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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1のエンティティから第2のエンティティにセキュリティモジュールの制御を移行する
ステップであって、前記セキュリティモジュールが、前記第1のエンティティに固有の少
なくとも1つの第1の秘密の制御鍵を用いて前記第1のエンティティによって制御される第1
のセキュリティドメインと、第2のセキュリティドメインとを有し、前記第2のセキュリテ
ィドメインが、制御機関の公開鍵の証明書と、さらに前記制御機関の私有鍵との両方を含
む、ステップを含み、
　前記移行するステップが、前記セキュリティモジュールによって実行される以下のステ
ップ、すなわち、
　前記第2のセキュリティドメインが、証明書を取得する要求を受信するステップであっ
て、前記要求が前記第2のエンティティから来る、ステップと、
　前記第2のセキュリティドメインが前記証明書を送信するステップと、
　前記第1のセキュリティドメインが、前記証明書によって証明された前記公開鍵によっ
て暗号化されたデータを前記第2のエンティティから受信するステップであって、前記デ
ータが、前記第2のエンティティに固有の少なくとも1つの第2の秘密の制御鍵を含む、ス
テップと、
　前記第2のセキュリティドメインが、前記データを復号するステップと、
　前記第1のセキュリティドメインが、前記データを検証するステップと、
　前記検証が成功する場合に、前記第1のセキュリティドメインが、前記少なくとも1つの
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第1の秘密の制御鍵を前記少なくとも1つの第2の秘密の制御鍵で置き換えるステップとを
含む、方法。
【請求項２】
　前記第2のエンティティに制御を移行する要求を、前記第1のエンティティから受信する
受信ステップを含む請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記移行要求が、前記第2のエンティティの証明書を含む請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記移行要求が、前記第2のエンティティの一意の識別子を含む請求項2に記載の方法。
【請求項５】
　前記第1のセキュリティドメインが、署名された一意のトークンを計算し、前記トーク
ンを前記第1のエンティティに送信するステップを含む請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記データが、前記第1のセキュリティドメインによって署名された一意のトークンも
含む請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　さらに、前記一意のトークンが、前記セキュリティモジュールに固有の識別子を含む請
求項5に記載の方法。
【請求項８】
　前記暗号化されたデータが、第2のエンティティによって署名され、前記データの検証
が、前記データの署名を検証することに存する請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記復号ステップが、以下のサブステップ、すなわち、
　前記第1のセキュリティドメインが、前記データを復号する要求を、制御機関セキュリ
ティドメインに送信するサブステップと、
　前記制御機関セキュリティドメインが、前記制御機関の前記秘密鍵によって前記データ
を復号するサブステップと、
　前記制御機関セキュリティドメインが、前記復号されたデータを前記第1のセキュリテ
ィドメインに送信するサブステップとを含む請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　第1のセキュリティドメインおよび第2のセキュリティドメインを含むセキュリティモジ
ュールであって、前記第2のセキュリティドメインが、制御機関の公開鍵の証明書と、さ
らに前記制御機関の秘密鍵との両方を含み、前記第1のセキュリティドメインが、第1のエ
ンティティに固有の少なくとも1つの第1の制御鍵を用いて前記第1のエンティティによっ
て制御され、セキュリティモジュールが、
　第2のエンティティから来る、証明書を取得する要求を受信するように構成された第1の
受信手段と、
　前記第2のエンティティに前記証明書を送信するように構成された送信側手段と、
　前記証明書によって証明された前記公開鍵によって暗号化されたデータを前記第2のエ
ンティティから受信するように構成された第2の受信手段であって、前記データが、前記
第2のエンティティに固有の少なくとも1つの第2の秘密の制御鍵を含む、第2の受信手段と
、
　前記秘密鍵を用いて前記データを復号するように構成された復号手段と、
　前記データを検証するように構成された検証手段と、
　前記少なくとも1つの第2の秘密の制御鍵をインストールするように構成されたインスト
ール手段であって、そのとき、前記第2のエンティティが、前記第1のセキュリティドメイ
ンを制御する、インストール手段とをさらに含む、セキュリティモジュール。
【請求項１１】
　セキュリティモジュールにインストールするためのプログラムを記憶する非一時的デー
タ記憶媒体であって、前記プログラムが、プロセッサによって実行されると、前記セキュ
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リティモジュールに第1のエンティティから第2のエンティティにセキュリティモジュール
の制御を移行する方法のステップを実行させるようにするための命令を含み、前記方法が
、
　第1のエンティティから第2のエンティティにセキュリティモジュールの制御を移行する
ステップであって、前記セキュリティモジュールが、前記第1のエンティティに固有の少
なくとも1つの第1の秘密の制御鍵を用いて前記第1のエンティティによって制御される第1
のセキュリティドメインと、第2のセキュリティドメインとを有し、前記第2のセキュリテ
ィドメインが、制御機関の公開鍵の証明書と、さらに前記制御機関の私有鍵との両方を含
む、ステップを含み、
　前記移行するステップが、前記セキュリティモジュールによって実行される以下のステ
ップ、すなわち、
　前記第2のセキュリティドメインが、証明書を取得する要求を受信するステップであっ
て、前記要求が前記第2のエンティティから来る、ステップと、
　前記第2のセキュリティドメインが前記証明書を送信するステップと、
　前記第1のセキュリティドメインが、前記証明書によって証明された前記公開鍵によっ
て暗号化されたデータを前記第2のエンティティから受信するステップであって、前記デ
ータが、前記第2のエンティティに固有の少なくとも1つの第2の秘密の制御鍵を含む、ス
テップと、
　前記第2のセキュリティドメインが、前記データを復号するステップと、
　前記第1のセキュリティドメインが、前記データを検証するステップと、
　前記検証が成功する場合に、前記第1のセキュリティドメインが、前記少なくとも1つの
第1の秘密の制御鍵を前記少なくとも1つの第2の秘密の制御鍵で置き換えるステップとを
