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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークにおいて通信デバイスのグループを登録するための方法であって、
　ネットワークデバイスから通信デバイスのグループにグループチャレンジメッセージを
送信するステップと、
　ネットワークデバイスにおいて、それぞれグループ内の少なくとも２つの通信デバイス
からグループチャレンジに対する少なくとも２つの応答メッセージを受信するステップで
あって、応答メッセージのそれぞれはグループに対応する同じグループ資格情報を備える
ステップと、
　ネットワークデバイスにおいて、グループチャレンジに対する応答メッセージを集約す
るステップと、
　前記少なくとも２つの通信デバイスをグループとして、相互に認証させるために、集約
メッセージをネットワークデバイスから通信ネットワーク内のオーセンティケータに送信
するステップとを備え、
　前記グループに対応する同じグループ資格情報が、グループ内の少なくとも２つの通信
デバイスによって、グループチャレンジをグループ内の通信デバイスに共通な鍵と組み合
わせることによって、それぞれ計算される、方法。
【請求項２】
　グループ内のすべての通信デバイスがグループとしてオーセンティケータと相互に認証
されるように、集約メッセージが通信ネットワーク内のオーセンティケータに送信される
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、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　オーセンティケータが通信ネットワーク内のアプリケーションサーバである、請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
　ネットワークデバイスがグループ内の通信デバイスを認証する、請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　ネットワークデバイスにおいて、２つ以上の通信デバイスのグループに対するアドレス
割り当てを取得するステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　グループ内の通信デバイスのうちの所与の１つが認証されると、所与の通信デバイスが
アプリケーションサーバとのデータセッションを確立する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　通信ネットワークにおいて通信デバイスのグループを登録する際に使用するための装置
であって、
　メモリと、
　メモリに結合されたプロセッサであって、通信デバイスのグループにグループチャレン
ジメッセージを送信し、それぞれグループ内の少なくとも２つの通信デバイスからグルー
プチャレンジに対する少なくとも２つの応答メッセージを受信し、グループチャレンジに
対する応答メッセージを集約し、前記少なくとも２つの通信デバイスをグループとして、
相互に認証させるために、集約メッセージを通信ネットワーク内のオーセンティケータに
送信するように構成され、応答メッセージのそれぞれがグループに対応する同じグループ
資格情報を備えるプロセッサとを備え、
　前記グループに対応する同じグループ資格情報が、グループ内の少なくとも２つの通信
デバイスによって、グループチャレンジをグループ内の通信デバイスに共通な鍵と組み合
わせることによって、それぞれ計算される、装置。
【請求項８】
　通信ネットワークにおいて通信デバイスのグループを登録するための方法であって、
　グループの通信デバイスの所与の１つにおいて、ネットワークデバイスにより通信デバ
イスのグループに送信されたグループチャレンジメッセージを受信するステップと、
　所与の通信デバイスからネットワークデバイスに、グループチャレンジに対する応答メ
ッセージを送信するステップであって、応答メッセージが、グループ内の少なくとも１つ
の他の通信デバイスからネットワークデバイスに送信される、グループチャレンジに対す
る応答メッセージと、グループに対応する同じグループ資格情報を備えるステップと、
　ネットワークデバイスからオーセンティケータに送信された集約メッセージを使用して
、所与の通信デバイスを、グループ内の前記少なくとも１つの他の通信デバイスとともに
グループとして、通信ネットワーク内のオーセンティケータと相互に認証させるステップ
であって、集約メッセージが、所与の通信デバイスからの応答メッセージと、前記少なく
とも１つの他の通信デバイスからネットワークデバイスにおいて受信した、グループチャ
レンジに対する応答メッセージとを含むステップとを備え、
　前記グループに対応する同じグループ資格情報が、所与の通信デバイスと、前記少なく
とも１つの他の通信デバイスとによって、グループチャレンジをグループ内の通信デバイ
スに共通な鍵と組み合わせることによって、それぞれ計算される、方法。
【請求項９】
　通信ネットワークにおいて通信デバイスのグループを登録する際に使用するための装置
であって、
　グループの通信デバイスの所与の１つに関連付けられたメモリと、
　所与の通信デバイスに関連付けられ、メモリに結合されたプロセッサであって、ネット
ワークデバイスにより通信デバイスのグループに送信されたグループチャレンジメッセー
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ジを受信し、ネットワークデバイスに、グループチャレンジに対する応答メッセージを送
信し、ネットワークデバイスからオーセンティケータに送信された集約メッセージを使用
して、所与の通信デバイスを、グループ内の少なくとも１つの通信デバイスとともにグル
ープとして、通信ネットワーク内のオーセンティケータと相互に認証させるように構成さ
れ、応答メッセージが、グループ内の前記少なくとも１つの他の通信デバイスからネット
ワークデバイスに送信される、グループチャレンジに対する応答メッセージと、グループ
に対応する同じグループ資格情報を備え、集約メッセージが、所与の通信デバイスからの
応答メッセージと、前記少なくとも１つの他の通信デバイスからネットワークデバイスに
おいて受信した、グループチャレンジに対する応答メッセージとを含む、プロセッサとを
備え、
　前記グループに対応する同じグループ資格情報が、所与の通信デバイスと、前記少なく
とも１つの他の通信デバイスとによって、グループチャレンジをグループ内の通信デバイ
スに共通な鍵と組み合わせることによって、それぞれ計算される、装置。
【請求項１０】
　通信ネットワークにおいてユーザのグループを登録するための方法であって、
　ネットワークデバイスからユーザのグループにグループチャレンジメッセージを送信す
るステップと、
　ネットワークデバイスにおいて、それぞれグループ内の少なくとも２つのユーザからグ
ループチャレンジに対する少なくとも２つの応答メッセージを受信するステップであって
、応答メッセージのそれぞれがグループに対応する同じグループ資格情報を備えるステッ
プと、
　ネットワークデバイスにおいて、グループチャレンジに対する応答メッセージを集約す
るステップと、
　前記少なくとも２つのユーザをグループとして、相互に認証させるために、集約メッセ
ージをネットワークデバイスから通信ネットワーク内のオーセンティケータに送信するス
テップとを備え、
　前記グループに対応する同じグループ資格情報が、グループ内の少なくとも２つのユー
ザによって、グループチャレンジをグループ内のユーザに共通な鍵と組み合わせることに
よって、それぞれ計算される、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、通信セキュリティに関し、さらに詳細には、単一の登録手順を使用し
て通信ネットワークにおいて通信デバイスのグループを登録するための技法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の安全な登録プロトコルは、サーバ（またはネットワーク）で認証するクライアン
ト（またはデバイス）に依存している。たとえば、（クライアントまたはデバイスの）ユ
ーザがサーバにログオンすることがあるか、またはモバイルデバイスがネットワークに登
録することもある。多くの場合、登録プロトコルは、サーバ／ネットワークへのクライア
ント／デバイスの認証、または相互の認証プロトコルを含む。さらに近年、（アクセスだ
けにとどまらず）セッション全体を保護することを目的として、それらの認証プロトコル
は、セッション全体を保護するためにクライアント／デバイスおよびサーバ／ネットワー
クが鍵のセットを合意できるようにする鍵合意手順を含めるように増強された。
【０００３】
　一方向認証プロトコルの例は、Ｗ．Ｓｉｍｐｓｏｎ、「ＰＰＰ　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ　
Ｈａｎｄｓｈａｋｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＣＨＡＰ）」
、ＲＦＣ１９９４において説明されるＣＨＡＰ、Ｂ．Ｌｌｏｙｄ、「ＰＰＰ　Ａｕｔｈｅ
ｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ」、ＲＦＣ１３３４において説明されるＰＡＰ
、Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ｉ
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ｎｓｔｉｔｕｔｅ、ＧＳＭ（登録商標）　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ　ＧＳＭ　０３．２０（ＥＴＳ　３００　５３４）：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｅｌｌｕｌ
ａｒ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　（Ｐｈａｓｅ　２）；Ｓｅ
ｃｕｒｉｔｙ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ、Ａｕｇｕｓｔ　
１９９７において説明されるＧＳＭ　ｔｒｉｐｌｅｔ　ｂａｓｅｄ　ａｕｔｈｅｎｔｉｃ
ａｔｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌｓを含み、それらの開示を引用により全体として本願に援
用する。
【０００４】
　相互認証プロトコルの例は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３３．１０２、　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　
Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　
Ａｓｐｅｃｔｓ；３Ｇ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ；Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒ
ｅ（Ｒｅｌｅａｓｅ　９）において説明される３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ
ｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔｓ（３ＧＰＰ）Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ
　Ｋｅｙ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ　（ＡＫＡ）　ｐｒｏｔｏｃｏｌ、およびＢ．Ａｂｏｂａ
およびＤ．Ｓｉｍｏｎ、「ＰＰＰ　ＥＡＰ　ＴＬＳ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ」、ＲＦＣ２７１６において説明されるＥＡＰ－ＴＬＳ　（ＥＡＰトラン
スポート層セキュリティ）のようなさまざまな拡張認証プロトコル（ＥＡＰ：Ｅｘｔｅｎ
ｓｉｂｌｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ベースの相互認証プロ
トコルを含み、それらの開示を引用により全体として本願に援用する。
【０００５】
　それらの安全な登録プロトコルは、「シングルサインオン（ｓｉｎｇｌｅ　ｓｉｇｎ－
ｏｎ）」プロトコルと一般に称されるものを使用して、複数のサーバに登録するクライア
ントを含むように拡張された。シングルサインオンにより、ユーザは、１度ログインする
と、各システムで再度ログインするようプロンプトで要求されることなくすべてのシステ
ムにアクセスすることができる。それらのプロトコルは、ユーザが複数のサーバにアクセ
スする許可を有し、同時に複数のサーバにアクセスしようとするような、エンタープライ
ズ環境において極めて有用である。シングルサインオンプロトコルの一例は、Ｒ．Ｃｏｘ
、Ｅ．ＧｒｏｓｓｅおよびＲ．Ｐｉｋｅ、「Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ｉｎ　Ｐｌａｎ　９」、
ＵＳＥＮＩＸ、２００２年において説明されるＦａｃｔｏｔｕｍであり、その開示を引用
により全体として本願に援用する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｗ．Ｓｉｍｐｓｏｎ、「ＰＰＰ　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ　Ｈａｎｄｓｈａ
ｋｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＣＨＡＰ）」、ＲＦＣ１９９
４
【非特許文献２】Ｂ．Ｌｌｏｙｄ、「ＰＰＰ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌｓ」、ＲＦＣ１３３４
【非特許文献３】Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｔａｎ
ｄａｒｄｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ、ＧＳＭ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ　ＧＳＭ　０３．２０（ＥＴＳ　３００　５３４）：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｅｌｌｕ
ｌａｒ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　（Ｐｈａｓｅ　２）；Ｓ
ｅｃｕｒｉｔｙ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ、Ａｕｇｕｓｔ
　１９９７
【非特許文献４】３ＧＰＰ　ＴＳ　３３．１０２、Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｓｐｅｃｔｓ
；３Ｇ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ；Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ（Ｒｅｌｅａ
ｓｅ　９）
【非特許文献５】Ｂ．ＡｂｏｂａおよびＤ．Ｓｉｍｏｎ、「ＰＰＰ　ＥＡＰ　ＴＬＳ　Ａ
ｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ」、ＲＦＣ２７１６
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【非特許文献６】Ｒ．Ｃｏｘ、Ｅ．ＧｒｏｓｓｅおよびＲ．Ｐｉｋｅ、「Ｓｅｃｕｒｉｔ
ｙ　ｉｎ　Ｐｌａｎ　９」、ＵＳＥＮＩＸ、２００２年
【非特許文献７】３ＧＰＰ　ＴＳ　３３．４０１、Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｓｐｅｃｔｓ
；３ＧＰＰ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＳＡＥ）
；Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ（Ｒｅｌｅａｓｅ　９）
【非特許文献８】３ＧＰＰ　ＴＳ　２２．３６８、Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｓｐｅｃｔｓ
；Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐｅ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＭＴＣ）；Ｓｔａｇｅ１（Ｒｅｌｅａｓｅ　１０）
【非特許文献９】ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｉｇｂｅｅ．ｏｒｇ
【非特許文献１０】Ｕ．ＢｌｕｍｅｎｔｈａおよびｌＰ．Ｇｏｅｌ、「Ｐｒｅｓｈａｒｅ
ｄ　Ｋｅｙ（ＰＳＫ）　Ｃｉｐｈｅｒｓｕｉｔｅｓ　ｗｉｔｈ　ＮＵＬＬ　Ｅｎｃｒｙｐ
ｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｌａｙｅｒ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ（ＴＬＳ）」、
ＲＦＣ　４７８５
【非特許文献１１】Ｊ．ＡｒｋｋｏおよびＨ．Ｈａｖｅｒｉｎｅｎ、「Ｅｘｔｅｎｓｉｂ
ｌｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　３ｒ
ｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｋｅｙ　Ａｇｒｅ
ｅｍｅｎｔ（ＥＡＰ－ＡＫＡ）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、既存の登録の手法のいずれも、複数のクライアントが安全かつ効率的な方法で
１つのシステムにアクセスすることができる「リバースシングルサインオン（ｒｅｖｅｒ
ｓｅ　ｓｉｎｇｌｅ　ｓｉｇｎ－ｏｎ）」を可能にするメカニズムを提供することはない
。複数のクライアントが安全かつ効率的な方法で１つのシステムにアクセスできるように
する課題に対処するための技法、ひいては「リバースシングルサインオン」の課題の解決
策を提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施形態は、複数のクライアントが安全かつ効率的な方法で１つのシステムに
アクセスできるようにする課題に対処する通信デバイスのための自動安全登録技法を提供
し、ひいては「リバースシングルサインオン」の課題ならびに既存の登録手法のその他の
欠点に解決策を提供する。
【０００９】
　たとえば、１つの態様において、通信ネットワークにおいて２つ以上の通信デバイスの
グループを登録するための方法は、以下のステップを備える。ネットワークデバイスから
２つ以上の通信デバイスのグループにグループチャレンジメッセージが送信される。ネッ
トワークデバイスは、それぞれ２つ以上の通信デバイスのグループの１つまたは複数から
グループチャレンジに対する１つまたは複数の応答メッセージを受信し、グループ内の各
々の応答通信デバイスからの応答メッセージはグループに対応するグループ資格情報を備
える。
【００１０】
　登録方法の一環として、グループの通信デバイスは次いで、グループとして認証されて
もよい。その後、登録方法の一環として、認証された通信デバイスのグループは次いで、
１つまたは複数のアプリケーションについてそれぞれのデータセッションをセットアップ
することができる。
【００１１】
　ネットワークデバイスが、特定の実施形態に応じて通信ネットワーク内の異なるエンテ
ィティであってもよいことを理解されたい。たとえば、１つの実施形態において、ネット
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ワークデバイスは、認証サーバであってもよい。別の実施形態において、ネットワークデ
バイスは、ゲートウェイエンティティであってもよい。さらに別の実施形態において、ネ
ットワークデバイスは、基地局であってもよい。
【００１２】
　有利なことに、本発明の登録の技法は、複数のクライアントが安全かつ効率的な方法で
１つのシステムにアクセスすることができる「リバースシングルサインオン」を達成する
ためのフレームワークおよび手順を提供する。言い換えれば、クライアントのグループは
、１つの登録手順を使用して同一システムに安全に登録することができる。これにより、
クライアント登録プロセスに関連する信号伝達の大幅な減少が可能になる。さらに、例示
的な実施形態において、本発明の技法の１つの重要な特徴は、クライアントまたはデバイ
スのグループを安全に認証するために１つの登録手順が使用されるが、登録の結果として
生成されるセッション鍵はクライアントにわたって同一とならないよう保証されることで
ある。これにより、各クライアントは、グループ内のプライバシーを危険にさらすことな
く、サーバ／ネットワークと安全に通信することができる。
【００１３】
　本発明の上記ならびにその他の目的、特徴、および利点は、添付の図面と併せて本発明
の例示的な実施形態の以下の詳細な説明を読むことで明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の複数の実施形態による安全な登録の技法が実施されうる通信ネットワー
クの一部を示すブロック図である。
【図２】本発明の１つの実施形態によるネットワークフレームワークを示すブロック図で
ある。
【図３】本発明の１つの実施形態によるゲートウェイデバイスとネットワーク間の相互の
認証手順を示す流れ図である。
【図４Ａ】本発明の第１の実施形態によるグループ認証プロトコルを示す流れ図である。
【図４Ｂ】本発明の第２の実施形態によるグループ認証プロトコルを示す流れ図である。
【図４Ｃ】本発明の第３の実施形態によるグループ認証プロトコルを示す流れ図である。
【図４Ｄ】本発明の第４の実施形態によるグループ認証プロトコルを示す流れ図である。
【図５】本発明の１つの実施形態によるＩＰアドレス割り当て手順を示す流れ図である。
【図６Ａ】本発明の１つの実施形態によるグループ登録、認証、および鍵合意プロトコル
を示す流れ図である。
【図６Ｂ】本発明の１つの実施形態による鍵階層を示すブロック図である。
【図６Ｃ】本発明の１つの実施形態によるサービスレイヤグループ登録プロトコルを示す
流れ図である。
【図７】本発明の複数の実施形態による１つまたは複数のプロトコルを実施するための適
するデータネットワークおよび通信デバイスの汎用ハードウェアアーキテクチャを示すブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下の説明は、本発明を、マシン通信（ＭＴＣ：ｍａｃｈｉｎｅ－ｔｙｐｅ－ｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）としても知られている、例示的なマシン間通信（Ｍ２Ｍ：ｍａｃ
ｈｉｎｅ－ｔｏ－ｍａｃｈｉｎｅ）環境のコンテキストにおいて例示する。しかし、本発
明の原理はＭ２ＭまたはＭＴＣのような環境に特に適しているが、本発明がそのような環
境で使用することに限定されないことを理解されたい。つまり、本発明の原理は一般に、
単一の登録手順を使用してデバイス（ユーザ）のグループの安全な登録機能を提供するこ
とが望ましい任意の通信環境に適用可能である。
【００１６】
　本発明の原理との使用に特に適する通信デバイスの１つのタイプは、「オープンデバイ
ス（ｏｐｅｎ　ｄｅｖｉｃｅ）」と呼ばれる。「オープンデバイス」という語句は一般に
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、ネットワーク事業者による事前の承認なしにそのネットワーク事業者以外の任意のプロ
バイダからアプリケーション（たとえば、ファームウェアまたはソフトウェア）を実行す
ることができるネットワーク内で動作する通信デバイスとして定義されうる。それらのタ
イプのデバイスの例は、センサー、ロケーションタグ、マシン、モニタ、およびメータを
含むが、これらに限定されることはない。そのようなデバイスが使用可能にすることがで
きるアプリケーションのタイプは、考え得る限りでは無限である。ほんの一例として、そ
のようなアプリケーション固有のデバイスは、ヘルスモニター、公益事業設備管理メータ
、車両管理タグ、自動販売機、およびＰＯＳ（ｐｏｉｎｔ－ｏｆ－ｓａｌｅ：売り場）端
末を含むことができる。
【００１７】
　したがって、セルラーネットワーク事業者（ほんの一例として、Ｖｅｒｉｚｏｎ、ＡＴ
＆Ｔ、またはＳｐｒｉｎｔ）により運用されるセルラーネットワークのような、公的にア
クセス可能なワイドエリア通信ネットワークを介して安全に動作する、Ｍ２Ｍデバイスの
ような、オープンデバイスの環境は、本発明の例示的な実施形態が実施されうる環境であ
る。
【００１８】
　本発明の例示的な実施形態によれば、フレームワークおよびプロトコルは、複数のクラ
イアントが１つのシステムにアクセスすることができる「リバースシングルサインオン」
と考えられうるものを達成するために提供される。前述のように、クライアントのグルー
プは、１つの登録手順を使用して同一システムに安全に登録することができる。これによ
り、以下において詳細に説明されるように、クライアント登録プロセスに関連する信号伝
達の大幅な減少が可能になる。本発明のフレームワークおよびプロトコルの１つの重要な
特徴は、クライアントまたはデバイスのグループを安全に認証するために１つの登録手順
が使用されるが、登録の結果として生成されるセッション鍵はクライアントにわたって同
一とならないよう保証されることである。これにより、各クライアントは、グループ内の
プライバシーを危険にさらすことなく、サーバ／ネットワークと安全に通信することがで
きる。既存の手法は、グループ認証の課題への対処を試みてきたが、それらは、以下で詳
細に説明されるように、すべてのデバイスを同一の認証エンティティ（オーセンティケー
タ：ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｏｒ）のグループとして認証するのではなく、デバイス（ま
たはユーザ）がグループのメンバーであることを確認するメカニズムに重点を置いていた
ことに留意されたい。
【００１９】
　以下の本発明の例示的な詳細にわたる説明は、Ｍ２ＭまたはＭＴＣへのアプリケーショ
ンでグループ認証および鍵合意を実行するための安全なフレームワークについて述べてい
るが、フレームワークは、グループ登録が道理にかなうようなその他のアプリケーション
に対処するために実施されてもよいことを理解されたい。一例として、ＭＴＣに適用され
る本発明のフレームワークにより、ＮＯ（ネットワーク事業者）および／またはＭ２ＭＯ
（Ｍ２Ｍ事業者）は、グループ化ポリシーに従ってグループ分けされるデバイスのセット
を認証することができるようになる。したがって、各Ｍ２Ｍデバイスを個々に認証するた
めに、Ｍ２Ｍデバイスごとに個別のセッションを確立する必要はない。対照的に、本発明
のフレームワークは、特定のグループに属するデバイスを一度に認証し、それによりかな
りの程度まで認証手順の複雑さおよび帯域幅要件を軽減する。
【００２０】
　参照を容易にするため、詳細な説明のこれ以降の部分は、以下のように分割される。セ
クションＩでは、本発明の例示的な実施形態によるグループ登録フレームワークの概略を
説明する。セクションＩＩでは、本発明の例示的な実施形態に関連付けられている設計の
前提を説明する。セクションＩＩＩでは、本発明の例示的な実施形態による安全なグルー
プ登録プロトコルの詳細を説明する。セクションＩＶでは、本発明の例示的な実施形態に
よる１つまたは複数の安全なグループ登録プロトコルを実施するための例示的なコンピュ
ーティングシステムを説明する。
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【００２１】
Ｉ．　グループ登録フレームワークの概要
　Ｎ個の（通信）デバイスの配置、ならびに認証エンティティ（オーセンティケータ）が
、それらのデバイスの１つまたは複数のサービスへのアクセスを許可する前に、それらの
デバイスの各々を認証する必要があることを検討する。既存のプロトコルでは、オーセン
ティケータは、個々のセッションを確立して、各デバイスと固定数の認証メッセージを交
換する必要がある。したがって、配置がＮ個のデバイスを含む場合、およびオーセンティ
ケータと各デバイス間でｋ個のメッセージが交換される必要がある場合、それらのデバイ
スすべてが認証されるためには、合計Ｎ＊ｋ個のメッセージが無線で伝送される必要があ
る。
【００２２】
　一例として、Ｎ＝１００、０００とし、オーセンティケータがＡＫＡ相互認証プロトコ
ル（それらの開示を引用により全体として本願に援用する、３ＧＰＰ　ＴＳ　３３．１０
２、Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ
　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｓｐｅｃｔｓ；３Ｇ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ；Ｓｅｃｕｒｉｔｙ
　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ（Ｒｅｌｅａｓｅ　９）、および３ＧＰＰ　ＴＳ　３３．４
０１、Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
ｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｓｐｅｃｔｓ；３ＧＰＰ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｒｃｈｉｔｅ
ｃｔｕｒｅ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＳＡＥ）；Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕ
ｒｅ（Ｒｅｌｅａｓｅ　９）において説明されるように）を使用すると仮定する。ＡＫＡ
プロトコルに従って、オーセンティケータはユーザ認証要求をクライアントに送信するが
、このユーザ認証要求はランダムチャレンジ（ＲＡＮＤ）および認証トークン（ＡＵＴＮ
）を含み、したがってこの場合ｋ＝２である。その結果、既存の手法では、２００、００
０の個々のメッセージが全体として必要となる。この全プロセスの最後に、Ｎ個のデバイ
スの各々はセッション鍵を生成する、すなわち、既存の手法では、合計１００、０００個
のセッション鍵がオーセンティケータと各デバイス間で相互に生成されることになる。
【００２３】
　１つのオーセンティケータの代わりに、異なるタイプのサービスを各々許可する複数の
オーセンティケータが存在しうることに留意されたい。そのような場合、既存の手法では
、すべてのデバイスは、オーセンティケータの各々と個別の認証処理を独立して保持する
ことが必要になる。幸いなことにそのようなシナリオでは、「シングルサインオン」とい
う概念が使用されてもよく、デバイスは（その開示内容が引用により全体として本明細書
に援用される、Ｒ．Ｃｏｘ、Ｅ．ＧｒｏｓｓｅおよびＲ．Ｐｉｋｅ、「Ｓｅｃｕｒｉｔｙ
　ｉｎ　Ｐｌａｎ　９」、ＵＳＥＮＩＸ、２００２年において説明されるように）資格情
報の単一のセットを使用して多種多様なオーセンティケータで認証することができる。し
かし、多数のクライアントが単一のオーセンティケータにより認証される必要がある場合
には、個々のデバイスデータの機密性が保持される必要があるので、登録中にすべてのデ
バイスが異なるセキュリティ資格情報を生成する必要があり、シングルサインオンは好ま
しくない。
【００２４】
　上記の説明を考慮して、本発明の例示的な登録の技法は、Ｎ個のデバイスのグループが
単一登録手順を使用してどのように認証されうるかの問題に対処する。具体的には、この
問題に対処する解決策の目標は、「リバースシングルサインオン」メカニズムを設計する
ことであり、このメカニズムにより、Ｎ個のデバイスを「グループ」として認証し（それ
によりＮ個の相互セッション鍵を生成し）、同時に以下の事項に適合することができる：
　（１）　個々のデバイスの認証の場合と同じセキュリティの強さを確保する。
　（２）　デバイスデータが他のデバイス（たとえ同一グループに属するものであっても
）から引き起こされた潜在的な攻撃に対して保護されるように、デバイスごとに個別な一
意の鍵を確立する。
　（３）　より少ない数の認証メッセージを使用する、好ましくは、単一認証処理の場合
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と同様に多くのメッセージを同じ帯域幅を使用してオーセンティケータと交換する。
【００２５】
　本明細書において説明される本発明のフレームワークおよびプロトコルは、前述の目標
を達成する。この解決策の１つの実施形態において、アーキテクチャ設計の主な態様は、
以下の通りである：
　（１）　ＧＷ（ＧａｔｅＷａｙ）と称する新しいネットワークエンティティを導入する
。ＧＷはアグリゲータであり、グループに属するすべてのデバイス（本明細書において「
ユーザ機器」またはＵＥとも称される）からの認証応答を収集する。通常、ＧＷは、グル
ープのデバイスに比較的接近して配置される。
　（２）　グループ認証の目的で、グループのすべてのデバイスは、認証メッセージをＧ
Ｗとのみ交換する。ＧＷはさらに、グループ内の各デバイスの資格情報を確認するために
オーセンティケータとのネゴシエーションを実行する責任を負う。１つの実施形態におい
て、フレームワークはまた、ＧＷがオーセンティケータとなることを可能にする。このた
めに、ＧＷは、グループ内のすべてのデバイスを認証するために使用される必要な情報を
受信する必要がある。この後者の実施形態が、帯域幅を節約するため、および全体として
必要な信号伝達を大幅に低減するために好ましいことに留意されたい、
　（３）　デバイスのグループを認証するために、登録に先立ち（特にグループ鍵の）グ
ループ資格情報がプロビジョニングされ、それらはグループ内のすべてのデバイスに対し
て同一である。フレームワークの設計は、異なる代替のグループ認証手順を含み、手順は
各々、ネットワーク事業者のプリファレンスに基づいて適用されてパラメータ化されても
よい。選択される実際の手順に応じて、グループ資格情報は、各デバイスまたはＧＷのい
ずれかに提供されてもよい。グループ認証処理は、グループチャレンジに基づき、ＧＷは
グループチャレンジメッセージをグループ内のすべてのデバイスにブロードキャストする
。デバイスは、ＧＷへのメッセージでこのチャレンジに個別に応答する。グループ資格情
報はグループ認証に使用されるが、それらの資格情報および個々の資格情報は共に、以下
において説明されるように、一意の暗号および完全性保護鍵素材を生成するために各デバ
イスによって使用される。
　（４）　ＧＷとグループ内の各デバイス間の通信は、好ましくは、無認可の帯域幅（た
とえば、ＺｉｇＢｅｅ、ＷｉＦｉなどに割り振られた帯域幅）を使用する。この手法によ
り、ネットワーク事業者に割り振られる認可帯域幅を使用するアクセスネットワークとＧ
Ｗとの間に必要とされる信号伝達は、はるかに少なくなる。
【００２６】
　本発明の解決策の異なる１つの実施形態において、グループ認証操作は、ＧＷがない場
合に適用される。そのような場合、グループチャレンジをブロードキャストして、各デバ
イスから個々の応答を受信することが、基地局の責任である。ここでは、基地局が個々の
一意のチャレンジを各デバイスに送信するのではなく、単に１つのメッセージをブロード
キャストする必要があるので、グループ認証が引き続き有益である。しかし、チャレンジ
応答はアクセスネットワーク事業者の帯域幅でデバイスにより伝送されるので、グループ
認証に起因する利点は、ＧＷを使用する場合のように大きくはない。
【００２７】
　有利なことに、本発明のグループ認証フレームワークが先例のないネットワークパフォ
ーマンスの利点をもたらすことができることは明らかである。このことは、多数のデバイ
スが１つまたは複数のネットワークエンティティに登録する必要があるようなシナリオに
おいて、特に当てはまると予想される。
【００２８】
ＩＩ．　設計の前提事項
　本明細書において説明される本発明の例示的なフレームワークは、以下の前提に基づい
て設計される：
　（１）　デバイスは、特定のポリシーに基づいてグループ化され、デバイスの属するグ
ループ（複数可）を認識する。ポリシー作成手順およびそのようなポリシーの展開に関与
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するネットワークエンティティの機能は、このフレームワーク設計の範囲を超える。言い
換えれば、このフレームワークは、それに基づいてクライアントデバイスのグループが形
成されるポリシーに非依存である。
　（２）　Ｎ個のデバイスのグループは、グループ識別子または識別情報（ＩＤ）によっ
て表され、これはグループ認証処理に関与するすべてのネットワークエンティティに知ら
れており、ネットワークエンティティは個々のデバイスを認証するために使用されるエン
ティティと同一のエンティティである。それらのエンティティはまた、そのようなグルー
プに属するすべてのデバイスの識別情報を認識している。そのような情報は、ルックアッ
プテーブルの形態ですべてのエンティティにローカルに格納されてもよい。エンティティ
がそれらのローカルに格納されたルックアップテーブルのコンテンツに関して同期される
と仮定する。
　（３）　グループに属する各通信デバイス（以下の詳細な説明において「ユーザ機器」
またはＵＥとも称される）は、無認可のスペクトル（たとえば、ＺｉｇＢｅｅ）を使用し
て、ローカルゲートウェイ（ＧＷ）とのワイヤレス接続を保持する。始めに、ＵＥが、登
録の目的で３ＧＰＰ対応のインターフェイスを装備していないと仮定する。したがって、
グループ認証および鍵合意を目的とするＵＥとネットワーク間の任意の制御またはデータ
トラフィックは、ＧＷを経由する。ＵＥが３ＧＰＰ（もしくは３ＧＰＰ２またはＷＩＭＡ
Ｘ）対応のインターフェイスを装備している場合、基地局はＧＷの役割を果たす。
　（４）　場合によっては、ＵＥは特定の資格情報（グループ鍵と称され、以下で説明さ
れる）を事前にプロビジョニングされており、ＵＥはグループ認証中に認証および鍵素材
を生成するために使用する。別の場合では、ＧＷのみがグループ鍵を認識するが、ＵＥは
認識しない。
　（５）　ＧＷが接続される３ＧＰＰネットワークは、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）ネットワークで
ある。
　（６）　ＵＥグループ認証の１つの利点は、リモートアプリケーションサーバとデータ
セッションをさらに確立することにある。このサーバがすでに３ＧＰＰネットワークと相
互に認証していると仮定する。
　（７）　ＵＥとＧＷ間のリンクがリンク層において保護されていると仮定する。したが
って、ＵＥとＧＷ間の任意の通信は、リンク層資格情報を使用して暗号化される可能性が
ある。
【００２９】
　図１は、そのような本発明によるフレームワークおよびプロトコルを提供するための１
つのシステムを示す。通信ネットワーク１００の一部に示されるように、グループ１０２
を構成する複数の通信デバイスまたはユーザ機器（ＵＥ）１０１－１、１０１－２、．．
．、１０１－Ｎは、ゲートウェイデバイス（ＧＷ）１０４と称されるネットワークデバイ
スに動作可能に結合される。グループは、これより多くのＵＥまたはこれより少ないＵＥ
を含むことができる。ＧＷ１０４は、Ｎｏｄｅ　Ｂ１０６と称される基地局およびアプリ
ケーションサーバ１０８に動作可能に結合される。知られているように、Ｎｏｄｅ　Ｂは
、ＵＭＴＳの用語による基地局であり、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）の用語で使用されるＢＴＳ（送受信基地
局：ｂａｓｅ　ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ）と等価である。したがって、
ネットワーク要素１０６は、Ｎｏｄｅ　ＢまたはＢＴＳ、もしくはアクセスされる通信ネ
ットワークに応じた任意の形態の基地局であってもよい。ＵＥが携帯電話であるアプリケ
ーションにおいて、Ｎｏｄｅ　Ｂは、携帯電話ネットワークに接続され、通常携帯ハンド
セットと直接通信するネットワークデバイスである。しかし、図１の実施形態において、
ＧＷ１０４は、ＵＥと直接通信する。Ｎｏｄｅ　Ｂは通常、エアインターフェイス技術と
してＷＣＤＭＡ（登録商標）／ＴＤ－ＳＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元接続／時分割同期
符号分割多元接続：Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
　Ａｃｃｅｓｓ／Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｃｏｄｅ　Ｄ
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ｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を使用する。
【００３０】
　Ｎｏｄｅ　Ｂ１０６は、サービス提供ＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ：Ｓｅｒｖｉ
ｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）１１０に動作可能に結合される。ＳＧＳＮ
は、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ：Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ）ネットワークの主コンポーネントであり、通常は、たとえばモビリテ
ィ管理およびユーザの認証など、ネットワーク内のすべてのパケット交換データを処理す
る。しかし、以下で説明されるように、認証はＧＷ１０４に従って実行される。
【００３１】
　ＳＧＳＮ１１０は、ホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ：Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）としても知られているホーム加入者サーバ（ＨＳＳ：Ｈｏｍｅ　
Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｅｒｖｅｒ）１１２に動作可能に結合される。ＨＳＳ１１２は
、移動加入者（ユーザ）からの情報が格納されるデータベースである。ＨＳＳは通常、加
入者の識別情報に関する情報、電話番号、関連サービス、および加入者の位置に関する一
般情報を含む。加入者の正確な位置は、通常ビジターロケーションレジスタ（ＶＬＲ：Ｖ
ｉｓｉｔｏｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ、図示せず）に保持される。
【００３２】
ＩＩＩ．　グループ認証フレームワークおよびアプリケーション
　本発明の１つの実施形態によれば、グループ認証フレームワークは、５つの主要ネット
ワークフレームワークモジュールから成る。本明細書において使用される「モジュール」
という用語は、図１に示されるネットワークコンポーネント（すなわち、ＵＥ１０１、Ｇ
Ｗ１０４、Ｎｏｄｅ　Ｂ１０６、アプリケーションサーバ１０８、ＳＧＳＮ１１０、およ
びＨＳＳ１１２）の１つまたは複数に従って実行される主要機能を指すことが意図される
ことを理解されたい。図２は、ネットワークフレームワーク２００のモジュールを示す。
ネットワークフレームワークモジュールの各々はさらに、以下のサブセクションＡからＥ
においてそれぞれ説明される。
【００３３】
　示されているように、３ＧＰＰネットワークによるＧＷ登録、およびＭ２Ｍアプリケー
ションサーバによる接続確立のためのフレームワークモジュール２０２（以下のサブセク
ションＡにおいて説明される）が提供される。
【００３４】
　次の認証に関してＵＥのグループに通知するためのフレームワークモジュール２０４（
以下のサブセクションＢにおいて説明される）が提供される。
【００３５】
　グループ認証プロトコル動作を実行するフレームワークモジュール２０６（以下のサブ
セクションＣにおいて説明される）が提供される。
【００３６】
　ＩＰ（インターネットプロトコル）アドレスをグループに属するＵＥに提供するフレー
ムワークモジュール２０８（以下のサブセクションＤにおいて説明される）が提供される
。
【００３７】
　３ＧＰＰネットワークによるグループ認証が正常に完了した後、Ｍ２Ｍアプリケーショ
ンサーバ（図１の１０８）にデバイスのグループを登録するためのフレームワークモジュ
ール２１０（以下のサブセクションＥにおいて説明される）が提供される。
【００３８】
　次いで、例示的な実施形態において、図２の各フレームワークモジュールの機能の一部
が、図１のネットワークコンポーネントのうちの２つまたはそれ以上において実行される
ことを理解されたい。このことは、各々のサブセクションＡからＥにおける説明から明ら
かとなろう。しかし、また、本発明が、以下において例示的に説明されるモジュール機能
の分散に限定されることを意図するものではないことも理解されたい。むしろ、１つのコ
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ンポーネントで実行されるように示される１つの機能は、たとえばＳＧＳＮ１１０で実行
されるように示されるフレームワークモジュールの機能が代替としてＧＷ１０４で実行さ
れてもよい、というように、代替として別のコンポーネントで実行されてもよい。
【００３９】
　これ以降、例示的なグループ認証フレームワークのモジュラー設計を詳細に示す。説明
を分かりやすくするため、特定数（Ｎ）のＭ２Ｍデバイスの配置を仮定する（その開示内
容が引用により全体として本明細書に援用される、３ＧＰＰ　ＴＳ　２２．３６８、Ｔｅ
ｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ａｎｄ
　Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｓｐｅｃｔｓ；Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ
　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＭＴＣ）；Ｓｔａｇｅ　
１（Ｒｅｌｅａｓｅ　１０）において説明されるように）。上記の説明に沿って、ＮＯ（
ネットワーク事業者）および／またはＭ２ＭＯ（Ｍ２Ｍ事業者）は、グループ化ポリシー
に従ってグループ分けされるＮ個のＭ２Ｍデバイスのセットを認証することができるよう
になる。したがって、各Ｍ２Ｍデバイスを個々に認証するために、Ｍ２Ｍデバイスごとに
個別のセッションを確立する必要はない。対照的に、本発明のフレームワークは、特定の
グループに属するＭ２Ｍデバイスを一度に認証し、それによりかなりの程度まで認証手順
の複雑さおよび帯域幅要件を軽減する。本発明のフレームワークの５つの主要モジュール
の各々について、以下のサブセクションＡからＥにおいてそれぞれ説明する。
【００４０】
Ａ．　ＧＷと３ＧＰＰネットワーク間の相互認証（図２のフレームワークモジュール２０
２）
　ＵＥ１０１－１、１０１－２、．．．、１０１－Ｎを認証する前に、ＧＷ１０４が最初
に認証される必要がある。加えて、ＧＷは、ネットワークも信頼できることを確認する必
要がある。「ネットワーク」という用語は本明細書において、ゲートウェイがＵＥのアク
セスポイントとしての機能を果たすＵＭＴＳネットワーク（３ＧＰＰ）を意味する（たと
えば、Ｎｏｄｅ　Ｂ１０６、アプリケーションサーバ１０８、ＳＧＳＮ１１０、ＨＳＳ１
１２など）。この認証のために、１つの実施形態において、認証および鍵合意（ＡＫＡ：
Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｋｅｙ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）手順が採用され
る。たとえば、ＵＭＴＳネットワークが考慮される限りは、ＧＷ１０４を３ＧＰＰクライ
アントＵＥとして処理して、開示を引用により全体として本願に援用する３ＧＰＰ　ＴＳ
３３．１０２において説明されるＡＫＡ手順が採用されてもよい。
【００４１】
　図３は、このＧＷおよび３ＧＰＰネットワークの相互認証手順のステップを示す。示さ
れているように、相互認証手順３００は、以下のステップを含む：
　１．　ＧＷ１０４は、登録要求をＳＧＳＮ１１０に送信する（ステップ３０２）。
　２．　ＳＧＳＮ１１０は、ＧＷ１０４に代わって認証要求をＨＳＳ１１２に送信する（
ステップ３０４）。
　３．　ＨＳＳ１１２は、１つまたは複数の認証ベクトルを含む認証応答をＳＧＳＮ１１
０に送信する（ステップ３０６）。
　４．　ＳＧＳＮ１１０は、ベクトルの１つを使用して、乱数ＲＡＮＤおよび認証トーク
ンＡＵＴＮを含むチャレンジをＧＷ１０４に送信する（ステップ３０８）。
　５．　ＧＷ１０４は、チャレンジを受信して、ＡＵＴＨを確認し、成功すると応答ＲＥ
ＳをＳＧＳＮ１１０に送信する（ステップ３１０）。
　６．　ＳＧＳＮ１１０は、ＲＥＳを受信して、ＲＥＳを、使用される特定の認証ベクト
ルに含まれているＸＲＥＳと比較する（ステップ３１２）。
　７．　ＲＥＳ＝ＸＲＥＳである場合、ＧＷ１０４はその正統性を確認され、ＳＧＳＮ１
１０は、認証結果をＧＷ１０４に送信し、確認の成功についてＧＷ１０４に知らせる（ス
テップ３１４）。
　８．　ＧＷ１０４は、ＡＵＴＮを使用して、３ＧＰＰ　ＴＳ　３３．１０２に従って、
ネットワークを認証する（ステップ３１６）。
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【００４２】
　ＳＧＳＮ１１０がＸＲＥＳ＝ＲＥＳであると仮定し、ＧＷ１０４もまたＡＵＴＮの正統
性を確認すると仮定すると、このプロセスの最後に、３ＧＰＰ　ＴＳ３３．１０２に従っ
て、相互認証が成功したと見なされ、ＧＷ１０４およびＲＡＮＤとの両方によりサポート
される暗号化アルゴリズムを使用して、暗号鍵（ＣＫｉ）および完全性鍵（ＩＫｉ）が生
成され、後続のパケット交換を暗号化および完全性保護するために使用される。加えて、
ＧＷ１０４が正常に認証されることを所与として、ＰＤＰ（パケットデータプロトコル：
Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）コンテキストはＧＷ１０４とＧＧＳＮ／Ｓ
ＧＳＮ１１０間で確立され、それによりＧＷ１０４はリモートＭ２Ｍアプリケーションサ
ーバ１０８との（潜在的に安全な）セッションを確立することができる。そのようなセッ
ションが確立される１つの手段は、以下において説明される。
【００４３】
Ｂ．　次の認証に関してＵＥのグループを通知する（図２のフレームワークモジュール２
０４）
　（図１におけるような）Ｍ２Ｍデバイス１０１－１、１０１－２、．．．、１０１－Ｎ
のグループ１０２が認証されるために、グループのすべてのデバイスは、同時にアクティ
ブ（アライブ）である必要がある、すなわちＧＷ１０４とアクティブな接続を保持する必
要がある。しかし、各デバイスのアプリケーションおよびソフトウェア構成に応じて、グ
ループ内の一部のデバイスがスリープモードにある可能性もある。たとえば、一部のＭ２
Ｍアプリケーション（スマートメータアプリケーションなど）では、Ｍ２Ｍデバイスが所
定の時間間隔でウェイクアップして、Ｍ２Ｍアプリケーションサーバ１０８への接続を確
立し、それらのデータをアップロードすることを必要とする。そのようなデバイスのグル
ープを認証するため、グループのすべてのデバイスがアライブ状態である必要がある。本
発明のフレームワークは、認証のためにグループのデバイスを「準備させる」４つの例示
的な手段を提供する。以下のサブセクションにおいて、それらの手段について説明する。
ＧＷ１０４とＵＥ１０１－１、１０１－２、．．．、１０１－Ｎ間を通過するメッセージ
が、以下で説明されるように、図１のＵＥとＧＷを接続することが示されるリンクを介し
て渡されることを理解されたい。
【００４４】
　Ｂ１．　Ｍ２Ｍアプリケーションサーバ発信の「ウェイクアップ」信号伝達
　この手法により、Ｍ２Ｍアプリケーションサーバ１０８またはＨＳＳ１１２は、特殊な
「ウェイクアップ」（アクティブ化）メッセージをＧＷ１０４に通信する。このウェイク
アップメッセージは、認証されるべきグループのＩＤを含む。ＧＷ１０４は、このメッセ
ージを受信すると直ちに、そのローカルに格納されているルックアップテーブルを使用し
て、特定のグループに属するＵＥのセットを導き出す。その後、ＧＷ１０４は、ブロード
キャストメッセージ（たとえば、ＺｉｇＢｅｅメッセージ）を、特定のＩＤを持つグルー
プのデバイスのすべてに伝送する。
【００４５】
　本発明の原理は任意の特定の通信規格を使用することに限定されないが、本明細書にお
いて説明される一部の例示的な実施形態において、使用される通信規格はＺｉｇＢｅｅ規
格であることを理解されたい。知られているように、ＺｉｇＢｅｅは、ＩＥＥＥ８０２．
１５．４－２００３規格に基づく小型の低電力の通信デバイスを使用する高水準通信プロ
トコルのスイート向けの仕様である。用語は、ＺｉｇＢｅｅ仕様（２００６年バージョン
）により定義され、その開示は引用により全体として本明細書において援用する。Ｚｉｇ
Ｂｅｅ　Ａｌｌｉａｎｃｅは、ＺｉｇＢｅｅ規格を保持し公開する企業のグループである
（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｉｇｂｅｅ．ｏｒｇを参照）。
【００４６】
　ＵＥは、このメッセージを受信すると直ちに、それが特定のグループの一部であるかど
うかを決定する。グループの一部である場合、ＧＷ１０４との接続（たとえば、ＺｉｇＢ
ｅｅ接続）をさらに確立（または復元）する。このプロセスの最後に、グループのすべて
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のデバイスは認証処理に参加できる状態になり、共通暗号鍵（たとえば、ＺｉｇＢｅｅ鍵
ＫＺＢ）が確立される。
【００４７】
　Ｂ２．　所定の時間間隔でスケジュールされる登録
　ウェイクアップメッセージを使用してデバイス（１０１－１、１０１－２、．．．、１
０１－Ｎ）のグループに通知する代わりに、デバイスは、認証処理に参加するために特定
の時間間隔で（自発的に）ウェイクアップするようにスケジュールされてもよい。そのよ
うな手順には、デバイスとＧＷ１０４との間で緩い時間同期化が必要となる。スケジュー
ルされるウェイクアップの時間は、製造時において事前にプロビジョニングされるか、ま
たは無線によりプロビジョニングされてもよい。ＵＥは、ウェイクアップすると直ちに、
前述のサブセクションＢ１において説明されるように、ＧＷとのＺｉｇＢｅｅ接続を確立
する。そのような手順により、グループは、ＵＥとＭ２Ｍアプリケーションサーバ１０８
との間にトラフィックがほとんどないか、または全くないときに認証されてもよいことに
留意されたい。したがって、ＵＥのグループが認証され、それらのＩＰアドレスを割り当
てられる限りにおいて、ＵＥのグループはスリープモードに戻ることができ、ウェイクア
ップしたとき、ＵＥのグループはそれらの割り当てられているＩＰアドレスを使用してＭ
２Ｍアプリケーションサーバ１０８へのデータ接続を確立することができる。
【００４８】
　Ｂ３．　ＧＷにおける認証素材のキャッシング
　上記の２つの手法は、すべてのＵＥが一度にウェイクアップし、ＧＷとのＺｉｇＢｅｅ
接続を同時に確立することを規定する。しかし、そのような手順は、特にグループが多数
のＵＥで構成されるような場合（センサーネットワーク配置の場合など）、各ＵＥ１０１
とＧＷ１０４との間のリンクに特別な制御信号伝達のオーバーヘッドを課す。（同一グル
ープに属す）多数のＭ２Ｍデバイスがそれらのデータをサーバ（ＧＷ１０４）に送信する
ことをＭ２Ｍサーバが要求するようなシナリオにおいて、そのようなデバイスは同時にそ
ろってウェイクアップするようにスケジュールされるのではなく、それらのスケジュール
に何らかの遅延を伴うことになることが予想される。そのため、ＧＷ１０４は過負荷状態
にはならない。一方、グループを認証するために、グループに属するすべてのデバイスが
アライブ状態である必要があることに再度言及する。このため、このフレームワークは、
ＧＷ１０４において認証素材をキャッシュに入れるオプションを提供する。特に、グルー
プ１０２からの第１のＵＥ１０１がウェイクアップして、（グループ認証の目的のため）
ＧＷ１０４とのＺｉｇＢｅｅ接続を確立すると直ちに、ＧＷ１０４はコアネットワークに
認証素材を要求する（この手順は以下のサブセクションＣにおいて説明される）。加えて
、ＧＷ１０４は、グループ認証処理が開始されうるように、グループのすべてのＵＥがア
ライブ状態になるまでこの素材をキャッシュに入れる。キャッシュに入れられたパラメー
タ（Ｇ＿ＡＵＴＮおよびＧ＿ＲＡＮＤ）ならびにこれらがＧＷ１０４により使用される手
段は、以下のサブセクションＣにおいて説明される。
【００４９】
　Ｂ４．　認証素材のキャッシングおよびＧＷにおけるローカルなグループ認証
　このフレームワークはまた、ＧＷ１０４が意図されるデバイスのグループを認証するた
めのメカニズムを、ＧＷがそのようなタスクを実行できる限りにおいて提供する。言い換
えれば、ＧＷ１０４はこれ以降、（ｉ）デバイスのグループが正統であることを確認する
こと、および（ｉｉ）認証の結果を３ＧＰＰコアネットワークエンティティ（Ｎｏｄｅ　
Ｂ１０６、ＳＧＳＮ１１０、ＨＳＳ１１２など）、およびＭ２Ｍアプリケーションサーバ
１０８にレポートすることに責任を負うことになる。同様に、サブセクションＢ３におい
て上記で説明されるように、ＧＷ１０４は、認証パラメータのセットを受信してキャッシ
ュに入れる。しかし、ここでＧＷ１０４は、認証処理をローカルに実行するために、追加
のパラメータ（Ｇ＿ＸＲＥＳと呼ばれる）をキャッシュに入れる必要がある。そのような
プロセスがどのように実行されるのかを、以下のサブセクションにおいて説明する。
【００５０】
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Ｃ．　グループ認証プロトコル（図２のフレームワークモジュール２０６）
　グループ認証プロトコルは、対象となるグループ内のすべてのＵＥがアライブ状態であ
り、アクティブなＺｉｇＢｅｅセッションを確立していることをＧＷ１０４が確認すると
、直ちに開始される。以下において、このプロトコルの５つの例示的な実施形態を提示す
る。
【００５１】
　Ｃ１．　ＳＧＳＮがグループ内のデバイスの正統性を確認する
　この手法は、図４Ａに示される。プロトコル４００により、ＧＷ１０４は、グループの
すべてのデバイスから認証応答を収集して、それらの応答を確認のためにＳＧＳＮ１１０
に転送する。特に、プロトコルのステップは以下のとおりである：
　１．　ＧＷ１０４は、グループ登録要求をＳＧＳＮ１１０に送信する（ステップ４０２
）。
　２．　ＳＧＳＮ１１０は、この要求をＨＳＳ１１２に転送する（ステップ４０４）。
　３．　ＨＳＳ１１２は、１つまたは複数の「グループベクトル」Ｖを生成して、ＳＧＳ
Ｎ１１０に送信する（ステップ４０６）。そのようなベクトルは、以下のような形態をと
る。
Ｖ＝｛Ｇ＿ＡＵＴＮ，Ｇ＿ＲＡＮＤ，［ＸＲＥＳ１，ＣＫ１，ＩＫ１］，［ＸＲＥＳ２，
ＣＫ２，ＩＫ２］，．．．，［ＸＲＥＳＮ，ＣＫＮ，ＩＫＮ］｝
これらのパラメータは、３ＧＰＰ　ＴＳ　３３．１０２の場合と同様に定義される。
　４．　ＳＧＳＮ１１０は、Ｇ＿ＲＡＮＤおよびＧ＿ＡＵＴＮを含むグループ認証応答を
ＧＷ１０４に送信する（ステップ４０８）。ＧＷ１０４が、上記のセクションＢ３および
Ｂ４で説明されるように、Ｇ＿ＲＡＮＤおよびＧ＿ＡＵＴＮをキャッシュに入れることが
できることに留意されたい。
　５．　ＧＷ１０４は、「グループ鍵」ＫＧを使用して作成されたＧ＿ＡＵＴＮを確認す
る（ステップ４１０）。この鍵は、ＵＥには知られておらず、すでにＧＷに提供されてい
る。
　６．　ＧＷ１０４は、Ｇ＿ＲＡＮＤを含むＺｉｇＢｅｅブロードキャストメッセージを
ＵＥに送信する（ステップ４１２）。このメッセージは、上記で言及したＺｉｇＢｅｅ規
格に従って、ＫＺＢで暗号化される。
　７．　各ＵＥ１０１は、このメッセージを受信し、ＲＥＳｉを計算して、このＲＥＳｉ

