以下に提供される。
【００２５】
　環境２００の多数の変形（及び本明細書に記載される他の環境）は、本開示の範囲内で
あると見なされる。例えば、環境２００は、暗号サービス及び／または認証サービスと通
信し得る追加のサービスを含み得る。例えば、環境２００は、異なる方法でデータを記憶
し得る追加のデータ記憶サービス（各々がフロントエンドシステム及びバックエンドシス
テムを備え得る）を含み得る。例えば、１つのデータ記憶サービスは、データ記憶サービ
スが同期様態でデータ記憶サービスを実行する、データへのアクティブアクセスを提供し
得る（例えば、データを取得するための要求は、取得されるデータとともに同期応答を受
信し得る）。別のデータ記憶サービスは、アーカイブデータ記憶サービスを提供し得る。
そのようなアーカイブデータ記憶サービスは、非同期要求処理を利用し得る。例えば、デ
ータを取得するための要求は、取得されるデータを含む同期応答を受信しない場合がある
。むしろ、アーカイブデータ記憶サービスは、取得されるデータを提供する準備が整うと
、取得されるデータを獲得するために提出される第２の要求を必要とし得る。別の例とし
て、環境２００は、暗号サービス（及び／または他のサービス）から情報を受信し、その
情報を使用して課金記録を作成する計量サービスを含み得る。課金記録は、暗号サービス
（及び／または他のサービス）の使用に対して顧客に支払いを請求するために使用され得
る。さらに、暗号サービスからの情報は、どれくらいの料金が課されるべきかの指針を提
供し得る。例えば、いくつかの例において、顧客は、暗号サービスの使用に対する請求書
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を提供され得る。他の例において、暗号サービスの使用に対する料金は、その操作の一部
として暗号サービスを利用するデータサービスなど、他のサービスの使用料金に合わせら
れ得る。使用は、操作ごと、一定期間ごと、及び／または他の方法など、様々な方法で、
計量及び請求され得る。他のデータサービスもまた、環境２００（または本明細書に記載
される他の環境）に含まれ得る。
【００２６】
　加えて、図２は、データサービスフロントエンドと対話するユーザを描く。ユーザは、
図中には例示されていないユーザデバイス（例えば、コンピュータ）を介してデータサー
ビスフロントエンドと対話し得ることを理解されたい。さらに、図２（及び図中の他の部
分）に描かれるユーザはまた、人間以外のエンティティも表し得る。例えば、コンピュー
タシステム上で実行する自動処理は、本明細書に記載されるようにデータサービスフロン
トエンドと対話し得る。１つの例示的な例として、図２中でユーザによって表されるエン
ティティは、その操作の一部として、データサービスフロントエンドを使用して、データ
をデータサービスバックエンド記憶システムに記憶する、及び／またはデータサービスバ
ックエンド記憶システムから取得するサーバであり得る。さらに別の例として、図２中で
ユーザによって表されるエンティティは、図２中のサービスのうちの１つ以上を操作する
コンピューティングリソースプロバイダのサービスとして提供されるエンティティであり
得る。例えば、図２中のユーザは、コンピューティングリソースプロバイダによって提供
されるプログラム実行サービスの仮想または他のコンピュータシステムを表し得る。以下
に記載される他の環境の変形を含め、他の変形もまた、本開示の範囲内であると見なされ
る。
【００２７】
　例えば、図３は、本開示の様々な実施形態が実装され得る環境３００の例示的な例を示
す。図２と同様に、図３の環境は、認証サービス、データサービスフロントエンドシステ
ム（データサービスフロントエンド）、暗号サービス、及びデータサービスバックエンド
記憶システムを含む。認証サービス、データサービスフロントエンド、暗号サービス、及
びデータサービスバックエンド記憶システムは、図２と関連して上記のように構成され得
る。例えば、ユーザは、好適なコミュニケーションネットワークを介してデータサービス
フロントエンドにアクセスし得るが、そのようなネットワークは図中には例示されていな
い。図３に例示される環境３００の例では、情報の流れを表す矢印が提供される。この例
において、ユーザはＰＵＴ要求をデータサービスフロントエンドに送信する。ＰＵＴ要求
は、指定されたデータをデータサービスバックエンド記憶システム内に記憶するための要
求であり得る。ＰＵＴ要求に応じて、データサービスフロントエンドは、ＰＵＴ要求が真
正であるかどうか、つまりユーザが要求された操作をシステムによって実装される認証ポ
リシーに従って実行することができる様態で要求を提出したかどうか、を決定し得る。
【００２８】
　図３において、そのような認証決定がどのように行われ得るかの例示的な例が例示され
る。この特定の例において、データサービスフロントエンドは、認証要求を認証サービス
に提出する。認証サービスは、認証要求を使用して、ユーザからのＰＵＴ要求が真正であ
るかどうかを決定し得る。要求が真正である場合、認証サービスは、認証証明をデータサ
ービスフロントエンドに提供し得る。認証証明は、電子トークン、または暗号サービスな
どの別のサービスが真正な要求が受信されたことを独立して決定するために使用可能な他
の情報であり得る。１つの例示的な例において、ＰＵＴ要求は、ＰＵＴ要求のための署名
とともに送信される。ＰＵＴ要求及びその署名は、真正である場合の署名はどうあるべき
かを独立して計算する認証サービスを介して提供される。認証サービスによって生成され
る署名が、ユーザによって提供されるその署名と一致する場合、認証サービスは、ＰＵＴ
要求が真正であると決定し得、かつそれに応じて認証証明を提供し得る。ＰＵＴ要求が真
正であるかどうかの決定はまた、ポリシーの施行に関連する１つ以上の操作も含む。例え
ば、署名は有効であるが別途ポリシーがＰＵＴ要求を完了すべきではないと示す（例えば
、要求がポリシーによって禁止される時間中に提出された）場合、認証サービスは、要求
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が真正ではないことを示す情報を提供し得る。（しかしながら、そのようなポリシー施行
は、環境３００の他の構成要素によって実行され得ることに留意されたい。）認証サービ
スは、認証サービス及びユーザによって共有されるキーを使用することなどによって、署
名を生成し得る。認証証明は、述べたように、暗号サービスなどの別のサービスが、要求
が真正であることを独立して検証できる情報であり得る。例えば、図３に例示される暗号
サービスの例を使用すると、認証証明は、他のサービスにアクセス不可能なキーなど、認
証サービス及び暗号サービスの双方によって共有されるキーに少なくとも部分的に基づい
て生成され得る。
【００２９】
　図３に例示されるように、データサービスフロントエンドは、認証サービスから認証証
明を受信すると、平文及び認証証明を暗号サービスに提供する。平文及び認証証明は、Ａ
ＰＩコールまたは他の電子要求に従って暗号サービスに提供される（例えば、Ｅｎｃｒｙ
ｐｔ　ＡＰＩコール）。暗号サービスは、認証証明を分析して、平文を暗号化するかどう
かを決定し得る。
【００３０】
　追加情報が暗号サービスに提供され得ることに留意されたい。例えば、平文を暗号化す
るために使用されるキーの識別子は、入力パラメータとしてデータサービスフロントエン
ドからのＡＰＩコールへ提供され得る（代わりに、ユーザから識別子を受信している場合
がある）。しかしながら、識別子は暗号サービスに送信されない場合があることに留意さ
れたい。例えば、様々な実施形態において、平文を暗号化するためにどのキーを使用する
か別途決定可能であり得る。例えば、データサービスフロントエンドから暗号サービスへ
送信される情報は、代理としてユーザがＰＵＴ要求を提出した顧客の識別子などの、ユー
ザ及び／またはユーザに関連付けられる組織の識別子など、ユーザに関連付けられる情報
を含み得る。そのような情報は、使用されるデフォルトキーを決定するために暗号サービ
スによって使用され得る。言い換えると、そのキーは、キーを決定するために使用可能な
情報によって暗黙的に指定され得る。一般的に、使用されるキーの決定は、任意の好適な
様態で実行され得る。さらに、いくつかの実施形態において、暗号サービスはキーを生成
または選択し得、かつ後に使用される生成または選択されたキーの識別子を提供し得る。
ＡＰＩパラメータの別の例は、暗号化操作が実行される顧客アカウント用マスターキーの
ための識別子であり得る。
【００３１】
　図３に例示されるように、認証証明が、平文が暗号化されるのに暗号サービスにとって
十分である場合、暗号サービスは１つ以上の暗号操作を実行することができる。ある実施
形態において、１つ以上の暗号操作は、平文を暗号化するために使用されるエンベロープ
キーを生成するための操作を含むことができる。エンベロープキーは、ランダムに生成さ
れる対称キー、またはキーペアのプライベートキーであり得る。エンベロープキーが生成
された後、暗号サービスは、ＡＰＩコール内で指定されるマスターキーを用いてエンベロ
ープキーを暗号化することができ、その暗号化されたエンベロープキーを永続的に記憶す
る（例えば、記憶サービスまたはいくつかの他の持続性ストレージ内に暗号化されたキー
を記憶することによって）、または破棄することができる。加えて、暗号サービスは、エ
ンベロープキーの平文バージョンならびに暗号化されたエンベロープキーをデータサービ
スフロントエンドに送ることができる。データサービスは次いで、エンベロープキーの平
文バージョンを使用して平文（すなわち、暗号化要求と関連付けられるデータ）を暗号化
することができ、エンベロープキーを、エンベロープキーを暗号化するために使用される
マスターキーのための識別子と関連して永続ストレージ内に記憶させることができる。加
えて、データサービスはエンベロープキーの平文バージョンを破棄することができる。そ
のため、ある実施形態において、データサービスは、エンベロープキーの平文バージョン
を破棄した後は、もはや暗号文を復号することができなくなる。
【００３２】
　代替の実施形態において、暗号操作は平文を暗号化することに関与できる。例えば、暗
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号サービスは平文を暗号化し、暗号文をデータサービスフロントエンド記憶システムに提
供する。データサービスフロントエンドは次いで、その操作に従ってその暗号文を永続記
憶のためにデータサービスバックエンド記憶システムに提供し得る。他の情報もまた、デ
ータサービスフロントエンドからデータサービスバックエンド記憶システムへ送信され得
る。例えば、平文を暗号化して暗号文を生成するために使用されるキーの識別子が、記憶
のため暗号文とともにデータサービスバックエンド記憶システムによって提供され得る。
ユーザ及び／またはユーザの組織を識別するメタデータなど、他の情報もまた提供され得
る。
【００３３】
　本明細書に記載されるすべての環境と同様に、多くの変形が本開示の範囲内であると見
なされる。例えば、環境３００の様々な構成要素間の情報の流れは、示されるものと異な
る場合がある。例えば、中間構成要素を介した１つの構成要素から別の構成要素への情報
の流れ（例えば、認証サービスから暗号サービスへのデータ、及び／または暗号サービス
からデータサービスバックエンド記憶システムへのデータ）は、その送信先に直接的に、
及び／または環境３００の他の中間構成要素（図中に含まれるとは限らない）を介して提
供され得る。別の例として、ＰＵＴ要求（及び、以下、ＧＥＴ要求）が、例示の目的のた
めに提供される。しかしながら、記載される操作を実行するための任意の好適な要求が使
用され得る。
【００３４】
　図４は、ある実施形態に従ってデータ記憶サービス内にデータを記憶するために使用さ
れ得るプロセス４００の例示的な例を示す。プロセス４００は、例えば、図３に例示され
るデータサービスフロントエンドによって実行され得る。プロセス４００の一部またはす
べて（あるいは、本明細書に記載される任意の他のプロセス、またはそれらの変形及び／
もしくは組み合わせ）は、実行可能な命令で構成される１つ以上のコンピュータシステム
の制御下で実行され得、及び１つ以上のプロセッサ上で、ハードウェアによって、または
その組み合わせによって、まとめて実行するコード（例えば、実行可能な命令、１つ以上
のコンピュータプログラム、または１つ以上のアプリケーション）として実装され得る。
コードは、コンピュータ可読記憶媒体上に、例えば、１つ以上のプロセッサによって実行
可能な複数の命令を含むコンピュータプログラムの形態で記憶され得る。コンピュータ可
読記憶媒体は、非一時的であり得る。
【００３５】
　図４に例示されるように、プロセス４００は、ＰＵＴ要求を受信すること４０２を含む
。ＰＵＴ要求は、ネットワークを介して電子的に受信され得、かつＰＵＴ要求の電子署名
などの、認証に必要とされる情報など、要求に関連付けられる情報を含み得る。ＰＵＴ要
求を受信したことに応じて、プロセス４００は、認証要求を提出すること４０４を含み得
る。例えば、プロセス４００内で実行されるシステムは、（例えば、適切に構成されたＡ
ＰＩコールを介して）認証要求を、図３と関連して上に記載されるような別個の認証サー
ビスに提出し得る。同様に、独自認証を実行するデータサービスフロントエンドは、認証
要求をデータサービスフロントエンドによって実装される認証モジュールに提出し得る。
一般的に、認証要求は、様々な実施形態に従う任意の好適な様態で提出され得る。
【００３６】
　認証要求が提出されると、認証要求が提出４０４されたエンティティによって認証応答
が受信される４０６。例えば、図３を参照すると、認証サービスは、応答を他のサービス
による使用のための認証の証明を含むデータサービスフロントエンドに提供し得る。認証
が成功したかどうかを示すものなど、他の情報もまた送信され得る。要求が真正であるか
どうかの決定がなされ得る４０８。要求の真正性は、認証サービスなどのエンティティ、
またはそのようなチェックをまとめて実行するエンティティの組み合わせなどによってチ
ェックされる１つ以上の要因に従属し得る。真正性は、例えば、要求が必須の有効な証明
書（例えば、チェックするエンティティによって共有される秘密キーによって生成される
電子署名）を提供すること、及び／またはポリシーが、要求が遂行されることを許可する
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ことを必要とし得る。認証要求を提出し４０４、認証応答を受信するシステムの観点から
、真正性は受信した認証応答に従属し得る。したがって、ある実施形態において、要求が
真正であるかどうかの決定４０８は、受信した認証応答に少なくとも部分的に基づいて実
行され得る。例えば、認証が真正でなかった場合、認証応答はそのように示し、それに従
って決定４０８がなされ得る。同様に、応答は、要求が真正でなかった場合に含まれる情
報を含まないことなどによって、認証要求が真正であることを暗黙的に示し得る。ＰＵＴ
要求が真正でないと決定される４０８場合、ＰＵＴ要求は拒否４１０され得る。ＰＵＴ要
求の拒否は、任意の好適な様態で実行され得、かつプロセス４００が実行されている様々
な実施形態に依存し得る。例えば、ＰＵＴ要求を拒否すること４１０は、ＰＵＴ要求を提
出したユーザにメッセージを送信することを含み得る。そのメッセージは、要求が拒否さ
れたことを示し得る。要求を拒否することはまた、電子署名が正しくない、またはＰＵＴ
要求が真正でない、もしくは承認されていないという結果となった任意の問題の解決方法
を決定するために使用され得る他の理由など、要求が拒否された理由についての情報を提
供することも含み得る。
【００３７】
　ＰＵＴ要求が真正であり、かつ承認されていると決定される場合４０８、ある実施形態
において、プロセス４００は、平文の暗号化という結果をもたらす１つ以上の暗号操作を
実行すること４１２を含む。例えば、要求（例えば、適切に構成されたＡＰＩコール）が
、暗号サービスに提出され、１つ以上の暗号操作を実行するために使用されるキーが提供
される。暗号サービスに提供される要求は、ＰＵＴ要求が真正であるという証明とともに
提供され得るため、暗号サービスは、暗号操作（例えば、平文を暗号化して暗号文を提供
すること、または平文を暗号化するために使用することができるエンベロープキーを生成
すること）を実行するかどうか独立して決定することができる。しかしながら、様々な実
施形態において、認証証明が暗号サービスに提供されない場合があり、例えば、暗号サー
ビスは、それが受信する要求に従って操作してもよい。例えば、暗号サービスがデータサ
ービスフロントエンドから要求を受信する場合、暗号サービスは、データサービスフロン
トエンドがすでに独立してその要求の認証を検証したという事実に頼り得る。そのような
実施形態及び他の実施形態において、データサービスフロントエンドは、セキュリティの
追加の層を提供するために、暗号サービスを用いて自身を認証し得る。暗号サービスは、
キーを生成し、または別の様式で獲得し、獲得したキーを暗号化し、または別途暗号化さ
れたキーを獲得し（例えば、メモリから）、要求に応じて、獲得したキー及び暗号化され
た獲得したキーを提供し得る。獲得したキーは、暗号サービスへの要求において識別され
るキーを使用して暗号化され得る。獲得したキーを使用して平文を暗号化し得、平文を暗
号化した後、獲得したキーは破棄され得る（例えば、取消不能の形でメモリから削除され
る）。代替の実施形態において、プロセス４００を実行するシステムは、１つ以上の暗号
操作を実行するために使用されるキーを生成あるいは別の様式で獲得し得、獲得したキー
を暗号化のために暗号サービスに提供し得る。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、１つ以上の暗号操作を実行することは、暗号文が生成さ
れるという結果をもたらし得る。１つ以上の暗号操作の結果として生成される暗号文は、
その後に起こり得る取得のために記憶され得る４１４。上に述べたように、暗号文の記憶
は、その後の暗号文の復号を可能にする追加情報の記憶を含み得る。例えば、暗号文は、
平文を暗号文に暗号化するために使用されるキーの識別子とともに記憶され得るため、識
別子を有するキーは、暗号文を復号して平文を獲得するために後に使用され得る。暗号文
の記憶もまた、任意の好適の様態で実行され得る。例えば、暗号文の記憶は、上記のよう
に、データサービスバックエンド記憶システムによって実行され得る。
【００３９】
　図５は、したがって、環境５００の例示的な例、及び平文がどのように獲得され得るか
を例示する情報の流れを示す。この例における環境５００は、認証サービス、暗号サービ
ス、データサービスフロントエンド、及びデータサービスバックエンド記憶システムを含
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む。認証サービス、暗号サービス、データサービスフロントエンド、及びデータサービス
バックエンド記憶システムは、上記のようなシステムであり得る。図５に例示されるよう
に、データサービスフロントエンドは、ユーザからＧＥＴ要求を受信して、代わりに平文
を提供するように構成される。これをするためには、データサービスフロントエンドはま
た、認証要求を認証サービスに提出するようにも構成され得、認証サービス自体が、適切
な場合、データサービスフロントエンドに認証証明を提供するように構成され得る。デー
タサービスフロントエンドはまた、暗号サービスに要求を送り、暗号サービスにデータの
復号に関する１つ以上の暗号操作の実行をさせるようにも構成され得る。エンベロープキ
ーが使用される実施形態において、データサービスは、要求（例えば、ＡＰＩコール）を
、暗号化されたエンベロープキー（または暗号化されたエンベロープキーのための識別子
）認証証明、及び暗号サービスに対するエンベロープキーを暗号化するために使用される
マスターキーの識別子を含むまたは指定する暗号サービスに提出することができる。暗号
サービスは、認証証明が操作を許可するのに十分であるかどうかを決定することができ、
認証証明が十分であれば、エンベロープキーを復号する。復号されたエンベロープキーを
データサービスに送り返すことができ、データサービスはそのキーを使用して暗号化され
た平文を復号することができる。データサービスは次いで、復号された平文キーを破棄す
ることができる。
【００４０】
　代替の実施形態において、データサービスフロントエンドは、受信した認証証明を暗号
サービスが復号する暗号文とともに暗号サービスに提供するように構成され得る。暗号サ
ービスは、それに応じて、認証証明が暗号文の復号を許可するのに十分であるかどうかを
決定し、認証証明が十分であれば、適切なキー（データサービスフロントエンドによって
暗号サービスに対して識別され得る）を使用して暗号文を復号し、復号された暗号文（平
文）をデータサービスフロントエンドに提供するように構成され得る。暗号サービスに暗
号文を提供するため、データサービスフロントエンドは、データサービスバックエンド記
憶システムから暗号文を獲得する（例えば、適切に構成されたＡＰＩコールを介して）よ
うに構成され得る。
【００４１】
　図６は、様々な実施形態に従って平文を獲得するために使用され得るプロセス６００の
例示的な例を示す。プロセス６００は、例えば、図５と関連して上に例示されるデータサ
ービスフロントエンドシステム（データサービスフロントエンド）によって実行され得る
が、プロセス６００及びその変形は、任意の好適なシステムによって実行され得る。ある
実施形態において、プロセス６００は、ＧＥＴ要求（または他の適切な要求）をユーザか
ら受信すること６０２を含む。ＧＥＴ要求の受信は、他の種類の要求と関連して上に記載
されるように実行され得る。ＧＥＴ要求の受信６０２の際、認証要求が認証サービスに、
または上記のように任意の様態で提出され得る６０４。認証応答が、それに応じて受信さ
れ得る。受信した認証応答に少なくとも部分的に基づいて、ＧＥＴ要求が真正であるかど
うかの決定がなされ得る６０８。ＧＥＴ要求が真正でないと決定される場合６０８、プロ
セス６００は、上記のように、様々な実施形態に従って様々な様態で実行され得る要求を
拒否すること６１０を含み得る。
【００４２】
　ＧＥＴ要求が真正であると決定６０８される場合、プロセス６００は記憶から暗号文を
取得することを含み得る。記憶から暗号文を取得すること６１２は、任意の好適な様態で
実行され得る。例えば、図５と関連して上に記載される環境５００を参照すると、データ
サービスフロントエンドは、暗号文のための要求をデータサービスバックエンド記憶シス
テムに提出し得、それに応じて暗号文を受信し得る。一般的に、暗号文は、任意の好適な
様態で記憶から獲得され得る。暗号文の受信の際、プロセス６００は、暗号文の復号に関
連した１つ以上の操作を実行すること６１４を含み得る。例えば、ある実施形態において
、データ記憶サービスは、暗号文の復号に関連した１つ以上の暗号操作を実行する６１４
ために要求を暗号サービスに送り得る。１つの構成例において、データサービスは、暗号
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サービスに、暗号化されたエンベロープキー（または、暗号化されたエンベロープキーの
識別子）認証証明、及び暗号サービスに対するエンベロープキーを暗号化するために使用
されるマスターキーの識別子を含むＡＰＩコールを送ることができる。暗号サービスは、
認証証明が操作を許可するのに十分であるかどうかを決定することができ、認証証明が十
分であれば、エンベロープキーを復号する。復号されたエンベロープキーをデータサービ
スに送り返すことができ、データサービスはそのキーを使用して暗号化された平文を復号
することができる。
【００４３】
　別の構成において、暗号文は、図５と関連して上に記載される暗号サービスなどの暗号
サービスに提供され得る。暗号文を復号するかどうかを決定するために暗号サービスが使
用することができる認証の証明など、他の情報もまた、暗号サービスに提供され得る。加
えて、いくつかの実施形態において、暗号文を復号するために暗号サービスによって使用
されるキーの識別子が、暗号サービスに提供され得る。しかしながら、他の実施形態にお
いて、そのキーは暗号サービスに暗黙的に示され得る。例えば、暗号サービスは、暗号サ
ービスに対して示される顧客と関連付けられるデフォルトキーを使用し得る。一般的に、
暗号サービスが暗号文を復号するためにどのキーを使用するか決定することができる任意
の様態が使用され得る。
【００４４】
　図６に例示されるように、暗号文が復号された後、プロセス６００は、ＧＥＴ要求に応
答を提供すること６１６を含み得る。ＧＥＴ要求に応答を提供することは、様々な実施形
態に従って様々な様態で実行され得る。例えば、ＧＥＴ要求に応答を提供することは、平
文を提供することを含み得る。他の実施形態において、平文は、後にＧＥＴ要求に応じて
提供される他の暗号化された情報を復号するために使用されるキーであり得る。一般的に
、本開示の特定の実施形態における平文の役割に依存して、ＧＥＴ要求に応答を提供する
ことは、様々な方法で実行され得る。
【００４５】
　述べたように、本開示の様々な実施形態は、データが様々な方法でデータ記憶サービス
によって記憶されることを可能にする。図７は、そのような実施形態に従う情報の流れを
示す矢印とともに環境７００の例示的な例を示す。図７に例示されるように、環境７００
は、上記のように、認証サービス、暗号サービス、データサービスフロントエンド、及び
データサービスバックエンド記憶システムを含む。この特定の例において、データサービ
スフロントエンドは、様々なユーザからＰＵＴ要求を受信するように構成されるコンピュ
ータシステムである。ＰＵＴ要求は、データサービスバックエンド記憶システムによって
記憶されるデータオブジェクトを含み得る、または指定し得る。ＰＵＴ要求はまた、デー
タオブジェクトを暗号化するために使用されるキーのためのキー識別子を指定し得る。デ
ータサービスフロントエンドはまた、上記のように、認証証明をキー及びキー識別子を受
信するために操作可能な暗号サービスに提供し、それに応じてキー識別子によって識別さ
れるキーによって暗号化されるキーを提供するために、認証サービスと対話するようにも
構成され得る。データサービスフロントエンドは次いで、データサービスバックエンド記
憶システム内の記憶をもたらし得る。記憶され得るデータは、キーによって暗号化される
データオブジェクトを含み得る。記憶され得るデータはまた、キー識別子によって識別さ
れるキーによって暗号化されるキーも含み得る。本明細書内の他の部分で議論したように
、暗号化されたデータオブジェクト及び暗号化されたキーは、異なるサービス内に記憶さ
れ得る。
【００４６】
　図７に例示されるように、データサービスフロントエンドは、暗号化された情報を記憶
のためにデータサービスバックエンド記憶システムに提供するように構成される。この例
において、データサービスフロントエンドは、キーの下で暗号化されるデータオブジェク
ト、及びＫｅｙＩＤを有する別のキーの下で暗号化されるキーを提供するように構成され
る。例示の目的のため、暗号化を表すために中括弧表記が使用されることに留意されたい
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。具体的には、中括弧内の情報は、下付き文字で指定されるキーの下で暗号化される情報
である。例えば、｛Ｄａｔａ　Ｏｂｊｅｃｔ｝Keyは、データ「Ｄａｔａ　Ｏｂｊｅｃｔ
」が「Ｋｅｙ」というキーの下で暗号化されることを表す。キー識別子もまた、この中括
弧表記を使用して下付き文字で現れ得る。キー識別子が下付き文字で現れるとき、中括弧
内の情報は、そのキー識別子によって識別されるキーの下で暗号化される。例えば、｛Ｄ
ａｔａ　Ｏｂｊｅｃｔ｝KeyIDは、データオブジェクト「Ｄａｔａ　Ｏｂｊｅｃｔ」が、
キー識別子「ＫｅｙＩＤ」によって識別されるキーの下で暗号化されることを表す。同様
に、｛Ｋｅｙ｝KeyIDは、キー「Ｋｅｙ」が識別子「ＫｅｙＩＤ」によって識別されるキ
ーの下で暗号化されることを表す。言い換えると、本開示は、キー及びキー識別子の双方
を下付き文字で使用し、下付き文字の意味は文脈から明白であるべきである。暗号文は、
関連した復号キーのアイデンティティを決定するために使用可能な追加のメタデータを含
