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(57)【要約】
【構成】デジタルシグネーチャベリファイシステムであ
る。チャットダイアログ、ＩＭダイアログあるいはＥＩ
Ｍダイアログで使用されているようにシグネーチャシス
テムが会話型メッセージに署名する。次に、ベリファイ
システムがこのシグネーチャをベリファイする。このシ
グネーチャシステムは署名エンティティ１４およびボー
ルト１６をもつ。署名エンティティがメッセージおよび
クレデンシャルを与え、ボールトがメッセージの第１ハ
ッシュに基づいてシグネーチャ２４を生成し、これをシ
グネーチャキーで暗号化する。ベリファイシステムは、
検証エンティティおよびベリファイヤをもつ。検証エン
ティティがメッセージ、シグネーチャおよびアサーショ
ンをベリファイヤに与え、次にこのベリファイヤがメッ
セージの第２ハッシュを生成し、シグネーチャキーに対
応するベリファイキーを使用してシグネーチャを復号し
、第１ハッシュを得てから、これら２つのハッシュを比
較し、適正な検証レスポンスを求める。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
会話型メッセージの通信方法において、
第１のコンピュータ化システムで、上記会話型メッセージに基づいて第１ハッシュ値を
計算するステップ、
第２のコンピュータ化システムで、シグネーチャキーに基づいて上記第１ハッシュ値を
暗号化することによってデジタルシグネーチャを生成するステップ、
ネットワークを介して、上記デジタルシグネーチャを第３のコンピュータ化システムに
通信するとともに、上記会話型メッセージを第４のコンピュータ化システムに通信するス
テップ、
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上記第３のコンピュータ化システムで、ベリファイキーに基づいて上記デジタルシグネ
ーチャを復号して上記第１ハッシュ値を再生するステップ、
第４のコンピュータ化システムで、上記会話型メッセージに基づいて第２ハッシュ値を
計算するステップ、および
第５のコンピュータ化システムで、上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とを比較
して検証レスポンスを求めるステップからなり、
上記検証レスポンスが、上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とが一致したときに
、検証すべき会話型メッセージを示し、および上記第１のコンピュータ化システムおよび
上記第２のコンピュータ化システムとして同じか同一でないシステムを利用し、かつ上記
第３のコンピュータ化システム、上記第４のコンピュータ化システムおよび上記第５のコ
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ンピュータ化システムとしてすべて同じシステムを利用するか、一部のシステムとして同
じシステムを利用するか、あるいはすべて同一でないシステムを利用することを特徴とす
る会話型メッセージの通信方法。
【請求項２】
会話型メッセージを対象とするデジタルシグネーチャの生成方法において、
第１のコンピュータ化システムで、上記会話型メッセージに基づいてハッシュ値を計算
するステップ、および
第２のコンピュータ化システムで、シグネーチャキーに基づいて上記ハッシュ値を暗号
化することによって上記デジタルシグネーチャを生成するステップからなり、
上記第１のコンピュータ化システムおよび上記第２のコンピュータ化システムとして同
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じか同一でないシステムを利用することを特徴とする会話型メッセージを対象とするデジ
タルシグネーチャの生成方法。
【請求項３】
上記会話型メッセージを署名エンティティによって署名し、そしてさらにこの署名エン
ティティを認証するステップをもつ請求項２の方法。
【請求項４】
上記認証ステップで、上記署名エンティティの私的クレデンシャルを検証する請求項３
の方法。
【請求項５】
さらに、上記署名エンティティから物理的に離間しているサーバから上記シグネーチャ
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キーを生成するステップをもつ請求項３の方法。
【請求項６】
さらに、上記シグネーチャキーを発生するステップをもつ請求項３の方法。
【請求項７】
上記シグネーチャキーが、ＰＫＩ環境で発行されたＸ．５０９サーティフィケートから
得られたものでない請求項２の方法。
【請求項８】
少なくとも、上記の暗号化ステップをボールトで行う請求項２の方法。
【請求項９】
上記ボールトで、上記ボールトから物理的に離間したサーバから上記シグネーチャキー
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を取得する請求項８の方法。
【請求項１０】
会話型メッセージユニットを署名エンティティによって署名し、そして
上記暗号化ステップを実行する前に、上記ボールトが上記署名エンティティを認証する
請求項８の方法。
【請求項１１】
上記ボールトが上記署名エンティティから物理的に離間し、そしてネットワークを介し
て上記署名エンティティおよび上記ボールトが通信する請求項８の方法。
【請求項１２】
上記会話型メッセージが複数の会話型メッセージユニットを有し、そして
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上記計算ステップおよび上記暗号化ステップを上記複数の会話型メッセージユニットに
基づいて一括的に行う請求項２の方法。
【請求項１３】
さらに、ダイアログにおける会話型メッセージ要素の中から上記複数の会話型メッセー
ジユニットを選択する請求項１２の方法。
【請求項１４】
さらに、トランスクリプトを記憶するステップをもち、このトランスクリプトが上記会
話型メッセージ要素を有する請求項１３の方法。
【請求項１５】
会話型メッセージを対象とするデジタルシグネーチャの検証方法において、
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第１のコンピュータ化システムで、検証キーに基づいて上記デジタルシグネーチャを復
号して第１ハッシュ値を再生するステップ、
第２のコンピュータ化システムで、上記会話型メッセージに基づいて第２ハッシュ値を
計算するステップ、および
第３のコンピュータ化システムで、上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とを比較
して検証レスポンスを求めるステップからなり、
上記検証レスポンスが、上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とが一致したときに
、検証すべき会話型メッセージを示し、そして上記第１のコンピュータ化システム、上記
第２のコンピュータ化システムおよび上記第３のコンピュータ化システムとしてすべて同
じシステムを利用するか、一部のシステムとして同じシステムを利用するか、あるいはす
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べて同一でないシステムを利用することを特徴とするデジタルシグネーチャの検証方法。
【請求項１６】
上記会話型メッセージを検証エンティティによって検証し、そしてさらにこの検証エン
ティティを認証するステップをもつ請求項１５の方法。
【請求項１７】
上記認証ステップが、上記検証エンティティのアサーションを有する請求項１６の方法
。
【請求項１８】
さらに、上記検証エンティティから物理的に離間しているサーバから上記アサーション
を求めるステップをもつ請求項１７の方法。
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【請求項１９】
さらに、上記検証エンティティから物理的に離間しているサーバから上記ベリファイキ
ーを取得するステップをもつ請求項１６の方法。
【請求項２０】
上記検証キーが、ＰＫＩ環境で発行されたＸ．５０９サーティフィケートから得られた
ものでない請求項１５の方法。
【請求項２１】
少なくとも、上記復号ステップをベリファイヤで行う請求項１５の方法。
【請求項２２】
上記ベリファイヤが、このベリファイヤから物理的に離間しているサーバから上記ベリ
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ファイヤキーを取得する請求項２１の方法。
【請求項２３】
上記デジタルシグネーチャを検証エンティティによって検証し、そして
上記復号ステップを実行する前に、上記ベリファイヤがこの検証エンティティを認証す
る請求項２１の方法。
【請求項２４】
上記ベリファイヤが上記検証エンティティから物理的に離間し、そしてネットワーク
を介して上記検証エンティティおよび上記ベリファイヤが通信する請求項２３の方法。
【請求項２５】
さらに上記検証レスポンスを第３者に通信するステップをもつ請求項１５の方法。
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【請求項２６】
さらに上記第１ハッシュ値および上記第２ハッシュ値を第３者に通信するステップをも
つ請求項１５の方法。
【請求項２７】
上記会話型メッセージがダイアログにおいて少なくとも一つの会話型メッセージ要素を
有し、そしてさらに、上記会話型メッセージ要素を有するトランスクリプトを記憶するス
テップをもつ請求項１５の方法。
【請求項２８】
会話型メッセージを対象とするデジタルシグネーチャを生成するために、コンピュータ
読み取り式記憶媒体で実行するコンピュータプログラムにおいて、
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上記会話型メッセージに基づいてハッシュ値を計算するコードセグメント、および
シグネーチャキーに基づいてこのハッシュ値を暗号化するコードセグメントをもち、
上記計算セグメントおよび上記暗号化セグメントの両者が同じコンピュータ化システム
を走るか、あるいは走らないことを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項２９】
上記会話型メッセージを署名エンティティによって署名し、そしてさらにこの署名エン
ティティを認証するコードセグメントをもつ請求項２８のコンピュータプログラム。
【請求項３０】
上記認証コードセグメントも、上記署名エンティティの私的クレデンシャルを検証する
請求項２９のコンピュータプログラム。
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【請求項３１】
さらに、上記署名エンティティから物理的に離間したサーバから上記シグネーチャキー
を取得するコードセグメントをもつ請求項２９のコンピュータプログラム。
【請求項３２】
さらに、上記シグネーチャキーを発生するコードセグメントをもつ請求項２８のコンピ
ュータプログラム。
【請求項３３】
さらに、ボールトを与えるコードセグメントをもち、少なくとも暗号化する上記コード
セグメントがこのボールトで暗号化を行う請求項２８のコンピュータセグメント。
【請求項３４】
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上記ボールトが、このボールトから物理的に離間したサーバから上記シグネーチャキー
を取得する請求項３３のコンピュータプログラム。
【請求項３５】
上記会話型メッセージユニットを署名エンティティによって署名し、そして
上記暗号化コードセグメントが暗号化を行う前に、上記ボールトが上記署名エンティテ
ィを認証する請求項３３のコンピュータプログラム。
【請求項３６】
上記ボールトが上記署名エンティティから物理的に離間し、そして上記署名エンティテ
