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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＡＳＣＩＩコードで構成されたウィンドウズ（登録商標）の認証パスワードをコンピュ
ータが格納する方法であって、
　前記コンピュータが乱数を生成するステップと、
　前記ウィンドウズ（登録商標）のＧＩＮＡ（Graphic Identification and Authenticat
ion）が前記コンピュータに前記認証パスワードとユーザ・アカウントを受け取る機能を
実現させるステップと、
　前記ＧＩＮＡが前記コンピュータに、前記認証パスワードをＵＮＩＣＯＤＥデータに変
換する機能を実現させるステップと、
　前記コンピュータが前記ＵＮＩＣＯＤＥデータを前記乱数でソルティングするステップ
と、
　前記ＧＩＮＡが前記コンピュータに、前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥデータがＵ
ＮＩＣＯＤＥ文字に対応しないコード番号を含む場合に該コード番号を変更してＵＮＩＣ
ＯＤＥ文字だけで構成されたＵＮＩＣＯＤＥデータを生成する機能を実現させるステップ
と、
　前記コンピュータが前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥデータをハッシュするステッ
プと、
　前記コンピュータが前記ユーザ・アカウントと前記ハッシュしたＵＮＩＣＯＤＥデータ
を前記ウィンドウズ（登録商標）のＳＡＭ（Security Account Manager）データベースに



(2) JP 4709992 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

格納するステップと
を有する格納方法。
【請求項２】
　前記ＵＮＩＣＯＤＥデータを生成する機能を実現させるステップが、前記ＧＩＮＡが前
記コンピュータに、コード番号と該コード番号に対応する文字を含むマッピング用の変換
テーブルを使用し、前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥデータの中に、前記変換テーブ
ルに存在しない文字のコード番号が含まれる場合、前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥ
データを前記変換テーブルに存在するコード番号のいずれかの文字に変換する機能を実現
させるステップを含む請求項１記載の格納方法。
【請求項３】
　前記ＵＮＩＣＯＤＥデータを生成する機能を実現させるステップが、前記ＧＩＮＡが前
記コンピュータに、前記変換テーブルに存在しない文字のコード番号を一ずつ増減して前
記変換テーブルに存在するコード番号のいずれかの文字に変換する機能を実現させるステ
ップを含む請求項２記載の格納方法。
【請求項４】
　前記乱数が、リード／ライト保護された不揮発性メモリに格納される請求項１から請求
項３のいずれかに記載の格納方法。
【請求項５】
　前記乱数が、ＢＩＯＳだけがアクセス可能な不揮発性メモリに格納される請求項１から
請求項３のいずれかに記載の格納方法。
【請求項６】
　前記乱数を、ＴＰＭ（Trusted Platform Module）が生成する請求項１から請求項３の
いずれかに記載の格納方法。
【請求項７】
　ＡＳＣＩＩコードで構成された認証パスワードとユーザ・アカウントでユーザを認証す
るウィンドウズ（登録商標）が搭載されたコンピュータであって、
　ユーザ・アカウントと前記認証パスワードを受け取る手段と、
　前記認証パスワードをＵＮＩＣＯＤＥデータに変換する手段と、
　前記ＵＮＩＣＯＤＥデータを乱数でソルティングする手段と、
　前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥデータがＵＮＩＣＯＤＥ文字に対応しないコード
番号を含む場合に該コード番号を変更してＵＮＩＣＯＤＥ文字だけで構成されたＵＮＩＣ
ＯＤＥデータを生成する手段と、
　前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥデータをハッシュする手段と、
　前記ハッシュしたＵＮＩＣＯＤＥデータを前記ユーザ・アカウントに関連づけて格納す
る手段と
を有するコンピュータ。
【請求項８】
　前記格納する手段が、前記ウィンドウズ（登録商標）のＳＡＭ（Security Account Man
ager）データベースを含んで構成されている請求項７記載のコンピュータ。
【請求項９】
　前記ＵＮＩＣＯＥデータを生成する手段が、前記ウィンドウズ（登録商標）のＧＩＮＡ
（Graphic Identification and Authentication）を含んで構成されている請求項７また
は請求項８に記載のコンピュータ。
【請求項１０】
　ＡＳＣＩＩコードで構成されたウィンドウズ（登録商標）の認証パスワードをコンピュ
ータが格納する方法であって、
　前記コンピュータが乱数を生成するステップと、
　前記コンピュータが前記認証パスワードとユーザ・アカウントを受け取るステップと、
　前記コンピュータが前記認証パスワードをＵＮＩＣＯＤＥデータに変換するステップと
、
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　前記コンピュータが前記ＵＮＩＣＯＤＥデータを前記乱数でソルティングするステップ
と、
　前記コンピュータが、前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥデータがＵＮＩＣＯＤＥ文
字に対応しないコード番号を含む場合に該コード番号を変更してＵＮＩＣＯＤＥ文字だけ
で構成されたＵＮＩＣＯＤＥデータを生成するステップと、
　前記コンピュータが前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥデータをハッシュするステッ
プと、
　前記コンピュータが前記ユーザ・アカウントと前記ハッシュしたＵＮＩＣＯＤＥデータ
を前記コンピュータのデータベースに格納するステップと
を有する格納方法。
【請求項１１】
　前記ＵＮＩＣＯＤＥデータに変換するステップと前記ソルティングするステップがＴＰ
Ｍ（Trusted Platform Module）の内部で行われる請求項１０記載の格納方法。
【請求項１２】
　前記ＵＮＩＣＯＤＥデータに変換するステップと前記ソルティングするステップをＢＩ
ＯＳが前記コンピュータに実現させる請求項１０に記載の格納方法。
【請求項１３】
　ウィンドウズ（登録商標）が動作するコンピュータに入力されたユーザ・アカウントと
ＡＳＣＩＩコードで構成された認証パスワードにより前記コンピュータが複数のユーザを
認証する方法であって、
　前記コンピュータが各ユーザのユーザ・アカウントに対応した乱数の一覧を記憶するス
テップと、
　前記コンピュータが前記ウィンドウズ（登録商標）のＳＡＭ（Security Account Manag
er）データベースに前記ユーザの認証パスワードに関連するデータを記憶するステップと
、
　前記ウィンドウズ（登録商標）のＧＩＮＡ（Graphic Identification and Authenticat
ion）が前記コンピュータに前記ユーザ・アカウントと前記認証パスワードを受け取る機
能を実現させるステップと、
　前記コンピュータが、前記受け取ったユーザ・アカウントに対応した乱数を前記乱数の
一覧から獲得し、前記受け取った認証パスワードを前記獲得した乱数でソルティングした
ＵＮＩＣＯＤＥデータに変換するステップと、
　前記ＧＩＮＡが前記コンピュータに、前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥデータがＵ
ＮＩＣＯＤＥ文字に対応しないコード番号を含む場合に該コード番号を変更してＵＮＩＣ
ＯＤＥ文字だけで構成されたＵＮＩＣＯＤＥデータを生成する機能を実現させるステップ
と、
　前記コンピュータが前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥデータをハッシュするステッ
プと、
　前記ウィンドウズ（登録商標）の認証パッケージが前記コンピュータに、前記ハッシュ
したＵＮＩＣＯＤＥデータを前記ＳＡＭデータベースに格納された前記ユーザの認証パス
ワードに関連するデータと比較する機能を実現させるステップと
を有する認証方法。
【請求項１４】
　ユーザ・アカウントとＡＳＣＩＩコードで構成された認証パスワードで複数のユーザを
認証するウィンドウズ（登録商標）が搭載されたコンピュータであって、
　各ユーザ・アカウントに対応した乱数の一覧を格納する手段と、
　各ユーザ・アカウントに対応した前記認証パスワードに関連するデータを格納する手段
と、
　ユーザ・アカウントと認証パスワードを受け取る手段と、
　前記受け取ったユーザ・アカウントに対応した乱数を前記乱数の一覧から獲得し、前記
受け取った認証パスワードを前記獲得した乱数でソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥデータ
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に変換する手段と、
　前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥデータがＵＮＩＣＯＤＥ文字に含まれないコード
番号を含む場合に該コード番号を変更してＵＮＩＣＯＤＥ文字だけで構成されたＵＮＩＣ
ＯＤＥデータを生成する手段と、