含む、非一時的データ記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第1のエンティティから第2のエンティティにセキュリティモジュールの制御
を移行する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、モバイル電話通信、またはマシンツーマシン「M2M」通信の分野などの分野
に特に有利に応用される。これらの分野においては、モバイル電話またはセンサーを有す
るマシンなどの機器が、第1のネットワーク運用者で動作するように予め構成されるセキ
ュリティモジュールまたは「セキュアエレメント」、例えば、汎用加入者識別モジュール
「(U)SIM」を含む。この目的で、モジュールの管理者、例えば、(U)SIMカードに関するネ
ットワーク運用者と、セキュリティモジュールとに固有の鍵が、モバイル機器が利用でき
るようにされる前にそのモジュールに予めインストールされる。したがって、モバイル機
器がリリースされると、第1のネットワーク運用者が、カードを制御し、カードへのアプ
リケーションのインストール、更新の実行、(U)SIMカードの認証などをすることができる
唯一の運用者になる。
【０００３】
　第1のネットワークへの加入者が運用者を変更しようとするときは、機器の中にあり、
第1の運用者用に構成されているセキュリティモジュールが、第2の運用者用に構成されて
いる、つまり、第2の運用者に固有の鍵を有する第2のセキュリティモジュールによって置
き換えられることが必要である。中央サーバが相互接続されたM2Mマシンとリモートで情
報をやりとりすることを可能にするために第1の運用者のネットワークを使用するそれら
の相互接続されたM2Mマシンでは、運用者の変更は、(U)SIMカードがマシンのすべてで変
更されることを必要とし、したがって、変更を行うために技術者がそれらのマシンの所に
行くことを必要とすることが理解され得る。マシンはアクセスすることが難しいことが珍
しくないので、そのことは特に制約となる可能性がある。さらに、セキュリティモジュー
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ルが取り外せず、機器にはんだ付けされているとき、そのような変更は、機器が交換され
ることを必要とする。
【０００４】
　セキュリティモジュールを変更せずに(U)SIMカード内の運用者の鍵を修正するための解
決策が存在する。例えば、国際公開第2011/001076号で公開された出願は、第1のネットワ
ークを運用する第1のネットワーク運用者に固有の(U)SIMカード内の第1の認証鍵および第
1の加入者識別番号を、第2のネットワークを運用する第2のネットワーク運用者に固有の
第2の認証鍵および第2の加入者識別番号によって変更する方法を記載している。その目的
で、第2のネットワークに固有の鍵を生成するためのマスタ鍵が、カードが利用可能にさ
れる前に実行される事前構成段階の間にカードに記憶される。したがって、カードが第1
のネットワークで動作するようにリリース済みであり、第2の運用者に変更するための要
求が受信されるとき、第2の運用者は、第1の運用者に、第2のネットワークにおける第2の
加入者識別番号を送信する。第1の運用者は、第1の運用者自身のネットワークを使用して
、乱数と、第1の運用者が受信した第2の加入者識別番号とを(U)SIMカードに送信し、さら
に、その乱数を第2のネットワーク運用者に送信する。そのとき、カードは、乱数と、カ
ードに記憶され、第2のネットワークに固有であるマスタ鍵とに鍵多様化アルゴリズム(ke
y diversification algorithm)を適用することによって第2の認証鍵を生成する。平行し
て、第2の運用者は、その第2の運用者に固有である同じマスタ鍵と、第1のネットワーク
から受信された乱数とを使用して同じ認証鍵を計算する。第2の運用者は、第2の認証鍵を
第2の加入者識別番号に関連して第2の運用者自身の加入者ベース(subscriber base)に記
憶する。方法の終わりに、第1の認証鍵は、カード内で第2の認証鍵によって置き換えられ
、第1の加入者識別番号は、カード内で第2の加入者識別番号によって置き換えられている
。このように、(U)SIMは、第2のネットワークで動作する準備ができる。
【０００５】
　それにもかかわらず、それは、カードの制御が移行される可能性がある運用者のすべて
に固有のマスタ鍵をメモリが記憶することを必要とする。例えば、新しい運用者が現れる
前にカードが事前構成されている場合に、カードの制御を新しい運用者に移行することが
できなくなる危険性もある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、第1のエンティティから第2のエンティティにセキュリティモジュールの制御
を移行する方法であって、セキュリティモジュールが、第1のエンティティに固有の少な
くとも1つの第1の秘密の制御鍵を用いて第1のエンティティによって制御される第1のセキ
ュリティ領域(security domain)と、第2のセキュリティ領域とを有し、前記第2の領域が
、制御機関(controlling authority)の公開鍵の証明書と、さらに制御機関の私有鍵との
両方を含み、方法が、セキュリティモジュールによって実行される以下のステップ、すな
わち、
　・第2のセキュリティ領域が、証明書を取得する要求を受信するステップであって、要
求が第2のエンティティから来る、ステップと、
　・第2のセキュリティ領域が前記証明書を送信するステップと、
　・第1のセキュリティ領域が、前記証明書によって証明された公開鍵によって暗号化さ
れたデータを第2のエンティティから受信するステップであって、データが、第2のエンテ
ィティに固有の少なくとも1つの第2の秘密の制御鍵を含む、ステップと、
　・第2のセキュリティ領域が、前記データを復号するステップと、
　・第1のセキュリティ領域が、データを検証するステップと、
　・検証が成功する場合に、第1のセキュリティ領域が、少なくとも1つの第1の秘密の制
御鍵を前記少なくとも1つの第2の秘密の制御鍵で置き換えるステップとを含む、方法を提
案することによって上述の欠点を正す。
【０００７】
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　したがって、本発明の方法は、マルチアプリケーションセキュリティモジュールのセキ
ュリティデータを、初期構成データの事前インストールなしに、つまり、モジュールが利
用できるようにされる前にそのようなデータがインストールされることなしに更新するこ
とを可能にする。そのようなセキュリティデータは、セキュリティモジュール上で、セキ
ュリティモジュールのために実行されるすべての機密性のある手順で使用するための、モ
ジュールの発行者に固有の鍵を含む。したがって、方法は、既存のセキュリティモジュー
ルに適合され、そのようなモジュールのソフトウェアが更新されることのみを必要とする
。そして、更新されたソフトウェアが、セキュリティモジュールが本発明の方法を実行す
ることを可能にする。そのような更新は、リモートで実行され得る。
【０００８】
　そのような方法は、セキュリティモジュール、例えば、(U)SIMカードが、それをホスト