をＧＷ１０４に送信する（ステップ４１４）。
　８．　ＧＷ１０４は、すべてのＲＥＳｉ応答をＵＥ１０１から収集して、それらをＳＧ
ＳＮ１１０に送信する（ステップ４１６）。ここで、ＧＷ１０４は、ＵＥ１０１からの個
々の応答を転送するか、またはより少ない、より大きいメッセージにその応答を集約して
ＳＧＳＮ１１０に転送することができる。
　９．　ＳＧＳＮ１１０はグループベクトルを使用して各応答を確認し、次いでＳＧＳＮ
１１０は、グループ認証結果をＧＷ１０４に送信する（ステップ４１８）。このメッセー
ジは、各ＵＥの認証結果を含む。
　１０．　すべてのＵＥ１０１が正常に認証された場合、ＧＷ１０４は単に「成功」メッ
セージをすべてのＵＥにブロードキャストする。それ以外の場合、ＧＷ１０４は、（ｉ）
どのＵＥが正常に認証されたかに関する情報を含む成功メッセージをブロードキャストす
る、および（ｉｉ）どのＵＥが確認されなかったかに関する情報を含むエラーメッセージ
を、失敗の原因と共にブロードキャストする（ステップ４２０）。あるいは、「成功」メ
ッセージは省略されてもよく、正常に認証されたＵＥ１０１は、それらのＩＤがエラーブ
ロードキャストメッセージに含まれているかどうかを検査することにより、認証の成功を
認識することができる。各ＵＥ１０１は、ブロードキャストメッセージの受信をＧＷ１０
４に個々に通知し、ＧＷ１０４は共通の確認応答メッセージをＳＧＳＮ１１０に転送する
。
　１１．　正常に認証されたＵＥ１０１は、個々のＫｉ鍵を使用して、ＣＫｉおよびＩＫ

