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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置におけるユーザが通信ネットワークを介して通信するシステムにおいて、暗
号化された通信をサポートするために同一性ベースの暗号化を用いる方法であって、
　前記システムは、複数の同一性ベースの暗号化の秘密鍵生成器を有し、前記複数の秘密
鍵生成器のそれぞれは、前記ユーザに対して秘密鍵を生成し、前記複数の秘密鍵生成器の
それぞれは、その秘密鍵生成器に関連付けられたユーザに送信されるべき複数のメッセー
ジの前記同一性ベースの暗号化の際に用いられるそれぞれの公開パラメータ情報を生成し
、
　前記システムにおける複数のメッセージの送信者は、同一性ベースの暗号化アルゴリズ
ムを用いて、前記送信者によって送信されるべき前記複数のメッセージのそれぞれを暗号
化し、前記同一性ベースの暗号化アルゴリズムは、（１）目的のメッセージ受信者に関連
付けられた前記秘密鍵生成器に関連付けられた前記公開パラメータ情報と、（２）前記目
的の受信者の同一性に基づく同一性ベースの暗号化の公開鍵とを入力として有し、
　ユーザは、前記複数の秘密鍵生成器のうちの２つ以上の秘密鍵生成器との関係を有する
ことが可能であり、所与の受信者が所与の送信者から所与の暗号化されたメッセージを受
信する場合に、前記所与の受信者は、前記所与のメッセージを暗号化するためにどの秘密
鍵生成器およびどの関連付けられた公開パラメータ情報が前記所与の送信者によって用い
られたのかを前記所与の暗号化されたメッセージを受信する前に知らなくてもよく、前記
所与の受信者は、その所与の受信者の対応する複数の秘密鍵のうちのどれを用いて前記所
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与の暗号化されたメッセージを復号化するのかを前記所与の暗号化されたメッセージを受
信する前に知らなくてもよく、
　前記方法は、
　前記所与の送信者から前記所与の受信者に前記所与の暗号化されたメッセージとともに
送信された秘密鍵識別情報を前記受信者において受信することであって、前記秘密鍵識別
情報は、前記所与の暗号化されたメッセージを復号化するための適切な秘密鍵を取得する
ために、前記受信者が、前記複数の同一性ベースの暗号化の秘密鍵生成器のうちのどれに
コンタクトすべきかを識別する、ことと、
　前記所与の受信者において受信された前記秘密鍵識別情報を用いて、前記所与の暗号化
されたメッセージを復号化するための前記適切な秘密鍵を取得するために、前記複数の同
一性ベースの暗号化の秘密鍵生成器のうちのどれにコンタクトすべきかを識別することと
、
　前記所与の受信者において、前記通信ネットワークを介して、前記識別された秘密鍵生
成器から前記適切な秘密鍵を取り出すことと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記所与の送信者から送信された前記秘密鍵識別情報を前記受信者において受信するこ
とは、前記所与のメッセージの受信者情報フィールドに置かれた秘密鍵識別情報を受信す
ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記所与の送信者から送信された前記秘密鍵識別情報を前記受信者において受信するこ
とは、前記所与のメッセージの鍵情報フィールドに置かれた秘密鍵識別情報を受信するこ
とを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記適切な秘密鍵を用いて、前記所与のメッセージを復号化することをさらに含み、前
記所与のメッセージを復号化することは、前記暗号化されたメッセージの暗号化されたメ
ッセージ鍵フィールドにおける前記所与の送信者から送信された暗号化されたメッセージ
鍵を復号化し、次に、前記メッセージ鍵を用いて前記所与の送信者によって暗号化された
メッセージペイロードを前記メッセージ鍵を用いて復号化することによって行われる、請
求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記所与の送信者から送信された前記秘密鍵識別情報を前記受信者において受信するこ
とは、前記所与のメッセージの鍵情報フィールドに置かれた秘密鍵識別情報を受信するこ
とを含み、前記鍵情報フィールドは前記受信者の電子メールアドレスに基づく受信者識別
子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記所与の送信者から送信された前記秘密鍵識別情報を前記受信者において受信するこ
とは、前記所与のメッセージの鍵情報フィールドに置かれた秘密鍵識別情報を受信するこ
とを含み、前記鍵情報フィールドは有効期間と連結された前記受信者の電子メールアドレ
スに基づく受信者識別子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記所与の送信者から送信された前記秘密鍵識別情報を前記受信者において受信するこ
とは、前記所与のメッセージの鍵情報フィールドに置かれた秘密鍵識別情報を受信するこ
とを含み、前記鍵情報フィールドは前記所与の受信者の受信者識別子と秘密鍵生成器識別
子とを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記所与の送信者から送信された前記秘密鍵識別情報を前記受信者において受信するこ
とは、前記所与のメッセージの鍵情報フィールドに置かれた秘密鍵識別情報を受信するこ
とを含み、前記鍵情報フィールドは前記所与の受信者の受信者識別子とサーバ名に基づく
秘密鍵生成器識別子とを有する、請求項１に記載の方法。
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【請求項９】
　前記所与の送信者から送信された前記秘密鍵識別情報を前記受信者において受信するこ
とは、秘密鍵識別情報を受信することを含み、前記秘密鍵識別情報は、前記所与の送信者
によって前記所与のメッセージを暗号化するために用いられる前記公開パラメータ情報の
バージョンに関する情報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記秘密鍵識別情報を受信することは、前記所与の送信者によって前記所与のメッセー
ジを暗号化することに用いられた前記公開パラメータ情報を受信することを含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記秘密鍵識別情報を受信することは、ハッシュ関数によって処理された情報を受信す
ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記秘密鍵識別情報を受信することは、ハッシュ関数によって処理された秘密鍵生成器
識別情報を受信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記送信者は、前記受信者において前記メッセージを復号化することに用いられるべき
同一性ベースの暗号化アルゴリズムを識別するアルゴリズム識別子情報を前記メッセージ
とともに提供し、前記方法は、前記受信者において前記メッセージを復号化するときに前
記アルゴリズム識別子情報を用いることをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　ユーザ装置におけるユーザが通信ネットワークを介して通信するシステムにおいて、暗
号化された通信をサポートするために同一性ベースの暗号化を用いる方法であって、
　前記システムは、複数の秘密鍵生成器を有し、前記複数の秘密鍵生成器のそれぞれは、
前記ユーザに対して秘密鍵を生成し、
　前記方法は、
　送信者において、複数の関連付けられた秘密鍵を有する受信者に対するメッセージを暗
号化することであって、各秘密鍵は、前記複数の秘密鍵生成器のそれぞれによって生成さ
れ、前記送信者は、メッセージ鍵を用いてメッセージペイロードを暗号化することによっ
て、かつ、同一性ベースの暗号化アルゴリズムを用いて前記メッセージ鍵を暗号化するこ
とによって、前記メッセージを暗号化し、前記同一性ベースの暗号化アルゴリズムの入力
として、前記それぞれの秘密鍵生成器のうち所与の１つによって生成される公開パラメー
タと、前記受信者の同一性に基づく同一性ベースの暗号化の公開鍵とを用いる、ことと、
　前記暗号化されたメッセージ鍵と、暗号化されたメッセージペイロードと、秘密鍵識別
情報とともに、前記メッセージを前記送信者から前記受信者に送信することであって、前
記秘密鍵識別情報は、前記暗号化されたメッセージを復号化するための適切な秘密鍵を取
得するために、前記受信者が、前記複数の同一性ベースの秘密鍵生成器のうちのどれにコ
ンタクトすべきかを識別する、ことと、
　前記受信者において、前記送信者からの前記秘密鍵識別情報を受信することと、
　前記受信者における前記秘密鍵識別情報を用いて、前記暗号化されたメッセージを復号
化するための前記適切な秘密鍵を取得するために、前記複数の同一性ベースの暗号化の秘
密鍵生成器のうちのどれにコンタクトすべきかを識別することと、
　前記所与の受信者において、前記通信ネットワークを介して、前記識別された秘密鍵生
成器から前記適切な秘密鍵を取り出すことと
　を含む、方法。
【請求項１５】
　前記適切な秘密鍵を用いて、前記暗号化されたメッセージ鍵を復号化することと、
　前記復号化されたメッセージ鍵を用いて、前記暗号化されたメッセージペイロードを復
号化することと
　をさらに含む、請求項１４に記載の方法。
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【請求項１６】
　前記メッセージを暗号化することは、複数の受信者に対する前記メッセージを暗号化す
ることを含み、前記メッセージを送信することは、前記送信者から前記複数の受信者のそ
れぞれに対して、秘密鍵識別情報とともに前記メッセージを送信することを含み、前記秘
密鍵識別情報は、その受信者に対して、その受信者の複数の秘密鍵のうちのどれが前記暗