み得る。
【００４７】
　図８は、図７と関連して上に記載されるデータサービスバックエンド記憶システムなど
のデータ記憶システム内にデータオブジェクトを記憶するために実行され得るプロセス８
００の例示的な例を示す。プロセス８００は、図７と関連して上に記載されるデータサー
ビスフロントエンドシステムによってなど、任意の好適なシステムによって実行され得る
。ある実施形態において、プロセス８００は、データオブジェクトのＰＵＴ要求を受信す
ること８０２を含む。データオブジェクトのＰＵＴ要求を受信することは、上記のように
、任意の好適な様態で実行され得る。データオブジェクトを要求と関連して受信すること
ができること、または別のサービスから受信し得ることに留意されたい。例えば、要求は
、識別子を使用して別のサービスから獲得され得るデータオブジェクトのための識別子を
含み得る。上記の他のプロセスと同様、ある実施形態におけるプロセス８００は、認証要
求を提出すること８０４、及び認証応答を受信すること８０６を含む。受信された認証応
答８０６は、ＰＵＴ要求が真正な要求であるかどうかを決定する８０８ために使用され得
る。ＰＵＴ要求が真正でないと決定される場合８０８、プロセス８００は、上記のように
要求を拒否すること８１０を含み得る。ＰＵＴ要求が真正であると決定される場合８０８
、プロセス８００は、エンベロープキーを暗号化するために使用されるマスターキーのた
めのｋｅｙＩＤなどのキー識別子（ＫｅｙＩＤ）を獲得すること８１２を含み得る。Ｋｅ
ｙＩＤを獲得すること８１２は、任意の好適な様態で実行され得、ＫｅｙＩＤが獲得され
る様態は、様々な実施形態に従って異なり得る。例えば、図７に例示されるように、ＰＵ
Ｔ要求は、ＫｅｙＩＤを指定し得る。別の例として、ユーザのアイデンティティ、または
別の様式でユーザと関連付けられるアイデンティティが、識別子またはデフォルトキーを
獲得するために使用され得る。別の例として、暗号文は関連したキーＩＤを示すものを提
供し得る。さらに別の例として、１つ以上のポリシー決定は、どのキー識別子を獲得する
か決定するために使用され得る。
【００４８】
　ある実施形態において、プロセス８００はまた、エンベロープキーなどのキーを生成す
ること８１４も含む。キーの生成は、任意の好適な様態で、例えば、暗号サービスまたは
暗号サービスから暗号化操作を要求するサービス（例えば、データ記憶サービス）によっ
て実行され得る。例えば、キーは、キー導出関数への適切な入力を使用したキー導出関数
を使用して生成され得る。キー導出関数の例は、ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ　１３６３　２０００
で定義されるＫＤＦ１、ＡＮＳＩ　Ｘ９．４２で定義されるキー導出関数、及びＲＦＣ　
５８６９で指定されるＨＭＡＣ－Ｂａｓｅｄ　Ｅｘｔｒａｃｔ－ａｎｄ－Ｅｘｐａｎｄ　
Ｋｅｙ　Ｄｅｒｉｖａｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ（ＨＫＤＦ）などのＨＭＡＣベースの
キー導出関数を含む。別の例として、キーは、乱数もしくは擬似乱数発生器、ハードウェ
アエントロピーソース、またはＮａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｓｔａｎ
ｄａｒｄｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ
（ＮＩＳＴ　ＳＰ）８００－９０Ａによって指定されるような確定論的ランダムビット生
成器によって生成され得る。図８は、キーを生成すること８１４を含むプロセス８００を
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示す一方、キーは、記憶からの取得によるなど他の方法で獲得され得ることに留意された
い。言い換えると、キーは予め生成されていてもよい。
【００４９】
　図８に例示されるプロセス８００を続けると、ある実施形態において、プロセス８００
は、データオブジェクトを暗号化するために生成されたキーを使用すること８１６を含む
。例えば、暗号サービスがキーを生成する実施形態において、暗号サービスは、キー、Ｋ
ｅｙＩＤ、及びキーの暗号化されたコピーをデータサービスに提供することができる。例
えば、図７を参照すると、データサービスフロントエンドは、エンベロープキー、及び暗
号サービスからのエンベロープキーを暗号化するために使用されるマスターキーのための
ＫｅｙＩＤを、認証証明などの任意の他の関連情報とともに受信し得る。暗号化キーの平
文コピーは次いで、データオブジェクトを暗号化するために使用され得る。暗号化キーの
平文コピーを破棄することができ、暗号化されたデータオブジェクトならびに暗号化され
たキーは次いで、記憶され得る８１８。例えば、図７を参照すると、データサービスフロ
ントエンドは、暗号化されたデータオブジェクト及び暗号化されたキーを、記憶のために
データサービスバックエンド記憶システムに送信し得る。該サービスがキーを生成する構
成において、該サービスは、キー及びＫｅｙＩＤを暗号サービスに提供することができる
。例えば、データサービスフロントエンドは、エンベロープキー及びエンベロープキーを
暗号化するために使用されるマスターキーのためのＫｅｙＩＤを、認証証明などの任意の
関連情報とともに暗号サービスに送り得る。暗号化キーの平文コピーは次いで、データオ
ブジェクトを暗号化するために使用され得る。サービスは、暗号化キーの平文コピーを破
棄することができ、暗号化されたデータオブジェクトならびに暗号化されたキーは次いで
、記憶され得る。例えば、図７を参照すると、データサービスフロントエンドは、暗号化
されたデータオブジェクト及び暗号化されたキーを、記憶のためにデータサービスバック
エンド記憶システムに送信し得る。
【００５０】
　暗号化されたデータオブジェクト及び暗号化されたエンベロープキーは、キーの平文バ
ージョンなしで記憶され得、すなわち、平文キーは、データサービスバックエンド記憶シ
ステム及び１つ以上の他のシステムへのアクセスが不可能な場合がある。その下でデータ
オブジェクトが暗号化されるキー（例えば、マスターキー）は、任意の好適な様態でアク
セス不可能にされ得る。いくつかの実施形態において、これは、暗号サービスのみがアク
セス可能なメモリにそれを記憶することによって達成される。いくつかの他の実施形態に
おいて、これは、ハードウェアまたは他のセキュリティモジュール内に、または別の様式
でハードウェアまたは他のセキュリティモジュールの保護下で、マスターキーを記憶する
ことによって達成することができる。いくつかの実施形態において、平文エンベロープキ
ーを記憶するメモリ位置（例えば、データサービスのメモリ）は、上書きされることを許
可され得るか、キーを記憶するメモリ位置は、データサービスフロントエンドにはキーへ
のアクセスを不可能にするために意図的に上書きされ得る。別の例として、平文エンベロ
ープキーは、最終的にはキーを記憶することをやめる揮発性メモリ内に維持され得る。こ
の様態において、エンベロープキーは、ＫｅｙＩＤによって識別されるキーを使用して復
号される場合、または別の様式で、ＫｅｙＩＤによって識別されるキーなしでキーを解読
することによってなど、計算的に実行不可能であり得る、不正な様態で獲得される場合に
のみアクセス可能である。言い換えると、データオブジェクトが暗号化されるキーへの承
認されたアクセスのためには、ＫｅｙＩＤによって識別されるキーが必要とされる。この
ように、データオブジェクトを復号することは、キーへのアクセスを必要とし、そのキー
はＫｅｙＩＤによって識別されるキーを使用した復号によって、または計算的に実現可能
ではない他の方法によってのみ獲得可能であるため、図７のデータサービスバックエンド
記憶システムが侵害される場合、そのような侵害は、暗号化されていないデータオブジェ
クトへのアクセスを提供しない。
【００５１】
　述べられたように、本開示の様々な実施形態は、ユーザが、データオブジェクトを記憶
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すること、及びそれらを安全な様態で取得することの双方を可能にする。図９は、したが
って、記憶からデータオブジェクトを獲得するために使用され得る環境９００の例示的な
例を示す。図９に例示されるように、環境９００は、認証サービス、暗号サービス、デー
タサービスフロントエンドシステム、及びデータサービスバックエンド記憶システムを含
む。認証サービス、暗号サービス、データサービスフロントエンド、及びデータサービス
バックエンド記憶システムは、上記のようなコンピュータシステムであり得る。図９に例
示されるように、データサービスフロントエンドシステムは、データオブジェクト要求を
受信し、それに応じてデータオブジェクトを提供するように構成される。呼応してデータ
オブジェクトを提供するために、この実施形態におけるデータ記憶フロントエンドシステ
ムは、図９に例示されるように、認証サービス、暗号サービス、及びデータサービスバッ
クエンド記憶システムと対話するように構成される。例えば、様々な実施形態において、
データサービスフロントエンドシステムは、認証サービスに認証要求を提出し、その要求
に応じて認証証明を受信するように構成される。別の例として、データサービスフロント
エンドは、ＫｅｙＩＤによって識別されるキーによって暗号化されるキー及び認証証明を
暗号サービスに提供するように構成され、暗号サービスは、少なくとも部分的に認証証明
に基づいてキーを提供するかどうか決定するために操作可能であり、キーを提供すること
が決定されると、データサービスフロントエンドにキーを提供する。データサービスフロ
ントエンドはまた、ＫｅｙＩＤなどの他の情報を暗号サービスに提供するようにも構成さ
れ得る。しかし、いくつかの実施形態において、ＫｅｙＩＤは、暗号サービスに提供され
る他の情報との関連によってなど、暗黙的に暗号サービスに示され得る。いくつかの実施
形態において、ユーザは、データサービスフロントエンドへ要求を提出することに関連し
て、ＫｅｙＩＤをデータサービスフロントエンドに提供することにも留意されたい。また
、図９に例示されるように、ある実施形態におけるデータサービスフロントエンドは、デ
ータサービスバックエンド記憶システムからのデータオブジェクトを要求し、それに応じ
て、キーによって暗号化されるデータオブジェクト、及びＫｅｙＩＤによって識別される
キーによって暗号化されるキーを受信するように構成される。いくつかの実施形態におい
て、暗号サービスは、指定されたＫｅｙＩＤと関連付けられるキーを使用して生成されて
いない暗号文の復号を実行することを拒否するように操作可能であり得る。
【００５２】
　データサービスフロントエンドは、ある実施形態において、暗号サービスから受信され
るキーを使用してデータオブジェクトを復号し、その復号されたデータオブジェクトをユ
ーザに提供するように構成される。図１０は、したがって、様々な実施形態に従って復号
されたオブジェクトを提供するために使用され得るプロセス１０００の例示的な例を示す
。プロセス１０００は、図９と関連して記載されるようなデータサービスフロントエンド
システムなど、任意の好適なシステムによって実行され得る。ある実施形態において、プ
ロセス１０００は、データオブジェクトのＧＥＴ要求を受信すること１００２を含む。デ
ータオブジェクトのＧＥＴ要求を受信することは、他の種類の要求と関連して上に記載さ
れるように任意の好適な様態で実行され得る。例えば、データオブジェクトのＧＥＴ要求
は、要求を認証するために使用される情報、及び／または他の情報を含み得る。プロセス
１０００は、したがって、ある実施形態において、本明細書に記載される他のプロセスと
同様、認証要求を認証システムに提出すること１００４、及び認証応答を受信すること１
００６を含む。認証要求を提出すること、及び認証応答を受信することは、上記のように
、任意の好適な様態で実行され得る。認証応答は、ＧＥＴ要求が真正であるかどうかを決
定すること１００８に使用され得る。ＧＥＴ要求が真正でないと決定される１００８場合
、ある実施形態におけるプロセス１０００は、要求を拒否すること１０１０を含む。しか
しながら、ＧＥＴ要求が真正であると決定される１００８場合、ある実施形態におけるプ
ロセス１０００は、暗号化されたデータオブジェクト及び暗号化されたキーを記憶から取
得すること１０１２を含む。例えば、データサービスフロントエンドシステムは、暗号化
されたデータオブジェクト及び暗号化されたキーを、図９に関連して上に例示されるデー
タサービスバックエンド記憶システムから獲得し得る。
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【００５３】
　ある実施形態において、プロセス１０００は、暗号化されたエンベロープキーを暗号サ
ービスに提供すること１０１４を含む。暗号化されたエンベロープキーを暗号サービスに
提供すること１０１４は、任意の好適な様態で実行され得、かつ暗号サービスが暗号化さ
れたキーを復号するかどうかを決定することを可能にする認証証明など、他の情報ととも
に提供され得る。加えて、暗号化されたエンベロープキーを暗号サービスに提供すること
１０１４は、暗号サービスが暗号サービスによって管理される複数のキーの中から識別子
によって識別されるキーを選択することを可能にするため、暗号化されたエンベロープキ
ーの承認された復号に必要とされるキーの識別子を提供することを含み得る。上に述べた
ように、しかしながら、キーは暗黙的に識別され得る。暗号サービスは、したがって、適
切なキーを選択して、暗号化されたキーを復号し得る。したがって、ある実施形態におい
て、プロセス１０００は、復号されたエンベロープキーを暗号サービスから受信すること
１０１６を含む。例えば、暗号サービスが、認証証明は有効である、及び／または暗号化
の復号は任意の適用可能なポリシーに従って許容可能であると決定する場合、暗号サービ
スは、復号されたキーを、データオブジェクトを復号しようとするシステムに提供し得る
。データオブジェクトは次いで、復号されたエンベロープキーを使用して復号され得る１
０１８。復号されたデータオブジェクトは次いで、ユーザまたはＧＥＴ要求を提出した他
のシステムなど、要求者に提供され得る１０２０。
【００５４】
　多くの場合、ユーザ（すなわち、一般的には暗号サービスを利用するデバイス）が暗号
サービスと直接対話することが望ましい。図１１は、したがって、暗号サービスへの直接
的なユーザアクセスを可能にする環境１１００の例示的な例を示す。環境１１００では、
認証サービス、データサービスフロントエンド、及びデータサービスバックエンド記憶シ
ステムが含まれる。認証サービス、データサービスフロントエンド、及びデータサービス
バックエンド記憶システムは、上に記載されるようであり得る。例えば、データサービス
フロントエンドは、好適なネットワークを介して、図１１に例示されるようにユーザから
の要求を受信し、それに応答するように構成され得る。ネットワークを介してユーザから
の要求に応答することの一部として、データサービスフロントエンドはまた、ユーザ要求
が真正であるかどうかを決定し、及び／またはその要求に対してポリシーを施行するため
に、認証サービスと対話するようにも構成され得る。データサービスフロントエンドはま
た、ユーザ要求を遂行することの一部としてデータサービスバックエンド記憶システムと
対話するようにも構成され得る。ユーザ要求は、例えば、バックエンド記憶システム内に
データを記憶するためのＰＵＴ要求、及びデータサービスバックエンド記憶システムから
データを取得するためのＧＥＴ要求を含み得る。上のように、データサービスバックエン
ド記憶システム内に記憶されるデータを削除するための要求、データサービスバックエン
ド記憶システム内に記憶されるデータを更新するための要求等の、他の要求もまた、様々
な実施形態に従って使用され得る。
【００５５】
　図１１の特定の例では、環境１１００において、暗号サービスは、暗号サービスフロン
トエンド及びデータサービスバックエンドを含む。データサービスフロントエンドと同様
に、暗号サービスフロントエンドは、ネットワークを介してユーザからの要求を受信し、
それに応答するように構成される。暗号サービスフロントエンドはまた、認証サービスと
対話してユーザ要求が真正であるかどうかを決定するように構成される。ユーザ要求が真
正であるかどうか決定することは、上記のような簡便な様態で実行され得る。暗号サービ
スフロントエンド及びデータサービスフロントエンドは、同じ認証サービスと対話する一
方、暗号サービスフロントエンド及びデータサービスフロントエンドは、異なる認証サー
ビスと対話し得ることに留意されたい。さらに、暗号サービスフロントエンドは、ユーザ
要求に応答するときにポリシーを施行するように構成され得る。
【００５６】
　暗号サービスフロントエンドは、ある実施形態において、暗号サービスバックエンドと
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対話するように構成され得る。暗号サービスバックエンドは、暗号サービスフロントエン
ドから受信される命令に従って、暗号操作を実行するように構成される。暗号操作は、暗
号化、復号、及びハッシュ計算等を含む。環境１１００は、例えば、暗号化されたデータ
をデータサービスバックエンド記憶システム内に記憶することができるように、平文を暗
号サービスによって暗号化させるためにユーザによって使用され得る。環境１１００のそ
のような使用の例は以下に提供される。加えて、暗号サービス例の詳細例もまた以下に提
供される。
【００５７】
　データは、上に記載されるような任意の好適な様態でデータサービスバックエンド記憶
システム内に記憶され得る。例えば、暗号化されたデータを上に記載されるバックエンド
記憶システム内に記憶するための技術が、環境１１００で使用され得る。例えば、例示さ
れていないが、データサービスフロントエンドは、暗号サービスバックエンドにデータを
暗号化させ、次いでそれをデータサービスバックエンド記憶システム内に記憶させるため
に、暗号サービスフロントエンドと通信し得る。暗号化されたデータは、データオブジェ
クト、及び／またはデータオブジェクトを暗号化するために使用された暗号化されたキー
であり得る。環境１１００において、データは、データサービスバックエンド記憶システ
ム内に他の方法でも格納され得る。例えば、ユーザは、暗号サービスによって暗号化され
る平文を提供し得、かつそれに応じて暗号文を受信し得る。ユーザは次いで、データサー
ビスバックエンド記憶システム内に暗号文を記憶するように要求するために、対話し得る
か、データサービスフロントエンドに要求を提出し得る。データサービスフロントエンド
は、この例において、任意の様態で暗号文を記憶し得る。例えば、データサービスフロン
トエンド及びバックエンド記憶システムは、データが暗号化されるかどうかに無関係であ
るように構成され得る。
【００５８】
　加えて、本明細書に例示されるすべての環境と同様に、追加のフロントエンドシステム
が、システム間のアクションを協調させるために、ユーザとデータサービスフロントエン
ドと暗号サービスフロントエンドとおそらくは他のフロントエンドシステムとの間に論理
的に配置され得る。例えば、いくつかの実施形態において、ユーザは、ユーザの観点から
の操作がより簡便であるように、それ自体が暗号サービスフロントエンド及びデータサー
ビスフロントエンドと対話するフロントエンドシステムと対話し得る。例えば、ユーザは
、データオブジェクトを暗号化し、かつ記憶するように要求し得、フロントエンドシステ
ムは、暗号サービスフロントエンド及びデータサービスフロントエンドとの適切な対話に
よって、その要求に応答する。しかしながら、ユーザの観点からは、そのようなことは、
単一の要求によって実行され得る。他の変形もまた、本開示の範囲内である。
【００５９】
　図１２は、本開示の様々な実施形態を実装するために使用され得る環境１２００の例示
的な例を示す。図１２において、環境１２００は、ユーザが暗号文をデータサービスバッ
クエンド記憶システム内に記憶することを可能にするように構成される。したがって、図
１２に例示されるように、環境１２００は、データサービスフロントエンド、データサー
ビスバックエンド記憶システム、認証サービス、暗号サービスフロントエンド、及び暗号
サービスバックエンドを含む。データサービスバックエンド記憶システム、データサービ
スフロントエンド、認証サービス、暗号サービスフロントエンド、及び暗号サービスバッ
クエンドは、図１１と関連して上に記載されるようなシステムであり得る。例えば、図１
２に例示されるように、データサービスフロントエンドは、ユーザ要求を受信し、かつそ
れに応答するように構成され、また、ユーザ要求にポリシーを施行するようにも構成され
得る。データサービスフロントエンドは、要求への返答の一部として、認証要求を認証サ
ービスに提出し、それに応じて認証証明を受信するように構成され得る。認証が成功する
と、データサービスフロントエンドは、後にユーザに提供され得る、暗号化されたデータ
オブジェクト、及びおそらくは暗号化されていないデータオブジェクトをデータサービス
バックエンド記憶システムから獲得するために、データサービスバックエンド記憶システ
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ムと対話するようにさらに構成され得る。
【００６０】
　図１２に例示されるように、暗号サービスフロントエンドもまた、認証要求を認証サー
ビスに提供し、それに応じて認証証明を受信するように構成される。認証証明は、暗号サ
ービスバックエンドからサービスを獲得するために使用され得る。例えば、暗号サービス
フロントエンドは、暗号文を認証証明とともに暗号サービスバックエンドに提供するよう
に構成され得、暗号サービスバックエンドは、暗号文を復号し、代わりに暗号文を提供す
るように構成され得る。図１２に例示されるように、暗号文は暗号化されたキーであり得
、暗号サービスバックエンドは、その暗号化されたキーを復号し、平文キーであるその復
号されたキーを、平文キーをユーザに提供するようにさらに構成される暗号サービスフロ
ントエンドに提供し得る。ユーザは次いで、そのキーを使用してデータサービスフロント
エンドから受信される暗号化されたデータオブジェクトを復号し得るか、ユーザのドメイ
ン内（例えば、ユーザによって操作または制御されるデータセンターもしくはコンピュー
タシステム内）に記憶される暗号化されたデータオブジェクトを復号し得る。この例にお
いて、ユーザは、暗号化されたキーをデータサービスフロントエンドから獲得している場
合がある。例えば、ユーザは、データオブジェクト及び／またはデータオブジェクトを暗
号化するために使用されるキーのために要求をデータサービスフロントエンドに提出して
いる場合がある。図１１では単一の要求として例示されているが、データオブジェクト及
びキーの双方のために別個の要求が出されてもよい。図１１に例示されるように、データ
サービスフロントエンドは、暗号化されたデータオブジェクト及び暗号化されたキーをデ
ータサービスバックエンド記憶システムから獲得し、その暗号化されたデータオブジェク
ト及び暗号化されたキーをユーザに提供し得る。
【００６１】
　本明細書に例示されるすべての環境と同様に、変形は、本開示の範囲内であると見なさ
れる。例えば、図１２は、キーの元で暗号化されるデータオブジェクト、及びユーザに提
供されているキー識別子によって識別される別のキーによって暗号化されるキーを示す。
暗号化のさらなるレベルもまた使用され得る。例えば、データオブジェクトは、ユーザの
みがアクセス可能な（及び／または、環境１２００の他の構成要素によってアクセスが不
可能な）キーの下で暗号化され得る。データオブジェクトを暗号化するために使用される
キーもまた、ユーザのみがアクセス可能なキーの下で暗号化され得る。この例において、
環境１２００の構成要素への不正アクセス（ユーザ不在）は、ユーザのキーへのアクセス
が依然として承認された復号を必要とするため、データオブジェクトの暗号化されていな
いコンテンツへのアクセスを依然として提供しない。
【００６２】
　別の例として、図１２に例示される環境１２００において、データサービスフロントエ
ンド及びデータサービスバックエンド記憶システムは、暗号化されたデータを復号するた
めに必要とされるキーへのアクセスを有しないため、データサービスバックエンド記憶シ
ステムによって記憶される平文データへのアクセスを有しない。しかしながら、いくつか
の実施形態において、データサービスフロントエンド及び／またはデータサービスバック
エンド記憶システムにアクセスが付与される場合がある。例えば、ある実施形態において
、データサービスフロントエンドが暗号化されたデータを獲得し、その暗号化されたデー
タを復号し、その復号されたデータを特定の目的（例えば、インデックス作成）に使用し
、次いで復号されたデータへのアクセスを削除または別の様式で損失することを可能にす
るため、キーへの一時的なアクセスがデータサービスフロントエンドに提供され得る。そ
のようなアクションは、データサービスフロントエンド及び／または暗号サービスによっ
て施行されるポリシーによって統制され得、かつユーザからの承認を必要とし得る。
【００６３】
　図１３は、上に記載されるようなデータサービスバックエンド記憶システム等から暗号
化されたデータオブジェクト及び暗号化されたキーを獲得するために使用され得るプロセ
ス１３００の例示的な例を示す。プロセス１３００は、例えば、図１２と関連して上に記
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載されるデータサービスフロントエンドシステムによって実行され得る。ある実施形態に
おいて、プロセス１３００は、暗号化されたデータオブジェクトのＧＥＴ要求を受信する
こと１３０２を含む。ＧＥＴ要求を受信することは、データサービスフロントエンドシス
テムへのＡＰＩコールを介して要求を受信することによってなど、任意の好適な様態で実
行され得る。ＧＥＴ要求を受信した結果、プロセス１３００は、認証要求を提出すること
１３０４及び認証応答を受信すること１３０６を含み得る。認証要求を提出すること１３
０４及び認証応答を受信すること１３０６は、上に記載されるような任意の好適な様態で
実行され得る。認証応答は、ＧＥＴ要求が真正であるかどうかを決定する１３０８ために
使用され得る。ＧＥＴ要求が真正でないと決定される場合１３０８、プロセス１３００は
ＧＥＴ要求を拒否すること１３１０を含み得る。ＧＥＴ要求を拒否すること１３１０は、
上に記載されるような任意の好適な様態で実行され得る。しかしながら、ＧＥＴ要求が真
正であると決定される場合１３０８、プロセス１３００は、暗号化されたデータオブジェ
クトを、復号されたときに暗号化されたデータオブジェクトを復号するために使用可能な
暗号化されたキーとともに提供すること１３１２を含み得る。本明細書に記載されるすべ
てのプロセスと同様に、多くの変形が本開示の範囲内であると見なされることに留意され
たい。例えば、プロセス１３００は、暗号化されたキーを提供することなく暗号化された
データオブジェクトを提供することによって、真正であるときにＧＥＴ要求に応答するよ
うに構成され得る。ＧＥＴ要求を提出したユーザまたシステムである要求者は、他の方法
で暗号化されたキーを獲得し得る。例えば、いくつかの実施形態において、ユーザは、暗
号化されたキー自体をユーザの制御下にあるデータ記憶システムに記憶し得る。別の例と
して、１つの記憶サービスが、暗号化されたデータオブジェクトを記憶し得、別のサービ
スが、暗号化されたキーを記憶し得、ユーザは、暗号化されたデータオブジェクト及び暗
号化されたキーをそれぞれのサービスから獲得し得る。別の例として、別のサービスまた
はユーザにとっての第三者を使用して、暗号化されたキーを記憶し得、ユーザは暗号化さ
れたキーを要求時に獲得し得る。一般的に、暗号化されたキーが提供され得る任意の方法
が使用され得る。
【００６４】
　図１３に例示されるように、プロセス１３００は、データオブジェクト、及びそのデー
タオブジェクトを復号するために使用可能な暗号化されたキーを提供されたエンティティ
をもたらし得る。様々な実施形態において、暗号化されたキーは、データオブジェクトを
復号するために、復号されなければならない。図１４は、したがって、復号されたキーを