ｉ鍵を計算する（ステップ４２２）（３ＧＰＰ　ＴＳ　３３．１０２を参照）。
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【００５２】
　Ｃ２．　ＨＳＳがグループ内のデバイスの正統性を確認する
　この手法は、図４Ｂに示される。ＨＳＳ１１２が、上記のサブセクションＣ１のステッ
プ９に従って、ＵＥ１０１の応答を確認するために認証ベクトル（複数可）をＳＧＳＮ１
１０に提供する代わりに、ＨＳＳ１１２は代替として、ＲＥＳｉ応答の確認を実行するこ
とができる。この場合、ＳＧＳＮ１１０は、［ＸＲＥＳ１，ＣＫ１，ＩＫ１］を認識して
いる必要はない。この場合明らかなように、ＧＷ１０４は、ＳＧＳＮ１１０を通じて、Ｕ
Ｅ１０１からＨＳＳ１１２にＲＥＳｉ応答を送信する。さらに具体的には、この場合のプ
ロトコル４３０のステップは以下のとおりである：
　１．　ＧＷ１０４は、グループ登録要求をＳＧＳＮ１１０に送信する（ステップ４３２
）。
　２．　ＳＧＳＮ１１０は、この要求をＨＳＳ１１２に転送する（ステップ４３４）。
　３．　ＨＳＳ１１２は、「グループベクトル」ＶをＳＧＳＮ１１０に送信する（ステッ
プ４３６）。このベクトルは、Ｖ＝｛Ｇ＿ＡＵＴＮ，Ｇ＿ＲＡＮＤ｝の形態をとる。これ
らのパラメータは、３ＧＰＰ　ＴＳ　３３．１０２の場合と同様に定義される。
　４．　ＳＧＳＮ１１０は、Ｇ＿ＲＡＮＤおよびＧ＿ＡＵＴＮを含むグループ認証応答を
ＧＷ１０４に送信する（ステップ４３８）。ＧＷ１０４が、上記のセクションＢ３および
Ｂ４で説明されるように、Ｇ＿ＲＡＮＤおよびＧ＿ＡＵＴＮをキャッシュに入れることが
できることに留意されたい。
　５．　ＧＷ１０４は、「グループ鍵」ＫＧを使用して作成されたＧ＿ＡＵＴＮを確認す
る（ステップ４４０）。この鍵は、ＵＥには知られておらず、すでにＧＷに提供されてい
る。
　６．　ＧＷ１０４は、Ｇ＿ＲＡＮＤを含むＺｉｇＢｅｅブロードキャストメッセージを
ＵＥ１０１に送信する（ステップ４４２）。このメッセージは、ＺｉｇＢｅｅ規格に従っ
て、ＫＺＢで暗号化される。
　７．　各ＵＥ１０１は、このメッセージを受信し、ＲＥＳｉを計算して、このＲＥＳｉ

