
JP 2018-63716 A 2018.4.19

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】１つまたは複数のデバイス上の１つまたは複数
のドメインを１つまたは複数の異なるローカルもしくは
リモートの所有者が所有または制御することを可能にし
、それらのドメインのあるレベルのシステム全体の管理
を実現する方法および手段を提供する。
【解決手段】各々のドメインは、異なる所有者を有する
ことができ、それぞれの所有者は、そのドメインのオペ
レーションに対するポリシーおよびドメインが置かれる
プラットフォームおよび他のドメインに関するオペレー
ションに対するポリシーを指定することができる。デバ
イス１００において、システム全体のドメインマネージ
ャ１０７は、それが置かれているドメイン１０６のポリ
シーを強制することができ、またドメイン１０６に関す
るそれらの各ポリシーによる他のドメインの強制を調整
する。また、各ポリシーに従って他のドメイン間の相互
のやり取りを調整する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムであって、
　１つまたは複数のデバイスであって、それぞれのデバイスは、少なくとも１つのプラッ
トフォームによってサポートされる１つまたは複数のドメインを備え、それぞれのドメイ
ンは、前記少なくとも１つのプラットフォーム上で実行されるコンピューティングリソー
スの一構成を備え、それぞれのドメインは、前記ドメインからローカルまたはリモートに
配置されうる前記ドメインの所有者に対する機能を実行するように構成され、それぞれの
ドメインは、異なる所有者を有することができ、それぞれの所有者は、そのドメインのオ
ペレーションに対するポリシーだけでなく前記ドメインが置かれるプラットフォームおよ
び他のドメインに関するそのドメインのオペレーションに対するポリシーを指定すること
ができる１つまたは複数のデバイスと、
　前記ドメインのうちの１つに置かれているシステム全体のドメインマネージャであって
、前記システム全体のドメインマネージャはそれが置かれている前記ドメインの前記ポリ
シーを強制し、前記システム全体のドメインマネージャが置かれている前記ドメインに関
して前記他のドメインの各ポリシーの強制を調整し、各ポリシーおよび前記システム全体
のドメインマネージャが置かれている前記ドメインのポリシーに従って前記他のドメイン
間のインタラクティブなやり取りを調整するシステム全体のドメインマネージャと
を備えることを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記システム全体のドメインマネージャは、ドメイン所有者に情報を提供し、前記所有
者がそのポリシーに従っているかどうかを判定することを可能にすることを特徴とする請
求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記システム全体のドメインマネージャが置かれている前記ドメインは、そのドメイン
が置かれている前記デバイスの所有者によって所有されることを特徴とする請求項１に記
載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信の制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、他のデバイスまたはエンティティと通信する場合も、通信しない場合もあるコン
ピューティングデバイスが、デバイス、またはデバイス内のある部分もしくはコンピュー
ティング環境が個人、組織、または他の何らかのエンティティによって「所有」される形
で使用される状況が多くある。「所有される」は、デバイス、またはそのデバイス内のあ
る部分もしくはコンピューティング環境が、エンティティ内で認証されている可能性があ
り、またエンティティがそれ以降デバイスまたはそのデバイスの一部に対し何らかの形の
制御を行っている可能性があるということを意味する。このような状況の一例は、無線モ
バイル通信（wireless mobile communications）業界であり、携帯電話などの無線デバイ
スのユーザが特定のモバイル通信ネットワーク事業者（mobile communication network o
perator）のサービスに加入することができる。
【０００３】
　今日のモバイル通信業界では、ユーザが特定の通信ネットワーク事業者のサービスに加
入するために使用する無線デバイスとして、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）またはユニ
バーサル集積回路カード（ＵＩＣＣ）が挙げられる。ＳＩＭ／ＵＩＣＣは、認証アルゴリ
ズムを実行し、デバイスユーザの通信ネットワーク事業者との加入契約を通信ネットワー
ク事業者に対してデバイス側で認証することを可能にする資格証明を格納し、通信ネット
ワーク事業者がデバイスに対してある形式の制御権、つまり、所有権を持つことを可能に
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する安全な実行および格納環境を無線デバイスに提供するものである。しかし残念なこと
に、ＳＩＭ／ＵＩＣＣのメカニズムは、典型的には、単一の通信ネットワーク事業者との
使用に限定される。
【０００４】
　したがって、今日の多くのコンピューティング利用状況における問題は、モバイル通信
デバイスについての上述の状況と同様に、コンピューティングデバイスが、多くの場合、
単一のエンティティによってデバイス全体が「所有される」ことに制限されることにある
。また、多くの場合に、その所有権はユーザによるデバイスの購入時点に確立され、後か
ら所有権を確立することが望ましいこともあるビジネスモデルを妨げる。さらに、これら
の制限は、デバイスの多くの相互に分離されている部分の複数の所有権が存在すること、
または所有権が時に応じて他のエンティティに移行されることが望ましいと思われる状況
におけるデバイスの使用を妨げる。例えば、携帯電話などの無線モバイル通信デバイスの
場合、ユーザは、典型的には、購入時に特定のモバイルネットワーク通信事業者のサービ
スに加入する必要があり、そのようなデバイスは、無線デバイスを購入してからある程度
時間が経ってからでないとモバイルネットワーク通信事業者が判明しない可能性のあるア
プリケーションでは使用されることが妨げられる。また、典型的には、そのようなデバイ
スが一度に複数の通信事業者のネットワークにアクセスすることは可能でない。モバイル
ネットワークおよびサービス加入の更新または変更は困難であるといってよく、無線によ
る更新または変更は、通常、可能でない。
【０００５】
　また、特に無線モバイル通信デバイスが背景にある場合、ＳＩＭ／ＵＩＣＣのメカニズ
ムは非常に安全であると一般的に考えられるけれども、セキュリティはそのメカニズムが
置かれているデバイス全体のセキュリティ特性に強くリンクしているわけではない。これ
は、モバイル金融取引などの高度なサービスおよびアプリケーションに対するスケーリン
グセキュリティコンセプト（scaling security concepts）の適用を制限する。特に、こ
うした欠点は、マシン間（Ｍ２Ｍ）通信デバイスなどの、自立的デバイスに関わるもので
ある。
【０００６】
　そこで、より動的で、安全な解決策があることが望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第２００９／０９２１１５号
【発明の概要】
【０００８】
　上述の現行システムの欠点の少なくともいくつかを解消するために、１つまたは複数の
デバイス上の１つまたは複数の別々のドメインを１つまたは複数の異なるローカルもしく
はリモートの所有者が所有または制御することを可能にするとともに、同時に、それらの
ドメインのあるレベルのシステム全体の管理を実現する方法および手段を開示する。これ
らの方法および手段を具現化する例示的なシステムは、１つまたは複数のデバイスを備え
ることができ、それらのデバイスのそれぞれが少なくとも１つのプラットフォームによっ
てサポートされる１つまたは複数のドメインを備えることができる。それぞれのプラット
フォームは、それらのドメイン用に低水準のコンピューティング、ストレージ、または通
信リソースを提供することができる。プラットフォームは、いくつかのハードウェア、１
つのオペレーティングシステム、いくつかの低水準ファームウェアもしくはソフトウェア
（ブートコード、ＢＩＯＳ、ＡＰＩ、ドライバ、ミドルウェア、もしくは仮想化ソフトウ
ェアなど）、およびいくつかの高水準ファームウェアもしくはソフトウェア（アプリケー
ションソフトウェアなど）、およびそのようなリソースに対する各構成データからなるも
のとしてよい。それぞれのドメインは、少なくとも１つのプラットフォーム上で実行され
るコンピューティング、ストレージ、または通信リソースの一構成を備えることができ、
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それぞれのドメインは、そのドメインのローカルまたはリモートに配置されうるドメイン
の所有者に対する機能を実行するように構成することができる。それぞれのドメインは、
異なる所有者を有することができ、それぞれの所有者は、そのドメインのオペレーション
に対するポリシーだけでなくドメインが置かれるプラットフォームおよび他のドメインに
関するそのドメインのオペレーションに対するポリシーを指定することができる。
【０００９】
　システム全体のドメインマネージャを、いくつかのドメインのうちの１つに置くことが
できる。システム全体のドメインマネージャは、それが置かれているドメインのポリシー
を強制することができ、またシステム全体のドメインマネージャが置かれているドメイン
に関して他のドメインがその各ポリシーをどのように強制することができるかを調整する
ことができる。それに加えて、システム全体のドメインマネージャは、各ポリシーに従っ
て他のドメイン間の相互のやり取りを調整することができる。システム全体のドメインマ
ネージャが置かれているドメインは、そのドメインを収容するデバイスの所有者によって
所有されうる。あるいは、そのようなドメインは、そのドメインを収容するデバイスを所
有しえない所有者によって所有されうる。
【００１０】
　本明細書で説明されているシステム、方法、および手段の他の特徴は、以下の詳細な説
明および添付図面に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本明細書で説明されている方法および手段を使用することができる例示的なシス
テムを示す図である。
【図２】本明細書で説明されている方法および手段がユーザ装置（ＵＥ）内に具現化され
るシステムの一実施形態を例示する図である。
【図３】ドメインの所有権を取得するための例示的なブートアップおよびプロセスを例示
する図である。
【図３Ａ】ドメインの所有権を取得するための例示的なブートアップおよびプロセスを例
示する図である。
【図４】ドメインの所有権を取得するためのプロセスの例示的な呼流れ図である。
【図４Ａ】ドメインの所有権を取得するためのプロセスの例示的な呼流れ図である。
【図５】完全なアテステーション付きのドメインの所有権を取得するためのプロセスの例
示的な呼流れ図である。
【図５Ａ】完全なアテステーション付きのドメインの所有権を取得するためのプロセスの
例示的な呼流れ図である。
【図６】信頼できるハードウェア加入モジュールの一実施形態の例示的な状態定義、遷移
、および制御点定義を示す図である。
【図７】リモートの所有者ドメインが達成しうる例示的な状態および動的に管理された環
境において遷移が発生しうる条件を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　上述の現行システムの欠点の少なくともいくつかを解消するために、１つまたは複数の
デバイス上の１つまたは複数の別々のドメインを１つまたは複数の異なるローカルもしく
はリモートの所有者が所有または制御することを可能にするとともに、同時に、それらの
ドメインのあるレベルのシステム全体の管理を実現する方法および手段を開示する。これ
らの方法および手段を具現化する例示的なシステムは、１つまたは複数のデバイスを備え
ることができ、それらのデバイスのそれぞれが少なくとも１つのプラットフォームによっ
てサポートされる１つまたは複数のドメインを備えることができる。それぞれのプラット
フォームは、それらのドメイン用に低水準のコンピューティング、ストレージ、または通
信リソースを提供することができる。プラットフォームは、いくつかのハードウェア、１
つのオペレーティングシステム、および他の低水準ファームウェアもしくはソフトウェア
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（ブートコード、ＢＩＯＳ、ドライバなど）、およびそのようなリソースに対する各構成
データからなるものとしてよい。それぞれのドメインは、少なくとも１つのプラットフォ
ーム上で実行されるコンピューティング、ストレージ、または通信リソースの一構成を備
えることができ、それぞれのドメインは、そのドメインのローカルまたはリモートに配置
されうるドメインの所有者に対する機能を実行するように構成することができる。それぞ
れのドメインは、異なる所有者を有することができ、それぞれの所有者は、そのドメイン
のオペレーションに対するポリシーだけでなくドメインが置かれるプラットフォームおよ
び他のドメインに関するそのドメインのオペレーションに対するポリシーを指定すること
ができる。
【００１３】
　それぞれのドメインは、コンピューティング、ストレージ、もしくは通信リソース（入
力の観点から）またはコンピューティング、ストレージ、または通信リソース（出力の観
点から）を使用することによってドメインが提供する機能に関して、他のドメインから分
離することができる。それぞれのドメインは、共通の基盤プラットフォームのコンピュー
ティング、ストレージ、または通信リソースもしくは機能を利用することができる。共通
プラットフォームによって提供されるそのような機能のうちのいくつかを共有することが
できるドメインもある。プラットフォームリソース機能のそのような共有は、いずれのド
メインによる共通リソースもしくは機能の利用を別のドメインによるそのような利用から
分離できる形で行うことができる。例えば、そのような分離は、デバイスのプラットフォ
ーム側で厳格なアクセス制御を、ドメインのリソースへのアクセスがプラットフォームお
よび／またはドメインの所有者によって許可されたドメインの外部のユーザ、所有者、ま
たは他のエンティティもしくはプロセスにのみ許されるようにドメインのそれぞれにプラ
ットフォームが提供するリソースに強制することによって達成されうる。プラットフォー
ムは、ドメインの機能のどれもがデバイス上のドメインのどれかの外側にあるデバイスの
リソースに依存する限りにおいて、デバイス上の分離されたドメインのどれかの一部では
ないデバイスの部分から単純に構成されるものであってもよい。
【００１４】
　同じもしくは異なるプラットフォーム上の、または同じもしくは異なるデバイス上の、
２つのドメイン間の通信は、安全な通信にすることができる、つまり、ドメインは互いに
安全な方法で認証すること（例えば、暗号化手段を使用することによって）、また機密性
、完全性、および新鮮さなどのセキュリティの態様についてそれらの間で交換されるメッ
セージを保護することもできるということである。ドメインが置かれているプラットフォ
ームが備える暗号化手段を使用して、そのような２つのドメイン間のそのような安全な通
信を行うことができる。
【００１５】
　システム全体のドメインマネージャを、いくつかのドメインのうちの１つに置くことが
できる。システム全体のドメインマネージャは、それが置かれているドメインのポリシー
を強制することができ、またシステム全体のドメインマネージャが置かれているドメイン
に関するそれらの各ポリシーによる他のドメインの強制を調整することができる。それに
加えて、システム全体のドメインマネージャは、各ポリシーに従って他のドメイン間の相
互のやり取りを調整することができる。システム全体のドメインマネージャが置かれてい
るドメインは、そのドメインを収容するデバイスの所有者によって所有されうる。あるい
は、そのようなドメインは、そのドメインを収容するデバイスを所有しえない所有者によ
って所有されうる。
【００１６】
　図１は、このようなシステムの一実施形態を例示している。図示されているように、シ
ステムは、１つまたは複数のデバイス１００、１１０、および１２０を備えることができ
る。それぞれのデバイスは、少なくとも１つのプラットフォームによってサポートされる
１つまたは複数のドメインを備えることができる。例えば、デバイス１００は、１つのド
メイン１０６および１つまたは複数の他のドメイン１０１、１０２を備えることができる
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。これらのドメインはデバイス１００に関して例示されているが、他の実施形態では、ド
メインの個数は加減できる。これらのドメイン１０１、１０２、１０６のそれぞれは、デ
バイスの少なくとも１つのプラットフォーム１０５上で実行されるコンピューティング、
ストレージ、または通信リソースの一構成を備えることができる。それぞれのドメインは
、そのドメインのローカルまたはリモートに配置されうるドメインの所有者に対する機能
を実行するように構成することができる。例えば、ドメイン１０６は、デバイス所有者（
図示せず）によって所有されうるが、ドメイン１０１、１０２は、１つまたは複数のリモ
ートの所有者によって所有されうる。それぞれのドメインは、異なる所有者を有すること
ができるか、または、デバイスの複数のドメインが、同じ所有者によって所有されうる。
それぞれの所有者は、そのドメインのオペレーションに対するポリシーだけでなくドメイ
ンが動作するプラットフォーム、ドメインが置かれているデバイス、および同じもしくは
異なるデバイス内の他のドメインに関するそのドメインのオペレーションに対するポリシ
ーを指定することができる。
【００１７】
　上述のように、システムは、他のドメインが置かれている他のデバイスも備えることが
できる。例えば、デバイス１１０は、ドメイン１１１および１１２を備えることができ、
それぞれが同じリモートの所有者によって所有されうる。もちろん、その代わりに、ドメ
イン１１１および１１２のそれぞれが、異なる所有者によって所有される可能性もある。
ドメイン１１１、１１２のそれぞれは、デバイス１１０のプラットフォーム１１５上で実
行されるコンピューティング、ストレージ、または通信リソースの一構成を備えることが
できる。同様に、デバイス１２０は、ドメイン１１１および１１２を備えることができる
。この例に示されているように、これらのドメインのそれぞれは、異なる所有者によって
所有されうる。あるいは、これらのドメインは、同じ所有者によって所有される可能性も
ある。ここでもまた、ドメイン１２１、１２２のそれぞれは、デバイス１２０のプラット
フォーム１２５上で実行されるコンピューティング、ストレージ、または通信リソースの
一構成を備えることができる。
【００１８】
　システム全体のドメインマネージャ（ＳＤＭ）１０７を、いくつかのドメインのうちの
１つに置くことができる。この例では、ＳＤＭ１０７は、デバイス１００のドメイン上に
置かれる。一実施形態では、ＳＤＭが置かれるドメイン（例えば、ドメイン１０６）は、
デバイス１００の所有者によって所有される。ＳＤＭ１０７は、デバイス１００内に備え
られている通信メカニズムを介してデバイス１００上のリモートのドメイン１０１と通信
する。それに加えて、ＳＤＭ１０７は、有線もしくは無線チャネルとすることができる各
通信チャネル１３１、１３２、１４１、１４２を介して他のデバイス上のドメインと通信
する。通信チャネル１３１、１３２、１４１、および１４２は、安全であるものとしてよ
い。ＳＤＭ１０７は、それが置かれているドメイン１０６のポリシーを強制することがで
き、またドメイン１０６に関するそれらの各ポリシーによる他のドメイン１０１、１１１
、１１２、１２１、１２２の強制を調整することができる。それに加えて、ＳＤＭ１０７
は、他のドメイン間の相互のやり取りを、それらの各ポリシーさらにはＳＤＭが置かれて
いるドメインのポリシー（その特定のドメインの所有者のポリシーとなる）に従って調整
することができる。
【００１９】
　一例として、一実施形態では、ドメインは、サービスプロバイダによって所有されうる
。例えば、デバイス１００のドメイン１０２は、例にすぎないがモバイルネットワーク通
信事業者などのサービスプロバイダによって所有されうる。そのドメイン１０２は、デバ
イス１００を認証する加入者識別モジュール（ＳＩＭ）機能、または場合によってはそれ
と同等である、デバイスの所有者もしくはユーザの加入を、サービスプロバイダに対して
実行し、デバイス１００とサービスプロバイダとの間の通信を使用可能にすることができ
る。
【００２０】
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　上述のＳＤＭの機能に加えて、ＳＤＭ１０７は、情報にアクセスし、前記の１つまたは
複数のドメインによる使用に利用可能なリソースのリストを提供することができる。ＳＤ
Ｍ１０７は、リモートの所有者によって所有されるドメインのロードおよびメンテナンス
も監視することができる。ＳＤＭ１０７は、これが置かれているデバイス１００のユーザ
に、これがロードすることができるドメインのリストを提供し、リストにあるドメインの
うちどれをロードすべきかを選択するようユーザに求めることができる。ＳＤＭは、プラ
ットフォームまたはデバイス上に、ロードするのに十分なコンピューティングリソースが
あるかどうかも評価し、したがって、１つまたは複数のドメインのオペレーションをサポ
ートすることができる。
【００２１】
　また上述のように、ＳＤＭ１０７は、本明細書ではシステム全体のドメインポリシー（
ＳＤＰ）とも称することができる、そのポリシーだけでなく他のドメインのポリシー、つ
まりドメイン固有のポリシー（ＤＰ）を強制することに加わることもできる。ＳＤＭ１０
７では、新規ドメインをロードするかどうかを評価する際に１つまたは複数の既存のドメ
インのポリシーを考慮することができる。例えば、リモートの所有者によって所有される
所与のドメインのポリシーは、特定の種類の他のドメインがアクティブになったときに所
与のドメインが非アクティブにされることを指定することができる。別の例では、リモー
トの所有者によって所有される所与のドメインのポリシーは、特定の他のリモートの所有
者によって所有される別のドメインがアクティブになったときに所与のドメインが非アク
ティブにされることを指定することができる。さらに別の例では、リモートの所有者によ
って所有される所与のドメインのポリシーは、特定の種類の他のドメインがアクティブに
なったときに所与のドメインのオペレーションがある種の特定の様式に制限されることを
指定することができる。さらに別の例では、リモートの所有者によって所有される所与の
ドメインのポリシーは、特定の他のリモートの所有者によって所有される別のドメインが
アクティブになったときに所与のドメインのオペレーションがある種の特定の様式に制限
されることを指定することができる。ＳＤＭ１０７は、これらの種類のポリシーのすべて
の強制を受け持つことができる。
【００２２】
　ＳＤＭ１０７は、リモートの所有者が後で所有権を取得できるドメインの確立またはロ
ードを行うこともできる。例えば、このようなドメインは、本明細書において「手つかず
の（pristine）」状態と称される、状態において確立することができ、所有者によって所
有されず、またＳＤＭ１０７は、リモートの所有者によるドメインの所有権の確立を管理
することができる。
【００２３】
　そのために、ＳＤＭ１０７は、リモートの所有者がドメインの所有権を確立するかどう
かを判定する際に考慮することができる情報をリモートの所有者に送信することができる
。この情報は、（ｉ）所有権の探索先となるドメインの完全性のアテステーションを示す
情報、および（ｉｉ）システムの少なくとも１つの他のドメインの完全性のアテステーシ
ョンを示す情報のうちの少なくとも一方を含むことができる。この情報は、（ｉ）所有権
の探索先となるドメインが動作する際のリソースを使用するプラットフォームの完全性の
アテステーションを示す情報、および（ｉｉ）システムの少なくとも１つの他のドメイン
が動作する際のリソースを使用するプラットフォームの完全性のアテステーションを示す
情報も含むことができる。それに加えて、この情報は、デバイスの現在の環境に関する情
報を含むことができる。このような情報は、（ｉ）システム内の多数の他のドメインを示
す値、（ｉｉ）システム内の他のドメインの性質の要約を提示する情報、および（ｉｉｉ
）所有権の確立が試みられているドメインによる使用に利用可能なプラットフォームのリ
ソースを指定する情報のうちの少なくとも１つを含むことができる。システムの他のドメ
インに関する情報をリモートの所有者に提供する程度は、機密性および／または分離に関
するこれらの他のドメインの各ポリシーを条件とするものとしてよい。
【００２４】
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　リモートの所有者がドメインの所有権を取得した後、リモートの所有者は、そのドメイ
ンに対するある程度の制御を実行することができる。例えば、リモートの所有者がドメイ
ンの所有権を確立した後、そのドメインは、リモートの所有者から、暗号鍵、構成情報、
パラメータ、および実行可能コードのうちの少なくとも１つを受け取ってドメインの機能
性を高めることができる。別の例では、リモートの所有者がドメインの所有権を確立した
後、そのドメインは、リモートの所有者からそのドメイン固有のポリシーを受け取ること
ができる。
【００２５】
　本明細書で開示されているシステムは、１つまたは複数のドメインの分離およびセキュ
リティも規定することができる。例えば、これらのドメインのうちの１つまたは複数は、
他のドメインから分離された安全な実行およびストレージ環境を備えることができる。そ
のような安全な環境を確保するために、図１のデバイス１００のプラットフォーム１０５
などの、１つまたは複数のドメインが確立されるデバイスのプラットフォームは、信頼の
基礎１０３を備えることができる。信頼の基礎１０３は、ハードウェアリソースの変化し
ない、および変更できないセットを備えることができ、その完全性は、事前確立され、ド
メインのリモートの所有者を含む他者によって信頼されることができる。ドメイン１０１
などの、ドメインの完全性は、信頼の基礎１０３によってアンカーされた信頼の連鎖によ
って確立されうる。例えば、ドメイン１０１の完全性は、ドメイン１０１の少なくとも１
つのコンポーネントの、信頼の基礎１０３によって生成されうる測定結果を、信頼の基礎
１０３に格納され、ドメインの完全性を検証するために信頼の基礎によって使用されうる
、参照完全性基準（reference integrity metric）と比較することによって確立されるこ
とができる。あるいは、リモートの所有者側で参照完全性基準を格納し、測定結果を、参
照完全性基準との比較のためにリモートの所有者に送信することができる。ドメインの完
全性は、測定結果が参照完全性基準と一致する場合に検証されうる。例示的な一実施形態
では、測定結果は、コンポーネント上で計算されたハッシュ値を含み、参照完全性基準は
、コンポーネント上ですでに計算されており、参照完全性基準の真正性を示す情報を提供
するデジタル証明書が添付されたハッシュ値を含みうる。参照完全性基準は、製造の時点
で、またはデバイスをその所有者に引き渡す時点で、デバイスに事前に組み込むことがで
きる。参照完全性基準は、デバイスを製造し／その所有者に納入した後に通信チャネル（
例えば、無線通信チャネル）を介してリモートのソースから配送され、引き渡し後にデバ
イス内に組み込むことができる。参照完全性基準は、証明書に同封されたデバイスに配送
されうる。このような証明書は、デバイスへの配送後に使用のため信頼できる第三者によ
って検証されうる。
【００２６】
　本明細書で開示されているシステム、並びにその様々な方法および手段は、広範にわた
るコンピューティングおよび通信の背景状況において具現化されうる。そこで、図１の例
示的なデバイス１００、１１０、および１２０などのシステムのデバイスは、様々な形態
をとりうる。例えば、限定はしないが、システムのデバイスは、無線送信／受信ユニット
（ＷＴＲＵ）、ユーザ装置（ＵＥ）、移動局、固定または移動式加入者装置、ページャー
、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、コンピュータ、マシン間（Ｍ
２）デバイス、ＳＩＭカード、ユニバーサル集積回路カード（ＵＩＣＣ）、スマートカー
ド、ジオトラッキング（geo-tracking）デバイス、センサー／ネットワーク間ノード、計
量デバイス（水道、ガス、電気のメーターなど）、または無線もしくは有線環境において
動作することが可能である他の種類のコンピューティングもしくは通信デバイスを含むこ
とができる。下記の図および説明では、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）における本
開示のシステムおよび方法の多数の追加の例示的な実施形態を取りあげる。しかし、これ
らの実施形態は、単に例示的なものにすぎず、本明細書で開示されているシステムおよび
方法は、決してこれらの実施形態に限定されない。むしろ、上述されているように、本明
細書で説明されているシステムおよび方法は、広範にわたるコンピューティングおよび通
信環境において使用することができる。
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【００２７】
　図２は、本明細書で説明されているシステムおよび方法が具現化されうるＷＴＲＵの一
実施形態を例示する図である。図示されているように、ＷＴＲＵは、ＵＥ２００などの、
モバイルデバイスを含むものとしてよい。ＵＥ２００は、モバイル機器（ＭＥ）２１０お
よび信頼できるハードウェア加入モジュール（Trusted Hardware Subscription Module）
（ＴＨＳＭ）２２０を備えることができる。それに加えて、ＴＨＳＭ２２０は、ＴＨＳＭ
デバイス製造業者（ＤＭ）ドメイン２２１、ＴＨＳＭデバイス所有者（ＤＯ）ドメイン２
２２、ＴＨＳＭデバイスユーザ（ＤＵまたはＵ）ドメイン２２３、システム全体のドメイ
ンマネージャ（ＳＤＭ）２３０、ドメイン間ポリシーマネージャ２４０、ならびにＲＯの
ドメインＡ２２４、ＲＯのドメインＢ２２５、およびＲＯのドメインＣ２２６などの１つ
または複数のリモートの所有者（ＲＯ）ドメインをさらに備えることができる。さらに、
ＵＥ２００は、例示されていないコンポーネント、つまり、プロセッサ、受信機、送信機
、およびアンテナを備えることができる。本明細書で説明されている例示的な実装は、図
２に関して説明されているようなコンポーネントを指すものとしてよい。
【００２８】
　ＴＨＳＭは、ＳＩＭ機能、ＵＳＩＭ機能、ＩＳＩＭ機能、およびアクセスネットワーク
加入によって典型的に実行される機能を含む、信頼できる加入管理機能を提供するハード
ウェアベースのモジュールであるものとしてよい。ＴＨＳＭは、ハードウェアで保護され
たモジュールであってよい。これは、関連するセキュリティ機能を備えるように特に設計
されたハードウェアを含むことができる。これは、複数の分離されたドメインを内部的に
サポートすることが可能であるものとしてよい。ドメインは、リモートの所有者（ＲＯ）
と称される明確に区別される所有者によって請求または所有されうる。ＲＯによって請求
されるドメインは、各ＲＯに対するプロキシとして動作しうる。
【００２９】
　これらのドメインのうちの１つまたは複数は、信頼できる加入識別管理（Trusted Subs
cription Identity Management）（ＴＳＩＭ）などの加入管理機能を実行することができ
る。ＴＳＩＭ機能を持つ複数のドメインが単一のＴＨＳＭ上に存在しうるため、ＴＨＳＭ
は、複数のＲＯに対して加入管理をサポートすることができる。ＴＳＩＭ対応ドメインの
管理のいくつかの態様は、システム全体のドメインマネージャ（ＳＤＭ）と称される単一
の管理機能によって実行されうる。他の態様は、個別のドメイン内で、または個別のドメ
イン上で、個別に管理されうる。
【００３０】
　ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）環境に関して説明
されているけれども、当業者であれば、本明細書で説明されている方法および装置は、本
出願の範囲を超えることなく他の環境にも適用することが可能であることを理解すること
ができる。ＴＳＩＭは、「加入アプリケーション」の代表例であるものとしてよい。例え
ば、３Ｇ　ＵＭＴＳネットワークで動作するＷＴＲＵ上で実装された場合、ＴＳＩＭは、
その機能の一部として、ＵＭＴＳの認証と鍵照合（ＡＫＡ）機能を含む、加入関係機能の
すべてを含むことができる。ＴＳＩＭは、ＵＩＣＣなどの、特定のハードウェアに束縛さ
れない。これは、ＵＩＣＣ上にしか存在しえない、ＵＳＩＭとは対照的である。その代わ
りに、ＴＳＩＭは、本明細書で説明されているような信頼できるハードウェア加入モジュ
ール（ＴＨＳＭ）上に実装されうる。当業者であれば、本明細書で説明されているような
ＴＨＳＭの機能は、本出願の範囲を超えることなく、欧州電気通信標準化機構（ＥＴＳＩ
）のＵＩＣＣ要件に適合するＵＩＣＣまたはグローバルプラットフォームの仕様に適合す
るスマートカードなどの、ＵＩＣＣまたは類似のスマートカードに組み込むことができる
ことも理解するであろう。
【００３１】
　ＷＴＲＵは、ＴＨＳＭおよびモバイル機器（ＭＥ）を備えることができる。ＭＥは、モ
デム、ラジオ、電源、およびＷＴＲＵに典型的に見られる他のさまざまな特徴を備えるこ
とができる。ＴＨＳＭは、別のハードウェアベースのモジュールを含みうる。ＴＨＳＭは