　前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥデータをハッシュする手段と、
　前記ハッシュしたＵＮＩＣＯＤＥデータと前記認証パスワードに関連するデータを格納
する手段に格納された前記認証パスワードに関連するデータを比較する手段と
を有するコンピュータ。
【請求項１５】
　前記認証パスワードに関連するデータを格納する手段が、ウィンドウズ（登録商標）の
ＳＡＭ（Security Account Manager）データベースを含む請求項１４記載のコンピュータ
。
【請求項１６】
　前記ＵＮＩＣＯＤＥデータを生成する手段が、前記ウィンドウズ（登録商標）のＧＩＮ
Ａ（Graphic Identification and Authentication）を含む請求項１４記載のコンピュー
タ。
【請求項１７】
　ウィンドウズ（登録商標）が動作するコンピュータに入力されたユーザ・アカウントと
ＡＳＣＩＩコードで構成された認証パスワードにより前記コンピュータが複数のユーザを
認証する方法であって、
　前記コンピュータが各ユーザのユーザ・アカウントに対応した乱数の一覧を記憶するス
テップと、
　前記コンピュータが前記ウィンドウズ（登録商標）のＳＡＭ（Security Account Manag
er）データベースに前記ユーザの認証パスワードに関連するデータを記憶するステップと
、
　前記コンピュータが前記ユーザ・アカウントと前記認証パスワードを受け取るステップ
と、
　前記コンピュータが前記受け取った認証パスワードをＵＮＩＣＯＤＥデータに変換する
ステップと、
　前記コンピュータが前記受け取ったユーザ・アカウントに対応した乱数を前記乱数の一
覧から獲得するステップと、
　前記コンピュータが前記ＵＮＩＣＯＤＥデータを前記獲得した乱数でソルティングする
ステップと、
　前記コンピュータが、前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤデータがＵＮＩＣＯＤＥ文字
に対応しないコード番号を含む場合に該コード番号を変更してＵＮＩＣＯＤＥ文字だけで
構成されたＵＮＩＣＯＤＥデータを生成するステップと、
　前記コンピュータが前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥデータをハッシュするステッ
プと、
　前記コンピュータが、前記ハッシュしたＵＮＩＣＯＤＥデータを前記ＳＡＭデータベー
スに格納された前記ユーザの認証パスワードに関連するデータと比較するステップと
を有する認証方法。
【請求項１８】
　ウィンドウズ（登録商標）で動作するコンピュータに前記ウィンドウズ（登録商標）の
認証パスワードを格納するための格納データを前記コンピュータが生成する方法であって
、
　前記コンピュータがユーザ・アカウントとＡＳＣＩＩコードで生成された認証パスワー
ドを受け取るステップと、
　前記コンピュータが乱数を生成するステップと、
　前記コンピュータが前記認証パスワードをＵＮＩＣＯＤＥデータに変換するステップと
、
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　前記コンピュータが前記認証パスワードを前記乱数でソルティングしてＵＮＩＣＯＤＥ
データに変換するステップと、
　前記コンピュータが前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥデータがＵＮＩＣＯＤＥ文字
に対応しないコード番号を含む場合に該コード番号を変更してＵＮＩＣＯＤＥ文字だけで
構成されたＵＮＩＣＯＤＥデータを生成するステップと、
　前記コンピュータが前記ソルティングしたＵＮＩＣＯＤＥデータをハッシュするステッ
プと
を有する格納データの生成方法。
【請求項１９】
　前記ウィンドウズ（登録商標）がＮＴ、２０００、ＸＰのいずれかである請求項１８記
載の生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウィンドウズ（登録商標）が動作するコンピュータに格納された認証パスワ
ードに対する攻撃への防御を強化する技術に関し、さらには、ウィンドウズ（登録商標）
の基本モジュールに変更を加えないで防御を強化する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナル・コンピュータ（以下ＰＣという）においては、米国マイクロソフト社のウ
ィンドウズ（登録商標）ＮＴ／２０００／ＸＰなどのようにマルチユーザに対応したオペ
レーティング・システム（以後ＯＳという）が一般的に使われている。ＰＣの電源を入れ
、ＢＩＯＳ（Basic Input/Output System）による各デバイスの初期化の後にＯＳが起動
すると、ユーザが認証情報であるユーザ・アカウント（以後ユーザＩＤという。）および
認証パスワードを入力してＯＳにログオンする。
【０００３】
　図１４は、ウィンドウズ（登録商標）における従来のユーザのログオンの仕組みを示す
概念図である。ウィンドウズ（登録商標）が起動すると、ウィンドウズ（登録商標）で通
常作業を行なっている時に表示される画面であるアプリケーション・デスクトップ１００
１、スクリーン・セーバーを表示するスクリーン・セーバー・デスクトップ１００３、ロ
グオン画面の表示を行うＷｉｎＬｏｇｏｎデスクトップ１００５の３つのデスクトップ画
面が作成される。ディスプレイに表示されるデスクトップ画面は常にそのうちの一つだけ
である。ＷｉｎＬｏｇｏｎ１００５は、ウィンドウズ（登録商標）の中でログオン・セッ
ションの管理、およびディスプレイに表示するデスクトップ画面の切り替えなどを行うコ
ンポーネントである。
【０００４】
　ウィンドウズ（登録商標）が起動されたときに表示されるユーザＩＤおよびパスワード
の入力を要求する画面は、ＷｉｎＬｏｇｏｎデスクトップ１００５である。ユーザＩＤお
よびパスワードの入力のダイアログを表示するのはウィンドウズ（登録商標）のＧＩＮＡ
（Graphic Identification and Authentication）１００９と呼ばれるコンポーネントで
ある。ＧＩＮＡによって表示されたダイアログ１０１１に対して、ユーザがユーザＩＤお
よび認証パスワードを入力すると、入力されたユーザＩＤおよび認証パスワードはＧＩＮ
Ａ１００９からＬＳＡ（Local Security Authority、ローカル セキュリティ認証）１０
１３と呼ばれるコンポーネントに渡される。ＬＳＡは、ローカル コンピュータ上のユー
ザのログオンおよび認証を処理するエージェントとして機能する。その際、ＧＩＮＡ１０
０９からＬＳＡ１０１３にユーザＩＤおよび認証パスワードを渡すために、LogonUserお
よびLsaLogonUserという２通りのＡＰＩ（Application Program Interface）が使用でき
る。LogonUserは、ＡＳＣＩＩコードで記述された半角英数文字のユーザＩＤおよび認証
パスワードのみ入力が可能であるのに対して、LsaLogonUserはＵＮＩＣＯＤＥで記述され
たユーザＩＤおよび認証パスワードのみ入力が可能である。通常はLogonUserの方が使用
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され、ユーザは半角英数文字のユーザＩＤおよび認証パスワードを入力する。
【０００５】
　ＬＳＡ１０１３はパスワードをハッシュし、ユーザＩＤおよびハッシュされた認証パス
ワードをＡＰ（Authentication Package、認証パッケージ）１０１５に渡す。ここでいう
「ハッシュする」とは、暗号技術的ハッシュ関数（cryptographic hash function）と呼
ばれる一方向性関数によって、データを変換することをいう。ＳＡＭ（Security Account
 Manager）１０１７と呼ばれるコンポーネントは、ユーザ・アカウント・データベース１
０１９を維持する。このデータベースの中には、ユーザＩＤおよびハッシュされたパスワ
ードが格納される。ＡＰ１０１５は、ＬＳＡ１０１３から受け取ったユーザＩＤおよび認
証パスワードをデータベース１０１９の中から検索し、当該ユーザＩＤおよび認証パスワ
ードを入力したユーザが正当なユーザであるかどうかを認証する。認証が成功すれば、Ｗ
ｉｎＬｏｇｏｎ１００７はディスプレイに表示されるデスクトップ画面をアプリケーショ
ン・デスクトップ１００１に切り替える。なお、ユーザ・アカウント・データベースは、
ウィンドウズ（登録商標）が起動していない時にはウィンドウズ（登録商標）のシステム
・ファイルとして磁気ディスクに保存され、ウィンドウズ（登録商標）が起動するとレジ
ストリの中にコピーされて使用される。
【０００６】
　以上で示したユーザ認証の仕組みは、ウィンドウズ（登録商標）の標準的な仕様として
定められ、さらに開発者向けにユーザ認証をカスタマイズする仕組みが公開されている。
サード・パーティがウィンドウズ（登録商標）のユーザ認証をカスタマイズする必要があ
る場合、独自のＧＩＮＡを作成してウィンドウズ（登録商標）のコンポーネントとして登
録することが普通である。独自のＧＩＮＡを作成し、該ＧＩＮＡからＬＳＡにユーザＩＤ
および認証パスワードを渡すことにより、ユーザ認証にかかるそれ以外のコンポーネント
を変更することなく、カスタマイズされた独自のユーザ認証を実現することができる。他
にも、ユーザ認証の仕組みをサード・パーティで作成するために独自のＡＰを作成する方
法も開発者向けに公開されているが、ＧＩＮＡを作成するのに比べて多大な手間がかかる
ため、この方法が実際の製品で使われることは少ない。
【０００７】