する機器にはんだ付けされる環境(これは、よく「SIMオンチップ(SIM on Chip)」と呼ば
れる)に特に適している。はんだ付けされたSIMカードは、異なる環境条件で動作するM2M
マシンに対して好ましい可能性がある解決策である。はんだ付けされたSIMカードの解決
策は、通常の取り外し可能なSIMカードと比較して利点、例えば、より大きな機械的強度
およびより広い温度範囲での動作の利点をもたらす。したがって、本発明の方法は、例え
ば、M2M環境においてはんだ付けされたSIMカードの制御を移行する問題に対する解決策を
提供する。
【０００９】
　制御を移行する要求が、カードの発行者から来る可能性がある。制御を移行する要求は
、信頼できる第三者のエンティティから来る可能性もある。例として、そのようなエンテ
ィティは、認められた信頼できる機関であるか、より信頼できる機関が当該エンティティ
が信頼できることを証明する場合は、制御が移行されることになるエンティティである可
能性がある。そのような信頼の連鎖(chain of trust)は、証明書を用いて実現され得る。
【００１０】
　1つの実装において、方法は、第2のエンティティに制御を移行する要求を、第1のエン
ティティから受信する受信ステップを含む。
【００１１】
　この実装は、モジュールの制御を移行する要求が第1のエンティティから、すなわち、
セキュリティモジュールを最初に制御しているエンティティから来る状況を示す。
【００１２】
　この実装において、移行要求は、第2のエンティティの証明書を含む。
【００１３】
　発行者セキュリティ領域に送信される制御を移行する要求に第2のエンティティの証明
書を含めることは、制御が確かに移行要求で特定されたエンティティによって引き継がれ
ていることをセキュリティモジュールが検証することを可能にする。
【００１４】
　別の実装において、移行要求は、第2のエンティティの一意の識別子を含む。
【００１５】
　発行者セキュリティ領域に送信される移行要求に第2のエンティティの一意の識別子を
含めることは、モジュールの制御を引き継ぐことになるエンティティの識別子を検証する
ための追加の手段を提供する。
【００１６】
　1つの実装において、方法は、第1のセキュリティ領域が、署名された一意のトークンを
計算し、トークンを第1のエンティティに送信するステップを含む。
【００１７】
　この実装は、トークンが発行者セキュリティ領域によって計算される状況に対応する。
次いで、このトークンは、第1のエンティティに送信され、第1のエンティティが、トーク
ンを第2のエンティティに再送信する。このトークンは、モジュールの制御を引き継ぐこ
とになる第2のエンティティが、確かに、第1のエンティティがそのような移行を開始した
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エンティティであることを発行者セキュリティ領域に保証するように働く。
【００１８】
　方法の1つの実装において、データは、発行者の第1の領域によって署名された一意のト
ークンも含む。
【００１９】
　署名されたトークンは、モジュールの証明された公開鍵を用いて第2のエンティティに
よって暗号化されるデータに含められる。これは、発行者セキュリティ領域が暗号化され
たデータで受信したトークンが、確かに、その発行者セキュリティ領域が初めに生成した
一意のトークンに対応することを発行者セキュリティ領域が検証することを可能にする。
【００２０】
　方法が単一のトークンを計算し、送信するステップを含む1つの実装において、さらに
、一意のトークンは、セキュリティモジュールに固有の識別子を含む。
【００２１】
　トークンにセキュリティモジュールの識別子を含めることは、第2のエンティティが確
かにその第2のエンティティの秘密鍵を適切なセキュリティモジュールに、つまり、その
第2のエンティティが実際に制御しようとしているモジュールに送信していることを第2の
エンティティが検証することを可能にする。
【００２２】
　1つの実装においては、暗号化されたデータが、第2のエンティティによって署名され、
データの検証は、データの署名を検証することに存する。
【００２３】
　この実装において、第2のエンティティは、その第2のエンティティに固有の私有鍵を使
用して、その第2のエンティティが第1のセキュリティ領域、すなわち、発行者セキュリテ
ィ領域に送信するデータに署名する。したがって、第1のセキュリティドメインは、第2の
エンティティの私有鍵に関連する公開鍵によってデータの署名を検証することができ、し
たがって、モジュールにインストールされるべき新しい鍵を含む暗号化されたデータが、
確かに、第1のエンティティが制御が移行されることを要求したエンティティから来るこ
とを検証することができる。
【００２４】
　有利なことに、本発明の方法の復号ステップは、
　・第1のセキュリティ領域が、前記データを復号する要求を、制御機関セキュリティ領
域に送信するサブステップと、
　・制御機関セキュリティ領域が、制御機関の秘密鍵によって前記データを復号するサブ
ステップと、
　・制御機関セキュリティ領域が、復号されたデータを第1のセキュリティ領域に送信す
るサブステップとを含む。
【００２５】
　第2のエンティティから第1のセキュリティ領域への鍵の転送が、制御機関によって、よ
り正確に言えば、セキュリティモジュールにインストールされた制御機関セキュリティ領
域によって安全にされる。このセキュリティ領域は、第1のおよび第2のエンティティとは
無関係な信頼できる第三者のエンティティを表す。この信頼できるエンティティは、私有
鍵/公開鍵のペアおよび公開鍵に関する証明書によってモジュールで示される。鍵のこの
ペアは、第2のエンティティの鍵を暗号化された形式で第1のセキュリティ領域に送信する
ため、および前記暗号化されたデータを復号するために有利に使用される。実際、信頼で
きる機関のセキュリティ領域の証明された公開鍵を使用して第2のエンティティによって
暗号化された鍵を復号するために必要とされる秘密鍵を保持するのは制御機関のみである
ので、復号を実行するように制御機関セキュリティ領域に要求するのは発行者セキュリテ
ィ領域である。
【００２６】
　本発明は、第1のセキュリティ領域および第2のセキュリティ領域を含むセキュリティモ
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ジュールであって、第2のセキュリティ領域が、制御機関の公開鍵の証明書と、さらに制
御機関の秘密鍵との両方を含み、第1のセキュリティ領域が、第1のエンティティに固有の
少なくとも1つの第1の制御鍵を用いて第1のエンティティによって制御され、セキュリテ
ィモジュールが、
　・第2のエンティティから来る、証明書を取得する要求を受信するように構成された第1
の受信手段と、
　・第2のエンティティに前記証明書を送信するように構成された送信側手段と、
　・前記証明書によって証明された公開鍵によって暗号化されたデータを第2のエンティ
ティから受信するように構成された第2の受信手段であって、データが、第2のエンティテ
ィに固有の少なくとも1つの第2の秘密の制御鍵を含む、第2の受信手段と、