(10) JP 2018-63716 A 2018.4.19

10

20

30

40

50

、ＷＴＲＵ上に埋め込まれるか、または独立したものとすることができる。ＴＨＳＭは、
ＷＴＲＵ上に埋め込まれる場合であってもＭＥから論理的に分離されているものとしてよ
い。ＴＨＳＭは、１つまたは複数のドメインを備え、それぞれがドメインの特定の所有者
によって所有され、安全な信頼できるサービスおよびアプリケーションを提供することを
目的として所有者の利益ために運用されうる。したがって、例えば、ＤＭのドメインはＴ
ＤDMと表され、ＤＯのドメインはＴＤDOと表される。ＴＨＳＭにおけるドメインは、ＭＥ
において実行するのに安全または都合がよいというわけではないセキュリティ上重要な機
能およびアプリケーションを実行することができる。
【００３２】
　いくつかのドメインは、１つまたは複数のサービスプロバイダによって所有され、管理
されうる。例えば、モバイルネットワーク通信事業者（ＭＮＯ）、無線ローカルエリアネ
ットワーク（ＷＬＡＮ）プロバイダ、またはＷｉＭａｘプロバイダなどの他の通信ネット
ワーク事業者、モバイル決済、モバイル発券、デジタル著作権管理（ＤＲＭ）、モバイル
ＴＶ、または位置情報サービスにおけるサービスプロバイダなどのアプリケーションサー
ビスプロバイダ、またはＩＰマルチメディアコアネットワークサブシステム（ＩＭＳ）サ
ービスプロバイダが挙げられる。加入管理は、サービスプロバイダによって所有されてい
るドメインによってサポートされうる。簡単のため、ＴＨＳＭドメイン上に実装される加
入管理機能は、これ以降、ＴＳＩＭ機能と表されるものとしてよい。ＴＳＩＭ機能のサポ
ートは、ドメインによって異なっていてもよい。例えば、サポートされているＴＳＩＭ機
能は、携帯端末のＵＩＣＣ上でＵＳＩＭおよびＩＳＩＭアプリケーションによって提供さ
れるものと似た機能を含むことができる。ＴＨＳＭは、ＵＩＣＣのように、ＴＳＩＭによ
って提供される機能のほか、機能、アプリケーションおよびデータを含むことができる。
【００３３】
　ＴＳＩＭは、ソフトウェアユニットまたは仮想アプリケーションであってよい。ＴＳＩ
Ｍは、最初に、特定のネットワーク通信事業者またはパブリックランドモバイルネットワ
ーク（ＰＬＭＮ）に関連する資格証明を有していなくてもよい。ＴＳＩＭは、ＵＭＴＳセ
ルラーアクセスネットワークの加入資格証明／アプリケーションの管理を指すものとして
よい。例えば、ＴＳＩＭは、ＵＭＴＳ認証鍵などの強い秘密（Ｋｉ）の管理を含むことが
できる。Ｍ２Ｍの背景状況において、ＴＳＩＭは、Ｍ２Ｍ接続性識別管理（ＭＣＩＭ）も
含みうる。
【００３４】
　ＴＨＳＭは、トラステッドプラットフォームモジュール（ＴＰＭ）またはモバイルトラ
ステッドモジュール（ＭＴＭ）を有するコンピューティングデバイスに見られる測定の信
頼の基礎（ＲＴＭ）に似た「測定のコア信頼の基礎（ＲｏＴ）（ＣＲＴＭ）」ユニットを
備えることができる。ＴＨＳＭのＣＲＴＭは、例えば、ＴＨＳＭのブート時にＴＨＳＭブ
ートコードの完全性を測定することができる。完全性基準は、Ｅｘｔｅｎｄオペレーショ
ンを通じて、例えば、暗号ダイジェスト値のオペレーションをＴＨＳＭのブートコード、
ＢＩＯＳ、および適宜、バージョン番号、ソフトウェア構成、またはリリース番号などの
ＴＨＳＭの製造業者の特性に対し適用することによって計算されうる。例えば、完全性基
準は、ＳＨＡ－Ｘなどのあるバージョンのセキュアハッシュアルゴリズム（ＳＨＡ）ハッ
シングアルゴリズムを使用して計算することができる。
【００３５】
　ＴＨＳＭは、完全性基準を保護されたストレージに格納するように構成された、ＴＰＭ
またはＭＴＭに見られるストレージ用の信頼の基礎（root of trust for storage）（Ｒ
ＴＳ）に似た、「ストレージのコアＲｏＴ（ＣＲＴＳ）」ユニットを備えることができる
。ＴＨＳＭは、ＴＨＳＭの完全性測定結果を外部チャレンジャに報告するように構成され
た、ＴＰＭまたはＭＴＭに見られる報告用の信頼の基礎（root of trust for reporting
）（ＲＴＲ）に似た、「報告のコアＲｏＴ（ＣＲＴＲ）」ユニットを備えることもできる
。
【００３６】
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　したがって、ＴＨＳＭは、信頼測定、ストレージ、および報告に関してＴＰＭまたはＭ
ＴＭに似た機能を効果的に実現することができる。ＴＨＳＭは、複数のトラステッドステ
ークホルダーエンジン（trusted stakeholder engines）を実現する機能を備えることも
できる。さらに、ＴＨＳＭは、各マルチプルステークホルダートラステッドサブシステム
（multiple-stakeholder trusted subsystems）を実現するように構成することができる
。したがって、ＴＨＳＭは、ＴＣＧモバイルフォンワーキンググループ（ＭＰＷＧ）の仕
様によって定められているような信頼できる携帯電話に似たものとしてよい。
【００３７】
　ＴＨＳＭは、例えば、本明細書で説明されているコアＲｏＴ機能を使用して複数の内部
「ステークホルダードメイン」を構築するように構成されうる。ステークホルダーは、Ｔ
ＨＳＭデバイス製造業者（ＤＭ）、ＴＨＳＭデバイス所有者（ＤＯ）、またはＴＨＳＭデ
バイスユーザ（ＤＵ）であるものとしてよい。ＤＵは、ＤＯと同じであるか、またはＤＯ
と明確に区別されてもよい。ＴＨＳＭ毎に複数のＤＵがあってもよい。ステークホルダー
は、ＤＯによって特にリース（lease）されるか、または所有されているドメインの異な
るリモートの所有者（ＲＯ）でもよい。例えば、ＭＮＯ、ＩＭＳサービスプロバイダ、非
３ＧＰＰアクセスネットワーク通信事業者、または付加価値アプリケーションサービスプ
ロバイダなどの第三世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ＰＬＭＮ事業者は、
ステークホルダーであってよい。
【００３８】
　いくつかのドメインは、必須であり、その場合、これらはＴＨＳＭの製造時に予め構成
されているものとすることができる。例えば、ＤＭのドメインは、必須であり、事前構成
されたファイルに従ってブート時に構築またはロードされうる。ＤＯのドメインも必須で
あり、事前に用意されている構成に合わせて構築されうる。あるいは、ドメインは、ダウ
ンロードした構成ファイルに従って構築することができる。
【００３９】
　ＤＭのドメイン以外のドメインは、ドメインの所有者によって「請求」または「所有」
される前に、リモート所有権取得（ＲＴＯ）プロセスを受ける必要があるものとしてよい
。特定のドメインがＲＴＯプロセスを通る前に、指定されていない所有者の「手つかずの
」ドメインが存在する可能性がある。この場合、ドメインに対して請求される特定の所有
権はない。
【００４０】
　ＴＨＳＭ上のドメインは、ＴＨＳＭ－ＭＥインターフェースを介してＭＥと通信し、情
報を交換することができる。例えば、ドメインは、ブートアップまたはＲＴＯプロセスの
実行時にＭＥと通信することができる。ＴＨＳＭ－ＭＥインターフェース上で交換される
データの保護が必要になる場合がある。
【００４１】
　ＴＨＳＭ－ＭＥインターフェース上のすべての通信の完全性保護が必要になる場合があ
る。例えば、完全性保護では、認証された鍵交換メカニズムを使用することによって交換
される１つまたは複数の事前に用意された一時鍵などの、暗号鍵を使用することができる
。暗号鍵は、Ｋｔｅｍｐ＿ｌなどのように対称的であるか、または完全性についてＴＨＳ
Ｍによって使用される公開または秘密鍵のＫｐｕｂ／ｐｒｉｖ＿ＴＨＳＭ＿ｔｅｍｐ＿Ｉ
および完全性についてＭＥによって使用される公開または秘密鍵のＫｐｕｂ／ｐｒｉｖ＿
ＭＥ＿ｔｅｍｐ＿Ｉなどのように非対称的であってよい。一時鍵は、インターフェースの
保護に使用することができる。例えば、一時鍵は、有効期間に関連付けられるか、または
一度だけ、または所定の回数だけ使用できる。
【００４２】
　ＴＨＳＭ－ＭＥインターフェース上の通信の機密性も、暗号手段を使用して保護するこ
とができる。認証された鍵交換メカニズムを使用することによって交換される１つまたは
複数の事前に用意された一時鍵を使用することができる。暗号鍵は、暗号化のためのＫｔ
ｅｍｐ＿Ｃなどのように対称的であるか、または暗号化のためにＴＨＳＭによって使用さ
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れる公開または秘密鍵のＫｐｕｂ／ｐｒｉｖ＿ＴＨＳＭ＿ｔｅｍｐ＿Ｃおよび暗号化のた
めにＭＥによって使用される公開または秘密鍵のＫｐｕｂ／ｐｒｉｖ＿ＭＥ＿ｔｅｍｐ＿
Ｃなどのように非対称的であってよい。本明細書で説明されているＲＴＯの方法および装
置は、簡単のため、事前に用意された対称一時鍵を使用することを前提とする。しかし、
当業者であれば、本出願の範囲を超えることなく他の鍵実装を使用することができること
を理解するであろう。
【００４３】
　ＲＯによりＴＨＳＭ－ＭＥ間で平文で渡されるメッセージに関するリプレイアタックの
防止を行うことができる。ＴＨＳＭ－ＭＥ上で送信されるそれぞれのメッセージは、ノン
ス（nonce）を使って新鮮さのクオリティを保持することができる。簡単のため、本明細
書で説明されているＲＴＯプロトコルは、ＭＥ－ＴＨＳＭインターフェース上で交換され
るすべてのメッセージのアンチリプレイ保護機能を備えるが、当業者であれば、本出願の
範囲を超えることなく他のインターフェース保護構成も使用できることを理解するであろ
う。
【００４４】
　ハッシュ値に署名を適用することができる。例えば、ハッシュ値は、ＳＨＡ－Ｘアルゴ
リズムによって生成することができる。信頼できる第三者が、証明書（ＣｅｒｔTSIM）を
使用して、ＴＨＳＭに関連付けられている、ＫTSIM-PrivおよびＫTSIM-Pubなどの秘密－
公開鍵ペアを証明することができる。信頼できる第三者が、証明書（ＣｅｒｔRO）を使用
して、ネットワークに関連付けられている、ＫRO-PrivおよびＫRO-Pubなどの別の鍵セッ
トを証明することができる。これらの証明書は、注目しているドメインに割り振られた保
護されているストレージに格納することができる。
【００４５】
　ＴＨＳＭプラットフォーム、特にＴＳＩＭが公開鍵ＫRO-Pubを使用して、ＲＯからの署
名を検証するか、またはＲＯに送信されたメッセージを暗号化することができる。ネット
ワーク側で署名のため秘密鍵ＫRO-Privを使用し、また対応する公開鍵を使用してＴＳＩ
Ｍによって暗号化されたメッセージを解読することができる。公開－秘密鍵ペアＫTSIM-P