　なお、ウィンドウズ（登録商標）のユーザ認証に関する技術として、以下のような文献
がある。特許文献１は米国マイクロソフト社による出願であり、ユーザ認証情報（クレデ
ンシャル）を、サーバ上のそれと同期させる技術を開示する。特許文献２は、ＤＯＳネッ
トワーク・ロギング・セッションによってユーザがログオンした後、カスタム・ビルト・
ログイン・スクリーンによってログオン画面を置換する技術を開示する。
【特許文献１】特開２００５－３０３９９３号公報
【特許文献２】特開２０００－４７９８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前述のように、ウィンドウズ（登録商標）にログオンしようとするユーザは、ＡＳＣＩ
Ｉコードで記述された半角英数文字のユーザＩＤおよび認証パスワードを入力することが
普通である。パスワードは、各々のユーザのみが覚えることができ、他のユーザには入力
できない文字列であることが望ましい。しかし、通常は意味のある英単語や数字などを組
み合わせたパスワードが使われることが多い。そのため、従来のユーザＩＤおよび認証パ
スワードは辞書攻撃を受けやすい。辞書攻撃は、パスワードの割り出しや暗号の解読に最
もよく使われる攻撃手法の一つであり、辞書にある単語に数字などを任意に組み合わせて
生成したパスワードを片っ端から入力して試行するものである。１文字ずつ組み合わせて
認証パスワードを生成するのに比べて、辞書を利用して単語を組み合わせてパスワードを
生成すれば、試行する回数が少なくて済むのでより短時間でパスワードを割り出すことが
できる。そのためのアルゴリズムやツール、および単語が使用頻度順に並べ替えられた辞
書などは、インターネットなどを通じて簡単に入手できる。
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【０００９】
　図１５は、ユーザ・アカウント・データベース１０１９に対する辞書攻撃の方法を示す
概念図である。ウィンドウズ（登録商標）が起動していない時にはユーザ・アカウント・
データベース１０１９は、システム・ファイルの中の一つとして保存されている。しかも
、そのファイル名および磁気ディスク内の位置は公開されている。そのため当該コンピュ
ータで、たとえばＬｉｎｕｘ（登録商標）などのような別のＯＳをインストールしたり、
フロッピー（登録商標）・ディスクや光学ディスクなどから起動したりするなどして、当
該認証パスワードを認証するウィンドウズ（登録商標）とは別のＯＳを起動することによ
り、データベース１０１９のファイルをコピーすることができる。このデータベース１０
１９は、暗号化されていないユーザＩＤ１１０９およびハッシュされた認証パスワード１
１１１を含み、しかもそのデータ構造は開発者向けに公開されている。さらに、認証パス
ワードをハッシュするハッシュ関数１１０７（たとえばＬＭハッシュ、ＮＴハッシュなど
)の仕様も開発者向けに公開されている。
【００１０】
　インターネット上などで公開されている辞書攻撃によるパスワード割り出しツール１１
０１は、やはりインターネット上などで公開されている辞書１１０３からアトランダムに
ピックアップした単語を組み合わせて、多くのパスワード１１０５を生成する。そして生
成されたパスワード１１０５を、既知のハッシュ関数１１０７によって片っ端からハッシ
ュし、データベース１０１９に含まれるパスワード１１１１と一致するかどうかを調べる
。このようにして、コピーされたデータベース１０１９のファイルから、辞書攻撃によっ
てパスワードを割り出すことが容易にできてしまう。
【００１１】
　パスワードを辞書攻撃によって割り出されにくくするために、辞書に掲載されているよ
うな意味のある単語を認証パスワードとして使用しないこと、記号や数字などをランダム
に組み合わせた文字列を認証パスワードとして使うこと、認証パスワードの文字数を長く
すること、認証パスワードを定期的に変更することなどのような対策が推奨されている。
しかし、そのような認証パスワードは人間にとって覚えにくく、利便性に欠ける。ユーザ
がウィンドウズ（登録商標）にログオンする際に入力する認証パスワードは、利便性の面
からＡＳＣＩＩコードで記述された半角英数文字で意味のある単語を組み合わせて構成す
る傾向がある。その一方で、パスワードに替わるユーザの認証方法として、たとえば指紋
、静脈、虹彩などのような生体情報、あるいはスマート・カードやトークンなどのような
媒体に保存された電子情報が使われることも多くなっている。しかし、それらの生体情報
および電子情報を利用した認証には、専用の入力装置などが必要であり、その分がコスト
に反映されたＰＣは高価になる。
【００１２】
　また、マイクロソフト社自身はこの問題に対する解決法として、システム・キー・ユー
ティリティ（Syskey）と呼ばれる、ウィンドウズ（登録商標）が動作していない間にユー
ザ・アカウント・データベースを暗号化して保存する機能を提供している。暗号化された
該データベースから、ユーザＩＤおよびハッシュされた認証パスワードなどを取得するこ
とは困難である。該データベースを暗号化するための鍵は、文字列による認証パスワード
、もしくはフロッピー（登録商標）・ディスクなどの記憶媒体として保存し、ウィンドウ
ズ（登録商標）の起動時に入力することができる。しかし、この方法ではＰＣ１台に対し
て当該鍵が１つしか提供されない。このため、特にマルチユーザでウィンドウズ（登録商
標）を使用する場合には、鍵であるパスワードもしくは記憶媒体をユーザ間で共有する必
要があるので、不便である。
【００１３】
　そこで本発明の目的は、コンピュータにＡＳＣＩＩコードで入力されて格納されるウィ
ンドウズ（登録商標）の認証パスワードに対する攻撃への防御を強化した認証パスワード
の格納方法および認証方法を提供することにある。さらに本発明の目的は、そのような格
納方法または認証方法を実現するコンピュータを提供することにある。さらに本発明の目
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的は、ウィンドウズ（登録商標）の認証パスワードを格納するための格納データをコンピ
ュータが生成する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の第１の態様は、ＡＳＣＩＩコードで構成されたウィンドウズ（登録商標）の認
証パスワードをコンピュータが格納する方法を提供する。ウィンドウズ（登録商標）のＧ
ＩＮＡがＡＳＣＩＩコードで構成された認証パスワードを受け取り、受け取った認証パス
ワードを乱数でソルティングされたＵＮＩＣＯＤＥデータに変換する。
ＵＮＩＣＯＤＥデータはさらにウィンドウズ（登録商標）のＬＳＡ（Local Security Aut
hority）によりハッシュされて、ＳＡＭ（Security Account Manager）が維持するユーザ
・アカウント・データベースに格納される。その結果従来のＡＳＣＩＩコードをハッシュ
してユーザ・アカウント・データベースに格納するよりも、ハッシュする前にＵＮＩＣＯ
ＤＥデータに変換してバイト数を増大させた部分と、システムにユニークなユーザごとの
乱数でソルティングした部分により、辞書攻撃に対する防御を強化することができる。
【００１５】
　ＧＩＮＡはＵＮＩＣＯＤＥデータを生成する際に、ＡＳＣＩＩコードを第１のＵＮＩＣ
ＯＤＥデータに変換し、変換された第１のＵＮＩＣＯＤＥデータを乱数を利用してソルテ
ィングして第２のＵＮＩＣＯＤＥデータを生成する。ソルトとは、通常はＤＥＳ、ＭＤ５
などのような暗号化に使われる関数で平文を暗号化する際に使われる補助的な情報のこと
をいう。しかしながらここでいうソルティングは、第１のＵＮＩＣＯＤＥを、乱数を使用
して加工して同一桁数のデータを生成することをいう。ソルティングされた第１のＵＮＩ
ＣＯＤＥデータは、第１のＵＮＩＣＯＤＥデータ以外のＵＮＩＣＯＤＥの文字だけで構成
されたＵＮＩＣＯＤＥデータまたはＵＮＩＣＯＤＥに含まれない文字を含むデータになる
。本発明においては、ＧＩＮＡはＵＮＩＣＯＤＥに含まれない文字を含むデータをＵＮＩ
ＣＯＤＥデータに変換する機能も備えている。
【００１６】
　ＧＩＮＡは、第１のＵＮＩＣＯＤＥデータをソルティングしたデータがＵＮＩＣＯＤＥ
に含まれない文字を含む場合は、コード番号とコード番号に対応する文字を含むマッピン
グ用の変換テーブルを使用してＵＮＩＣＯＤＥの文字だけで構成された第２のＵＮＩＣＯ
ＤＥデータに変換する。このとき、ソルティングしたデータに含まれる変換テーブル上に
存在しない文字を、変換テーブルに存在するコード番号の最も近い文字に置き換えること
もできる。これにより、ソルティングされた第１のＵＮＩＣＯＤＥデータは、すべてＵＮ
ＩＣＯＤＥに実在する文字で構成された第２のＵＮＩＣＯＤＥデータになるので、ウィン
ドウズ（登録商標）が保証する範囲で認証パッケージに入力することができる。
【００１７】
　ＵＮＩＣＯＤＥは全世界で使われる多くの言語を一つの体系にまとめた文字コードであ
るので、乱数でソルティングされたＵＮＩＣＯＤＥ形式の認証パスワードは、複数の言語
の文字が混在したものとなり、辞書に掲載されている単語に等しい文字列が使われる可能
性が極めて低くなる。そのため、ユーザ・アカウント・データベースを攻撃者に取得され
ても、辞書攻撃によって攻撃者に認証パスワードを割り出される危険性は低減される。ユ
ーザにＵＮＩＣＯＤＥデータの認証パスワードを入力させる場合には、たとえば漢字など
を使って意味のある文字列を構成する傾向になり、辞書攻撃に対する耐性が低下すること
が考えられるが、本発明では、ユーザが認証パスワードにＡＳＣＩＩコードを使用できる