ィおよび上記ボールトがネットワークを介して通信する請求項３４のコンピュータプログ
ラム。
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【請求項３７】
さらに、複数の会話型メッセージユニットを有するように上記会話型メッセージを定義
するコードセグメントをもち、
上記計算コードセグメントおよび上記暗号化コードセグメントがこれら複数の会話型メ
ッセージユニット上で一括動作する請求項２８のコンピュータプログラム。
【請求項３８】
上記の会話型メッセージを定義するコードセグメントが、ダイアログにおいて会話型メ
ッセージ要素の中から上記複数の会話型メッセージユニットを選択する請求項３７のコン
ピュータプログラム。
【請求項３９】
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さらに、トランスクリプトを記憶するコードセグメントをもち、このトランスクリプト
が上記会話型メッセージ要素を有する請求項３８のコンピュータプログラム。
【請求項４０】
会話型メッセージを対象とするデジタルシグネーチャを検証するコンピュータプログラ
ムにおいて、
ベリファイキーに基づいて上記デジタルシグネーチャを復号して第１ハッシュ値を再生
するコードセグメント、
上記会話型メッセージに基づいて第２ハッシュ値を計算するコードセグメント、および
上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とを比較して検証レスポンスを求めるコード
セグメントからなり、
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上記検証レスポンスが、上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とが一致したときに
、検証すべき会話型メッセージを示し、そして上記復号コードセグメント、上記計算セグ
メントおよび上記比較コードセグメントのすべて、あるいは一部が同じコンピュータ化シ
ステムを走るか、あるいはいずれもが走らないことを特徴とするコンピュータプログラム
。
【請求項４１】
上記会話型メッセージを検証エンティティによって検証し、そしてさらにこの検証エン
ティティを認証するコードセグメントをもつ請求項４０のコンピュータプログラム。
【請求項４２】
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上記認証コードセグメントが上記検証エンティティのアサーションを検証する請求項４
１のコンピュータプログラム。
【請求項４３】
上記検証エンティティから物理的に離間しているサーバから上記アサーションを求める
コードセグメントをもつ請求項４２のコンピュータプログラム。
【請求項４４】
上記検証エンティティから物理的に離間しているサーバから上記ベリファイキーを取得
するコードセグメントをもつ請求項４１のコンピュータプログラム。
【請求項４５】
さらにベリファイヤを与えるコードセグメントをもち、このベリファイヤで少なくとも
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上記復号コードセグメントが復号を行う請求項４０のコンピュータプログラム。
【請求項４６】
上記ベリファイヤが、このベリファイヤから物理的に離間しているサーバから上記ベリ
ファイキーを取得する請求項４５のコンピュータプログラム。
【請求項４７】
上記デジタルシグネーチャを検証エンティティによって検証し、そして
上記復号コードセグメントを実行する前に、上記ベリファイヤがこの検証エンティティ
を認証する請求項４５のコンピュータプログラム。
【請求項４８】
上記ベリファイヤが上記検証エンティティから物理的に離間し、そしてネットワーク
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を介して上記検証エンティティおよび上記ベリファイヤが通信する請求項４７のコンピュ
ータプログラム。
【請求項４９】
さらに上記検証レスポンスを第３者に通信するコードセグメントをもつ請求項４０のコ
ンピュータプログラム。
【請求項５０】
さらに上記第１ハッシュ値および上記第２ハッシュ値を第３者に通信するコードセグメ
ントをもつ請求項４０のコンピュータプログラム。
【請求項５１】
上記会話型メッセージがダイアログにおいて少なくとも一つの会話型メッセージ要素を
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有し、そしてさらに上記会話型メッセージ要素を有するトランスクリプトを記憶するコー
ドセグメントをもつ請求項４０のコンピュータプログラム。
【請求項５２】
会話型メッセージを対象とするデジタルシグネーチャの生成装置において、
この会話型メッセージに基づいてハッシュ値を計算できるロジックをもつ第１のコンピ
ュータ化システム、および
シグネーチャキーに基づいてこのハッシュ値を暗号化することによって上記デジタルシ
グネーチャを生成できるロジックをもつ第２のコンピュータ化システムからなり、
上記第１のコンピュータ化システムおよび上記第２のコンピュータ化システムの両者を
同じシステムとして構成するか、同一でないシステムとして構成したことを特徴とする生
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成装置。
【請求項５３】
上記会話型メッセージを署名エンティティによって署名し、そしてさらに上記第２のコ
ンピュータ化システムがネットワークを介してサーバで上記署名エンティティを認証でき
るロジックを有する請求項５２の生成装置。
【請求項５４】
上記の認証ロジックも上記署名エンティティの私的クレデンシャルを検証する請求項５
２の生成装置。
【請求項５５】
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上記第２のコンピュータ化システムが、さらにネットワークを介してサーバから上記シ
グネーチャキーを取得できるロジックをもつ請求項５２の生成装置。
【請求項５６】
上記第２のコンピュータ化システムが、さらに上記シグネーチャキーを生成できるロジ
ックをもつ請求項５２の生成装置。
【請求項５７】
上記第２のコンピュータ化システムがボールトで上記ハッシュ値を暗号化する請求項５
２の生成装置。
【請求項５８】
上記ボールトが、このボールトから物理的に離間しているサーバから上記シグネーチャ
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キーを取得する請求項５２の生成装置。
【請求項５９】
上記会話型メッセージユニットを署名エンティティによって署名し、そして上記第２の
コンピュータ化システムが、さらにネットワークを介してサーバで上記ボールトの上記署
名エンティティを認証できるロジックをもつ請求項５８の生成装置。
【請求項６０】
上記第２のコンピュータ化システムが、さらにネットワークを介してサーバーから上記
ボールトの上記署名キーを取得できるロジックをもつ請求項５７の生成装置。
【請求項６１】
上記第１のコンピュータ化システムが、さらに複数の会話型メッセージユニットを含む
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ように上記会話型メッセージを構成できるロジックをもつ請求項５２の生成装置。
【請求項６２】
上記第１のコンピュータ化システムが、さらにダイアログの会話型メッセージ要素の中
から上記複数の会話型メッセージユニットを選択できるロジックを有する請求項６１生成
装置。
【請求項６３】
上記第１のコンピュータ化システムが、さらに上記会話型メッセージ要素を有するトラ
ンスクリプトを記憶できるロジックを有する請求項６２の生成装置。
【請求項６４】
会話型メッセージを対象とするデジタルシグネーチャの検証装置において、
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ベリファイキーに基づいてこのデジタルシグネーチャを復号して第１ハッシュ値を再生
できるロジックをもつ第１のコンピュータ化システム、
上記会話型メッセージに基づいて第２ハッシュ値を計算できるロジックをもつ第２のコ
ンピュータ化システム、および
上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とを比較して検証レスポンスを求めることが
できるロジックをもつ第３のコンピュータ化システムからなり、
上記検証レスポンスが、上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とが一致したときに
、検証すべき会話型メッセージを示し、そして上記第１のコンピュータ化システム、上記
第２のコンピュータ化システムおよび上記第３のコンピュータ化システムのすべてあるい
は一部を同じシステムとするか、あるいはすべてを同じシステムとしないことを特徴とす
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る検証装置。
【請求項６５】
上記第１のコンピュータ化システムが、さらにネットワークを介してサーバで上記検証
エンティティを認証できるロジックを有する請求項６４の検証装置。
【請求項６６】
上記第１のコンピュータ化システムが、さらにネットワークを介してサーバから上記ベ
リファイキーを取得できるロジックを有する請求項６４の検証装置。
【請求項６７】
上記第１のコンピュータ化システムがベリファイヤにおいて上記デジタルシグネーチャ
を復号する請求項６４の検証装置。
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【請求項６８】
上記第１のコンピュータ化システムが、さらにネットワークを介してサーバから上記ベ
リファイヤの上記ベリファイキーを取得する請求項６７の検証装置。
【請求項６９】
上記デジタルシグネーチャを検証エンティティによって検証し、そして上記第１のコン
ピュータ化システムが、さらにネットワークを介してサーバで上記ベリファイヤの上記検
証エンティティを認証できるロジックを有する請求項６７の検証装置。
【請求項７０】
上記第３のコンピュータ化システムが、さらにネットワークを介して上記検証レスポンス
を第３者に通信できるロジックを有する請求項６４の検証装置。
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【請求項７１】
上記会話型メッセージがダイアログに少なくとも一つの会話型メッセージ要素を有し、
そして上記第１のコンピュータ化システム、上記第２のコンピュータ化システムおよび上
記第３のコンピュータ化システムの一つが、さらに上記会話型メッセージ要素を有するト
ランスクリプトを記憶できるロジックを有する請求項６４の検証装置。
【請求項７２】
上記第３のコンピュータ化システムが上記第１のコンピュータ化システムでもなくまた
上記第２のコンピュータ化システムでもなく、
上記第１のコンピュータ化システムが、さらにネットワークを介して上記第１ハッシュ
値を上記第３のコンピュータ化システムに通信できるロジックを有し、そして
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上記第２のコンピュータ化システムが、さらに上記ネットワークを介して上記第２ハッ
シュ値を上記第３のコンピュータ化システムに通信できるロジックを有する請求項６４の
検証装置。
【請求項７３】
会話型メッセージを対象とするデジタルシグネーチャの生成装置において、
この会話型メッセージに基づいてハッシュ値を計算する手段、および
シグネーチャキーに基づいて上記ハッシュ値を暗号化することによってデジタルシグネ
ーチャを生成する手段からなり、
上記計算手段および上記暗号化手段の両者を同じコンピュータ化システムとするか、あ
るいはいずれも同じコンピュータ化システムとしないことを特徴とする生成装置。