をＧＷ１０４に送信する（ステップ４４４）。
　８．　ＧＷ１０４は、すべてのＲＥＳｉ応答をＵＥ１０１から収集して、それらをＳＧ
ＳＮ１１０に送信する（ステップ４４６）。ここで、ＧＷ１０４は、ＵＥ１０１からの個
々の応答を転送するか、またあるいはより少ない、より大きいメッセージにその応答を集
約してＳＧＳＮ１１０に転送することができる。
　９．　ＳＧＳＮ１１０は、これらの応答をＨＳＳ１１２に転送する（ステップ４４８）
。
　１０．　ＨＳＳ１１２は各応答を確認するために選択されたグループベクトルを使用し
、次いで、ＨＳＳ１１２はグループ認証結果をＳＧＳＮ１１０に送信し、ＳＧＳＮ１１０
はこのメッセージをさらにＧＷ１０４に転送する（ステップ４５０）。このメッセージは
、各ＵＥ１０１の認証結果を含む。
　１１．　すべてのＵＥ１０１が正常に認証された場合、ＧＷ１０４は単に「成功」メッ
セージをすべてのＵＥ１０１にブロードキャストする。それ以外の場合、ＧＷ１０４は、
（ｉ）どのＵＥが正常に認証されたかに関する情報を含む成功メッセージをブロードキャ
ストする、および（ｉｉ）どのＵＥが確認されなかったかに関する情報を含むエラーメッ
セージを、失敗の原因と共にブロードキャストする（ステップ４５２）。あるいは、「成
功」メッセージは省略されてもよく、正常に認証されたＵＥ１０１は、それらのＩＤがエ
ラーブロードキャストメッセージに含まれているかどうかを検査することにより、認証の
成功を認識することができる。各ＵＥ１０１は、ブロードキャストメッセージの受信をＧ
Ｗ１０４に個々に通知し、ＧＷ１０４は共通の確認応答メッセージをＨＳＳ１１２に転送
する。
　１２．　正常に認証されたＵＥ１０１は、個々のＫｉ鍵を使用して、ＣＫｉおよびＩＫ