のでそのような問題がなく、また、ユーザが通常使い慣れている文字形式の認証パスワー
ドを使用できるので利便性が低下することがない。なお、本発明における方法はＧＩＮＡ
をカスタマイズしたり追加したりすれば、認証パッケージ、ＳＡＭ、およびユーザ・アカ
ウント・データベースなどの基本モジュールはそのまま利用して実施できる。もちろん専
用の入力装置などは不要である。
【００１８】
　認証パスワードのソルティングに使われる乱数は、ユーザが入力するユーザＩＤに関連
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づけられ、リード／ライト保護された不揮発性メモリ、もしくはＢＩＯＳだけがアクセス
可能な不揮発性メモリに格納される。さらに、ＴＰＭ（Trusted Platform Module）内部
に乱数を格納することもできる。これらのことによって、格納された乱数が、ユーザ認証
にかかるウィンドウズ（登録商標）とは違うＯＳなどから取得されにくくなるので、攻撃
者にパスワードを割り出される危険性はさらに低減される。
【００１９】
　本発明の第２の態様は、ＡＳＣＩＩコードで構成された認証パスワードとユーザ・アカ
ウントをウィンドウズ（登録商標）に入力して複数のユーザを認証する方法を提供する。
コンピュータにはｍ各ユーザのユーザ・アカウントに対応した乱数の一覧が格納されてい
る。格納場所は第３者が容易にアクセスできないセキュアな記憶場所を選定することが望
ましい。また、ウィンドウズ（登録商標）のＳＡＭ（Security Account Manager）が維持
するユーザ・アカウント・データベースにユーザの認証パスワードに関連するデータが格
納されている。認証パスワードに関連するデータとは、認証パスワードを暗号化したデー
タである。
【００２０】
　ウィンドウズ（登録商標）のＧＩＮＡは、ユーザ・アカウントとＡＳＣＩＩコードで構
成された認証パスワードを受け取る。ＧＩＮＡは受け取った認証パスワードをユーザ・ア
カウントに対応する乱数でソルティングされたＵＮＩＣＯＤＥデータに変換する。変換さ
れたＵＮＩＣＯＤＥデータはＬＳＡによりハッシュされる。認証パッケージは、ハッシュ
されたＵＮＩＣＯＤＥデータを受け取り、ＳＡＭ（Security Account Manager）が維持す
るユーザ・アカウント・データベースに格納された当該ユーザの認証パスワードに関連す
るデータと比較することによってユーザ認証を行う。ユーザ・アカウント・データベース
には、ＡＳＣＩＩコードから各ユーザのユーザ・アカウントに対応する乱数でソルティン
グされたＵＮＩＣＯＤＥデータがさらにハッシュされた認証パスワードに関連するデータ
が格納されている。
【００２１】
　以上で述べてきた本発明の各々の態様における特徴は、ＡＳＣＩＩコードで構成された
認証パスワードをソルティングされたＵＮＩＣＯＤＥデータへ変換する作業をすべてＧＩ
ＮＡが行っている。本発明の他の態様では、ＧＩＮＡ以外のモジュールがＡＳＣＩＩコー
ドで構成された認証パスワードをＵＮＩＣＯＤＥデータへ変換し、これをソルティングし
たデータをＧＩＮＡに渡す。ソルティングされたデータがすべてＵＮＩＣＯＤＥの文字か
ら構成されていれば、ＧＩＮＡはそのデータをＵＮＩＣＯＤＥデータとする。ソルティン
グされたデータにＵＮＩＣＯＤＥ以外の文字が含まれている場合は、ＵＮＩＣＯＤＥだけ
の文字で構成されたＵＮＩＣＯＤＥデータを生成する。ＵＮＩＣＯＤＥデータはハッシュ
され、ユーザ・アカウント・データ・ベースに格納される。あらかじめハッシュされたＵ
ＮＩＣＯＤＥデータが対応するユーザ・アカウントとともにユーザ・アカウント・データ
・ベースに格納されている場合は、ＧＩＮＡからＡＳＣＩＩの認証パスワードが入力され
たときに生成されたハッシュされたＵＮＩＣＯＤＥデータと、ユーザ・アカウント・デー
タ・ベースに格納されたハッシュされたＵＮＩＣＯＤＥデータを比較して、ウィンドウズ
（登録商標）の認証パッケージが認証処理を行うことができる。また、本発明の他の態様
は、認証パスワードの格納方法およびユーザの認証方法を実現するコンピュータを提供す
る。さらに本発明の他の態様は、ウィンドウズ（登録商標）の認証パスワードを格納する
ための格納データをコンピュータが生成する方法を提供する。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によって、コンピュータにＡＳＣＩＩコードで入力されて格納されるウィンドウ
ズ（登録商標）の認証パスワードに対する攻撃への防御を強化した認証パスワードの格納
方法および認証方法を提供することができた。さらに、そのような格納方法または認証方
法を実現するコンピュータを提供することができた。さらに、ウィンドウズ（登録商標）
の認証パスワードを格納するための格納データをコンピュータが生成する方法を提供する
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ことができた。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　図１は、本発明の第１の実施の形態にかかるＰＣ１０のシステム構成を示す概略ブロッ
ク図である。ＰＣ１０の筐体内部には、図１に示す各種のデバイスが搭載されている。Ｃ
ＰＵ１１は、ＰＣ１０の中枢機能を担う演算処理装置で、ＯＳ、ＢＩＯＳ、デバイス・ド
ライバ、あるいはアプリケーション・プログラムなどを実行する。本実施の形態は、現時
点においては、ウィンドウズ（登録商標）ＮＴ、２０００、ＸＰのいずれかに適用され、
９８以前のウィンドウズ（登録商標）には適用されない。本実施の形態にかかるＣＰＵ１
１は、ＳＭＩ（System Management Interrupt）入力ピン（ＳＭＩ＃）がアサートされる
ことによって、システム管理用の動作モードであるＳＭＭ（System Management Mode）で
動作することが可能である。ＳＭＭでは、特別に割り当てられたメモリ空間において、米
国インテル社製のＣＰＵに存在する割り込み制御ハンドラであるＳＭＩハンドラが実行さ
れる。ＳＭＭは主にサスペンド、レジューム、電源管理およびセキュリティ関連の操作な
どに利用される特権実行モードである。
【００２４】
　ＣＰＵ１１は、システム・バスとしてのＦＳＢ(Front Side Bus)１３、ＣＰＵ１１と周
辺機器との間の通信を行うためのＰＣＩ(Peripheral Component Interconnect)バス１５
、ＩＳＡバスに代わるインターフェイスであるＬＰＣ(Low Pin Count)バス１７という３
段階のバスを介して各デバイスに接続されて信号の送受を行っている。ＦＳＢ１３とＰＣ
Ｉバス１５は、メモリ／ＰＣＩチップと呼ばれるＣＰＵブリッジ１９によって連絡されて
いる。ＣＰＵブリッジ１９は、メイン・メモリ２１へのアクセス動作を制御するためのメ
モリ・コントローラ機能や、ＦＳＢ１３とＰＣＩバス１５との間のデータ転送速度の差を
吸収するためのデータ・バッファ機能などを含んだ構成となっている。メイン・メモリ２
１は、ＣＰＵ１１が実行するプログラムの読み込み領域、処理データを書き込む作業領域
として利用される書き込み可能メモリである。同時にメイン・メモリ２１はＳＭＭで動作
するＣＰＵ１１が独占的に使用できるＳＭＲＡＭ（System Management RAM）としての領
域を含む。ビデオ・カード２３は、ビデオ・チップ（図示せず）およびＶＲＡＭ（図示せ
ず）を有し、ＣＰＵ２１からの描画命令を受けて描画すべきイメージを生成しＶＲＡＭに
書き込み、ＶＲＡＭから読み出されたイメージを描画データとしてディスプレイ２５に送
る。
【００２５】
　ＰＣＩバス１５には、Ｉ／Ｏブリッジ２７、ＣａｒｄＢｕｓコントローラ２９、ｍｉｎ
ｉＰＣＩスロット３３、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）コントローラ３５がそれぞれ接続
されている。ＣａｒｄＢｕｓコントローラ２９は、ＰＣＩバス１５とＰＣカード（図示せ
ず）とのデータ転送を制御するコントローラである。ＣａｒｄＢｕｓコントローラ２９に
はＣａｒｄＢｕｓスロット３１が接続され、ＣａｒｄＢｕｓスロット３１にはＰＣカード
（図示せず）が装着される。ｍｉｎｉＰＣＩスロット３３には、例えば無線ＬＡＮモジュ
ールが内蔵されたｍｉｎｉＰＣＩカード（図示せず）が装着される。Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（
登録商標）コントローラ３５は、ＰＣ１０を有線ＬＡＮに接続するためのコントローラで
ある。
【００２６】
　Ｉ／Ｏブリッジ２７は、ＰＣＩバス１５とＬＰＣバス１７とのブリッジ機能を備えてい
る。また、Ｉ／Ｏブリッジ２７は、ＩＤＥ(Integrated Device Electronics)インターフ
ェイス機能を備えており、ハード・ディスク・ドライブ(ＨＤＤ)３９および光学ドライブ
４１（ＣＤドライブ，ＤＶＤドライブ等）が接続される。また、Ｉ／Ｏブリッジ２７には
ＵＳＢコネクタ３７が接続されている。ＵＳＢコネクタ３７にはＵＳＢに対応した各種周
辺機器（図示せず）が接続される。ＬＰＣバス１７には、エンベデッド・コントローラ４
３、ＢＩＯＳフラッシュＲＯＭ４７、ＴＰＭ（Trusted Platform Module）５７、Ｉ／Ｏ
コントローラ５１が接続されている。Ｉ／Ｏコントローラ５１にはＩ／Ｏコネクタ５３を
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介してキーボード５５を初めとする入出力機器（図示せず）が接続されている。ＢＩＯＳ