号化されたメッセージ鍵を復号化するために適切であるのかを識別する、請求項１４に記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　（発明の背景）
　本発明は暗号化に関し、特に、セキュアなメッセージを送るための同一性ベースの暗号
化（Ｉｄｅｎｔｉｔｙ－Ｂａｓｅｄ－Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ）スキームに関する。
【０００２】
　セキュア電子メールサービスおよびセキュアウェブブラウジングなど、セキュアな通信
サービスを提供するために暗号システムが用いられている。
【０００３】
　対称鍵暗号システムでは、メッセージの送信者は、メッセージの受信者が該メッセージ
を復号化するために使用する鍵と同一の鍵を用いて、メッセージを暗号化する。対称鍵シ
ステムでは、送信者および受信者はそれぞれ、セキュアな方法で共有鍵を交換する必要が
ある。
【０００４】
　公開鍵暗号システムでは、２種類の鍵、すなわち公開鍵と秘密鍵とを用いる。送信者は
、受信者の公開鍵を用いてメッセージを暗号化することもできる。各受信者は、自分宛て
のメッセージの復号化に用いる秘密鍵を持つ。
【０００５】
　現在使用されている公開鍵暗号システム１つが、ＲＳＡ（ＲｉＶｅｓｔ－Ｓｈａｍｉｒ
－Ａｄｌｅｍａｎ）暗号システムである。このシステムでは、各ユーザは、一意の公開鍵
と一意の秘密鍵とを持つ。このシステムを使用する送信者は、インターネットに接続され
ている鍵サーバから、所与の受信者の公開鍵を取得することもできる。公開鍵の信憑性を
保証し、これによって、起こり得るマンインザミドル攻撃を無効化するために、信頼でき
る認証局によって署名された証明書を付けて公開鍵を送信者に提供してもよい。公開鍵が
送信者のメッセージの宛て先である受信者のものであることを検証するために、該証明書
を用いてもよい。
【０００６】
　従業員が組織を離職した際、組織が該従業員のセキュア電子メールの権限を無効にする
ことができるように、いくつかの組織では、毎日一日の終わりに全従業員の公開鍵を自動
的に失効させるように構成する場合もある。就業中の従業員の新たな公開鍵を毎日生成し
てもよく、これを公開鍵サーバに置くことによって、新たな公開鍵を公的に利用できるよ
うにしてもよい。
【０００７】
　公開鍵暗号化アルゴリズムを用いる暗号化は計算量が膨大になってしまう。このため、
いくつかのシステムでは、ユーザが共有対称鍵をセキュアに交換するために、公開鍵暗号
化を使用できるようにしている。対称鍵の交換後、セキュアな通信セッションをサポート
するために、該対称鍵を用いてもよい。
【０００８】
　公開鍵暗号化システムでは、メッセージを暗号化できるようになるためには、送信者は
まずメッセージ受信者の公開鍵を取得しなければならない。ある送信者がポータブルコン
ピュータを持って旅行していて、そのコンピュータに一時的に記憶しておいた電子メール
メッセージに返信したいと思ったとする。該メッセージを送った人物の公開鍵のコピーを
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送信者がまだ持っていない場合、送信者は公開鍵サーバから該公開鍵を取得する必要があ
る。しかし、送信者が電子メールへの返信メールを作成したいと思ったときに、送信者の
ポータブルコンピュータはネットワークに接続されていない場合もある。そのため、送信
者はオンラインの公開鍵サーバにアクセスできず、メッセージ作成後すぐにこれを暗号化
できない場合もある。送信者のコンピュータは盗まれる危険性もあるため、コンピュータ
上の暗号化されてないメッセージを盗み見ることができる場合もある。
【０００９】
　同一性ベースの暗号化スキームは公開鍵システムと異なる動作をする。同一性ベースの
暗号化システムでは、送信者および受信者は、公開パラメータ情報と秘密鍵とを用いてセ
キュアに通信する。各ユーザは、メッセージを復号化するためのユーザの同一性に基づく
一意の秘密鍵を持つが、暗号化および復号化プロセス中に使用する公開パラメータ情報を
多くのユーザで共有することもできる。特定のユーザの電子メールアドレスなど、ユーザ
固有の同一性情報が同一性ベースの暗号化アルゴリズムの入力の１つとして用いられる。
このため、これらのスキームは「同一性ベースの」と呼ばれる。
【００１０】
　適切な構成の１つでは、ユーザの電子メールアドレスまたは日付スタンプと連結したユ
ーザの電子メールアドレスを各ユーザの識別に用いることもできる。このアプローチによ
って、現在オフラインであるために従来の公開鍵システムの公開鍵サーバにアクセスでき
ない送信者であっても、ユーザの公開パラメータ情報を入手できれば、機密事項を含むメ
ッセージをさらに迅速に暗号化することもできるのである。組織内の全ユーザが同一の公
開パラメータ情報を共有することもできるため、たとえ送信者が受信者と以前に全く通信
したことがない場合でも、多くの場合送信者は所与の受信者に対して用いる正しい公開パ
ラメータ情報を入手することもできる。ネットワークにアクセスできる場合、暗号化され
たメッセージを受信者に伝送することもできる。受信者は自身の秘密鍵を用いて該メッセ
ージを復号化することができる。
【００１１】
　同一性ベースの暗号システムでは、秘密鍵生成器によって秘密鍵を生成してもよい。秘
密鍵を生成する際に、秘密鍵生成器は秘密情報（すなわち、いわゆる「マスタシークレッ
ト」）を入力として用いる。システムのセキュリティは、マスタシークレットを保有して
いる組織がその機密性を維持する能力にかかっている。
【００１２】
　同一性ベースの暗号システムでは、マスタシークレットの機密性を維持することが重要
なため、ある組織ではマスタシークレットを保管する責務を第三者に依託することを望ま
ない場合もある。この結果、システムには、固有のマスタシークレットをそれぞれが持っ
ている秘密鍵生成器が複数存在する場合もある。
【００１３】
　複数の秘密鍵生成器が存在するか、あるいはユーザが複数の秘密鍵を持つ他の機会が存
在する同一性ベースの暗号化環境では、ユーザが所与のメッセージの復号化に用いるべき
正しい秘密鍵の位置を特定することは難しい場合もある。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　（発明の要旨）
　本発明に従って、通信網においてメッセージをセキュアに交換することができるシステ
ムを提供する。メッセージを暗号化するために、同一性ベースの暗号化技術を用いてもよ
い。該システムは、同一性ベースの暗号化の秘密鍵生成器を複数持つこともできる。各秘
密鍵生成器は、各生成器に固有のマスタシークレットを持つこともでき、各生成器に固有
の関連する公開パラメータ関連情報を生成することもできる。時折、秘密鍵生成器は様々
なバージョンの公開パラメータ情報と、これに対応する様々なバージョンの適合する秘密
鍵とを生成することもできる。
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【００１５】
　該システムのユーザが２つ以上の秘密鍵生成器と関連を持つ場合もある。例えば、ユー
ザは自身の銀行において、ある秘密鍵生成器と関連を持つこともできるし、自身の雇用主
において、別の秘密鍵生成器と関連を持つこともできる。この種の構成を用いると、銀行
の秘密鍵生成器からユーザが受け取る秘密鍵は、雇用主の秘密鍵生成器からユーザが受け
取る秘密鍵とは異なるマスタシークレットから生成されることとなり、したがって、ユー
ザは複数の秘密鍵を持つようになる。
【００１６】
　個々のユーザに関連付けられている複数の秘密鍵が存在する場合、メッセージの受信者
は、所与のメッセージの復号化にどの秘密鍵を用いるべきか判断するために、受信メッセ
ージとともに提供される情報を処理することもできる。必要に応じて、送信者は、受信者
がどの秘密鍵を使用すべきかを判断するために使用可能な秘密鍵識別情報を受信者に提供
することもできる。
【００１７】
　一例として、暗号化されたメッセージの送信者は、メッセージとともに、自身がメッセ
ージを暗号化するために入力として用いた公開パラメータ情報の生成に、どの秘密鍵生成
器が使用されたのかを特定する情報を提供することもできる。例えば、該情報は、サーバ
名、ＩＰアドレスなどによって、秘密鍵生成器を識別する情報であってもよい。この例で
は、識別された秘密鍵生成器は、送信者がメッセージの暗号化に用いた公開パラメータ情
報を作成するために使用されたものである。したがって、この識別された秘密鍵生成器は
、受信者が該メッセージを復号化するために用いるべき対応する秘密鍵を生成するのに適
した秘密鍵生成器となる。このように、適切な秘密鍵を取得するために、受信者は秘密鍵
生成器を識別する情報を用いることもできる。
【００１８】
　別の例として、「バージョン」付きの公開パラメータ情報が生成される環境では、メッ
セージとともに秘密鍵の識別情報を提供し、使用すべき適切な秘密鍵（すなわち、暗号化
中に用いられた公開パラメータ情報のバージョンに対応する秘密鍵）を受信者が識別する
手助けをすることもできる。
【００１９】
　通信網において秘密鍵生成器から秘密鍵を取得することもできる。また、秘密鍵をロー
カル（例えば、受信者の装置の秘密鍵データベース）に記憶させることもできる。送信者
から受け取った秘密鍵の識別情報を用いて、メッセージを復号化するために用いる適切な
秘密鍵を受信者が取得するのを支援してもよい。例えば、秘密鍵の識別情報を用いて、コ
ンタクトを取るべき正しい秘密鍵生成器を、またはメッセージの暗号化に用いられた正し
いバージョンの公開パラメータ情報を受信者が識別するのを手助けしてもよい。秘密鍵の
識別情報を用いて、適切な秘密鍵をローカルで（以前に記憶されていれば）取得してもよ
いし、あるいは通信網上で秘密鍵生成器から取得してもよい（その後、次回の復号化のた
めにローカルに記憶させてもよい）。
【００２０】
　必要であれば、電子メールメッセージの受信者フィールドに、秘密鍵の識別情報を提供
してもよい。例えば、電子メールメッセージの受信者フィールドに含まれる鍵情報フィー
ルドの一部として、所与の秘密鍵生成器を実装するために用いられているサーバの名前ま
たは公開パラメータのバージョン番号情報を提供することもできる。また、公開パラメー