ｉ鍵を計算する（ステップ４５４）（３ＧＰＰ　ＴＳ　３３．１０２を参照）。
【００５３】
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　Ｃ３．　ＵＥはグループ鍵を認識するが、ＧＷはグループ鍵を認識せず、ＳＧＳＮはグ
ループ内のデバイスの正統性を確認する。
【００５４】
　手順Ｃ１およびＣ２は、ＧＷ１０４が個々のＲＥＳｉ値をＳＧＳＮ１１０（Ｃ１により
）またはＨＳＳ１１２（Ｃ２により）にも送信する必要があるので、オーバーヘッドが増
大する。（数千のデバイスがＧＷと通信しうる可能性もあるセンサーの場合のように）グ
ループが多数のデバイスから成るシナリオにおいて、ＧＷと３ＧＰＰネットワーク間のリ
ンクは過剰に使用されることになる。代替のプロトコル４６０は、図４Ｃにおいて説明さ
れる。ここでは、すべてのＵＥが共通のＫＧ鍵を認識すると仮定される。
【００５５】
　１．　ＧＷ１０４は、グループ登録要求をＳＧＳＮ１１０に送信する（ステップ４６２
）。
　２．　ＳＧＳＮ１１０は、この要求をＨＳＳ１１２に転送する（ステップ４６４）。
　３．　ＨＳＳ１１２は、１つまたは複数の「グループベクトル」を生成して、ＳＧＳＮ
１１０に送信する（ステップ４６６）。そのようなベクトルは、以下のような形態をとる
：
Ｖ＝｛Ｇ＿ＡＵＴＮ，Ｇ＿ＲＡＮＤ，Ｇ＿ＸＲＥＳ，［ＭＴＣ＿ＣＫ１，ＭＴＣ＿ＩＫ１