フラッシュＲＯＭ４７およびＴＰＭ（Trusted Platform Module）５７については後述す
る。
【００２７】
　エンベデッド・コントローラ４３は、８～１６ビットのＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどで
構成されたマイクロ・コンピュータであり、さらに複数チャネルのＡ／Ｄ入力端子、Ｄ／
Ａ出力端子、およびデジタル入出力端子を備えている。エンベデッド・コントローラ４３
には、それらの入出力端子を介して冷却ファン（図示せず）、温度センサ（図示せず）お
よび電源装置４５などが接続されており、ＰＣ内部の動作環境の管理にかかるプログラム
をＣＰＵ１１とは独立して動作させることができる。
【００２８】
　なお、図１は本実施の形態を説明するために、本実施の形態に関連する主要なハードウ
ェアの構成および接続関係を簡素化して記載したに過ぎないものである。ここまでの説明
で言及した以外にも、ＰＣ１０を構成するには多くのデバイスが使われる。しかしそれら
は当業者には周知であるので、ここでは詳しく言及しない。もちろん、図で記載した複数
のブロックを１個の集積回路もしくは装置としたり、逆に１個のブロックを複数の集積回
路もしくは装置に分割して構成したりすることも、当業者が任意に選択することができる
範囲においては本発明の範囲に含まれる。
【００２９】
　図２は、本発明の実施の形態にかかるＰＣ１０のセキュリティを強化するモジュールで
あるＴＰＭ（Trusted Platform Module）５７の内部構成を示す図である。ＴＰＭ５７は
、ＴＣＧ（Trusted Computing Group）によって策定された仕様書に基づいて製造されて
ＰＣに搭載される。ＴＰＭ５７は、Ｉ／Ｏ１０１を介して、ＬＰＣバス１７とのデータの
交換を行う。不揮発性ＲＡＭ１０３には、プラットフォームおよびユーザの認証に使用さ
れる鍵などが記憶され、本実施の形態では後述するソルト値データベースもここに記憶さ
れる。ＰＣＲ（Platform Configuration Resister）１０５は、プラットフォーム状態情
報（ソフトウェアの計測値）を保持するレジスタである。ＡＩＫ（Attestation Identity
 Key、認証識別キー）１０７はプラットフォーム認証に利用され、ＴＰＭ５７内部のデー
タにデジタル署名を付加するために利用される。
【００３０】
　プラットフォームおよびユーザの認証などに使用される各種プログラムは、ＲＯＭ１０
９に記憶され、プロセッサおよび揮発性ＲＡＭを含む実行エンジン１１１で実行される。
ＴＰＭ５７は他に、乱数を発生する乱数発生器１１３、暗号化に使われる一方向性関数で
ある暗号技術的ハッシュ関数（cryptographic hash function）を実行するハッシュ関数
エンジン１１５、暗号鍵生成器１１７で生成された暗号鍵に電子的に署名するＰＫＩエン
ジン１１９、意図されない場所でＰＣ１０が使われることを防止するＯｐｔ－Ｉｎ１２１
も備える。本実施の形態では、後述するパスワード管理用プログラムもＲＯＭ１０９に記
憶される。また、不揮発性ＲＡＭ１０３に記憶された内容は、実行エンジン１１１からの
み参照でき、ＣＰＵ１１から直接アクセスされることはない。
【００３１】
　図３は、ＴＳＳ（TCG Software Stack）の概念図である。ＴＰＭ５７はハードウェアと
してＰＣ１０と関連づけられ、ＰＣ１０の中でハードウェア的に信頼できる環境を構築す
ると同時に、ドライバを介してアプリケーション・ソフトウェアからＴＰＭ５７の機能を
使用することも可能である。アプリケーション・ソフトウェアがＴＰＭ５７を使用するた
めのソフトウェア・スタックとして、ＴＳＳがＴＣＧによって定義されている。ソフトウ
ェア・アプリケーション層２０１、ソフトウェア・インフラストラクチャ（ミドルウェア
）層２０３、ハードウェア層２０５という３つの階層を定義すると、ハードウェア層２０
５に属するＴＰＭ５７は、ＢＩＯＳフラッシュＲＯＭ４７に記憶されてＰＣ１０の電源を
入れると最初に起動するＢｏｏｔ　ＢＩＯＳ２０７から直接操作されることができる。ま
た、やはりＢＩＯＳフラッシュＲＯＭ４７に記憶されてシステムの設定を行うＰＣ　ＢＩ
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ＯＳ２０９から、ＴＰＭ／ＴＳＳ　ＢＩＯＳ　ＡＰＩ２１１を介して操作されることもで
きる。
【００３２】
　ウィンドウズ（登録商標）に対しては、ソフトウェア・インフラストラクチャ層２０３
に、ＴＰＭ５７に対応したデバイス・ドライバ２１３、デバイス・ドライバ２１３を利用
するためのライブラリ２１５が提供される。同時に、デバイス・ドライバ２１３およびラ
イブラリ２１５の上で動作するアプリケーションであり、インターネット・エクスプロー
ラ（登録商標）およびＯｕｔｌｏｏｋ（登録商標）などのような一般的なアプリケーショ
ン・ソフトウェア２２９にユーザ認証、暗号化、電子証明書の保護などの機能を提供する
クライアント・セキュリティ・ソリューション２１７も提供される。クライアント・セキ
ュリティ・ソリューション２１７は、標準的なソフトウェア・スタックであるＴＳＳ２１
９、ＴＰＭの設定などを行う管理ツール２２１、および暗号の標準ＡＰＩであるマイクロ
ソフト社のＣｒｙｐｔｏ　ＡＰＩ２２３、ＲＳＡセキュリティ社のＰＫＣＳ＃１１　２２
７、その他のＣＳＰ（Crypto Service Provider）２２７などが含まれる。アプリケーシ
ョン・ソフトウェア２２９は、それらのＡＰＩを利用することにより、ユーザ認証および
暗号化にかかる処理をＴＰＭ５７に渡して実行させることができる。もちろんこれらの処
理はプラットフォームおよびユーザが正しく認証された状態で行われるので、ＰＣ１０で
本来動作するウィンドウズ（登録商標）とは別のＯＳを起動しても、これらの処理を実行
することはできない。
【００３３】
　図４は、本実施の形態におけるユーザのログオンの仕組みを示す概念図である。ＰＣ１
０の電源を投入すると、まずＢＩＯＳフラッシュＲＯＭ４７に記憶されたＢｏｏｔ　ＢＩ
ＯＳ２０７およびＰＣ　ＢＩＯＳ２０９がＣＰＵ１１に読み出されて実行され、ＰＣ１０
に搭載されたハードウェアのセルフテストおよび初期設定が行われる。その後でＨＤＤ３
９にインストールされたウィンドウズ（登録商標）がＣＰＵ１１に読み出されて実行され
る。ウィンドウズ（登録商標）が起動されると、ウィンドウズ（登録商標）で通常作業を
行なっている時に表示される画面であるアプリケーション・デスクトップ３０１、スクリ
ーン・セーバーを表示するスクリーン・セーバー・デスクトップ３０３、およびログオン
画面の表示を行うＷｉｎＬｏｇｏｎデスクトップ３０５の３つのデスクトップ画面が作成
される。ＷｉｎＬｏｇｏｎ３０７は、それらの中からＷｉｎＬｏｇｏｎデスクトップ３０
５をディスプレイ２５に表示する。
【００３４】
　ＷｉｎＬｏｇｏｎデスクトップ３０５上には、ユーザＩＤおよび認証パスワード（以後
、単にパスワードという。）の入力のダイアログ３０９がプライベートＧＩＮＡ３１１に
よって表示される。プライベートＧＩＮＡ３１１は、本実施の形態のためにカスタマイズ
され、ウィンドウズ（登録商標）のコンポーネントとして登録されたＧＩＮＡである。ダ
イアログ３０９で、ユーザがキーボード５５を介してユーザＩＤおよびパスワードを入力
すると、入力されたユーザＩＤおよびパスワードはプライベートＧＩＮＡ３１１から、Ｔ
ＳＳ２１９およびデバイス・ドライバ２１３を介してＴＰＭ５７内の実行エンジン１１１
に渡される。実行エンジン１１１では、ＲＯＭ１０９から読み出されたパスワード管理用
プログラムによって後述する処理が実行される。さらにプライベートＧＩＮＡ３１１は、
ＡＳＣＩＩコードからＵＮＩＣＯＤＥへ文字列を変換するための変換テーブル３１６も備
える。変換テーブル３１６は、ＵＮＩＣＯＤＥの文字配列テーブルを含む。
【００３５】
　図５は、ＴＰＭ５７内の不揮発性ＲＡＭ１０３に記憶されたソルト値データベース３１
５のデータ構成を示す図である。ユーザＩＤ３５１に対応するソルト値３５５が保存され
ている。図６は、本実施の形態におけるパスワードの登録時の動作を表すフローチャート
である。あるユーザが正常にログオンしている状態で、パスワードの変更の処理が呼び出
されると（ブロック４０１）、ＷｉｎＬｏｇｏｎ３０７がディスプレイ２５に表示する画
面をＷｉｎＬｏｇｏｎデスクトップ３０５に切り替え、プライベートＧＩＮＡ３１１が該
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デスクトップ画面上に、変更後のパスワードを入力するためのダイアログ３０９を表示す
る（ブロック４０３）。ユーザがダイアログ３０９に対して変更後のパスワードをＡＳＣ
ＩＩコードである半角英数文字で入力すると（ブロック４０５）、プライベートＧＩＮＡ
３１１はＴＰＭ５７を呼び出し、ログオン中のユーザのユーザＩＤをＴＰＭ５７に渡す（
ブロック４０７）。
【００３６】
　ユーザＩＤを受け取ったＴＰＭ５７は、ＴＰＭ５７内部のＲＯＭ１０９に記憶されたパ
スワード管理用プログラムを実行エンジン１１１に呼び出し（ブロック４０９）、乱数発
生器１１３で乱数を生成し（ブロック４１１）、生成された乱数をソルト値とする。ユー
ザＩＤおよびそれに対応するソルト値が、ＴＰＭ５７内部の不揮発性ＲＡＭ１０３にソル
ト値データベース３１５として保存される（ブロック４１３）。ソルト値がプライベート
ＧＩＮＡ３１１に渡される。ここまでの段階で、パスワードはＡＳＣＩＩコードで記述さ
れた半角英数文字である。そこで、プライベートＧＩＮＡ３１１がパスワードをＵＮＩＣ