タ情報そのものなど、その他の情報を受信者情報フィールドに提供することもできる。
【００２１】
　ハッシュ関数を用いて、鍵情報フィールドに含まれる情報を変換することもできる。こ
の構成は、鍵サーバの同一性情報、ユーザがセキュア電子メール（ユーザの通常の電子メ
ールアドレスとは異なる場合もある）を送るためだけに使用することができる特別な「暗
号化」同一性情報など、鍵情報フィールドに含まれる機密情報である可能性もある情報を
隠蔽するのに役立つ場合もある。また、ハッシュ関数の出力は通常、入力よりも短くなる
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ため、ハッシュ関数を用いるアプローチでは鍵情報フィールドが短くなりやすい。
【００２２】
　メッセージの暗号化に用いられる同一性ベースの暗号化の暗号技術に、受信者の電子メ
ールアドレス、有効期間を連結した受信者の電子メールアドレス、またはその他の適切な
受信者識別子など、受信者識別子情報に基づく同一性ベースの暗号化の公開鍵を用いても
よい。また、暗号化中に使用される公開鍵は、公開パラメータのバージョン番号、秘密鍵
生成器の識別情報など、他の情報に基づくものであってもよい。
【００２３】
　本発明の更なる特徴、本質、および種々の利点は添付の図面ならびに以下の好ましい実
施形態の詳細な説明から、明確になるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　（好ましい実施形態の詳細な説明）
　図１に、本発明に従った例示的な同一性ベースの暗号化の暗号システム１０の一部を示
す。システム１０において、同一性ベースの暗号化スキームを用いて、様々な場所にいる
ユーザがセキュアに通信することができる。システムのユーザは、個人、組織、あるいは
その他の任意の適切な者またはエンティティであってもよい。ユーザは、ユーザ装置デバ
イス１２を用いて相互に通信することもできる。例えば、装置１２には、パーソナルコン
ピュータ、ポータブルコンピュータ、メインフレームコンピュータ、ネットワークでつな
がれたコンピュータまたは端末、電気通信装置、ハンドヘルドコンピュータまたはパーソ
ナルデジタルアシスタント、あるいは携帯電話などのコンピューティング装置を含めるこ
ともできる。複数のユーザが同一のデバイスを使用してもよい。例えば、ユーザの集合は
、ローカルエリアネットワークでホストコンピュータに接続されている１台のコンピュー
タ端末を共同で使用することもできる。これらは、システム１０のユーザが使用可能であ
るプラットフォームの種類の単なる具体例に過ぎず、必要であれば、ユーザ装置１２は任
意の適切な電子装置を基づくものであってもよい。
【００２５】
　ユーザ装置デバイスは通信網１４によって相互に接続されてもよい。例えば、ネットワ
ーク１４はインターネット、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、
公衆交換電話網、仮想プライベートネットワーク、有線ネットワーク、無線ネットワーク
、専用回線、光ファイバでつながれている経路またはケーブルでつながれている経路ある
いは他の有線または無線の経路を基盤としたネットワーク、もしくはその他の任意の適切
なネットワーク技術またはこのようなネットワークの組み合わせを用いて形成されている
ネットワークであってもよい。
【００２６】
　同一性ベースの暗号化スキームの特徴をサポートするために、種々のコンピューティン
グデバイスをネットワーク１４に接続することもできる。例えば、秘密鍵生成器１６にあ
るコンピューティング装置を用いて、秘密鍵を配布してもよい。いくつかの構成において
、クライアントサーバアーキテクチャのサーバの機能を提供するために、このようなコン
ピューティング装置を用いることもできる。明確にするために、時にはこのようなサーバ
ベースの構成に即して、本発明を説明することとする。しかしながら、これは単なる例示
に過ぎず、必要であれば、システム１０において暗号化通信をサポートするための秘密鍵
および他の情報の配布に、任意の適切なコンピューティングデバイスの構成を用いてもよ
い。通常のサーバベースの構成では、サーバの機能を提供するために１台以上のコンピュ
ータを使用することもできる。サーバは、１台のコンピュータ用いて形成される場合もあ
るし、あるいは複数のコンピュータを用いて形成される場合もある。必要であれば、物理
的に異なる複数の場所に分散しているコンピュータによって、１台のサーバの機能を提供
することもできる。
【００２７】
　秘密鍵生成器１６は、通信網１４に接続されているサーバベースのプラットフォームな
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ど、適切なコンピューティングプラットフォームを基盤とするものであってもよい。必要
であれば、１つ以上の場所にある複数のコンピュータ（各コンピュータが秘密鍵を生成す
るのに必要な秘密情報の一部だけを持つこともできる）間で、秘密鍵生成器１６の鍵生成
機能を分割してもよい。明確にするために、本論考は主に秘密鍵生成器の構成に焦点を当
てることとする。該構成において、各秘密鍵生成器１６は、各生成器に固有に関連付けら
れたユーザに対して各生成器に固有の秘密鍵を個別に生成する。
【００２８】
　個人間での電子メールメッセージの送信など、いくつかのユーザ活動は手動で行う必要
がある。例えば、このようなメッセージを送信したいと思う人物は、メッセージを暗号化
して適切な受信者に送る前に、メッセージを作成しなければならない。
【００２９】
　システム１０における他のユーザ活動を自動化したり、あるいは半自動化したりするこ
ともできる。これらのユーザ活動は手動操作をほとんど介さずに、あるいは全く介さずに
行われる場合もある。単なる一例として、デバイス１２のユーザは、通信網１４上で暗号
化通信を使用し、他方のデバイス１２の口座名義人に対して暗号化された銀行取引明細の
配送を所望する銀行であってもよい。配布プロセスを自動化してもよい。これによってシ
ステムが適切にセットアッされてしまえば、銀行の装置では通常オペレータを介する必要
がなくなる。また、ユーザによる取引明細書の受け取りも自動化することができる。
【００３０】
　多くの異なる暗号アルゴリズムを用いて、同一性ベースの暗号化スキームを実装するこ
とができる。このようなスキームの１つが平方余剰に基づくものである（例えば、「Ａｎ
　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｂａｓｅｄ　Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｓｃｈｅｍｅ　Ｂａｓｅｄ　
ｏｎ　Ｑｕａｄｒａｔｉｃ　Ｒｅｓｉｄｕｅｓ，」　Ｅｉｇｈｔｈ　ＩＭＡ　Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｃｒｙｐｔｏｇｒａｐｈｙ　ａｎｄ　
Ｃｏｄｉｎｇ，　Ｄｅｃ．　２００１，　Ｒｏｙａｌ　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｃｏ
ｌｌｅｇｅ，　Ｃｉｒｅｎｃｅｓｔｅｒ，　ＵＫ，　ｂｙ　Ｃｌｉｆｆｏｒｄ　Ｃｏｃｋ
ｓを参照のこと）。別の適切なスキームは楕円曲線に基づくものである（例えば、「Ｉｄ
ｅｎｔｉｔｙ－Ｂａｓｅｄ　Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　Ｗｅｉｌ　Ｐａ
ｉｒｉｎｇ，」　ｂｙ　Ｄａｎ　Ｂｏｎｅｈ　ａｎｄ　Ｍａｔｔｈｅｗ　Ｆｒａｎｋｌｉ
ｎ，　ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ａｂｓｔｒａｃｔ　ｉｎ　ＡｄＶａｎｃｅｓ　ｉｎ　Ｃｒｙｐ
ｔｏｌｏｇｙ　－　Ｃｒｙｐｔｏ　２００１，　Ｌｅｃｔｕｒｅ　Ｎｏｔｅｓ　ｉｎ　Ｃ
ｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　Ｖｏｌ．　２１３９，　Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒ
ｌａｇ，　ｐｐ．　２３１－２２９，　Ａｕｇ．　２００１．また、ｈｔｔｐ：／／ｅｐ
ｒｉｎｔ．ｉａｃｒ．ｏｒｇ／２００１／０９０　ｂｙ　Ｄａｎ　Ｂｏｎｅｈ　ａｎｄ　
Ｍａｔｔｈｅｗ　Ｆｒａｎｋｌｉｎも参照のこと)。ＢｏｎｅｈおよびＦｒａｎｋｌｉｎ
の研究で説明されているアプローチを用いると、同一性ベースの暗号化は、ベイユペアリ
ング（Ｗｅｉｌ　Ｐａｉｒｉｎｇ）またはテイトパーリング（Ｔａｔｅ　Ｐａｒｉｎｇ）
などの双線形写像の性質に基づいたものになる。明確にするために、例えばＢｏｎｅｈお
よびＦｒａｎｋｌｉｎによって説明された楕円曲線を実装する同一性ベースの暗号化に即
して、本発明の態様を説明する場合もある。しかしながら、これは単なる例示に過ぎず、
必要であれば、システム１０とともに同一性ベースの暗号化の任意の適切なアプローチを
用いてもよい。
【００３１】
　一方のデバイス１２の送信者から別のデバイス１２の受信者へ送られるメッセージは、
セキュアな方法で電子的に伝えられるものであればいかなるデジタル情報（例えば、テキ
スト、グラフィック、オーディオ、ビデオ、コマンド、実行可能なコード、データなど）
であってもよい。システムがセットアップされると、図１の秘密鍵生成器１６は最初に、
マスタシークレットｓを取得したり、あるいは生成したりする。例えば、秘密鍵生成器は
、不正操作ができない格納装置内に格納されているプロセッサによって、秘密鍵生成器に
おいてランダムに生成される番号からマスタシークレットを作成することもできる。また
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、マスタシークレットを別の場所で作り、秘密鍵生成器１６に配送することもできる。マ
スタシークレット（時には、秘密マスタ鍵またはマスタ鍵とも呼ばれる）は秘密情報であ
る。秘密鍵生成器は、これを生成または取得後、このマスタシークレットを使用して、シ
ステムの受信者がメッセージの復号化に用いる秘密鍵を生成したり、また送信者がメッセ