］，．．．，［ＭＴＣ＿ＣＫＮ，ＭＴＣ＿ＩＫＮ］｝
　４．　ＳＧＳＮ１１０は、Ｇ＿ＲＡＮＤおよびＧ＿ＡＵＴＮを含むグループ認証応答を
ＧＷ１０４に送信する（ステップ４６８）。ＧＷ１０４が、上記のセクションＢ３および
Ｂ４で説明されるように、Ｇ＿ＲＡＮＤおよびＧ＿ＡＵＴＮをキャッシュに入れることが
できることに留意されたい。
　５．　ＧＷ１０４は、Ｇ＿ＡＵＴＮおよびＧ＿ＲＡＮＤを含むＺｉｇＢｅｅブロードキ
ャストメッセージをすべてのＵＥ１０１に送信する（ステップ４７０）。この場合、ＫＧ

を提供されていないので、ＧＷがＧ＿ＡＵＴＮを確認できないことに留意されたい。
　６．　各ＵＥ１０１は、個々にＧ＿ＡＵＴＮを確認する（ステップ４７２）。
　７．　各ＵＥ１０１は、Ｇ＿ＲＥＳを含むメッセージで応答する（ステップ４７４）。
Ｇ＿ＲＥＳの値は、提供されたＫＧ鍵を使用して計算される。この鍵はＵＥ１０１および
ＨＳＳ１１２にのみ知られており、ＧＷ１０４には知られていないことを再度言及する。
また、各ＵＥ１０１が同じＧ＿ＲＡＮＤを受信し、ＫＧを有するので、各正規のＵＥ１０
１はＧ＿ＲＥＳの同じ値を計算すべきであることにも留意されたい。
　８．　ＧＷ１０４は、ＵＥ１０１からの応答をＳＧＳＮ１１０に送信する（ステップ４
７６）。明らかに、このメッセージは、ＧＷ１０４が同じＧ＿ＲＥＳ値を提供したＵＥ識
別情報をグループ化できるので、Ｃ１およびＣ２の場合よりもはるかに少ない帯域幅を占
有するものと予想される。
　９．　ＳＧＳＮ１１０はグループベクトルを使用して応答を確認し、すべてのＧ＿ＲＥ
Ｓ値について、ＳＧＳＮ１１０は、Ｇ＿ＲＥＳ＝Ｇ＿ＸＲＥＳであるかどうかを検査する
。その後、ＳＧＳＮ１１０は、グループ認証結果をＧＷ１０４に送信する（ステップ４７
８）。
　１０．　ＧＷ１０４は、認証の結果を各ＵＥ１０１に知らせる（ステップ４８０）。す
べてのＵＥ１０１が正常に認証された場合、ＧＷ１０４は単に「成功」メッセージをすべ
てのＵＥ１０１にブロードキャストする。それ以外の場合、ＧＷ１０４は、（ｉ）どのＵ
Ｅ１０１が正常に認証されたかに関する情報を含む成功メッセージをブロードキャストす
る、および（ｉｉ）どのＵＥ１０１が確認されなかったかに関する情報を含むエラーメッ
セージを、失敗の原因と共にブロードキャストする。あるいは、「成功」メッセージは省
略されてもよく、正常に認証されたＵＥ１０１は、それらのＩＤがエラーブロードキャス
トメッセージに含まれているかどうかを検査することにより、認証の成功を認識すること
ができる。各ＵＥ１０１は、ブロードキャストメッセージの受信をＧＷ１０４に個々に通
知し、ＧＷ１０４は共通の確認応答メッセージをＳＧＳＮ１１０に転送する。
　１１．　正常に認証された各ＵＥ１０１は、個々のＫｉ鍵（ＫＧとは異なる）を使用し
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て、ＣＫｉおよびＩＫｉ鍵を計算し、加えて、ＭＴＣ＿ＣＫｉおよびＭＴＣ＿ＩＫｉが以
下のように計算される（ステップ４８２）：
ＭＴＣ＿ＣＫｉ＝ＣＫｉ　ＸＯＲ　ＣＫＧ

ＭＴＣ＿ＩＫｉ＝ＩＫｉ　ＸＯＲ　ＩＫＧ

ただし、
ＣＫＧ＝ｆ３（ＫＧ，Ｇ＿ＲＡＮＤ），ＩＫＧ＝ｆ４（ＫＧ，Ｇ＿ＲＡＮＤ）
ＣＫｉ＝ｆ３（Ｋｉ，Ｇ＿ＲＡＮＤ），ＩＫｉ＝ｆ４（Ｋｉ，Ｇ＿ＲＡＮＤ）
　サブセクションＣ２の場合と同様に、ＨＳＳ１１２は、このタスクをＳＧＳＮ１１０に
割り当てるのではなく、ＵＥの応答を確認することを決定することができる。この場合、
Ｇ＿ＡＵＴＮおよびＧ＿ＲＡＮＤのみが、サブセクションＣ２に従って、ＳＧＳＮ１１０
に送信される。
【００５６】
　Ｃ４．　ＧＷがグループ内のデバイスの正統性を確認し、結果をレポートする。
　グループ認証プロトコルの帯域幅要件をさらに低減するため、３ＧＰＰネットワークは
、グループの正統性の確認をＧＷ１０４に割り当てることができる。ＧＷ１０４は、その
ようなタスクを実行できるようにするため、ＵＥ１０１からの応答が正しく計算されたＧ
＿ＲＥＳ値を含むかどうかを検査できる必要がある。したがって、ＧＷ１０４は、すでに
Ｇ＿ＸＲＥＳパラメータを含む認証ベクトルを受信する必要がある。上記のＣ３の場合と
同様に、ここでは、すべてのＵＥ１０１が共通のＫＧ鍵を認識すると仮定される。さらに
具体的には、この場合のプロトコル４８５のステップは図４Ｄに示され、以下のとおりで
ある：
　１．　ＧＷ１０４は、グループ登録要求をＳＧＳＮ１１０に送信する（ステップ４８６
）。
　２．　ＳＧＳＮ１１０は、この要求をＨＳＳ１１２に転送する（ステップ４８８）。
　３．　ＨＳＳ１１２は、１つまたは複数の「グループベクトル」を生成して、ＳＧＳＮ
１１０に送信する（ステップ４９０）。そのようなベクトルは、以下のような形態をとる
：
Ｖ＝｛Ｇ＿ＡＵＴＮ，Ｇ＿ＲＡＮＤ，Ｇ＿ＸＲＥＳ，［ＭＴＣ＿ＣＫ１，ＭＴＣ＿ＩＫ１

］，．．．，［ＭＴＣ＿ＣＫＮ，ＭＴＣ＿ＩＫＮ］｝
　４．　ＳＧＳＮ１１０は、Ｇ＿ＲＡＮＤ、Ｇ＿ＡＵＴＮ、およびＧ＿ＸＲＥＳを含むグ
ループ認証応答をＧＷに送信する（ステップ４９１）。ＧＷ１０４が、上記のセクション
Ｂ３およびＢ４で説明されるように、それらのパラメータをキャッシュに入れることがで
きることに留意されたい。
　５．　ＧＷ１０４は、Ｇ＿ＡＵＴＮおよびＧ＿ＲＡＮＤを含むＺｉｇＢｅｅブロードキ
ャストメッセージをすべてのＵＥ１０１に送信する（ステップ４９２）。この場合、ＫＧ

をプロビジョニングされていないので、ＧＷ１０４がＧ＿ＡＵＴＮを確認できないことに
留意されたい。
　６．　各ＵＥ１０１は、個々にＧ＿ＡＵＴＮを確認する（ステップ４９３）。
　７．　各ＵＥ１０１は、Ｇ＿ＲＥＳを含むメッセージで応答する（ステップ４９４）。
Ｇ＿ＲＥＳの値は、プロビジョニングされたＫＧ鍵を使用して計算される。この鍵はＵＥ
１０１およびＨＳＳ１１２にのみ知られており、ＧＷ１１０には知られていないことを再
度言及する。また、各ＵＥ１０１が同じＧ＿ＲＡＮＤを受信し、ＫＧを有するので、各正
規のＵＥ１０１はＧ＿ＲＥＳの同じ値を計算すべきであることにも留意されたい。
　８．　ＧＷ１０４は、すべての受信したＧ＿ＲＥＳを、ローカルに格納されているＧ＿
ＸＲＥＳと比較する。さらに、ＧＷ１０４は、正常に認証されたＵＥ１０１のリスト、お
よび正常に認証されなかったＵＥ１０１のリストをコンパイルする（ステップ４９５）。
　９．　ＧＷ１０４は、２つのリストをＳＧＳＮ１１０に送信する（ステップ４９６）。
明らかに、このメッセージは、ＧＷによって配信された２つのリストのサイズが小さくな
っているので、Ｃ１、Ｃ２、およびＣ３の場合よりもはるかに少ない帯域幅を占有するも
のと予想される。代替として、ＧＷ１０４は、リストの１つを送信することを省略するこ
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とができる。リストのうちの１つのみを検査することにより、ＳＧＳＮ１１０は、どのＵ
Ｅ１０１が正常に認証されたかについての結果を導き出すことができる。
　１０．　ＧＷ１０４は、認証の結果を各ＵＥ１０１に知らせる（ステップ４９７）。す
べてのＵＥ１０１が正常に認証された場合、ＧＷ１０４は単に「成功」メッセージをすべ
てのＵＥ１０１にブロードキャストする。それ以外の場合、ＧＷ１０４は、（ｉ）どのＵ
Ｅ１０１が正常に認証されたかに関する情報を含む成功メッセージをブロードキャストす
る、および（ｉｉ）どのＵＥ１０１が確認されなかったかに関する情報を含むエラーメッ
セージを、失敗の原因と共にブロードキャストする。あるいは、「成功」メッセージは省
略されてもよく、正常に認証されたＵＥ１０１は、それらのＩＤがエラーブロードキャス
トメッセージに含まれているかどうかを検査することにより、認証の成功を認識すること
ができる。各ＵＥ１０１は、ブロードキャストメッセージの受信をＧＷ１０４に個々に通
知し、ＧＷ１０４は共通の確認応答メッセージをＳＧＳＮ１１０に転送する。
　１１．　正常に認証された各ＵＥｉ１０１は、個々のＫｉ鍵（ＫＧとは異なる）を使用
して、ＣＫｉおよびＩＫｉを計算し、加えて、ＭＴＣ＿ＣＫｉおよびＭＴＣ＿ＩＫｉが以
下のように計算される（ステップ４９８）：
ＭＴＣ＿ＣＫｉ＝ＣＫｉ　ＸＯＲ　ＣＫＧ

ＭＴＣ＿ＩＫｉ＝ＩＫｉ　ＸＯＲ　ＩＫＧ

ただし、
ＣＫＧ＝ｆ３（ＫＧ，Ｇ＿ＲＡＮＤ），ＩＫＧ＝ｆ４（ＫＧ，Ｇ＿ＲＡＮＤ）
ＣＫｉ＝ｆ３（Ｋｉ，Ｇ＿ＲＡＮＤ），ＩＫｉ＝ｆ４（Ｋｉ，Ｇ＿ＲＡＮＤ）
　Ｃ５．　ＧＷがデバイスを信頼し、デバイスをグループとして登録する。
【００５７】
　認証プロトコルの帯域幅要件は、ＧＷが関連付けられたデバイスをすでに信頼している
場合、すなわちデバイスおよびＧＷが共通の相互に信頼される環境内で動作する場合、い
っそうさらに軽減される。たとえば、ＧＷと各デバイス間の通信リンクは、信頼されるロ
ーカルエリアネットワークの一部である。加えて、ＧＷはＫＧを認識しており、ＳＧＳＮ
／ＨＳＳにより信頼される。したがって、この場合、ＧＷは、Ｇ＿ＲＡＮＤ（ＳＧＳＮ／
ＨＳＳによりＧＷに送信された）およびＫＧを使用して計算された、Ｇ＿ＲＥＳを含むメ
ッセージでＳＧＳＮ／ＨＳＳに応答する。Ｇ＿ＲＥＳを送信することにより、ＧＷは、特
定のグループに属するすべてのデバイスが正常に認証されたことをＳＧＳＮ／ＨＳＳに知
らせる。ＳＧＳＮ／ＨＳＳが＜デバイスＩＤ－グループＩＤ＞の形式のマッピングテーブ
ルを保持するのであれば、ＳＧＳＮ／ＨＳＳは、特定のグループ内の各デバイスの認証の
成功について通知される。ＨＳＳはＫＧおよびＫｉを認識しているので、ＭＴＣ＿ＣＫｉ