ＯＤＥデータにフォーマット変換（ブロック４１５）する。ＵＮＩＣＯＤＥは２ないし４
バイトで構成され、１バイトのＡＳＣＩＩコードに比べて桁数が多い分だけ辞書攻撃に対
する耐性が強化されたことになる。さらにＵＮＩＣＯＤＥデータはＴＰＭ５７から渡され
たソルト値を使用してソルティングされ、ＵＮＩＣＯＤＥ文字だけで構成されたパスワー
ドが生成する（ブロック４１６）。ＵＮＩＣＯＤＥデータをソルティングしたデータは、
必ずしもＵＮＩＣＯＤＥの文字だけで構成されるとは限らないので、これを全てＵＮＩＣ
ＯＤＥの文字だけで構成されるように再フォーマット変換を行う（ブロック４１７）。フ
ォーマット変換、ソルティング、および再フォーマット変換の手法は次に述べる。
【００３７】
　図７は、本実施の形態におけるパスワードのソルティングについて示す概念図である。
パスワードのソルティングは、パスワードとソルト値とを特定の関数に入力することによ
って行う。たとえば（入力パスワード）ＸＯＲ（ソルト値）＝（ソルティング済パスワー
ド）などのような単純な論理関数を使用してもよい。ＸＯＲを使用する場合、ソルト値は
入力パスワードと同じ桁数である必要がある。あるいは、暗号技術的ハッシュ関数などの
ような一方向性関数を使用してもよい。ＡＳＣＩＩコードで記述された半角英数文字によ
るパスワードをＵＮＩＣＯＤＥデータに変換すると、ビット数が倍になる。たとえばソル
ティングする前のパスワードを半角英数文字の「abc」とすると、この文字列はＡＳＣＩ
Ｉコードでは図７の（Ａ）に示すように「61 62 63」で表現されるのに対し、ＵＮＩＣＯ
ＤＥでは図７の（Ｂ）に示すように「0061 0062 0063」と表現される。
【００３８】
　図７の（Ｂ）に示したＵＮＩＣＯＤＥデータにフォーマット変換されたパスワードに対
して、ＴＰＭ５７から渡された同じ桁数のソルト値を図７の（Ｃ）に示すようにたとえば
「1234 5678 9ABC」とすると、（パスワード）ＸＯＲ（ソルト値）＝（ソルティング済パ
スワード）によって得られるソルティング済パスワードは図７の（Ｄ）に示すように「12
55 561A 9ADF」となる。これを、変換テーブル３１６を利用してＵＮＩＣＯＤＥの文字配
列（ＵＴＦ－１６）に当てはめると、「1255」「561A」「9ADF」はいずれもＵＮＩＣＯＤ
Ｅの文字配列に存在する文字となる。しかし、「1255」はエチオピア語の音節を表す文字
（Ethiopic Syllable QHE)、「561A」および「9ADF」は主に中国語で使われる漢字（CJK 
Unified Ideographs）である。つまり、異なる言語の文字が混在する意味のない文字列と
なるので、特に辞書攻撃に使用される使用頻度順の辞書にはこのような文字列が載ること
はない。従って、図７の（Ｄ）に示すようなソルティング済のパスワードを、辞書攻撃に
よって割り出すことは極めて困難である。
【００３９】
　ソルティングされたＵＮＩＣＯＤＥデータの中に、変換テーブル３１６に含まれるＵＮ
ＩＣＯＤＥの文字配列テーブルに存在しない文字が含まれたら、これを全てＵＮＩＣＯＤ
Ｅの文字配列テーブルに存在する文字だけで構成されるように再フォーマット変換を行う
。具体的には、ＵＮＩＣＯＤＥの文字配列テーブルに存在しない文字のコード番号を一つ
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ずつ増大させたり減少させたりして、ＵＮＩＣＯＤＥの文字配列テーブルに存在するいず
れかのコード番号の文字で置き換える。たとえば、図７の（Ｅ）に示すように、コード番
号「037F」に対応する文字はＵＮＩＣＯＤＥの文字配列テーブルの中には存在しないが、
この場合はコード番号を一つずつ加算して、初めてＵＮＩＣＯＤＥの文字配列テーブルに
存在する文字に該当したときのコード番号である「0384」（ギリシャ語のTONOSと呼ばれ
る記号）に置き換えることができる。これとは逆にコード番号を一つずつ減算してゆく方
法や、加算方向および減算方向において文字配列テーブルに存在しない文字のコード番号
に最も近い文字配列テーブル上のコード番号の文字に置き換える方法を採用してもよい。
【００４０】
　図４および図６に戻って、ここまでの処理でユーザＩＤとソルティングされたＵＮＩＣ
ＯＤＥデータとが、プライベートＧＩＮＡ３１１からLsaLogonUserを介してＬＳＡ３１７
に渡される。LsaLogonUserが受け付けるパスワードはＵＮＩＣＯＤＥデータで記述された
ものであることがマイクロソフト社の仕様によって定められているが、前述のようにＵＮ
ＩＣＯＤＥデータがソルティングされたデータはすべてＵＮＩＣＯＤＥ上で実在する文字
で構成されるので、問題なくＬＳＡ３１７に入力することができる。ＬＳＡ３１７は、ロ
ーカル コンピュータ上のユーザのパスワード変更処理を開始し（ブロック４１９）、ソ
ルティングされたＵＮＩＣＯＤＥデータのパスワードをハッシュし、ユーザＩＤおよびハ
ッシュされた変更後のパスワードをＡＰ３１９に渡す（ブロック４２１）。ＡＰ３１９は
、ＬＳＡから受け取ったユーザＩＤおよび変更後のパスワードをＳＡＭ３２１を介してデ
ータベース３２３に記録する（ブロック４２３）。変更後のパスワードの記録が完了すれ
ば（ブロック４２５）、ＷｉｎＬｏｇｏｎ３０７はディスプレイ２５に表示されるデスク
トップ画面をＷｉｎＬｏｇｏｎデスクトップ３０５からアプリケーション・デスクトップ
画面３０１に切り替える。
【００４１】
　図８は、本実施の形態におけるユーザの認証時の動作を表すフローチャートである。Ｐ
Ｃ１０の電源を投入し（ブロック５０１）、ウィンドウズ（登録商標）が起動すると（ブ
ロック５０３）、ＷｉｎＬｏｇｏｎ３０７がディスプレイ２５にＷｉｎＬｏｇｏｎデスク
トップ３０５画面を表示し、プライベートＧＩＮＡ３１１が該デスクトップ画面上にユー
ザＩＤおよびパスワードの入力のダイアログ３０９を表示する（ブロック５０５）。ユー
ザがダイアログ３０９に対してユーザＩＤおよびパスワードをＡＳＣＩＩコードである半
角英数文字で入力すると（ブロック５０７）、プライベートＧＩＮＡ３１１はＴＰＭ５７
を呼び出し、入力されたユーザＩＤをＴＰＭ５７に渡す（ブロック５０９）。
【００４２】
　ユーザＩＤを受け取ったＴＰＭ５７は、ＴＰＭ５７内部のＲＯＭ１０９に記憶されたパ
スワード管理用プログラムを実行エンジン１１１に呼び出し（ブロック５１１）、ソルト
値データベース３１５から入力されたユーザＩＤに対応するソルト値を呼び出す（ブロッ
ク５１３）。呼び出されたソルト値はプライベートＧＩＮＡ３１１に渡される。そこで、
プライベートＧＩＮＡ３１１がパスワードをＵＮＩＣＯＤＥデータにフォーマット変換し
（ブロック５１５）、ＴＰＭ５７から渡されたソルト値を使用してソルティングし（ブロ
ック５１６）、さらにソルティングされたデータを全てＵＮＩＣＯＤＥの文字だけで構成
されるように再フォーマット変換を行う（ブロック５１７）。フォーマット変換、ソルテ
ィング、および再フォーマット変換の手法は、図６および図７で説明したパスワードの登
録の場合と同一であるので、説明を省略する。
【００４３】
　以上の処理で、ユーザＩＤとソルティングされたＵＮＩＣＯＤＥデータから生成された
ＵＮＩＣＯＤＥのパスワードとが、プライベートＧＩＮＡ３１１からLsaLogonUserを介し
てＬＳＡ３１７に渡される。ＬＳＡは、ローカル コンピュータ上のユーザのパスワード
変更処理を開始し（ブロック５１９）、パスワードをハッシュする。ユーザＩＤおよびハ
ッシュされた変更後のパスワードは、ＬＳＡ３１７からＡＰ３１９に渡される（ブロック
５２１）。ＡＰ３１９は、ＬＳＡから受け取ったユーザＩＤに対応するパスワードをＳＡ
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Ｍ３２１を介してデータベース３２３の中から検索し、呼び出す（ブロック５２３）。Ａ
Ｐ３１９は、ＬＳＡから受け取ったパスワードと、データベース３２３から呼び出したパ
スワードとを比較し（ブロック５２５）、両者が一致すれば正当なユーザであると判断し
て、ユーザの認証を完了する（ブロック５２７）。ＷｉｎＬｏｇｏｎ３０７はディスプレ
イ２５に表示されるデスクトップ画面をＷｉｎＬｏｇｏｎデスクトップ３０５からアプリ
ケーション・デスクトップ画面３０１に切り替える。ブロック５２５で比較されたパスワ
ードが一致しなければ、ブロック５０７のユーザＩＤおよびパスワードの入力からやり直
しとなる。
【００４４】
　以上の説明からわかるように、本実施の形態ではウィンドウズ（登録商標）のユーザの
ログオンにかかる処理は、ＧＩＮＡをカスタマイズしてプライベートＧＩＮＡ３１１とし
て構成する点を除いては変更されていない。また、ＴＰＭ５７を利用することにより、パ
スワードのソルティングに必要なソルト値を攻撃者に取得できないようにすることができ
る。そして、これによってデータベース３２３に記憶されるパスワードは、前述のように
辞書攻撃によって割り出されにくいものとなる。もちろん、ユーザが入力するパスワード
は、ＡＳＣＩＩコードで記述された半角英数文字による従来のもののままでよい。
【００４５】
　図９は、本発明の第２の実施の形態にかかるＰＣ１０’のシステム構成を示す概略ブロ
ック図である。ＰＣ１０’の構成は、第１の実施の形態にかかるＰＣ１０と比べて、相違
点は１箇所だけである。それは、ＰＣ１０に装備されていたＴＰＭ５７が存在しておらず
、ＰＣ１０になかったＮＶＲＡＭ４９がＬＰＣバス１７に接続されている点である。ＮＶ
ＲＡＭ４９は、ＰＣ１０の電源を切っても消失しないようにバッテリーでバックアップさ