10

【請求項７４】
会話型メッセージを対象とするデジタルシグネーチャの検証装置において、
ベリファイキーに基づいてこのデジタルシグネーチャを復号して第１ハッシュ値を再生
する手段、
上記会話型メッセージに基づいて第２ハッシュ値を計算する手段、および
上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とを比較して検証レスポンスを求める手段か
らなり、
上記検証レスポンスが、上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とが一致したときに
、検証すべき会話型メッセージを示し、そして上記復号手段、上記計算手段および上記比
較手段のすべてかあるいは一部を同じコンピュータ化システムとするか、あるいはいずれ
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も同じコンピュータ化システムとしないことを特徴とする検証装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、全体としては、コンピュータネットワーク通信のセキュリティ確保、具体的
には、チャットおよびインスタント・メッセージング（ＩＭ）システムのセキュリティを
効率よく確保することに関する。なお、本発明の主な目的の一つは、インターネットを含
む、ローカルエリアネットワークおよびワイドエリアネットワークの両者におけるエンタ
ープライズインスタントメッセージングにある。
【背景技術】
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【０００２】
チャットシステムでは、ユーザーグループ間でオンライン会話をリアルタイムで実施で
きる。このようなシステムの初期の二つのシステムはＵＮＩＸトークおよびインターネッ
トリレーチャット（ＩＲＣ）である。ＩＲＣは、すでにかなりの割合で持続的に普及し、
ここでの有用な実例である。簡単に説明すると、ＩＲＣは、ＩＲＣサーバの個別的な各種
のネットワークまたはネットからなる。ユーザーがクライアントプログラムを実行して、
ＩＲＣサーバに接続し、このＩＲＣサーバが次にユーザーのメッセージを同じネット上に
おいて、従ってユーザー間において他のＩＲＣサーバに、あるいはこのサーバからリレー
する。ＩＲＣサーバにいったん接続すると、通常、ユーザーは、チャット
加、あるいは一つかそれ以上の

チャンネル

ルーム

に参

に加わり、他のユーザーと会話できる。例
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えば、これらルームまたはチャンネルは、異なるトピックに割り当てられるため、チャッ
トの会話は、オープンの場合には、

その時点の

すべてのユーザーがメッセージを閲覧

でき、かつ会話に参加することができ、またプライベートな場合には、特定のユーザー間
でのみメッセージを交換でき、かつ会話に参加できる。
【０００３】
チャットシステムの普及につれて、多数の改良が行われ、特にＩＭシステム（ｉｎｓｔ
ａｎｔ

ｍｅｓｓａｇｉｎｇ

ｓｙｓｔｅｍｓ）として知られている新しいクラスのシス

テムが出現している。ＩＭシステムの場合、ユーザーが、他の特定のユーザーがネットワ
ークにいつログオンしたかを知ることができ、また私的メッセージを送信することができ
る。一般に会話は公開ルームまたはチャンネルで始まり、それから

プライベートに設定
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できるチャットシステムとは異なり、ＩＭの場合は、一般に、プライベートとして始ま
り、そのままプライベートを維持する。また、会話に参加している人が誰であるかを確認
するためにごく限られた手段しかもたない大半のチャットシステムとは違って、ＩＭシス
テムのユーザーは中央データベースに登録され、このデータベースでアイデンティティを
確認できる。
【０００４】
チャットシステムやＩＭシステムの場合、ダイアログメタファーや会話メタファーを利
用しているが、動作はメッセージの交換に基づく。その他にも多くのメッセージングもも
ちろん存在するが、最もよく利用されているのはｅ−メールである。ところが、このよう
な他のシステムは、リアルタイムで他のユーザーと会話できる能力はない。ここで、他の
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メッセージングシステムとの混乱、およびこれらから区別するために、一般的に、チャッ
ト、ＩＭ、および今後出現する可能性のある応用型を指す用語
ステム

会話型メッセージングシ

を採用する。

【０００５】
具体的に対象とするのは、現在

エンタープライズ・インスタント・メッセージング

（ＥＩＭ）と呼ばれている応用型である。従来の会話型メッセージングシステムとは異な
り、ＥＩＭシステムを利用する多くの企業は、送受信するメッセージの機密が保持されて
いることが望ましく、あるいは決定的に重要であると考えている。
【０００６】
本明細書の文脈に関する限り、機密保持会話には、６つの重要な属性がある。第１は、
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参加者すべてを認証することが好ましいという属性である。第２は、参加者すべてが会話
への参加許可を得ることが好ましいという属性である。第３は、トランジット時および記
憶時の両者において、会話におけるすべてのメッセージの秘密を保護することが好ましい
という属性である。第４は、トランジット時および記憶時の両者において、会話における
すべてのメッセージの完全性を保護することが好ましいという属性である。第５は、会話
におけるメッセージを任意の数の参加者によってデジタル署名できることが好ましく、ま
たこれらデジタル署名（シグネーチャ）を任意の時点でベリファイすることが好ましいと
いう属性である。第６は、セキュリティ属性をそのまま保持した（即ち機密保持状態およ
びデジタル署名状態）状態で会話のトランスクリプトを記録できることが好ましいという
属性である。特にこのリストの属性５および属性６については、実施しがたいことがわか
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っている。
【０００７】
会話の一部をオリジネータおよびターゲットの両者が署名できるデジタルシグネーチャ
（以下単にシグネーチャという）生成／ベリファイシステムが必要である。これは、拒否
できないメッセージを送信するオリジネータおよびその正確なメッセージの受信を確認す
るレシピエントのビジネスセマンティクスを実行するものである。
【０００８】
また、このようなシステムの場合、ある署名者が会話の任意の部分を署名確認できるこ
とが好ましく、会話の異なる部分を異なる署名者（各個別の署名者、多重署名者のいずれ
の場合もある）が署名できることが好ましい。通常の会話過程では、すべての交換につい
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て、非拒否特性をもつ必要はないが、ある種の行為に結果するメッセージ、例えばある量
の株を購入せよというメッセージの場合には、オリジネータが署名できるようにし、また
後でベリファイできるようにする必要がある。
【０００９】
さらに、上記属性５に対処するさいには、望ましいシステムの場合、シグネーチャキー
の期限切れの後に、シグネーチャをベリファイできるようにしておく必要がある。これは
、シグネーチャキーを発行したシステムがなくなったかなり後に、会話の妥当性をベリフ
ァイする必要が生じた場合に特に有効である。
【００１０】
また、望ましいシステムの場合、メッセージシグネーチャをトランスクリプトとして記
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録できなければならない。即ち、会話メッセージを記録する通常の過程で、会話の署名部
分を区切り、この特定の部分にシグネーチャを付ける必要がある。このようにすれば、ト
ランスクリプトは、署名が明瞭なメッセージの拒否できない特徴を始めとする最初の会話
の特徴をすべてもつことになる。これは、上記の属性６に対応する。
【００１１】
シグネーチャ生成／ベリファイシステムの場合、その基礎となるデジタルシグネーチャ
技術とは独立していることが好ましい。唯一の必要条件は、署名する当事者がシグネーチ
ャキーをもち、かつベリファイする当事者が対応するベリファイキーをもつことである。
すなわち、公開鍵基盤（ＰＫＩ）サーティフィケートにおいて、シグネーチャ／ベリファ
イキーは、同一でもよく、あるいは異なっていてもよく、また短命でもよく、あるいは長
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命でもよい。
【００１２】
広く利用されている従来のセキュリティシステムの大半は、その基礎はＰＫＩであるが
、問題も多くある。例えば、ＰＫＩを使用したシグネーチャ生成／ベリファイシステムの
場合、署名する参加者のすべてが、デジタル署名を生成するために好適なキーをもつ長命
のデジタルサーティフィケートをもつ必要がある。また、各署名者のサーティフィケート
がすべてのベリファイヤにとって利用できるものでなければならない。さらに、サーティ
フィケートを発行したサーティフィケート当局がその機能を止めた後長い期間を経過した
ベリファイ時点ですべてのベリファイヤにとって署名者のサーティフィケートの取り消し
状態が利用できなければならない。
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【００１３】
従って、シグネーチャ生成／ベリファイを行うためにＰＫＩサーティフィケートを利用
できるが、これを必要としないシステムが望まれている。即ち、一般的には、サーティフ
ィケートにおけるＰＫＩベリファイキー、署名者およびベリファイヤに知られている対称
キー、エフェメラルアサーションにおける、対応する私的キーが署名者に知られている短
命公開キーを始めとする任意のタイプのキーが使用できなければならない。
【００１４】
ＰＫＩシステムと異なり、望ましいシグネーチャ生成／ベリファイシステムの場合には
、シグネーチャの生成時に署名者のキーの妥当性状態を記録できるものでもなければなら
ない。このためには、上記キー、このキーをもつ任意のサーティフィケートまたはアサー
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ション、トラスト・ルートにつながるすべてのサーティフィケートまたはアサーション、
およびサーティフィケートそれぞれの取り消し状態（一般的に、アサーションは短命で、
取り消し不可能である）を記録する必要がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
従って、本発明の一つの目的は、会話型メッセージを対象とするデジタルシグネーチャ
／ベリファイシステム（ｄｉｇｉｔａｌ
ｔｉｏｎ