ージの暗号化に用いる公開パラメータ情報を生成したりする。
【００３２】
　マスタシークレットｓの取得後、秘密鍵生成器は公開パラメータ情報を生成する。Ｂｏ
ｎｅｈ等の前述の研究の同一性ベースの暗号化アプローチにおいて生成される公開パラメ
ータ情報は、公開パラメータＰとｓＰとを含む。秘密鍵生成器によって（例えば、乱数発
生器を用いて）パラメータＰを最初に生成してもよい。その後、秘密鍵生成器によってパ
ラメータｓＰを生成してもよい。ＢｏｎｅｈおよびＦｒａｎｋｌｉｎの研究のｓとＰの「
乗算」は、楕円曲線上の点と整数との乗算を用いることによって行われる。乗算（ｓＰの
算出）は容易であるが、逆算（既知のＰとｓＰからｓを求めること）は実質的に不可能で
ある。
【００３３】
　公開パラメータ情報（例えば、楕円曲線に基づく同一性ベースの暗号化プロセスでは、
パラメータＰとｓＰ）は数字であってもよい。一般に、数字、文字、シンボルおよび情報
を表現する他のこのようなスキームは等価である。時にはある種の情報（例えば、マスタ
シークレットまたは公開パラメータ）は数字の形で記載される場合もあるだろうし、また
時にはある種の情報（例えば、ユーザの同一性）は少なくとも一部が文字の形（例えば、
電子メールアドレスの形）で記載される場合もある。これらの表現の異なるスキームは本
来等価であるため、本明細書中では、文字またはシンボルから数字への変換に関連する技
術、複数の数字または文字列を1つの数字として表す技術、あるいは他のこのような操作
を詳しく説明しない。
【００３４】
　公開パラメータ情報（例えば、公開パラメータＰとｓＰ）を求めた後、秘密鍵生成器に
よってこの情報を公開してもよい。例えば、秘密鍵生成器１６にあるコンピューティング
装置（例えば、サーバ）を用いて、通信網１４上でこの情報を利用可能にしてもよい。公
開パラメータ情報を電子メールでユーザに送ることもできる。必要であれば、公開パラメ
ータ情報を要求に応じてユーザに提供する（例えば、サーバからダウンロードすることに
よって、メッセージの形で、あるいはその他の任意の適切な構成を用いることによって）
こともできる。ダウンロード可能なソフトウェアモジュールまたはパッケージの一部とし
て、あるいはプリインストールされているソフトウェアモジュールまたはパッケージの一
部として、公開パラメータ情報（例えば、公開パラメータＰとｓＰ）を配布することもで
きる。例えば、電子メールアプリケーション、ウェブブラウザ、もしくはユーザのパーソ
ナルコンピュータまたは他のユーザ装置１２とともに配布されるか、あるいは後刻にダウ
ンロードされる（例えば、プラグインまたはスタンドアロンのパッケージの形で）その他
の通信用アプリケーションまたはインターネット用アプリケーションに、公開パラメータ
情報を組み込むこともできる。
【００３５】
　公開パラメータ情報が２つ以上のパラメータを含む場合、パラメータを同時に配布して
もよいし、あるいは個別に配布してもよい。例えば、パラメータＰとｓＰとを同時に配布
してもよいし、あるいは個別に配布してもよい。パラメータＰおよびｓＰを個別に配布す
る場合、異なる配布メカニズムを用いて各パラメータを配布することもできる。例えば、
Ｐをユーザのソフトウェアに盛り込むこともでき、ｓＰをインターネットで配布すること
もできる。さらに、ＰとｓＰを結合して、これらに相当する１つの番号またはパラメータ
を形成してもよいし、あるいはＰとｓＰをさらに分割してもよい（例えば、３つ以上の公
開パラメータのサブパーツを作るように）。必要であれば、公開パラメータ情報（例えば
、公開パラメータＰとｓＰ）を手動で（例えば、手紙によって、あるいはディスケットま
たはコンピュータで読み取りが可能な他の媒体をユーザに配布することによって）配布し
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てもよい。
【００３６】
　システム１０には、複数の秘密鍵生成器があってもよい。さらに、秘密鍵生成器は、複
数のバージョンの公開パラメータ情報（例えば、異なるＰの値、すなわちＰＶＥＲＳＩＯ

Ｎ－１、ＰＶＥＲＳＩＯＮ－２などに基づいて）を生成してもよい。前述の配布技術のい
ずれか、またはこのような技術の組み合わせ、あるいはその他の適切な配布技術を用いて
、様々なバージョンを持つ各秘密鍵生成器の公開パラメータ情報を配布してもよい。これ
らの配布方法は単なる例示に過ぎず、必要であれば、公開パラメータ情報を公開するため
に任意の適切な技術を用いてもよい。
【００３７】
　別のユーザ（すなわち、受信者）へ暗号化されたメッセージを送信したいと思っている
ユーザ（すなわち、送信者）に公開パラメータ情報（例えば、公開パラメータＰおよびｓ
Ｐ）が提供されると、送信者はメッセージを暗号化して受信者に送ることもできる。受信
者が暗号化されたメッセージを受け取ったときに、あるいはメッセージを受け取る以前、
すなわち受信者が自分の位置にある装置をセットアップしたときまたは更新したときなど
に、受信者は秘密鍵生成器から自身の秘密鍵を取得する。
【００３８】
　送信者側の暗号化プロセスでは、入力として（１）公開パラメータ情報、および（２）
受信者の同一性に基づく公開鍵Ｑを用いるため、このような暗号化は同一性ベースの暗号
化（ＩＢＥ：Ｉｄｅｎｔｉｔｙ－Ｂａｓｅｄ　Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ）と呼ばれている。
ユーザの同一性を任意の適切な文字列、数字、またはシンボルによって表してもよい。例
えば、受信者の電子メールアドレス、名前、また社会保障番号によって、メッセージ受信
者の同一性を表すこともできる。従来の公開鍵暗号スキームでは、目的の受信者のＲＳＡ
公開鍵を取得するのに様々な煩わしさが必ず伴う。ＩＢＥスキームの利点は、送信者は通
常このような煩わしさが伴うことなく目的の受信者の同一性（例えば、電子メールアドレ
ス）を求めることができることである。例えば、ＩＢＥ公開鍵は、ユーザの電子メールア
ドレスと同一の（または、これに基づく）ものであってもよく、これは容易に取得可能で
ある。
【００３９】
　秘密鍵生成器１６は、該秘密鍵生成器に関連付けられている複数のユーザそれぞれに対
して、これらのユーザそれぞれの公開鍵（Ｑの）に基づいて（すなわち、ユーザの同一性
に基づいて）秘密鍵を生成することもできる。
【００４０】
　システム１０で用いる公開鍵Ｑの形式は所望される安全対策に依存する。例えば、ユー
ザの同一性（すなわち、電子メールアドレス）だけでなく有効期間情報にも基づくＱの値
を形成するために、有効期間（例えば、現在の年月日、現在の月、２００３年１月２日－
２００３年１月１０日などの開始および終了年月日、あるいは、その他の任意の適切な時
間関連の日付スタンプ情報などの日付または期間）を各ユーザの電子メールアドレスに自
動的に連結することによって、システム１０でユーザの権限が自動的に失効するようにも
できる。
【００４１】
　別の例として、公開鍵Ｑ（すなわち、Ｑ＝ｊｏｅ＠ｎａＶｙ．ｃｏｍ｜ｔｏｐ＿ｓｅｃ
ｒｅｔなど）を形成する際に、セキュリティクリアランスレベル情報を各ユーザの電子メ
ールアドレスと連結するか、または別の方法で付加することによって、セキュリティクリ
アランスレベルに基づいて、ユーザの権限を制限することもできる。これらのアプローチ
は、各ユーザ用の公開鍵（例えば、各ユーザ用のＱ）を形成する際に、ユーザの電子メー
ルアドレスなどのユーザ同一性に追加の基準を付加できる方法の単なる例示であって、必
要であれば、公開鍵を形成するために任意の適切なアプローチを用いてもよい。
【００４２】
　所与の受信者に対して暗号化されたメッセージを送信したいとき、送信者は通常、受信
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者の同一性（例えば、受信者の電子メールアドレス）を知っておく必要がある。また、場
合によっては、追加の公開鍵情報（例えば、有効期間、セキュリティレベルなど）からユ
ーザの公開鍵Ｑを構築する方法も知っておく必要がある。さらに、送信者は、公開パラメ
ータ情報（例えば、ＰとｓＰ）を取得する必要もある。メッセージを伝送する前に、送信
者は、受信者に宛てたメッセージのコンテンツを暗号化するために、同一性ベースの暗号
化（ＩＢＥ）プロセス（例えば、前述のＢｏｎｅｈおよびＦｒａｎｋｌｉｎの研究のプロ
セス）を用いてもよい。ＩＢＥプロセスでは、入力として（１）暗号化するメッセージ、
（２）公開パラメータ情報（例えば、ＰとｓＰ）、および（３）メッセージが送られる所
与の受信者の同一性に基づく公開鍵Ｑを取り込むこともできる。ＩＢＥプロセスは出力と
して、暗号化されたバージョンのメッセージを作る。
【００４３】
　通信網１４上で、送信者が受信者に暗号化されたメッセージを伝送した後、該受信者は
これを受け取り、受け取ったメッセージを適切な秘密鍵を用いて復号化してもよい。メッ
セージの復号化に用いられる秘密鍵は、メッセージを暗号化する際に用いられた同一性ベ
ースの暗号化の公開鍵Ｑと公開パラメータ情報（例えば、ＰおよびｓＰ）とに関連する。
メッセージの復号化には、公開鍵に適合する秘密鍵のみを用いてもよい。秘密鍵を生成す
るためには、マスタシークレットｓを知っておく必要がある。そのため、秘密鍵生成器１
６のみが受信者の公開鍵Ｑに基づく受信者の秘密鍵を生成することができる。
【００４４】
　適切なアプローチの１つでは、ｓＱの値を算出するために適切な数学関数（例えば、楕
円曲線上の点と整数との乗算）を用いることによって、受信者の同一性Ｑとマスタシーク
レットｓとから受信者用の秘密鍵を生成してもよい。秘密鍵を受信者に発行する前に、受
信者からの認証情報を用いて受信者の同一性を検証することもできる。
【００４５】
　任意の適切な手動または自動の認証技術を用いてもよい。例えば、受信者の公的なレタ
ーヘッドについての手紙を秘密鍵生成器１６へファックスあるいは郵便で送るように受信
者に求め、担当者または秘密鍵生成器の自動化された装置が、認証のために該レターヘッ
ドを検査してもよい。別の例として、バイオメトリック識別技術（例えば、指紋分析、目
のスキャニング、掌紋または声紋分析、顔認証方法、または、対面の身元確認）を用いる