れた不揮発性（Non-Volatile）ＲＡＭであるが、詳しくは後述する。この点以外のブロッ
クについては、ＰＣ１０’の構成はＰＣ１０と同一であるので、参照番号も同一として、
説明を省略する。
【００４６】
　図１０は、本発明の第２の実施の形態でＢＩＯＳフラッシュＲＯＭ４７、ＮＶＲＡＭ４
９、およびメイン・メモリ２１の内部構成について示す図である。図１０（Ａ）に示すＢ
ＩＯＳフラッシュＲＯＭ４７は、不揮発性で記憶内容を電気的に書き替え可能なメモリで
あり、システムの起動および管理に使われる基本プログラムであるシステムＢＩＯＳ（SS
O Shell Bios）６０１、電源および温度などの動作環境を管理するソフトウェアである各
種ユーティリティ６０３、ＰＣ１０の起動時にハードウェアのテストを行うソフトウェア
であるＰＯＳＴ（Power-On Self Test）６０５、本発明にかかるパスワード強化システム
６０７、乱数を発生する乱数発生器６０９，ＣＰＵ１１をＳＭＭで動作させるＳＭＩハン
ドラ６１１、ＨＤＤ３９にアクセスするＩＮＴ１３Ｈハンドラ６１３などが記憶されてい
る。乱数発生器６０９は、ソフトウェアとして実装されても、ハードウェアとして実装さ
れてもよい。
【００４７】
　図１０（Ｂ）に示すＮＶＲＡＭ４９は、ＰＣ１０の電源を切っても消失しないように電
池でバックアップされたＲＡＭである。また、ＮＶＲＡＭ４９はリード／ライト保護が可
能である。リード／ライト保護された状態では、ＮＶＲＡＭ４９は外部からの読み書きが
不可能である。ＮＶＲＡＭ４９は、ＰＣ１０のデバイス・コントローラの設定情報６１５
、および各ユーザのソルト値データ６１７を記憶している。設定情報６１５の内容として
は、主にディスク装置の起動順序やドライブ番号、各周辺機器の接続方法やデータ転送に
関するパラメータなどがある。ソルト値データ６１７は、図５で説明した第１の実施の形
態と同じく、ユーザＩＤ３５１に対応するパスワード３５３、ソルト値３５５が保存され
ている。また、このソルト値データ６１７はシステムＢＩＯＳ６０１からのみアクセスが
可能であり、ウィンドウズ（登録商標）およびその他のＯＳから記憶された内容を参照す
ることは不可能である。ソルト値データ６１７の記憶域には、ユーザが入力したユーザＩ
Ｄとパスワード、および当該ユーザに対応するソルト値とを一時的に記憶する一時記憶域
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６１８を含む。
【００４８】
　図１０（Ｃ）に示すメイン・メモリ２１には、ＰＣシステムの通常の動作で使用される
ユーザ領域６２１の他に、ＳＭＲＡＭ（System Management RAM）６１９としての領域が
確保されている。システムＢＩＯＳ６０１からＳＭＩハンドラ６１１が呼び出されること
によってＣＰＵ１１がＳＭＭに入ると、ＣＰＵ１１はシングル・タスクでの動作となり、
すべての割り込みは無効とされる。さらに、ＳＭＲＡＭ領域６１９はＳＭＭで動作するＣ
ＰＵ１１のみが独占的に使用可能となる。従って、ＣＰＵ１１がＳＭＭで動作している間
、システムＢＩＯＳ６０１の制御下で動作している単一のタスク以外のプログラムが動作
することもなく、また当該プログラム以外のプロセスからＳＭＲＡＭ領域６１９にアクセ
スされることもない。
【００４９】
　図１１は、本実施の形態におけるユーザのログオンの仕組みを示す概念図である。ＰＣ
１０の電源を投入すると、まずＢＩＯＳフラッシュＲＯＭ４７に記憶されたシステムＢＩ
ＯＳ６０１がＣＰＵ１１に読み出されて実行され、ＰＣ１０に搭載されたハードウェアの
セルフテストおよび初期設定が行われる。その後で、システムＢＩＯＳ６０１による制御
のままで、ユーザＩＤおよびパスワードの入力のプロンプト７０１がパスワード強化シス
テム６０７によって表示される。入力されたユーザＩＤ７０３およびパスワード７０５は
、ソルト値データ６１７の記憶域の一時記憶域６１８に記憶される。さらに、該ユーザＩ
Ｄおよびパスワードに対して、後述する処理がパスワード強化システム６０７によって実
行され、その結果として得られたソルト値７０７（詳細は後述）も一時記憶域６１８に記
憶される。
【００５０】
　システムＢＩＯＳ６０１による制御が完了したら、ＨＤＤ３９にインストールされたウ
ィンドウズ（登録商標）がＣＰＵ１１に読み出されて実行される。ウィンドウズ（登録商
標）が起動されると、ウィンドウズ（登録商標）で通常作業を行なっている時に表示され
る画面であるアプリケーション・デスクトップ３０１、スクリーン・セーバーを表示する
スクリーン・セーバー・デスクトップ３０３、ログオン画面の表示を行うＷｉｎＬｏｇｏ
ｎデスクトップ３０５、以上３つのデスクトップ画面が作成される。ＷｉｎＬｏｇｏｎ３
０７は、それらの中からＷｉｎＬｏｇｏｎデスクトップ３０５をディスプレイ２５に表示
する。ＷｉｎＬｏｇｏｎデスクトップ３０５上には、ログオン中の表示のダイアログ３０
９’がプライベートＧＩＮＡ３１１’によって表示される。プライベートＧＩＮＡ３１１
’は、本実施の形態のためにカスタマイズされ、ウィンドウズ（登録商標）のコンポーネ
ントとして登録されたＧＩＮＡである。その間にプライベートＧＩＮＡ３１１’は、物理
メモリレジスタ・ドライバ７０９を介して一時記憶域６１８に記憶されたユーザＩＤ、パ
スワードおよびソルト値を読み出し、ログオンにかかる以後の処理を行う。
【００５１】
　物理メモリレジスタ・ドライバ７０９は、システムＢＩＯＳ６０１とウィンドウズ（登
録商標）の間で情報交換を行うモジュールであり、ウィンドウズ（登録商標）のシステム
・ファイル内にカーネルモード・ドライバとしてインストールされる。ウィンドウズ（登
録商標）が管理しているメイン・メモリ２１の論理アドレスをシステムＢＩＯＳ６０１で
解釈することは不可能であるが、物理メモリレジスタ・ドライバ７０９はメイン・メモリ
２１上の特定の物理アドレスをキープし、ＳＭＩハンドラ６１１を呼び出し、Ｉ／Ｏ命令
を使用してＣＰＵ１１のレジスタ経由でＳＭＩを発行することにより、ＣＰＵ１１のレジ
スタで指定される該物理アドレスをシステムＢＩＯＳ６０１に伝達することができる。制
御を得たシステムＢＩＯＳ６０１は、伝達された該物理アドレスに、要求されたデータを
格納してからＣＰＵ１１のＳＭＭでの動作を終了する。これによって、ウィンドウズ（登
録商標）に当該データを渡すことができる。ここでいうメイン・メモリ２１の物理アドレ
スは、ＳＭＲＡＭ６１９領域内であっても、ユーザ領域６２１内であってもよい。なお、
ここで説明した以外のブロックは、図４で説明した第１の実施の形態と同一であるので、
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参照番号も同一とし、説明を省略する。
【００５２】
　図１２は、本実施の形態におけるパスワードの登録時の動作を表すフローチャートであ
る。あるユーザが正常にログオンしている状態で、パスワードの変更の処理が呼び出され
ると（ブロック８０１）、ＷｉｎＬｏｇｏｎ３０７がディスプレイ２５に表示する画面を
ＷｉｎＬｏｇｏｎデスクトップ３０５に切り替え、プライベートＧＩＮＡ３１１’が該デ
スクトップ画面上にユーザの変更後のパスワードの入力のダイアログ３０９を表示する（
ブロック８０３）。ユーザがダイアログ３０９に対して変更後のパスワードを半角英数文
字で入力すると（ブロック８０５）、プライベートＧＩＮＡ３１１’はＳＭＩハンドラ６
１１を呼び出し、ＣＰＵ１１をＳＭＭで動作させる。ログオン中のユーザのユーザＩＤは
、一時記憶域６１８に記憶される（ブロック８０７）。
【００５３】
　ＳＭＭに入り、システムＢＩＯＳ６０１の制御で動作するＣＰＵ１１は、ＢＩＯＳフラ
ッシュＲＯＭ４７に記憶されたパスワード強化システム６０７を呼び出す（ブロック８０
９）。パスワード強化システム６０７は、ユーザＩＤをＳＭＲＡＭ６１９から受け取り、
乱数発生器６０９で乱数を生成し（ブロック８１１）、生成された乱数をソルト値とする
。ユーザＩＤおよびそれに対応するソルト値が、ＮＶＲＡＭ４９にソルト値データ６１７
として保存される（ブロック８１３）。変更後のパスワードとソルト値は一時記憶域６１
８に記憶され（ブロック８１４）、ＣＰＵ１１のＳＭＭでの動作は終了する。再びウィン
ドウズ（登録商標）の制御でプライベートＧＩＮＡ３１１’がパスワードをＵＮＩＣＯＤ
Ｅデータにフォーマット変換し（ブロック８１５）、物理メモリレジスタ・ドライバ７０
９を介して一時記憶域６１８にソルト値を照会して受け取る（ブロック８１６）。そこで
、プライベートＧＩＮＡ３１１が一時記憶域６１８に照会して受け取ったソルト値を使用
してパスワードをソルティングし（ブロック８１７）、さらにソルティングされたデータ
を全てＵＮＩＣＯＤＥの文字だけで構成されるように再フォーマット変換を行う（ブロッ
ク８１８）。フォーマット変換、ソルティング、および再フォーマット変換の手法は、図
６および図７で説明した説明した第１の実施の形態と同一であるので、説明を省略する。
【００５４】
　以上の処理で、ユーザＩＤとソルティングされたＵＮＩＣＯＤＥデータから生成された
ＵＮＩＣＯＤＥのパスワードとが、プライベートＧＩＮＡ３１１’からLsaLogonUserを介
してＬＳＡ３１７に渡される。以後は図６で説明した第１の実施の形態と同様に、ＬＳＡ
３１７は、ローカル コンピュータ上のユーザのパスワード変更処理を開始し（ブロック
８１９）し、パスワードをハッシュし、ユーザＩＤおよびハッシュされた変更後のパスワ
ードをＡＰ３１９に渡す（ブロック８２１）。ＡＰ３１９は、ＬＳＡから受け取ったユー
ザＩＤおよび変更後のパスワードをＳＡＭ３２１を介してデータベース３２３に記録する