ｓｉｇｎａｔｕｒｅ

ａｎｄ

ｖｅｉｆｉｃａ

ｓｙｓｔｅｍ）を提供することである。

【課題を解決するための手段】
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【００１６】
本発明の一つの好適な実施態様は、会話型メッセージの通信システムである。このシス
テムは、会話型メッセージに基づいて第１ハッシュ値を計算する。次にシグネーチャキー
に基づいてこの第１ハッシュ値を暗号化してデジタルシグネーチャを生成する。ネットワ
ークを介してこのデジタルシグネーチャと会話型メッセージを通信する。次に、ベリファ
イキー（ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ

ｋｅｙ）に基づいてデジタルキーを復号して第１ハ

ッシュ値を再生する。会話型メッセージに基づいて第２ハッシュ値を計算する。第１ハッ
シュ値と第２ハッシュ値とを比較して検証レスポンスを求める。第１ハッシュ値と第２ハ
ッシュ値が一致したときに、この検証レスポンスは、会話型メッセージが検証されたこと
示す。
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【００１７】
次に、本発明の別な好ましい実施態様は、会話型メッセージを対象とするデジタルシグ
ネーチャの生成システムである。このシステムは、会話型メッセージに基づいてハッシュ
値を計算する。次に、シグネーチャキーに基づいてこのハッシュ値を暗号化してデジタル
シグネーチャを生成する。
【００１８】
本発明のさらに別な好ましい実施態様は、会話型メッセージを対象とするデジタルシグ
ネーチャの検証システムである。このシステムの場合は、ベリファイキーに基づいてデジ
タルシグネーチャを復号して第１ハッシュ値を再生する。次に、会話型メッセージに基づ
いて第２ハッシュ値を計算してから、第１ハッシュ値と第２ハッシュ値とを比較して検証
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レスポンスを求める。この場合、第１ハッシュ値と第２ハッシュ値が一致したときに、こ
の検証レスポンスは、会話型メッセージが検証されたこと示す。
【発明の効果】
【００１９】
本発明の第１の作用効果によれば、会話の一部をオリジネータとターゲットの両者によ
って署名でき、オリジネータが拒否できないメッセージを送り、その正確なメッセージの
受信に関してレシピエントが拒否できない確認を返信するビジネスセマンティクスを実行
できる。
【００２０】
また、本発明の第２の作用効果によれば、署名者が会話の任意の部分に署名でき、かつ
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会話の任意の他の異なる部分に異なる署名者（単独の署名者、複数の署名者）が署名でき
る。
【００２１】
本発明の第３の作用効果によれば、機密保持会話の重要な６つの属性のうち任意の属性
またはすべての属性を満足できる。即ち、すべての参加者が会話に参加できるように認証
することができる；トランジット時および記憶時の両者において、すべてのメッセージの
秘密性および完全性を保護することができる；メッセージは、参加者のうち任意の人数に
よってデジタル署名することができ、これらシグネーチャは任意の時点でベリファイする
ことができる；そしてセキュリティ属性をそのまま保持した状態で会話のトランスクリプ
トを記録することができる。
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【００２２】
本発明の第４の作用効果によれば、上記属性と調和した状態で、いくつかの実施態様は
、シグネーチャキーの期限が切れ、既に存在しなくなってからかなり経過した後でも、シ
グネーチャをベリファイできるものである。
【００２３】
本発明の第５の作用効果によれば、上記属性と調和した状態で、いくつかの実施態様は
、メッセージシグネーチャをトランスクリプトに載せることができ、かつ署名された会話
の部分を区切るとともにシグネーチャをこれら特定部分に付けることができるものである
。
【００２４】
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本発明の第６の作用効果によれば、本発明はその基礎となるデジタルシグネーチャ技術
とは独立して実施でき、唯一の要件は、署名する当事者がシグネーチャキーをもち、かつ
ベリファイする当事者が対応するベリファイキーをもつことである。これらキーが異なる
かあるいは同一のキーであるか、短命かあるいは長命かには制限がなく、また公開鍵基盤
（ＰＫＩ）に使用するかにも制限はない。
【００２５】
本発明の第７の作用効果によれば、以上と調和した状態で、本発明はＰＫＩに依存せず
、従って署名する参加者が、潜在的かつ最終的なベリファイヤについて取り消し可能な状
態で利用できる長命デジタルサーティフィケートを用意する必要はない。
【００２６】
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本発明の第８の作用効果によれば、シグネーチャ生成時に署名者のキーがどのような妥
当性状態にあるかを求めることも可能である。
以上の、およびこれら以外の本発明の目的、作用効果については、当業者ならば本明細
書で説明し、かつ添付図面に示した現在までに知られている本発明の最良の実施態様およ
び好適な実施態様の産業上の利用可能性に関する記載から理解できるはずである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
本発明の好適な実施態様は、会話型メッセージングを対象としたデジタルシグネーチャ
／検証（ＤＳＶ）システムである。添付の図面においては、特に図１、図２および図６で
は、本発明の好適な実施態様は参照符号１０で示す。

10

【００２８】
なお、以下のＤＳＶシステム１０に関する説明では、本発明は会話型メッセージングを
対象とする。すなわち、チャット、インスタント・メッセージング（ＩＭ）およびエンタ
ープライズ・インスタント・メッセージング（ＥＩＭ）である。他のメッセージングスキ
ーム、例えば、シグネーチャおよびベリファイを目的としてダイアログ全体、ダイアログ
の一方の側あるいはクリティカルな部分を一括処理できないｅ−メールとは異なり、ＤＳ
Ｖシステム１０は、ダイナミックで自由度の高いことが必要な会話型メッセージング、特
に現状では十分なセキュリティ機構がないことが採用への重大な障害になっているＥＩＭ
に好適である。
【００２９】

20

図１は、本発明のシグネーチャシステム１２を示す概略ブロック線図である。このシグ
ネーチャシステム１２は、署名エンティティ１４およびボールト１６の２つの主構成要素
からなる。署名エンティティ１４が署名すべきメッセージ１８および私的クレデンシャル
２０を送り出す。ボールト１６はこれらを受け取り、これがもつシグネーチャキー２２を
使用して、署名エンティティ１４に戻されるメッセージ１８のシグネーチャ２４を生成す
る。
【００３０】
図２は、本発明のベリファイシステム３２を示す概略ブロック線図である。ベリファイ
システム３２もまた検証エンティティ３４およびベリファイヤ３６の２つの主構成要素か
らなる。この検証エンティティ３４はメッセージ１８、シグネーチャ２４、ベリファイキ