使用して暗号化されたデータオブジェクトを復号するためにそのような復号されたキーを
必要とするエンティティに、復号されたキーを提供するために使用され得るプロセス１４
００の例示的な例を示す。プロセス１４００は、図１２と関連して上に記載される暗号サ
ービスフロントエンドシステムによってなど、任意の好適なシステムによって実行され得
る。ある実施形態において、プロセス１４００は、指定されたＫｅｙＩＤを有する別のキ
ーを使用してキーを復号するための復号を受信すること１４０２を含む。プロセス１４０
０は、キーの復号と関連して記載されるが、プロセス１４００は一般にデータの復号に適
し得ることに留意されたい。復号要求は、上に記載されるような任意の好適な様態で受信
され得る１４０２（例えば、適切に構成されたＡＰＩコールを介して）。さらに、復号要
求は、プロセス１４００が実行されているコンテクストに適切な任意のエンティティによ
って受信され得る。例えば、復号要求は、ユーザから、または上に議論されるデータサー
ビスフロントエンドなど別のシステムから生じ得る。復号要求はまた、復号されるデータ
（例えば、キー）またはそれへの参照も含み得る。ＫｅｙＩＤは、任意の好適な様態でも
指定され得る。例えば、いくつかの実施形態において、復号要求は、ＫｅｙＩＤ、または
ＫｅｙＩＤへの参照、つまりＫｅｙＩＤを決定するために使用することができる情報を含
む。上に記載されるように、ＫｅｙＩＤはまた、暗黙的にも指定され得る。例えば、Ｋｅ
ｙＩＤは、復号要求を提出した要求者のアイデンティティなど、利用可能なデータとの関
連によって獲得され得る。例えば、ＫｅｙＩＤに対応するキーは、要求者または要求が提
出された代理のエンティティ用のデフォルトキーであり得る。
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【００６５】
　プロセス１４００は、ある実施形態において、認証要求を提出すること１４０４、及び
認証応答を受信すること１４０６を含む。認証要求を提出すること１４０４及び認証応答
を受信すること１４０６は、上に記載されるような任意の好適な様態で実行され得る。さ
らに、上に記載されるように、受信された認証応答は、ＧＥＴ要求が真正であるかどうか
を決定する１４０８ために使用され得る。ＧＥＴ要求が真正でないと決定される場合１４
０８、プロセス１４００は、ＧＥＴ要求を拒否すること１４１０を含み得る。ＧＥＴ要求
を拒否すること１４１０は、上に記載されるような任意の好適な様態で実行され得る。し
かしながら、ＧＥＴ要求が真正であると決定される場合１４０８、プロセス１４００は、
指定されたＫｅｙＩＤ及び／または要求者のポリシー情報にアクセスすることを含み得る
。ポリシー情報は、ＫｅｙＩＤ及び／または要求者に関する１つ以上のポリシーを含む情
報を含み得る。
【００６６】
　ある実施形態において、アクセスされたポリシー情報は、任意の適用可能なポリシーが
指定されたＫｅｙＩＤを有するキーの復号を許可するかどうかを決定する１４１４ために
使用される。ポリシーがＫｅｙＩＤによって指定されるキーの復号を許可しないと決定さ
れる場合１４１４、プロセス１４００は、上に記載されるようなＧＥＴ要求を拒否するこ
と１４１０を含み得る。しかしながら、ポリシーが指定されたＫｅｙＩＤを有するキーの
復号を許可すると決定される１４１４場合、プロセス１４００は、ＫｅｙＩＤによって識
別されるキーを使用してキーを復号すること１４１６を含み得る。ＫｅｙＩＤを有するキ
ーを使用してキーが復号されると、次いでその復号されたキーは、ネットワークを介した
送信によってなど、復号要求を提出した要求者（または、いくつかの実施形態において、
別の承認された送信先）に提供１４１８され得る。
【００６７】
　上に議論される環境１２００に例示されるように、ユーザは、暗号化されたデータオブ
ジェクト及びデータオブジェクトを復号するためのキーを様々な方法で獲得し得る。図１
５は、様々な実施形態に従って平文を獲得するために使用され得るプロセス１５００の例
示的な例を示す。プロセス１５００は、図１２と関連して記載されるようなユーザによっ
て操作及び／またはホストされているシステムによってなど、任意の好適なシステムによ
って実行され得る。他の好適なシステムは、提供されるリアルタイムのユーザ入力に従う
とは限らないがおそらくは事前にプログラムされたプロセスに従う、ユーザの代理で操作
しているシステムを含む。
【００６８】
　ある実施形態において、プロセス１５００は、データ記憶サービスから暗号文を受信す
ること１５０２を含む。データ記憶サービスからの暗号文を要求すること１５０２は、上
に記載されるような任意の好適な様態で実行され得る。例えば、プロセス１５００を実行
するシステムは、図１２と関連して上に例示される環境１２００内の適切に構成されたＡ
ＰＩコールを使用して、及び／または図１３と関連して上に記載されるプロセス１３００
によって、暗号文を要求し得る１５０２。
【００６９】
　プロセス１５００はまた、暗号文及び暗号化されたキーを受信することも含み得る。暗
号文及び暗号化されたキーを受信することは、任意の好適な様態で実行され得る。例えば
、暗号文及び暗号化されたキーは、データ記憶サービスからの暗号文の要求に応じて受信
され得る。しかしながら、一般的に、暗号文及び暗号化されたキーは、他の好適な方法で
受信され得る１５０４。例えば、データ記憶サービスから暗号文を受信するための要求は
、非同期要求であり得、暗号文は、続いて提出される別の要求に準じて受信され得る１５
０４。さらに、暗号文及び暗号化されたキーは、単一の応答で提供され得るか、異なる応
答（同じまたは異なるシステムからであり得る）によってなど、別々に獲得され得る。別
の例として、プロセス１５００を実行するシステムは、暗号化されたキーをローカルまた
は別の様式で記憶し得、暗号化されたキーはローカルメモリから取得され得る。
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【００７０】
　ある実施形態において、プロセス１５００は、指定されたＫｅｙＩＤを有するキーを使
用して、暗号化されたキーの復号を要求することを含む。ＫｅｙＩＤは、上に記載される
ような任意の好適な様態で指定され得る。さらに、プロセス１５００を実行するシステム
は、任意の好適な様態でＫｅｙＩＤを指定することができ得ることに留意されたい。例え
ば、暗号化されたキー及び／またはそれとともに提供される情報が、ＫｅｙＩＤを指定し
得る。別の例として、プロセス１５００を実行するシステムは、ＫｅｙＩＤの決定を可能
にする情報へのローカルまたはリモートアクセスを有し得る。ローカルまたはリモートデ
ータベースは、例えば、データオブジェクト識別子を、データオブジェクトを暗号化する
ために使用されるキーのキー識別子と関連付け得る。一般的に、システムがＫｅｙＩＤを
指定することが可能であり得る任意の様態が使用され得る。さらに、いくつかの実施形態
において、ＫｅｙＩＤは、暗号サービスに提供される情報がＫｅｙＩＤを決定するのに十
分であるときなど、指定される必要がない。暗号化されたキーの復号の要求１５０６は、
図１２と関連して上に記載される環境と関連して、及び／または図１４と関連して上に記
載されるプロセス１４００の実行によってなど、任意の好適な様態で実行され得る。
【００７１】
　プロセス１５００は、ある実施形態において、復号されたキーを受信すること１５０８
を含む。復号されたキーを受信すること１５０８は、任意の好適な様態で実行され得る。
例えば、復号されたキーは、暗号化されたキーの復号の要求に応じて受信され得る。別の
例として、暗号化されたキーの復号の要求は、非同期要求であり得、別の要求が復号され
たキーを受信するために提出されている。一般的に、復号されたキーは、任意の好適な様
態で受信され得る。さらに、１つのデバイスから別のデバイスへのすべての情報の流れと
同様に、情報の受け渡しは安全なチャネルを使用して実行され得る。例えば、復号された
キーは、復号されたキーを受信するエンティティによる復号のために再び暗号化され得る
。一般的に、安全な通信の任意の様態は、１つのエンティティから別のエンティティへ情
報を渡すために使用され得る。
【００７２】
　復号されたキーが受信される１５０８と、プロセス１５００は、復号されたキーを使用
して１５１０暗号文を復号する１５１０ことを含み、それによって平文を獲得し得る。本
明細書に記載されるすべてのプロセスと同様に、変形が本開示の範囲内であると見なされ
ることに留意されたい。例えば、プロセス１５００は、暗号文の要求、及び順次実行され
る暗号化されたキーの複合の要求を示す。しかしながら、様々なプロセスと関連して本明
細書に記載される多くの操作と同様に、操作は、様々な実施形態において順次実行される
必要はない。例えば、プロセス１５００を実行するシステムが、暗号文の要求の前に暗号
化されたキーへのアクセスを有するか、または別の様式でそうすることができる場合、シ
ステムは、暗号文を要求し得、かつ暗号化されたキーの復号を、並行で、または例示され
るものとは異なる順番で要求し得る。他の変形もまた、本開示の範囲内である。
【００７３】
　上に記載されるように、本開示の様々な実施形態は、暗号サービスを提供することを目
的とする。暗号サービスは、上に記載されるような暗号サービスシステムによって提供さ
れ得る。したがって、図１６は、様々な実施形態に従う暗号サービス１６００の例示的な
例を示す。図１６に例示されるように、及び上に記載されるように、暗号サービス１６０
０は、論理的にフロントエンドシステム及びバックエンドシステムからなる。フロントエ
ンドシステム及びバックエンドシステムの双方は、本明細書に記載される操作を実行する
ように構成される１つ以上のコンピュータシステムによって実装され得る。例えば、図１
６に例示されるように、暗号サービス１６００のフロントエンドシステムは、要求ＡＰＩ
及びポリシー構成ＡＰＩを実装する。要求ＡＰＩは、ある実施形態において、暗号の要求
、及び暗号サービスによって実行される他の操作のために構成されるＡＰＩである。その
ため、要求は、そのような暗号操作が暗号サービスによって実行されるように、要求ＡＰ
Ｉを介してフロントエンドシステムに対して出され得る。
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【００７４】
　要求ＡＰＩは、以下の利用可能な高レベルの要求例で構成され得る：
　　　ＣｒｅａｔｅＫｅｙ（ＫｅｙＩＤ）
　　　Ｅｎｃｒｙｐｔ（ＫｅｙＩＤ、Ｄａｔａ、［ＡＡＤ］）
　　　Ｄｅｃｒｙｐｔ（ＫｅｙＩＤ、Ｃｉｐｈｅｒｔｅｘｔ、［ＡＡＤ］）
　　　Ｓｈｒｅｄ（ＫｅｙＩＤ）
　　　ＲｅＫｅｙ（Ｃｉｐｈｅｒｔｅｘｔ、ＯｌｄＫｅｙＩＤ、ＮｅｗＫｅｙＩＤ）。
【００７５】
　ＣｒｅａｔｅＫｅｙ（ＫｅｙＩＤ）要求は、ある実施形態において、暗号サービスに、
要求内で識別されるＫｅｙＩＤによって識別されるキーを作成させる。要求を受信すると
、暗号サービスはキーを生成し、そのキーをＫｅｙＩＤと関連付け得る。ＫｅｙＩＤの識
別子は、固有の識別子であり得るが、必ずしもそうであるとは限らないことを知っておく
べきである。例えば、ＫｅｙＩＤは、キーのファミリーを識別し得る。例えば、いくつか
の実施形態において、キーローテーションが実行される。キーローテーションは、使用さ
れる暗号の実質上のクラッキングを可能にするほど十分な復号されたデータの収集を防止
するためにキーを別のキーと交換することに関与し得る。暗号サービスと異なるエンティ
ティの指示で実行される場合、ＣｒｅａｔｅＫｅｙ（ＫｅｙＩＤ）要求の使用は、暗号サ
ービスに、ＫｅｙＩＤによって識別される古いキーと交換するために新しいキーを作成さ
せ得る。古いキーは、そのままＫｅｙＩＤによって識別され得るが、例えば、復号（古い
キーを使用してすでに暗号化されたデータの）にのみ使用され得、将来の暗号化には使用
され得ない。別の例として、いくつかの実施形態において、暗号サービスのユーザは、独
自のキー識別子を提供するが、２つの異なる顧客が、同じ識別子を提供し得る可能性があ
る。そのような場合には、識別子はキーを一意的に識別し得ないか、またはキーのファミ
リーさえ一意的に識別し得ない。これに対処するために様々な対策が設けられ得る。例え
ば、アイデンティティまたは暗号サービスのユーザと関連付けられる他の情報が、適切な
キーまたはキーのファミリーを識別するために使用され得る。依然として他の実施形態に
おいて、暗号サービスは、ＫｅｙＩＤを、ランダムに、順次に、または任意の他の方法を
使用して、割り当て得る。
【００７６】
　ＫｅｙＩＤが一意的にキーを識別しないとき、適切な機能性を可能にするために様々な
システムが設けられ得ることに留意されたい。例えば、様々な実施形態において、Ｋｅｙ
ＩＤによって識別されるキーのファミリーは有限である。ＫｅｙＩＤによって識別される
キーを使用した復号操作が要求される場合、追加データ（例えば、暗号化が実行されたと
きのタイムスタンプ）が、使用に適切なキーを決定することを可能にし得る。いくつかの
実施形態において、暗号文は、キーバージョンを示す情報を含み得る。いくつかの実施形
態において、可能なあらゆるキーを使用してデータの異なる復号を提供する。キーの有限
数が存在するため、適切な復号は提供されたものから選択され得る。いくつかの実施形態
において、キーを用いた復号は、暗号サービスが、認証された暗号化を使用することによ
ってなど、暗号文が少なくとも部分的にキーに基づいて生成されなかったことを検出する
ことを可能にする様態で実行される。他の変形もまた、本開示の範囲内である。
【００７７】
　Ｅｎｃｒｙｐｔ（ＫｅｙＩＤ、Ｄａｔａ、［ＡＡＤ］）要求は、暗号サービスに、Ｋｅ
ｙＩＤによって識別されるキーを使用して特定のデータを暗号化させるために使用され得
る。Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅｄ　Ｄａｔａ（ＡＡＤ）は、様々
な目的で使用され得、必ずしも暗号化されないが、例えば、ＡＡＤとともに含まれる、電
子署名、メッセージ認証コード、または一般的に、キー付ハッシュ値によって、認証され
ているデータであり得る。いくつかの実施形態において、暗号文は、ＡＡＤの少なくとも
一部を含んで生成される。いくつかの実施形態において、ＡＡＤは復号中に別々に提供さ
れる。いくつかの他の実施形態において、ＡＡＤは、メタデータが渡るときにのみ復号が
成功するように、少なくとも部分的に要求及びまたは他のメタデータに基づいて、復号時
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に生成される。いくつかの実施形態において、ポリシーは、暗号操作を特定のＡＡＤに対
して実行することができるかどうかを制約し得る。プログラミング論理及び／または暗号
サービスによって施行されるポリシーによるＥｎｃｒｙｐｔ（ＫｅｙＩＤ、Ｄａｔａ、［
ＡＡＤ］）要求の処理は、ＡＡＤが特定の値を含むこと、及びＡＡＤが真正であること（
例えば、最初の送信から改変されていない）の双方を必要とし得る。同様に、Ｄｅｃｒｙ
ｐｔ（ＫｅｙＩＤ、Ｃｉｐｈｅｒｔｅｘｔ、［ＡＡＤ］）要求は、暗号サービスに、Ｋｅ
ｙＩＤによって識別されるキーを使用して、指定された暗号文を復号させるために使用さ
れ得る。Ｄｅｃｒｙｐｔ（ＫｅｙＩＤ、Ｃｉｐｈｅｒｔｅｘｔ、［ＡＡＤ］）要求内のＡ
ＡＤは、上に記載されるように使用され得る。例えば、プログラミング論理及び／または
暗号サービスによって施行されるポリシーによるＤｅｃｒｙｐｔ（ＫｅｙＩＤ、Ｃｉｐｈ
ｅｒｔｅｘｔ、［ＡＡＤ］）の処理は、ＡＡＤが特定の値を含むこと、及びＡＡＤが真正
であること（例えば、最初の送信から改変されていない）の双方を必要とし得る。
【００７８】
　Ｓｈｒｅｄ（ＫｅｙＩＤ）は、ある実施形態において、暗号サービスに、キーまたは、
指定されたＫｅｙＩＤによって識別されるキーのファミリーを電子的に破砕させるために
使用され得る。電子的破砕は、キーをもはやアクセス不可能にすることを含み得る。例え
ば、Ｓｈｒｅｄ（ＫｅｙＩＤ）要求の使用は、暗号システムに、１つ以上のハードウェア
デバイスが指定されたＫｅｙＩＤによって識別される１つ以上のキー上でＳｅｃｕｒｅＥ
ｒａｓｅ操作を実行するように命令させ得る。一般的に、ＫｅｙＩＤによって識別される
キー（複数可）は、キーを符号化しているデータ上に他のデータ（例えば、一連のゼロも
しくは１、またはランダムな文字列）を上書きすることによってなど、任意の好適な様態
で電子的に破砕され得る。キー（複数可）が、キーの下で暗号化されて記憶される場合、
キーを暗号化するために使用されるキーは、電子的に破砕され得、それによってキー（複
数可）へのアクセスの損失を引き起こす。いくつかの実施形態において、破砕操作は、破
砕されるＫｅｙＩＤを示す復号操作を、将来のある決められた時点で機能させなくし得る
。安全かつ永久にキー（複数可）への可能性のあるあらゆるアクセスを破壊することの他
の様態が使用され得る。
【００７９】
　ＲｅＫｅｙ（Ｃｉｐｈｅｒｔｅｘｔ、ＯｌｄＫｅｙＩＤ、ＮｅｗＫｅｙＩＤ）要求は、
ある実施形態において、暗号サービスに異なるキーの下で暗号文を暗号化させるために使
用され得る。暗号サービスは、ＲｅＫｅｙ（Ｃｉｐｈｅｒｔｅｘｔ、ＯｌｄＫｅｙＩＤ、
ＮｅｗＫｅｙＩＤ）要求を受信すると、ＯｌｄＫｅｙＩＤによって識別されるキーを使用
して指定された暗号文を復号し得、次いでＮｅｗＫｅｙＩＤによって識別されるキーを使
用して復号された暗号文を暗号化し得る。ＮｅｗＫｅｙＩＤによって識別されるキーがま
だ存在しない場合、暗号サービスは、使用するキーを生成し、上に記載されるＣｒｅａｔ
ｅ（ＫｅｙＩＤ）要求と関連して記載されるように、その生成されたキーを指定されたＮ
ｅｗＫｅｙＩＤと関連付け得る。いくつかの実施形態において、ＲｅＫｅｙ操作は、デー
タを暗号サービスの孤立したインスタンス間で送信可能にさせるように操作可能であり得
る。いくつかの実施形態において、ポリシーは、キー再設定操作が暗号文上で実行される
ことを許可する場合もあるが、同じ要求者が暗号文を直接復号することを許可しない場合
もある。いくつかの実施形態において、ＲｅＫｅｙは、第１のアカウント内の第１のＫｅ
ｙＩＤによって識別されるキーから第２のアカウント内のＫｅｙＩＤによって識別される
キーへ、暗号文のキー再設定することを支援する場合がある。
【００８０】
　同様に、フロントエンドシステムは、ある実施形態において、ユーザが、暗号操作の実
行のためのポリシー、及び他のポリシー関連の操作を構成するための要求を提出すること
を可能にする、ポリシー構成ＡＰＩを実装し得る。ポリシーは、様々な実施形態において
、キー、キーのグループ、アカウント、ユーザ、及び他の論理的エンティティに関連付け
られ得る。ポリシー構成ＡＰＩを介して構成され得るポリシー例は、以下に提供される。
ある実施形態において、暗号サービスポリシー構成ＡＰＩは、以下の要求を含む。
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【００８１】
　　　ＳｅｔＫｅｙＰｏｌｉｃｙ（ＫｅｙＩＤ、Ｐｏｌｉｃｙ）
　　　Ｓｕｓｐｅｎｄ（ＫｅｙＩＤ、Ｐｕｂｌｉｃ　Ｋｅｙ）
　　　Ｒｅｉｎｓｔａｔｅ（ＫｅｙＩＤ、Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｋｅｙ）
【００８２】
　ある実施形態において、ＳｅｔＫｅｙＰｏｌｉｃｙ（ＫｅｙＩＤ、Ｐｏｌｉｃｙ）要求
は、暗号サービスに、ＫｅｙＩＤによって識別されるキー（またはキーのファミリー）上
にポリシーを記憶させるために使用され得る。ポリシーは、要求された暗号操作を特定の
コンテクスト内で実行できるかどうかについて決定力のある情報であり得る。ポリシーは
、ｅＸｔｅｎｓｉｎｂｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕ
ａｇｅ（ＸＡＣＭＬ）、Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔ
ｉｏｎ　Ｌａｎｇｕａｇｅ（ＥＰＡＬ）、Ａｍａｚｏｎ　Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｐｏｌｉｃｙ　Ｌａｎｇｕａｇｅ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＳｅｃＰｏｌ、ま
たは実行される暗号操作のために満たされなければならない１つ以上の条件を符号化する
任意の好適な方法など、宣言的アクセス制御ポリシー言語で符号化され得る。ポリシーは
、どのような操作を実行することができるか、いつ操作を実行することができるか、操作
が実行されるための承認された要求をどのエンティティが作ることができるか、特定の要
求が承認されるためにはどの情報が必要とされるか等を定義し得る。加えて、ポリシーは
、アクセス制御リスト、ユーザと関連付けられた特権、及び／または上に挙げられる例に
加えてもしくは代わりに操作ビットマスク、を使用して定義及び／または施行され得る。
ポリシー例を以下に示す。
【００８３】
　いくつかの実施形態において、暗号サービスは、一時停止操作を、例えば、Ｓｕｓｐｅ
ｎｄ（ＫｅｙＩＤ、Ｐｕｂｌｉｃ　Ｋｅｙ）ＡＰＩコールを使用して支援し得る。一時停
止操作は、暗号サービスの顧客が、暗号サービスの操作者によるキーの使用またはキーへ
のアクセスを拒否することを可能にする。これは、隠れた合法的命令、または暗号サービ
スの操作者がキーを使用していくつかの操作を実行させられる可能性のある他の状況につ
いて懸念している顧客にとって有用であり得る。それはまた、特定のデータをロックし、
オンラインでのアクセスを不可能にすることを望む顧客にとっても有用である。いくつか
の実施形態において、一時停止操作は、顧客からパブリックキーを受信すること、及び所
与のＫｅｙＩＤによって指定されるキーを受信したパブリックキーを用いて暗号化するこ
と、及びパブリックキーと関連付けられたプライベートキーが、例えば、ＫｅｙＩＤを指
定しかつプライベートキーを含むＲｅｉｎｓｔａｔｅ（ＫｅｙＩＤ、Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｋ
ｅｙ）ＡＰＩコールを使用して、提供されない限りは、プロバイダが一時停止されたキー
にアクセスできないようにするために、ＫｅｙＩＤによって指定されるキーを破砕するこ
とを含む場合がある。いくつかの実施形態において、一時停止操作は、指定されたＫｅｙ
ＩＤと関連付けられたキーを、暗号サービスによって管理される別のキー（即時の一時停
止操作の目的で作成されるものを含むがこれに限定されるものではない）を使用して暗号
化することを伴う場合がある。この操作によって生み出される暗号文は、顧客に提供する
ことができ、暗号サービス内に保管しない。ＫｅｙＩＤによって識別されるオリジナルの
キーを、次いで破砕することができる。暗号サービスは、提供された暗号文を受信し、一
時停止キーを再インポートするように操作可能であり得る。いくつかの実施形態において
、暗号文は、暗号サービスが復号されたバージョンを顧客に返すことを防止する様態で生
成され得る。
【００８４】
　図１６に例示されるように、暗号サービス１６００は、いくつかの実施形態においてそ
れ自体が様々な構成要素を備えるバックエンドシステムを含む。例えば、この例における
バックエンドシステムは、要求ＡＰＩまたはポリシー構成ＡＰＩのいずれかを介して受信
される要求に従う操作を実行するように構成される暗号サービス１６００のサブシステム
であり得る要求処理システムを含む。例えば、要求処理構成要素は、要求ＡＰＩを介して
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受信される要求を受信し得、ポリシー構成ＡＰＩは、そのような要求が真正であり、それ
故に遂行することが可能であるかどうかを決定し、その要求を遂行し得る。要求を遂行す
ることは、例えば、暗号操作を実行すること、及び／または実行したことを含み得る。要
求処理ユニットは、要求処理ユニットが、要求が真正であるかどうか決定することを可能
にする認証インターフェースと対話するように構成され得る。認証インターフェースは、
上に記載されるような認証システムと対話するように構成され得る。例えば、要求が要求
処理ユニットによって受信されるとき、要求処理ユニットは、認証インターフェースを利
用して、適切な場合に暗号操作の実行をもたらすために使用され得る認証証明を提供する
認証サービスと対話し得る。
【００８５】
　暗号サービス１６００のバックエンドシステムはまた、この例示的な例において、複数
のセキュリティモジュール（暗号モジュール）及びポリシー施行モジュールも含む。セキ
ュリティモジュールのうちの１つ以上は、ハードウェアセキュリティモジュールであり得
るが、様々な実施形態において、セキュリティモジュールは、本明細書に記載される機能
を有するように構成される任意の好適なコンピュータデバイスであり得る。ある実施形態
における各セキュリティモジュールは、ＫｅｙＩＤに関連付けられた複数のキーを記憶す
る。各セキュリティモジュールは、暗号サービス１６００の他の構成要素及び／または他
のシステムの他の構成要素がアクセスできないように、キーを安全に記憶するように構成
され得る。ある実施形態において、セキュリティモジュールのいくつかまたはすべては、
少なくとも１つのセキュリティ基準に準拠している。例えば、いくつかの実施形態におい
て、セキュリティモジュールはそれぞれ、ＦＩＰＳ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　１４０－
２で概説される１つ以上のセキュリティレベルなど、ＦＩＰＳ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ
　１４０－１及び／または１４０－２で概説されるＦｅｄｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｓｔａｎｄａｒｄ（ＦＩＰＳ）に準拠して検証される。加
えて、いくつかの実施形態において、各セキュリティモジュールは、Ｃｒｙｐｔｏｇｒａ
ｐｈｉｃ　Ｍｏｄｕｌｅ　Ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍ（ＣＭＶＰ）の下で認
定される。セキュリティモジュールは、ハードウェアセキュリティモジュール（ＨＳＭ）
、またはＨＳＭのいくつかまたはすべての機能を有する別のセキュリティモジュールとし
て実装され得る。いくつかの実施形態において、検証されたモジュールを使用して操作を
ブートストラップする。いくつかの実施形態において、顧客は、検証されたモジュール内
に記憶され、かつ検証されたモジュールによってのみ操作されるいくつかのキー、及びソ
フトウェアによって操作される他のキーを構成することができる。いくつかの実施形態に
おいて、これらの様々なオプションと関係した性能または費用は異なり得る。
【００８６】
　セキュリティモジュールは、要求処理ユニットによって提供される命令に従って暗号操
作を実行するように構成され得る。例えば、要求処理ユニットは、暗号文及びＫｅｙＩＤ
を、ＫｅｙＩＤに関連付けられたキーを使用して暗号文を復号し、それに応じて平文を提
供せよというセキュリティモジュールに対する命令とともに、適切なセキュリティモジュ
ールに提供し得る。ある実施形態において、暗号サービス１６００のバックエンドシステ
ムは、キー空間を形成する複数のキーを記憶する。セキュリティモジュールの各々は、キ
ー空間内のすべてのキーを記憶し得るが、変形は、本開示の範囲内であると見なされる。
例えば、セキュリティモジュールの各々は、キー空間の部分空間を記憶し得る。セキュリ
ティモジュールによって記憶されるキー空間の部分空間は、キーがセキュリティモジュー
ル全体にわたって冗長して記憶されるため、重複し得る。いくつかの実施形態において、
特定のキーは、指定された地理的領域内にのみ記憶され得る。いくつかの実施形態におい
て、特定のキーは、特定の証明書またはクリアランスレベルを有する操作者のみがアクセ
ス可能であり得る。いくつかの実施形態において、特定のキーは、データ記憶サービスの
プロバイダとの契約の下で特定の第三者プロバイダによって操作されるモジュール内に記
憶され得、かつそのモジュールのみとともに使用され得る。いくつかの実施形態において
、セキュリティモジュールの構成的制御は、強制される追加のエンティティまたはアクシ