ubおよびＫTSM-Privは、ＴＳＩＭとＲＯの役割が入れ替わっていることを除き類似の機能
を備えることができる。あるいは、ＲＯとＴＳＩＭの両方において、暗号化と署名のため
に別々の鍵ペアがあってもよい。
【００４６】
　鍵ペアＫRO-PrivとＫRO-Pub、およびＫTSIM-PrivとＫTSIM-Pubは、所有者、ユーザ、ま
たはその両方によって選択された特定のネットワークサービスに依存しうる。ＲＯなどの
それぞれのサービスプロバイダは、そのプロバイダに関連付けられているＴＨＳＭ上のそ
れぞれのドメインに対するそれ自身の証明された公開－秘密鍵ペアを有することができる
。選択されたサービスは、鍵ペアのどのセットを使用するかを決定することができる。例
えば、公開鍵ペアのセットは、選択されたサービスプロバイダおよびＴＨＳＭ上の関連付
けられているドメインによって決定されうる。使用される鍵ペアのネゴシエーションはな
い場合がある。公開または秘密鍵ペアは、サービスプロバイダによって決定され、ＴＨＳ
Ｍサブシステムもしくはドメインに緊密に関連付けられうる。
【００４７】
　ＴＨＳＭ　ＴＤDOは、「システム全体のドメインマネージャ」（ＳＤＭ）を構成するこ
とができる。ＳＤＭは、「システム全体のドメインポリシー」（ＳＤＰ）を含む事前構成
されたファイルを保護して格納することができる。ＳＤＭは、ＳＤＰに従ってＴＨＳＭに
対するＲＯのドメインを構築またはロードすることができる。ＳＤＭは、ＤＯのドメイン
の手つかずの構成に含まれうる。ＳＤＭは、事前構成されたＳＤＰを使用して、他のドメ
インのうちのどれを、どのような順序で構築すべきかを決定することができる。
【００４８】
　ＳＤＭは、ＲＯドメインに代わって、ＲＯドメインによって要求されたときに、ＴＨＳ
Ｍプラットフォーム環境要約（Platform Environment Summary）（ＴＰＥＳ）およびＴＨ
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ＳＭプラットフォーム完全性アテステーション（Platform Integrity Attestation）（Ｔ
ＰＩＡ）を作成して提供することができる。ＴＰＥＳは、ＴＨＳＭの最新の「環境」に関
する要約情報を記述するものとすることができる。このような情報は、ＴＨＳＭ上の、機
密性および分離に関して各ドメインポリシーによって条件付けられるか、または許される
ような、ドメインの個数および性質要約、ならびに要求側ドメインとの機能またはリソー
スの通信および共有に利用可能であると思われるＴＨＳＭ上の残りのリソースを含むこと
ができる。ＴＰＩＡは、ＴＨＳＭのドメインのうちの１つまたは複数における完全性アテ
ステーションの集まりを含むことができる。ＴＰＩＡは、前記ドメインをサポートするプ
ラットフォームの完全性アテステーションも含みうる。ＴＰＩＡは、注目しているドメイ
ン、およびＴＨＳＭ上の手つかずのドメインに対しＲＴＯプロセスを実行することに関心
のあるＲＯなどの、外部ベリファイアに対してこれらのドメインをサポートするプラット
フォームの信頼状態のアテステーションを行うために使用されうる。ＲＯ、またはＲＯの
ドメイン（ＴＤRO）は、ＳＤＭにＴＰＩＡを要求することができる。ＳＤＭは、ＳＤＰに
従って要求を義務付けるか、または拒絶することができる。
【００４９】
　ＳＤＭは、ＴＨＳＭの、サービス要員などの、物理的に存在するデバイス所有者とやり
取りし、構築すべき他のドメインおよびその構築順序をインタラクティブに識別すること
もできる。さらに、ＳＤＭは、ＴＨＳＭの物理的に存在するユーザとやり取りして構築す
べきドメインとその構築順序に対する入力を与えるようにユーザのドメインに要求するこ
ともできる。この情報は、ドメイン構築プロセスの入力として使用することができる。
【００５０】
　ＴＨＳＭは、ＲＯのドメインに対してＲＴＯプロセスを実行する場合、リモートの所有
権取得プロトコルの完了前に４つの明確に区別されるシステム状態に至ることができるよ
うに構成されうる。ＴＨＳＭプレブートシステム状態は、ＴＨＳＭが「電源オン」されて
いないことを示すものとしてよい。ＴＨＳＭ＿ＴＤDM＿ＬＯＡＤ＿ＣＯＭＰＬＥＴＥシス
テム状態は、ＴＨＳＭ上のＤＭのドメインがＴＨＳＭの電源オン後の最初のステップとし
て構築またはロードされていることを示すものとしてよい。ＴＨＳＭ＿ＴＤDO＿ＬＯＡＤ
＿ＣＯＭＰＬＥＴＥシステム状態は、ＤＯのドメイン（ＴＤDO）が利用可能な最終構成に
合わせて構築またはロードされたことを示すものとしてよい。この「利用可能な最終構成
」は、ＤＯのドメインがそれ自体のためにＲＴＯプロセスに通ったことがない場合に、「
手つかずの」構成であるか、または「事後ＲＴＯ」構成であるものとすることができる。
ＤＭのドメインは、ＤＯのドメインを構築またはロードすることができる。ＤＯのドメイ
ンが少なくとも１つのＲＴＯプロセスを通る前に、ＤＯのドメインは、「手つかずの」状
態にあり、特定のＤＯによって請求または所有されることはありえない。「手つかずの」
ドメインは、「シェル」を含むことができる。はじめてＤＯのドメインが構築またはロー
ドされたときには、「利用可能な最終構成」（これ以降、最終構成（Last Configuration
）と称する）は事前構成ファイルに由来するものである。あるいは、「最終構成」が、Ｒ
Ｏのドメインに対するＲＴＯプロセスによるものである場合、ＴＨＳＭ上の特定のドメイ
ンは、少なくとも１回、リモート所有権取得プロトコルを通り、リモートの所有者は、Ｔ
ＳＳROの所有権を取得している可能性がある。これは、リモートの所有権取得が完了した
後に、プラットフォーム上に構成された信頼できるサブシステムを示すものとしてよい。
この状態に到達したとき、またはその前に、特定のＲＯが他のタスクの実行を開始するこ
とがある。
【００５１】
　ＴＨＳＭ＿ＴＤRO＿ＬＯＡＤ＿ＣＯＭＰＬＥＴＥシステム状態は、ＲＯのドメイン（Ｔ
ＤRO）が利用可能な最終構成に合わせて構築またはロードされたことを示すものとしてよ
い。この「利用可能な最終構成」は、ＲＯのドメインがそれ自体のためにＲＴＯプロセス
に通ったことがない場合に、「手つかずの」構成であるか、または「事後ＲＴＯ」構成で
あるものとすることができる。ＤＭのドメインは、ＲＯのドメインを構築またはロードす
ることができる。ＤＯのドメインが少なくとも１つのＲＴＯプロセスを通る前に、ＤＯの
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ドメインは、「手つかずの」状態にあり、特定のＤＯによって請求または所有されること
はありえない。「手つかずの」ドメインは、「シェル」を含むことができる。はじめてＲ
ＯのＴＤが構築またはロードされたときには、「最終構成」は事前構成ファイルに由来す
るものである。
【００５２】
　あるいは、「最終構成」が、ＲＯのＴＤに対するＲＴＯプロセスによるものである場合
、ＴＨＳＭ上の特定のＴＤは、少なくとも１回、ＲＴＯプロトコルを通るものとしてよく
、ＲＯは、ＴＤROの所有権を取得している。これは、ＲＴＯが完了した後に、プラットフ
ォーム上に構成された信頼できるサブシステムを示すものとしてよい。この状態に到達す
るときまでに、特定のＲＯが他のタスクの実行を開始することがある。ＲＯのＴＤ（ＴＤ

RO）はＭＮＯのＴＤである場合、この段階により、ＭＮＯのＴＤは、そのＴＤRO上に実現
された最終的な信頼できる加入識別管理（ＴＳＩＭ）機能を提供することができる。
【００５３】
　あるいは、ＤＯのＴＤの代わりに、ＤＭのＴＤに、システム全体のドメインマネージャ
（ＳＤＭ）を実装することができる。ＤＯは、ＤＭのＴＤに適切な許可データを付与した
後に、ＤＭのＴＤが備えるＳＤＭを使用して、ＴＨＳＭ上のさまざまなリモートの所有者
ＴＤの作成、ロード、および他の何らかの形の管理を行うタスクを実行することができる
。この場合のＴＨＳＭシステムブートシーケンスおよびＲＴＯプロセスシーケンスの詳細
は、本明細書で説明されている詳細と異なる場合があるが、出願の範囲内にある。この場
合のブートアップおよびＲＴＯプロセスは、ＤＯまたはＤＯのＴＤがＤＭのＴＤが備える
ＳＤＭをどのように使用するか、例えば、どのような種類の許可データを与えることがで
きるか（またどのようにして与えることができるか）の記述とともに、本明細書で説明さ
れているのと類似のものであってよい。例えば、スマートカードとして具現化されたＴＨ
ＳＭは、カードマネージャを備えることができ、これはカード発行者の代わりにカード上
のセキュリティドメインを管理する役割を有する、グローバルプラットフォームなどの規
格によって指定されたカードマネージャ機能をサポートする機能を備える。カード発行者
は、ＤＭと類似しており、カードマネージャは、ＳＤＭの機能の一部を備えることができ
る。したがって、カードマネージャは、ＤＭのドメイン内に保持されているＳＤＭに類似
のものであってよい。
【００５４】
　第１の実施形態では、ＭＥは、セキュアブート機能を備えるように構成され、ＴＨＳＭ
は、完全なＭＴＭ機能を備えるように構成されうる。電源オン時に、ＭＥは安全にブート
することができる。例えば、ＭＥは、オープンモバイルターミナルプラットフォーム（Ｏ
ＭＴＰ）の信頼できる実行環境ＴＲＯの仕様などに従って非ＴＣＧ「セキュア」ブートを
実行することができる。ブート時に、ＴＨＳＭは、最初に、例えば、ブートアップによっ
て、ＴＨＳＭ　ＤＭのドメイン（ＴＤDM）を構築し、次いで、「手つかずの」ＴＨＳＭ　
ＤＯのドメイン（ＴＤDO）を構築することができる。ＤＯおよびＤＵが分離している場合
、ＴＨＳＭは、ＴＨＳＭ　ＤＵのドメインも構築することができる。
【００５５】
　ＴＨＳＭ　ＴＤDMは、ＴＨＳＭで保護されている事前構成されたファイルで最初に構築
しておき、ブート時に利用可能にすることができる。ＴＨＳＭ　ＴＤDOは、事前構成され
たファイルで大半が構築されうるが、ＲＴＯプロセスを使用して構築することもできる。
ＴＨＳＭ　ＴＤDOは、ＲＴＯプロトコルを通ることができる。このプロトコルは、ＲＯの
ドメイン（ＴＤRO）に対するＲＴＯプロトコルと同じ形態をとるか、または異なるプロト
コルであってもよい。ＴＨＳＭ　ＴＥDOがＲＴＯプロトコルを通らない場合、所有権を取
得するために必要な資格証明が事前構成され、事前に用意される。ＴＨＳＭ　ＴＥDOは、
ＤＯによって所有されうる。ＤＯは、実際の人間ユーザもしくは所有者、企業もしくはそ
の情報技術（ＩＴ）部門などの組織、またはリモートのネットワーク通信事業者（ＮＯ）
でるものとしてよい。
【００５６】
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　ＴＨＳＭ　ＴＤUは、ＴＨＳＭ　ＴＥDO内に事前に用意された事前構成ファイルで構築
することができる。ＴＨＳＭのＲＯドメインは、最初に、ＴＨＳＭ　ＤＯのシステム全体
のドメインポリシー（ＳＤＰ）に従って、「手つかずの」構成に合わせて構築することが
できる。ＴＨＳＭのＲＯドメインは、ＲＯによるＲＴＯプロセスを通ることができる。Ｄ
ＯのドメインのＳＤＭは、ＳＤＰに従って、ＲＯのドメインに対するＲＴＯプロセスを管
理することができる。ＴＨＳＭのＲＯが、ＭＮＯであり、ＲＯのドメインがＭＮＯのドメ
インである場合、そのようなＭＮＯのドメインは、ｉ）ＭＮＯのドメインをＭＮＯに登録
する方法、ｉｉ）加入資格証明（例えば、ＵＳＩＭまたはＭＣＩＭ秘密鍵Ｋｉおよび国際
移動電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）など）をＭＮＯのモバイルネットワークからＴＨＳ
Ｍ上のＭＮＯのドメインにロールオフし、次いでそこに用意する方法、およびｉｉｉ）加
入資格証明をダウンロードした後、そのような資格証明を取り扱う、または使用する機能
、またはさらには加入管理機能を備えるドメインを一方のデバイスから別のデバイスへ移
行する方法を定めるプロトコルを通ることもできる。そのようなプロトコルは、ｉ）登録
プロトコル、ｉｉ）資格証明ロールオフプロトコル、および３）移行プロトコルとそれぞ
れ称することができる。ＴＨＳＭのＲＯドメインは、ＲＴＯが完了した後に、その自構成
のアテステーションを行い、それをＲＯに報告することができる。
【００５７】
　ＭＥが実行することができる信頼構築メカニズムのみが電源投入時セキュアブートプロ
セスを実行する第１の実施形態では、ＭＥ構成は、ＭＥまたはＴＨＳＭによってさらにア
テステーション可能でない場合がある。あるいは、ＭＥは、セキュアブートを完了すると
きに、自己完全性チェックを実行し、完全性値（ＩＶ）を生成することができる。ＭＥは
、機密性および完全性保護用のエンジンなどのソフトウェアを、無線（ＯＴＡ）による方
法を使用して、ＵＭＴＳセキュリティモード機能などのセキュリティモード機能などに従
ってインストールすることができる。適宜、ＲＯによるＲＴＯプロセスを介してＲＯのド
メインの所有権を取得する場合、ＲＯは、ＲＴＯプロセスを完了させるために受け入れる
ことができるＴＨＳＭの条件に関する自身のポリシーをダウンロードするか、または他の
何らかの形でインポートし、次いでアサートすることができる。ＲＯは、ＲＯがＴＨＳＭ
全体の条件、ＴＨＳＭの他のドメインの構築構造の条件、またはその両方に合意したとき
にＴＨＳＭプラットフォーム上に自分のドメインをインストールする「ゲートキープ」を
行うように構成されうる。したがって、ＲＴＯプロセスの一部として、ＲＯは、ＤＯのド
メインのＳＤＭと何らかの情報の交換を行って、ＤＯの条件または「ドメイン構築プラン
」を識別し、そのような条件がＲＯに受け入れ可能である場合のみＲＴＯプロセスを完了
させることができる。ＲＯドメインは、権利を持つこともでき、最初にＴＨＳＭ上にその
ＲＴＯ完了ＲＯのドメインを構築することに合意した後ＴＨＳＭの条件またはドメイン構
築プランの変更があれば更新するか、または通知するようにそのような権利を強制する機
能を実行するように構成されうる。ＲＯのドメイン固有のポリシー（ＤＰ）では、ＲＯの
ドメインに通知する必要があると思われる変更の種類を指定することができる。
【００５８】
　ＳＤＭは、対象となるＲＯに関連付けられているＲＯドメインに対するＲＴＯプロセス
を開始することができる。これは、ＲＯのドメインが「手つかずの」、「未請求」状態に
ある場合に起こりうる。例えば、ＲＯのドメインに、ＤＯのドメインとＤＯにより「Ｄｏ
ｍａｉｎ　Ｘ」（ＴＤx）と名付けることができる。ドメインは、今のところ未請求のシ
ェルまたは「手つかずの」状態で作成されうる。このような場合、ＳＤＭはＲＴＯプロセ
スを開始することができ、これにより、ドメインＴＤxの代わりに、対象のＲＯと接触す
る。ＲＯがこのドメインについてＲＴＯプロセスを通った後、ＳＤＭは、この同じドメイ
ンについて別のＲＴＯプロセスを開始することができなくなる。その代わりに、ＲＯそれ
自体が、この特定のドメイン上で別の種類の所有権取得プロセスを開始することができる
。そのような所有権取得プロセスは、これまでに指定されているＲＴＯプロセスと、前者
がデバイスの所有者／ユーザまたはデバイスそれ自体によってローカルで開始されるので
はなくリモートの所有者によってリモートで開始されうるという点で異なることがある（
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場合によってはＳＤＭまたはＤＯのドメインの調整の下で）。ＤＯは、ＲＯのドメインが
ＲＴＯプロセスを通り、そうして適切なＲＯによって「請求」または「所有」された後で
も、ＲＯのドメインの削除、破壊、または切断を行う権限を保持することができる。しか
し、ＤＯは、一般に、ＲＯのドメイン内に格納されている秘密を知ること、またはＲＯの
ドメイン内で実行される計算または機能の中間結果を知ることができない可能性がある。
【００５９】
　ＳＤＭが手つかずのＲＯのドメインに対してＲＴＯプロセスを開始する前に、利用可能
なリソースのリストにドメイン構築が載っていないか調べることができる。リストは、Ｄ
Ｍのドメインによって保持されうる。ＳＤＭは、「望ましいドメイン」リストを調べるこ
ともできる。望ましいドメインリストは、ＤＯのドメインＴＤDO内に保持されうる。ＳＤ
Ｍは、システムドメインポリシー（ＳＤＰ）、およびＤＭのドメインからのクエリに利用
可能であると思われる、ＴＨＳＭの既存のドメインの、またプラットフォームの、信頼状
態を含む現在状態を調べることもできる。この情報を使用して、特定のＲＯのドメインに
望ましいＲＴＯプロセスが利用可能なリソースおよびポリシーの下で可能であり、望まし
いドメインリストの下で望ましく、ＴＨＳＭの既存のドメインの状態、例えば、信頼状態
の下で許されるかどうかを判定することができる。
【００６０】
　あるいは、リモートの所有者のドメイン（ＴＤRO）は、単独でＲＴＯプロセスを開始し
、管理することもできる。ＴＤROは、未請求で、ＲＴＯプロセスの前の「手つかずの」状
態にあるものとしてよい。「手つかずの」ＲＯのドメインＴＤROは、ブートアップ後に対
象のＲＯと接触し、ＲＴＯプロセスを自立的に開始させることを可能にする事前構成済み
の機能を備えることができる。適宜、取得側ＴＤROがＴＨＳＭの所有者またはユーザにプ
ロンプトを出し、次いでＴＨＳＭの所有者またはユーザから「うなずき」を得てＲＴＯプ
ロセスを開始した後、ＲＴＯプロセスを開始することができる。（ターゲットの）リモー
トの所有者ＲＯ＿ｔａｒｇｅｔによって作成され、所有されることが意図されているが、
ＲＴＯプロセスを介してまだ所有されていない、まだ「手つかずの」状態にあるドメイン
ＴＤは、これ以降ＴＤRO_target＊と称されるものとしてよい。
【００６１】
　別の代替的形態では、ＴＤROは、特定のＲＯによる少なくとも１つのＲＴＯプロセスを
通っており、これは、ＲＯによって現在「請求」または「所有」されている可能性がある
。ドメインＴＤDOなどのＴＨＳＭ上のＤＯまたはそのプロキシが同じＲＯのドメインに対
し別のＲＴＯプロセスを開始することが許されうるかどうかは、ＲＯのポリシーおよび／
またはＳＤＭのポリシーに依存しうる。ＳＤＭは、ＲＴＯの目的を調べ、そのポリシー構
造内の許容可能な目的または活動に基づいて、そのような新しいＲＴＯを進めることを許
すかどうかを決定することができる。リモートの信号送信経由のＲＯ、またはＲＯのドメ
イン（ＴＤRO）は、同じＲＯを持つドメインに対して別のＲＴＯプロセスを開始すること
ができる。これは、ＲＯがＴＤRO内の構成ファイル、セキュリティポリシー、または実行
可能コードを更新する必要がある場合に起こりうる。ＲＯは、更新をダウンロードするこ
とができる。更新は、非ＲＴＯの無線（ＯＴＡ）による更新プロセスで実行できる。しか
し、場合によっては、ＲＯまたはＴＤROは、別のＲＴＯプロセスを使用していくつかのフ
ァイルもしくはコードを更新することができる。
【００６２】
　「手つかずの」ＴＤROは、それ自身のためにＲＴＯプロセスを開始するときに、ＤＭの
ドメインによって保持されうる、ドメイン構築に対する利用可能なソースのリストを調べ
るためにＳＤＭに依存する必要がある場合がある。ＴＤROは、ＤＯのドメイン内に保持さ
れうる、「望ましいドメイン」リスト、システムドメインポリシー（ＳＤＰ）、およびＤ
Ｍのドメインからのクエリに利用可能であると思われる、ＴＨＳＭの既存のドメインの信
頼状態を含む現在状態を調べるためにＳＤＭにも依存しうる。この情報を使用して、特定
のＲＯのドメインに望ましいＲＴＯプロセスが利用可能なリソースおよびポリシーの下で
可能であり、望ましいドメインリストの下で望ましく、ＴＨＳＭの既存のドメインの状態
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または信頼状態の下で許されるかどうかを判定することができる。
【００６３】
　ＳＤＭポリシーは、ＤＯに対する所有権取得（ＴＯ）プロセス実行時に構成されうる。
このプロセスは、ブートプロセスの実行時に強制される既存の構成構造を介して、ローカ
ルで実行できる。ＤＯのＴＯは、リモートでも実行することができ、このプロセスは、Ｒ
ＴＯをブロックまたは許可するためのＳＤＭｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎが非デバイス所有者
のリモートの所有者に対するＲＴＯプロセスの場合と異なりＤＯのドメインに対するＴＯ
プロセスの場合には呼び出されないという点を除き、本明細書で指定されているように、
デバイス所有者のドメインではないドメインの所有権取得とともに使用することが意図さ
れているＲＴＯプロセスに類似するものとしてよい。ＳＤＰは、ローカルで実行されうる
ＤＯ所有権取得プロセスの際に（ＤＯが物理的に存在し、デバイスとインタラクティブに
やり取りする）、またはリモートに位置するデバイス所有者とのリモートのインタラクテ
ィブなやり取りを伴う形で確立されうる。ＳＤＰのコンポーネントは、すべての非ＤＯド
メインに共通の許容可能な活動または目的のリストである。このリストは、ドメインの所
有権取得を許可されないリモートの所有者を指定する追加のエントリも含みうる。
【００６４】
　第２の実施形態では、ＭＥは、セキュアブート機能を有し、そのブートコードの一部の
「セキュアブート」チェック機能の一部を実行するためにＴＨＳＭに依存しうる。ＭＥは
、ＯＭＴＰ　ＴＲ０セキュアブートなどの非ＴＣＧセキュアブートを実行することができ
る。ＴＨＳＭを使用して、ＭＥの完全性をチェックし、ＴＨＳＭに与えられる物理的保護
を「利用する」ことができる。例えば、ＭＥは、未加工データをＴＨＳＭに送信すること
ができ、ＴＨＳＭは、ＭＥの完全性をチェックすることができる。ＷＴＲＵは、ＭＥとＴ
ＨＳＭとの間にセキュアチャネルを設けるメカニズム、およびＭＥの完全性チェックをＴ
ＨＳＭ側で実行することを目的としてコードまたはデータをＴＨＳＭに安全な方法で送信
し、ＴＨＳＭとセキュアチャネルなどを介して安全に通信することを少なくとも信頼でき
るＭＥの「いくぶん信頼に足る」部分を実装することができる。ＴＨＳＭは、その中に、
ＭＥに代わってＭＥのコードの一部を格納することもできる。これらのコードは、ブート
プロセスの実行時にＭＥ内にロードすることができる。ＴＨＳＭは、ＭＥの完全性チェッ
クを実行するか、またはＭＥに対するコードの一部を格納しロードする役割を受け持つこ
とができるが、それは、それ自身とＭＥとの間でＴＨＳＭがハードウェアベースの保護メ
カニズムを持つことでより信頼性の高い環境となりうるからである。第３の実施形態では
、ＴＨＳＭは、セキュアブートの一部またはＭＥのコードの完全性チェックを実行するこ
とができる。これは、ＲＯをアテステーション可能であるものとしてよい。ＭＥは、単一
の信頼できるエンティティ、つまりモバイルトラステッド環境（ＭＴＥ）を備えることが
できる。ＭＴＥは、ＭＥの残り部分より信頼できるＭＥ内の論理的に分離されている環境
であるものとすることができる。ＭＴＥは、ハードウェアベースの信頼の基礎（ＲｏＴ）
などのいくつかのハードウェアベースの保護メカニズムを利用することができる。ＭＥの
ベースコードがロードされた後、ＭＴＥをロードすることができる。ＭＴＥは、外部ベリ
ファイアに信頼できる署名鍵の使用などの信頼の証明を与えることができるという意味で
信頼できるエンティティであるものとしてよい。ＭＴＥは、信頼できるエンティティであ
るけれども、実際のＴＰＭに関連付けられている測定プログラムコードである測定用のコ
アな信頼の基礎を有することができない。ＭＥが、電力を供給されるデバイスとして、Ｔ
ＨＳＭが動作しうる「プラットフォーム」を提供する限り、ＭＥは、本明細書ではＭＥプ
ラットフォームと称することができる。ＭＴＥは、ＭＥプラットフォームの完全性の証拠
を集めて、その証拠を、ＭＴＥ内で保護されている署名鍵の使用によってなされる少なく
とも完全性保護の下で、ポストブートＳＤＭなどのＴＨＳＭ内の信頼できるエンティティ
に回送するように構成されうる。ＴＨＳＭは、ＴＣＧ　ＴＰＭまたはＭＴＭに似た完全性
測定および検証機能を実装するので、ＴＨＳＭは、「Ｅｘｔｅｎｄ」オペレーションを実
行するＴＣＧ　ＴＰＭまたはＭＴＭの機能も実装することができ、これにより、現在のソ
フトウェアの測定結果を、ソフトウェアのロードの状態の推移を示すプラットフォーム構
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成レジスタ（ＰＣＲ）の現在値と組み合わせて、ＰＣＲに対する新しい値を計算する。Ｔ
ＨＳＭは、ダイジェスト値（ソフトウェアコンポーネントの完全性の未加工の測定値であ
る）またはＰＣＲの値を、ＴＨＳＭに対してＭＥプラットフォームが信頼性のアテステー
ションを行うために使用することができる別の完全性データに変換するメカニズムを実装
することもできる。簡単のため、ＭＥプラットフォーム完全性の収集データは、これ以降
、ＭＥプラットフォーム完全性データ（ＭＰＩＤ）と表すことができる。ＴＨＳＭは、Ｍ
ＥまたはＭＴＥに対するドメインを維持することができない。ＴＨＳＭは、事前構成され
たファイルから、またはＤＭとのリアルタイムの接触によって、計算されたダイジェスト
をチェックする際に突き合わせる認定済みの基準を取得することができるものとしてよい
。一致していると判定された場合、次にＭＥのアテステーションを行うことができる。Ｍ
ＴＥは、型式番号、実行が意図されているサービスの種類、およびサービスの対象者など
の、ＭＥの「環境」を記述するデータを収集することができる場合もある。簡単のため、
ＭＥのそのような環境記述は、これ以降、ＭＥプラットフォーム環境調査（ＭＰＥＳ）と
表すことができる。ＴＨＳＭ　ＤＯのＲＯは、その自ドメインとともにＭＥプラットフォ
ームの完全性のアテステーションを行うことができる。このアテステーションは、特許文
献１において指定されているような、Ｍ２Ｍを背景とする、トラステッド環境（ＴＲＥ）
のＭ２ＭＥ妥当性確認機能に類似しているものとしてよい。ＭＥは、継続的に、単独で、
またはＴＨＳＭからの要求があったときに、その変化する状態をＴＨＳＭに報告すること
ができる。
【００６５】
　第４の実施形態では、ＭＥとＴＨＳＭの両方を、完全なＭＴＭ機能を実行するように構
成することができる。ＭＥ、またはそのドメインが信頼に足るかどうかは、ＭＥによって
、またはそのドメインによって直接的に、アテステーション可能であるものとしてよい。
ＭＥのＲＯドメインは、継続的に、または要求があったときに、その状態をＲＯに報告す
ることができる。ＴＨＳＭのＲＯドメインも同様に機能しうる。ＭＥのＲＯドメインおよ
びＴＨＳＭのＲＯドメインによる報告は、同期させることができ、また互いに束縛するこ
ともできる。これらの報告は、プロトコルフローの共通セッションを使用して行うことも
できる。
【００６６】
　この実施形態では、ＭＥは、本明細書で説明されているようにＴＨＳＭのいくつかの機
能を実行するように構成されうる。ＭＥは、自らの１つまたは複数のドメインを備え、そ
れぞれ特定の所有者に関係するものとしてよい。これらのドメインは、ＴＨＳＭによる信
頼できるエンティティの特性を備えるものとしてよい。そのようなドメインは、デバイス
製造業者（ＤＭ）ドメインおよびユーザ（Ｕ）ドメインを含みうる。これらのドメインは
、ＴＨＳＭと同様にして事前構成することができる。ＭＥ上のドメインをＴＨＳＭ上のド
メインから区別するために、文字ＭＥに、ドメインそれ自体を指定する文字を下付き文字
にして付けることができる。したがって、ＤＭに対するドメインは、ＭＥDMで表すことが
できる。ＴＨＳＭ上のデバイス所有者（ＤＯ）ドメインは、ＭＥ側のドメインを監視して
、ＳＤＭに置かれるシステム全体のドメインポリシー（ＳＤＰ）への準拠を確認すること
ができる。ＭＥ内にそれぞれのドメインを作成する場合に、ＳＤＭとの通信により、ＴＨ
ＳＭ　ＤＯはそれぞれの新しいドメイン構成を認識することができる。
【００６７】
　ＭＥは、ＴＨＳＭにおけるＳＤＭと同様に機能しうる、プラットフォームドメインマネ
ージャ（ＭＥPDM）として称されうる、ドメインマネージャを備えることができる。ＭＥP