30

ー３８およびアサーション４０を送り出す。ベリファイヤ３６はこれらを受け取り、これ
らを使用して、検証エンティティ３４に戻されるメッセージ１８の検証レスポンス４２を
生成する。
【００３１】
シグネーチャシステム１２およびベリファイシステム３２が一体的になって、シグネー
チャ２４を生成し、ベリファイするための既存の通常の式を使用することができるＤＳＶ
システム１０の好適な実施態様を構成する。このＤＳＶシステム１０では、２つの（同じ
ものでもよいが、代表例では異なる）暗号化キー、シグネーチャキー２２およびベリファ
イキー３８を使用する。（例えばデジタルシグネーチャ・アルゴリズムを使用する場合）
これらは通常異なり、かつ非対称的であるが、（例えばハッシュド・メッセージ認証コー
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ドを使用する場合には）同一かつ対称的であってもよい。
【００３２】
概念的には、シグネーチャ２４を生成する構成成分はボールト１６である。本発明の現
状の好適な実施態様では、ボールト１６がシグネーチャキー２２を記憶するが、これを出
力することはない。ボールト１６のデザインまたは構成にもよるが、シグネーチャキー２
２については、永久的に記憶してもよく、あるいはエフェメラルに記憶してもよい。実際
には、このボールト１６は、図１に示すように、複数のシグネーチャキー２２を記憶する
ことができ、また複数の暗号プロトコルを利用することができる。
【００３３】
ボールト１６がシグネーチャ２４を生成するためには、署名エンティティ１４がこれに
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署名すべきメッセージ１８を与える。より詳しく説明するように、現在では、このメッセ
ージ１８には、会話型メッセージングセッションにおけるダイアログのすべて、あるいは
所定部分、あるいは単に一部からなる多数のメッセージユニットを含むことができる。ま
た、署名エンティティ１４の場合には、ボールト１６に私的クレデンシャル２０を与える
ことができる。これらは、何を知っているかに、何をもっているかに、あるいは何である
かに基づけばよい。例えば、パスワードは何を知っているかの一つの例であり、ハードウ
ェアセキュリティモジュールは何をもっているかの一つの例であり、生体測定は何である
かの一つの例である。私的クレデンシャル２０はオプションとすることができるが、ＤＳ
Ｖシステム１０の多くは、これを必要とし、利用するものである。理由は、セキュリティ
が増し、信頼性が増すからである。同一のコンピュータシステムを使用する一つかそれ以

10

上の署名エンティティ１４についてボールト１６が複数のシグネーチャキー２２を記憶す
る場合には、署名エンティティ１４がどのシグネーチャキー２２を使用するかを指定する
こともできる。あるいは、ボールト１６は私的クレデンシャル２０を単に使用して、適正
なシグネーチャキー２２を

開き

かつ選択することもできる。この場合には、適正なア

ルゴリズムに従ってメッセージ１８のシグネーチャ２４を生成する。
【００３４】
具体的に図２について説明すると、主構成要素は検証エンティティ３４およびベリファ
イヤ３６である。検証エンティティ３４は、メッセージ１８の妥当性を求める当事者であ
る。多くの場合、検証エンティティ３４は、署名エンティティ１４、即ち直接的なレシピ
エントである署名エンティティ１４からのメッセージ１８を直接受け取るものであるが、
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これは必要条件ではなく、レシピエントがメッセージ１８を検証エンティティ３４に送り
、ベリファイすることもできる。
【００３５】
ベリファイシステム３２のシグネーチャシステム１２のカウンターパートである
と同様に、ベリファイヤ３６はボールト１６のカウンターパートである。検証エンティテ
ィ３４がベリファイヤ３６にメッセージ１８、シグネーチャ２４、ベリファイキー３８お
よびアサーション４０を与える。シグネーチャキー２２を記憶するボールト１６とは異な
り、図２に示す実施態様の検証キー３８は、検証エンティティ３４によってベリファイヤ
３６に送られる。このため、例えば、検証エンティティ３４がメッセージの最初のレシピ
エント以外の当事者になることができる。検証キー３８については、検証エンティティ３
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４によって特定されたベリファイ時に有効でなければならない（例えば、期限切れになっ
てはならず、あるいは取り消されたり、没収されたり、あるいは禁止されたりしてはなら
ない）。アサーション４０が、検証エンティティ３４によってベリファイヤ３６に与えら
れたオプションのタイム・スタンプ４４とともに、これを許す。また、アサーション４０
により、ベリファイヤ３６がベリファイキー３８および検証エンティティ３４の権利を確
認し、これを利用して検証を行うだけでなく、署名エンティティ１４の権利を確認し、こ
れを利用して検証を行うことができる。このように、アサーション４０は、公開クレデン
シャルと類似したものであり、ベリファイキーが署名キーに対応し、署名者の所有になる
ものである

証拠

になる。また、アサーション４０は、本発明のＤＳＶシステム１０の

より簡単で、よりセキュリティが低い実施態様では、オプションとすることができる。
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【００３６】
上記でついでに触れたタイム・スタンプ４４について説明する。これは検証エンティテ
ィ３４によってベリファイヤ３６に与えられ、ベリファイヤ３４が次にこれを使用して、
タイム・スタンプ４４における特定の時期においてシグネーチャキー２２が有効であるか
どうかについて答える。従って、検証エンティティ３４が、
はそのような時期に有効であったか？

このシグネーチャキー２４

という質問にダイナミックに答えることができる

。これは、特に、従来技術の深刻な問題、キーの期限切れ時に一時的な検証が不可能にな
る問題を解決するものである。タイム・スタンプ４４それ自体はメッセージ１８からくる
が、これは必要ない。例えばある時点Ｔで書類が署名されたという申し立てがあった場合
には、検証エンティティ３４がベリファイヤ３６に

このシグネーチャは時点Ｔにおいて
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という質問を発することになる。ここでの利点は、検証エンティテ

ィ３４が、信頼されているタイム・スタンプサービスの存在に依存しないことである。
【００３７】
次に、全体的なシグネーチャ／ベリファイプロセスの輪郭について説明する。使用する
記号は次の通りである。
Ｍ＝署名ベリファイすべきメッセージ
Ｓ＝メッセージのシグネーチャ
Ｈ＝一方向性ハッシュ関数；ここではＨ１およびＨ２を使用する（例え
ばセキュア・ハッシュアルゴリズム、ａ．ｋ．ａ．ＳＨＡ−１）
Ｋ１＝シグネーチャキー

10

Ｋ２＝ベリファイキー
Ｅ＝暗号関数
Ｄ＝復号関数
【００３８】
図３は、シグネーチャシステム１２がシグネーチャ２４を生成し、このシグネーチャ２
４をベリファイシステム３２がベリファイするプロセス５０を示すフローチャートである
。このプロセス５０は、署名エンティティ２４を署名すべきメッセージ１８で構成するか
、あるいは署名エンティティ２４が署名すべきメッセージ１８を与えるステップ５２で開
始する。ステップ５４で、メッセージ１８の第１の一方向性ハッシュＨ１（Ｍ）を生成す
る。ステップ５６で、第１の一方向性ハッシュをシグネーチャキー２２で暗号化し、シグ
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ネーチャ２４、Ｅ（Ｈ１（Ｍ））Ｋ１あるいは単にＳを生成する。
【００３９】
ステップ５２〜５６については、シグネーチャシステム１２によって、あるいはその制
御下で行う。ステップ５８で、メッセージ１８およびそのシグネーチャ２４をベリファイ
システム３２に通信し、そこで以下の後続ステップを行う。
【００４０】
ステップ６０では、ステップ５４で使用したのと同じ結果を与えるハッシュアルゴリズ
ムを使用して、受信メッセージ１８に基づいて第２の一方向性ハッシュを生成する。ここ
でのメッセージ１８は、署名されたメッセージ１８の正確なコピーである。ステップ６２
で、受信シグネーチャ２４を式Ｄ（Ｓ）Ｋ２またはＤ（Ｅ（Ｈ１（Ｍ））Ｋ１）Ｋ２に従
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ってベリファイキー３８によって復号し、第１の一方向性ハッシュを再生する必要がある
。
【００４１】
ステップ６４では、第１の一方向性ハッシュおよび第２の一方向性ハッシュを比較する
。もし同じならば、シグネーチャ２４はベリファイされたと考える。あるいは、ハッシュ
が同一でない場合には、シグネーチャ２４はベリファイされない。ステップ６６で、プロ
セス５０は終了する。なお、必要ならば、ステップ６８で、失敗したベリファイの結果に
基づいて適正な処置を行う。
【００４２】
一般的に、次の５つの条件になると、結果的に、シグネーチャ２４がベリファイされな
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いことになる。第１の条件では、受信メッセージ１８を変更できない。第２の条件では、
受信シグネーチャ２４を変更できない。第３の条件では、ベリファイキー３８が間違った
キーになる。即ち、シグネーチャキー２２と使用するには不適当なキーになる。第４の条
件では、ステップ５４および６０で使用した一方向性ハッシュアルゴリズムが合わなくな
る。即ち、同じメッセージに使用したときに、結果が異なる。第５の条件では、使用した
暗号および復号アルゴリズムが合わなくなる場合が生じる。
【００４３】
これらのケースのうち第１と第２のケースは、プロセス５０を検出することを意図した
ケースであり、一方第３、第４および第５のケースは、単にユーザーエラーを原因とし、
直ちに修復可能である。例えば、異なるハッシュまたは暗号アルゴリズムが許される実施
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態様では、ステップ５８でアルゴリズム識別子に通信できる。
【００４４】
ここで再度図１〜３について説明すると、プロセス５０の場合は、シグネーチャシステ
ム１２の署名エンティティ１４およびボールト１６、あるいはベリファイシステム３２の
検証エンティティ３４およびベリファイヤ３６のいずれにも密接な関係をもたない。シグ
ネーチャシステム１２およびベリファイシステム３２の物理的構成要素において上記のよ
うにプロセス５０のステップを行うことは、本発明の好ましい実施態様であるが、本発明
の概念はこの構成以上の構成を含むもので、他の実施態様についても等しく、あるいは場
合によってはより好適に応用できるものである。
【００４５】