およびＭＴＣ＿ＩＫｉはサブセクションＣ４に従って生成されてもよい。ＳＧＳＮ／ＨＳ
Ｓは、グループ登録確認メッセージをＧＷに送信する。ＧＷは、Ｇ＿ＲＡＮＤをこのメッ
セージに含め、メッセージをグループのすべてのデバイスにブロードキャストする。これ
により、各デバイスは、Ｇ＿ＲＡＮＤ、ＫＧ、およびＫｉを使用して、ＭＴＣ＿ＣＫｉお
よびＭＴＣ＿ＩＫｉをサブセクションＣ４に従って計算する。
【００５８】
Ｄ．　対象のグループに属するＵＥへの個々およびマルチキャストのＩＰアドレス割り当
て（図２のフレームワークモジュール２０８）
　ＵＥ１０１がＭ２Ｍアプリケーションサーバ１０８とのトラフィックセッション（複数
可）を確立できるようにするため、ルーティング可能ＩＰアドレスは最初にＵＥ１０１に
割り当てられる必要がある。そのために、ＵＥ１０１は、ＧＧＳＮ１１０とのＰＤＰ（パ
ケットデータプロトコル）コンテキストを確立する必要がある。非常に多数のＵＥ１０１
が単一のＧＷ１０４に接続されうることを考慮すれば、各ＵＥ１０１に３ＧＰＰコアネッ
トワークとのＰＤＰコンテキストをネゴシエートさせることはオーバーヘッドの観点から
過度な増大をまねく。したがって、このフレームワークでは、ＧＷ１０４は、ＵＥ１０１
に代わってそれらのネゴシエーションを実行する責任を負う。さらに具体的には、ＩＰア
ドレス割り当て手順５００のステップは図５に示され、以下のとおりである：
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　１．　ＧＷ１０４は、「ＰＤＰコンテキストアクティブ化（ａｃｔｉｖａｔｅ　ＰＤＰ
　ｃｏｎｔｅｘｔ）」メッセージをＳＧＳＮ１１０に送信する（ステップ５０２）。この
メッセージは、グループＩＤおよびＰＤＰタイプを含む。このメッセージはまた、ＵＭＴ
Ｓにおいて個々の３ＧＰＰ　ＵＥのＰＤＰアクティブ化のために使用されるパラメータと
同じパラメータを含む。
　２．　ＳＧＳＮ１１０は、前述のパラメータを含む「ＰＤＰコンテキスト作成（ｃｒｅ
ａｔｅ　ＰＤＰ　ｃｏｎｔｅｘｔ）」メッセージをゲートウェイＧＰＲＳサポートノード
（ＧＧＳＮ：Ｇａｔｅｗａｙ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）に送信する（ステ
ップ５０４）。ＧＧＳＮは図１に具体的に示されていないが、ＧＧＳＮがＳＧＳＮに接続
され、ＧＰＲＳネットワークと、インターネットのような外部パケット交換ネットワーク
との間の相互作用に責任を負うことが知られていることに留意されたい。
　３．　ＧＧＳＮはＰＤＰコンテキストのインターフェイス識別子を選択し、アドレスス
ペースを作成して、「ＰＤＰコンテキスト作成応答（ｃｒｅａｔｅ　ＰＤＰ　ｃｏｎｔｅ
ｘｔ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）」メッセージでＳＧＳＮ１１０に応答する（ステップ５０６）
。このメッセージは、（ａ）ＧＷ１０４に接続されるすべてのＵＥ１０１のＰＤＰアドレ
ス、および（ｂ）グループＩＤに対応するグループマルチキャストアドレスを含む。
　４．　ＳＧＳＮ１１０は、すべてのＵＥ１０１の割り当てられたＩＰアドレス、および
グループに対応するマルチキャストアドレスを含む「ＰＤＰコンテキストアクティブ化確
定（ａｃｔｉｖａｔｅ　ＰＤＰ　ｃｏｎｔｅｘｔ　ａｃｃｅｐｔ）」メッセージをＧＷ１
０４に送信する（ステップ５０８）。
　５．　ＧＷ１０４は、このメッセージをすべてのＵＥ１０１にブロードキャストする（
ステップ５１０）。このメッセージは、ＣＫＧを使用して暗号化され、ＩＫＧを使用して
完全性保護される。
　６．　各ＵＥ１０１は、確認メッセージでＧＷに個々に応答する（ステップ５１２）。
ＵＥ１０１は、ＧＷ１０４がそのような情報をすでに認識しているので、ルータ要請メッ
セージをＧＧＳＮに送信することはない。同様に、ＧＧＳＮは、任意のルータアドバタイ
ズメントをＵＥ１０１のグループに送信することはない。そのようなアドバタイズメント
は、後者の登録中にＧＧＳＮによりＧＷ１０４に送信された。
　７．　ＧＷ１０４は、すべてのＵＥ１０１からの応答を収集する（ステップ５１４）。
その後、ＧＷ１０４は、単一確認応答メッセージをＧＧＳＮに送信する。
【００５９】
Ｅ．　グループ登録、認証、およびＭ２Ｍアプリケーションサーバとの鍵合意（図２のフ
レームワークモジュール２１０）
　すべてのＵＥ１０１がそれらのＩＰアドレスを割り当てられた後、ＵＥ１０１は、ルー
ティング可能パスを介して、場合によってはインターネット経由で、Ｍ２Ｍアプリケーシ
ョンサーバ１０８に到達することができる。デバイスは、Ｍ２Ｍアプリケーションサービ
スにアクセスする前に、サービスレイヤにおいてこのサーバに最初に登録する必要がある
。本発明の技法の１つの目的は、デバイスのグループを、単純な方法で、すなわち各デバ
イスを個々に登録する必要なく、Ｍ２Ｍアプリケーションサーバに登録するためのメカニ
ズムを提供することである。さまざまなネットワークおよびセキュリティプロトコルがサ
ービスレイヤにおけるＭ２Ｍデバイスの登録に採用されてもよいが（ＡＫＡ、ＴＬＳ－Ｐ
ＳＫなど）、このフレームワークは、わずかな調整を行なうだけでそれらのプロトコルの
いずれにも採用することができるか、またさらにはいかなる変更も行なわずに適用されて
もよい。
【００６０】
　１つの実施形態において、サービスレイヤ登録のための本発明の技法は、（ａ）Ｍ２Ｍ
サーバ１０８がクライアントエンティティとしてＭ２Ｍデバイス１０１を認証する必要が
あること、および（ｂ）Ｍ２Ｍサーバ１０８が複数のＭ２Ｍアプリケーションを容易にで
きることを考慮すれば、Ｍ２Ｍデバイス１０１でローカルに実行し、ネットワークサービ
スにアクセスしようとする各アプリケーションは、他のすべてのアプリケーションとは異
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なるセキュリティ資格情報を使用する必要があること、という２つのサービスレイヤセキ
ュリティ要件に動機付けられている。それらの要件を考慮すれば、本発明のフレームワー
クは、図６Ａに示される以下の汎用ステップを使用して、グループ登録、認証、および鍵
合意プロトコル６００を実行する：
　１．　手順は、ＵＥ１０１の正統性を確認するＧＷ１０４または認証エンティティ（た
とえば、Ｍ２Ｍアプリケーションサーバ１０８）により開始される（ステップ６０２）。
　２．　認証エンティティは、グループを構成するデバイスを識別し、ＵＥ１０１にチャ
レンジするために認証パラメータのセットをＧＷ１０４に送信する（ステップ６０４）。
　３．　ＧＷ１０４は、チャレンジをすべてのＵＥ１０１にブロードキャストし、それら
の応答を受信する。さらに、ＧＷ１０４は、応答を認証エンティティに転送する（ステッ
プ６０６）。この場合も同様に、認証エンティティは、Ｍ２Ｍアプリケーションサーバ１
０８であってもよいか、または応答を確認する別のオーセンティケータであってもよい。
　４．　確認後、個々のセッション鍵および共通グループセッション鍵は、すべての関与
するエンティティにより確立される（ステップ６０８）。
　５．　アプリケーションレイヤ鍵素材は、それらのセッション鍵から生成される（ステ
ップ６１０）。そのようなアプリケーションレイヤ鍵は、事前に合意された鍵の存在を必
要とする、ＴＬＳ－ＰＳＫによるＨＴＴＰＳの場合のように、各アプリケーションに関与
するデータトラフィックを安全にするために使用されてもよい（開示を引用により全体と
して本明細書において援用する、Ｕ．ＢｌｕｍｅｎｔｈａｌおよびＰ．Ｇｏｅｌ、「Ｐｒ
ｅｓｈａｒｅｄ　Ｋｅｙ（ＰＳＫ）　Ｃｉｐｈｅｒｓｕｉｔｅｓ　ｗｉｔｈ　ＮＵＬＬ　
Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｌａｙｅｒ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ（
ＴＬＳ）」、ＲＦＣ　４７８５を参照）。
【００６１】
　明らかに、これらのステップは、登録／認証プロトコルに容易に組み入れられうる。１
つの一般的な方式では、アクセスネットワーク登録の場合のサブセクションＣと同様に、
各Ｍ２Ｍ　ＵＥが一意の永久ルート鍵ＫＲ、および共通グループルート鍵ＫＧＲをすでに
プロビジョニングされていると仮定する。上記で説明されるように、これらの鍵は次いで
、図６Ｂに示される鍵階層６１２に従って、セッションおよびアプリケーション鍵を生成
するために使用される。一例として、永久ルート鍵および共通グループルート鍵は共に、
初期サービスグループ登録に先立ってＭ２Ｍ　ＵＥにプロビジョニングされる。すべての
サービス登録手順において、Ｍ２Ｍ　ＵＥは、それらの鍵の知識を提供することによって
認証される。個々の登録中に、Ｍ２Ｍ　ＵＥを認証するためにルート鍵ＫＲのみが使用さ
れるが、グループ認証にはグループルート鍵ＫＧＲが使用されることに留意されたい。サ
ービスセッション鍵（ＫＳ）は、ＫＲおよびＫＧＲの両方の使用を通じて、認証成功の結
果として生成される。サービスセッション鍵は、新しく登録されるごとに更新される。そ
のような鍵はさらに、アプリケーション鍵（ＫＡ）を導き出すために使用されるが、この
鍵は、アプリケーションデータトラフィックの完全性保護および暗号化のためにセキュリ
ティ機能によって使用される。
【００６２】
　以下において、ＥＡＰ－ＡＫＡが使用される場合にこのサービスレイヤグループ登録プ
ロトコルがどのように実現されうるかの例（ユースケース）を示す。ここで、認証エンテ
ィティ（オーセンティケータ）が、バックエンドＥＡＰサーバと通信する別個のエンティ
ティであると仮定する。簡潔にするため、ここではそれらの対話については説明されない
。図６Ｃのプロトコル６２０は、以下のステップを含む：
　１．　オーセンティケータは、ＥＡＰ－要求／識別情報をＧＷ１０４に送信する（ステ
ップ６２２）。
　２．　すべてのＵＥ１０１がアライブ状態であり、ＧＷ１０４へのＺｉｇＢｅｅ接続を
確立していると仮定して、ＧＷ１０４は、グループＩＤを含むＥＡＰ－応答／識別情報メ
ッセージでオーセンティケータに応答する（ステップ６２４）。
　３．　ＥＡＰサーバは、そのローカルデータベースを使用して、特定のグループに属す
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るデバイスを識別する（ステップ６２６）。続いて、ＥＡＰサーバは、（ａ）各ＵＥ１０
１の提供された個々のルート鍵ＫＲ、および（ｂ）各ＵＥ１０１にも知られている共通グ
ループルート鍵ＫＧＲに基づいて認証ベクトルを取得する。取得された各ベクトルは、Ｖ
＝｛Ｇ＿ＡＵＴＮＳ，Ｇ＿ＲＡＮＤＳ，Ｇ＿ＸＲＥＳＳ，［ＭＴＣ＿ＣＫＳ１，ＭＴＣ＿
ＩＫＳ１］，．．．，［ＭＴＣ＿ＣＫＳＮ，ＭＴＣ＿ＩＫＳＮ］｝のような形態をとる。
４．　ＥＡＰサーバは、オーセンティケータを通じて、ＥＡＰ－グループ要求メッセージ
をＧＷ１０４に送信する（ステップ６２８）。このメッセージは、Ｇ＿ＲＡＮＤＳ、Ｇ＿
ＡＵＴＮＳ、およびＧ＿ＭＡＣＳ、すなわちＥＡＰパケットをカバーするメッセージ認証
コードを含む（たとえば、開示を引用により全体として本明細書において援用する、Ｊ．
ＡｒｋｋｏおよびＨ．Ｈａｖｅｒｉｎｅｎ、「Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｋｅｙ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ（ＥＡＰ－Ａ
ＫＡ）」を参照）。
　５．　ＧＷ１０４は、上記の３つのパラメータを含むＺｉｇＢｅｅブロードキャストメ
ッセージをグループのすべてのＵＥ１０１に送信する（ステップ６３０）。このメッセー
ジは、ＺｉｇＢｅｅ規格に従って、ＫＺＢで暗号化される。
　６．　このブロードキャストメッセージを受信した後、各ＵＥ１０１は、Ｇ＿ＡＵＴＮ