DMは、ＭＥDM内に置かれ、最初は、ＤＭによって定義されるような事前構成を有すること
ができる。この初期構成は、その目的と機能に関して、ＴＨＳＭ上のＴＤDMの初期の事前
構成された定義と類似するものとすることができる。ＭＥDMのセットアップは、ＴＤDOが
ＴＨＳＭにおいてインスタンス化された後に行われるように時間設定することができる。
ＳＤＭが、ＭＥDMに対するセットアップが完了したことを通知された場合、これは、シス
テム全体の制約条件に応じて、ＳＤＰに由来する、またはＳＤＰの反射におけるポリシー
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制約条件を課すことができる。ＳＤＭは、ＴＨＳＭ上に多数のリモートの所有者およびそ
のドメインのリストを保持することができる。ドメインが、リストに載っている所有者の
１人に属するＭＥ上に作成され、管理される場合、ＳＤＭは、ＭＥ上のそれらのドメイン
の作成および管理の特定の制御を行うことができる。
【００６８】
　この実施形態では、ＭＥは、完全なＭＴＭ機能を有することができる。したがって、こ
れは、測定用のコアな信頼の基礎（ＣＲＴＭ）、報告用のコアな信頼の基礎（ＣＲＴＲ）
、およびストレージ用のコアな信頼の基礎（ＣＲＴＳ）を備えることができる。ＴＨＳＭ
上で、ドメイン加入機能はＴＳＩＭ機能によって管理されうる。ＴＨＳＭ内の一方のドメ
インおよびＭＥ内の他方のドメインなどの２つのドメインが、同じＲＯに対するものであ
る場合、ＴＨＳＭ上のドメインは、そのリモートの所有者に対する加入機能およびその管
理などの、非常に高レベルのセキュリティおよび／または信頼を必要とするＲＯに対する
機能またはサービスに使用することができるが、ＭＥ上のドメインは、それでもまだ特定
のレベルのセキュリティまたは信頼を必要としうるがＴＨＳＭ上のドメインから予想され
る機能およびサービスに必要なレベルと同じレベルではない同じＲＯに対する機能または
サービスに使用することができる。事前構成されたファイルから構築されないドメインは
、リモート所有権取得（ＲＴＯ）プロセスを通じて構成されうる。典型的なリモートの所
有者（ＲＯ）に対するＭＥのＲＴＯは、ＴＨＳＭのものと類似していてもよい。
【００６９】
　ＭＥ上のドメインは、リモートの所有者に対する加入管理に使用されることが意図され
ていない場合がある。その代わりに、これらは、ユーザ、所有者、リモートの所有者、ま
たはこれらの組み合わせのために計算およびリソースを必要とするタスクを実行するため
に使用されることが意図されていてもよい。例えば、これらのドメインは、ＴＨＳＭ上の
比較的限られたリソースに対して実用的でない可能性のあるタスクを実行することができ
る。ＭＥ上のドメインは、１回作成されてその後明示的に削除されるまでＭＥ内に留まる
代わりに、これらのドメインは仮想化の場合と同様にブート時に、またはさらには実行時
のセッションにおいて作成され、一時的なセッションベースで特定の目的に使用されうる
という点で「つかの間の」または「一時的な」ものであってもよい。ＭＥ上のドメインの
リモートの所有者は、他のリモートの所有者によって所有されるＭＥ上の他のドメインま
たはＴＨＳＭ上のそのような他のドメインのリソースおよびその目的の割り当てのアテス
テーションがなされた調査を要求し取得することに関して同じレベルの特権を有すること
はできない。
【００７０】
　モバイルトラステッドプラットフォームのデバイス所有者がＭＮＯリモート所有者とも
称される特定のＰＬＭＮによって事前割り当ておよび初期化がなされていない「ブランク
」のＷＴＲＵを購入し、制約なしでモバイルネットワーク通信事業者を任意に選択できる
ようにする方法を提供すると有益である。この方法は、リモートの所有者がＰＬＭＮ事業
者であるか、または加入アプリケーションの対象となる他の類似の事業者である場合にＵ
ＭＴＳデバイス（ＵＥ）などの、ＷＴＲＵの、ＲＴＯプロセスなどの、所有権取得プロセ
スを実行することを含み、ＴＨＳＭ内のドメインであり、正しいＲＯによって請求されう
る、ＲＯのドメインなどの、サブシステムをセットアップし、カスタマイズし、ファイナ
ライズすることができる。
【００７１】
　すでに述べたように、信頼できるハードウェア加入モジュール（ＴＨＳＭ）は、ＩＭＳ
加入識別モジュール（ＩＳＩＭ）などの、ＰＬＭＮ事業者のための加入アプリケーション
および他の付加価値サービスの機能を備える改竄防止機能付きハードウェアコンポーネン
トモジュールとして構築されるか、またはＴＨＳＭ内に、そのような改竄防止機能付きハ
ードウェアコンポーネントモジュールを備えることができる。ＴＨＳＭは、ＷＴＲＵから
取り外し可能であるか、または取り外し不可能であるものとしてよい。ＵＩＣＣの機能強
化バージョンまたはグローバルプラットフォーム規格に準拠するスマートカードは、その
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ようなＴＨＳＭの一実施形態であるものとしてよい。
【００７２】
　所有権取得オペレーションは、通信事業者またはＰＬＭＮとＷＴＲＵとの間の基本的な
「信頼」関係を構築する。この手順で、汎用の「信頼できる」ソフトウェア構成を有する
「手つかずの」エンジンを備える「ブランクトラステッド」ＴＳＩＭをインストールして
インスタンス化することができる。このサブシステムは、プラットフォームが「手つかず
の」構成およびセキュリティ属性の証拠をもたらすことが可能である場合に、リモートの
所有者によって「認定」されうる。図３および３Ａは、本明細書で説明されている第１の
実施形態に特に関係しているときにこのプロセスの一例を示している。リモートの所有者
は、要求されたサービスをユーザに提供し、適切なセキュリティポリシーをセットアップ
し、サービスと矛盾しないデバイス構成を強制するモバイルネットワークであってもよい
。このプロトコルに対する所有者はローカルに置かれていてもよい。
【００７３】
　図３および３Ａは、例示的なブートアップおよびＲＴＯプロセスを例示している。ＭＥ
は、プレブート状態３０４を有することができる。符号３０６でデバイスを電源オンにす
ることができる。ＭＥは、符号３０８で、「セキュア」ブート（非ＴＣＧ）を実行するこ
とができる。ＭＥは、ベースコードブート状態３１０に到達することができる。さらに、
ＭＥは、符号３１２で、「ベースブート完了」信号をＴＨＳＭに送信することができる。
ＭＥは、符号３１４で、基本構成により追加のソフトウェアをロードすることができる。
ＭＥブートは、符号３１６で、完了（アプリケーションロード）状態になるものとしてよ
い。ＭＥは、符号３１８で、ＴＨＳＭにブート完了メッセージを送信することができる。
【００７４】
　ＴＨＳＭは、プレブート状態３３０にあるものとしてよい。ＴＨＳＭは、符号３３４で
、ＴＥDMをロードすることができる。ＴＨＳＭは、構成時に事前構成されたファイルを受
け取ることができ、例えば、符号３３６は、事前構成されたファイルの使用を例示してい
る。符号３３８で、ＴＨＳＭは、「ＴＤDM構築」状態（基本構成状態）に到達しうる。Ｔ
ＨＳＭは、例えば符号３４０に例示されているように、ＲＯドメインに対する利用可能な
リソースに関するＤＭの仕様を受信することができる。
【００７５】
　符号３４２で、ＴＤDMは、ＴＤDOを構築することができる（ＴＤDOはＳＤＭを含むこと
ができる）。符号３４４で、ＴＨＳＭは、保存済み構成ファイルを使用して、例えば、ド
メインを構築することができる（前のＲＴＯがあるため利用可能である場合がある）。符
号３４６で、ＴＨＳＭは、ＴＤDO構築状態（ＳＤＭを含む）に到達することができ、ＴＤ

DOは、ＤＯによって未請求であるか、または請求済みであるものとしてよい。符号３５０
で、ＴＤDOはＴＤuを構築することができる。符号３５２で、ＤＯから入力を受け取るこ
とができる。符号３５４で、ＴＨＳＭは、ＴＤu構築状態に到達することができ、ＴＤuは
、未請求であるか、または請求済みであるものとしてよい。符号３５６で、ＴＨＳＭは、
ＤＯまたはＤＵから入力を受け取ることができる（例えば、ファイルまたはインタラクテ
ィブな操作によって、ＤＯがどのドメインを構築したいかを指定する）。符号３５８で、
ＴＤDOは、ＲＯドメイン、ＴＤROを構築することができる。
【００７６】
　次に図３Ａを参照すると、符号３６２で、ＴＨＳＭが、ＴＤROが構築された状態に到達
することができ、ＴＤROは、ＲＯによって未請求であるか、または請求済みであるものと
してよいことがわかる。符号３６６で、ＳＤＭが、ＲＴＯを実行するようにＴＤROに要求
することができるか、またはＴＤROが、ＲＴＯを実行することをＳＤＭに通知する（また
は要求する）ことができる。符号３７０で、ＴＤROはＲＴＯプロセスを開始することがで
きる。符号３８０では、代表的なリモートの所有者（ＲＯ1．．．ＲＯn）がいる。符号３
８４で、情報を交換することができる。例えば、リモートの所有者によるＲＴＯプロセス
の一部として、交換される情報は、アテステーション、構成、ポリシー、目的、証明書（
本明細書ではＣＥＲＴと称する）、鍵、およびＳＰからＴＤROまでのうちの１つまたは複
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数の含むことができる。適宜、ＲＯは、ＲＴＯプロセスの実行中にＤＯの「環境」または
「ドメインプラン」を見いだすことができ、それが環境／プランと一致する場合にプロセ
スを続行させることができる。
【００７７】
　符号３７２で、ＴＨＳＭは、さまざまなドメインに対するシステム構成を取り込み／更
新し、その情報を保存し、その情報をＴＨＳＭ内の不揮発性の保護されたメモリに格納す
ることができる。符号３７４で、ＴＨＳＭは、ポストＲＴＯ　ＴＤROを持つ状態に到達す
ることができる。
【００７８】
　第１の実施形態を参照すると、ＤＯのＲＴＯによって形成されたポリシードメインは、
その後のＲＴＯプロセスのドメイン構成に影響を及ぼす規定を含みうる。ＲＴＯプロトコ
ルは、非ＤＯ　ＲＯに適していることがある。ドメイン固有のポリシー（ＤＰ）は、ＲＴ
Ｏトランザクションの実行時にダウンロードすることができる。ＤＯに対するＤＰは、Ｒ
Ｏに対するＤＰと、そのようなＤＰ（ＤＰDO）がＴＨＳＭ内の、リモートで所有されうる
、他のドメインを構築し、維持するために使用することを目的とするシステム全体のドメ
インポリシー（ＳＤＰ）を含みうるという点で、異なる場合がある。ＲＴＯプロセスの実
行前に、またはＲＴＯプロセスの実行中に、ドメインのＲＯは、信頼できる第三者（ＴＴ
Ｐ）から、ＴＨＳＭのすべてのドメインもしくはすべてのドメインのサブセットをサポー
トするハードウェアもしくはソフトウェアの構成および現在完全性状態に対する参照完全
性基準（ＲＩＭRO）を取得することができ、
　ＴＴＰ→ＲＯ：ＲＩＭRO＝｛ＴＨＳＭのドメインをサポートするＨＷ／ＳＷの構成およ
び状態、および／またはダイジェスト値｝　　　　　　　　式１
と表すことができる。
【００７９】
　いくつかの場合において、ＴＴＰは、ＲＯが検証しようとしているドメインを含む、Ｔ
ＨＳＭのＨＷおよびＳＷのサブセットに対しＲＩＭROを提供することができる。ＲＩＭRO

Sを提供するために複数のＴＴＰが必要になる場合があり、ＲＯは集合的な参照基準を集
めて形成する。ＲＴＯプロセスが適用されるＴＨＳＭのターゲットドメイン（ＴＤRO_tar

get）は、ＴＨＳＭのＳＤＭの助けを借りて、そのＲＯに署名されたＴＨＳＭプラットフ
ォーム完全性アテステーション（ＴＰＩＡ）を提供するように構成されうる。ＴＰＩＡは
、ＴＨＳＭ上のドメインの個別の完全性アテステーションおよび／またはＴＤRO_target