　・前記データを復号するように構成された復号手段と、
　・前記データを検証するように構成された検証手段と、
　・前記少なくとも1つの第2の秘密の制御鍵をインストールするように構成されたインス
トール手段であって、そのとき、第2のエンティティが、第1のセキュリティ領域を制御す
る、インストール手段とをさらに含む、セキュリティモジュールも提供する。
【００２７】
　本発明は、ネットワークの第1のエンティティと、第2のエンティティによって制御され
るセキュリティモジュールに含まれる第1のセキュリティ領域との間で送信するための信
号であって、第1のエンティティが、前記モジュールの第2のセキュリティ領域に固有の公
開鍵の証明書を予め有し、信号が、証明書によって証明された公開鍵によって暗号化され
たデータを含み、前記データが、ネットワークの第1のエンティティに固有の少なくとも1
つの秘密鍵を含む、信号も提供する。
【００２８】
　本発明は、セキュリティモジュールにインストールするためのプログラムであって、第
1のエンティティから第2のエンティティにモジュールの制御を移行する方法のステップを
実行するための命令を含み、プロセッサによって実行されるときに、それらのステップが
モジュールによって実行される、プログラムも提供する。
【００２９】
　本発明は、本発明のコンピュータプログラムを有するデータ媒体も提供する。
【００３０】
　図面を参照して非限定的に与えられる特定の実装の付随する説明を読むと、本発明の多
くの詳細および利点が、より深く理解され得る。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の第1の実装の、第1のエンティティから第2のエンティティにセキュリテ
ィモジュールの制御を移行する方法のステップを示す図である。
【図２】本発明の第2の実装の、第1のエンティティから第2のエンティティにセキュリテ
ィモジュールの制御を移行する方法のステップを示す図である。
【図３】本発明の制御移行方法を実行するのに好適なセキュリティモジュールを示す。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　図1を参照して、以降、第1の実装の、第1のエンティティから第2のエンティティにセキ
ュリティモジュールの制御を移行する方法を説明する。
【００３３】
　本発明は、セキュリティモジュール、例えば、GlobalPlatformの仕様に準拠するモジュ
ール10に適用される。そのような仕様は、文献「Specifications: GlobalPlatform Card 
specifications v2.2 - Amendment A v1.0」で入手可能である。GlobalPlatformの仕様は
、モジュールにインストールされたアプリケーションにアクセスできるようにするインタ
ーフェースを規定することによってセキュリティモジュールのハードウェアを意識しない
ことを可能にするコンポーネントを記載している。例として、ハードウェアデバイスは、
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汎用加入者識別モジュールまたは「(U)SIM」である可能性がある。GlobalPlatformの仕様
において、セキュリティモジュールは、複数の論理的なセキュリティ領域として構造化さ
れる。発行者セキュリティ領域または「ISD」と呼ばれる第1のセキュリティ領域が、モジ
ュールの主セキュリティ領域である。このセキュリティ領域は、セキュリティモジュール
を発行したエンティティを代表する。発行者セキュリティ領域は、暗号プリミティブと、
それらのプリミティブが実行されることを可能にする発行者に固有の鍵とを有する。暗号
プリミティブは、モジュールに記憶されるアプリケーションの安全な管理を可能にするた
めのものである。例えば、プリミティブは、モジュール内のアプリケーションのインスト
ール、アンインストール、更新、ブロックなどの動作を制御し、セキュリティ保護するた
めのものであり、アプリケーションは、モジュールの発行者またはアプリケーションのそ
の他の供給者に属する。発行者セキュリティ領域のように、セキュリティモジュールは、
モジュール内でサービス供給者を表すセキュリティ領域と、さらには制御機関セキュリテ
ィ領域または「CASD」を表すセキュリティ領域とも含む可能性がある。制御機関は、セキ
ュリティモジュールの発行者とは独立した第三者のエンティティである。制御機関セキュ
リティ領域は任意である、存在するときは、モジュールのセキュリティポリシーを増強す
る働きをする。制御機関セキュリティ領域は、鍵のペア、すなわち、非対称暗号化で使用
するための私有鍵および関連する公開鍵を含むペアを有する。制御機関セキュリティ領域
は、私有鍵に関連する公開鍵を証明するための公的証明書も含む。証明書は、証明された
公開鍵を物理的なエンティティ、この例においては、セキュリティモジュール10に関連付
けるデジタル身分証明カードであることを思い出されたい。証明書は、先立つ安全な手順
を実行した後、認証機関、この例においては、第三者のエンティティによって引き渡され
る。証明書が引き渡されると、公開鍵および私有鍵が、セキュリティ機能、例えば、電子
署名サービス、データ暗号化サービスなどを実行するサービスによって使用され得る。証
明書のフォーマットの知られている例は、X.509v3フォーマットである。CASDの鍵は、モ
ジュールの発行者とは無関係であり、信頼できる第三者のエンティティを表す。鍵および
証明書は、例えば、カードの製造元によって工場で制御機関セキュリティ領域にインスト
ールされる。
【００３４】
　今説明されている実装において、セキュリティモジュール10は、上で簡潔に説明された
GlobalPlatformの仕様に準拠しており、したがって、発行者セキュリティ領域またはISD 
10-1を、制御セキュリティ領域またはCASD 10-2と一緒に含む。
【００３５】
　現在説明されているモジュールの発行者は、第1のエンティティ11、例えば、第1のモバ
イルネットワーク運用者である。したがって、発行者セキュリティ領域10-1は、初め、こ
の第1のエンティティ11に属する秘密の鍵を含む。これらの鍵は、モジュール10とモジュ
ールの外部のエンティティ(図示せず)との間のやりとりをセキュリティ保護するため、外
部のエンティティを認証するため、およびそれらのエンティティにより発行者セキュリテ
ィ領域10-1を認証するためのものである。したがって、セキュリティモジュール10に関連
するニーズおよび機能に応じて、1つまたは複数の秘密の鍵が計算され、セキュリティモ
ジュール10にインストールされる可能性がある。例えば、鍵は、電子署名、署名の検証な
どのセキュリティ機能を実行するための基本的なプリミティブとしてのデータ暗号化規格
「DES」暗号化アルゴリズムまたはトリプルDES「3DES」アルゴリズムによる使用のための
対称鍵である可能性がある。そのようなアルゴリズムは、通常、112ビットまたは168ビッ
トのサイズを有する1つまたは複数の秘密鍵を使用する。したがって、第1のエンティティ
11から第2のエンティティ12にモジュール10の制御を移行することは、発行者セキュリテ