(32) JP 2020-167744 A 2020.10.8

10

20

30

40

50

ョンを強制する追加の管轄権のいずれかに関与することを顧客によって承認される以外に
、キーの使用を強制することを求める合法的命令を必要とし得る。いくつかの実施形態に
おいて、顧客は、彼らの暗号文が記憶され、かつ彼らのキーが記憶される管轄権のための
独立したオプションを提供され得る。いくつかの実施形態において、キーを記憶するセキ
ュリティモジュールは、キーの所有者に監査情報を提供するように構成され得、該セキュ
リティモジュールは、監査情報の生成及び提供を顧客が抑制できないように構成され得る
。いくつかの実施形態において、セキュリティモジュールは、プロバイダ（例えば、セキ
ュリティモジュールをホストしている）がセキュリティモジュールによって記憶されるキ
ーの下で操作を実行することができないように、顧客によって生成される署名を独立して
検証するように構成され得る。加えて、いくつかのセキュリティモデルは、キー空間のす
べてを記憶し得、いくつかのセキュリティモジュールは、キー空間の部分空間を記憶し得
る。他の変形もまた、本開示の範囲内である。異なるセキュリティモジュールがキー空間
の異なる部分空間を記憶する場合において、要求処理ユニットは、どのセキュリティモジ
ュールが様々な要求に従って暗号操作を実行するように命令するかを決定するための関係
表または他の機序などを用いて構成され得る。
【００８７】
　ある実施形態において、ポリシー施行モジュールは、要求処理ユニットから情報を獲得
し、少なくとも部分的にその情報に基づいて、ＡＰＩから受信される要求が実行され得る
かどうかを決定するように構成される。例えば、暗号操作を実行するための要求が、要求
ＡＰＩを介して受信されるとき、要求処理ユニットは、ポリシー施行モジュールと対話し
て、要求の遂行が任意の適切なポリシー、例えば、要求内の指定されたＫｅｙＩＤに適用
可能なポリシー、及び／または要求者と関連付けられたポリシーなどの他のポリシーによ
って承認されるかどうかを決定し得る。ポリシー施行モジュールが、要求の遂行を許可す
る場合、要求処理ユニットは、それに応じて、適切なセキュリティモジュールに要求の遂
行に従って暗号操作を実行するように命令し得る。
【００８８】
　本明細書に記載されるすべての図と同様に、多くの変形が本開示の範囲内であると見な
される。例えば、図１６は、セキュリティモジュールとは別個のポリシー施行モジュール
を示す。しかしながら、各セキュリティモジュールは、別個に例示されるポリシー施行モ
ジュールに加えて、またはその代わりに、ポリシー施行モジュールを含み得る。そのため
、各セキュリティモジュールは、ポリシーを施行するように独立して構成され得る。加え
て、別の例として、各セキュリティモジュールは、別個のポリシー施行モジュールによっ
て施行されるポリシーとは異なるポリシーを施行するポリシー施行モジュールを含み得る
。多くの他の変形が、本開示の範囲内であると見なされる。
【００８９】
　上に記載されるように、様々なポリシーは、要求がＫｅｙＩＤに対応するキーと関連し
て実行される暗号操作を指定するとき、ポリシーが施行され得るように、ＫｅｙＩＤ内の
、またはそれと関連したユーザによって構成され得る。図１７は、様々な実施形態に従う
ポリシーを更新するためのプロセス１７００の例示的な例を提供する。プロセス１７００
は、図１６に関連して上に記載されるような暗号サービスシステムによってなど、任意の
好適なシステムによって実行され得る。ある実施形態において、プロセス１３００は、Ｋ
ｅｙＩＤのポリシーを更新するための要求を受信すること１３０２を含む。要求は、任意
の好適な様態で受信され得る１３０２。例えば、例として図１６を参照すると、要求は、
上に記載される暗号サービス１６００のフロントエンドシステムのポリシー構成ＡＰＩを
介して受信され得る。要求は、任意の好適な様態で受信され得る。
【００９０】
　プロセス１７００は、ある実施形態において、認証要求を提出すること１７０４及び認
証応答を受信すること１７０６を含む。認証要求を提出すること１７０４及び認証応答を
受信すること１７０６は、上に記載されるような任意の好適な様態で実行され得る。さら
に上に記載されるように、受信された認証応答は、ＫｅｙＩＤのポリシーを更新するため
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の要求が真正であるかどうかを決定する１７０８ために使用され得る。ＫｅｙＩＤのポリ
シーを更新するための受信された要求が真正でないと決定される場合１７０８、その要求
は拒否され得る１７１０。要求を拒否すること１７１０は、上に記載されるような任意の
好適な様態で実行され得る。しかしながら、ＫｅｙＩＤのポリシーを更新するための受信
された要求が真正であると決定される場合１７０８、プロセス１７００は、要求者に適用
可能なポリシー情報にアクセスすること１７１２を含み得る。ポリシー情報は、要求者に
適用可能な任意のポリシーが施行され得る情報であり得る。例えば、プロセス１７００に
よって実行される暗号サービスを利用する組織内では、その組織の特定のユーザのみがＫ
ｅｙＩＤためのポリシーを更新することが許可され得る。ポリシー情報は、どのユーザが
暗号サービスにＫｅｙＩＤのポリシーを更新させることができるか、及び／またはポリシ
ーが既存のポリシーに従って更新可能であるかどうかさえも示し得る。例えば、暗号サー
ビスは、いくつかの実施形態において、新しいポリシーを施行するための要求を受信し得
る。暗号サービスは、任意の既存のポリシーが新しいポリシーが導入されることを許可す
るかどうかをチェックし得る。暗号サービスが、既存のポリシーが新しいポリシーの施行
を許可しないことを決定する場合、その要求は拒否され得る。一般的に、ポリシー情報は
、要求者に適用可能なポリシーの施行に使用可能な任意の情報であり得る。
【００９１】
　図１７に例示されるように、プロセス１７００は、ポリシー情報を使用して、要求され
た更新が実行されることをポリシーが許可するかどうかを決定すること１７０４を含む。
ポリシーが要求された更新が実行されることを許可しないと決定される場合１７１４、プ
ロセス１７００は、上に記載されるように要求を拒否すること１７１０を含み得る。しか
しながら、ポリシーが要求された更新が実行されることを許可すると決定される場合１７
１４、プロセス１７００は、ＫｅｙＩＤのポリシーを更新すること１７１６を含み得る。
ＫｅｙＩＤのポリシーを更新することは、ポリシー情報を更新すること、及び更新された
ポリシーをＫｅｙＩＤに従ってまたはそれに関連して記憶させることを含み得る。更新さ
れたポリシー情報は、例えば、図１６と関連して上に記載されるような暗号サービスのポ
リシー施行モジュールによって、記憶され得る。
【００９２】
　ポリシーはまた、暗号サービスと関連して動作する電子環境の他の構成要素によっても
施行され得る。例えば、上に議論される図２を参照すると、暗号サービスは、データサー
ビスフロントエンドが施行するために、ポリシーの電子表示をデータサービスフロントエ
ンドに提供し得る。そのようなものは、データサービスがポリシーを施行するのにより適
している状況において有用であり得る。例えば、アクションがポリシーによって許可され
るかどうかは、データサービスフロントエンドはアクセス可能だが、暗号サービスにはア
クセス不可能な情報に少なくとも部分的に基づき得る。一例として、ポリシーは、ポリシ
ーに関連付けられた顧客に代わってデータサービスバックエンド記憶システムによって記
憶されるデータに基づき得る。
【００９３】
　上に記載されるように、暗号サービスは、ＫｅｙＩＤを有するキー上のポリシーに従っ
たポリシーの施行を可能にする様々なシステムを含み得る。したがって、図１８は、ポリ
シーを施行するために使用され得るプロセス１８００の例示された例を示す。プロセス１
８００は、図１６に関連して上に記載されるような暗号サービスシステムによってなど、
任意の好適なシステムによって実行され得る。ある実施形態において、プロセス１８００
は、ＫｅｙＩＤを有するキーを使用して１つ以上の暗号操作を実行するための要求を受信
すること１８０２を含む。図１８は、１つ以上の暗号操作を実行するための要求に関連し
て実行されるものとしてのプロセス１８００を例示するが、プロセス１８００は、必ずし
も暗号であるとは限らない操作を実行するための任意の要求での使用に適し得ることに留
意されたい。操作例は、上に記載される。
【００９４】
　受信された要求が真正であるかどうかの決定がなされ得る１８０４。受信された要求が
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真正であるかどうか決定することは、上に記載されるように、任意の好適な様態で実行さ
れ得る。例えば、要求が真正であるかどうか決定すること１８０４は、上に記載されるよ
うに、認証要求を提出すること及び認証応答を受信することを含み得る。要求が真正でな
いと決定される場合１８０４、プロセス１８００は、要求を拒否すること１８０６を含み
得る。要求を拒否すること１８０６は、上に記載されるような任意の好適な様態で実行さ
れ得る。しかしながら、要求が真正であると決定される場合１８０４、プロセス１８００
は、ＫｅｙＩＤ及び／または要求者のポリシー情報にアクセスすること１８０８を含み得
る。ＫｅｙＩＤ及び／または要求のポリシー情報にアクセスすることは、任意の好適な様
態で実行され得る。例えば、ＫｅｙＩＤ及び／または要求者のポリシー情報にアクセスす
ることは、そのようなポリシー情報を記憶する１つ以上の記憶システムから記憶ポリシー
情報にアクセスすることによって実行され得る。アクセスポリシー情報は、ポリシーが１
つ以上の操作が実行されることを許可するかどうか決定する１８１０ために使用され得る
。
【００９５】
　ポリシーが１つ以上の操作が実行されることを許可しないと決定される場合１８１０、
プロセス１８００は、要求を拒否すること１８０６を含み得る。しかしながら、ポリシー
が１つ以上の操作が実行されることを許可すると決定される場合、プロセス１８００は、
要求された１つ以上の暗号操作を実行すること１８１２を含み得る。１つ以上の暗号操作
の実行の１つ以上の結果は、１つ以上の暗号操作を実行するための受信された要求１８０
２を提出した要求者に提供されるなど、提供され得る１８１４。いくつかの実施形態にお
いて、許可された要求、及びまたは拒否された要求から少なくとも部分的に派生した情報
は、監査サブシステムを介して提供され得る。
【００９６】
　議論されるように、本開示の実施形態は、柔軟なポリシー構成及び施行を可能にさせる
。いくつかの実施形態において、ポリシーは、どのサービスがどの操作をどのコンテクス
トにおいて実行することができるかを明言し得る。例えば、キー上のポリシーは、データ
記憶サービスが、暗号サービスに復号操作ではなく暗号化操作を実行させることを許可し
得る。キー上のポリシーはまた、暗号文及び／または復号された平文に対する１つ以上の
条件も含み得る。例えば、ポリシーは、要求に応じて操作の結果が提供される前に、暗号
文及び／または平文が特定のハッシュ値（キー付のハッシュ値であり得る）を生み出すこ
とを必要とし得る。ポリシーは、時間、要求が発信されるインターネットプロトコル（Ｉ
Ｐ）暗号化される／復号される内容の種類、ＡＡＤ、及び／または他の情報に少なくとも
部分的に基づく１つ以上の制約及び／または許可を指定し得る。
【００９７】
　多くの変形が、本開示の範囲内であると見なされる。例えば、上で議論される様々な実
施形態は、別個の認証サービスとの対話について議論する。しかしながら、上で議論され
る環境の構成要素は、それら独自の承認構成要素を有し得、要求が真正であるかどうかの
決定は、別のエンティティとの通信に関与する場合としない場合がある。さらに、上で議
論される環境の各々は、環境によって可能になる特定の操作及び機能と関連して例示され
る。異なる環境と関連して上で議論される技術は、組み合わされ得、一般的に、本開示に
従う環境は、様々な技術の柔軟な使用を可能にさせ得る。単に一例として、暗号サービス
は、要求時に、キー、及びキー無しデータオブジェクトなどの他のコンテンツの双方を暗
号化するために使用され得る。別の例として、暗号サービスは、ユーザ（例えば、コンピ
ューティングリソースプロバイダの顧客）及び他のサービス（例えば、データ記憶サービ
ス）の双方からの要求を受信し、かつそれに応答するように構成され得る。いくつかの実
施形態において、暗号サービス及び／または関連した認証サービスは、記憶されるデータ
の暗号化を実行するためのモバイルデバイスでの使用のために構成され得る。いくつかの
実施形態において、少なくとも１つのロック解除ピンは、暗号サービスによって検証され
得る。依然として他の実施形態において、暗号サービスは、操作の一部として、ハードウ
ェア構成証明によって生成される情報を受信し得る。いくつかの実施形態において、暗号
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サービスは、内容に対するデジタル権利管理サービスを提供するように操作可能であり得
る。
【００９８】
　上述のように、本開示の様々な実施形態は、豊富なポリシー施行及びコンフィギュアビ
リティ（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｂｉｌｉｔｙ）を可能にさせる。多くの暗号システムは、暗
号操作をデータに対する秘密性、保全性、及び真正性保証を同時に提供するために実行す
ることができる操作の認証された暗号化モードを提供する。秘密性は、平文データの暗号
化によって提供され得る。真正性は、平文、及び暗号化されないままであり得る関連デー
タの双方のために提供され得る。そのようなシステムでは、暗号文または関連データのい
ずれかに対する変更は、暗号文の復号の失敗を引き起こし得る。
【００９９】
　ある実施形態において、平文に関連付けられたデータが、ポリシーの施行において使用
される。したがって、図１９は、様々な実施形態に従って関連データを使用したポリシー
施行を可能にさせる様態でデータを暗号化するためのプロセス１９００の例示的な例を示
す。プロセス１９００は、暗号サービス及び／またはセキュリティモジュールなど、任意
の好適なシステムによって実行され得る。例示されるように、プロセス１９００は、平文
を獲得すること１９０２を含む。平文は、任意の好適な様態で獲得され得る。例えば、上
に記載されるようなサービスプロバイダ環境において、ユーザ（例えば、顧客）は、暗号
化されるデータを提供し得る。別の例として、獲得すること１９０２は、キー（暗号化さ
れる）を生成すること、及び／または暗号化されるキーを獲得することを含み得る。キー
は、上に記載されるように使用され得る。
【０１００】
　示されるように、プロセス１９００は、関連データを獲得することを含む。関連データ
は、平文と関連付けられた、または平文と関連付けられる予定の任意のデータであり得る
。関連データは、１つ以上のポリシーが少なくとも部分的に基づく任意のデータであり得
る。例を以下に示す。さらに、関連データは、ｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌ
ａｎｇｕａｇｅ（ＸＭＬ）、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｎｏｔａｔｉｏｎ（
ＪＳＯＮ）、Ａｂｓｔｒａｃｔ　Ｓｙｎｔａｘ　Ｎｏｔａｔｉｏｎ　Ｏｎｅ（ＡＳＮ１）
、ＹＡＭＬ　Ａｉｎ’ｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ（Ｙｅｔ　Ａｎｏｔｈｅｒ　
Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅとも称される）（ＹＡＭＬ）、または別の構造化拡張可
能データ形式など、任意の好適な様態で符号化され得る。ある実施形態において、プロセ
ス１９００は、少なくとも部分的に平文及び関連データに基づいて、メッセージ認証コー
ド（ＭＡＣ）及び暗号文を生成すること１９０６を含む。ＡＥＳ－ＧＣＭ暗号の出力など
、ＭＡＣ及び暗号文の組み合わせは、認証された暗号文と称され得る。ＭＡＣ及び暗号文
を生成することは、任意の好適な様態で実行され得、ＭＡＣ及び暗号文の生成は、どの暗
号システム（複数可）が使用されるかに依存し得る。例えば、ある実施形態において、高
度暗号化規格（ＡＥＳ）は、ＣＣＭモードまたはＧＣＭモードのいずれかで操作されると
き、関連した認証済みデータ（ＡＡＤ）を支援し、ここでＣＣＭはＣｏｕｎｔｅｒ　ｗｉ
ｔｈ　ＣＢＣ－ＭＡＣを表し、ＧＣＭはＧａｌｏｉｓ／Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｍｏｄｅを表し
、ＣＢＣは暗号ブロック連鎖（ｃｉｐｈｅｒ　ｂｌｏｃｋ　ｃｈａｉｎｉｎｇ）を表す。
ＣＣＭまたはＧＣＭのいずれかのモードでＡＥＳを使用する場合、平文及び関連データは
、平文及び関連データ双方の暗号文及びＭＡＣの連結されたペアの出力を獲得するための
入力として提供され得る。ＡＥＳ－ＣＣＭ及びＡＥＳ－ＧＣＭは、例示の目的のために提
供されるが、他の認証された暗号化方式もまた使用され得、本明細書内に明示的に記載さ
れる技術をそれに応じて改変することができることに留意されたい。例えば、本開示の技
術は、一般に、認証された暗号化モードを支援した対称ブロック暗号に適用可能である。
加えて、他の暗号化方式は、本開示の様々な実施形態に従ってＭＡＣ関数と組み合わせる
ことができる。好適な暗号化方式及びＭＡＣ関数の組み合わせは、暗号化方式が選択平文
攻撃の下で強秘匿であり、ＭＡＣ関数が選択メッセージ攻撃の下で偽造不可であるものを
含むが、これに限定されない。さらに、本開示の様々な実施形態は、暗号文及びＭＡＣの
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双方を符号化する単一の出力をもたらす暗号を利用するが、ＭＡＣ及び暗号文は、異なる
暗号を使用して生成され得る。さらに、ＭＡＣは例示的な例として使用されるが、一般的
なハッシュ、チェックサム、署名、及び／またはＭＡＣの代わりに使用することができる
他の値など、一般的にＭＡＣと称されない他の値もまた使用され得る。したがって、関連
データを支援する自動化された暗号化モードを有する暗号は、ＭＡＣに加えて、またはＭ
ＡＣの代替として他の暗号プリミティブを使用する暗号を含む。
【０１０１】
　さらに、ＭＡＣ及び暗号文を生成することは、様々な実施形態に従う様々な方法で実行
され得る。例えば、ある実施形態において、平文は、上に記載されるように、セキュリテ
ィモジュールに提供される。セキュリティモジュールは、ＭＡＣを生成するように構成さ
れ得る。他の実施形態において、セキュリティモジュール以外の電子環境の構成要素は、
ＭＡＣ及び暗号文を生成する。そのような実施形態において、セキュリティモジュールは
、平文形態にあるときにＭＡＣ及び暗号文を生成するために使用されるキーを復号するた
めに使用され得る。生成されると、ＭＡＣ及び暗号文（すなわち、認証された暗号文）が
提供される１９０８。いくつかの実施形態において、関連データも提供される。ＭＡＣ及
び暗号文は、プロセス１９００及びその変形を利用した様々な実装において様々な方法で
提供され得る。例えば、いくつかの実施形態において、ＭＡＣ及び暗号文は、上に記載さ
れるように、ユーザに提供されるか、データサービスによる処理のために、上に記載され
るように、データサービスに提供される。さらに、述べられるように、関連データは提供
され得るが、様々な実施形態において、関連データは提供されない、及び／または一般的
に平文形態で保持される。一例として、関連データは、独立して獲得可能である場合、提
供されない場合がある。例示的な例として、関連データがデバイスの永続的な識別子（例
えば、記憶デバイスの識別子）である場合、関連データは、ポリシー施行及び／または他
の目的で必要とされるときに、後で獲得され得る。
【０１０２】
　上述のように、本開示の様々な実施形態は、強化されたデータセキュリティを提供する
ためにセキュリティモジュールを利用する。図２０は、様々な実施形態に従って、新規の
豊富なポリシー施行を可能にさせる様態でデータを暗号化するために使用され得るプロセ
ス２０００の例示的な例を示す。プロセス２０００は、暗号サービス及び／またはセキュ
リティモジュールなど、任意の好適なシステムによって実行される。図２０に例示される
ように、プロセス２０００は平文及び関連データを獲得することを含む。上のように、平
文及び関連データは、単一の通信で、別個の通信で、及び／または別個のエンティティか
ら受信され得る。獲得されると、平文、関連データ、及びＫｅｙＩＤは、セキュリティモ
ジュールに提供される２００４。セキュリティモジュールは上に記載されるようなもので
あり得る。さらに、セキュリティモジュールは、上に記載されるように、暗号サービスを
支援する環境などの電子環境に関与する複数のセキュリティモジュールから選択され得る
。ＫｅｙＩＤは上に記載されるようなものであり得、暗号サービスに提出される平文を暗
号化するための要求において指定され得るか、または別の様式で指定され得る。さらに、
プロセス２０００の代替の実施形態において、ＫｅｙＩＤは指定されない場合がある。例
えば、いくつかの実施形態において、セキュリティモジュールは、ＫｅｙＩＤを選択し得
、かつ／または後にＫｅｙＩＤを割り当てられるキーを生成し得る。そのような実施形態
において、プロセス２０００は、セキュリティモジュールからＫｅｙＩＤを提供するため
に改変され得る。
【０１０３】
　例示される実施形態に戻ると、プロセス２０００は、セキュリティモジュールから暗号
文及びＭＡＣを受信すること２００６を含み得る。暗号文は、ＫｅｙＩＤによって識別さ
れるキーの下で暗号化され得る。ＭＡＣは、平文及び関連データの双方の組み合わせに対
するＭＡＣであり得るため、暗号文または関連データへの変更は、ＭＡＣのチェックに失
敗をもたらす。上のように、変形は、ＭＡＣが少なくとも部分的に関連データに基づくが
平文から独立して生成されるものを含むことに留意されたい。さらに、上述のように、暗
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号文及びＭＡＣは、一緒に提供され得るか（ＡＥＳ－ＣＣＭまたはＡＥＳ－ＧＣＭ暗号の
使用の出力からなど）、別個に提供され得る。セキュリティモジュールから受信されると
、ＭＡＣ及び暗号文は、上に記載されるように、暗号サービスのユーザ、または暗号サー
ビスと関連して動作するデータサービスなど、適切なエンティティに提供される２００８
。
【０１０４】
　上述のように、セキュリティモジュールは、データの保護を強化するための様々な方法
において使用され得る。上述のように、いくつかの実施形態において、セキュリティモジ
ュールは、他のデータを暗号化するために（平文形態で）使用されるキーを暗号化するた
めに使用される。したがって、図２１は、そのような状況において使用することができる
プロセス２１００の例示的な例を示す。プロセス２１００は、暗号サービス及び／または
セキュリティモジュールなど、任意の好適なシステムによって実行される。プロセス２１
００は、ある実施形態において、上に記載されるように、平文及び関連データを獲得する
こと２１０２を含む。例示されるように、プロセス２１００は、セキュリティモジュール