によるＲＴＯプロセスの完了を許す前にターゲットドメインのＲＯが検証しようとしてい
るデバイスのプラットフォームの完全性アテステーションの連結であるものとしてよい。
ＴＨＳＭのターゲットドメイン（ＴＤRO_target）は、ＴＨＳＭのＳＤＭの助けを借りて
、そのＲＯに署名されたＴＨＳＭプラットフォーム環境要約（ＴＰＥＳ）を提供すること
ができるものとしてよい。ＴＰＥＳは、ＴＨＳＭ上の他のドメインの数および性質、およ
びＴＥRO_targetのために使用することが可能な、ＴＨＳＭのプラットフォームのリソー
スなどの残りの利用可能なリソースを含む、ＴＨＳＭの環境の要約を含むことができ、
　ＴＤRO_target→ＲＯ：［ＴＰＩＡ］signed｜｜［ＴＰＥＳ］signed　　　式２
と表すことができる。
【００８０】
　あるいは、ＲＯが注目するすべてのドメイン上のすべてのアテステーションを含むこと
ができるＴＰＩＡを報告する代わりに、ＳＤＭは、すべてのドメインの完全性のチェック
を済ませ、それらが信頼に足るものであるとみなすことを示す、半自立的ステートメント
であってもよい、署名されたステートメントを提供することができる。このアテステーシ
ョンは、ドメインの集まりの完全性のローカルでの検証を含みうる。ローカルのベリファ
イアは、ＴＨＳＭ上のそれぞれのドメインに対する有効な構成リストを含みうる。ＳＤＭ
は、ローカルのベリファイアに、ＡＩＫによって署名されうるＴＰＩＡを提供することが
できる。個別の完全性アテステーションの検証は、構成リストに載っている対応するロー
カルに格納されているエントリと一致することを要求する場合がある。ＳＤＭは、ＴＰＩ
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Ａを組み立てて、それぞれのドメインが信頼に足ることを証明するのに必要な完全性測定
、ロギング、およびＰＣＲへの拡張を実行することができる。これらの測定、およびその
拡張は、必要なドメインに対するアテステーションが行われたことを立証するためにベリ
ファイアによって使用されうる。
【００８１】
　検証が行われた後、ローカルのベリファイアは、関連するアテステーションが行われこ
とを示すステートメントを作成し、このステートメントに、認証された鍵ペア（Ｋsign_v

erify_priv、Ｋsign_verify_pub）からの秘密鍵とともに署名する。署名されたＴＰＥＳ
と連結された署名入りの検証ステートメントを含むメッセージは、
　ＴＤRO_target→ＲＯ：［検証ステートメント］Ksign_verify_priv｜｜［ＴＰＥＳ］si

gned　　　　　　　　　　式３
と表すことができる。
【００８２】
　ＴＴＰ（ｓ）からの｛ＲＩＭRO｝並びにＴＤRO_targetからの署名されたＴＰＩＡおよ
び署名されたＴＰＥＳを受け取った後、ＲＯは、ＴＤRO_targetがＲＴＯプロセスを続行
するために同意できるとＲＯが判断したＴＨＳＭ内の環境などの環境内に入っており、Ｔ
ＤRO_targetおよびＲＯが注目する他の任意のドメインをサポートするハードウェアまた
はソフトウェアが、完全性がＲＯにとって同意できるものである状態にあるかどうかを検
証することができる。
【００８３】
　手つかずのドメインに対するＲＴＯプロトコルは、電源投入時に開始することができる
。適宜、ＲＴＯプロトコルは、電源投入後に開始することもできる。ＴＨＳＭのセキュア
ブートが完了すると、ドメインのその結果の構築は、最初など、初期の電源オン時にプラ
ットフォームの状態、またはデバイスがすでにブートアップされ、次いで電源が落とされ
たときの前の状態を反映する内容を持つ構成ファイルによって決定されうる。したがって
、デバイスは、ＴＤDM構築、「手つかずの」ＴＤDO、および「手つかずの」ＴＥU状態を
含む基本構成をとる可能性がある。あるいは、ＷＴＲＵは、後の構成、例えば、前のブー
トアップおよびＴＤDM、「ポストＲＴＯ」ＴＤDO、および「ポストＲＴＯ」ＴＥU状態を
含むドメイン構築もしくはＲＴＯプロセスに基づく構成をとることができる。別の代替的
形態では、ＷＴＲＵは、図２に示されているような、追加のドメインの拡大セットも含む
構成をとることができる。そのようなドメインは、前の電源投入セッション時に作成され
ている可能性がある、また所有権は、前のセッションで行われたすでに実行されているＲ
ＴＯプロセスにより各所有者によって取得されている可能性がある。
【００８４】
　第１の実施形態を参照すると、プラットフォームの安全で信頼できるエンティティとし
て、ＴＨＳＭは所有権取得プロトコルを制御し、ＭＥが信頼に足る初期状態にあるかどう
かを判定することができることがわかる。事前に用意された鍵Ｋtempを使用して、ＴＨＳ
Ｍ－ＭＥインターフェース上で送信されるメッセージの機密性を保護することができる。
簡単のため、暗号化されたメッセージＡを｛Ａ｝で表し、メッセージの署名を［Ａ］で表
し、表記ＩＤMEおよびＩＤTHSMは、それぞれ、ＭＥとＴＨＳＭの事前に用意された一時Ｉ
Ｄを表す。
【００８５】
　ＲＴＯの開始は、ＴＤDOのＳＤＭが、ＲＯによって、その特定のＲＯによるＲＴＯプロ
セスの後に請求されることが意図されている「未請求」で、「手つかずの」ドメインに対
するＲＴＯを開始することを含むことができる。ユーザは、ＭＥプラットフォームの電源
オン操作を開始することができる。電源オン時に、ＭＥは、これが「アライブ」になるベ
ースコードの、ＯＭＴＰによって定められたブートなどの「非ＴＣＧ」「セキュアブート
」を実行することができる。非ＴＣＧセキュアブートプロセスの一部として、ＭＥのベー
スコードの完全性を自立的にチェックすることができる。
【００８６】
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　第３の実施形態を参照すると、ベースコードのブートプロセスの完了後にモバイルトラ
ステッド環境（ＭＴＥ）をロードすることができることがわかる。署名鍵を使用すること
で、ＭＴＥは、ＭＥプラットフォーム構成の完全性のアテステーションを行うことができ
る。
【００８７】
　ＭＥは、ベースコードをロードした後に、信号を定期的にＴＨＳＭに送信し、最小限の
安全な設定でブートしたことを指示することができる。ＴＨＳＭのＤＯのドメインは信号
が送信されたときにはまだブートされていない場合があるため、ＭＥは、同じ信号を、異
なるランダムなノンス（ｎｏｎｃｅ＿１）とともに、ＴＨＳＭのＤＯのドメインから送り
返される確認応答信号を受信するまで送信することができる。この信号は、
　Ｄｅｆ）Ｐａｃｋａｇｅ＿１＝「ＭＥベースコードブート完了」ＭＳＧ｜｜ｎｏｎｃｅ
＿１｜｜ＩＤME　　ＭＥ→ＴＨＳＭのＴＤDO：Ｐａｃｋａｇｅ＿１｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐ
ａｃｋａｇｅ＿１）］Ktemp_I　　　　　　　　　式４
として表すことができる。
【００８８】
　第３の実施形態を参照すると、信号送受信は、
　Ｄｅｆ）Ｐａｃｋａｇｅ＿１＝「ＭＥベースコードブート完了＆ＭＴＥロード」ＭＳＧ
｜｜ｎｏｎｃｅ＿１｜｜ＩＤME　　ＭＥ→ＴＨＳＭのＴＤDO：Ｐａｃｋａｇｅ＿１｜｜［
ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿１）］Ktemp_I　　　　　　　　式５
として表すことができる。
【００８９】
　ＴＨＳＭは、「安全に」ブートすることができ、したがって、ＴＨＳＭは、そのＤＭの
ドメイン、「手つかずの」ＤＯのドメイン、ユーザのドメイン、およびＲＯによって所有
されることが意図されているが、まだＲＯによって所有されていないと思われる少なくと
も１つの「手つかずの」ドメインをロードしている可能性がある。また、これらのドメイ
ンをロードする際に、ドメインのコード状態のそれぞれの完全性を、ドメインのそれぞれ
の参照完全性基準（ＲＩＭ）と突き合わせてチェックすることができる。チェックは、Ｔ
ＣＧ　ＭＰＷＧ仕様などの仕様に従って実行されうる。
【００９０】
　デバイス所有者のドメイン（ＴＤDO）は、ＤＯに対するＲＴＯプロセスをすでに通って
いる場合に、「事前構成された」構成、または「最後に保存された（後／前ＲＴＯ）」構
成のいずれかに合わせてロードすることができる。ＤＯのドメインは、ロードされるとき
に、システム全体のドメインマネージャ（ＳＤＭ）を含むことができる。ＳＤＭは、他の
リモートの所有者（ＲＯ）に属すドメインの構築またはロードおよびメンテナンスを監視
することができる。ＳＤＭは、ＤＭのドメインからの「ドメインに対して利用可能なリソ
ースのリスト」を調べることができ、ＴＤDOが保護する、システム全体のドメインポリシ
ー（ＳＤＰ）を調べることもできる。
【００９１】
　ブート時に、ＳＤＭは、ＴＨＳＭの人間のユーザまたは人間の所有者（ＤＯ）に「構築
することができるドメインのリスト」をプロンプトとして表示し、構築するドメインを選
択する入力を要求することができる。ユーザまたは所有者からその入力を取得した後、Ｓ
ＤＭは、人間の所有者またはユーザからの応答で指定されたドメインのみを構築する作業
を進めることができる。ＳＤＭは、ＭＥとのインタラクティブなやり取りにより、これら
のトランザクションに対するユーザインターフェース（ＵＩ）を構成することができる。
【００９２】
　セキュアブートの後、ＴＨＳＭのＴＤDOは、「ＴＨＳＭブート完了」メッセージをＭＥ
に送信することができる。ＴＤDOは、このメッセージ内に、ロードされるＲＯのドメイン
の数および名前などの、ドメインの現在状態の外部開示可能な要約を含めることもできる
。ＴＤDOのＳＤＭは、ドメインの現在状態の要約の外部への開示の範囲を決定して強制す
ることができ、そのような決定は、ＳＤＰ、および／またはＴＨＳＭおよび／またはＭＥ
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上のドメインのドメイン固有のポリシー（ＤＰ）に基づくものとしてよい。ＴＤDOは、こ
のメッセージ内のＰａｃｋａｇｅ＿１を受け取ったことを、ＳＨＡ－Ｘ完全性チェックコ
ード入力の一部として受信したｎｏｎｃｅ＿１を含めることによって確認することができ
、これは、以下のように表すことができる。
【００９３】
Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿２＝「ＴＨＳＭブート完了」ＭＳＧ｜｜ｎｏｎｃｅ＿２｜｜
ＩＤTHSM

ＴＤDO→ＭＥ：Ｐａｃｋａｇｅ＿２｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿１｜｜ｎｏｎｃ
ｅ＿１）］Ktemp_I　　　　　　　　　　　式６
【００９４】
　ＩＤTHSMなどのＴＨＳＭのＩＤは、ＤＭのドメインＴＤDM内に保持することができ、ま
たＴＤDMのＩＤと同等であるものとしてよい。ＤＯのドメインＴＤDOは、それをＴＤDMか
らフェッチして、式６においてＰａｃｋａｇｅ＿２を構成することができる。
【００９５】
　「ＴＨＳＭブート完了」信号に応答して、ＭＥは引き続きそのブートプロセスを完了さ
せることができる。そのブートプロセスを完了した後、ＭＥは、ＴＨＳＭのＴＤDOに、
　Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿３＝「ＭＥブート完了」｜｜ｎｏｎｃｅ＿３
　ＭＥ→ＴＤDO：Ｐａｃｋａｇｅ＿３｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿３｜｜　ｎｏ
ｎｃｅ＿２）］Ktemp_I　　　　　　　　　　式７
として表すことができるメッセージを送信することができる。
【００９６】
　以下は、ＤＯのドメインのＳＤＭが現在「手つかず」であるＲＯのドメインに対するＲ
ＴＯプロセスを開始し、監視する場合に適用される。
【００９７】
　ＴＤDOがＭＥからＰａｃｋａｇｅ＿２を受信した後、ＲＴＯプロセスを開始することが
できる。ＴＤDO内のシステム全体のドメインマネージャは、「手つかずの」ターゲットＲ
Ｏのドメイン（ＴＤ＊RO_Target）にＲＴＯプロセスを起動するように要求することによ
ってＲＴＯプロセスを開始することができる。ＳＤＭは、自立的に、または人間の所有者
もしくはユーザによって促されたときに、このプロセスを開始することができる。ＳＤＭ
は、ＴＤ＊ROに、ターゲットＲＯに対するＲＴＯプロセスを起動する要求を送信すること
ができる。この要求には、ＲＯのＩＤまたはネットワークアクセス識別子（ＮＡＩ）など
、ターゲットＲＯの素性を示すもの、および現在の要求の有効期間を含めることができる
。要求の一部として、またはその要求に同伴する別のパッケージとして、ＳＤＭは、「許
可されたＲＯのドメインに対するＳＤＰの条件」（以下、ＳＣＡＲＤと称する）のリスト
も送信することができる。ＳＤＭは、意図されたＲＴＯプロセスの後に完了するときにＴ
ＤROに対する「ターゲットドメインプラン」を送信することもできる。このメッセージン
グは、
Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿４ａ＝
Ｒｅｑｕｅｓｔ＿ｔｏ＿ｓｔａｒｔ＿ＲＴＯ｜｜ＳＣＡＲＤ｜｜ターゲットドメインプラ
ン｜｜ｎｏｎｃｅ＿４
　ＳＤＭ→ＴＤ＊RO_Target：Ｐａｃｋａｇｅ＿４ａ｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ
＿４ａ）］Ksign_SDM　　　　　　　　　　　式８
として表すことができる。
【００９８】
　ＴＤ＊RO_Targetは、Ｐａｃｋａｇｅ＿４を受信したことに対する応答として、その要
求を受け入れるか、または拒絶することができる。この要求は、ＲＯにＲＯのドメインの
所有権を取らせるための「オファー」として解釈されうる。ＴＤ＊RO_Targetは、事前構
成された基準、またはロードされたそれ自身の「手つかずの」バージョンのＲＯのドメイ
ンポリシーに基づいて決定を下すことができる。ＴＤ＊RO_Targetは、ＲＴＯ、ＳＣＡＲ
Ｄ、およびターゲットドメインプランを開始する要求を調べて、実際のターゲットのリモ
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ートの所有者が不在の場合に、実際のターゲットのリモートの所有者のために、そのよう
な決定を下すように構成されうる。これは、
Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿５ａ＝Ｏｋａｙ（またはＮｏｔ＿Ｏｋａｙ）＿ｔｏ＿ｓｔａ
ｒｔ＿ＲＴＯ｜｜ｎｏｎｃｅ＿５ａ
ＴＤ＊RO_target→ＳＤＭ：
Ｐａｃｋａｇｅ＿５ａ｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿５ａ）｜｜ｎｏｎｃｅ＿４］

Ksign_TD*RO_Target　　　　　　　　　　　　　　式９
として表すことができる。
【００９９】
　「手つかずの」ターゲットＲＯのドメイン（ＴＤ＊RO_Target）が、このプロセスを開
始することができる。ＴＤ＊RO_Targetは、ＳＤＭにＲＴＯプロセスに対する「最終ドメ
インプラン」をアラートすることができる。ＳＤＭは、その要求を認めるか、または拒絶
することができる。ＳＤＭがその要求を認めた場合、ＴＤ＊ROはＲＴＯプロセスを起動す
ることができ、これは
Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿５ｂ＝Ｉｎｔｅｎｄ＿ｔｏｓｔａｒｔ＿ＲＴＯ｜｜最終ドメ
インプラン｜｜ｎｏｎｃｅ＿５ｂ
　ＴＤ＊RO_Target→ＳＤＭ：Ｐａｃｋａｇｅ＿５ｂ｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ
＿５ｂ）］Ksign_TD*RO_Target　　　　　　　　　　　　　　式１０
として表すことができる。
【０１００】
　Ｐａｃｋａｇｅ＿５ａまたはＰａｃｋａｇｅ＿５ｂを受信したことに応答して、ＳＤＭ
は、ＴＤ＊RO_Targetに対するＲＴＯプロセスについて、ＴＤDOに対するＲＴＯプロセス
によって事前構成されるか、または取得されうるシステムドメインポリシー（ＳＤＰ）、
所有者によって事前構成されるか、または供給されうる「望ましいドメイン」のリスト、
ＤＭのドメインによって保持され、継続的に更新されうる「ドメインに利用可能なリソー
ス」のリスト、またはＴＨＳＭ内のドメインの現在状態を調べることができる。
【０１０１】
　ＳＤＭは、ＴＨＳＭ上で複数のドメインを構築または維持するために利用可能である、
仮想マシンのスレッドのためのメモリもしくはコンピューティングリソースなどのリソー
スが十分にあるかどうか、ＴＨＳＭ内のドメインの現在状態が「望ましいドメイン」リス
トで指定された状態と一致しているかどうか、「望ましいドメイン」内の新規ドメインの
構築またはロードが、ＴＨＳＭ内のドメインの現在状態によってサポート可能であり、ま
たＳＤＰの下で許されるかどうか、またはドメインの１つまたは複数がＲＴＯプロセスを
通る必要があるかどうかを評価することもできる。
【０１０２】
　ＳＤＭが、利用可能なリソース、ＴＨＳＭの既存のドメインの現在状態、およびＳＤＰ
に従ってＴＤ＊RO_TargetがＲＴＯプロセスを通ると判定した場合、ＳＤＭは、この判定
（ＴＤ＊RO_Target）を示して、ＴＤ＊RO_Targetおよびその周囲のドメインの評価のため
にＲＴＯプロセス実行時にＲＯに多数の完全性アテステーション回送する準備をする作業
を続けることができる。これは、
Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿６＝Ｏｋａｙ＿ｔｏ＿ｇｏ＿ａｈｅａｄ＿ｗｉｔｈ＿ＲＴＯ
｜｜ｎｏｎｃｅ＿６
　ＳＤＭ→ＴＤ＊RO_Target：
　　Ｐａｃｋａｇｅ＿６｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿６）｜｜ｎｏｎｃｅ＿５（
ａまたはｂ）］Ksign_SDM　　　　　　　　　　　　　式１１
として表すことができる。
【０１０３】
　ＳＤＭは、人間のユーザに対して、例えば、ＷＴＲＵ上に表示されるメッセージによっ
て特定のドメインに対するＲＴＯプロセスを開始しようとしていることを知らせることが
できる。ＳＤＭは、「ＲＴＯプロセスを起動する望ましいドメインおよび望ましいＲＯ」
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のリストをプロンプトとして人間のユーザもしくは人間の所有者（ＤＯ）に示し、そのプ
ロンプトへの応答として所有者もしくはユーザが指定するＲＯのドメインのみに対してＲ
ＴＯプロセスを開始する作業を続けることもできる。ＳＤＭは、これらのトランザクショ
ンに対するユーザインターフェース（ＵＩ）を構成するＭＥとインタラクティブなやり取
りをすることができる。
【０１０４】
　ＴＤ＊RO_Targetは、ＳＤＭに、ＴＨＳＭプラットフォーム完全性アテステーション（
ＴＰＩＡ）およびＴＨＳＭプラットフォーム環境要約（ＴＰＥＳ）を作成するために使用
することができる資料を準備するように要求することができる。これは、
Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿７＝Ｒｅｑｕｅｓｔ＿ｆｏｒ＿ＴＰＩＡ｜｜Ｒｅｑｕｅｓｔ
＿ｆｏｒ＿ＴＰＥＳ｜｜ｎｏｎｃｅ＿７
　ＴＤ＊RO_Target→ＳＤＭ：
　　Ｐａｃｋａｇｅ＿７｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿７）｜｜ｎｏｎｃｅ＿６］

Ksign_TD*RO_Target　　　　　　　　　　　　式１２
として表すことができる。
【０１０５】
　第３の実施形態を参照すると、要求は、
　Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿７ａ＝Ｒｅｑｕｅｓｔ＿ｆｏｒ＿ＴＰＩＡ｜｜Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ＿ｆｏｒ＿ＴＰＥＳ｜｜ＭＰＩＤの要求｜｜ＭＰＥＳの要求｜｜ｎｏｎｃｅ＿７ａ
　ＴＤ＊ＲＯ＿Ｔａｒｇｅｔ→ＳＤＭ：
　Ｐａｃｋａｇｅ＿７ａ｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿７ａ｜｜ｎｏｎｃｅ＿６）
］Ｋｓｉｇｎ＿ＴＤ＊ＲＯ＿Ｔａｒｇｅｔ　　　　　　　式１３
として表すことができることがわかる。
【０１０６】
　ＴＰＩＡおよびＴＰＥＳの要求では、ＲＯは、ＳＤＭから探すＴＰＩＡおよびＴＰＥＳ
に関する情報の種類を指定することができる。例えば、ＴＰＩＡについては、完全性の検
証を望んでいる、それ自身とは別の、ドメインの名前または範囲を指定することができる
。同様に、ＴＰＥＳについては、ＲＯは、それ自身とは別のドメインの所有者の、ネット
ワーク割り当て識別子（ＮＡＩ）などの、公開ＩＤを指定することが可能である。
【０１０７】
　第３の実施形態を参照すると、ターゲットＲＯは、ＭＥプラットフォームの完全性に関
する情報（これ以降ＭＰＩＤと称する）およびＭＥ環境に関する他の情報を要求すること
もできる。あるいは、ＲＯは、ＭＴＥがロードされ、ＭＰＩＤおよびＭＰＥＳがＭＥによ
ってＳＤＭに送信されたことを示す単純な指標を要求することもできる。ＭＴＥ、つまり
ＭＥプラットフォームに置かれている信頼できるエンティティは、ＳＤＭによってそうす
るように要求されたときに値ＭＰＩＤおよびＭＰＥＳを準備することができる。この要求
は、
Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿７ｂ＝ＭＰＩＤの要求｜｜ＭＰＥＳの要求｜｜ｎｏｎｃｅ＿
７ｂ
ＳＤＭ→ＭＴＥ：
Ｐａｃｋａｇｅ＿７ｂ｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿７ｂ）］Ｋｓｉｇｎ＿ＳＤＭ
　　　　　　式１４
として表すことができる。
【０１０８】
　ＭＴＥは、ＭＥから構成データを収集し、ＭＰＩＤを構築することができる。ＭＥプラ
ットフォーム環境調査（ＭＰＥＳ）を行うために、環境データも取得することができる。
これらの値は、時間の経過とともに変化する可能性のある現在のＭＥ状態に基づいていて
もよい。更新された値は、もしＭＥ状態の変化の後に将来の要求がなされるのであればＳ
ＤＭに送信されうる。一般に、ＭＴＥは、ＳＤＭに、
　Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿８ａ＝ＭＰＩＤ｜｜ＭＰＥＳ｜｜ＣｅｒｔMTE
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　ＭＴＥ→ＳＤＭ：
　Ｐａｃｋａｇｅ＿８ａ｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿８ａ｜｜ｎｏｎｃｅ＿７ｂ
）］Ｋｓｉｇｎ＿ＭＴＥ　　　　　　　　　　　　式１４
として表すことができる応答を送信することができる。
【０１０９】
　ＭＴＥは、公開鍵ＫMTE_Pubを含む、ＣＡによって署名されうる、証明書を提供するこ
とができる。そのため、ＳＤＭはＣＡ署名の検証を通じてこの公開鍵の真正性を検証し、
これにより、ＭＴＥからのメッセージの完全性をＫMTE_Pubでチェックすることができる
。ＳＤＭは、ＴＰＩＡおよびＴＰＥＳを準備し、後で、これらをＴＤ＊RO_Targetに回送
することができる。
【０１１０】
　ＴＰＩＡの準備のために、ＳＤＭは、「手つかずの」ＴＤROの、「手つかずの」ＴＤRO