ィ領域10-1に第2のエンティティ12に属する秘密鍵をインストールすることに存すること
が、理解され得る。
【００３６】
　移行を要求する初期ステップE0において、モジュール10の管理を担い、したがって、発
行者セキュリティ領域10-1の管理を担う第1のエンティティ11が、第2のエンティティ12か
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ら、モジュール10の制御をその第2のエンティティ12自体に移行する要求を受信する。例
として、第2のエンティティ12は、第2のモバイルネットワーク運用者である。この要求に
よって、第2のエンティティ12は、第1のエンティティ11に代わってモジュール10を制御す
ることを要求している。第2のエンティティ12からの要求は、第2のエンティティ12に有利
となる加入の変更を要求する、セキュリティモジュール10を所有する加入者によって第1
のエンティティ11に対してなされた要求の後に続く可能性がある。第1のおよび第2のエン
ティティ11および12が第1のおよび第2のモバイルネットワーク運用者である1つの実装に
おいて、そのような要求は、第2の運用者に加入するように運用者の変更を要求する、第1
の運用者に対してなされる要求に対応する。
【００３７】
　移行を準備する続くステップE1において、第1のエンティティ11が、セキュリティモジ
ュール10に移行準備要求を送信する。より正確に言えば、要求は、発行元セキュリティ領
域10-1に送信される。
【００３８】
　移行および移行準備要求を受信するステップE2において、セキュリティモジュール10、
およびより正確に言えば発行者セキュリティ領域10-1は、現在の移行要求に専用の一意の
トークンを計算することによって第2のエンティティ12への移行を準備する。第1の実装に
おいて、トークンは、発行者セキュリティ領域10-1によって生成される乱数であり、発行
者セキュリティ領域10-1に固有の秘密鍵によって署名される。したがって、署名は、トー
クンの完全性を保証するメッセージ認証コード「MAC」として知られる認証メッセージに
対応する。一意のトークンは、第2のエンティティ12によって提示されることになり、第2
のエンティティ12が実際にモジュール10の制御を引き継ぐときに第2のエンティティによ
って検証されることになる。
【００３９】
　トークンを送信するステップE3において、発行者セキュリティ領域10-1が、署名された
トークンを第1のエンティティ11に送信し、つまり、トークンおよび関連する認証メッセ
ージを送信する。署名されたトークンは、安全に送信される。第1のエンティティが第1の
運用者であり、第2のエンティティが第2の運用者であるモバイルネットワークの例におい
て、トークンは、例えば、セキュアソケットレイヤ「SSL」プロトコルを使用することに
よって安全なトンネルを介して第1の運用者のネットワーク上で送信される。
【００４０】
　再送信ステップE4において、第1のエンティティ11が、その第1のエンティティ11が受信
した署名されたトークンを第2のエンティティ12に送信する。このトークンは、モジュー
ル10が制御の移行のための準備ができていることを第2のエンティティ12に知らせるため
に送信される。トークンは、第2のエンティティ12に安全に送信されることが好ましい。
第1の実装においては、安全なチャネルが第1のエンティティ11と第2のエンティティ12と
の間で確立される。2つのエンティティの間の安全なチャネルを提供する方法は、知られ
ていると想定されるので、本明細書においては詳細に説明されない。
【００４１】
　再送信ステップE4に続く鍵計算ステップE5において、第2のエンティティ12が実際にモ
ジュール10の制御を引き継ぐときにモジュール10の発行者セキュリティ領域10-1にインス
トールするための少なくとも1つの秘密鍵を第2のエンティティ12が計算する。
【００４２】
　モジュールからの証明書を要求するステップE6において、第2のエンティティ12が、セ
キュリティモジュール10、およびより正確に言えば制御機関セキュリティ領域10-2に証明
書要求を送信する。
【００４３】
　前のステップの間に送信された証明書要求を受信した後の、モジュール10の証明書を送
信するステップE7において、セキュリティモジュール10、およびより正確に言えば制御機
関セキュリティ領域10-2が、第2のエンティティ12に、制御機関セキュリティ領域10-1の
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公開鍵に関連する証明書を送信する。これは公開データであるので、この証明書を安全な
方法で第2のエンティティ12に送信するように注意を払う必要はない。
【００４４】
　暗号化ステップE8において、第2のエンティティ12が、その第2のエンティティ12が鍵計
算ステップE5の間に計算した鍵を、その第2のエンティティ12が再送信ステップE3の間に
第1のエンティティ11から受信した署名されたトークンと一緒に含むデータを暗号化する
。データは、証明書から抽出された制御機関セキュリティ領域10-2の公開鍵をパラメータ
として使用して暗号化アルゴリズムを適用することによって暗号化される。使用されるべ
き暗号化アルゴリズムは、モジュールの証明書で専用のフィールドに指定される。例とし
て、そのようなアルゴリズムは、RSAアルゴリズム(その発明者らRiver、Shamir、およびA
dlemanにちなんで名付けられた)である。したがって、鍵および署名されたトークンは、
制御機関セキュリティ領域10-2に向けて暗号化される。データを暗号化する前に、第2の
エンティティ12は、その第2のエンティティ12が前のステップの間に受信した証明書の正
当性を検証することができる。したがって、第2のエンティティ12は、証明書が期限切れ
になっていないことを検証することができ、証明書の署名の正当性を確認するために完全
な証明チェーン(certification chain)調べることができ、証明書が取り消されていない
ことを検証することもできる。知られている方法では、そのような検証は、取り消しサー
バに問い合わせること、または取り消された証明書のリストを調べることに存する。した
がって、第2のエンティティ12は、その第2のエンティティが制御をまもなく制御しようと
しているセキュリティモジュール10の証明書が確かに有効であることを検証することがで
きる。
【００４５】
　暗号化されたデータを送信するステップE9において、第2のエンティティ12が、セキュ
リティモジュール10、およびより正確に言えば発行者セキュリティ領域10-1に暗号化され
たデータを送信する。
【００４６】
　復号要求ステップE10において、発行者セキュリティ領域10-1が、制御機関セキュリテ
ィ領域10-2に復号要求を送信する。この要求は、前に受信された暗号化されたデータを含
む。データを暗号化するために使用された公開鍵に関連する私有鍵を所有するのは制御機
関セキュリティ領域10-2のみであるので、制御機関セキュリティ領域10-2のみが、発行者
セキュリティ領域10-1によって受信された暗号化されたデータを復号することができる。
【００４７】
　復号ステップE11において、制御機関セキュリティ領域10-2が、その制御機関セキュリ