に、暗号化されたキー、関連データ、及び暗号化されたキーを復号するためにセキュリテ
ィモジュールによって使用可能なキーを識別するＫｅｙＩＤを提供すること２１０４を含
む。したがって、プロセス２１００は、暗号化されたキーを復号するためにＫｅｙＩＤに
よって識別されるキーを使用したセキュリティモジュールから、復号されたキーを獲得す
ることを含む。獲得されたキーは、平文を暗号化し、それによって暗号文及びＭＡＣを計
算する２１０８ために使用することができる。暗号文は平文の暗号化であり得、ＭＡＣは
、上に記載されるように、関連データ、または関連データ及び平文の双方に対する（すな
わち、少なくとも部分的に基づいた）ものであり得る。暗号化されると、プロセス２１０
０は、上に記載されるように、ＭＡＣ及び暗号文を提供すること２１１０を含み得る。さ
らに、プロセスはまた、ＳｅｃｕｒｅＥｒａｓｅ操作、復号されたキーを記憶するメモリ
の上書き、キーを記憶する揮発性メモリへの電力の除去、及び／またはシステムがプロセ
ス２１００を実行する（例えば、ある暗号システムはセキュリティモジュールを欠く）任
意の他の方法によってなど、任意の好適な様態で実行され得る、復号されたキーへのアク
セスを失うこと２１１２も含み得る。並行して例示されているが、関連データ、ＭＡＣ、
ならびに／もしくは暗号文を提供すること、及びキーへのアクセスを失うことは、様々な
実施形態間で異なり得る順序で、順に実行され得る。
【０１０５】
　図２２は、様々な実施形態に従って、関連データを使用してポリシーを施行するために
使用され得るプロセス２２００の例示的な例を示す。プロセス２２００は、暗号サービス
及び／またはセキュリティモジュールなど、任意の好適なシステムによって実行される。
ある実施形態において、プロセス２２００は、操作を実行するための要求を受信すること
２２０２を含む。要求は、要求を処理するサービスに提出される任意の要求であり得る。
ある実施形態において、要求は、暗号サービスに提出される暗号操作を実行するための要
求である。要求を受信すること２２０２に応じて、プロセス２２００は、暗号文、ＭＡＣ
、及び予測される関連データを獲得すること２２０４を含み得る。暗号文、ＭＡＣ、及び
予測される関連データを獲得すること２２０４は、任意の好適な様態で実行され得る。例
えば、いくつかの実施形態において、暗号文、ＭＡＣ、及び予測される関連データのうち
の１つ以上は、要求内に受信される。暗号文、ＭＡＣ、及び予測される関連データのうち
の２つ以上は、別個の要求もしくは他の通信において受信され得、及び／またはローカル
データストアなど、データストアからアクセスされ得る。例えば、ある実施形態において
、暗号文及びＭＡＣは、要求の一部として、連結されたペア（おそらくは、ＡＥＳ－ＧＣ
ＭまたはＡＥＳ－ＣＣＭ暗号の出力から生成される）として受信される。予測される関連
データもまた、要求の一部であり得るか、または他の方法で識別され得る。例えば、要求
者のアイデンティティを直接的または非直接的に使用して、関連データを決定し得る。具
体的な例として、要求が記憶デバイスに記憶されるデータに関連した操作を実行すること
である場合、関連データを獲得すること２２０４は、データ記憶デバイスの識別子を獲得
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することを含み得る。識別子は、明示的（例えば、要求の一部として）または暗黙的（例
えば、データがデータ記憶デバイス内に記憶されていることを決定するために、他の情報
を利用することができるため）に識別され得る。関連データは、データ記憶デバイスの識
別子であり得るか、あるいは少なくとも部分的にそれに基づき得る。上述のように、関連
データは、様々な実施形態間で大きく異なり得る。
【０１０６】
　ある実施形態において、プロセス２２００は、予測される関連データの真正性を決定す
るのに使用可能な参照ＭＡＣを生成すること２２０６を含む。例えば、暗号文、関連デー
タ、及び適切なキー（要求内で識別され得るか、別の様式で決定され得る）を使用して、
参照ＭＡＣを生成する２２０６。ＭＡＣを生成することは、暗号文を獲得するために使用
された暗号と同じものを使用することによってなど、任意の好適な様態で実行され得る。
参照ＭＡＣと獲得されたＭＡＣとが一致するかどうかの決定がなされ得る２２０８。例え
ば、多くの暗号システムにおいて、ＭＡＣは、それらが等しいときに一致するが、様々な
実施形態において、他の種類の整合が使用され得ることが企図される。参照ＭＡＣと獲得
されたＭＡＣとが一致すると決定される場合２２０８、ある実施形態において、プロセス
２２００は、少なくとも部分的に関連データに基づいたポリシー情報にアクセスすること
２２１０を含む。ポリシー情報にアクセスすること２２１０は、参照ＭＡＣを生成するた
め及び／または別の暗号操作を実行するために使用されるＫｅｙＩＤに関連付けられる１
つ以上のポリシーに少なくとも部分的に基づいた、リモートまたはローカルデータストア
からの１つ以上のポリシー（すなわち、１つ以上のポリシーの電子表示）にアクセスする
ことを含み得る。
【０１０７】
　次いで、アクセスされたポリシー情報に少なくとも部分的に基づいて、ポリシーが要求
された操作が実行されることを許可するかどうか（例えば、ポリシーが、要求が遂行され
ることを許可するかどうか）の決定がなされ得る２２１２。ポリシーが要求された操作が
実行されることを許可するかどうか決定することは、暗号文がアクセスされたポリシー情
報によって指定される関連データにタグ付けされているかどうかを決定することを含み得
る。さらに、例示されていないが、関連データに少なくとも部分的に基づかないポリシー
情報（例えば、関連データ以外の情報に基づいたポリシー）もまた、ポリシーが、操作が
実行されることを許可するかどうか決定するために使用され得る。ポリシーが操作を許可
すると決定される場合２２１２、プロセス２２００は、操作を実行すること２２１４を含
み得る。しかしながら、ポリシーが操作を許可しないと決定される場合２２１２、及び／
または参照ＭＡＣと獲得されたＭＡＣとが一致しないと決定される場合２２０８、プロセ
ス２２００は、上に記載されるように、要求を拒否すること２２１６を含み得る。
【０１０８】
　様々なポリシーは、上に記載される技術を使用して施行可能である。例えば、述べられ
るように、ポリシーが施行されるときにキーを用いて何ができ及び／またはできないのか
を決定するように、ポリシーはキーと関連付けられ得る。一例として、ポリシーは、デー
タサービスが、ポリシーによって指定される特定の種類の操作のみにキーを使用すること
ができる（または、あるいは、特定の操作がデータサービスに対して禁止される）と明言
し得る。ポリシーはまた、使用、使用時間、ＩＰアドレス、何が暗号化され得るか、何が
復号され得るか等についての条件も指定し得る。１つの例示的な例として、１つのポリシ
ーは、復号された結果を提供することは、復号のハッシュが指定された値と一致する場合
にのみ許可されると指定し得る。そのため、暗号サービスまたはポリシーを施行する他の
サービスは、平文のハッシュがポリシーに一致しない場合、平文を提供しない。別の例と
して、あるポリシーは、暗号文の復号は、暗号文が、指定された値と等しいまたはそれで
始まる関連データにタグ付けされている場合にのみ許可されると指定し得る。さらに別の
例として、あるポリシーは、暗号文の復号は、暗号文が、関連データ内で符号化される記
憶デバイスの識別子にタグ付けされている場合にのみ許可されると指定し得る。
【０１０９】
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　一般的に、ポリシーは、暗号文と関連したデータの値（すなわち、認証された関連デー
タ）に少なくとも部分的に基づいた制約及び／特権を指定し得る。いくつかの追加のポリ
シーは、復号が、復号を要求するコンピュータの識別子にタグ付けされる暗号文、復号を
要求するコンピュータに取り付けられた（操作的に接続された）記憶ボリュームの識別子
にタグ付けされる暗号文、及び／または他のコンピューティングリソースの識別子にタグ
付けされる暗号文にのみ許可されると指定するポリシーを含む。コンピューティングリソ
ースはまた、ポリシーを施行するコンピューティングリソースプロバイダによってホスト
されるコンピューティングリソースでもあり得る。他のポリシーは、暗号アルゴリズムの
出力が、暗号アルゴリズムを実行するエンティティ以外にエンティティに明らかにされる
（例えば、ポリシーを施行する暗号サービス以外にユーザ及び／または他のデータサービ
スに明らかにされる）前に、暗号アルゴリズムの入力及び／または出力に少なくとも部分
的に基づくポリシーなど、本開示の範囲内であると見なされる。上に述べられるように、
ポリシーはまた、少なくとも部分的に関連データに基づき得る、ポリシーが改変され得る
ときの条件も指定し得る。
【０１１０】
　図２３は、図２２に関連して上に記載されるプロセス２２００の変形であるプロセス２
３００の例示的な例を示し、ここで該変形は、様々な実施形態に従う、ポリシーの施行に
おけるセキュリティモジュールの使用を例示する。ある実施形態において、プロセス２３
００は、暗号化されたキーまたは他の暗号化されたデータであり得る暗号文を復号するた
めの要求を受信すること２３０２を含む。プロセス２３００はまた、図２２に関連して記
載されるように、暗号文、ＭＡＣ、及び予測される関連データを獲得すること２３０４も
含む。図２３に例示されるように、ある実施形態において、プロセス２３００は、暗号文
を復号するためにセキュリティモジュールを使用すること２３０６を含む。セキュリティ
モジュールを使用すること２３０６はまた、暗号文を復号するために操作可能な複数のセ
キュリティモジュールからセキュリティモジュールを選択し、それによって平文を生み出
すことも含み得る。セキュリティモジュールはまた、平文及び予測される関連データに少
なくとも部分的に基づいて参照ＭＡＣを生成するためにも使用され得る２３０８。図２３
では２つの別個のステップとして示されるが、セキュリティモジュールを使用して暗号文
を復号し参照ＭＡＣを生成することは、単一の操作（例えば、セキュリティモジュールに
対する単一の要求）で実行され得ることに留意されたい。セキュリティモジュールから獲
得されると、プロセス２３００は、図２２に関連して上に記載されるように、参照ＭＡＣ
と獲得されたＭＡＣが一致するかどうか決定すること２３１０を含む。しかしながら、い
くつかの実施形態において、プロセス２３００は、セキュリティモジュールが参照ＭＡＣ
を提供され、参照ＭＡＣと獲得されたＭＡＣとが一致するかどうかを決定するように改変
され得ることに留意されたい。この変形において、セキュリティモジュールは、一致があ
るかどうかを示す応答を提供し得る。
【０１１１】
　図２３に例示される実施形態に戻ると、参照ＭＡＣと獲得されたＭＡＣとが一致すると
決定される場合２３１０、プロセス２３００は、図２２に関連して上に記載されるように
、少なくとも部分的に関連データに基づいたポリシー情報にアクセスすること２３１２を
含む。また、上のように、そのようなものとして例示されていないが、少なくとも部分的
に関連データに基づかないポリシーに関する追加のポリシー情報もまたアクセスされ得る
。ポリシーが操作を許可するかどうかの決定がなされ得る２３１４。ポリシーが操作を許
可すると決定される場合２３１４、平文が提供され得る２３１６。図２２に関連して上の
ように、ポリシーが操作を許可しないと決定される場合２３１４、及び／または参照ＭＡ
Ｃが獲得されたＭＡＣと一致しないと決定される場合、プロセスは、上に記載されるよう
に、要求を拒否すること２３１８を含み得る。
【０１１２】
　本開示の様々な実施形態は、暗号の認証モードの関連データを使用して例示されるが、
他の実施形態もまた、本開示の範囲内であると見なされる。例えば、本開示の実施形態は
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、一般的に、ポリシーを施行するための暗号文で検証可能なデータの使用に適用する。例
示的な例として、ポリシーの表示は、第１の平文と組み合わせて新しい平文を生成するこ
とができる（例えば、平文及びポリシーを含む新しい平文）。新しい平文は、ＡＥＳなど
の好適な暗号を使用して暗号化されて、暗号文を生み出すことができる。暗号文を復号す
るための要求が受信されるとき、要求を受信するシステムは暗号文を復号し、新しい平文
からポリシーを抽出し、ポリシーが第１の平文が提供されることを許可するかどうかチェ
ックし得る。ポリシーが第１の平文が提供されることを許可しない場合、要求は拒否され
得る。そのような実施形態は、暗号の認証モードの関連データに関連して上に記載される
実施形態の代わりに、またはそれに加えて、使用され得る。
【０１１３】
　本開示の様々な実施形態はまた、キー上のポリシーが、どのように監査が行われるかの
条件を指定することも可能にする。例えば、キー上のポリシーはキーの監査レベルを指定
し得、ここで監査レベルとは、暗号サービスがどのようにキーの使用を監査するかについ
て決定力のある暗号サービスのパラメータである。監査は、任意の好適なシステムによっ
て実行され得る。例えば、図１６を参照すると、要求処理ユニットは、暗号サービスの一
部またはそれとは別個であり得る監査システム（図示せず）と通信し得る。暗号操作の実
行に関連してイベントが発生するとき、関連情報は、情報を記録する監視システムに提供
され得る。イベントは、暗号操作を実行するための要求、及び／または要求された操作が
実行されたかどうかを示す情報であり得る。例えば、ユーザが暗号サービスに復号操作を
実行するための要求をすることに成功した場合、暗号サービスは、監査システムに、要求
を可能にするための情報、及び操作が実行されたという情報を提供し得る。管理アクセス
イベント及び、一般的に、暗号サービスの任意の対話または操作は、イベントに関与した
エンティティを識別し得る関連情報、イベントを説明する情報、イベントのタイムスタン
プ、及び／または他の情報とともに記録され得る。
【０１１４】
　ある実施形態において、監査レベルは、高耐久性レベル及び低耐久性レベルを含む。低
耐久性レベルでは、キーの監査操作は、暗号サービスによってベストエフォート型で実行
され得る。低耐久性レベルに従う監査では、正常な操作中は、すべての操作が監査される
が、暗号サービスの構成要素の失敗のイベントにおいては、いくつかの監査データは失わ
れ得る。高耐久性レベルに従う監査では、暗号操作の結果を明らかにする前に、操作が発
生したという監査記録が耐久的にメモリに引き渡されているという保証が得られる。確認
が必要とされるため、高耐久性監査モードにおける操作は、低耐久性監査モードにおける
操作よりも遅い。監査記録が耐久的にメモリに引き渡されているという保証は、監査記録
を記憶するために使用される１つ以上の他のシステムからの確認を含み得る。そのため、
前の段落を参照すると、暗号サービスは、平文をユーザに提供することを、平分をもたら
す復号の記録が耐久的にメモリに引き渡されているという監査システムからの確認に至る
まで遅らせ得る。耐久的にメモリに引き渡されるとは、データが耐久性のための１つ以上
の条件に従って記憶されていることを意味し得る。例えば、データは、データが非揮発性
メモリに書き込まれるとき、及び／またはデータが複数のデータ記憶デバイス間に冗長し
て記憶されている（例えば、イレージャーコーディング（ｅｒａｓｕｒｅ　ｃｏｄｉｎｇ
）または他の冗長符号化方式を使用して）とき、耐久的にメモリに引き渡され得る。
【０１１５】
　ある実施形態において、暗号サービスは、低耐久性及び高耐久性監査レベルのサブレベ
ルを使用する。例えば、ある実施形態において、各レベルは、２つの別個の状態、不変状
態及び可変状態に相当する。状態が不変または不変であるかどうかは、状態間の遷移がど
のように起こるのか、及び起こるのかどうかを決定し得る。例えば、監査耐久性の例示的
な例を使用すると、キー上のポリシーは、低耐久性可変と高耐久性可変との間で、低耐久
性可変から低耐久性不変へ、及び高耐久性可変から高耐久性不変へ変更することができ得
る。しかしながら、暗号サービスは、キーのポリシーが低耐久性不変または高耐久性不変
のいずれかに一旦置かれると、遷移は禁止されるように構成され得る。そのため、キーの
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ポリシーが不変状態に一旦置かれると、ポリシーを変更することはできない。
【０１１６】
　図２４は、オン（施行される）及びオフ（施行されない）であることができるポリシー
に一般化される、そのようなシステムの状態図の例示的な例を示す。図２４に例示される
ように、キーのためのポリシーは、オンまたはオフであることができる。オン及び不変の
とき、ポリシーは、オン及び不変（変化不可能）、またはオフ及び可変（変化可能）へ変
更されることができる。同様に、ポリシーがオフであるが可変であるとき、ポリシーを、
オンであるが可変、またはオフであるが不変へ変更することができる。オフであるが可変
であるポリシーからオン及び不変への直接遷移など、他の遷移もまた利用可能であること
に留意されたい。さらに、示されるすべての遷移が利用可能でない場合がある。例えば、
キーは、いくつかの場合においては、オフ及び不変状態を有し得ない。
【０１１７】
　図２５は、どのようにシステムがキーに適用可能な様々なポリシー間の遷移を許可し得
るかを示す一般化された状態図を示す。この例において、３つのポリシー、ポリシーＡと
ポリシーＢとポリシーＣとが示される。これらのポリシーの各々が、可変及び不変状態を
有し、状態及びポリシー間で許容可能な遷移が示される。例えば、不変状態からの遷移は
許可されない。しかしながら、可変状態にあるポリシーは、可変状態にある別のポリシー
に変更されることができる。例えば、キー上のポリシーは、ポリシーＡ（可変）からポリ
シーＢ（可変）に変更され得る。ポリシーＢで例示されるように、複数のポリシーに利用
可能な遷移があり得る。例えば、ポリシーＢからは、ポリシーはポリシーＣまたはポリシ
ーＡのいずれかに変更されることができる。図２４と同様に、他の遷移及びポリシーが含
まれ得、すべてのポリシーがすべての状態を有し得るわけではない。さらに、様々な例が
不変及び可変状態を有するポリシーを示す一方、ポリシーは２つを超える状態を有し得、
ここで各状態は、実行することができる、または実行することができないアクションのセ
ットに相当する。例えば、半可変状態は、可変状態下で利用可能な遷移のすべてではない
がいくつかを許可し得る。
【０１１８】
　述べられるように、ポリシーは、監査に加えて様々な操作のために使用されることがで
きる。例えば、ポリシー遷移における上の制約は、キー破砕性に適用され得る。例えば、
あるポリシーは、キーが破砕され得る（取り消し不能の形で失われる）かどうかを示し得
る。該ポリシーは、破砕可能－可変、破砕可能－不変、破砕不可能－可変、破砕不可能－
不変という４つの状態を有し得る。上のように、不変状態にあるとき、該ポリシーは変更
され得ない。別の例として、キーをセキュリティモジュールからエクスポートすることが
できるかどうかに関するポリシーもまた、そのような４つの状態のポリシーを有し得る。
【０１１９】
　ポリシーはまた、セキュリティ攻撃に対する脆弱性を可能にするキー使用を防止するた
めに、キーと関連付けられ得る。例えば、ある実施形態において、１つ以上のキーは、一
定使用数の後にキーをリタイアさせる（例えば、もはや暗号化のために使用できないよう
にマークされる）自動ローテーションポリシーと関連付けられる。そのようなポリシーは
、ユーザ（例えば、顧客）がパラメータをアクティブにする及び／または提供する、ユー
ザ構成可能（例えば、顧客構成可能）ポリシーであり得る。該ポリシーはまた、キーのよ
り大きなセット（顧客に代わって暗号サービスによって管理される少なくともすべてのキ
ーを含むセットなど）に適用可能なグローバルポリシーでもあり得る。この様態において
、キーは、十分な平文及び対応する暗号文の知識がキーを決定する能力を提供する暗号攻
撃を可能にするのに十分な時間使用される前に、リタイアされ得る。
【０１２０】
　図２６は、様々な実施形態に従って、適切な間隔でキーをローテートさせるために使用
されるプロセス２６００の例示的な例を示す。プロセス２６００は、上に記載されるセキ
ュリティモジュールなど、任意の好適なデバイスによって実行され得る。ある実施形態に
おいて、プロセス２６００は、ＫｅｙＩＤによって識別されるキーを使用して暗号操作を
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実行するための要求を受信すること２６０２を含む。要求は、上に記載されるような、暗
号サービス要求プロセッサから受信される要求であり得る。要求は、電子署名、別のキー
、またはキーに少なくとも部分的に基づいた他の情報の生成など、データを暗号化もしく
は復号するための、または一般的には、ＫｅｙＩＤによって識別されるキーを使用して任
意の暗号操作を実行するための要求であり得る。要求を受信すると２６０２、プロセス２
６００は、要求された操作を実行すること２６０４を含む。要求された操作を実行するこ
とは、操作を実行するためにキーの適切なバージョンを選択することなど、追加の操作を
含み得る。例えば、操作が暗号化である場合、アクティブとしてマークされるキーが暗号
化のために使用され得る。操作が復号である場合、操作を実行することは、ＫｅｙＩＤに
よって識別されるキーの適切なバージョンを選択して復号することを含み得、様々な実施
形態において、そのキーは、データを暗号化するために最初に使用されたキーである。キ
ーは様々な方法によって選択され得る。例えば、いくつかの実施形態において、暗号文は
、バージョン、シリアルナンバー、日付、またはキーの選択を可能にする他の情報を識別
するメタデータを含み得る。いくつかの実施形態において、可能性のあるキーはそれぞれ
、データが正しく復号されるまで試され得、正しい復号は、暗号文に関連付けられる平文
出力のハッシュによって、または関連データの正当性によって決定され得る。
【０１２１】
　一度暗号操作が実行されると２６０４、プロセス２６００は、ＫｅｙＩＤによって識別
されるアクティブキー用のキー使用カウンタを更新すること２６０６を含む。例えば、暗
号操作が１回のキー使用をもたらす場合、カウンタは１ずつ増加され得る。同様に、暗号
操作が、Ｎ（Ｎは正整数）回のキー使用をもたらす場合、カウンタはＮずつ増加され得る
。カウンタが閾値を越えるかどうかの決定がなされる２６０８。閾値は、ＫｅｙＩＤによ
って識別されるキーのバージョンに割り当てられる使用数であり得る。閾値は、キーの操
作の割り当てを管理する暗号サービスの構成要素によって提供され得る。閾値はまた、デ
フォルトの操作数でもあり得る。カウンタが閾値を越えると決定される場合２６０８、あ
る実施形態において、プロセス２６００は新しいキーを獲得すること２６１０を含む。新
しいキーを獲得することは、任意の好適な様態で実行され得る。例えば、プロセス２６０
０がセキュリティモジュールによって実行される場合、新しいキーを獲得することは、新
しいキーを生成すること、または新しいキーを暗号サービスの操作者によって編成され得
る別のセキュリティモジュールから獲得することを含み得る。１つのセキュリティモジュ
ールから他のセキュリティモジュールに鍵を渡すことは、提供側及び受信側のセキュリテ