による完全性アテステーション、ＴＥDMの、ＴＥDMによる完全性アテステーション、ＴＥ

DOの、ＴＥDOによる完全性アテステーション、ＴＥUの、ＴＥUによる完全性アテステーシ
ョン（デバイスユーザがＤＯと異なる場合）、およびＲＯが注目している他の既存のＴＤ

ROの、またそのＴＤROによる完全性アテステーションなどの完全性アテステーションを収
集することができる。
【０１１１】
　あるいは、ＳＤＭは、ＰＣＲから完全性値を収集した後、コードおよびデータなどの、
測定ログのローカルにおける自立的チェックおよび再計算のプロセスによって、各ドメイ
ンに対するＰＣＲからのダイジェスト値と突き合わせてドメインを検証することができる
。これは、ＴＴＰ（ＰＣＡ）が各ドメインを含むであろう最新のコードを認識しないとき
に実行することができ、ＴＴＰは、ＷＴＲＵ上で、ＴＰＭ、またはＭＴＭに対し認定され
ているＡＩＫにリンクした署名鍵を認定することができる。ＴＴＰは、ＲＯがＳＤＭから
のＴＰＩＡを比較するために使用することができるダイジェスト基準に対する参照値を提
供するようには構成されえない。ＳＤＭは、ドメインに対するコードのダイジェストを再
計算し、見積もられたＰＣＲ値と比較することによって、ドメインに対し得られるＰＣＲ
見積もりが最新のものであるかどうかをローカルでチェックすることができる。次いで、
このローカルでのチェックに通ったことを条件として、ＳＤＭは、ＴＰＩＡに署名し、こ
れをＴＤRO_targetに受け渡し、またＭＴＥ、もしくはＭＥによりＲＯtargetに受け渡す
ことができる。
【０１１２】
　別の代替的形態である、３方向検証では、ＳＤＭは、ＴＰＩＡの一部として、ドメイン
の、実際のコードなどの、ダイジェストおよび測定ログを提供することができる。ＲＯは
、ダイジェストとともにコードを取得するときに、ＴＴＰからダイジェストに対する参照
基準を取得することができ、測定ログからダイジェストを再計算することができ、それを
、ＴＤRO_Targetから受け取った見積もられたＰＣＲダイジェストさらにはＴＴＰから受
け取ったダイジェストの参照基準と比較することができる。
【０１１３】
　ＴＰＩＡは、測定ログがある場合もない場合も、ＰＣＲ見積もりが行われるときの「ロ
ーカルの時間」を示す情報も含むことができ、個別のドメインに対するダイジェストの見
積もりに効果的にタイムスタンプを付けることができる。これは、ドメインのＰＣＲダイ
ジェストのそれぞれが最後にＳＤＭによって取得された時間を示すある種の情報となる。
測定ログがＲＯに送信されない場合、ＰＣＲのタイムスタンプを付けた見積もりは、ロー
カルのダイジェストが取得され、ＴＰＩＡに含まれる時間がアテステーション検証におい
て使用できるほど十分に最近であるかどうかを決定することに関して、ＴＰＩＡに示され
ているアテステーションを検証する必要があるときにＲＯへの何らかの追加情報を提供す
ることができる。そのようなタイムスタンプに使用されるクロックは、信頼に足るクロッ
クであるものとしてよい。
【０１１４】



(28) JP 2018-63716 A 2018.4.19

10

20

30

40

50

　３方向検証が失敗した場合、ＲＯは、ＴＴＰがそれに、望ましいダイジェストから計算
することができる更新された参照基準または測定ログを提供するよう要求することができ
る。ＲＯは、３方向検証をリトライすることができる。検証が成功した場合、ＲＴＯが続
行される。検証が失敗し、成功する３方向検証がＲＯポリシーによって必要とされる場合
、ＲＴＯを終了することができる。
【０１１５】
　ＤＯドメインの完全性アテステーションに関して、ＳＤＭは、ＳＤＭの固有の機能など
を通じて、自立的にそれを取得することができる。完全性アテステーションでは、ＤＯの
ドメインを除き、ＳＤＭは、他の各ドメインに、各自の完全性アテステーションを行い、
それに署名するよう要求することができる。ＳＤＭは、その要求に、ＳＤＭがドメインに
安全性アテステーションを要求し、取得する権限を有しているかチェックするために受け
取り側が使用することができる、トークンなどの許可データを含めることができる。要求
は、ターゲットＲＯおよびターゲットＲＯの要求の回送者としてのＳＤＭが、受け取り側
のドメインの完全性をチェックするために必要とする受け取り側のドメインのプラットフ
ォーム構成レジスタ（ＰＣＲ）の範囲も含むことができる。この要求は、
　Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿８ｂ（ｉ）＝Ｒｅｑｕｅｓｔ＿ｆｏｒ＿Ａｔｔｅｓｔａｔ
ｉｏｎ｜｜ｎｏｎｃｅ＿８ｂ（ｉ），　ｉ＝１，２，　．．．，Ｎ
　　ＳＤＭ→ＴＤDomain(i)：
　　　Ｐａｃｋａｇｅ＿８ｂ（ｉ）｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿８ｂ（ｉ））］

Ksign_SDM　　　　　　　　　式１５
として表すことができる。
【０１１６】
　ＮをＳＤＭによるＰＣＲ値の収集元のドメインの数として、ｄｏｍａｉｎ（ｉ），ｉ＝
１，２，．．．，Ｎと表されるドメインのそれぞれは、最初に、アテステーションの要求
の中の許可データをチェックし、次いで、アテステーションの要求において指定されてい
るようなＰＣＲの範囲のＰＣＲ値をフェッチする。このオペレーションは、
　Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿８ｃ（ｉ）　＝
　ＰＣＲの指定された範囲の値｜｜ｎｏｎｃｅ＿８ｃ（ｉ），ｉ＝１，２，．．，Ｎ
　　ＴＤDomain（ｉ）→ＳＤＭ：
　　　Ｐａｃｋａｇｅ＿８ｃ（ｉ）｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿８ｃ（ｉ）｜｜
ｎｏｎｃｅ＿８ｂ（ｉ）］Ksign_TD_Domain(i)　　　　　　　　　　式１６
として表すことができる。
【０１１７】
　ＳＤＭは、ＴＨＳＭプラットフォーム完全性アテステーション（ＴＰＩＡ）を実行して
、全てのアテステーションを連結し、それに、署名鍵で署名することができる。これは、
　Ｄｅｆ）　ＴＰＩＡ＝連結｛Ｄｏｍａｉｎ（ｉ）からの署名されたＰＣＲ値｝，ｉ＝１
，２，．．．，Ｎ　　　　　　　　　　式１７
と表すことができる。
【０１１８】
　ＴＰＥＳの準備のため、ＳＤＭは、ＤＭのドメインから取得することができるＴＨＳＭ
　ＨＷおよびＳＷ構成およびバージョン番号、ＢＩＯＳ構成、プラットフォーム上のドメ
インの個数、現在のドメインのために使い切ったメモリなどの総プラットフォームリソー
ス、既存のもしくは新規のドメインのさらなる構築もしくは拡張のため残してあるプラッ
トフォームリソース、ドメインの名前、またはそれらの所有者の、ＮＡＩなどの、名前も
しくはＩＤ（各ドメイン所有者によって許可されている場合）、日時、または上記の環境
情報がＳＤＭによって収集された場合に日時ではなく利用可能であれば単調カウンタ値、
他の任意の関連する情報など、ＴＤDM、ＴＤDO、およびＴＤDomains(i)から収集する情報
を連結することによってＴＰＥＳを生成することができる。この要求は、
　Ｄｅｆ）　ＴＰＥＳ＝｛収集された情報｝　　　　　　　　　　　　式１８
で表すことができる。
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【０１１９】
　ＳＤＭは、ＴＰＩＡおよびＴＰＥＳに署名し、これらをＴＤ＊RO_Targetに回送するこ
とができる。ＳＤＭは、ＳＣＡＲＤを調べることができなかった場合にＤＯが手つかずの
ＴＤ＊RO_Targetに依存する必要のないように署名されたＳＣＡＲＤを含めることもでき
る。ＳＣＡＲＤを、ＴＰＩＡおよびＴＰＥＳとともに、ＲＯに送信することができ、これ
により、ＲＯは、ＳＣＡＲＤ、ＴＰＩＡ、およびＴＰＥＳを調べた後に所有権取得を進め
る決定を下すことができる。このメッセージングは、
　ＳＤＭ→ＴＤRO_Target：
　ＳＣＡＲＤ｜｜ｎｏｎｃｅ＿８ｆｂ｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（ＳＣＡＲＤ）｜｜ｎｏｎｃｅ＿
８ｆｂ）］Ksign_SDM　ＴＰＩＡ｜｜Ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ｛ｎｏｎｃｅ＿８ｃ（
ｉ）｝［ＳＨＡ－Ｘ（ＴＰＩＡ）｜｜Ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ｛ｎｏｎｃｅ＿８ｃ（
ｉ）｝］Ksign_SDM，
　ＴＰＥＳ｜｜ｎｏｎｃｅ＿８ｆ｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（ＴＰＥＳ｜｜ｎｏｎｃｅ＿８ｆ）］

Ksign_SDM

ＯＲ
　　ＳＣＡＲＤ｜｜ＴＰＩＡ｜｜ＴＰＥＳ｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（ＳＣＡＲＤ｜｜ＴＰＩＡ｜
｜ＴＰＥＳ｜｜ｎｏｎｃｅ＿８ｆ）］Ksign_SDM　　　　　　　　式１９
として表すことができる。
【０１２０】
　ＳＤＭからＴＰＩＡ、ＴＰＥＳおよびＳＣＡＲＤを受け取った後、ＴＤ＊RO_Targetは
、ＳＤＭの公開署名鍵でチェックすることによってそれらの完全性をチェックすることが
できる。次いで、ＴＰＩＡ、ＴＰＥＳ、ＳＣＡＲＤ、ユーザが望むサービスを示す目的情
報要素（Ｐ）、および所有権取得メッセージの要求（ｒｅｑｕｅｓｔ＿ＴＯ）をＭＥに送
信することができる。ＲＴＯプロセスが、完全なＴＳＩＭ能力のために用意されなければ
ならないドメインに対するものである場合、ＴＳＩＭ機能に関する署名付き証明書（Ｃｅ
ｒｔTSIM）を作成し、上記のパッケージとともに送信することもできる。
【０１２１】
　ＴＳＩＭ機能に使用される証明書は２つ以上ありうる。１つは手つかずのＴＳＩＭ機能
に対するもの（ＣＥＲＴ＊TSIM）であり、ほかは、完全にインスタンス化または更新され
ている機能に対するものである。手つかずのＴＳＩＭ機能の証明書は、ＤＭに対する証明
書構造にモジュール方式で埋め込むことができ、例えば、ＤＭからの機能である手つかず
のドメイン内にプラグインとして差し込むことができる。
【０１２２】
　ＴＤROが前もって少なくとも１つのＲＴＯを通った後にＲＯがＲＴＯプロセスを実行す
る場合、これはもはや、ＣＥＲＴ＊TSIMを送信する必要がなくなるが、それは、この証明
書が手つかずのドメインとともに使用する場合にしか適さなくなるからであり、ＴＤROは
もはやそうでなくなっている。したがって、この場合、ＲＯは、更新された証明書ＣＥＲ
ＴTSIMを送信することができる。
【０１２３】
　コンテンツは、ＴＤ＊RO_Targetによって使用される前に、手つかずのＴＤ＊RO_Target

がロードされたときにターゲットＲＯがすでに知られている場合に、例えば証明書転送に
よって、または事前構成によってすでに利用可能になっていると思われる、ターゲットＲ
Ｏの公開鍵（Ｋ＿Ｔａｒｇｅｔ＿ＲＯ＿ｐｕｂ）で暗号化することができる。ＴＳＩＭは
、署名鍵Ｋ＿TSIM-Signとともに事前に用意することができる。この秘密署名鍵の公開鍵
は、ターゲットＲＯに事前に配布することができる。ＩＤMEは、ＭＥ　ＩＤを安全に保持
するＴＨＳＭ　ＤＭドメインＴＤDMからＴＤ＊RO_Targetが取得するＭＥのＩＤである。
これは、
Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿９＝
ＳＣＡＲＤ｜｜ＴＰＩＡ｜｜ＴＰＥＳ｜｜Ｐ｜｜Ｒｅｑｕｅｓｔ＿ＴＯ｜｜ＣｅｒｔTSIM

｜｜ＩＤME｜｜ｎｏｎｃｅ＿９
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ＴＤ＊RO_Target→ＭＥ：
｛Ｐａｃｋａｇｅ＿９｝K_Target_RO_Pub｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿９）］K_T

SIM-SIGN　　　　　　　　　　　　式２０
として表すことができる。
【０１２４】
　第３の実施形態を参照すると、値ＭＰＩＡおよびＭＰＥＳをメッセージに追加すること
ができることがわかる。ＭＰＩＡは、ＭＴＥによってコンパイルされた構成データ（ＭＰ
ＩＤ）に基づきＴＨＳＭにおいて計算されたダイジェストを含むことができる。このダイ
ジェストのアテステーションは、構成ファイル内にすでに存在しているか、またはＤＭと
のリアルタイムの通信を介して配信された取得済みの認定された基準を使ってチェックす
る場合にのみ行うことができる。完全性および環境情報に対するＲＯ要求によれば、式２
０は、ＳＤＭがＭＰＩＤおよびＭＰＥＳを正常に受信したことを示す単純な指示を含むこ
とができる。これは、
Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿９＝
ＳＣＡＲＤ｜｜ＴＰＩＡ｜｜ＴＰＥＳ｜｜ＭＰＩＡ｜｜ＭＰＥＳ｜｜Ｐ｜｜Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ＿ＴＯ｜｜ＣｅｒｔTSIM｜｜ＩＤME｜｜ｎｏｎｃｅ＿９
ＴＤ＊RO_Target→ＭＥ：
｛Ｐａｃｋａｇｅ＿９｝K_Target_RO_Pub｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿９）］K_T

SIM-SIGN　　　　　　　　　　　　式２１
として表すことができる。
【０１２５】
　ＭＥは、上記のメッセージ全体をＲＯに転送することができ、これは
ＭＥ→ターゲットＲＯ：
　｛Ｐａｃｋａｇｅ＿９｝K_Target_RO_Pub｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿９）］K

_TSIM-SIGN　　　　　　　　　　　式２２
として表すことができる。
【０１２６】
　第３の実施形態を参照すると、メッセージは、ＭＰＩＡおよびＭＰＥＳを含むことがわ
かる。
【０１２７】
　ＲＯは秘密鍵ＫTarget_RO_priv.を使用してＰａｃｋａｇｅ＿１０を復号し、ＭＥのＩ
Ｄをチェックし、メッセージを解釈する。ＲＯは、ＳＣＡＲＤを解釈して、ＳＤＰからの
それらの条件に「合意」できるか調べることができる。ＲＯがＳＣＡＲＤに合意した場合
、例えば、手つかずのＴＤ＊RO_Targetからの値ＴＰＩＡ　を解釈して、サービス資格証
明または構成制御がターゲットＲＯのドメインＴＤ＊RO_Targetに与えられる前に初期Ｔ
ＳＩＭ状態全体を表すことができる。値Ｐは、ユーザが望んでいるサービスを示すものと
して解釈することができる。ＴＳＩＭ対応ＴＤ＊RO_Targetの場合にＭＮＯとすることも
できる、ターゲットＲＯは、ＴＴＰと無関係に取得した参照完全性基準（ＲＩＭ）値（Ｒ
ＩＭRO）と比較することによってＴＰＩＡに示されているように注目するドメインの完全
性を検証することができる。
【０１２８】
　ＭＮＯは、例えばＴＴＰにＷＴＲＵ／ＴＨＳＭの供給者によって提供される証明書を通
じてＴＰＩＡの予想値を知る機能を有するものとしてよい。第３の実施形態を参照すると
、ＭＰＩＡおよびＭＰＥＳの予想値は、ＴＨＳＭによってそれが信頼に足るかどうかのア
テステーションが行われている場合に、ＭＴＥが信頼できるエンティティであるという事
実によって可能にされる認証プロセスを通じて前もって知ることができることがわかる。
【０１２９】
　ターゲットＲＯは、受け取ったＴＰＥＳを調べ、ＲＯがＲＴＯプロセスをさらに進める
ことができるという背景状況において例えばＴＰＥＳによって表されるような「周囲シス
テム環境」がターゲットＲＯにとって「合意可能」であるＴＨＳＭシステム内にＴＤ＊RO
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_Targetがあるかどうかを評価することができる。
【０１３０】
　ＴＰＩＡ、ＴＰＥＳ、目的Ｐ、Ｒｅｑｕｅｓｔ＿ＴＯ、ならびに第３の実施形態を参照
して、ＭＰＩＡおよびＭＰＥＳをチェックした後、ＭＮＯなどのターゲットＲＯは、ター
ゲットＲＯによって「所有権が取得される」ことを要求している手つかずのＴＤ＊RO_Tar

get、さらには、ＴＤ＊RO_Targetを含む、全体としてＴＨＳＭが、ＲＴＯプロセスについ
てターゲットＲＯをさらに進行させるのに、またＴＤ＊RO_TargetがターゲットＲＯとイ
ンタラクティブにやり取りしていくつかの事前に指定されている基本サービスを提供する
ことをターゲットＲＯに認めさせるのに十分「信頼に足る」と判定することができる。
【０１３１】
　ＴＤ＊RO_Targetの所有権取得を実行して、ドメインが後で鍵、より完全な構成、パラ
メータ、および実行ファイルをダウンロードしてインストールし、基本的な「手つかずの
」状態が許容する以上の機能を持たせ、またターゲットリモート所有者（ＲＯ）によって
請求または所有され、管理されるようにするために、ターゲットＲＯは、実行ファイルを
含みうる構成信号（ＣＯＮＦＩＧ）を送信することができる。ＲＯは、ＴＤRO_Targetが
受け取ったＣＯＮＦＩＧに従って構成、パラメータ、および実行ファイルをインストール
する場合にインストール後状態と一致しうる、ＲＩＭTSIMと称するＴＳＩＭに対するＲＩ
Ｍも送信する。ＲＩＭTSIMは、ＴＤ＊RO_Target上のセキュアメモリ内に格納することが
でき、また将来のブート時にＴＳＩＭ機能の完全性をチェックするために使用することが
できる。採用されるセキュリティ対策さらには他の構成上の課題を指定する、ドメインポ
リシー（ＤＰ）をトランザクションに含めることができる。
【０１３２】
　ＲＯ固有のドメインポリシー（ＤＰ）は、ＳＤＭによって保持され、ＴＨＳＭ上の特定
のＲＯによって所有される１つまたは複数のドメインを構築し、管理するためのプランを
表すシステム全体のドメインポリシー（ＳＤＰ）と異なっていてもよい。ＲＯ固有のＤＰ
は、その特定のドメインに固有であり、それに限定されるドメイン内アプリケーションお
よびセキュリティ対策のみに適用されるポリシーまたはプランを含むことができる。
【０１３３】
　いくつかのＲＯは、ＤＰがＴＨＳＭ上で他のＲＯが構築または管理されることに「合意
可能である」ものに関して制限を課す規定も含むようにＤＰを作成することができる。例
えば、モバイルネットワーク通信事業者（ＭＮＯ＿Ａ）は、ＴＨＳＭ上の他のドメインの
うちのいくつかのドメインの状態および性質に関するＤＰMNO_Aにおいて指定されている
条件のうちのいくつかが十分に満たされていないことが判明した場合に、そのターゲット
ドメイン（ＴＤMNO_A）が、ＤＰMNO_Aをダウンロードしインストールした後に、例えば、
そのサービスもしくは活動に対する一組の制約条件を適用されるように、自分のＤＰMNO_

Aを作成することができる。例えば、ＭＮＯは、ＤＰMNO_Aを実装することができ、これに
より、ＴＤMNO_Aは、ＴＤMNO_AがＴＨＳＭ内のより大きな環境を調査した後にアクティブ
化された自らのＴＳＩＭ機能を持つ他のＭＮＯのドメインが同じＴＨＳＭ上にインストー
ルされアクティブ状態にあることを見いだした場合に、そのＴＳＩＭ機能を無効にする。
【０１３４】
　ＴＤ＊RO_Targetは、Ｐにおける要求されたサービスに対応する形でそれ自身を構成す
ることが必要になる場合がある。例えば、ＲＯは、ＭＥに応答を送信することができ、メ
ッセージの機密は、公開鍵ＫTSIM_Pubを使用して保護される。ＭＥは、このメッセージを
ＴＨＳＭ上のＴＤ＊Target_ROに転送することができる。ＣｅｒｔROはターゲットＲＯの
公開鍵Ｋ＿ＲＯ－privを含むものとしてよい。ＲＯは、このときに、ＴＳＩＭの参照完全
性基準（ＲＩＭ）を送信することができる。ＲＯの応答は、
Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿１０＝
｛ＣＯＮＦＩＧ，ＤＰRO，ＩＤRO，ＲＩＭTSiM｝ＫTSIM-Pub｜｜ＣｅｒｔRO｜｜Ｃｅｒｔ