ティ領域10-2の私有鍵によって、暗号化されたデータを復号する。
【００４８】
　復号されたデータを送信するステップE12において、制御機関セキュリティ領域10-2が
、発行者セキュリティ領域10-1に復号されたデータを送信する。
【００４９】
　検証ステップE13において、発行者セキュリティ領域10-1が、復号されたデータに含ま
れる署名されたトークンの正当性を検証する。この目的で、発行者セキュリティ領域10-1
は、トークンに関する認証メッセージを計算し、その認証メッセージがトークンとともに
受信された認証メッセージに対応するかどうかを検証する。この検証は、トークンが、送
信ステップE3の間に第1のエンティティ11に送信されたトークンに確かに対応し、したが
って、モジュール10の制御が、第1のエンティティ10が制御の移行を開始したエンティテ
ィと同じエンティティにまもなく与えられようとしていることを確認することを可能にす
る。検証が成功する場合、更新ステップE14の間に、発行者セキュリティ領域10-1が、復
号されたデータに含まれる第2のエンティティ12の新しい鍵を記憶し、第1のエンティティ
11に固有の最初に記憶された鍵のすべてを削除する。したがって、この更新ステップE14
の終わりには、モジュールの制御は、第1のエンティティ11から第2のエンティティ12に確
かに移行され終わる。以降、セキュリティモジュール10にインストールされているのは発
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行者セキュリティ領域10-1および第2のエンティティ12にのみ知られている鍵である。
【００５０】
　その後の使用の段階(図示せず)の間は、第2のエンティティ12が、セキュリティモジュ
ール10に命令を送信すること、モジュールに安全にデータをインストールすること、この
目的のために第2のエンティティ12と契約を結んだサービス供給者のアプリケーションを
インストールすることなどのために好適である。例えば、第2のエンティティがモバイル
ネットワーク運用者であるとき、運用者は、第2のエンティティ12に加入したばかりの加
入者に固有の新しい認証鍵Kiを、その加入者が第2の運用者を介してネットワークにアク
セスできるようにするために、セキュリティモジュールに送信することができる。第2の
エンティティは、おそらく、ネットワークにアクセスしたときにモジュールを認証するの
に好適な新しい認証アルゴリズムを送信する可能性がある。
【００５１】
　別の実装においては、制御機関に固有の証明書および公開鍵/私有鍵のペアが、制御機
関セキュリティ領域10-2以外のセキュリティモジュール10のエンティティに記憶される。
例えば、それらの証明書および公開鍵/私有鍵のペアは、モジュール10の別の論理的なセ
キュリティ領域、またはモジュール10の別の物理的な領域、例えば、オペレーティングシ
ステムを記憶するメモリの区間に記憶される。
【００５２】
　別の実装においては、移行準備ステップE1の間に第1のエンティティ11によって発行者
セキュリティ領域10-1に送信される移行要求が、第2のエンティティ12に固有の証明書を
含む。この証明書は、第2のエンティティ12に固有の公開鍵/私有鍵のペアのうちの公開鍵
を証明する。証明書は、暗号化されたデータを送信するステップE9の間に、第2のエンテ
ィティ12にモジュール10の制御を渡すための秘密鍵を第2のエンティティ12が送信すると
きに、発行者セキュリティ領域10-1が第2のエンティティ12を認証することを可能にする
ために、第2のエンティティ12の証明された公開鍵を発行者セキュリティ領域10-1に送信
する目的で発行者セキュリティ領域10-1に送信される。したがって、この実装においては
、第2のエンティティ12は、暗号化ステップE8の間に暗号化されるデータに署名するため
にその第2のエンティティ12自体の私有鍵を使用する。そして、発行者セキュリティ領域1
0-1は、ステップE9の間にその発行者セキュリティ領域10-1に送信された暗号化されたデ
ータの署名を、第1のエンティティ11が送信した証明書に存在する第2のエンティティ12の
公開鍵によって検証する。さらに、発行者セキュリティ領域10-1に移行要求を送信する前
に、第1のエンティティ11が、第2のエンティティ12の証明書の正当性を検証することがで
きる。例えば、証明書が期限切れになっている場合、または証明書が取り消されている場
合、第1のエンティティは、移行要求を発行者セキュリティ領域に送信しない。
【００５３】
　別の実装においては、第1のエンティティ11によってステップE1の間に送信される移行
要求が、第2のエンティティ12の一意で全世界的な識別子を含む。この識別子は、モジュ
ールの制御を引き継ぐことになるエンティティが、確かに、第1のエンティティ11が要求
を発したエンティティであることを発行者セキュリティ領域10-1が保証することを可能に
することになる。したがって、この例において、第2のエンティティ12は、ステップE9の
間に、その第2のエンティティ12自体の私有鍵によって暗号化され、署名されたデータを
その第2のエンティティ12の証明書と一緒に発行者セキュリティ領域10-1に送信するよう
に動作する。そして、発行者セキュリティ領域10-1は、証明書の所有者の一意の識別子に
対応する証明書のフィールドが、第1のエンティティ11によってその発行者セキュリティ
領域10-1に送信された一意の識別子に確かに等しいことを検証することができる。署名を
検証することは、証明書が確かに第2のエンティティ12に関連することと、したがって一
意の識別子が確かに第2のエンティティ12の識別子であることとを確認することを可能に
する。第1のおよび第2のエンティティがモバイル電話通信運用者であるとき、識別子は、
全世界的なモバイルネットワークコード「MNC」である。
【００５４】
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　別の実装においては、発行者セキュリティ領域10-1が、ステップE3の間に、ランダム値
のみでなくセキュリティモジュール10の一意の識別子も含むトークンを第1のエンティテ
ィ11に送信するように動作する。例えば、一意の識別子は、ランダム値とつなぎ合わされ
る可能性がある。例として、一意の識別子は、集積回路カードID「ICCID」として知られ
るセキュリティモジュールの内部シリアル番号である。したがって、セキュリティモジュ
ール10の一意の識別子は、署名されたトークンに含められ、再送信ステップE4の間に第2
のエンティティ12に送信される。モジュール10のこの識別子は、第2のエンティティ12が
その第2のエンティティ12の鍵を適切なセキュリティモジュール10に送信していることを
第2のエンティティ12に保証するように意図される。この目的で、第2のエンティティ12は
、トークンの署名を検証し、次いで、例として、ステップE7の終わりに証明書を受信する
と、その第2のエンティティ12がステップE6の間に要求したモジュール10の証明書にこの
識別子が現れることを検証する。例として、識別子は、制御機関セキュリティ領域10-2の
証明書の所持者フィールドに現れる。
【００５５】