Ｓを個々に確認するためにＡＫＡアルゴリズムを実行する（ステップ６３２）。
　７．　各ＵＥ１０１は、Ｇ＿ＲＥＳＳを含むメッセージでＧＷ１０４に応答する（ステ
ップ６３４）。Ｇ＿ＲＥＳＳの値は、提供されたＫＧＲ鍵を使用して計算される。この鍵
はＵＥおよびＥＡＰサーバにのみ知られていることを再度言及する。さらに、各ＵＥ１０
１が同じＧ＿ＲＡＮＤＳを受信し、ＫＧＲを有するので、各正規のＵＥ１０１はＧ＿ＲＥ
ＳＳの同じ値を計算すべきである。
　８．　ＧＷ１０４は、すべての応答を収集し、それらをＥＡＰ－グループ応答メッセー
ジで（オーセンティケータを通じて）ＥＡＰサーバに送信する（ステップ６３６）。この
メッセージはまた、Ｇ＿ＭＡＣＳも含む。
　９．　ＥＡＰサーバは、Ｇ＿ＲＥＳＳをＧ＿ＸＲＥＳＳと比較することにより、Ｇ＿Ｒ
ＥＳＳをＵＥ１０１ごとに検査する。サーバはまた、Ｇ＿ＭＡＣＳも確認する（ステップ
６３８）。
　１０．　ＥＡＰサーバは、応答を認証の結果と共にＧＷ１０４に送信する（ステップ６
４０）。
　１１．　ＧＷ１０４は、認証の結果を各ＵＥ１０１に知らせる（ステップ６４２）。す
べてのＵＥが正常に認証された場合、ＧＷは単に「成功」メッセージをすべてのＵＥにブ
ロードキャストする。それ以外の場合、ＧＷは、（ｉ）どのＵＥが正常に認証されたかに
関する情報を含む成功メッセージをブロードキャストする、および（ｉｉ）どのＵＥが確
認されなかったかに関する情報を含むエラーメッセージを、失敗の原因と共にブロードキ
ャストする。あるいは、「成功」メッセージは省略されてもよく、正常に認証されたＵＥ
は、それらのＩＤがエラーブロードキャストメッセージに含まれているかどうかを検査す
ることにより、認証の成功を認識することができる。各ＵＥは、ブロードキャストメッセ
ージの受信をＧＷに個々に通知し、ＧＷは共通の確認応答メッセージをオーセンティケー
タに転送する。
　１２．　正常に認証された各ＵＥｉ１０１は、個々のＫｉ鍵（ＫＧとは異なる）を使用
して、ＣＫＳｉおよびＩＫＳｉを計算し、加えて、ＭＴＣ＿ＣＫＳｉおよびＭＴＣ＿ＩＫ

Ｓｉが以下のように計算される（ステップ６４４）：
ＭＴＣ＿ＣＫＳｉ＝ＣＫＳｉ　ＸＯＲ　ＣＫＧＲ

ＭＴＣ＿ＩＫＳｉ＝ＩＫＳｉ　ＸＯＲ　ＩＫＧＲ

ただし、
ＣＫＧＲ＝ｆ３（ＫＧ，Ｇ＿ＲＡＮＤＳ），ＩＫＧＲ＝ｆ４（ＫＧＲ，Ｇ＿ＲＡＮＤＳ）
ＣＫＲｉ＝ｆ３（ＫＲ，Ｇ＿ＲＡＮＤＳ），ＩＫＳｉ＝ｆ４（ＫＲ，Ｇ＿ＲＡＮＤＳ）
　１３．　ＭＴＣ＿ＣＫＳｉは、グループ登録が有効を維持する限り、特定のＵＥｉのセ
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ッション鍵ＫＳｉとして使用されてもよい（ステップ６４６）。この鍵から、３ＧＰＰ　
ＴＳ３３．１０２に従って、ＵＥおよびオーセンティケータの両方により、任意の数のア
プリケーション鍵ＫＡ（ＵＥでローカルに実行する）が導き出されてもよい（たとえば図
６Ｂを参照）。新しく登録されるたびに新しいセッション鍵が導き出されるので、すべて
のアプリケーションレイヤ鍵は、新しいグループ登録ごとに更新される。
【００６３】
Ｆ．　設計の前提事項（７）の緩和
　サブセクションＩＩにおいて、ＵＥとＧＷ間のリンクが暗号化される可能性があるとい
う前提事項（７）を示した。この前提事項は、Ｇ＿ＲＥＳが、ＫＧに加えてＵＥの一意の
識別子（たとえば、ＵＭＴＳの場合ＩＭＳＩ）を使用して各ＵＥにより計算されると仮定
することにより緩和されてもよい。これにより、Ｇ＿ＲＥＳの値は、ＵＥごとに異なる。
ＩＶ．　例示的なコンピューティングシステム
【００６４】
　図７は、本発明による複数のエンティティ（Ｍ２Ｍデバイス１０１のようなオープンデ
バイス、およびＧＷ１０４のようなゲートウェイサーバ）間の安全な登録プロトコルを実
施するのに適したコンピューティングシステムの形態で、ネットワーク環境および通信デ
バイス（ユーザ）の汎用ハードウェアアーキテクチャ７００を示す。図に示されるように
、Ｍ２Ｍデバイス（通信デバイス）はコンピューティングシステム７０２を備え、ゲート
ウェイサーバ（ネットワークデバイス）はコンピューティングシステム７０４を備える。
２つのコンピューティングシステム７０２および７０４は、ネットワーク７０６を介して
結合される。ネットワークは、Ｍ２ＭデバイスおよびＧＷサーバが通信することができる
任意のネットワークであってもよく、たとえば、上記で説明される実施形態におけるよう
に、ネットワーク７０６は、ネットワーク事業者（たとえば、Ｖｅｒｉｚｏｎ、ＡＴ＆Ｔ
、Ｓｐｒｉｎｔ）により運用されるセルラー通信ネットワークのような、公的にアクセス
可能なワイドエリア通信ネットワークを含むことができる。しかし、本発明は、特定のタ
イプのネットワークに限定されることはない。通常、Ｍ２Ｍデバイスはクライアントマシ
ンであってもよく、ＧＷサーバはサーバマシンであってもよい。また、共にクライアント
であってもよく、または共にサーバであってもよい。さらに、クライアントは、ユーザと
インターフェイスをとることができる。したがって、本発明の通信プロトコルは、コンピ
ューティングシステムがそれぞれクライアントおよびサーバである事例に限定されること
はなく、むしろ２つのネットワーク要素を備える任意のコンピューティングデバイスに適
用可能であることを理解されたい。
【００６５】
　したがって、図７のアーキテクチャが、図４Ａから図６Ｃのプロトコルの２つの関与要
素を示すことを理解されたい。類似するコンピューティングシステム（通信デバイスおよ
びネットワークデバイス）が、たとえばＮｏｄｅ　Ｂ１０６、アプリケーションサーバ１
０８、ＳＧＳＮ１１０、ＨＳＳ１１２などのプロトコルのその他の関与要素の実施を実現
するために使用されることを理解されたい。簡潔にするため、本発明のプロトコルに関与
しうるすべてのコンピューティングシステム（通信デバイスおよびネットワークデバイス
）が、図７に示されているわけではない。
【００６６】
　当業者には容易に理解されるように、サーバおよびクライアントは、プログラムコード
の制御の下で動作するプログラムされたコンピューティングシステムとして実施されても
よい。プログラムコードは、コンピュータ可読ストレージ媒体（たとえば、メモリ）に格
納され、コードは、コンピューティングシステムのプロセッサにより実行される。あるい
は、サーバおよびクライアントはそれぞれ、１つまたは複数の特殊用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）として実施されてもよい。ＡＳＩＣはプログラムコードにアクセスしてロードす
ることができるか、またはプログラムコードはＡＳＩＣに格納されてもよい。本発明のこ
の開示を踏まえ、当業者は、本明細書において説明されるプロトコルを実施するために、
適切なプログラムコードを容易に作成することができるであろう。
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　しかし、図７では、ネットワークを介して通信する各コンピューティングシステムのた
めの例示的なアーキテクチャを全体的に示す。示されているように、Ｍ２Ｍデバイス７０
２は、Ｉ／Ｏデバイス７０８－Ａ、プロセッサ７１０－Ａ、およびメモリ７１２－Ａを備
える。ＧＷサーバ７０４は、Ｉ／Ｏデバイス７０８－Ｂ、プロセッサ７１０－Ｂ、および
メモリ７１２－Ｂを備える。本明細書において使用される「プロセッサ」という用語は、
中央処理装置（ＣＰＵ）、または１つまたは複数の信号プロセッサ、１つまたは複数の集
積回路などを含む（ただし、これらに限定されない）、その他の処理回路を含む、１つま
たは複数の処理デバイスを含むことが意図されることを理解されたい。また、本明細書に
おいて使用される「メモリ」という用語は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、固定メモリデバイス（たと
えば、ハードドライブ）、または取り外し可能メモリデバイス（たとえば、ディスケット
またはＣＤＲＯＭ）のような、プロセッサまたはＣＰＵに関連付けられたメモリを含むこ
とが意図される。加えて、本明細書において使用される「Ｉ／Ｏデバイス」という用語は
、処理装置にデータを入力するための１つまたは複数の入力デバイス（たとえば、キーボ
ード、マウス）、および処理装置に関連付けられた結果を提供するための１つまたは複数
の出力デバイス（例えばＣＲＴディスプレイ）を含むことが意図される。
【００６８】
　したがって、本明細書において説明される、本発明の方法を実行するためのソフトウェ
ア命令またはコードは、たとえばＲＯＭ、固定式または取り外し可能メモリのような関連
するメモリデバイスの１つまたは複数に格納されてもよく、使用される準備が整ったとき
にＲＡＭにロードされ、ＣＰＵにより実行されてもよい。
【００６９】
　有利なことに、上記で例示的に説明してきたように、本発明の原理は、複数のクライア
ント／デバイス（ユーザ）が登録手順の１つのセットを使用して同一のサーバ／ネットワ
ークで安全に登録できるようにするフレームワーク（および方法）を提供する。要するに
、「リバースシングルサインオン」の問題を解決するためのフレームワークおよび詳細な
プロトコルを開発する。このフレームワークの１つの主要な利点は、複数のクライアント
デバイス（ユーザ）が「グループ」としてネットワークに登録できるようにし、しかもネ
ットワークとの個々のセッション鍵を生成することができるようにすることである。これ
により、多数のデバイス（ユーザ）を認証するプロセスは、大幅に簡略化され、認証手順
の複雑さおよび帯域幅要件がかなりの程度まで軽減される。解説を簡略化することを目的
として、このセキュリティフレームワークが、（マシンタイプ通信すなわちＭＴＣとして
も知られている）マシン間通信（Ｍ２Ｍ）へのアプリケーションでグループ認証および鍵
合意を実行するためにどのように適用されうるかについて説明する。Ｍ２Ｍはアプリケー
ションの１つの適切な分野であるが、このフレームワークは一般的であり、グループ登録
が道理にかなうようなその他のアプリケーションにも十分に対処できる。
【００７０】
　本発明の例示的な実施形態は、添付の図面を参照して、本明細書において説明されてき
たが、本発明がそれらの厳密な実施形態に限定されることはなく、さまざまなその他の変
更および修正が、本発明の範囲または趣旨を逸脱することなく当業者によって行なわれて
もよいことを理解されたい。
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