TSIM｜｜ｎｏｎｃｅ＿１０
ターゲットＲＯ→ＭＥ：
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　｛Ｐａｃｋａｇｅ＿１０｝K_RO-Priv｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿１３｜｜ｎ
ｏｎｃｅ＿９）］K_TSIM-SIGN　　　　　　　　　式２３

ＭＥ→ＴＤ＊Target_RO：
　｛Ｐａｃｋａｇｅ＿１０｝K_RO-Priv｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿１３｜｜ｎ
ｏｎｃｅ＿９］K_TSIM-SIGN　　　　　　　　　　式２４
として表すことができる。
【０１３５】
　ＴＤ＊RO_Targetは、公開鍵ＫTSIM-Privでメッセージを復号し、ＣＡでその証明書をチ
ェックした後にＣｅｒｔROにおいて公開鍵ＫRO_pubを使用してＲＯ署名を検証することが
できる。これは、ＴＳＩＭアプリケーションの受け取った参照完全性基準ＲＩＭTSIMを安
全に格納することができる。これは、ＩＤROからのＲＯのＩＤをチェックし、次いで、Ｒ
ＯのポリシーＤＰROをチェックし、ＣＯＮＦＩＧの構成およびインストールの残り部分を
続けることができるかどうかを決定することができる。ＴＤ＊RO_Targetは、ＣＯＮＦＩ
Ｇを介して再構成を実行し、「完了」ドメイン状態に到達することができ、次いで、セル
フテストを実行しＴＳＩＭ機能の測定された基準がネットワークによって通信され、ＲＩ
ＭTSIMにおいて表されているものと一致するかどうかを判定する。ドメインＴＤRO_Targe

tは、これで「完了」となり、もはや「手つかず」ではなくなり、したがって表記中のア
スタリスク＊を取り外す。これは、
ＴＤ＊Target_R：ＤＰROをチェックし、ＲＩＭTSIMを格納し、ＣＯＮＦＩＧをインストー
ルする
→　　ＴＤTarget_RO：ＲＯのドメインは「完了」である　　　　　　　　式２５
として表すことができる。
【０１３６】
　完了したドメインＴＤTarget_ROは、「ＲＴＯ成功およびドメイン完了」ステータスメ
ッセージをＭＥに送信し、これはターゲットＲＯに回送することができる。これは、
Ｄｅｆ）　Ｐａｃｋａｇｅ＿１１＝｛「ドメイン完了」｜｜ＩＤRO_Target｝K_RO-Pub｜
｜ｎｏｎｃｅ＿１１
ＴＤTarget_RO→ＭＥ：
Ｐａｃｋａｇｅ＿１１｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿１１｜｜ｎｏｎｃｅ＿１０）
］K_TSIM-SIGN　　　　　　　　　　　式２６
として表すことができる。
【０１３７】
　適宜、ＭＥは、電話の登録および資格証明のロールアウトが現在可能な状態にあること
を示す、例えばＷＴＲＵの画面に表示されるステータスメッセージをユーザに送信するこ
とができる。
【０１３８】
　ＭＥは、プラットフォームの再構成が正常に完了し、ＴＳＩＭ資格証明の登録をするこ
とが可能な状態であることを示すステータスメッセージをＲＯに回送することができる。
ＴＤRO_Targetは「ＴＨＳＭ＿ＴＤRO＿ＬＯＡＤ＿ＣＯＭＰＬＥＴＥ」状態に至っている
。このメッセージは、
ＭＥ→ターゲットＲＯ：
Ｐａｃｋａｇｅ＿１１｜｜［ＳＨＡ－Ｘ（Ｐａｃｋａｇｅ＿１１｜｜ｎｏｎｃｅ＿１０）
］K_TSIM_SIGN　　　　　　　　　　式２７
として表すことができる。
【０１３９】
　このＲＴＯプロトコルは、ＴＨＳＭの所有者またはユーザとしての加入者を、加入サー
ビスを提供する３Ｇ　ＵＭＴＳネットワーク通信事業者に登録するためのプロトコルの先
行プロトコルとして使用され、また共有鍵Ｋおよび加入者識別ＩＭＳＩのダウンロードお
よび提供を含む、認証および鍵照合（ＡＫＡ）の資格証明のダウンロードおよび提供を行
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うための後続プロトコルとしても使用されうる。
【０１４０】
　公開－秘密鍵セットに対する証明書ＣｅｒｔTSIMおよびＣｅｒｔROは、これらが使用さ
れるメッセージに入れて配信することができる。あるいは、ＲＯのドメイン（ＴＤRO）お
よびＲＯは、信頼できる第三者から各証明書を取得することができる。この取得は、
ＴＴＰ→ＭＥ→ＴＤRO：ＣｅｒｔRO

ＴＴＰ→ＲＯ：ＣｅｒｔTSIM　　　　　　　　　　式２８
として表すことができる。
【０１４１】
　別の代替的形態では、ＲＯの証明書ＣｅｒｔROは、ネットワークからＭＥに配信するこ
とができ、ＴＨＳＭの証明書ＣｅｒｔTSIMは、これらが使用されるメッセージの配信の前
にＭＥからネットワークに配信することができる。したがって、通信は、本明細書で説明
されている暗号化されたメッセージの前に送信することができ、これらの通信は、
ＭＥ→ＲＯ：ＣｅｒｔTSIM（ステップ９のメッセージが送信される前）
ＲＯ→ＭＥ：ＣＥＲＴRO（ステップ１３のメッセージが送信される前）　　　　式２９
として表すことができる。
【０１４２】
　これらの代替的証明書配信方法のそれぞれについて、エントリＩＤは、公開暗号鍵が使
用されるメッセージに添付することができる。
【０１４３】
　別の代替的形態では、公開鍵の代わりに対称鍵を使用することで、メッセージの機密性
を保護することができる。それぞれの場合において、送信者は、例えば疑似乱数生成器（
ＰＲＮＧ）を使用して対称鍵Ｋsを生成し、公開鍵ではなく、この鍵を使用して、メッセ
ージの機密性を保護することができる。対称暗号鍵は、公開鍵で保護されている暗号化さ
れたメッセージとともに、受信者に送信することもできる。したがって、受信者は、秘密
鍵で鍵Ｋsにアクセスし、次いでそれを使用してメッセージを復号することができる。
【０１４４】
　第２の実施形態を参照すると、ＴＨＳＭおよびＭＥは、第１の実施形態のものと異なる
場合のあることがわかる。ＴＨＳＭは、ＭＥそれ自体またはＭＴＥなどのＭＥ内の信頼で
きるエンティティの代わりに、ＭＥがブートするときにＭＥのコードの一部または全部の
完全性チェックを実行するように構成されうる。適宜、ＴＨＳＭは、ＭＥのブートコード
の一部または全部を格納することもできる。ＴＨＳＭは、ＭＥの完全性のアテステーショ
ンを外部のエバリュエータに対して行うようには構成することができない。これは、ブー
ト時にＭＥコードの完全性の「ローカル」チェックを実行するように構成することができ
る。
【０１４５】
　ＭＥに対する完全性値は、ブートアッププロセスで使用することができ、ＲＴＯプロセ
スでは使用することができない。ＭＥのセキュアブートの結果得られるＭＥコードおよび
構成状態を表す、ｍｅａｓ＿ＭＥで表される、ＭＥの完全性測定は、ＴＨＳＭのＤＭのド
メインＴＥDMによって行うことができる。ＴＨＳＭのＴＤDMは、ｍｅａｓ＿ＭＥの有効性
をチェックすることができるが、プラットフォームアテステーションに組み込むことはで
きない。
【０１４６】
　第４の実施形態を参照すると、ＭＥは、例えばＴＣＧ　ＭＰＷＧの意味で、信頼できる
ＭＥであるものとしてよいことがわかる。ＭＥは、モバイルトラステッドモジュール（Ｍ
ＴＭ）を備えることができ、またＭＴＭをストレージ、報告、測定、検証、および強制の
ための信頼の基礎を与える信頼点として有するので信頼されることができる。
【０１４７】
　図４および４Ａは、リモート所有権取得プロセスの例示的な呼流れ図を示している。例
えば、図４および４Ａは、ＭＥ４０２、ＴＤDO４０４、ＳＤＭ４０６、ＴＤ＊Target_RO
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４０８、およびターゲットＲＯ４１０のうちの１つまたは複数の間の例示的な呼を示して
いる。図４および４Ａの矢印は、発呼側／着呼側を表すものとしてよい。
【０１４８】
　図２および図３に示されているように、ＳＤＭは、ＴＨＳＭに置かれているシステム全
体のドメインマネージャを備え、ＤＯの機能の一部を提供することができる。ＳＤＭは、
デバイス内のすべてのドメインセットアップの監視および調整を行い、そのような全ての
ドメインが、ＳＤＰに準拠して、またドメイン固有のポリシーに従って、そのようなポリ
シーにおける競合を他のドメインのＤＯおよびＲＯの代わりにＳＤＭによる仲裁で解消し
ようとする限りにおいて、動作し、互いにインタラクティブにやり取りすることを確実に
するものとしてよい。ＴＤDOは、ＴＨＳＭにおける必須のデバイス所有者ドメインを含む
ことができる。ＴＤDOは、ＳＤＭを含み、したがって、システムレベルのドメインポリシ
ーを維持することができる。ＭＴＥは、ＭＥ側に対するポリシーマネージャＭＥPDMを含
むことができる。ＭＥPDMは、ＭＥ上でポリシーマネージャ機能を実行することができる
が、ＴＨＳＭにおけるＳＤＭの監視を受けるものとしてよい。ＭＥ＊Target_ROは、許可
されたリモートの所有者によるリモートの所有権に対して手つかずのドメインのセットア
ップを含むことができる。ターゲットＲＯは、ＭＥ＊Target_ＲＯの所有権を要求するリ
モートの所有者を含んでいてもよい。
【０１４９】
　ＭＥは、認識されたリモートの所有者によるＭＥ上のドメインのリモート所有権取得が
サポートされるように完全なＭＴＭ機能を持つものとしてよい。第１の実施形態を参照し
て説明されているＲＴＯのものと同様に、これらは、本質的に、ＴＨＳＭおよびＭＥの両
方の同じリモートの所有者によって所有されるドメインに対してＭＥPDMの上でＳＤＭに
よって行われる最終的なポリシー制御によって異なる。したがって、ＴＨＳＭ上でドメイ
ンをさらに所有する同じリモートの所有者によって所有されるＭＥドメインの形成および
管理は、ＳＤＭのポリシーに適合する方法でなされなければならない。
【０１５０】
　図４をなおも参照すると、ベースコードブートは、符号４１でＭＥ４０２によって実行
されうる。符号４１５で、ＴＨＳＭは安全にブートすることができる。ＴＨＳＭは、ＳＤ
Ｍが含まれる、ＤＯのドメインをロードすることができ、ＳＤＭは、１）ドメイン構築に
利用可能なリソース、および／または２）ユーザへの受け入れ可能なドメインのリストを
備えることができる。符号４２で、ＴＨＳＭはそのブートを完了することができる。符号
４２５で、ＭＥはそのブートを完了することができる。符号４３で、ＭＥはそのブートが
完了していることを示すことができる。このプロセスにおいて、ＤＭのドメインが構築さ
れ、オプションのユーザドメイン（ＭＥｕ）も構築され、また利用可能なリソースがチェ
ックされる。ＤＭのドメインは、ＭＥデバイスに対するドメインポリシーの初期構成およ
び仕様を提供するＭＥPDMを備えることができる。ＭＥDMの事前構成により、このポリシ
ーは、ＭＥドメインとＴＨＳＭドメインとの間の、共通のリモートの所有者とともに、Ｔ
ＨＳＭ上の一方のドメインとＭＥ上の他方のドメインなど、これらのドメインに対するポ
リシーに関してＳＤＰのものと整合するようにされうる。
【０１５１】
　図４をなおも参照すると、事前構成されたドメインを持つＭＥは、符号４３１で「ブー
ト完了」メッセージを送信し、ＲＴＯを開始することができることがわかる。このメッセ
ージは、ＤＭドメインポリシーおよびＭＥにおける利用可能なリソースに関する明示的な
情報を含みうる。符号４４で、ターゲットドメインプランを含む、ＲＴＯを開始する要求
が送信されうる。符号４５５で、ＲＴＯ開始要求を受け入れるか、または拒絶する決定を
、ＴＤ＊Target_RO４０８側で下すことができる。符号４５で、ＲＴＯを開始するかどう
かを示すメッセージを送信することができる。あるいは、符号４５６で、ＲＴＯは、ＴＤ
＊Target_RO４０８から開始することができる。符号４５１で、ＴＤ＊Target_RO４０８は
、「ＲＴＯ最終ドメインプランを開始する意図」を送信することができる。
【０１５２】
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　ＳＤＭは、ＴＨＳＭのシステム全体のドメインポリシー（ＳＤＰ）を評価し、どのよう
な制約をＭＥドメインに課すか、または割り当てるかを決定することによってＭＥブート
メッセージに応答することができる。これらのポリシー制約条件は、ＭＥおよびＴＨＳＭ
上で、どのようなドメインがそれらの関連するリモートの所有者に従って許容可能である
かを決める条件を含むものとしてよい。ＳＤＭは、リモートの所有者が気づいているもの
を含めて、ＴＨＳＭ上にドメインを有する同じリモートの所有者によって所有されるドメ
インに対してＭＥによる使用が許されるシステム全体のリソースを決定することができる
。ＭＥPDMは、式７のメッセージを介してこの情報を受信することができる。ＳＤＭは、
そのベースポリシーへのポリシー制約条件およびそのリソースリストへの許容可能なリソ
ースを含むこともできる。ＭＥPDMが情報を受け取った後、これは、ＭＥ上のリソースお
よびドメインの管理に関する決定を下し、強制することに関して、そのような全ての決定
についてＳＤＭから許可を取得する必要なしにいくつかの特権を行使することができる。
【０１５３】
　図４をなおも参照すると、プロセスは符号４６５に続くことがわかる。符号４６５で、
ＳＤＰ、利用可能なリソース、および／または受け入れ可能なドメインおよび／または状
態をチェックすることができる。符号４６で、「開始ＯＫ」信号を送信することができる
。符号４７で、ＴＰＩＡ、ＴＰＥＳ、ＭＰＩＤ、およびＭＰＥＳの要求を送信することが
できる。符号４７５で、ＳＤＭ４０６は、例えば、ドメイン毎にＰＣＲの範囲にわたって
既存のドメインから完全性アテステーションを収集／連結し、および／またはＴＰＥＳ情
報を収集および／または連結することができる。
【０１５４】
　符号４７１で、ＭＰＩＤおよびＭＰＥＳの要求を送信することができる。符号４７６で
、ＭＰＩＤおよびＭＰＥＳの要求に対する応答をＭＴＥ側で処理することができる。符号
４８で、ＭＰＩＤおよびＭＰＥＳを信頼の証明とともに、署名鍵を付けて送信することが
できる。符号４８１で、ＴＰＩＡ、ＴＰＥＳ、ＭＰＩＤ、およびＭＰＥＳをＳＤＭ４０６
からＴＥ＊Target_RO４０８に送信することができる。符号４８５で、ＴＨＳＭは、ＭＰ
ＩＤ（未加工データ）からのダイジェストＭＰＩＡを計算し、ＭＰＩＡをチェックするこ
とができる。受け入れ可能である場合、ダイジェストＭＰＩＡをＲＯに送信することがで
きる。符号４９で、ＴＰＩＡ｜｜ＴＰＥＳ｜｜ＭＰＩＡ｜｜ＭＰＥＳ｜｜目的｜｜ＲＴＯ
に対する要求を送信することができる。
【０１５５】
　図４Ａを参照し、ＲＴＯプロセスを続けると、符号４１０で、ＴＰＩＡ｜｜ＴＰＥＳ｜
｜ＭＰＩＡ｜｜ＭＰＥＳ｜｜目的｜｜ＲＴＯメッセージがターゲットＲＯ４１０に送信さ
れうることがわかる。符号４１８で、ターゲットＲＯ４１０は、例えば、ＴＰＩＡ、ＴＰ
ＥＳ、ＭＰＩＡ、ＭＰＥＳ、および目的をチェックすること、ＲＩＭＴＤＲＯに対して手
つかずのドメインが信頼に足るものかどうかを判定すること、ＤＰの受け入れ可能性をチ
ェックすること、または完了ドメイン状態を構築するＣＯＮＦＩＧを作成することのうち
の１つまたは複数を実行することができる。
【０１５６】
　上記の代替えとして、ＴＤ＊Target_RO４０８がＭＰＩＡおよびＭＰＥＳの代わりにＭ
Ｅが信頼に足るものであることを単純に示す情報をＳＤＭに要求するが、その場合、ＳＤ
Ｍは、ＴＰＩＡ、ＴＰＥＳ、およびＭＥの信頼性指示を与える。しかし、ＳＤＭは、それ
でも、ＭＴＥにＭＰＩＡおよびＭＰＥＳを要求し、受け取る。
【０１５７】
　図４ａをなおも参照すると、符号４１１で、メッセージＣＯＮＦＩＧ｜｜ＤＰ｜｜ＲＩ
ＭTDRO｜｜ＲＯが送信されうることがわかる。符号４１２で、ＣＯＮＦＩＧ｜｜ＤＰ｜｜
ＲＩＭTDRO｜｜ＲＯメッセージを転送することができる。符号４２８で、ドメインを構築
し、構成して、完全性をＲＩＭTDROに対してチェックすることができる。それに加えて、
ＴＤ＊Target_ROの所有権を取得し、そうして、ＴＤTarget_ROに変換することができる。
符号４１３で、ドメイン完了メッセージを送信することができる。符号４１４で、ドメイ
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ン完了メッセージを転送することができる。
【０１５８】
　図５および５Ａは、完全なアテステーション（例えば、第４の実施形態に関係する）を
伴うリモート所有権取得プロセスの例示的な呼流れ図を示している。例えば、図５および
５Ａは、ＳＤＭ５０２、ＴＤDO５０４、ＭＥPDM５０６、ＭＥ＊Target_RO５０８、および
ターゲットＲＯ５１０のうちの１つまたは複数の間の例示的な呼を示している。図５およ
び５Ａの矢印は、発呼側／着呼側を表すものとしてよい。符号５１で、ベースコードブー
ト完了メッセージを送信することができる。それに応答して、符号５１５で、ＴＨＳＭは
、ＳＤＭを含む、ＤＯドメインを安全にブートし、ロードすることができる。符号５２で
、ＴＨＳＭブート完了メッセージを送信することができる。それに応答して、符号５２５
で、ＭＥは安全にブートすることができ、これは、ＭＥPDMが含まれる、ＤＭドメインを
ロードすることと、さらには利用可能なリソースをチェックすることを含みうる。ＭＥPD