こともできる。認証プロセスに受信者と秘密鍵生成器との間の電気通信が伴う場合、受信
者と秘密鍵生成器との間の通信経路はセキュアなものでなければならない。信頼できない
者が通信経路を使用できない場合、該通信経路をセキュアなものとみなすこともできる。
例えば、秘密鍵生成器１６と受信者との間のネットワークは、秘密鍵生成器または別の信
頼できるエンティティによって制御されているプライベート回線であってもよい。別の例
として、セキュアなウェブブラウザリンク用いて（例えば、セキュアソケットレイヤプロ
トコルを用いて）、セキュアなチャンネルをサポートすることもできる。
【００４６】
　秘密鍵生成器１６が受信者の同一性を認証して該受信者の秘密鍵を生成する方法はどの
ようなものであってもよいが、受信者には、メッセージの復号化に使用する該秘密鍵が提
供されなければならない。受信者に秘密鍵を提供するために、任意の適切な技術を用いて
もよい。例えば、電子メールまたは他の適切なメッセージで、受信者に秘密鍵を伝送して
もよい。また、インターネット上で、該秘密鍵をダウンロード（スタンドアロンのダウン
ロードが可能なアプリケーションまたはダウンロード可能なプラグインモジュールの一部
として、あるいは、スタンドアロンの鍵として、など）できるようにしてもよい。秘密鍵
生成器１６と受信者の装置１２との間の電気通信に、セキュアな通信チャネルを用いるこ
ともできる。必要であれば、受信者の装置に秘密鍵をプリインストールしてもよく、こう
すると、受信者が該装置を初めて使う際に、受信者はこの秘密鍵を使用することができる
。また、郵便または宅配便によって（例えば、コンピュータディスクまたはメモリチップ
などのコンピュータで読み取り可能な媒体に記録して）秘密鍵を配布することもできる。
【００４７】
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　必要であれば、受信者は秘密鍵をローカルに（例えば、受信者の装置の記憶回路または
ハードドライブなどのストレージデバイス上のデータベースに）記憶させてもよい。秘密
鍵をローカルに記憶させておけば、受信者は次回メッセージを復号化する必要が生じたと
きに、この秘密鍵を検索することができ、通信網上で秘密鍵の新たなコピーを取得するた
めに、秘密鍵生成器にコンタクトを取る必要はない。秘密鍵がローカルに置かれていない
場合は、以前に記憶された秘密鍵生成器についてローカルリストを調べたり、ディレクト
リにリストアップされている秘密鍵生成器を調べたり、メッセージとともに提供された情
報に基づいて１つ以上の秘密鍵生成器とコンタクトを取ったり、あるいは、その他の任意
の適切な技術を用いたりして、受信者は適切な秘密鍵生成器から秘密鍵を取得することも
できる。
【００４８】
　復号化および暗号化のプロセスの効率をよくするために、２段階の復号化技術を用いて
もよい。該技術では、受信者に伝送する前に、メッセージのコンテンツを暗号化するため
に、メッセージ鍵（例えば、対称メッセージ鍵）を用いる。その後、この対称メッセージ
鍵を暗号化するためにＩＢＥプロセスを用いる。送信者から受信者に送られるメッセージ
は、ＩＢＥで暗号化されたメッセージ鍵とメッセージ鍵で暗号化されたメッセージのコン
テンツとを含む。受信者側で、受信者はＩＢＥ秘密鍵を用いてメッセージ鍵を復号化し、
次に受信者は該メッセージ鍵を用いて残りのメッセージを復号化することもできる。
【００４９】
　「純粋な」または「一段階の」同一性ベースの暗号化アルゴリズムでは、該ＩＢＥアル
ゴリズムを単独で用いて、メッセージペイロード全体を暗号化する。しかし、該アルゴリ
ズムは計算量が膨大になることがある。例えば、純粋な同一性ベースの暗号化スキームで
は、おおよそ１０００バイト／秒のレートでデータを暗号化することができる一方で、Ｄ
ＥＳ３（３－ＤＥＳ－－データ暗号化標準（Ｄａｔａ　Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｓｔａｎ
ｄａｒｄ））などの対称暗号化アルゴリズムでは、およそ１００メガバイト／秒のレート
でデータを暗号化することができる。さらに、純粋なＩＢＥアルゴリズムを用いた場合、
ＩＢＥで暗号化されたデータブロックのサイズは、暗号化されていないバージョンの同一
データブロックよりも何オーダも大きくなることもある。したがって、送信者と受信者と
が対称メッセージ鍵などのメッセージ鍵をセキュアに交換できるようにするために、２段
階の同一性ベースの暗号化スキームを用いることが望ましい場合もある。この種の２段階
のＩＢＥ暗号スキームでは、ＩＢＥを用いてメッセージ鍵をセキュアに交換する一方で、
効率のよいメッセージ鍵暗号プロセス（例えば、３－ＤＥＳまたはアドバンストエンクリ
プションスタンダード（ＡＥＳ：ＡｄＶａｎｃｅｄ　Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄ
ａｒｄ）)を用いて、大部分のメッセージデータの暗号化および復号化をする。
【００５０】
　２段階の暗号化法では、「純粋な」ＩＢＥと効率のよい暗号化技術（例えば、３－ＤＥ
ＳまたはＡＥＳなどの対称鍵暗号化技術）とを組み合わせて用いる。２段階の暗号化法は
、システム１０の全体的なＩＢＥ暗号化の効率を改善させることができる。明確にするた
めに、本明細書中では、時にはこのようなハイブリッドのあるいは「２段階の」ＩＢＥ暗
号化スキームを単に「同一性ベースの暗号化」スキーム、または「ＩＢＥ」スキームとい
う場合もある。同様に、本明細書中では、時には純粋なＩＢＥスキーム（このスキームで
はＩＢＥのみが暗号化および復号化に用いられる）を「同一性ベースの暗号化」、または
「ＩＢＥ」スキームという場合もある。
【００５１】
　２段階のＩＢＥアルゴリズムでは、データ暗号化における効率化のためにメッセージ鍵
暗号化技術（例えば、３－ＤＥＳ技術または他の対称鍵技術）を選択することができる。
これによって、２段階のＩＢＥアルゴリズムような混合アルゴリズムでは、ＩＢＥ暗号化
アルゴリズムを用いてすべてのメッセージデータを暗号化する「純粋な」ＩＢＥ暗号化法
を用いた場合に比べ、効率を大幅に改善することができる。以下に詳述する適切な２段階
のアプローチの１つでは、暗号化されたメッセージ鍵フィールドにＩＢＥで暗号化された
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メッセージ鍵を含ませて、メッセージの受信者に伝送することもできる。
【００５２】
　図２に示すように、システム１０には２つ以上の秘密鍵生成器１６があってもよい。例
えば、様々な機関（例えば、様々な銀行、仲買店、企業、軍事基地、政府の支局、教育機
関など）はそれぞれ、関連する秘密鍵生成器を個別に持つこともできる。一般に、各秘密
鍵生成器は各生成器に固有のマスタシークレットと、各生成器に固有の公開パラメータ情
報（例えば、ＢｏｎｅｈおよびＦｒａｎｋｌｉｎの前述の研究で説明されている種類のア
プローチを用いる環境においては、各生成器に固有の公開パラメータ情報ＰとｓＰのセッ
ト）とを持つ。
【００５３】
　送受信者間で適切な通信を行うために、送信者および受信者の動作を調整する必要があ
る。特に、送信者はメッセージの暗号化をする際に、受信者が秘密鍵を取得するために使
用する秘密鍵生成器と同一の秘密鍵生成器に由来する公開パラメータ情報を用いる必要が
ある。システム１０において、任意の所与のユーザに関連付けられている可能な秘密鍵生
成器１６が複数存在する場合、所与のユーザにどの秘密鍵生成器が関連付けられているの
かを送信者に知らせるために、ディレクトリまたは他の適切なメカニズムを提供すること
が有益である。
【００５４】
　例えば、所与の受信者宛てのメッセージを適切に暗号化するために、送信者は、ネット
ワーク１４に接続されているディレクトリサービス１８または他の適切な装置を調べて、
該受信者の秘密鍵生成器の所属を調査することもできる。例えば、送信者が、関連する秘
密鍵生成器を持つ組織のメンバに対して暗号化されたメッセージを送信したい場合、この
送信者はディレクトリ１８を調べて、該組織のメンバ用秘密鍵生成器情報の位置を特定し
てもよい。この情報は、名前またはインターネット上の位置、あるいはその他の適切な識
別子によって、秘密鍵生成器の識別をすることもできる。次に、送信者はこの識別情報を
用いて、この秘密鍵生成器（または、その他の適切なソース）にコンタクトを取り、該受
信者宛てのメッセージを暗号化する際に用いる適切な公開パラメータ情報を取得すること
もできる。必要であれば、適切な公開パラメータ情報そのものをディレクトリ１８に直接
提供することもできる。
【００５５】
　この種のディレクトリ構成によって、送信者は、所与のユーザに宛てたメッセージの暗
号化にどのＩＢＥ公開パラメータ情報を用いるべきか判断できるようになる。また、別の
適切な構成を用いて公開パラメータ情報を公開することによって、これを配布することも
できる。送信者のメッセージを暗号化するために用いる適切な公開パラメータ情報（例え
ば、パラメータＰとｓＰ）は、目的の受信者のＩＢＥ秘密鍵（ｓＱ）を生成するために使
用されたマスタシークレットと同一のマスタシークレット（ｓ）を用いて生成された公開
パラメータ情報である。公開パラメータ情報と秘密鍵との間に対応がある場合、ＩＢＥス
キームを用いてメッセージを適切に暗号化および復号化できる。
【００５６】
　システム１０のいくらかのユーザは２つ以上の秘密鍵生成器と関連を持つこともできる
。例えば、あるユーザは第１の秘密鍵生成器を持つ銀行からＩＢＥで暗号化された通信を
受ける場合もあるし、また第２の秘密鍵生成器を持つ雇用主からＩＢＥで暗号化された通
信を受ける場合もある。
【００５７】
　この種の複数の秘密鍵生成器を有する環境では、受信者は、複数の秘密鍵を持つことも
でき、そのため、どの秘密鍵が所与の受信メッセージを復号化するために用いるべき正し
い秘密鍵であるのか判断しなければならない場合もある。
【００５８】
　さらに、複数の秘密鍵生成器を備えるシステム環境では、メッセージ送信者はメッセー
ジを暗号化する前に、どの公開パラメータ情報が使用に適した公開パラメータ（例えば、