ィモジュールがアクセスを有するキーを用いてキーを暗号化することによって実行され得
る。プロセス２６００を実行するセキュリティモジュールは、暗号化されたキーを取得し
、かつ復号し得る。公開キーのキー交換技術もまた使用され得る。
【０１２２】
　新しいキーが獲得されると、ある実施形態において、プロセス２６００は、現在のアク
ティブキーをリタイアとしてマークすること２６１２を含み得る。現在のアクティブキー
をリタイアとしてマークすることは、セキュリティモジュールによって維持されるデータ
ベース内の適切な値を変更することによってなど、任意の好適な様態で実行され得る。さ
らに、プロセス２６００は、セキュリティモジュールによって維持されるデータベースを
更新することなどによって、新しいキーをＫｅｙＩＤと関連付けること２６１４、及び新
しいキーをアクティブとしてマークすることを含む。例示されていないが、プロセス２６
００はまた、別のセキュリティモジュールによる使用のための新しいキーを提供すること
をも含み得る。破線により示されるように、新しいキーが、プロセス２６００を実行する
セキュリティモジュール（または他のシステム）による使用のための準備が整った後のあ
る時点で、プロセスは、別の暗号操作を実行するための要求を受信すること２６０２を含
み得、プロセス２６００は上述のように処理し得る。さらに、カウンタが閾値を越えない
と決定される場合２６０８、プロセス２６００は、終了し得、かつ／または別のリクエス
トが受信される２６０２と繰り返し得る。
【０１２３】
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　図２７は、様々な実施形態に従って、暗号サービスまたは他の環境でキーの自動ローテ
ーションを実行するために使用され得るプロセス２７００の例示的な例を示す。プロセス
２７００は、キー使用を追跡し、様々な実施形態に従ってキーローテーションを編成する
暗号サービスの構成要素など、任意の好適なシステムによって実行され得る。図２７に例
示されるように、プロセス２７００は、キーのための多くのキー操作（例えば、複数のキ
ーのそれぞれのための多くの操作）を１つ以上のセキュリティモジュールに割り当てるこ
と２７０２を含む。具体的な例として、キーのセットを冗長して記憶／使用するために５
つのセキュリティモジュールを利用する環境において、各セキュリティモジュールは、そ
れが管理するそれぞれのキーに１００万個の操作を割り当てられ得る。操作が割り当てら
れるセキュリティモジュール（または他のコンピュータシステム）は、複数のデータセン
ター中の同じデータセンターにおいてホストされ得る。例えば、いくつかの実施形態にお
いて、コンピューティングリソースプロバイダは、複数の地理的領域にある複数のデータ
センター内のセキュリティモジュールを利用して、地理的に分散された暗号または他のサ
ービスを実装する。
【０１２４】
　しかしながら、その割り当てはすべてのキーではなくいくつかのキーに対してなされ得
ること、及び各キーの割り当ては等しくない場合があることに留意されたい。キー操作を
割り当てることは、どのキー操作が割り当てられたか、各セキュリティモジュールに割り
当ての通知を提供することを含み得る。その通知は、各キーに割り当てられた数を指定し
得、または、いくつかの実施形態において、セキュリティモジュールへの通知は、セキュ
リティモジュールに対して、セキュリティモジュール内に予めプログラムされたカウンタ
を再初期化すること、または予めプログラムされた数をカウンタに追加することを示し得
る。キー操作をセキュリティモジュールに割り当てる２７０２と、操作が割り当てられた
各キー用のキー使用カウンタが更新され得る。上の具体事例を続けると、５つのセキュリ
ティモジュールの各々が特定のＫｅｙＩＤによって識別されるキーに１００万個の操作を
割り当てられた場合、ＫｅｙＩＤ用のカウンタは、５００万ずつ増やされ得る（カウント
が上方または下方に実行されるかによって、上方または下方に）。
【０１２５】
　キー操作が割り当てられた際に、セキュリティモジュールは上に記載されるような暗号
操作を実行し得る。セキュリティモジュールは、なされた割り当てに少なくとも部分的に
基づいたそれら独自のカウンタを維持し得る。上の例では、セキュリティモジュールが特
定のＫｅｙＩＤによって識別されるキーに１００万個の操作を割り当てられた場合、セキ
ュリティモジュールは、カウンタを１００万にセットし得る（または、既存のカウンタが
残りの操作を有する場合は１００万を超える）。キーを使用した暗号操作を実行する際、
セキュリティモジュールは、その独自のカウンタをそれに応じて増やし得る。
【０１２６】
　ある時点で、１つ以上のＫｅｙＩＤのための割り当て枯渇イベントが検出され得る２７
０６。枯渇イベントは、１つ以上のセキュリティモジュールがその割り当てを失うまたは
それに枯渇する、任意のイベントであり得る。一例として、セキュリティモジュールは、
特定のＫｅｙＩＤによって識別されるキーに対する操作のその割り当てを使用し得、かつ
枯渇イベントの検出は、セキュリティモジュールから、セキュリティモジュールが、対応
する数の操作を実行することによってＫｅｙＩＤに対するその割り当てに枯渇している（
あるいは、その割り当てに枯渇していることを示すいくらかの規定の閾値の範囲内にある
、またはその割り当てにすぐに枯渇することが別の様式で予測される）という通知を受信
することを含み得る。別の例として、いくつかの実施形態において、セキュリティモジュ
ールは、故障、侵入もしくは他の改ざんの検出などの特定のイベント時に、または操作者
が保守のためにセキュリティモジュールへのアクセスを必要とするとき、そこに記憶され
るキー（及び、カウンタなどのキーと関連付けられたデータ）へのアクセスを失うように
構成される。したがって、枯渇イベントは、故障、または改ざん／侵入の検出、及び内部
アクション（保守のためにセキュリティモジュールを一時的に使用不能にすることなど）
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に起因するセキュリティモジュールの損失（おそらくは一時的）を含み得る。この例にお
いて、セキュリティモジュールは、それが割り当てられた数の操作を必ずしも実行したと
は限らないにもかかわらず、その割り当てを使用したかのように処理され得る。しかしな
がら、すべてのそのようなイベントは、カウンタが永続的に記憶され、それ故に対応する
キーへのアクセスの損失時にさえ復元可能であるときなど、特定の実施形態においては枯
渇イベントを含まない場合があることに留意されたい。枯渇イベントは１つを超えるセキ
ュリティモジュールに影響を与え得ることにも留意されたい。例えば、データセンター内
の複数のセキュリティモジュールに影響を与える電源異常は、複数のセキュリティモジュ
ールに影響を与える枯渇イベントをもたらし得る。
【０１２７】
　枯渇イベントの検出時、カウンタが枯渇イベントに関連付けられたキーのうちのいずれ
かの閾値を越えるかどうか決定がなされ得る２７１０。閾値は、暗号操作を実行するため
に使用される暗号の数学的性質に少なくとも部分的に基づいた操作の規定の数であり得る
。例えば、ＣＢＣモードを用いた暗号では、操作の数は、（１）ブロック内に表される暗
号文の長さと、（２）暗号文の数との平方の積で割ったキー空間の大きさであり得るか、
少なくとも部分的にそれに基づき得る。ＣＴＲモードを用いた暗号（ＡＥＳ－ＧＣＭなど
）では、操作の数は、（１）ブロック内の暗号文の長さの平方と、（２）暗号文の数との
積で割ったキー空間の大きさであり得るか、少なくとも部分的にそれに基づき得る。カウ
ンタが枯渇イベントにより影響を受けたキーのうちのいずれかの閾値を越えると決定され
る場合２７１０、プロセス２７００は、１つ以上のセキュリティモジュール（すなわち、
枯渇イベントに関連付けられた１つ以上のセキュリティモジュール）に、操作の割り当て
が枯渇している１つ以上の新しいキーを獲得し、影響を受けたキー（複数可）を新しいキ
ー（複数可）と交換するように命令すること２７１２を含み得る。例えば、セキュリティ
モジュールが一時的にオフラインになり（それによって枯渇イベントを引き起こす）、結
果として、ＫｅｙＩＤ用のカウンタ（しかしすべてのＫｅｙＩＤとは限らない）が閾値を
越えることになる場合、セキュリティモジュールは、上に記載されるように（例えば、新
しいキーを作成すること、データ記憶から予め生成されたキーにアクセスすること、また
は別のセキュリティモジュールから新しいキーを獲得することによって）、新しいキーを
獲得するように命令され得る。しかしながら、枯渇イベントによって影響を受けたセキュ
リティモジュールとは異なるセキュリティモジュールは、１つのセキュリティモジュール
がオフラインにされ、新しいセキュリティモジュールがオンラインにされるときなどに、
新しいキーを獲得するように命令され得ることに留意されたい。影響を受けたキー（Ｋｅ
ｙＩＤによって識別される）を新しいキーと交換することは、影響を受けたキーをリタイ
アとしてマークすること、新しいキーをＫｅｙＩＤと関連付けること（例えば、データベ
ース内）、及び新しいキーをアクティブとしてマークすることを含み得る。影響を受けた
キーを新しいキーと交換することはまた、新しいキー用のカウンタ（影響を受けたキーを
新しいキーと交換するセキュリティモジュールによって維持される）を初期化することも
含み得、それは、予めプログラムされた値であり得るか、プロセス２７００を実行するシ
ステムから獲得される値であり得る。プロセス２７００はまた、影響を受けたキー（複数
可）をリタイアとして、新しいキー（複数可）をアクティブとして、データベースをそれ
に応じて更新することなどによってマークすること２７１４も含み得る。プロセス２７０
０を実行するシステムは、影響を受けたキー及び／または新しいキー（複数可）へのアク
セスを有しない場合があり、その結果、影響を受けたキー（複数可）をリタイアとして、
及び新しいキー（複数可）をアクティブとしてマークすることは、リタイアまたは新規の
どちらか適切な方を示す値とキーの識別子を関連付けることを含み得ることに留意された
い。
【０１２８】
　ある実施形態において、マークする２７１４際、影響を受けたキーのいずれもが閾値を
超えるカウンタを有しないと決定される場合は２７１０、プロセス２７００は、依然とし
てアクティブな影響を受けたキー（複数可）、及び／またはプロセス２７００の操作を実
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行した結果として獲得された任意の新しいキー（複数可）に追加のキー操作を割り当てる
こと２７１６を含み得る。追加のキー操作の割り当ての際、適切なキー使用カウンタ（複
数可）は、上に記載されるように、更新され得る２７０４。
【０１２９】
　本明細書に記載されるすべてのプロセスと同様に、変形は本開示の範囲内であると見な
される。例えば、いくつかの実施形態において、セキュリティモジュールは、キーのそれ
らの使用を追跡しないが、暗号または他のサービスの別の構成要素は、キーを使用して１
つ以上の操作を実行するために任意のセキュリティモジュールに提出される各要求のため
のキー用のカウンタを更新する。そのような実施形態において、複数のキーの各キーのた
め、セキュリティモジュールの構成要素は、キーを使用して操作を実行するための要求を
追跡し（または、例えば、要求の遂行に成功したという確認または他の指標によって、実
行される操作を追跡し）、それに応じてキー用のカウンタを更新し得る。カウンタが閾値
に達すると、カウンタを維持するシステムは、すべての適切なセキュリティモジュールに
、キーのリタイアをさせて新しいキーと交換（または、キーを有するセキュリティモジュ
ールに、キーのリタイアをさせること、１つ以上の他のセキュリティモジュールに新しい
キーの使用を開始させることなど、キーのリタイアを引き起こすいくつかの他の操作を実
行）させ得る。本開示の範囲内である変形の別の例として、いくつかの実施形態において
、セキュリティモジュールがキー操作のその割り当てを使用し、カウンタに閾値を超えさ
せるとき、セキュリティモジュールは、上に記載されるように、新しいキーを獲得するこ
とを命令され得る。他のセキュリティモジュールは、それらの割り当てを使用するまでキ
ーを使用し続け得る。セキュリティモジュールがその割り当てを使用するとき、それは、
カウンタに閾値を超えさせたセキュリティモジュール内のキーと交換した新しいキーを獲
得することができる。言い換えると、セキュリティモジュールは、新しいキーの獲得が必
要になる前にキー操作のそれらの割り当てを使い尽くすことが許可され得る。
【０１３０】
　図２８は、キー使用の追跡を維持するために使用されるデータベースの例示的な代表例
を示す。データベースは、プロセス２７００を実行するシステムなどの、適切なシステム
によって維持され得る。例示されるデータベースにおいて、カラムは、ＫｅｙＩＤ、キー
バージョン、ユーザビリティ、及びカウンタに相当する。ＫｅｙＩＤ及びキーバージョン
は、上に記載されるようなものであり得る。ユーザビリティカラム内の値は、キーがリタ
イアもしくはアクティブであるかどうか（または、キーが別の状態を有するかどうか（そ
のような他の状態が本開示の様々な実施形態によって支援される場合））を示し得る。図
２８に例示されるように、データベースは、すべてのリタイアバージョン及びアクティブ
バージョンを含む、ＫｅｙＩＤによって識別されるキーの各バージョンの列を有する。し
かしながら、データベースはキーのすべてのバージョンを欠き得ることに留意されたい。
例えば、キーは、様々なセキュリティ上の理由により記憶から永久に削除され得る。削除
は、例えば、顧客要求またはポリシーの施行に準じ得る。
【０１３１】
　図２８に例示されるように、例示されるデータベースはまた、各アクティブキー用のカ
ウンタも含む。また、この特定の例において、データベースは、非アクティブキー用のカ
ウンタ（例えば、閾値を超える各キーの値を示し、それによって新しいキーが獲得される
ことになる）を含む。しかしながら、非アクティブキーのカウンタ値は、いくつかの実施
形態において、保持されない場合がある。カウンタは、キー操作がセキュリティモジュー
ルに割り当てられるときに、データベースを維持するシステムによって更新され得る。カ
ウンタ列の値が閾値の値を超えると、カウンタが閾値を越えたキーと交換するための新し
いキーを収容するために、新しい列がデータベースに追加され得る。
【０１３２】
　セキュリティモジュールは、それら独自の目的のために同様のデータベースを維持し得
る。例えば、あるセキュリティモジュールは、キーのその独自の使用を追跡し得、かつセ
キュリティモジュールによるキーの使用がセキュリティモジュールに割り当てられた数を
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使い果たすとき、セキュリティモジュールは、例えば、追加の操作をセキュリティモジュ
ールに再割り当てするか、キーが利用可能な多数のキー操作が使い果たされている場合は
、セキュリティモジュールに新しいキーを獲得させるかのいずれかのために上に記載され
るプロセス２７００のようなプロセスを実行し得る暗号サービス（または、セキュリティ
モジュールを使用する別のサービス）のキーローテーション管理構成要素に通知し得る。
【０１３３】
　キー使用を追跡するために使用されるデータベースは、図２８に例示されるもの及び上
に記載されるものと相違し得る。例えば、生成の時間、リタイアの時間、キーを使用する
ユーザに関する情報、及び／または様々な実施形態において有用であり得る他の情報など
、キーに関連付けられるメタデータなどの追加の情報がデータベース内に含まれ得る。さ
らに、例示の目的のために関係表が提供されるが、様々な実施形態を支援してデータを記
憶する他の方法が使用され得る。
【０１３４】
　ポリシーを施行するために使用される情報は、暗号サービスによって様々な方法で獲得
され得る。図２９は、本開示の様々な実施形態が実践され得る環境２９００の例示的な例
を示す。環境２９００の構成要素は、上に記載されるものなどの構成要素を含み得る。例
えば、例示されるように、環境２９００は、ユーザデバイスを介して、データサービスフ
ロントエンドシステム（データサービスフロントエンド）と対話するユーザを含むが、ユ
ーザの代わりに、データサービスフロントエンドと対話するように構成される任意のコン
ピュータシステムであってもよい。さらに、例示されるように、該環境は、上に記載され
るようなものであり得る、データサービスバックエンド記憶システム及び認証サービスを
含む。加えて、該環境は、図２９において、図中で外部暗号サービスと呼ばれる別の暗号
サービスと区別するために内部暗号サービスと呼ばれる暗号サービスを含む。内部及び外
部暗号サービスのいずれかまたは双方は、上に記載されるように、暗号サービスとして動
作する。本明細書に記載されるすべての環境と同様に、変形は本開示の範囲内と見なされ
る。例えば、図２９は、データサービスフロントエンドと通信するユーザを示すが、ユー
ザは、上に記載されるように、データサービスフロントエンドなしに暗号サービスと通信
し得る。
【０１３５】
　環境２９００にさらに含まれるのは、ある実施形態において、内部暗号サービスからの
要求に応じて、１つ以上の契約者にメッセージを発行するように少なくとも構成されるコ
ンピュータシステム（例えば、コンピュータまたはコンピュータのネットワーク）である
、メッセージサービスである。以下でより詳細に議論されるように、いくつかの要求は、
環境２９００内の構成要素が、メッセージサービスを使用して要求に関するメッセージを
送信するように動作するきっかけとなり得る。例えば、いくつかのデータは、復号要求へ
の応答を指定される時間量だけ遅延させなければならないという関連ポリシーを有するキ
ーの下で暗号化されて記憶され得る。データを復号するための要求が提出される場合、ポ
リシーの施行は、遅延された応答及びメッセージサービスによって送られる通知をもたら
し得る。この様態において、ユーザまたはメッセージを監視するコンピュータシステムは
、遅延の間、復号要求をキャンセルするための要求を提出するか、または別の様式で復号
要求をキャンセルさせる機会を有し得る。メッセージサービスは、メッセージを、電子メ
ール、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）、電話、ポケットベル、ファクシミリ、及
び／またはメッセージサービスから別のエンティティへの情報の送信に使用可能な任意の
好適な技術を含むがこれらに限定されない、１つ以上の技術を使用して１つ以上の契約者
に送信し得る。
【０１３６】
　図２９に例示されるように、データサービスフロントエンドに提出される要求は、キー
アクセスアノテーションを含み得る。例えば、示されるように、ユーザによって提出され
るＧＥＴ要求は、キーアクセスアノテーションを含む。キーアクセスアノテーションは、
環境２９００の１つ以上の構成要素によるポリシーの施行に必要な情報を含み得る。キー
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アクセスアノテーションは、キーを使用して生成される電子署名を含み得るか、あるいは
別途それを提供される。署名を生成するために使用されるキーは、ユーザとポリシーを施
行する環境２９００の構成要素との間で共有されるキーであり得、または公開キーデジタ
ル署名方式を利用するいくつかの実施形態において、該キーは、ユーザのプライベートキ
ーであり得、それによって対応する公開キーを使用して署名を検証可能にする。ポリシー
を施行する環境２９００の構成要素は、電子署名を使用してキーアクセスアノテーション
内の情報の真正性を検証し得、かつキーアクセスアノテーション内の情報を使用してポリ
シーが、要求が遂行されることを許可するかどうかを決定し得る。
【０１３７】
　図２９に例示されるように、環境２９００のいくつかの構成要素のいずれかは、キーア
クセスアノテーションを受信し、そのキーアクセスアノテーションをポリシーにおける施
行に使用し得る。例えば、データサービスフロントエンドは、キーアクセスアノテーショ
ンを、上に記載されるように使用され得る暗号文及び承認証明とともに内部暗号サービス
に渡し得る。内部暗号サービスは、キーアクセスアノテーションを使用して、内部暗号サ
ービスによって管理されるキー上のポリシーを検証し得る。いくつかの実施形態において
、キーアクセスアノテーションは、外部暗号サービスなどの別のサービスを識別する情報
を含む。内部暗号サービスは、外部暗号サービスを識別する情報の検出時に、キーアクセ
スアノテーションを、複数の暗号サービスまたはキーアクセスアノテーションを使用する
別のサービスのうちの１つであり得る外部暗号サービスに提供し得るが、そのような他の
サービスは図２９に例示されていない。
【０１３８】
　上述のように、様々な実施形態に従って管理されるキーは、キーの使用の制約及び／ま
たは特権を符号化するポリシーと関連付けられ得る。ポリシー施行に関連する他の情報も
また、様々な実施形態に従って、そのようなキーと関連付けられ得る。図３０は、キー３
０００（上に記載されるように、暗号サービスによって管理されるキーなど）の例示的な
例、及びキー３０００と関連付けて維持され得る（例えば、暗号サービスによって）情報
例を示す。例示されるように、キー３０００の１つ以上のポリシーを符号化するポリシー
情報は、上に記載されるように、キー３０００と関連付けて維持される。ある実施形態に
おいて、キーのセットもまた、キー３０００と関連付けられて（例えば、データベースま
たは他のデータ記憶システムによってキー３０００と関連付けられて）維持される。関連
付けは、任意の好適な様式で維持され得る。例えば、関係表または他の機序は、キー３０
００をキーのセット内のキーと直接関連させ得る。別の例として、関係表または他の機序
は、キー３０００を、キー３０００と関連付けられたセット内のキーの識別子及び／また
はキー３０００と関連付けられたセット内のキーへの参照と関連させ得る。
【０１３９】
　例えば、いくつかの実施形態において、使用キーセットからの１つ以上のキー及び管理
キーセットからの１つ以上のキーは、キー３０００と関連付けられて維持される。ある実
施形態において、暗号サービスは、使用キーセット内のキーが、いくつかの実施形態にお
いて、少なくともいくつかの要求が遂行されるために必要であるように構成される。具体
的には、いくつかの実施形態において、ＫｅｙＩＤによって識別されるキーを使用して操
作を実行するための要求では、要求の遂行は、おそらくは他のことと一緒に、キーアクセ
スアノテーションが、使用キーセット内のキーに対応するキー（例えば、使用キーセット
内の任意のキー、またはキーアクセスアノテーションによって指定される、または別途そ
れと関連付けられた使用キーセット内のキー）によって電子（すなわち、デジタル）署名
されることを必要とする。そのような署名が存在しない場合、要求は拒否され得る。使用
キーセット内のキーに対応するキーは、使用セット内のキーまたはそれへの参照であり得
るか、または使用キーセット内の公開キーに対応するプライベートキーであり得る（ここ
では、公開キー及びプライベートキーが公開キーデジタル署名方式で使用される）。
【０１４０】
　ある実施形態において、管理キーセット内のキーは、キー３０００に関連付けられるキ