Mは、ＳＤＰおよび利用可能なリソースと一致するドメインポリシーを指定する初期構成
を行うことができる。符号５３で、ＤＭのドメイン（ポリシー情報）およびＭＥ内の利用
可能なリソースを含む、ＭＥセキュアブートが完了したことを示すメッセージを送信する
ことができる。符号５３１で、「ＭＥブートが完了」メッセージをＳＤＭ５０２に転送す
ることができる。符号５３５で、ＳＤＭ５０２は、例えば、システム全体のポリシーを評
価し、ＭＥに対する許容可能なドメイン、リソース、およびポリシー制約条件を決定する
ことができる。符号５４で、ドメインポリシー制約条件および／または許容可能なリソー
スに関する情報を与えるメッセージを送信することができる。符号５４５で、ポリシー制
約条件をベースポリシーに付加し、必要ならば、リソースリストを修正することもできる
。
【０１５９】
　図５および５Ａの要素５５～５１１は、図４および４Ａに示されているような要素４５
～４１１と類似のものであってよい。値ＭＰＩＡおよびＭＰＥＳの評価は、式１４から１
９までの評価と類似するものであってよい。ＭＥは、ＭＴＭ対応であり、ただ単に未加工
データＭＰＩＤではなく、ダイジェストＭＰＩＡを単独で計算するように構成することが
できる。ＳＤＭによって伝えられる更新されたポリシー制約条件は、禁止されたドメイン
またはドメインポリシーが実現されないようにチェックすることができる。ポリシーのチ
ェックおよび評価は、ＭＥPDMによって実行されうる。
【０１６０】
　符号５５で、ターゲットドメインプランを含みうる、ＲＴＯを開始する要求が送信され
うる。符号５５５で、ＭＥPDM側で、ＲＴＯ要求を受け入れるか、または拒絶する決定を
下すことができる。符号５５１で、ＲＴＯを開始するかどうかを示すメッセージを送信す
ることができる。代替的形態では、符号５５６で、ＲＴＯを開始する意図がＭＥターゲッ
トから始まるものとしてよい。符号５６で、「ＲＴＯを開始する意図」メッセージを送信
することができる。符号５６５で、１）拡張ドメインポリシー、および／または２）拡張
ポリシーによる利用可能なリソース、受け入れ可能なドメイン、および状態をチェックし
、および／または評価することができる。符号５６１で、ＲＴＯを開始することが受け入
れ可能であることを示すメッセージを送信することができる。符号５７で、ＭＥドメイン
セットからの、ＭＰＩＡおよびＭＰＥＳの要求を送信することができる。符号５７５で、
ドメイン毎のＰＣＲの範囲にわたる既存のドメイン（ＭＰＩＡ）からの完全性アテステー
ションの収集および連結を、ＭＰＥＳ情報の収集および連結とともに実行することができ
る。符号５８で、ＭＰＩＡおよびＭＰＥＳを送信することができる。符号５９で、ＭＰＩ
Ａ｜｜ＭＰＥＳ｜｜目的｜｜ＲＴＯ要求を送信することができる（メッセージ完全性およ
び機密性は、認証された公開／秘密鍵で保護されうる）。符号５９５で、ターゲットＲＯ
５１０は、例えば、ＭＰＩＡ、ＭＰＥＳ、および目的をチェックすること、ＲＩＭTSIMに
対して手つかずのドメインが信頼に足るものかどうかを判定すること、ＤＰの受け入れ可
能性をチェックすること、または完了ドメイン状態を構築するＣＯＮＦＩＧを作成するこ
とのうちの１つまたは複数を実行することができる。符号５１４で、メッセージＣＯＮＦ
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ＩＧ｜｜ＤＰ｜｜ＲＩＭTSIM｜｜ＲＯを送信することができる。符号５１５で、ドメイン
を構築し、構成して、完全性をＲＩＭTDROに対してチェックすることができる。それに加
えて、ＭＥ＊Target_ROの所有権を取得し、そうして、ＭＥTarget_ROに変換することがで
きる。符号５１１で、ドメイン完了メッセージを送信することができる（署名付き、完全
性保護）。ＭＥは、ターゲットＲＯと直接通信することができ、したがって、図３および
３Ａに示されているようなメッセージ転送は、使用されず、メッセージの数を減らすこと
ができる。手つかずのエンジン信頼性検証に対するＲＩＭ証明書に関するものとともにＭ
ＥとターゲットＲＯとの間のメッセージングにおける公開／秘密鍵の交換に必要な証明書
に関する詳細は、図５に示されていない。
【０１６１】
　図６は、ＴＨＳＭの例示的な状態定義、遷移、および制御点定義を示している。例とし
て、特許文献１において定義および基本機能が定義されている、Ｍ２Ｍ通信識別モジュー
ル（ＭＣＩＭ）のライフサイクルは、本明細書で定義されている。ＴＨＳＭは、ＭＣＩＭ
の、状態定義および遷移を含む、機能性および特徴を改善し、一般化することができる。
【０１６２】
　状態６０１で、ＴＨＳＭは、プレブート状態にあるものとしてよい。第１のユーザがＴ
ＨＳＭの電源をオンにし、ＴＨＳＭは安全にブートし、ＴＨＳＭは状態６０２にあるもの
としてよい。状態６０２で、ＤＭおよびＤＯは、手つかずの状態で存在することができる
。ＤＭドメインを事前構成ファイルから構築することができ、ＴＨＳＭは状態６０６にあ
るものとしてよい。状態６０６で、ＴＨＳＭは、ポストブート２状態に入り、ＴＤDMがロ
ードされうる。状態６０６からは、ＤＯドメインを事前構成ファイルまたはダウンロード
ファイルから構築することができ、ＴＨＳＭを状態６０５に残す。状態６０５で、ＴＨＳ
Ｍは、ポストブート３状態に入り、そこでＴＤDOが構築されうるが、ＴＤUまたはＴＤRO

は、ロードできない。状態６０５から、ＤＯドメイン（ＳＤＭ）は、ユーザのドメインを
ロードし、ＴＨＳＭを状態６０４に残すことができる。状態６０４で、ＴＨＳＭは、ポス
トブート状態２ａに入り、そこでＴＤUがロードされるが、ＲＯドメインは、ロードでき
ない。状態６０５から、手つかずのＲＯドメインを、ＳＤＰに基づいて構築し、ＴＨＳＭ
を状態７０７に残すことができる。状態７０７で、ＴＨＳＭは、ポストブート状態７に入
り、そこでＴＤROおよびＴＤDOがロードされているが、ＴＤUは、ロードできない。状態
６０７から、ＴＤDO（ＳＤＭ）は、ＴＤUをロードし、ＴＨＳＭを状態６０８に残すこと
ができる。状態６０８で、ＴＨＳＭは、ＤＯ、ＤＵ、およびＲＯドメインをロードしてお
くことができる。
【０１６３】
　状態６０１から、ユーザは電源をオンにし、ＴＨＳＭは安全にブートし、ＴＨＳＭを状
態６０３に残すことができる。状態６０３で、ＴＨＳＭに、格納されている構成をロード
することができ、そこでは、格納されている構成は一番最近に電源をオフにする前の構成
であった。状態６０３から、構成を変更するポストブートトランザクションを実行し、Ｔ
ＨＳＭを状態６１０に残すことができる。状態６１０で、ＴＨＳＭは、１つまたは複数の
すでにアクティブの状態が非アクティブになる。状態６０３から状態６１０に到達するプ
ロセスと同様に、ＴＨＳＭは状態６０９にあってよく、そこで、ＴＨＳＭは１つまたは複
数のアクティブなドメインを有する。状態６０９から、構成変更イベントの結果、遷移が
生じて、ＴＨＳＭを再び状態６１０に残すことができる。
【０１６４】
　状態６０４、６０５、６０７、および６０８で、ＴＨＳＭは、新規ポリシーおよび／ま
たは実行ファイルもしくは非アクティブ状態への遷移で再構成することができる。それに
加えて、状態６０５で、ＳＤＰを格納することができる。
【０１６５】
　ドメイン管理の第１の方法では、ドメイン所有者からのポリシー、つまり、システム全
体のドメインポリシー（ＳＤＰ）は、非常に制約的であり、また「静的」であり、新規ド
メイン活動または目的に関して厳しいルールを有している可能性がある。これらのポリシ
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ーは、新規ドメインエントリまたは既存のドメインが更新される毎にＲＯと通信する必要
性を軽減する傾向があると思われる。
【０１６６】
　ドメイン管理の第２の方法では、ＳＤＰは、制約が少なく、活動および目的に関してよ
り柔軟に対応できる。すべての新規ドメインエントリおよびすべてのドメイン変更が既存
のドメイン所有者に報告されうる。この結果、プラットフォームとＲＯとの間の最初のネ
ゴシエーションおよびその後のネゴシエーションが実行されうるポリシー強制のより動的
なシステムが得られる。
【０１６７】
　ドメイン管理の第１の方法を参照すると、ＳＤＰは、事前構成リスト内で例外なく許可
されているドメインを指定することができる。このリストは、ＲＯの種類および（種類毎
に）許可される数に関する情報を含むことができる。このリストは、ドメインがセットア
ップされた後ＲＯが提供することができるサービスの種類も含むことができる。ＲＯ候補
は、リストで示されている条件を満たすＲＯであるものとしてよい。ＲＯは、リストおよ
びポリシー制約条件などの条件に関して、例えば式９に示されているような、ＲＴＯプロ
セスの一部としてアラートされうる。ＲＯは、ＳＣＡＲＤを受け取った後、注目している
プラットフォームまたはデバイス上のステークホルダーになりたいかどうかを独立して決
定することができる。ＲＯに送られる条件は、ドメインの種類およびその目的を含むこと
ができるが、他のＲＯの素性を保護するために、他のＲＯのリストの実際の名前について
は含まないようにできる。ＲＯがＲＴＯを完遂することを決定した場合、ポリシーからの
逸脱がこのＲＯ、またはプラットフォーム上で現在アクティブである他のＲＯ、または将
来アクティブになる可能性のある他のＲＯによって許されないことは確実であるものとし
てよい。その結果、ＲＯは、実行される可能性のあるその後のＲＴＯにアラートされる必
要はなく、またアラートされることもない。
【０１６８】
　ドメイン管理の第２の方法を参照すると、どのようなリモートの所有者が特定のＲＯの
種類を識別することなく許可されるかなどの比較的広範な制約条件のみ、またＲＯからＳ
ＤＭへのより多くの情報の要求またはいくつかのネゴシエーションなどの、より多くのイ
ンタラクティブなやり取りを許すポリシーを、ＲＴＯプロセスにおいて遂行することがで
きることがわかる。ドメイン構成が変更されるときに、ＳＤＭとすべてのＲＯとの間に進
行中の協力もありうる。したがって、最初の、さらにはその後のネゴシエーションは、Ｒ
Ｏ／ＳＤＭの動力学の一部として実行されうる。
【０１６９】
　ＲＴＯプロセスの一部として、ＲＯは、ＴＰＩＡ、ＴＰＥＳ、およびＳＣＡＲＤなどの
、必要とされる、アテステーションおよびポリシー条件の情報を与えられ、これは、構成
およびその信頼性に関する、第１の方法の場合と比較してより一般的な情報を含みうる。
既存のドメイン構成に基づき、ターゲットＲＯは、ＲＴＯを継続するかどうかを決定する
ことができる。ターゲットＲＯが所有権取得に反対する決定を即座に下さない限り、ＳＤ
Ｍとのネゴシエーションプロセスは続きうる。例えば、ＳＤＭは、ターゲットＲＯのドメ
インがアクティブである間アクティブでありうるドメインタイプおよびアテンダントサー
ビス、またはそれが反対する種類のドメインがアクティブになろうとしている場合の続け
るべき手順をターゲットＲＯに要求することができる。ＲＯは、例えば、いくつかの他の
ドメインタイプまたはいくつかの他のＲＯが所有するドメインさえもアクティブになるか
、またはアクティブになろうとしているときに自ドメインが非アクティブにされることを
要求する場合があるか、またはアクティブのままであるが、容量または能力を減らした状
態にすることを要求する場合もある。ＳＤＭは、アラートすべきイベント発生をＲＯに要
求することもできる。そのようなイベントは、アクティブまたは非アクティブになる、そ
れが反対する、ドメインタイプを含む可能性がある。ＲＯは、いくつかの他の所有者によ
って保持される他のドメインタイプまたはドメインが、自ドメインがアクティブである間
、一切の活動から完全にブロックされることを要求することもできる。



(39) JP 2018-63716 A 2018.4.19

10

20

30

40

50

【０１７０】
　ＳＤＭは、そのような条件を受け入れるか、または拒絶する決定をすることができる。
広範な一組のポリシー要件で動作するけれども、ＳＤＭは、ＲＯからの要求を受け入れる
ことが「静的な」システムドメインポリシー（ＳＤＰ）の契約内示書にそのまま適合しう
るかどうかを決定する自由度と意味論的な能力を有することができる。
【０１７１】
　図７は、ＲＯドメインが達成しうる例示的な状態および動的に管理された環境において
遷移が発生しうる条件を示している。状態７０１で、ヌル状態が存在する可能性があり、
例えば、ＲＯは構築されえない。状態７０１から、手つかずのＲＯドメインを、ＳＤＰに
従って構築し、ＲＯドメインを状態７０２に残すことができる。状態７０２から、ＲＯが
ＴＰＩＡ、ＴＰＥＳ、およびＳＣＡＲＤを取得することを含む、ＲＴＯプロセスを実行す
ることができる。さらに、ＲＯは、ＲＴＯの条件を受け入れて、ＲＯドメインを状態７０
３に残すことができる。状態７０３から、新規アクティブドメインとのポリシー競合があ
ると判定されることがあり、それに応答して、ＲＯドメインの機能を低減するか、または
非アクティブにし、ＲＯドメインを状態７０４に残す。また状態７０３から、ＲＯドメイ
ンは更新されたポリシー／構成変更を受け取り、その結果、ＲＯドメインは修正された構
成および／または更新されたポリシー制約条件を有することになる。状態７０６から、新
規アクティブドメインとのポリシー競合があると判定されることがあり、それに応答して
、ＲＯドメインの機能を低減するか、または非アクティブにし、ＲＯドメインを状態７０
４に残す。また状態７０３から、新規ソフトウェアコンポーネントを、ダウンロードまた
はＲＴＯを介して導入することができ、その結果、ＲＯドメインの状態が修正／拡張され
、ＲＯドメインを状態７０５に残す。状態７０５から、新規アクティブドメインとのポリ
シー競合があると判定されることがあり、それに応答して、ＲＯドメインの機能を低減す
るか、または非アクティブにし、ＲＯドメインを状態７０４に残す。
【０１７２】
　符号７１１に例示されているように、７０２、７０３、７０４、７０５、または７０６
のＲＯドメインはヌルになり、例えば、ＤＯ、ＲＯなどによって削除されうる。符号７４
１に例示されているように、非アクティブ／低減機能のＲＯドメインは、状態７０３、７
０５、または７０６に、例えば、ＲＯドメインを状態７０４に移動させた競合を解決する
ことによって移動することができる。符号７５１に例示されているように、状態７０５に
あるＲＯドメインは、状態７０３、７０４、または７０６に移動することができる。符号
７６１に例示されているように、状態７０６にあるＲＯドメインは、状態７０３、７０５
、または７０６に移動することができる。
【０１７３】
　ＲＯドメインの管理に関して、動的ドメイン管理の一部として許されうるものは、イベ
ントが展開するときに変更する要件をネゴシエートすることに対するものである。例えば
、ＲＯは、以前に異議のあった、別のＲＯによって提供される特定のサービスが、もはや
そのサービスと競争する必要がなくなったと判断された結果、現在では許可可能であると
決定することがありうる。時間の経過によるビジネスモデルの変化は、ＲＯ候補による戦
略およびポリシーのネゴシエートに影響を及ぼしうる。動的ポリシー構造を採用するＳＤ
Ｐは、そのような戦略変更に対応するようになされうる。
【０１７４】
　限定はしないが、自動支払いサービスと組み合わせたＭ２Ｍジオトラッキングなどのサ
ービスでは、優先ローミングパートナーシップ、またはＲＯのクローズドグループが形成
されうる。このようなグループ化されたサービスは、類似のまたは異なるサービスパート
ナーを提供する異なる通信事業者が互いに提携する場合に、優先するクローズドグループ
に至る可能性がある。サービス、通信事業者、またはその両方の優先グループは、デバイ
スユーザへのバンドルサービスまたは抱き合わせ販売として提供されうる。
【０１７５】
　第１の例では、パッケージは、地球を巡る間に追跡可能である。数百万のこのようなジ
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オトラッキングデバイスが利用される可能性がある。パッケージが大陸を横断する際に、
異なる国の異なる通信事業者による接続性を提供される。したがって、接続するために、
ユーザは、複数のローミングプロファイルを使用する必要がある場合がある。これらのロ
ーミングプロファイルは、さまざまなリモートの通信事業者にまたがっており、それぞれ
のドメインがリモートの通信事業者によって所有され管理されているのでドメイン間ポリ
シーとして管理される。ポリシーは、ローミングベースのソリューションをサポートする
代わりに新しいサービスプロバイダへの完全な引き継ぎをサポートするよう強制すること
もできる。
【０１７６】
　第２の例では、スマートメータリング事業者とジオトラッキング事業者との間の提携が
説明される。これらのドメインは、異なる通信事業者によって所有され運営されうる。事
業提携またはユーザの好みにより、ドメインを組み合わせてジョイントプロファイルをサ
ポートすることができる。労力、ストレージ、または駐車などの、リソースの利用度に基
づく課金の場合、自動支払いサービスをパッケージの追跡と平行して使用することができ
る。共存するサービスが独立したカテゴリに分類されるこのような事例では、ドメイン間
ポリシー管理のサポートを使用することができる。
【０１７７】
　ドメイン間ポリシーマネージャ（ＩＤＰＭ）は、ドメインのグループ挙動を決定するポ
リシーを管理することができる。ドメイン間ポリシー（ＩＤＰ）は、ＲＴＯプロセスにお
いてそれぞれのＲＯによってダウンロードされうる。ＩＤＰは、それぞれのＲＯによって
署名された証明書によって認証されうる。これらの証明書は、ＩＤＰとともに発行されう
る。あるいは、これらのポリシーは、外部サービスディーラーによって認定され、ダウン
ロードされうる。優先事業者リストを作成することに関心を持つデバイスユーザまたはデ
バイス所有者は、ＩＤＰを作成することができる。ＩＤＰＭは、これらのポリシーを、Ｉ
ＤＰを選択する候補ポリシーまたは優先度の受け入れ可能な交差を評価し、次いでその結
果得られるポリシーを強制することによって処理することができる。
【０１７８】
　あるいは、ＩＤＰＭをＳＤＭに、その機能の１つとして、またはＴＨＳＭ上にロード（
構築）またはダウンロードされうる別のエンティティとして追加することができる。
【０１７９】
　アテステーションプロトコルの一部として、ＴＤROは、ＲＯに、ＴＰＩＡ、ＴＰＥＳ、
およびＳＣＡＲＤのハッシュ値を、これらの測定結果を全部送信する代わりに、送信する
ことができる。ＲＯは、単独で、またはＴＴＰを使って、そのようなハッシュ値を検証し
、それによりＴＤＲＯおよび周囲システムの実行可能性の評価を行う手段を有することが
できる。この方法は、特許文献１において指定されているような、半自立妥当性確認（Ｓ
ＡＶ）に類似しているものとしてよい。アテステーション段階で、ＴＰＩＡ、ＴＰＥＳ、
およびＳＣＡＲＤ測定のうちの１つまたは２つを送出することができる。
【０１８０】
　ＴＨＳＭは、ＭＥの一部として埋め込んで一体にできる。そのようなデバイスに対する
ＲＴＯプロセスは、ＭＥとＴＨＳＭとの間のインターフェースがないので、簡素化するこ
とができる。
【０１８１】
　特徴および要素は、特定の組み合わせを用いて説明されているが、それぞれの特徴また
は要素は、他の特徴および要素なしで単独で、または他の特徴および要素とのさまざまな
組み合わせで、または他の特徴および要素なしで使用することができる。本明細書で取り
あげられている方法または流れ図は、汎用コンピュータまたはプロセッサにより実行でき
るようにコンピュータ可読記憶媒体内に組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウ
ェア、またはファームウェアにより実装されうる。コンピュータ可読記憶媒体の実施例と
して、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、
キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスクおよびリムーバブルディ
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ディスク（ＤＶＤ）などの光学媒体がある。
【０１８２】
　好適なプロセッサとして、例えば、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型のプロセ
ッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコア
との関連性を持つ１つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコント
ローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（
ＦＰＧＡ）回路、他のタイプの集積回路（ＩＣ）および／または状態機械がある。
【０１８３】
　ソフトウェアとの関連性を持つプロセッサは、無線送信受信ユニット（ＷＴＲＵ）、ユ
ーザ装置（ＵＥ）、端末、基地局、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、またはホ
ストコンピュータにおいて使用する無線周波トランシーバを実装するために使用できる。
ＷＴＲＵは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカーフォン、バイブ
レーションデバイス、スピーカー、マイク、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセ
ット、キーボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波数変調（ＦＭ）無
線ユニット、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）表示装置、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表
示装置、デジタル音楽プレーヤー、メディアプレーヤー、ビデオゲーム機モジュール、イ
ンターネットブラウザ、および／または無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）モ
ジュールまたはウルトラワイドバンド（ＵＷＢ）モジュールなどの、ハードウェアおよび
／またはソフトウェアで実装された、モジュール群と併せて使用できる。

【図１】 【図２】
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【図４】 【図４Ａ】
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【図５】 【図５Ａ】

【図６】 【図７】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月15日(2017.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスであって、
　互いに分離されている複数のドメインと、
　前記複数のドメインのうちの１つに置かれているシステム全体のドメインマネージャ（
ＳＤＭ）と、
　少なくとも１つのセキュアドメインの特定のコンピューティングリソースが他のドメイ
ンによってアクセスされることができないように、前記他のドメインから分離されている
前記複数のドメインのうちの前記少なくとも１つのセキュアドメインであって、前記少な
くとも１つのセキュアドメインは、前記ＳＤＭの所有者とは異なるリモートの所有者によ
って所有されており、前記リモートの所有者は、前記少なくとも１つのセキュアドメイン
のオペレーションのためのポリシーを特定することができる、前記少なくとも１つのセキ
ュアドメインと
　を備え、
　前記ＳＤＭは、前記リモートの所有者によって所有される前記少なくとも１つのセキュ
アドメインにおけるプロファイルのダウンロードを監視するように構成され、１）前記ポ
リシーが前記プロファイルに含まれる場合、前記デバイスは、前記ＳＤＭによって保持さ
れるポリシー情報に対して前記ポリシーのチェックを実行して前記プロファイルの前記ダ
ウンロードが進行することができるかどうかを判定するように構成され、および２）前記
プロファイルの前記ダウンロードが認可される場合、前記デバイスは、ユーザの同意が前
記プロファイルをダウンロードするのに必要であるかどうかを判定するように構成される
、デバイス。
【請求項２】
　ユーザの同意が前記プロファイルをダウンロードするのに必要であるとき、前記デバイ
スは、前記ユーザの同意を探し求めて前記プロファイルをダウンロードするようにさらに
構成される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記デバイスは、システム全体のドメインポリシー（ＳＤＰ）を備える事前設定された
ファイルから、前記ＳＤＭによって保持された前記ポリシー情報を得るようにさらに構成
される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記複数のドメインに関連付けられたポリシーは、前記ＳＤＰに従って許可され、また
は拒絶される、請求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記ＳＤＭは、第１のリモートの所有者によって所有される前記複数のドメインのうち
の第１のドメインが、前記第１のリモートの所有者とは異なるリモートの所有者によって
所有されている第２のドメインがアクティブである間、セットアップされないように、ポ
リシーを実行するようにさらに構成される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記ＳＤＭは、第１のリモートの所有者によって所有される前記複数のドメインのうち
の第１のドメインがアクティブになるとき、前記第１のリモートの所有者とは異なるリモ
ートの所有者によって所有されている前記複数のドメインのうちの他のドメインがアクテ
ィブになることができないように、ポリシーを実行するようにさらに構成される、請求項
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１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記ＳＤＭは、前記複数のドメインのうちの新たなドメインがアクティブにされるとき
、ユーザの同意が認可のために得られるように、ポリシーを実行するようにさらに構成さ
れる、請求項１に記載のデバイス。
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