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銀行の秘密鍵生成器に関連する公開パラメータ情報、雇用主の秘密鍵生成器に関連する公
開パラメータ情報、あるいは他のエンティティに関連する公開パラメータ情報）であるの
か通常判断する必要がある。
【００５９】
　送信者は、ユーザのディレクトリ（例えば、ディレクトリ１８などのディレクトリ）に
含まれる目的の受信者についての情報を調査することによって、メッセージの暗号化に用
いる公開パラメータを判断することもできる。また、送信者は秘密鍵生成器から、受信者
から、あるいはその他の適切なソースから、使用すべき適切な公開パラメータ情報につい
ての情報を取得することもできる。
【００６０】
　受信者がメッセージを受け取ると、受信者は自身の各秘密鍵を用いてメッセージの復号
化を試みることができる。これによって、更なる動作を伴わずにメッセージの復号化に成
功することができる。しかし、時には多数のステップが必要となる場合（例えば、秘密鍵
を取得するプロセスに、試みを行う度にポップアップパスワードウィンドウまたは他の認
証ステップに応答するなどのユーザステップが伴う場合）もある。
【００６１】
　必要であれば、受信者はディレクトリ内の秘密鍵生成器についての情報を調べることが
できる。一例として、受信者が復号化されたメッセージを受け取ると、ユーザはディレク
トリにリストアップされている秘密鍵生成器のいくつか、あるいはすべてにおいて、適切
な秘密鍵の取得を試みてもよい。このアプローチは、種々の秘密鍵生成器の数が多くない
システム１０で特に満足な結果を得ることができる。
【００６２】
　別の適切な構成では、送信者は、メッセージとともに秘密鍵の識別情報を提供すること
によって、受信者が正しい秘密鍵の位置を特定するのを支援することもできる。受信者は
、自身の秘密鍵のうちどれがメッセージの復号化に用いるべき正しい秘密鍵であるのかを
識別するために、この秘密鍵の識別情報を用いることができる。図３に、秘密鍵の識別情
報２２を含む例示的なメッセージ２０の図を示す。
【００６３】
　秘密鍵の識別情報２２として、送信者の電子メールアドレスについての情報など、メッ
セージ２０のヘッダに含まれる情報を用いることもできる。この場合、受信者は、送信者
の電子メールアドレスによって提供される情報から使用すべき適切な秘密鍵を判断するこ
ともできる。例えば、送信元が自身の銀行であることがわかるメッセージを受信者が受け
取ると（例えば、メッセージヘッダに含まれる送信者情報が受信者の銀行のものと一致す
ると）、受信者は、自身の銀行の秘密鍵生成器がメッセージに関連しており、また自身の
秘密鍵のうちメッセージを復号化するために用いるべき適切な鍵は、銀行の秘密鍵生成器
に関連する秘密鍵であることを推測することができる。銀行が受信者に宛てたメッセージ
を暗号化するために用いた公開パラメータ情報は、秘密鍵の生成に用いられた秘密鍵生成
器と同一の秘密鍵生成器によって生成されているので、該秘密鍵を用いればメッセージを
正しく復号化することができる。
【００６４】
　送受信者間には、事前に関連が存在しない場合もあれば、あるいは通常のメッセージヘ
ッダ情報から送信者の同一性を突き止めることが難しい場合もある。したがって、メッセ
ージ２０とともに、他の種類の秘密鍵の識別情報を提供することが有効である場合もある
。例えば、秘密鍵の識別情報として、暗号化されたメッセージに関連する秘密鍵生成器の
名前を用いてもよい。テキスト文字列として、数字として、ネットワーク１４上で秘密鍵
生成器１６の位置を特定するＵＲＬまたはＩＰアドレスとして、あるいは秘密鍵生成器１
６を一意にまたは正確に識別するために使用可能なその他の任意の適切な識別子として、
この名前を提供してもよい。この情報を用いると、所与のメッセージの受信者は適切な秘
密鍵生成器１６の位置を容易に特定でき、該秘密鍵生成器から秘密鍵を請求することがで
きる。その後、所与のメッセージの復号化に該秘密鍵を用いることができる。
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【００６５】
　図４に、システム１０において、セキュアなメッセージの送受をするための秘密鍵の識
別情報の使用に関わる例示的なステップを示す。ステップ２４において、ＩＢＥで暗号化
されたメッセージと、関連する秘密鍵の識別情報とを送信者側で生成する。例えば、メッ
セージペイロードを暗号化するためにメッセージ鍵を用いてもよいし、また、該メッセー
ジ鍵を暗号化するためにＩＢＥ暗号化プロセスを用いてもよい。ネットワークで伝送され
るメッセージは、暗号化されたメッセージペイロードと暗号化されたメッセージ鍵とから
構成される。ＩＢＥ暗号化プロセスではメッセージ鍵を暗号化する際に、入力として、目
的の受信者の公開鍵Ｑと、該受信者に関連付けられた所与の秘密鍵生成器から受け取る公
開パラメータ情報とを用いてもよい。送信者はメッセージに秘密鍵の識別情報（例えば、
関与する所与の秘密鍵生成器を具体的に識別するサーバ名または他の情報）を付加するこ
ともできる。
【００６６】
　ステップ２６において、暗号化されたメッセージを、それに関連する秘密鍵の識別情報
とともに送信者から受信者へ伝送することができる。
【００６７】
　ステップ２８において、受信者は暗号化されたメッセージと秘密鍵の識別情報とを受け
取ることができる。
【００６８】
　ステップ３０において、受信者は、秘密鍵の識別情報を用いて、メッセージの復号化に
自身のどの秘密鍵を用いるべきかを識別することができ、該秘密鍵の識別情報を用いて秘
密鍵のコピーを取得することもできる。
【００６９】
　例えば、秘密鍵の識別情報によって、メッセージの暗号化に用いられた（または、メッ
セージ鍵の暗号化に用いられた）ＩＢＥ公開パラメータ情報を生成するために用いられた
特定の秘密鍵生成器のネットワーク上での位置を識別することもできる。秘密鍵の識別情
報によって、秘密鍵を直接的に（例えば、秘密鍵に直接関連する識別子によって）識別す
ることもできるし、あるいは間接的に（例えば、秘密鍵に関連する秘密鍵生成器を識別す
ることによって、または秘密鍵に関連する秘密鍵生成器に関連付けられた公開パラメータ
を識別することによって）識別することもできる。これらは単なる具体例に過ぎず、受信
者が自身のどの秘密鍵を使用すべきかということを識別できるように、任意の適切な秘密
鍵の識別情報を用いてもよい。
【００７０】
　受信者側にあるローカル秘密鍵データベースから、特定された秘密鍵を検索してもよい
。ローカルデータベースから該秘密鍵を入手できない場合、受信者は適切な秘密鍵生成器
から該秘密鍵を取得してもよい。例えば、受信者は手動で、自動で、あるいは手動と自動
のステップの組み合わせを用いて、ネットワーク１４上で適切な秘密鍵生成器１６にコン
タクトを取り、該秘密鍵を取得してもよい。秘密鍵生成器は、適切な秘密鍵（例えば、受
信者の同一性ベースのＩＢＥの公開鍵と該秘密鍵生成器のマスタシークレットとに基づく
鍵ｓＱ）を生成する前に、受信者の同一性を認証し、受信者がメッセージの内容にアクセ
ス権限を持つことを検証してもよい。必要であれば、受信者は秘密鍵を保存することもで
きる（例えば、ローカルの秘密鍵データベースに）。記憶装置、ハードドライブ、あるい
は受信者の装置の他のローカルストレージを用いて、ローカル秘密鍵データベースを実装
することもできる。同一の秘密鍵生成器に関連する新たなメッセージを受け取り受信者が
秘密鍵を必要とするまで、記憶させた秘密鍵を保存しておいてもよい。
【００７１】
　ステップ３２において、受信者（すなわち、メッセージを受信する装置１２）はメッセ
ージを復号化するために、取得した秘密鍵を用いてもよい。純粋なＩＢＥの構成では、Ｉ
ＢＥで暗号化されたペイロードの復号化に該秘密鍵を用いることもできる。２段階のＩＢ
Ｅスキームでは、ＩＢＥで暗号化されたメッセージ鍵の復号化に該秘密鍵を用いることも
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できる。その後、メッセージ鍵で暗号化されたペイロードの復号化に、復号化されたメッ
セージ鍵を用いることもできる。
【００７２】
　システム１０において交換されるメッセージは、インスタントメッセージ、電子メール
メッセージ、またはその他の任意の適切な種類のメッセージであってもよい。図５に、例
示的なメッセージフォーマットを示す。図５の例において、メッセージ２０は、ヘッダ３
４、受信者情報ブロック３６、およびペイロード部３８を有する。ヘッダ３４は、受信者
の電子メールアドレス情報、送信者の電子メールアドレス情報、件名情報、伝送日時情報
などのプロトコルに固有の情報を含むことができる。ペイロード３８は、任意の適切なテ
キスト、メディア、コード、または他の内容であってもよい。メッセージ鍵（例えば、３
－ＤＥＳ鍵またはＡＥＳ鍵などの対称メッセージ鍵）を用いて、ペイロードを暗号化して
もよい。またＩＢＥを用いて、該メッセージ鍵を暗号化してもよい。ＩＢＥで暗号化され
たメッセージ鍵を受信者情報ブロック３６に置くこともできる。
【００７３】
　受信者情報ブロック３６は受信者情報フィールドを含み、該受信者情報フィールドはメ
ッセージの各受信者に対して、鍵情報フィールド３６ａと、暗号化されたメッセージ鍵フ
ィールド３６ｂとを有する。例えば、受信者が１人だけである場合、受信者情報ブロック
３６には１つの鍵情報フィールドとこれに対応する１つの暗号化されたメッセージ鍵フィ
ールドとを含ませてもよい。
【００７４】
　暗号化されたメッセージ鍵フィールドに、ＩＢＥで暗号化されたメッセージ鍵を置くこ
ともできる。複数の受信者がいる場合、各暗号化されたメッセージ鍵フィールド用にメッ
セージ鍵を個別に暗号化してもよい。例えば、受信者１の公開鍵と、秘密鍵生成器１から
取得する公開パラメータ情報とに基づくＩＢＥを用いて、受信者１が使用するメッセージ
鍵のコピーを暗号化してもよく、また一方で、受信者２の公開鍵と、秘密鍵生成器２から
取得する公開パラメータ情報とに基づくＩＢＥを用いて、受信者２が使用するメッセージ
鍵のコピーを暗号化してもよい。結果として得られる暗号化されたメッセージ鍵を対応す
る暗号化されたメッセージ鍵フィールドに格納することもできる。どの受信者がどの受信