(48) JP 2020-167744 A 2020.10.8

10

20

30

40

50

ーのセットを改変する目的のために使用される。例えば、いくつかの実施形態において、
使用キーセットもしくは管理キーセットのいずれか（または双方）を改変するための要求
が遂行されるためには、管理キーセット内のキーに対応するキーを使用した電子署名が必
要とされ得る。改変は、キーセットにキーを追加すること、キーセットからキーを削除す
ること、キーセット内のキーを別のキーと交換すること、キーセット内のキーを別のエン
ティティと再度関連付けること、及び／または他の改変を含み得る。言い換えると、使用
キーセット及び／または管理キーセットを改変するためには、管理キーへのアクセスの証
明が必要とされる。管理キーはまた、キー３０００に適用可能なポリシーの改変及び／ま
たは他の管理行為のためなど、他の目的のためにも同様の方法で使用され得る。図３０に
例示されるように、キー３０００はまた、操作ビットマスクにも関連付けられ得る。情報
ビットマスクは、キー３０００が使用され得る操作のセットを符号化する情報であり得る
が、そのような情報はポリシーによって符号化され得る。
【０１４１】
　セキュリティモジュールによって管理されるキーと関連付けられた様々なキーセットの
使用は、多くの技術的利点を提供する。例えば、図３０を参照すると、キー３０００と関
連付けられたキーセット内のキーが侵害される場合、キーセットを改変して、キー３００
０の変更を必要とせずにデータの危険な状態を防ぐことができる。別の例として、単一の
エンティティが暗号文と暗号文を復号するのに必要なキーとの双方を有しないように、第
三者キーを使用することができるため、平文にアクセスするためにはエンティティ間の共
謀が必要とされる。
【０１４２】
　図３１は、ある実施形態に従う、キーアクセスアノテーション３１００例の例示的代表
を示す。図３０において、キーアクセスアノテーション３１００は、キーアクセスアノテ
ーションが含まれる要求に関連したポリシーの施行に関連する情報を含む。この例におい
て、キーアクセスアノテーションは、タイムスタンプ（ＴｉｍｅＳｔａｍｐ）、及び操作
記述子（ＯｐｅｒａｔｉｏｎＤｅｓｃｒｉｐｔｏｒ）、キー所有者識別子（ＫｅｙＨｏｌ
ｄｅｒＩＤ）、ＫｅｙＩＤ、及び使用キーセットまたは管理キーセットからのキーの識別
子を含むが、より少ないまたはより多くの情報が含まれ得る。
【０１４３】
　ある実施形態において、キーアクセスアノテーション３１００内の情報を使用して要求
を遂行することができるかどうか決定する。具体的には、いくつかの実施形態において、
キーアクセスアノテーション３１００内の情報は、要求が遂行されるためには１つ以上の
条件（電子署名の存在が必須であることに加えて）を満たさなければならない。例えば、
いくつかの実施形態において、タイムスタンプは、要求が受信されるときのいくらかの閾
値時間量内にある時間を示さなければならない。別の例として、キーアクセスアノテーシ
ョンは、操作カウントウィンドウ内になければならないか、特定のデータと関連した特定
の操作を承認しなければならないか、またはキーアクセスアノテーションを受信したエン
ティティによって施行される１つ以上の条件を別途満たさなければならない。
【０１４４】
　ＫｅｙＨｏｌｄｅｒＩＤは、本開示の様々な実施形態に従うフェデレーテッドキー管理
を可能にする。図２９を参照すると、例えば、ＫｅｙＨｏｌｄｅｒＩＤは、ＫｅｙＩＤに
よって識別されるキーを識別する、または別の様式でそれの識別を可能にする情報であり
得る。ＫｅｙＨｏｌｄｅｒＩＤは、例えば、ユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）、
インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス、または対応するエンティティにキーアクセ
スアノテーション（例えば、アノテーションを含む要求を転送することによって）を提供
するためにＫｅｙＨｏｌｄｅｒＩＤの使用を可能にする他の情報であり得る。いくつかの
実施形態において、ＫｅｙＨｏｌｄｅｒＩＤは、要求の受信者がＫｅｙＨｏｌｄｅｒＩＤ
を抽出し、適切な場合、その要求を適切な第三者に転送することができるように、Ｋｅｙ
ＩＤ内で符号化される。環境２９００の内部暗号サービスは、例えば、要求のＫｅｙＨｏ
ｌｄｅｒＩＤが、異なるエンティティを指定するかどうかを検出し、異なるエンティティ



(49) JP 2020-167744 A 2020.10.8

10

20

30

40

50

を指定するＫｅｙＨｏｌｄｅｒＩＤの検出時には、要求（または、少なくとも部分的に要
求に基づくほかの情報）を、上に記載されるような外部暗号サービス（例えば、異なるコ
ンピューティングリソースプロバイダの暗号サービス）であり得る異なるエンティティに
転送するように構成され得る。異なるエンティティは、本開示の様々な実施形態を利用し
て、要求に応答するかどうかを決定し、適切な場合は、暗号サービスを介して提供され得
る、要求に対する応答を提供し得る。キーアクセスアノテーションがＫｅｙＨｏｌｄｅｒ
ＩＤを欠く（または、ＫｅｙＨｏｌｄｅｒＩＤが内部暗号サービスを指定する）場合、内
部暗号サービスは、ポリシー及び要求遂行のための他の必要条件の遵守を仮定して、要求
自体を遂行し得る。
【０１４５】
　図３２は、上に記載されるようなキーアクセスアノテーションと関連して提出される要
求と関連してポリシーを施行するために使用され得るプロセス３２００の例示的な例を示
す。プロセス３２００は、要求処理に関与した暗号サービスのデバイス（例えば、暗号サ
ービスのためのフロントエンドＡＰＩを実装するデバイス）など、任意の好適なデバイス
によって実行され得る。暗号サービスは、上に記載されるような内部または外部暗号サー
ビスであり得る。
【０１４６】
　ある実施形態において、プロセス３２００は、要求と関連してキーアクセスアノテーシ
ョンを受信すること３２０２を含む。キーアクセスアノテーションは、要求とともに含ま
れるアノテーションであり得るか、または他の方法で受信され得る。例えば、キーアクセ
スアノテーションを有する要求は処理され得、処理の一部として、キーアクセスアノテー
ションは、プロセス３２００（またはその変形）を実行するデバイスに提供され得る。キ
ーアクセスアノテーションが受信されると、ある実施形態において、プロセス３２００は
、上に記載されるように、アノテーションを使用して参照署名を生成すること３２０４を
含む。参照署名がアノテーションの署名と一致するかどうかの決定がなされ得る３２０６
。代替の実施形態において、プロセス３２００は、キーアクセスアノテーションを、セキ
ュリティモジュールが参照署名を生成し、かつその参照署名がキーアクセスアノテーショ
ンの署名と一致するかどうかをチェックすることを可能にする情報とともに、セキュリテ
ィモジュールに提供することを含む。言い換えると、キーアクセスアノテーションの署名
が有効であるかどうか決定することは、セキュリティモジュールからのそのような決定を
獲得することによって実行され得る。
【０１４７】
　参照署名がアノテーションの署名と一致すると決定される場合３２０６、プロセス３２
００は、要求内で指定されるＫｅｙＩＤと関連付けられた任意のポリシーにアクセスする
こと３２０８を含み得る。ポリシーがＫｅｙＩＤのために存在すると仮定して、プロセス
３２００は、アクセスされたポリシーが要求の遂行を許可するかどうかを決定すること３
２１０を含む。ポリシーが要求の遂行を許可すると決定される場合３２１０、プロセス３
２００は、ＫｅｙＨｏｌｄｅｒＩＤ（上に記載されるような）が外部エンティティを識別
するかどうかを決定すること３２１２を含み得る。ＫｅｙＨｏｌｄｅｒＩＤが外部エンテ
ィティを識別するかどうかを決定すること３２１２は、様々な実施形態に従う様々な方法
で実行され得る。例えば、キーアクセスアノテーション内のＫｅｙＨｏｌｄｅｒＩＤの不
在は、負の決定を示し得る一方、キーアクセスアノテーション内のＫｅｙＨｏｌｄｅｒＩ
Ｄの存在は、正の決定を示し得る。別の例として、ＫｅｙＨｏｌｄｅｒＩＤは、内部エン
ティティ（例えば、内部暗号サービス）または外部エンティティ（例えば、外部暗号サー
ビス）のいずれかを示す値を必要とされ得る。
【０１４８】
　ＫｅｙＨｏｌｄｅｒＩＤが外部エンティティを識別しないと決定される場合３２１２、
プロセス３２００は、上に記載されるように、要求を遂行すること３２１４を含み得る。
しかしながら、ＫｅｙＨｏｌｄｅｒＩＤが外部エンティティを識別すると決定される場合
３２１２、プロセス３２００は、要求を識別された外部エンティティに転送すること３２