10

図４ａ〜図４ｇは、ＤＳＶシステム１０の構成要素の考えられる多数の配置を示すブロ
ック線図であるが、本発明はこれらに制限を受けるものではない。図４ｂは、署名エンテ
ィティ７２が検証エンティティ７４にメッセージ１８およびシグネーチャ２４を与える基
本的な実施態様を示す図である。ここでの署名エンティティ７２は、図１のシグネーチャ
システム１２において検証エンティティ１４およびボールト１６が行ったタスクを実行し
、そして検証エンティティ７４は、図２のベリファイシステム３２において検証エンティ
ティ３４およびベリファイヤ３６が行ったタスクを実行する。なお、メッセージ１８およ
びシグネーチャ２４は一緒に、あるいは個別に与えることができ、図４ａにこれら応用例
の２つを示す。
【００４６】
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図４ｂに、シグネーチャ２４を与える一つの応用例を示す。ここで署名エンティティ７
６はメッセージ１８をエージェント７８に与える。このエージェント７８はメッセージ１
８の第１の一方向性ハッシュＨ１（Ｍ）を生成し、これをシグネーチャキー２２で暗号化
し、シグネーチャ２４、Ｅ（Ｈ１（Ｍ））Ｋ１またはＳを生成する。ここでの署名エンテ
ィティ７６として署名エンティティ１４と同様なものを使用し、そしてエージェント７８
として図１のボールト１６と同様なものを使用するのが有効である。署名エンティティ７
６およびエージェント７８は、一つのコンピュータに格納することができる。あるいは、
別々なコンピュータに格納してもよい。すなわち、代表的にはファイアーウオールの後方
にあるローカルエリアネットワークに設けることができる。あるいは、ワイドエリアネッ
トワークによって分離間隔を広げてもよく、この場合には、他のセキュリティ保護を講じ
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ることができる。図４ｂに示すように、シグネーチャ２４を署名エンティティ７６に戻し
、ここからメッセージ１８およびシグネーチャ２４を送り出す場合にも、エージェント７
８が署名エンティティ７６の名においてこれらを送り出すことができる。図４ａ〜図４ｇ
に、主な応用例を示すが、本発明の原理を理解できなければ理解できないような副次的な
応用例ではない。
【００４７】
図４ｃに、シグネーチャ２４を与える別な応用例を示す。ここでは、署名エンティティ
８０がメッセージ１８の第１の一方向性ハッシュＨ１（Ｍ）を作り、これをエージェント
８２に送る。次に、エージェント８２がシグネーチャキー２２で第１の一方向性ハッシュ
を暗号化し、シグネーチャ２４Ｅ（Ｈ１（Ｍ））Ｋ１またはＳを生成する．ここで考える
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点は、第１の一方向性ハッシュが最初のメッセージ１８よりかなり小さく、従って通信が
より簡単な点、およびここではエージェント８２には最初のメッセージ１８が見えない点
である。
【００４８】
図４ｄに、メッセージ１８およびシグネーチャ２４を検証する応用例を示す。ここでは
、検証エンティティ８４がメッセージ１８およびシグネーチャ２４を受信し、これら両者
をエージェント８６に送る。あるいは、検証エンティティ８４がメッセージを受信し、こ
れをエージェント８６に送る一方で、エージェント８６が別なルートからシグネーチャ２
４を受信する。次に、エージェント８６がメッセージ１８の第２の一方向性ハッシュＨ２
（Ｍ）を生成し、式Ｄ（Ｓ）Ｋ２またはＤ（Ｅ（Ｈ１（Ｍ））Ｋ１）Ｋ２に従ってシグネ
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ーチャ２４を復号し、第１の一方向性ハッシュＨ２（Ｍ）を再生し、第１の一方向性ハッ
シュと第２の一方向性ハッシュとを比較し、検証エンティティ８４に検証レスポンスを与
える。このためには、エージェント８６は検証キー３８を必要とするが、これは検証エン
ティティ８４によって与えることができる（あるいは、エージェント８６が既に保持して
いるか別な手段で得ることができる。例えば、図４ｅを参照）。この応用例では、図１に
示した、検証エンティティ３４およびベリファイヤ３７からなるベリファイシステム３２
と同じシステムを利用するのが有効である。
【００４９】
図４ｅに、メッセージ１８およびシグネーチャ２４を検証する別な応用例を示す。ここ
では、受信エンティティ８８（潜在的には、メッセージおよびシグネーチャを受信し、こ

10

れらを送り出す任意の当事者）がメッセージ１８を受信し、このメッセージ１８およびシ
グネーチャ２４を、潜在的には図４ｄで使用した同じエージェント８６であるエージェン
ト８６（ここでは実際の

検証

エンティティ）に送る。ここで、エージェント８６はベ

リファイキー３８をもっている（あるいは、受信エンティティ８８がこれを与えてもよい
。例えば、図４ｄを参照）が、図４ｄの場合と異なり、検証レスポンス４２を第３者９０
に与えるのはエージェント８６である。第３者９０には、メッセージ１８の内容は見えな
い。
【００５０】
図４ｆに、メッセージ１８およびシグネーチャ２４を検証するさらに別な応用例を示す
。ここでは、検証エンティティ９２がメッセージ１８およびシグネーチャ２４を受信する

20

が、シグネーチャ２４のみエージェント９４に送る（なお、これ以外にエージェント９４
がベリファイキー３８にアクセスできない場合には、ベリファイキー３８にも送る）。次
に、エージェント９４が、式Ｄ（Ｓ）Ｋ２またはＤ（Ｅ（Ｈ１（Ｍ））Ｋ１）Ｋ２に従っ
てシグネーチャ２４を復号し、第１の一方向性ハッシュＨ１（Ｍ）を再生し、この第１の
一方向性ハッシュを検証エンティティ９２に送り戻す。この検証エンティティ９２が第２
のメッセージ１８の一方向性ハッシュＨ２（Ｍ）を生成し、これと第１の一方向性ハッシ
ュとを比較し、メッセージ１８を検証するかどうかを確認する。エージェント９４にはメ
ッセージ１８の内容が見えず、またここで通信されるシグネーチャ２４および第２の一方
向性ハッシュは、例えば、小さく、従って管理が容易である。
【００５１】
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図４ｇに、図４ｆに示した応用例をいくぶん展開したさらに別な応用例を示す。ここで
は、検証エンティティ９６がメッセージ１８およびシグネーチャ２４を受信し、潜在的に
は図４ｆに示した同じエージェント９４であるエージェント９４にシグネーチャ２４だけ
を送る。この検証エンティティ９６もメッセージ１８の第２の一方向性ハッシュＨ２（Ｍ
）を生成するが、ここではこのハッシュを第３者９８に送る。エージェント９４が、式Ｄ
（Ｓ）Ｋ２またはＤ（Ｅ（Ｈ１（Ｍ））Ｋ１）Ｋ２に従ってシグネーチャ２４を復号し、
第１の一方向性ハッシュＨ１（Ｍ）を再生するが、この例では、これを第３者９８に送る
。従って、第３者９８は、別々に受信された第１の一方向性ハッシュと第２の一方向性ハ
ッシュとを比較して、メッセージ１８を検証するかどうかを確認できる。ここでは、エー
ジェント９４にも、また第３者９８にもメッセージ１８の内容が見えず、検証エンティテ