者情報フィールドに関連付けられているのかを識別するために、各受信者フィールドに含
まれる鍵情報フィールド３６ａを用いてもよい。必要であれば、受信者に関連付けられて
いる鍵情報フィールドに各受信者用の秘密鍵の識別情報を提供することもできる。
【００７５】
　図６に示すように、メッセージ２０は、標準的なＳ／ＭＩＭＥ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｕｒｐｏｓｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｍａｉｌ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ）電子メール
メッセージに基づくフォーマットを用いる電子メールメッセージとすることができる。図
６の図に示すように、メッセージ２０はＳ／ＭＩＭＥメールヘッダ３４を含んでもよい。
送信者の同一性など、図５または図６のメールヘッダ３４に含まれる情報を秘密鍵の識別
情報として用いることもできる。例えば、受信者は、ヘッダ３４のヘッダ情報を用いて、
所与のメッセージが自身の銀行から送られたのかを判断することもできる。次に受信者は
この情報を用いて、ローカルストレージまたは自身の銀行の秘密鍵生成器から秘密鍵を取
得してもよい。受信者情報ブロック３６に（例えば、各鍵情報フィールド３６ａに）秘密
鍵の識別情報を提供することもできる。
【００７６】
　メッセージ２０の暗号化コンテンツの位置（例えば、暗号文４４の位置）を識別するた
めに、暗号文開始位置マーカ４０および暗号文終了位置マーカ４２を用いてもよい。必要
であれば、メッセージ２０に添付物４６を１つ以上含め、必要に応じて該添付物を暗号化
してもよい。
【００７７】
　メッセージ２０に署名がしたければ、送信者は、デジタル署名ブロック４８にデジタル
署名を置くことによって署名することもできる。送信者は任意の適切な技術を用いて、デ
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ジタル署名を生成してもよい。例えば、送信者は、受信者が秘密鍵に対応するＲＳＡ公開
鍵で検証することのできるＲＳＡ秘密鍵を用いて、デジタル署名を生成してもよい。
【００７８】
　メッセージ２０の暗号化にどの暗号化アルゴリズムまたはアルゴリズム類が使用された
のかを特定するアルゴリズム識別子を保持するために、アルゴリズム識別子ブロック５０
を用いることもできる。例えば、アルゴリズム識別子によって、メッセージ鍵の暗号化に
ＩＢＥアルゴリズムバージョン２．２が使われていることと、メッセージペイロード暗号
化アルゴリズムとして、メッセージのペイロードの暗号化に３－ＤＥＳ暗号化アルゴリズ
ムが使われていること（すなわち、メッセージ鍵が３－ＤＥＳメッセージ鍵である）とを
特定することもできる。他の例示的なアルゴリズムＩＤには、ＩＢＥ＋３－ＤＥＳ、ＩＢ
Ｅ＋ＡＥＳ、ＩＢＥＶ．３＋３－ＤＥＳ、ＩＢＥＶ．４＋３－ＤＥＳなどが含まれる。英
数字の文字列、バイナリコード、あるいはその他の適切な表現を用いて、アルゴリズムＩ
Ｄを表現することもできる。各受信者に対して個別のアルゴリズム識別子エントリがあっ
てもよいし、あるいはすべての受信者に対して使用されている暗号アルゴリズム（類）を
特定するアルゴリズム識別子が１つあってもよい。必要であれば、アルゴリズム識別子ブ
ロック５０のフォーマットはＳ／ＭＩＭＥ電子メール標準に従ってもよい。
【００７９】
　図７の図は、送受信者間でセキュアなメッセージングをサポートするために、ＩＢＥ暗
号技術をどのように使用することができるのかを示す。
【００８０】
　適切なタイミングで（例えば、セットアッププロセスのとき、または後刻の受信者がメ
ッセージを復号化する必要があるとき）、ＩＢＥ秘密鍵を受信者に提供することができる
。例示的なアプローチの１つにおいて、受信者は秘密鍵を請求してもよく（ステップ１）
、秘密鍵生成器１６から受信者に該鍵が配送されてもよい（ステップ２）。受信者は、秘
密鍵データベース５２に秘密鍵を格納することもできる。メッセージを復号化する場合、
ネットワーク上での鍵の電子配送を請求する前に、受信者はデータベース５２に問い合わ
せて秘密鍵のローカルコピーの位置を特定してみることもできる。
【００８１】
　メッセージを送信するために、送信者はメッセージ鍵（例えば、３－ＤＥＳまたはＡＥ
Ｓメッセージ鍵）を生成してもよい（ステップＡ）。次に、送信者は目的の受信者の公開
パラメータ情報（例えば、公開パラメータＰとｓＰ）および目的の受信者のＩＢＥ公開鍵
Ｑを取得する（ステップＢ）。公開パラメータ情報は、ディレクトリサービスによって、
受信者に関連付けられた秘密鍵生成器によって、受信者によって、あるいはその他の任意
の適切なエンティティによって、インターネット上で公開されてもよい。公開鍵は受信者
の同一性に基づく。例えば、公開鍵は受信者の電子メールアドレスに基づくものであって
もよい。システム１０に更なる安全対策を付加するために、公開鍵に追加情報を提供する
こともできる。例えば、電子メールアドレスに有効期間を付加して公開鍵を形成してもよ
い。
【００８２】
　送信者は、自身の側で実行するＩＢＥ暗号化アルゴリズムへの入力としてＩＢＥ公開鍵
とＩＢＥ公開パラメータとを用いて、メッセージ鍵を暗号化する（ステップＣ）。
【００８３】
　メッセージ鍵（暗号化されていない形で）を用いて、メッセージペイロード（例えば、
テキストまたはメディアファイル、コードなど）を暗号化する（ステップＤ）。
【００８４】
　ステップＥでは、暗号化されたペイロードからメッセージを構成してもよい。受信者情
報ブロックの暗号化されたメッセージフィールドにＩＢＥで暗号化されたバージョンのメ
ッセージ鍵を置いてもよい。複数の受信者（各受信者は、各自に適切に対応する同一性ベ
ースの公開鍵と、各情報が異なり得る公開パラメータ情報とを用いて暗号化されたメッセ
ージ鍵を受け取ることもできる）にメッセージを宛てることもできる。受信者情報ブロッ
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クは複数の受信者情報フィールドを含んでもよく、各受信者情報フィールドは、各受信者
情報フィールドに関連する暗号化されたメッセージ鍵フィールドのコンテンツにどの受信
者が関連付けられているかを識別するための情報を含む。また、受信者情報フィールドに
は、複数存在し得る受信者の秘密鍵のうちどれを暗号化されたメッセージ鍵の復号化に用
いるべきなのか受信者が識別できる情報（秘密鍵の識別情報）を含むこともできる。
【００８５】
　ステップＦにおいて、メッセージを送ることができる。例えば、電子メールプログラム
または電子メール機能を備えるアプリケーションを用いて、メッセージを送ってもよい。
【００８６】
　ステップＧにおいて、受信者はメッセージを受け取ることができる。例えば、受信者は
、電子メールプログラムまたは電子メール機能を備えるアプリケーションを用いて、メッ
セージを受け取ってもよい。
【００８７】
　ステップＨにおいて、受信者は各受信者情報フィールド３６ａを検索し、フィールド内
の情報のいずれかが自身のものと一致するか否かを判断することができる。一致しない場
合、メッセージは該受信者に向けられたものではないので、破棄することができる。
【００８８】
　一致する場合、受信者は、一致する鍵情報フィールドの情報のいくつかあるいはすべて
を用いて、暗号化されたメッセージ鍵を復号化するために必要となる適切な秘密鍵を取得
することができ（ステップＩ）、それによって、メッセージのコンテンツにアクセスする
ことができる（すなわち、受信者は鍵情報フィールドの秘密鍵の識別情報を用いて、適切
な秘密鍵を取得することができる）。受信者は、データベース５２から事前に記憶されて
いる秘密鍵を取得してもよいし、あるいは適切なＩＢＥ秘密鍵生成器１６から秘密鍵を取
得してもよい。秘密鍵の識別情報には、データベース５２において受信者が正しい秘密鍵
を識別したり、および／または、正しい秘密鍵生成器１６（例えば、複数の秘密鍵生成器
がある環境で）から正しい秘密鍵を請求したりする（ステップ１）のに十分な情報を含め
ることもできる。
【００８９】
　ステップＪでは、受信者のＩＢＥ秘密鍵を用いて、該受信者の暗号化されたメッセージ
鍵（受信者の暗号化されたメッセージ鍵フィールドから取得される）を復号化することが
できる。
【００９０】
　ステップＫでは、復号化されたバージョンのメッセージ鍵を用いて、暗号化されたペイ
ロード（例えば、図６の暗号文４４）を復号化することができる。これによって受信者は
メッセージのコンテンツにアクセスできるようになる。
【００９１】
　先に説明したように、メッセージ２０とともに秘密鍵の識別情報を送ることもできる。
例えば、電子メールメッセージの鍵情報フィールド３６ａに、秘密鍵の識別情報と他のメ
ッセージ情報とを提供することもできる。受信者情報フィールド３６、およびこれに関連
する鍵情報フィールド３６ａと暗号化されたメッセージ鍵フィールド３６ｂに対して、任
意の適切な構成を用いてもよい。図８ａ、８ｂ、８ｃ、８ｄ、８ｅ、および８ｆに、例示
的な鍵情報フィールド３６ａを示す。メッセージ２０には、これらの例示的な鍵情報フィ
ールド３６ａのいずれかを1つ以上含めることもできるし、あるいはその他の適切な受信
者情報フィールドを１つ以上含めることもできる。通常、各鍵情報フィールド３６ａは特
定の受信者に関連付けられており、受信者がこの関連を確認するのに十分な情報を含んで
いる。受信者は自身に一致する鍵情報フィールド３６ａの位置を特定すると、メッセージ
ペイロードを復号化するために、これに対応する暗号化されたメッセージ鍵フィールド３
６ｂに提供された暗号化されたメッセージ鍵を用いることができる。
【００９２】
　図８ａに示すように、メッセージ２０の鍵情報フィールド３６ａには、受信者の電子メ
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ール名に基づく受信者識別子情報を含むこともできる。例えば、受信者情報フィールド３
６ａに、「ｂｏｂ＠ａｏｌ．ｃｏｍ」を置くこともできる。この種の受信者情報フィール