(50) JP 2020-167744 A 2020.10.8

10

20

30

40

50

１６、及びそれに応じて要求実施を可能にする情報を受信すること３２１６を含み得る。
情報は、例えば、外部エンティティによって暗号文を復号することによって獲得される平
文、及び／または外部エンティティによって実行される暗号操作に少なくとも部分的に基
づく情報であり得る。例示されていないが、他の情報もまた、追加で、または代替として
受信され得る。例えば、外部エンティティが要求の遂行を許可しないことを独立して決定
する場合（例えば、外部エンティティによって施行されるポリシーが、要求が遂行される
ことを許可しないため）、拒否を示す情報が提供され得る。要求遂行を可能にする情報が
受信される３２１６と仮定すると、該プロセスは、上に記載されるように、要求を遂行す
ること３２１４を含み得る。例えば、要求遂行を可能にする受信された情報は、要求者に
提供され得る。
【０１４９】
　上に明示的に記載されるものに加えて変形もまた、本開示の範囲内であると見なされる
。例えば、図３２は、要求のために、電子署名ならびにポリシーを検証すること、及びそ
の後、その要求（または少なくとも部分的にそれに基づく情報）を外部エンティティに転
送することを例示する。本明細書内に例示されるすべてのプロセスと同様に、操作の順序
は異なる場合がある。例えば、プロセス３２００は、要求が、任意の署名及び／またはポ
リシー検証が行われる前に転送されるように、改変され得る。外部エンティティは、プロ
セス３２００を実行するシステムに加えて、またはその代わりに署名及び／またはポリシ
ー検証を実行し得る。例えば、いくつかの実施形態において、プロセス３２００の操作を
実行するシステムは、署名及び／またはポリシー検証を実行せず、そのような検証を外部
エンティティに委任する。他の実施形態において、プロセス３２００の操作を実行するシ
ステムは、署名及び／またはポリシー検証を実行し、外部エンティティは、追加の署名及
び／またはポリシー検証を実行する。外部エンティティは、例えば、要求が遂行される前
にチェックされる場所に異なるキー及び／または異なるポリシーを有し得る。
【０１５０】
　本開示の実施形態はまた、強化されたデータセキュリティを提供する技術も利用する。
例えば、最善の努力にもかかわらず、セキュリティ違反は、様々なシステムに関連してし
ばしば発生する。そのような違反の影響を軽減するために、本開示の様々な実施形態は、
違反を検出し、かつそれに応じて応答するための時間を提供する様態での要求処理を可能
にする。例えば、いくつかの実施形態において、暗号化されたデータの復号及び／または
復号されたデータへのアクセスは、遅延を必要とする。遅延は、例えば、システムの構成
によって、またはシステムによって施行されるポリシーによって必要とされ得、ここでポ
リシーは、本明細書に記載される様々な実施形態に従って構成される）。そのような遅延
は、例えば、規制または他の要件が、特定のデータをアーカイブすることを必要とするが
、データが直ちに利用可能であることを必ずしも必要としないなど、暗号化されたデータ
への迅速なアクセスが不必要な状況において、有用であり得る。
【０１５１】
　図３３は、様々な実施形態に従ってそのような遅延を提供するためのプロセス３３００
の例示的な例を示す。プロセス３３００は、上に記載されるような内部または外部暗号サ
ービスなどの暗号サービスによって実行され得る。ある実施形態において、プロセス３３
００は、ＫｅｙＩＤによって識別されるキーを使用して暗号文を復号するための要求を受
信すること３３０２を含む。要求は、任意の好適な様態で受信され得る。例えば、要求は
、上に記載されるように、ユーザから、またはデータサービスから受信され得る。ある実
施形態において、ＫｅｙＩＤと関連付けられたポリシーがアクセスされる３３０４。しか
しながら、ポリシーは、いくつかの実施形態において自動的に施行され得、その結果、ポ
リシーは、いくつかの実装においてアクセスされない場合があることに留意されたい。図
３３に例示される実施形態に関して、プロセス３３００は、ポリシーが要求遂行を許可す
るかどうかを決定すること３３０６を含む。ポリシーが要求遂行を許可するかどうかの決
定３３０６は、上に記載されるように、任意の好適な様態で実行され得る。
【０１５２】
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　アクセスされたポリシーが要求の遂行を許可すると決定される場合３３０６、プロセス
３３００は、アクセスされたポリシーのうちの１つ以上の中から時間遅延ポリシーを検出
すること３３０８を含み得る。しかしながら、上に記載されるように、いくつかの実施形
態において、時間遅延は自動であり得、その結果、そのようなポリシーの検出は発生しな
い場合がある。プロセス３３００は、タイマーを初期化すること３３１０、及びアラーム
プロセスを実行することを含み得る。タイマーは、定められた時間量のタイマーであり得
、それは、いくつかの実施形態において、構成可能な量であり、例えば、時間遅延ポリシ
ーの一部として構成され得る。タイマーはまた、プロセス３３００を実行するシステムの
ためのシステム構成セッティング内に規定され得る。アラームプロセスは、様々なアラー
ム動作の実行をもたらすように構成されるワークフローの実行を含み得る。アラーム動作
は、例えば、通知システム（上に記載されるような）に１つ以上のメッセージを１つ以上
の個人またはシステムに送信させることを含み得る。例えば、暗号化されたデータに関連
付けられた組織の法令遵守責任者に通知され得る。別の例として、アラーム動作は、監査
システムに、例えば、システムへの様々なアクセスと関連してより多くの情報が収集され
る、強化された監査を実行させることを含み得る。いくつかの実施形態において、アラー
ム動作はまた、アラームの可聴及び／または視覚的に示すものを含み得るアラーム信号伝
達も含み得る。他のアラーム動作は、本開示の範囲内であると見なされる。
【０１５３】
　タイマーの初期化時、プロセス３３００は、タイマーが実際に満了したという決定がな
される３３１２まで、タイマーが満了したかどうかのチェックを実行すること３３１２を
含み得る。いくつかの実施形態において、要求は、その遂行の前にキャンセルされ得る。
要求をキャンセルすることは、情報を復号するための要求よりも厳しくない要件を必要と
し得る。例えば、いくつかの実施形態において、要求は、システムへのアクセスを有する
誰もが自明にキャンセルし得る。別の例として、アラーム動作は、選択されるときに、い
くつかの実施形態において、メッセージの受信者の認証なしで、要求をキャンセルするた
めの要求をキャンセルさせるハイパーリンクを含むメッセージの送信を含み得る。要求が
キャンセルされることを可能にする他の方法もまた使用され得る。したがって、ある実施
形態において、一旦タイマーが満了すると（またはタイマー満了前など、他の時に）、要
求がキャンセルされたかどうかの決定がなされ得る３３１４。要求がキャンセルされたと
決定される場合３３１４、プロセス３３００は、例えば、ＫｅｙＩＤによって識別される
キーを使用して暗号文を復号し、結果として生じる平文を提供することによって、または
セキュリティモジュールに暗号文を復号させ、かつ対応する平文を提供させ、次いでその
平文を要求者に転送するか、または別の様式で平文へのアクセスを提供することによって
、要求を遂行すること３３１６を含み得る。しかしながら、要求がキャンセルされていな
いと決定される場合３３１４、及び／またはポリシーが要求の遂行を許可しないと決定さ
れる場合３３０６、プロセス３３００は、上に記載されるように、要求を拒否することを
含み得る。
【０１５４】
　多くの他の変形が、本開示の範囲内である。例えば、いくつかの実施形態において、キ
ーは、有効日を指定するポリシー、または別の様式で無期限ではない何らかの決定された
有効期間を示すポリシーと関連付けられる。例えば、いくつかの実施形態において、キー
は、キーが一定時間後、特定の日、あるいは１つ以上の条件を満たすときに破壊されるべ
きであることを指定するポリシーと関連付けられ得る。一例として、組織及び／または政
府の規則、法律、ポリシー、または規制は、データが一定時間の間保持されるべきである
ことを指定し得る。そのようなデータを暗号化するために使用されるキー上のポリシー（
例えば、データを暗号化するための暗号内で使用されるキー、またはその下でデータが暗
号化される別のキーを暗号化するための暗号文内で使用されるキー）は、必要とされる時
間の超過時に、キーは破壊されるべきである（すなわち、取り消し不能の形で誰もがアク
セス不可能にさせる）ことを指定し得る。暗号サービスまたは他のシステムは、必要とさ
れる時間の超過を検出し、それに応じてキーを破壊し得る。暗号サービスは、必要とされ
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る時間の超過を多くの方法で検出し得る。例えば、いくつかの実施形態において、暗号サ
ービスは、キー破壊のための時間を示す情報をその中に記憶したデータベースを維持する
。暗号サービスによって実行される定期的なプロセスは、データベース内に破壊可能と示
されるキーを破壊し得る。
【０１５５】
　ポリシー有効日はまた、他の方法でも使用され得る。例えば、データの復号のために施
行される時間遅延は、時間の経過とともに変化し得る。例えば、キーの下で暗号化された
データが古くなると、データを復号するために施行される時間遅延は、減少し得る。別の
例として、プリンシパルは、暗号サービスのＡＰＩを介して更新可能であり得る指定され
た期間のみキーを使用して暗号操作を実行させる特権を有し得る。この様態において、個
人がキーに関連付けて暗号操作を実行させる能力は、自動的に失効し得る。
【０１５６】
　いくつかの実施形態において、要求は、暗号文を復号するための要求に加えて、または
それの代替として、別の目的のためになされ得る。例えば、上に記載される様々な技術は
、様々な種類のポリシー施行に適し得る。例えば、本開示の様々な実施形態に関連して利
用されるポリシーは、ポリシーの有効時間を利用し得る。ポリシーの更新は、ポリシーの
更新がポリシーを施行するシステムにおいて有効になる将来の時点を示す有効時間を有し
得る。既存のポリシーは、いくつかまたはすべてのポリシー変更が特定の条件下で許容可
能であることを必要とし得、その条件のうちの１つは、ポリシーの更新が、指定される先
の時間（例えば、４８時間）である有効時間を有する。要求は、データの復号に関与し得
る、データの取得を可能にするためにポリシーを変更するためになされ得る。要求は、例
えば、データが取得され得る前に満たされることが必要とされる条件を弱めるための要求
であり得る。要求は、ポリシー変更の有効時間を指定し得る。ポリシーが適用するプリン
シパルに関連してポリシーを施行するシステムは、有効時間が既存のポリシーに従ってい
るかどうかに少なくとも部分的に基づいて要求を承認または拒否し得る。システムがポリ
シー変更を承認する場合、システムは、タイマー（少なくとも部分的に有効時間に基づき
得る）を開始し、上に記載されるように、アラームプロセスを実行し得る。さらに、ポリ
シー変更は、上に記載されるように、要求が遂行されるまでキャンセル可能であり得る。
この様態において、関係者は、通知及びデータへの不正アクセスを防止するための機会を
提供され得る。
【０１５７】
　他の変形もまた、本開示の範囲内であると見なされる。例えば、いくつかの実施形態に
おいて、データ記憶システムは、要求をキャンセルする、及び／または別の方法で潜在的
なセキュリティ違反を防ぐための時間を提供するのに十分な、要求処理のための固有のレ
イテンシを有し得る。例えば、アーカイブデータ記憶システムは、要求に応答するデータ
が、要求が提出された数時間後に利用可能であり得る、非同期要求処理を利用し得る。さ
らに、要求に応答するデータは、システムなどの要因に依存し得る、異なる時間量の後に
利用可能であり得る。そのようなシステムでは、タイマーは、固有のレイテンシに起因し
て、不必要であり得る。
本開示の実施形態は、以下の付記を考慮して説明することができる。
１．コンピュータ実装方法であって、
　　実行可能な命令で構成される１つ以上のコンピュータシステムの制御下で、
　　要求者から暗号操作を実行するための要求を受信することであって、該要求が情報及
び少なくとも部分的に該情報に基づいて生成される電子署名を含み、該電子署名が第２の
キーに対応する１つ以上のキーのセットのうちの第１のキーで検証可能である、受信する
ことと、
　　該要求が複数のキー所有者のうちのキー所有者を指定するかどうかを検出することと
、
　　該要求が複数のキー所有者のうちの特定のキー所有者を検出した結果、特定のキー所
有者に、少なくとも
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　　　少なくとも部分的に該情報及び第１のキーに基づいて、電子署名が有効であるかど
うかを決定させ、
　　　少なくとも部分的に該情報に基づいて、該情報が要求を遂行するための１つ以上の
条件を満たすかどうかを決定させることと、
　　特定のキー所有者が、電子署名は有効であり、該情報は１つ以上の条件を満たすと決
定した結果、特定のキー所有者から、要求を遂行するために必要な応答情報を獲得するこ
とであって、該応答情報が、第２のキーを使用して実行される１つ以上の暗号操作に少な
くとも部分的に基づいて生成されている、獲得することと、
　　獲得した応答情報を使用して、要求者に、要求への応答を提供することと、を含むコ
ンピュータ実装方法。
２．特定のキー所有者が第三者によってホストされるコンピュータシステムである、付記
１に記載のコンピュータ実装方法。
３．第２のキーに対応する１つ以上のキーのセットが、複数のキーを含み、該複数のキー
の各キーを、要求の遂行のために必要とされる条件の充足を検証することに使用可能な、
付記１または２に記載のコンピュータ実装方法。
４．暗号操作を実行するための第２の要求を受信することであって、第２の要求が第２の
情報及び少なくとも部分的に第２の情報に基づいた第２の電子署名を含み、電子署名が第
４のキーに対応する１つ以上のキーの第２のセットのうちの第３のキーで検証可能である
、受信することと、
　　少なくとも部分的に第２の情報及び第３のキーに基づいて、第２の電子署名が有効で
あるかどうかを決定することと、
　　少なくとも部分的に第２の情報に基づいて、情報が第２の要求を遂行するための１つ
以上の第２の条件を満たすかどうかを決定することと、
　　第２の電子署名が有効であり、第２の情報が１つ以上の第２の条件を満たすことを決
定した結果、第４のキーを使用して第２の要求を遂行するための１つ以上の暗号操作を実
行することと、をさらに含む、付記１～３のいずれか一項に記載のコンピュータ実装方法
。
５．要求を遂行するための１つ以上の条件が、第２のキーに対応する１つ以上のポリシー
によって定義される、付記１～４のいずれか一項に記載のコンピュータ実装方法。
６．第２のキーが平文形態において１つ以上のコンピュータシステムにアクセス不可能で
ある、付記１～５のいずれか一項に記載のコンピュータ実装方法。
７．コンピュータ実装方法であって、
　　実行可能な命令で構成される１つ以上のコンピュータシステムの制御下で、
　　要求に関連して、情報及び電子署名を、少なくとも部分的に該情報の少なくとも一部
に基づいて、受信することと、
　　複数のキー所有者から、該情報内で指定される、第２のキーの所有者を検出すること
と、
　　第２のキーの所有者を検出した結果、第２のキーの所有者に、
　　　少なくとも部分的に該情報の一部、及び第２のキーに関連付けられる第１のキーに
基づいて、電子署名が有効であるかどうかを決定させ、かつ
　　署名が有効であることを決定した結果、第２のキーを使用して１つ以上の暗号操作を
実行させることと、
　　　第２のキーの所有者から得られる１つ以上の暗号の１つ以上の結果を使用して、要
求を遂行することと、を含む、方法。
８．第１のキーが、第２のキーに対応する１つ以上のキーのセットの要素であり、１つ以
上のキーのセットの各キーが、対応する要求が遂行されるためには有効であることが必要
とされる電子署名を検証するために使用可能である、付記７に記載のコンピュータ実装方
法。
９．第２のキーの所有者が第三者である、付記７または８に記載のコンピュータ実装方法
。
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１０．１つ以上のコンピュータシステムが、平文形態にある第２のキーへのアクセスを欠
く、付記７～９のいずれか一項に記載のコンピュータ実装方法。
１１．該情報が１つ以上の値を含み、
　　該方法が、１つ以上の値が１つ以上の条件を満たすかどうかを決定することをさらに
含み、
　　要求を遂行することが、１つ以上の値が１つ以上の条件を満たすことを決定すること
に依存する、付記７～１０のいずれか一項に記載のコンピュータ実装方法。
１２．第２のキーの所有者が１つ以上のコンピュータシステムである、付記７～１１のい
ずれか一項に記載のコンピュータ実装方法。
１３．システムであって、
　　１つ以上のプロセッサと、
　　メモリであって、１つ以上のプロセッサによって実行されるとき、コンピュータシス
テムに、
　　第１のキーと関連した１つ以上のキーのセットを記憶させ、
　　遂行のために第１のキーの使用を必要とする要求を受信させ、かつ
第１のキーが第三者によって保有された結果、第三者に、
１つ以上のキーのセットから第２のキーを使用して、要求が遂行されるべきかどうかを決
定させ、かつ
要求が遂行されるべきであると決定した結果、第１のキーを使用して１つ以上の暗号操作
を実行させる、命令を含む、メモリと、を備える、システム。
１４．第１のキーの所有者が第三者システムである、付記１３に記載のシステム。
１５．１つ以上のキーのセットが、管理キーのサブセットを含み、それぞれが、１つ以上
のキーのセットの変更に必要とされる電子署名検証に使用可能な、付記１３または１４に
記載のシステム。
１６．システムが、エンティティによってホストされ、エンティティが平文形態にある第
１のキーへのアクセスを欠く、付記１３～１５のいずれか一項に記載のシステム。
１７．要求が第１のキーを指定する、付記１３～１６のいずれか一項に記載のシステム。
１８．１つ以上のキーのセットから第２のキーを使用して、要求が遂行されるべきかどう
かを決定することが、第２のキーを使用して、要求と関連して提出される電子署名を検出
することを含む、付記１３～１７のいずれか一項に記載の前記システム。
１９．１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体であって、コンピュータシステムの１つ以上
のプロセッサによって実行されるとき、コンピュータシステムに、
　　１つ以上のキーのセットを第１のキーと関連付けさせ、かつ
　　１つ以上のキーの前記セットからの第２のキーを使用して、少なくとも、第１のキー
の所有者に１つ以上の暗号操作において第１のキーを使用させることによって、要求の遂
行を可能にするかどうかを決定させる、命令をそこに記憶している、コンピュータ可読記
憶媒体。
２０．第１のキーの所有者が第三者である、付記１９に記載の１つ以上のコンピュータ可
読記憶媒体。
２１．要求が要求情報に関連して提出され、
　　命令がさらに、コンピュータシステムに、要求情報に対する１つ以上の条件が満たさ
れることを検証させ、
　　１つ以上の条件の充足が、要求の遂行を可能にするために必要とされる、付記１９ま
たは２０に記載の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
２２．１つ以上のキーのセットが管理キーのサブセットを含み、
　　管理キーのサブセット内の各管理キーが、１つ以上のキーのセットを変更するための
要求を遂行するかどうかの決定に使用可能である、付記１９～２１のいずれか一項に記載
の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
２３．１つ以上のキーのセットを変更することが、キーを追加すること、または１つ以上
のキーのセットからキーを削除することを含む、付記２２に記載の１つ以上のコンピュー
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タ可読記憶媒体。
２４．要求が第１のキーの所有者を識別する情報と関連して提出される、付記１９～２３
のいずれか一項に記載の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
２５．第１のキーの所有者がコンピュータシステムである、付記１９～２４のいずれか一
項に記載の１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体。
【０１５８】
　図３４は、様々な実施形態に従う態様を実装するための環境３４００例の態様を例示す
る。理解されるように、ウェブベースの環境が説明の目的で使用されるが、異なる環境も
また、必要に応じて、様々な実施形態を実装するために使用され得る。該環境は、適切な
ネットワーク３４０４を介して要求、メッセージ、または情報を送受信し、情報をデバイ
スのユーザに返送するために操作可能な任意の適切なデバイスを含むことができる、電子
クライアントデバイス３４０２を含む。そのようなクライアントデバイスの例としては、
パーソナルコンピュータ、携帯電話、ハンドヘルドメッセージングデバイス、ラップトッ
プコンピュータ、セットトップボックス、携帯情報端末、電子書籍リーダ等が挙げられる
。ネットワークは、イントラネット、インターネット、セルラーネットワーク、ローカル
エリアネットワーク、もしくは他のそのようなネットワーク、またはその組み合わせを含
む、任意の適切なネットワークを含むことができる。そのようなシステムに使用される構
成要素は、選択されるネットワーク及び／または環境の種類に少なくとも部分的に依存し
得る。そのようなネットワークを介した通信のためのプロトコル及び構成要素は、周知で
あり、本明細書内では詳細に議論されない。ネットワークを介した通信は、有線または無
線接続、及びその組み合わせによって可能にされ得る。この例において、該環境は、要求
を受信し、それに応じてコンテンツを供給するためのウェブサーバ３４０６を含むため、
ネットワークはインターネットを含むが、他のネットワークでは、同様の目的を果たす代
替のデバイスを使用することができることは、当業者には明らかであろう。
【０１５９】
　例示的な環境は、少なくとも１つのアプリケーションサーバ３４０８及びデータストア
３４１０を含む。連結されるか、または別の様式で構成され得、適切なデータストアから
データを得ることなどのタスクを実行するために対話することができる、いくつかのアプ
リケーションサーバ、レイヤ、もしくは他の要素、プロセス、または構成要素が存在し得
ることを理解されたい。本明細書内で使用される場合、「データストア」という用語は、
データの記憶、アクセス、取得が可能な任意のデバイスまたはデバイスの組み合わせを指
し、任意の標準、分散、またはクラスタ環境にある、任意の組み合わせ及び数のデータサ
ーバ、データベース、データ記憶デバイス、及びデータ記憶媒体を含み得る。アプリケー
ションサーバは、クライアントデバイスのための１つ以上のアプリケーションの態様を実
行するために必要に応じてデータストアと統合するための任意の適切なハードウェア及び
ソフトウェアを含むことができ、アプリケーションのデータアクセス及びビジネスロジッ
クの大部分を処理する。アプリケーションサーバは、データストアと協働してアクセス制
御サービスを提供し、ユーザに送信されるテキスト、グラフィック、オーディオ、及び／
またはビデオなどのコンテンツを生成することができ、それらは、ハイパーテキストマー
クアップ言語（「ＨＴＭＬ」）、拡張マークアップ言語（「ＸＭＬ」）、またはこの例に
おける別の適切な構造化言語の形態で、ウェブサーバによってユーザに供給され得る。す
べての要求及び応答の処理、ならびにクライアントデバイス３４０２とアプリケーション
サーバ３４０８との間のコンテンツの配信は、ウェブサーバによって処理され得る。本明
細書において論じられる構造化符号は、本明細書の他の部分で論じられるような任意の適
切なデバイスまたはホストマシン上で実行され得るため、ウェブ及びアプリケーションサ
ーバは必要とされず、単に例示の構成要素であることを理解されたい。
【０１６０】
　データストア３４１０は、特定の態様に関してデータを記憶するために、いくつかの別
個のデータテーブル、データベース、または他のデータ記憶機序及び媒体を含むことがで
きる。例えば、例示されるデータストアは、プロダクション側のコンテンツを供給するた
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めに使用することができる、プロダクションデータ３４１２、ユーザ情報３４１６を記憶
するための機序を含む。データストアはまた、報告、分析、またはそのような目的に使用
することができる、ログデータ３４１４を記憶するための機序を含むことも示される。ペ
ージ画像情報のため、及び正しい情報にアクセスするためなどにデータストア内に記憶さ
れる必要があり得る多くの他の態様があり得、それらの情報を、必要に応じて上に列挙さ
れた機序内、またはデータストア３４１０内の追加の機序内に記憶することができること
を理解されたい。データストア３４１０は、それと関連付けられたロジックを介して、ア
プリケーションサーバ３４０８から命令を受信し、それに応じて、データを獲得、更新、
または別の様式で処理するように操作可能である。一例として、ユーザはある特定の種類
のアイテムの検索要求を提出してもよい。この場合、データストアは、ユーザ情報にアク
セスして、ユーザのアイデンティティを検証してもよく、及びカタログ詳細情報にアクセ
スして、その種類のアイテムに関する情報を獲得することができる。情報は次いで、ユー
ザがユーザデバイス３４０２上のブラウザを介して閲覧することができるウェブページ上
に列挙する結果内などで、ユーザに戻され得る。対象の特定のアイテムの情報を、ブラウ
ザの専用ページまたはウィンドウ内で閲覧することができる。
【０１６１】
　各サーバは、典型的には、一般管理及びそのサーバの操作のための実行可能なプログラ
ム命令を提供するオペレーティングシステムを含み、典型的には、サーバのプロセッサに
よって実行されるとき、サーバがその意図される機能を実行することを許可する命令を記
憶するコンピュータ可読記憶媒体（例えば、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ、
読出し専用メモリ等）を含む。オペレーティングシステム及びサーバの一般的な機能性の
好適な実装は、既知であるか、市販されており、特に本明細書における開示に照らして、
当業者によって容易に実装される。いくつかの実施形態において、オペレーティングシス
テムは、評価保証レベル（ＥＡＬ）レベル４などの１つ以上の検証体制に従って、または
その下で構成され得る。
【０１６２】
　一実施形態における環境は、１つ以上のコンピュータネットワークまたは直接接続を使
用して、いくつかのコンピュータシステム及び通信リンクを介して相互接続される構成要
素を利用する分散コンピューティング環境である。しかしながら、当業者には、そのよう
なシステムは、図３４に例示されるよりも少数または多数の構成要素を有するシステム内
で等しく良好に動作し得ることが理解されよう。そのため、図３４におけるシステム３４
００の描写は、本質的に例示的であると見なされるべきであり、本開示の範囲に限定する
ものではない。
【０１６３】
　様々な実施形態はさらに、多種多様な動作環境で実装することができ、場合によっては
、１つ以上のユーザコンピュータ、コンピューティングデバイス、または多数のアプリケ
ーションのうちのいずれかを操作するために使用することができる処理デバイスを含み得
る。ユーザまたはクライアントデバイスは、標準オペレーティングシステムを運用するデ
スクトップまたはラップトップコンピュータ、ならびにモバイルソフトウェアを運用し、
多数のネットワーキング及びメッセージングプロトコルを支援することができる携帯、ワ
イヤレス、及びハンドヘルドデバイスなどの多数の汎用パーソナルコンピュータのうちの
いずれかを含むことができる。そのようなシステムはまた、開発やデータベース管理など
の目的のための、多数の市販のオペレーティングシステム及び他の既知のアプリケーショ
ンのうちのいずれかを運用する多数のワークステーションも含むことができる。これらの
デバイスは、ダミー端子、シンクライアント、ゲーミングシステム、及びネットワークを
介して通信できる他のデバイスなど、他の電子デバイスも含むことができる。
【０１６４】
　大半の実施形態は、トランスミッションコントロールプロトコル／インターネットプロ
トコル（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎ
ｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）（「ＴＣＰ／ＩＰ」）、開放型システム間相互接続（Ｏｐｅｎ
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　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）（「ＯＳＩ」）、ファイルトランス
ファープロトコル（Ｆｉｌｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）（「ＦＴＰ」）、
ユニバーサルプラグアンドプレイ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｐｌｕｇ　ａｎｄ　Ｐｌａｙ）
（「ＵｐｎＰ」）、ネットワークファイルシステム（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｆｉｌｅ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）（「ＮＦＳ」）、コモンインターネットファイルシステム（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｆｉｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）（「ＣＩＦＳ」）、及びアップルトーク（Ａｐ
ｐｌｅＴａｌｋ）など、多様な市販のモデル及びプロトコルのうちのいずれかを使用して
支援するための、当業者によく知られている少なくとも１つのネットワークを利用する。
ネットワークは、例えば、ローカルエリアネットワーク、広域ネットワーク、仮想プライ
ベートネットワーク、インターネット、イントラネット、エクストラネット、公衆交換電
話網、赤外線ネットワーク、ワイヤレスネットワーク、及びそれらの任意の組み合わせで
あり得る。
【０１６５】
　ウェブサーバを利用する実施形態において、ウェブサーバは、ハイパーテキストトラン
スファープロトコル（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）（「
ＨＴＴＰ」）サーバ、ＦＴＰサーバ、コモンゲートウェイインタフェース（Ｃｏｍｍｏｎ
　Ｇａｔｅｗａｙ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）（「ＣＧＩ」）サーバ、データサーバ、Ｊａｖ
ａサーバ、及びビジネスアプリケーションサーバを含む、多様なサーバまたは中間層アプ
リケーションのうちのいずれかを運用することができる。サーバ（複数可）はまた、Ｊａ
ｖａ（登録商標）、Ｃ、Ｃ＃、もしくはＣ＋＋などの任意のプログラミング言語、または
Ｐｅｒｌ、Ｐｙｔｈｏｎ、もしくはＴＣＬなどの任意のスクリプト言語、ならびにそれら
の組み合わせで書かれた１つ以上のスクリプトまたはプログラムとして実装され得る１つ
以上のウェブアプリケーションを実行することによってなど、ユーザデバイスからの要求
に応じてプログラムまたはスクリプトを実行することもでき得る。サーバ（複数可）はま
た、Ｏｒａｃｌｅ（登録商標）、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）、Ｓｙｂａｓｅ（登録
商標）、及びＩＢＭ（登録商標）から市販されるものを含むがこれらに限定されない、デ
ータベースサーバも含み得る。
【０１６６】
　該環境は、上述のように、多様なデータストア及び他のメモリ記憶媒体を含むことがで
きる。これらは、コンピュータのうちの１つ以上に対してローカルである（及び／または
その中に存在する）か、またはネットワーク全体のコンピュータのいずれかもしくはすべ
てから遠隔にある記憶媒体上など、多様な場所に存在することができる。実施形態の特定
の一式において、情報は、当業者によく知られているストレージエリアネットワーク（「
ＳＡＮ」）内に存在し得る。同様に、コンピュータ、サーバ、または他のネットワークデ
バイスに属した関数を実行するための任意の必須ファイルは、必要に応じて、ローカルに
及び／または遠隔に記憶され得る。システムがコンピュータ化デバイスを含む場合、その
ようなデバイスはそれぞれ、バスを介して電子的に連結され得るハードウェア要素を含む
ことができ、該要素は、例えば、少なくとも１つの中央処理ユニット（「ＣＰＵ」）、少
なくとも１つの入力デバイス（例えば、マウス、キーボード、コントローラ、タッチスク
リーン、またはキーパッド）、及び少なくとも１つの出力デバイス（例えば、ディスプレ
イデバイス、プリンタ、またはスピーカ）を含む。そのようなシステムはまた、ディスク
ドライブ、光学記憶デバイス、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）または読出し専用
メモリ（「ＲＯＭ」）などの固体記憶デバイス、ならびに可換型媒体デバイス、メモリカ
ード、フラッシュカード等の、１つ以上の記憶デバイスも含み得る。本開示の様々な実施
形態はまた、カスタム暗号プロセッサ、スマートカード、及び／またはハードウェアセキ
ュリティモジュールを含むがこれに限定されないカスタムハードウェアを使用して実装さ
れ得る。
【０１６７】
　そのようなデバイスはまた、コンピュータ可読記憶媒体リーダ、通信デバイス（例えば
、モデム、ネットワークカード（無線または有線）、赤外線通信デバイス等）、及び上に
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記載されるようなワーキングメモリを含むこともできる。コンピュータ可読記憶媒体リー
ダは、遠隔、ローカル、固定、及び／または可換型記憶デバイスを意味するコンピュータ
可読記憶媒体、ならびに一時的に及び／またはより永久的にコンピュータ可読情報を含有
、記憶、送信、及び取得するための記憶媒体と接続され得るか、またはそれらを受信する
ように構成され得る。システム及び様々なデバイスはまた、典型的には、クライアントア
プリケーションまたはウェブブラウザなどのオペレーティングシステム及びアプリケーシ
ョンプログラムを含む、多数のソフトウェアアプリケーション、モジュール、サービス、
または少なくとも１つのワーキングメモリデバイス内に位置する他の要素も含む。代替の
実施形態は、上述されるのものからの多数の変形を有し得ることを理解されたい。例えば
、カスタマイズされたハードウェアが使用されてもよく、及び／または特定の要素をハー
ドウェア、ソフトウェア（アプレットなどのポータブルソフトウェアを含む）、もしくは
その両方に実装してもよい。さらに、ネットワーク入力／出力デバイスなどの他のコンピ
ューティングデバイスへの接続が用いられ得る。
【０１６８】
　符号または符号の一部を含むための記憶媒体及びコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭ、電子的消去可能プログラマブル読出し専用メモリ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅ
ｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）（「
ＥＥＰＲＯＭ」）、フラッシュメモリ、もしくは他のメモリ技術、コンパクトディスク読
出し専用メモリ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）（「
ＣＤ－ＲＯＭ」）、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）、もしくは他の光学ストレ
ージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージ、もしくは他の磁気ストレー
ジデバイス、または所望の情報を記憶するために使用することができ、かつシステムデバ
イスによってアクセスされ得る任意の他の媒体をはじめとする、限定するものではないが
、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、または他のデータなどの
情報の記憶及び／または送信のために任意の方法及び技術で実装される揮発性及び非揮発
性、可換型及び非可換型媒体などの記憶媒体及び通信媒体を含む当該術分野において既知
の、または使用される任意の適切な媒体を含むことができる。本明細書で提供される開示
及び教示に基づいて、当業者であれば、様々な実施形態を実装するための他の手段及び／
または方法を理解するであろう。
【０１６９】
　本明細書及び図面は、したがって、制限的な意味ではなく、例示的と見なされるもので
ある。しかしながら、様々な修正及び変更が、特許請求の範囲に記載される本発明のより
広義の趣旨及び範囲から逸脱することなく、そこになされ得ることは明らかであろう。
【０１７０】
　他の変形は本開示の趣旨内にある。そのため、開示される技術は、様々な修正及び代替
構成の影響を受けやすいが、その特定の例示される実施形態が図面に示され、上に詳細に
記載されている。しかしながら、本発明を開示される特定の形態（複数可）に限定する意
図はなく、反対に、添付の特許請求の範囲に定義されるような、本発明の趣旨及び範囲内
に含まれるすべての修正、代替構成、及び等価物を網羅することを理解されたい。
【０１７１】
　開示される実施形態を説明する文脈における（特に以下の特許請求の範囲の文脈におけ
る）「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」という用語及び同様の指示語の使用は、本明細書
において別段の指示がない限り、または文脈に明らかに矛盾するものでない限り、単数及
び複数の双方を網羅すると解釈される。「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「有する
（ｈａｖｉｎｇ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、及び「含有する（ｃｏｎｔａｉ
ｎｉｎｇ）」という用語は、別段の記載がない限り、制限のない用語（すなわち、「含む
が、それに限定されない」を意味する）として解釈される。「接続される（ｃｏｎｎｅｃ
ｔｅｄ）」という用語は、介在するものがある場合でも、部分的または全体的に、その中
に含有される、そこに取り付けられる、一緒に接合されるものと解釈される。本明細書に
おける値の範囲の列挙は、本明細書において別段の指示がない限り、単にその範囲内に含
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それぞれ別個の値は、本明細書において個別に列挙されるかのように、本明細書に組み込
まれる。本明細書内に記載されるすべての方法は、本明細書において別段の指示がない限
り、または文脈と明らかに矛盾しない限り、任意の適切な順序で実行され得る。本明細書
内に提供される任意及びすべての実施例、または例示的言語（例えば、「など」）の使用
は、単に本発明の実施形態をより良く明らかにすることが意図され、別段の請求がない限
り、本発明の範囲に対して制限を課すものではない。本明細書内のいかなる言い回しも、
任意の請求されていない要素を本発明の実施に必須であると示すものとして解釈されるべ
きではない。
【０１７２】
　本開示の好ましい実施形態は、本発明を実効するために発明者らに既知の最良の形態を
含んで説明される。それらの好ましい実施形態の変形は、前述の説明を読むことで当業者
に明らかとなり得る。発明者らは、当業者がそのような変形を必要に応じて用いることを
予期し、及び発明者らは、本発明が本明細書内に具体的に記載されるものとは別の様式で
実施されることを意図する。したがって、本発明は、適用可能な法律によって許可される
ように、本明細書に添付される特許請求の範囲に列挙される主題のすべての修正及び等価
物を含む。さらには、上述の要素の、その全ての可能な変形にある、任意の組み合わせは
、本明細書において別段の指示がない限り、またはさもなければ文脈と明らかに矛盾しな
い限り、本発明によって包含される。
【０１７３】
　本明細書において引用される出版物、特許出願、及び特許を含むすべての参照文献は、
各参照文献が参照により組み込まれるように個別かつ特定的に示され、その全体が本明細
書内に記載されるのと同じ程度に、参照により本明細書内に組み込まれる。
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