40

ィ９６を超えて通信される構成要素が、例えば小さく、従って管理が容易である。
【００５２】
図５は、メッセージユニットに署名しこれを検証するためにどのように本発明ＤＳＶシス
テム１０を使用するかを示すためのセールスの実例において使用される会話型メッセージ
ングダイアログ、即ちＥＩＭダイアログを示す図である。既に説明したように、メッセー
ジ１８には、ダイアログのすべて、所定の部分または単なる一部からなる多数のメッセー
ジユニットが含まれる。従って、シグネーチャ２４用のメッセージ１８は、図５ではダイ
アログ１８ａ全体であればよい。あるいは、売買契約の細部を煮詰めた後の雑談を除く、
部分的なダイアログ１８ｂをメッセージ１８として使用してもよい。あるいは、メッセー
ジ１８は、買い手側の文１８ｃのみ、あるいは売り手側の文１８ｄからなっていてもよく
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、あるいは買い手側の文１８ｃは第１の署名されたベリファイ可能なメッセージ１８から
構成できるとともに、売り手側の文１８ｄは第２の署名されたベリファイ可能なメッセー
ジ１８から構成できる。さらに、メッセージ１８を単文１８ｅから構成することも可能で
ある。当業者ならば、最後の場合を除いて、ｅ−メールなどのメッセージングシステムの
場合、上記のやり方では機密を有効に保持できないことを理解できるはずである。ここで
のセールスの実例は、通常どのようにして最も効率的に通信を行うかの代表例である。即
ち、対話型の

リアルタイム

会話の代表例である。このようなトランザクションなどに

おいては、ＥＩＭは、長期にわたってメッセージを交換するｅ−メール、ボイスメール、
郵便、テレグラフなどのシステムよりも好ましい。本発明のＤＳＶシステム１０の場合、
必要に応じて、かつ当事者の好みに応じて、ダイナミックかつ自由度をもって、会話型メ

10

ッセージング（例えば、チャット、ＩＭ、ＥＩＭ）の機密を保持することができる。
【００５３】
図６は、多数のオプションをもつ本発明ＤＳＶシステム１０を示す概略ブロック線図で
ある。ここでも同様に、署名エンティティ１４および検証エンティティ３４がメッセージ
１８を交換し、シグネーチャ２４での検証を受ける。メッセージ１８、シグネーチャ２４
およびその他のオプションである他の要素に関する通信は、ネットワーク１００を介して
行う。
【００５４】
適宜、キーサーバ１０２を設けて、ネットワーク１００を介してアクセスできるように
する。キーサーバ１０２は、シグネーチャキー２２およびベリファイキー３８のいずれ一

20

方、あるいは両方を与えるか、記憶保存することができる。キーサーバ１０２は、メッセ
ージ１８の秘密性および完全性を保護する機能をもつ。ボールト１６をもつＤＳＶシステ
ム１０の多くの実施態様では、これはプライベートであり、また通常はシグネーチャキー
２２を記憶保存するために好ましい。ベリファイキー３８はキーサーバ１０２に記憶保存
することができるが、より一般的には、公開クレデンシャル（例えば、アサーション、サ
ーティフィケートなど）に記憶保存する。従って、キーサーバ１０２は、広くは利用され
てはいないが、ＤＳＶシステム１０における一つの考えられるオプションである。
【００５５】
同様に適宜、認証サーバ１０４を設けて、ネットワーク１００を介してアクセスできる
ようにしてもよい。認証サーバ１０４は、私的クレデンシャル２０およびアサーション４

30

０のいずれか一方かあるいは両方を発行できるか、あるいは保障できる。これらオプショ
ン両者は、ＤＳＶシステム１０を利用する団体にとって、特に既に説明したＥＩＭとして
望ましいものである。
【００５６】
所望ならば、ネットワーク１００を介して検証レスポンス４２を第３者９０に通信する
か、あるいはネットワーク１００を介してハッシュ値Ｈ１（Ｍ）およびＨ２（Ｍ）を第３
者に通信して、そこでの検証レスポンス４２を求めることができる。これらオプションを
利用すると、ＥＩＭをさらに促進できる。
【００５７】
ネットワーク１００は、ローカルエリア形ネットワークか、あるいはインターネットな

40

どのワイドエリア形ネットワークであればよい。署名エンティティ１４、検証エンティテ
ィ３４、キーサーバ１０２、認証サーバ１０４および第３者９０、９８はいずれもコンピ
ュータ化システムか、あるいはこれらを含むものである。例えば、制限するものではない
が、署名エンティティ１４、検証エンティティ３４および第３者９０、９８のすぐれた候
補としてはパソコン（ＰＣ）および通信が可能な携帯情報端末（ＰＡＤ）がある。高度な
スマートカードでさえ、署名エンティティ１４および検証エンティティ３４のすべての、
あるいは一つの構成要素として使用できる好適な

コンピュータ化システム

である。既

存のシングルプロセッサシステムおよびマルチプロセッサシステムは、キーサーバ１０２
および認証サーバ１０４のすぐれた候補である。
【００５８】
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本明細書全体を通して、暗黙の前提として検証エンティティを会話型メッセージング交
換における文の意図するターゲットの一つとしているが、これは必ずしも必要ない。シグ
ネーチャ検証サービスの場合、メッセージのシグネーチャを検証し、検証結果を要求する
当事者（例えば、第３者９０、９８）に通信できるように展開できる。この能力は、メッ
セージのレシピエントが特定のシグネーチャを検証するリソースをもたない、あるいはも
つことを望まない場合に特に有用である。これは、既に説明したエージェント８６、９４
の役割に一致する。
【００５９】
図７は、シグネーチャ検証サービス１１０をもってさらに展開できるように具体化した
本発明のＤＳＶシステム１０を示す概略展開図である。このシグネーチャ検証サービス１

10

１０は、トランザクションの期限切れ後長く経過したときに特に有用である。例えば、訴
訟のさいに、妥当なシグネーチャがあると、トランザクションをその最初の署名者まで辿
るために役立つ。
【００６０】
長命の検証は、概念的にはリアルタイムな認証とはやや異なるものである。この違いは
、それぞれが外部データおよびサービスに依存する量である。リアルタイムな認証サービ
スは、他のデータまたはサービス（例えば、エルダップ（ＬＤＡＰ）ディレクトリまたは
オンライン・サーティフィケート・ステータス・プロトコル（ＯＣＳＰ）サーバにおける
サーティフィケート・リソースリスト（ＣＲＬ）に依存できるが、長命の認証サービスの
場合には、できるだけ自給自足的であることが好ましい。すなわち、最初のメッセージや

20

検証するシグネーチャをもつメッセージの集合を別にすると、他のいかなるデータまたは
サービスに頼らないほうが好ましい。従って、長命の検証サービスの場合、２つのオペレ
ーション、生成および検証をサポートする必要がある。
【００６１】
シグネーチャ検証サービスの本発明の好適な実施態様の場合、メッセージ１８毎に生成
オペレーションによりデータベース１１２に記録１１４を割り当てる（すなわち、各メッ
セージ１８を定義署名し、単文または文の集合に署名する）。メッセージ１８の暗号ハッ
シュに基づいてデータベース１１２のプライマリキー１１６を使用し、かつ各記録１１４
はさらにメッセージ１８のシグネーチャ２４だけでなく、ベリファイキー３８をもち、こ
れをメッセージ１８の署名エンティティ１４にリンクする公開クレデンシャル１１８（例

30

えば、サーティフィケートまたはアサーション）および公開クレデンシャル１１８の取り
消しステータス１２０を含む。
【００６２】
シグネーチャ検証サービス１１０は情報を受信し、署名エンティティ１４から直接記録
１１４を生成するか（即ち、追加レシピエント）、この情報を前のレシピエントから間接
的に受信する。使用するプライマリキー１１６がメッセージ１８のハッシュであるため、
メッセージ１８をシグネーチャ検証サービス１１０に送ることはできず、通信量が減り、
セキュリティが増す。公開クレデンシャル１１８はメッセージ１８を伴うことができる。
即ち、署名エンティティ１４によって与えることができる。あるいは、シグネーチャ検証
サービス１１０はこれらを任意の場所（例えば、認証サーバ１０４または通常のサーティ

40

フィケートサービス）から得ることができる。公開クレデンシャル１１８は、署名エンテ
ィティをコントロールするが、それ以外では完全な公開からＤＳＶシステム１０のコンテ
キスト外では知られていない範囲にわたるという意味で

公開

である（例えば、公開ク

レデンシャル１１８は、シグネーチャ２４を生成するさいに使用した私的クレデンシャル
２０と潜在的には同じ場合があってもよいが、これは明らかに欠点の一つである）。
【００６３】
妥当性オペレーションはプライマリキー１１６（メッセージ１８の暗号ハッシュ）を入
力とし、そのデータベース１１２のコンテンツに基づいてメッセージ１８の妥当性状態に
関する情報を与える。本発明の現状での好ましい実施態様では、これは、最初の署名エン
ティティ１４の公開クレデンシャル１１８（エフェメラルアサーションまたはＰＫＩサー
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ティフィケート）における名前によって決定する場合に、シグネーチャ２４が妥当である
かどうかを示すブールを与えるとともに、誰がメッセージ１８に署名したかを示す。また
、妥当性オペレーションは、署名エンティティ１４の公開クレデンシャル１１８からトラ
ストパスのルートにいたる経路に関する一組の情報（信頼性の増した一連のクレデンシャ
ル、即ち何が公開クレデンシャル１１８を保障するのか、またこれを何が保障するのか、
など）だけでなく、これらすべてのクレデンシャルの妥当性をサポートする取り消しデー
タ（例えば、妥当なＣＲＬに関するサーティフィケートの不在）を与えるものでもある。
【００６４】
長命の検証のプロバイダとして、シグネーチャ検証サービス１１０は、特にタイム・ス
タンプ４４（図２）を利用できる。既に説明したように、署名に使用したキーが期限切れ
の場合に