　本発明は、これらの実装に限定されない。したがって、その他の実装は、複数の上述の
実装を組み合わせることに存する可能性がある。したがって第1のエンティティ11から発
行者セキュリティ領域10-1に第2のエンティティ12の証明書および第2のエンティティ12の
一意の識別子を送信し、ステップE3の間に、モジュール10の一意の識別子を含むトークン
を第1のエンティティ11に送信するように動作することが可能である。さまざまな実装を
組み合わせることによって方法のセキュリティを高めることができることが理解され得る
。
【００５６】
　図2を参照して、以降、第2の実装の、第1のエンティティから第2のエンティティにセキ
ュリティモジュールの制御を移行する方法を説明する。
【００５７】
　この実装においては、いかなる一意のトークンも、発行者セキュリティ領域10-1によっ
て計算されない。
【００５８】
　図1を参照して説明された方法のステップE0に匹敵する、移行を要求する初期ステップE
0'において、第1のエンティティ11が、モジュール10の制御が第2のエンティティ12に移行
されることを要求する第2のエンティティ12からの要求を受信する。1つの実装において、
移行要求は、第2のエンティティ12に固有の一意の識別子を含む。第1のおよび第2のエン
ティティがネットワーク運用者であるとき、この識別子は、第2の運用者のMNCである。
【００５９】
　移行を準備する続くステップE1'において、第1のエンティティ11が、セキュリティモジ
ュール10に移行準備要求を送信する。より正確に言えば、要求は、発行元セキュリティ領
域10-1に送信される。この実装において、移行準備要求は、第2のエンティティ12に固有
のエンティティ証明書を含む。通常の方法で、エンティティ証明書は、証明書の所持者の
名前、具体的には第2のエンティティ12、エンティティの公開鍵など1組のフィールドを含
む。エンティティの公開鍵は、第2のエンティティ12によってのみ保持され、知られてい
るエンティティの私有鍵に関連する。1組のフィールドは、認証機関の私有鍵によって署
名される。したがって、エンティティ証明書は、第2のエンティティ12の私有鍵を証明す
る。第2のエンティティ12は、その第2のエンティティ12の証明書を第1のエンティティ11
に送信することができる。第2のエンティティ12が前のステップの間にその第2のエンティ
ティ12自体の一意の識別子を第1のエンティティ11に送信するように動作する場合、第1の
エンティティ11は、第2のエンティティ12の一意の識別子を指定しながら証明書サーバに
問い合わせることによって証明書を取得することができる。
【００６０】
　移行要求を受信するステップE2'において、セキュリティモジュール10、およびより正
確に言えば発行者セキュリティ領域10-1が、移行準備要求を受信する。発行者セキュリテ
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ィ領域は、第2のエンティティ12の証明書を記憶する。
【００６１】
　情報ステップE4'において、第1のエンティティ11が、セキュリティモジュール10が制御
を移行する準備ができていることを第2のエンティティ12に知らせる。
【００６２】
　情報ステップE4'に続く鍵計算ステップE5'において、第2のエンティティ12が実際にモ
ジュール10の制御を引き継ぐときにモジュール10の発行者セキュリティ領域10-1にインス
トールするための少なくとも1つの秘密鍵を第2のエンティティ12が計算する。
【００６３】
　モジュールからの証明書を要求するステップE6'において、第2のエンティティ12が、セ
キュリティモジュール10、およびより正確に言えば制御機関セキュリティ領域10-2に証明
書要求を送信する。
【００６４】
　前のステップの間に送信された証明書要求を受信した後の、モジュール10の証明書を送
信するステップE7'において、セキュリティモジュール10、およびより正確に言えば制御
機関セキュリティ領域10-2が、第2のエンティティ12に、制御機関セキュリティ領域10-1
の公開鍵に関連して証明書を送信する。
【００６５】
　暗号化ステップE8'において、第2のエンティティ12が、その第2のエンティティ12が鍵
計算ステップE5の間に計算した鍵を含むデータを暗号化する。データは、モジュールの証
明書から抽出された制御機関セキュリティ領域10-2の公開鍵をパラメータとして使用して
暗号化アルゴリズムを適用することによって暗号化される。そして、暗号化されたデータ
は、第2のエンティティ12の私有鍵によって署名される。したがって、データは、制御機
関セキュリティ領域10-2に向けて暗号化され、次いで、第2のエンティティ12によって署
名される。データを暗号化する前に、第2のエンティティ12は、その第2のエンティティ12
が前のステップの間に第2のセキュリティ領域10-2から受信した証明書の正当性を検証す
ることができる。
【００６６】
　暗号化されたデータを送信するステップE9'において、第2のエンティティ12が、セキュ
リティモジュール10、およびより正確に言えば発行者セキュリティ領域10-1に暗号化され
、署名されたデータを送信する。
【００６７】
　復号を要求するステップE10'において、発行者セキュリティ領域10-1が、制御機関セキ
ュリティ領域10-2に復号要求を送信する。要求は、前に受信された暗号化されたデータを
含む。データを暗号化するために使用された公開鍵に関連する私有鍵を所有するのは制御
機関セキュリティ領域10-2のみであるので、制御機関セキュリティ領域10-2のみが、発行
者セキュリティ領域10-1によって受信された暗号化されたデータを復号することができる
。
【００６８】
　復号ステップE11'において、制御機関セキュリティ領域10-2が、その制御機関セキュリ
ティ領域10-2自体の私有鍵を使用することによって、暗号化されたデータを復号する。
【００６９】
　復号されたデータを送信するステップE12'において、制御機関セキュリティ領域10-2が
、発行者セキュリティ領域10-1に復号されたデータを送信する。
【００７０】
　検証ステップE13'において、発行者セキュリティ領域が、第2のエンティティ12の証明
書の公開鍵によって暗号化されたデータの署名を検証する。検証が成功する場合、それは
、暗号化されたデータが、確かに、セキュリティ領域10-1がステップE1'の間に制御を移
行する要求を受信した第2のエンティティ12から来ることを意味する。ステップE1'の間に
発行者セキュリティ領域10-1によって受信された証明書によって証明された公開鍵に関連
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する私有鍵の所有者のみが、暗号化されたデータに署名することができる。この実装にお
いては、検証ステップE13'が、復号要求ステップE10'の前に実行される可能性がある。
【００７１】
　前のステップの間に実行された検証が成功する場合、更新ステップE14'の間に、発行者
セキュリティ領域10-1が、復号されたデータに含まれる第2のエンティティ12の新しい鍵
を記憶し、最初に記憶され、第1のエンティティ11に固有の鍵のすべてを消去する。した