（ブロック８２３）。変更後のパスワードの記録が完了すれば（ブロック８２５）、Ｗｉ
ｎＬｏｇｏｎ３０７はディスプレイ２５に表示されるデスクトップ画面をＷｉｎＬｏｇｏ
ｎデスクトップ３０５からアプリケーション・デスクトップ画面３０１に切り替える。
【００５５】
　図１３は、本実施の形態におけるユーザの認証時の動作を表すフローチャートである。
ＰＣ１０の電源を投入すると（ブロック９０１）、ウィンドウズ（登録商標）が起動され
る前にシステムＢＩＯＳ６０１の制御で、ＢＩＯＳフラッシュＲＯＭ４７に記憶されたパ
スワード強化システム６０７が実行され（ブロック９０３）、ユーザＩＤおよびパスワー
ドの入力のプロンプト７０１が表示される（ブロック９０５）。ユーザがプロンプト７０
１に対してユーザＩＤおよびパスワードを半角英数文字で入力すると（ブロック９０７）
、パスワード強化システム６０７がソルト値データ６１７から入力されたユーザＩＤに対
応するソルト値を呼び出す（ブロック９０９）。入力されたユーザＩＤ、パスワード、お
よびソルト値は、ソルト値データ６１７の記憶域の一時記憶域６１８に記憶される（ブロ
ック９１１）。
【００５６】
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　ＨＤＤ３９にインストールされたウィンドウズ（登録商標）がＣＰＵ１１に読み出され
て起動されると（ブロック９１３）、ＷｉｎＬｏｇｏｎ３０７がディスプレイ２５にＷｉ
ｎＬｏｇｏｎデスクトップ３０５画面を表示し、プライベートＧＩＮＡ３１１’が該デス
クトップ画面上にログオン中の表示のダイアログ３０９’を表示する（ブロック９１５）
。その間にプライベートＧＩＮＡ３１１’は、物理メモリレジスタ・ドライバ７０９を介
して一時記憶域６１８に記憶されたユーザＩＤ、パスワードおよびソルト値を照会して読
み出す（ブロック９１６）。この段階でパスワードは、ＡＳＣＩＩコードで記述された半
角英数文字である。ユーザＩＤ、パスワード、およびソルト値を受け取ったプライベート
ＧＩＮＡ３１１’は、パスワードをＵＮＩＣＯＤＥデータにフォーマット変換し（ブロッ
ク９１７）、さらに受け取ったソルト値を使用してＵＮＩＣＯＤＥデータをソルティング
し（ブロック９１８）、さらにソルティングされたデータを全てＵＮＩＣＯＤＥの文字だ
けで構成されるように再フォーマット変換を行う（ブロック９１９）。フォーマット変換
、ソルティング、および再フォーマット変換の手法は、図６および図７で説明した第１の
実施の形態と同一であるので説明を省略する。
【００５７】
　以上の処理で、ユーザＩＤとソルティングされたＵＮＩＣＯＤＥデータから生成された
ＵＮＩＣＯＤＥのパスワードとが、プライベートＧＩＮＡ３１１’からLsaLogonUserを介
してＡＰ３１９に渡される。ＬＳＡは、ローカル コンピュータ上のユーザのパスワード
変更処理を開始し（ブロック９２１）、ソルティングされたＵＮＩＣＯＤＥのパスワード
をハッシュし、ユーザＩＤおよびハッシュされた変更後のパスワードをＡＰ３１９に渡す
（ブロック９２３）。ＡＰ３１９は、ＬＳＡから受け取ったユーザＩＤに対応するパスワ
ードをＳＡＭ３２１を介してデータベース３２３の中から検索し、呼び出す（ブロック９
２５）。ＡＰ３１９はＬＳＡから受け取ったパスワードと、データベース３２３から呼び
出されたパスワードとを比較し（ブロック９２７）、両者が一致すれば正当なユーザであ
ると判断して、ユーザの認証が正常に完了する（ブロック９２９）。ＷｉｎＬｏｇｏｎ３
０７はディスプレイ２５に表示されるデスクトップ画面をＷｉｎＬｏｇｏｎデスクトップ
３０５からアプリケーション・デスクトップ画面３０１に切り替える。ブロック５２５で
比較されたパスワードが一致しなければ、ＰＣ１０は強制終了され（ブロック９３１）、
ブロック９０１からやり直しとなる。
【００５８】
　以上の説明からわかるように、本実施の形態では、ＰＣ１０’が一般的に備えるＢＩＯ
ＳフラッシュＲＯＭ４７およびＮＶＲＡＭ４９を利用することにより、ＴＰＭ５７などの
ような特別なハードウェアを必要とせずに、パスワードのソルティングに必要なソルト値
を攻撃者に取得できないようにすることができる。ソフトウェアについても、ウィンドウ
ズ（登録商標）に対してＧＩＮＡをカスタマイズしてプライベートＧＩＮＡ３１１’とし
て構成し、物理メモリレジスタ・ドライバ７０９をインストールすることを除いては変更
する必要はない。もちろん、データベース３２３に記憶されるパスワードが辞書攻撃によ
って割り出されにくい点、そしてユーザが入力するパスワードは従来のままでよい点は、
第１の実施の形態と同じである。
【００５９】
　なお、ここまでで述べた第１および第２の実施の形態では、プライベートＧＩＮＡがＴ
ＰＭもしくはＢＩＯＳからソルト値を受け取ってパスワードのＵＮＩＣＯＤＥデータへの
フォーマット変換および変換されたＵＮＩＣＯＤＥデータのソルティング、およびソルテ
ィングされたＵＮＩＣＯＤＥデータからＵＮＩＣＯＤＥデータの生成を行っている。しか
し、ＴＰＭ内部もしくはシステムＢＩＯＳ上での処理でパスワードをソルティングするス
テップまでを行って、プライベートＧＩＮＡがソルティングされたＵＮＩＣＯＤＥデータ
のパスワードを受け取り、それ以後の処理を行うという実施の形態も考えられる。そして
、プライベートＧＩＮＡが、ソルティングされたＵＮＩＣＯＤＥデータがＵＮＩＣＯＤＥ
でない文字を含む場合には、図７で説明した方法でＵＮＩＣＯＤＥデータを生成する。
【００６０】
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　さらにＢＩＯＳからソルト値を受け取る第２の実施の形態では、パスワードをＰＣの起
動直後に起動されるシステムＢＩＯＳによって表示されるプロンプトから入力するのでは
なく、第１の実施の形態と同様にウィンドウズ（登録商標）が起動してからプライベート
ＧＩＮＡによって表示されるダイアログから入力するという実施の形態も考えられる。さ
らに、システムＢＩＯＳによって表示されるプロンプトと、プライベートＧＩＮＡによっ
て表示されるダイアログとで各々別個のパスワードを入力するという実施の形態も考えら
れる。
【００６１】
　これまで本発明について図面に示した特定の実施の形態をもって説明してきたが、本発
明は図面に示した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の効果を奏する限り、こ
れまで知られたいかなる構成であっても採用することができることは言うまでもないこと
である。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　ウィンドウズ（登録商標）をＯＳとするコンピュータに対して利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】第１の実施の形態にかかるＰＣの概略ブロック図である。
【図２】ＴＰＭ（Trusted Platform Module）の内部構成を示す図である。
【図３】ＴＳＳ（TCG Software Stack）の概念図である。
【図４】第１の実施の形態におけるユーザのログオンの仕組みを示す概念図である。
【図５】ソルト値データベースのデータ構成を示す図である。
【図６】第１の形態におけるパスワードの登録時の動作を表すフローチャートである。
【図７】パスワードのソルティングについて示す概念図である。
【図８】第１の形態におけるユーザの認証時の動作を表すフローチャートである。
【図９】第２の実施の形態にかかるＰＣの概略ブロック図である。
【図１０】第２の実施の形態でＢＩＯＳフラッシュＲＯＭ、ＮＶＲＡＭ、およびメイン・
メモリの内部構成について示す図である。
【図１１】第２の実施の形態におけるユーザのログオンの仕組みを示す概念図である。
【図１２】第２の形態におけるパスワードの登録時の動作を表すフローチャートである。
【図１３】第２の形態におけるユーザの認証時の動作を表すフローチャートである。
【図１４】従来のユーザのログオンの仕組みを示す概念図である。
【図１５】ユーザ・アカウント・データベースに対する辞書攻撃の方法を示す図である。
【符号の説明】
【００６４】
１０，１０’　ＰＣ
１１　ＣＰＵ
２１　メイン・メモリ
４７　ＢＩＯＳフラッシュＲＯＭ
４９　ＮＶＲＡＭ
５７　ＴＰＭ（Trusted Platform Module）
１０３　不揮発性ＲＡＭ（ＴＰＭ内）
１０９　ＲＯＭ（ＴＰＭ内）
１１１　実行エンジン（ＴＰＭ内）
１１３　乱数発生器（ＴＰＭ内）
３０５　ＷｉｎＬｏｇｏｎデスクトップ
３０７　ＷｉｎＬｏｇｏｎ
３１１，３１１’　プライベートＧＩＮＡ（Graphic Identification and Authenticatio
n）
３１５　ソルト値データベース
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３１６　変換テーブル
３１７　ＬＳＡ（Local Security Authority、ローカル セキュリティ認証）
３１９　ＡＰ（Authentication Package、認証パッケージ）
３２１　ＳＡＭ（Security Account Manager）
３２３　データベース
６０１　システムＢＩＯＳ
６０７　パスワード強化システム
６０９　乱数発生器
６１１　ＳＭＩハンドラ
６１７　ソルト値データ
６１８　一時記憶域
７０９　物理メモリレジスタ・ドライバ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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