ド３６ａを用いる場合、各受信者は電子メール名情報を用いて、該フィールドに対応する
暗号化メッセージ鍵のうちどれが自分用のものであるのか識別することもできる。
【００９３】
　図８ｂに示すように、鍵情報フィールド３６ａの受信者識別子は、受信者の電子メール
アドレスと有効期間との両方に基づくものであってもよい。有効期間は日付（例えば、２
００３年２月１０日）、期間（例えば、２００３年１月２日－２００３年２月２２日）、
あるいは、受信者が暗号化されたメッセージの内容を復号化する権限を持つその他の任意
の適切な時間ベースの期間であってもよい。このアプローチを用いると、鍵を自動的に失
効させることもできるし、あるいは鍵をある日付以降にだけ有効にすることもできる。各
受信者は図８ｂの受信者識別子情報を用いて、これに対応する暗号化されたメッセージ鍵
フィールドのうちどれが自分に関連するものであるのか識別してもよい。
【００９４】
　図８ｃに示すように、鍵情報フィールド３６ａに秘密鍵識別情報を含めてもよい。メッ
セージ受信者は秘密鍵識別情報を用いて、メッセージの復号化に自身のどの秘密鍵を用い
るか（また、ネットワーク１４上で秘密鍵を請求する必要がある場合は、該秘密鍵を取得
するためにどの秘密鍵生成器に、またはどの場所にコンタクトを取るべきか）判断しても
よい。
【００９５】
　図８ｃの例では、秘密鍵識別情報は秘密鍵生成器の識別情報（例えば、サーバ名の形を
とる秘密鍵生成器ＩＤ）に基づくものであり、これは受信者ＩＤとともに提供される。こ
の秘密鍵生成器情報によって、各受信者は自身のどの秘密鍵を用いるべきなのか十分に識
別できる。秘密鍵生成器ＩＤを用いて、受信者の装置のローカル秘密鍵データベースに記
憶されている多数の秘密鍵の中から、該秘密鍵の位置を特定するローカルデータベースク
エリを作成してもよい。あるいは、秘密鍵生成器ＩＤを用いて、正しい秘密鍵生成器に対
して、受信者が暗号化されたメッセージ鍵を復号化するために（それによって、受信者は
メッセージのコンテンツを復号化できる）必要とする秘密鍵を生成するように指示する請
求を作成してもよい。
【００９６】
　メッセージの受信者は、受信者ＩＤ（図８ｃの例では、これは電子メールと有効期間情
報に基づいている）を用いて、どの秘密鍵識別情報がどの受信者に対応しているのか判断
してもよい。適切な構成の１つでは、所与の受信者は最初に、該当する電子メールアドレ
スがある鍵情報フィールドの受信者ＩＤ部の位置を特定する。次に、所与の受信者は添付
の秘密鍵識別情報（例えば、図８の例ではサーバ名）を用いて、自身のローカル秘密鍵デ
ータベースから自分が使用すべき適切な秘密鍵の検索を試みる。秘密鍵データベースで秘
密鍵の位置が特定できない場合は、サーバ名を用いて、ネットワーク１４上で適切な秘密
鍵のコピーを取得するために、自分がどの秘密鍵生成器にコンタクトを取るべきか識別し
てもよい。所与の受信者は正しい秘密鍵を取得すると、この秘密鍵を用いて、該当する電
子メールアドレスが見つかった鍵情報フィールドに関連する暗号化されたメッセージ鍵フ
ィールドに位置する暗号化されたメッセージ鍵を復号化することができる。復号化された
メッセージ鍵を用いて、メッセージの内容を復号化し、メッセージの復号化プロセスは完
了する。
【００９７】
　図８ｄに示すように、鍵情報フィールドは、公開パラメータのバージョン番号情報など
の秘密鍵識別情報を含んでもよい。時折（例えば、定期的に、あるいは秘密鍵生成器のマ
スタシークレットの秘密が漏洩したときに）、秘密鍵生成器１６によって生成される公開
パラメータを変更してもよい。一例として、秘密鍵生成器１６はバージョン番号１．０の
公開パラメータ情報を最初に生成してもよく、しばらく経った後にバージョン番号２．０
の公開パラメータ情報を生成してもよい。復号化動作を適切に行うために、受信者は公開
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パラメータの正しいバージョン番号に一致する秘密鍵を使用する必要がある。このため、
受信者は、正しい秘密鍵が取得され使用されていることを確認するために、バージョン番
号情報を含む秘密鍵識別情報を用いることができる。図８ｄに、公開パラメータのバージ
ョン番号情報を含む鍵情報フィールドの一例を示す。公開パラメータのバージョン番号は
秘密鍵識別情報の形の１つであり、サーバ名に基づく秘密鍵生成器ＩＤ（あるいは、他の
適切な秘密鍵生成器ＩＤ）などの秘密鍵識別情報とともに提供されてもよい。
【００９８】
　図８ｅに示すように、鍵情報フィールド３６ａには、公開パラメータ情報（例えば、Ｂ
ｏｎｅｈおよびＦｒａｎｋｌｉｎの前述の研究で説明されている種類のシステム環境では
、公開パラメータＰとｓＰとのセット）を含むこともできる。鍵情報フィールド３６ａに
含まれる公開パラメータ情報は、該鍵情報フィールドに対応する暗号化されたメッセージ
フィールド３６ｂのメッセージ鍵を暗号化する際に、送信者が用いた公開パラメータ情報
と同一のＩＢＥ公開パラメータ情報であってもよい。受信者が、受信者ＩＤを用いてメッ
セージに含まれる適切な鍵情報フィールドの位置を特定することができるように、図８ｅ
の公開パラメータ情報を受信者ＩＤとともに提供してもよい。公開パラメータ情報を用い
て、暗号化されたメッセージ鍵を復号化するために受信者が用いるべき秘密鍵を判断する
ことができるので、公開パラメータ情報は秘密鍵識別情報の形の１つと言える。
【００９９】
　図８ｆに示すように、送信者は、図８ａ、８ｂ、８ｃ、８ｄ、および８ｅ、あるいはそ
の他の任意の適切な鍵情報フィールド情報のうち任意の鍵情報フィールド情報を、鍵情報
フィールド３６ａに挿入する前にハッシュ関数を用いて処理してもよい。ハッシュ関数Ｈ
は、Ｈ（ｓ）＝Ｖという性質を持つ。ここで、ｓは任意の文字列長を持つ英数字の文字列
であり、Ｖは固定長の２進数である。例えば、Ｖの長さは１２８ビット、１６０ビット（
例えば、１６バイトまたは２０バイト）、あるいはその他の適切な長さであってもよい。
ハッシュ関数は衝突のないものであり、したがって、Ｈ（ｓ１）＝Ｈ（ｓ２）となるよう
なｓ１とｓ２を見つけることはできない（妥当な時間内には）。また、ハッシュ関数は一
方向関数であるため、Ｖ１を所与として、Ｈ（ｓ３）＝Ｖ１となるようなｓ３を見つける
ことはできない（妥当な時間内には）。
【０１００】
　図８ｆに示すように、鍵情報フィールド３６ａにハッシュ関数Ｈを用いると、これらの
性質によっていくつかの利点が提供される。例えば、ハッシュ関数の一方向性によって、
鍵情報フィールドに含まれる機密情報である可能性もある情報は、ネットワーク１４上で
のメッセージ２０の伝送中隠蔽される。たとえメッセージが盗聴されたとしても、盗聴者
は受信者の電子メール名を判断することはできない。これは、電子メール名が社会一般に
利用可能になることを受信者が望まない場合に、有益となり得る。さらに、秘密鍵サーバ
名情報（図８ｃおよび８ｄで示すように）あるいは、他の機密情報である可能性もある秘
密鍵識別子情報または鍵情報フィールド情報を盗聴者から隠すこともできる。ハッシュ関
数を用いる別の利点は、ハッシュ関数の出力は通常入力として渡される文字列よりも短い
ため、ハッシュ関数によって鍵情報フィールドをコンパクト化させることができる点であ
る。したがって、ハッシュ関数への文字列入力が受信者ＩＤ、あるいは受信者ＩＤと公開
パラメータ情報（図８ｅに示すように）だけであっても、メッセージ２０の鍵情報フィー
ルド３６ａにこの情報を置く前に、ハッシュ関数を用いるほうが、依然として都合がよい
だろう。
【０１０１】
　電子メール通信あるいはその他の任意の適切な種類のメッセージ用のメッセージ鍵を暗
号化するために、ＩＢＥスキームを用いてもよい。インスタントメッセージに伴うセキュ
アな通信をサポートする場合、通常メッセージ鍵を続けて再送する必要はない。インスタ
ントメッセージングでは通常、後続のインスタントメッセージの復号化に用いるために、
最初のインスタントメッセージのメッセージ鍵を保存しておくことも可能である。したが
って、インスタントメッセージセッションの最初のインスタントメッセージに、受信者情
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暗号化されたメッセージペイロードとを含めてもよい。受信者はＩＢＥを用いて暗号化さ
れたメッセージ鍵を復号化してもよい。その後、セッション中後続のインスタントメッセ
ージを復号化するために、復号化されたメッセージ鍵を保存してもよい。このような後続
のメッセージを送信者から受信者へ伝送する際、暗号化されたメッセージペイロードを一
緒に送るが、受信者ブロックの情報を全く送らない（例えば、暗号化されたメッセージ鍵
を含まない）ようにしてもよい。
【０１０２】
　前述の内容は本発明の本質の単なる例示に過ぎず、本発明の範囲および精神から逸脱す
ることなく、当業者は種々の変更を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】図１は、本発明に従ってセキュアな電子メッセージングをサポートする、例示的
な同一性ベースの暗号化システムの図である。
【図２】図２は、本発明に従ってセキュアな電子メッセージングをサポートするために複
数の秘密鍵生成器を持つ、例示的な同一性ベースの暗号化システムの図である。
【図３】図３は、本発明に従った秘密鍵識別情報に関連する例示的なメッセージの図であ
る。
【図４】図４は、本発明に従った同一性ベースの暗号化の暗号技術を用いた、セキュア電
子メールメッセージの送信に伴うステップに伴う例示的なステップのフローチャートであ
る。
【図５】図５は、本発明に従った例示的なメッセージを一般化した図である。
【図６】図６は、本発明に従って使用可能である適切なメッセージフォーマットについて
の例示的な実施形態の図である。
【図７】図７は、本発明に従って送受信者間でセキュアなメッセージを送るために、同一
性ベースの暗号化をどのように使用することができるのかを示す図である。
【図８】図８ａ、８ｂ、８ｃ、８ｄ、８ｅおよび８ｆは、本発明に従って使用可能である
例示的な受信者情報フィールドの図である。
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