がって、この更新ステップE14'の終わりには、モジュールの制御は、第1のエンティティ1
1から第2のエンティティ12に確かに移行され終わる。以降、セキュリティモジュール10に
インストールされているのは発行者セキュリティ領域10-1および第2のエンティティ12に
のみ知られている鍵である。
【００７２】
　上述の方法を実行するのに好適なセキュリティモジュール10が、図3を参照して以下で
説明される。
【００７３】
　定義によって、セキュリティモジュールは、安全な環境で重大で機密性のある動作を実
行するのに好適なモジュールを指す。例として、これらの動作は、秘密のデータを記憶す
ること、暗号化動作を実行することなどである。
【００７４】
　一実施形態において、本発明のセキュリティモジュール10は、GlobalPlatformの仕様に
準拠し、したがって、複数の論理的なセキュリティ領域、すなわち、
　・第1のセキュリティ領域または発行者セキュリティ領域10-1と、
　・第2のセキュリティ領域または制御機関セキュリティ領域10-2とを含む。
【００７５】
　第1の領域は、セキュリティモジュールを制御し、モジュールと外部のエンティティと
の間のやりとりをセキュリティ保護すべきエンティティに固有の少なくとも1つの秘密鍵K
sを含む。第2のセキュリティ領域10-2は、私有鍵Kprivおよび公開鍵Kpubを含む鍵のペア
を、鍵のペアのうちの公開鍵Kpubを証明するための証明書Certと一緒に含む。証明書は、
モジュール10を制御するエンティティとは無関係である(図2に示されていない)第三者の
エンティティによって発行される。変種の実施形態(図示せず)において、秘密鍵および証
明書は、モジュール10の別の論理的なセキュリティ領域、またはモジュール10の別の物理
的な領域、例えば、オペレーティングシステムを記憶するメモリの区間に記憶される。
【００７６】
　論理的なセキュリティ領域は、
　・中央演算処理装置「CPU」101にも依存する。プロセッサ101は、
　　・モジュールのオペレーティングシステム、および例えば暗号化アルゴリズムなどの
セキュリティメカニズムを記憶するように適合された読み出し専用メモリ「ROM」102と、
　　・計算を実行し、命令をロードし、それらの命令を実行するために使用されるランダ
ムアクセスメモリ「RAM」103と、
　　・モジュールの所持者、およびモジュールが意図するネットワークの種類に固有の要
素を含む電気的消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ「EEPROM」とを含む1組のメ
モリに接続される。したがって、EEPROM 104は、発行者セキュリティ領域10-1の秘密鍵Ks
を、制御機関セキュリティ領域10-2の証明書および鍵Kpriv/Kpubのペアと一緒に記憶する
。
【００７７】
　さらに、セキュリティモジュール10は、本発明の方法を実行するのに好適なプログラム
の形態でアプリケーションをホストする。この目的のために、モジュール10は以下も含む
。
【００７８】
　トークンを計算し、送信するための手段106であって、単一のトークンを計算し、第1の
エンティティに送信するように構成され、前記トークンは、ランダム値を含む、手段106
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。計算および送信手段106は、上述の制御移行方法のステップE2およびE3を実行するよう
に構成される。
　・第2のエンティティから証明書を取得する要求を受信するように構成された第1の受信
手段105。第1の受信手段105は、上述の方法のステップE6およびE6'を実行するように構成
される。
　・第1の受信手段105が要求を受信すると前記証明書を送信するように構成された送信側
手段108。送信側手段108は、モジュールの制御を移行する上述の方法の送信ステップE7お
よびE7'を実行するように構成される。
　・前記証明書によって証明された公開鍵によって暗号化されたデータを第2のエンティ
ティから受信するように構成された第2の受信手段107であって、前記データは、少なくと
も、第2のエンティティに固有の第2の秘密の制御鍵をトークンと一緒に含む、第2の受信
手段107。暗号化されたデータは、任意選択で、第2のエンティティに固有の私有鍵によっ
て署名される。第2の受信手段107は、上述の方法のステップE9およびE9'を実行するよう
に構成される。
　・(図3に示されていない)第1のエンティティ11から、第2のエンティティ12 (図示せず)
に制御を移行する要求を受信するように構成された第3の受信手段109。移行要求は、第2
のエンティティ12の証明書を含み得る。第3の受信手段109は、上述の方法のステップE1お
よびE1'を実行するのに好適である。
　・前記データを復号するように構成された復号手段110。復号手段110は、上述の方法の
復号ステップE11およびE11'を実行するように構成される。
　・暗号化されたデータを検証するように構成された検証手段111。第1の実装において、
検証手段111は、発行者セキュリティ領域10-1によって署名されたトークンを検証する。
方法の第2の実装において、検証手段111は、暗号化されたデータの署名を第2のエンティ
ティの公開鍵によって検証する。検証手段111は、モジュールの制御を移行する上述の方
法のステップE13およびE13'を実行するように適合される。
　・前記少なくとも1つの第2の制御秘密鍵をインストールするように構成されたインスト
ール手段112であって、そのとき、第2のエンティティが、第1のセキュリティ領域を調べ
る、インストール手段112。インストール手段112は、上述の方法のステップE14およびE14
'を実行するように構成される。
【００７９】
　図3を参照して説明された実施形態において、上述の手段は、モジュールを含む機器が
販売される前にセキュリティモジュールの製造業者によってEEPROM 104にインストールさ
れる。第2の実施形態において、手段は、モジュールの製造業者によってROM 102にインス
トールされる。第3の実施形態においては、機器がリリースされた後、プログラムが、モ
ジュールを含む機器にダウンロードされる。
【符号の説明】
【００８０】
　　10　モジュール
　　10-1　発行者セキュリティ領域
　　10-2　制御セキュリティ領域
　　11　第1のエンティティ
　　12　第2のエンティティ
　　101　中央演算処理装置、プロセッサ
　　102　読み出し専用メモリ
　　103　ランダムアクセスメモリ
　　104 EEPROM
　　105　第1の受信手段
　　106　計算および送信手段
　　107　第2の受信手段
　　108　送信側手段
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　　109　第3の受信手段
　　110　復号手段
　　111　検証手段
　　112　インストール手段

【図１】 【図２】
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【図３】
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