このシグネーチャ２４はこのような時点で妥当であったのか？

10

という質問に

答えることは、従来システムでは対処できない問題であるが、本発明のＤＳＶシステム１
０では対処できる。
【００６５】
本発明の実施態様をいくつか説明してきたが、いずれもｐ例示であり、制限的なもので
はない。換言すれば、本発明の範囲は、これら例示的な実施態様には制限されず、特許請
求の範囲およびこれと等価な範囲によってのみ定義されるものである。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
本発明のＤＳＶシステム１０は、チャットやＩＭなどの会話型メッセージングコンテク

20

スト、特にＥＩＭなどの普及しつつある応用型に好適に使用できる。
【００６７】
明細書冒頭で説明したように、機密保持会話には多くの重要な属性があり、本発明のＤ
ＳＶシステム１０は会話型メッセージのこれら属性のうち任意の属性、あるいはすべての
属性を与えることができる。すべての参加者が会話に参加できるように認証することがで
きる。この場合、会話型メッセージのオリジネータおよびターゲットの両者が参加するこ
とができ、署名者が会話の任意の部分に署名でき、かつ会話の任意の他の異なる部分に異
なる署名者（単独の署名者、複数の署名者）が署名できる。トランジット時及び記憶時の
両者において、すべてのメッセージの秘密性および完全性を保護することができる。メッ
セージは、デジタル署名することができ、シグネーチャキーの期限が切れ、既に存在しな
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くなってからかなり経過した後でも、デジタルシグネーチャのすべてをベリファイできる
。また、セキュリティ属性（即ち、秘密デジタル署名）をそのまま維持した状態で会話型
メッセージのトランスクリプトを記録することができ、かつ署名された会話の部分を区切
るとともにシグネーチャをこれら特定部分に付けることができる。
【００６８】
本発明のＤＳＶシステム１０はその基礎となるデジタルシグネーチャ技術とは独立して実
施でき、唯一の要件は、署名する当事者がシグネーチャキーをもち、かつベリファイする
当事者が対応するベリファイキーをもつことである。これらキーが異なるかあるいは同一
のキーであるか、短命かあるいは長命かには制限がなく、また公開鍵基盤（ＰＫＩ）サー
ティフィケートを使用するかにも制限はない。この後者の点では、ＤＳＶシステム１０は
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、すべての署名参加者が現在利用でき、現存している妥当性サーティフィケート当局によ
ってベリファイ可能であるとともに、シグネーチャがベリファイ可能な場合には、現状で
決定できる取り消し状態をもつデジタルサーティフィケートをもっていなければならない
。ＤＳＶシステム１０はシグネチャー生成及びベリフィケイションを行うためにＰＫＩサ
ーティフィケートを利用できるが、これを必要としない。
【００６９】
以上の理由、およびこれら以外の理由から、本発明のＤＳＶシステム１０は、産業上広
範な利用可能性をもつことが予想され、従って、本発明の産業上の実用性は広範にわたる
とともに持続的であることが考えられる。
【図面の簡単な説明】
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【００７０】
【図１】本発明シグネーチャシステムを示す概略ブロック線図である。
【図２】本発明ベリファイシステムを示す概略線図である。
【図３】シグネーチャシステムがシグネーチャを生成し、そしてベリファイシステムがこ
のシグネーチャをベリファイするプロセスを示すフローチャートである。
【図４ａ】本発明の実施態様を構成する構成要素の多数の考えられる配置を示す一連の図
である。具体的には、図４ａは、署名エンティティがメッセージおよびシグネーチャを検
証エンティティに与える実施態様を示す図である。
【図４ｂ】本発明の実施態様を構成する構成要素の多数の考えられる配置を示す一連の図
である。具体的には、図４ｂは、エージェントを使用してシグネーチャを与える応用例を
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示す図である。
【図４ｃ】本発明の実施態様を構成する構成要素の多数の考えられる配置を示す一連の図
である。図４ｃは、エージェントを使用してシグネーチャを与える別な応用例を示す図で
ある。
【図４ｄ】本発明の実施態様を構成する構成要素の多数の考えられる配置を示す一連の図
である。具体的には、図４ｄは、エージェントを使用してメッセージおよびシグネーチャ
を検証する応用例を示す図である。
【図４ｅ】本発明の実施態様を構成する構成要素の多数の考えられる配置を示す一連の図
である。具体的には、図４ｅは、エージェントを使用してメッセージおよびシグネーチャ
を検証する別な応用例を示す図である。
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【図４ｆ】本発明の実施態様を構成する構成要素の多数の考えられる配置を示す一連の図
である。具体的には、図４ｆは、エージェントを使用してメッセージおよびシグネーチャ
を検証するさらに別な応用例を示す図である。
【図４ｇ】本発明の実施態様を構成する構成要素の多数の考えられる配置を示す一連の図
である。具体的には、図４ｇは、エージェントを使用してメッセージおよびシグネーチャ
を検証するさらに別な応用例を示す図である。
【図５】セールスの実例として、メッセージユニットを署名ベリファイするために本発明
をどのように使用するかを示すＥＩＭ会話型メッセージングダイアログ図である。
【図６】多数のオプションを備えた本発明を示す概略ブロック線図である。
【図７】シグネーチャ検証サービスを含むように具体化した本発明を示す概略ブロック線
図である。
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なお、図中、同じ符号は同じ構成要素およびステップを示す。

【符号の説明】
【００７１】
１０：ＤＳＶシステム、
１２：シグネーチャシステム、
１４：署名エンティティ、
１６、２６：ボールト、
１８：メッセージ、
２０：私的クレデンシャル、
２２：シグネーチャキー、
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２４：シグネーチャ、
３２：ベリファイシステム、
３４：検証エンティティ、
３６：ベリファイヤ、
３８：ベリファイキー、
４０：アサーション、
４２：検証レスポンス、
４４：タイム・スタンプ、
５０：プロセス、
５２〜５６、６０、６２、６４、６６、６８：ステップ。
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【図４ｃ】

【図４ｄ】

【図４ｅ】

【図４ｆ】

【図４ｇ】

【図５】
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【図７】

【手続補正書】
【 提 出 日 】 平 成 18年 6月 13日 (2006.6.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
会話型メッセージの通信方法において、
第１のコンピュータ化システムで、上記会話型メッセージに基づいて第１ハッシュ値を
計算するステップ、
第２のコンピュータ化システムで、シグネーチャキーに基づいて上記第１ハッシュ値を
暗号化することによってデジタルシグネーチャを生成するステップ、
ネットワークを介して、上記デジタルシグネーチャを第３のコンピュータ化システムに
通信するとともに、上記会話型メッセージを第４のコンピュータ化システムに通信するス
テップ、
上記第３のコンピュータ化システムで、検証キーに基づいて上記デジタルシグネーチャ
を復号して上記第１ハッシュ値を再生するステップ、
上記第４のコンピュータ化システムで、上記会話型メッセージに基づいて第２ハッシュ
値を計算するステップ、および
第５のコンピュータ化システムで、上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とを比較
して検証レスポンスを決めるステップからなり、
上記検証レスポンスは、上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とが一致したときに
検証すべき会話型メッセージを示し、および上記第１のコンピュータ化システムおよび上
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記第２のコンピュータ化システムとして同じか同一でないシステムを利用し、かつ上記第
３のコンピュータ化システム、上記第４のコンピュータ化システムおよび上記第５のコン
ピュータ化システムとしてすべて同じシステムを利用するか、一部のシステムとして同じ
システムを利用するか、あるいはすべて同一でないシステムを利用することを特徴とする
会話型メッセージの通信方法。
【請求項２】
会話型メッセージを対象とするデジタルシグネーチャの生成方法において、
第１のコンピュータ化システムで、上記会話型メッセージに基づいてハッシュ値を計算
するステップ、および
第２のコンピュータ化システムで、シグネーチャキーに基づいて上記ハッシュ値を暗号
化することによって上記デジタルシグネーチャを生成するステップからなり、
上記第１のコンピュータ化システムおよび上記第２のコンピュータ化システムとして同
じか同一でないシステムを利用することを特徴とする会話型メッセージを対象とするデジ
タルシグネーチャの生成方法。
【請求項３】
上記会話型メッセージを署名エンティティによって署名し、そしてさらにこの署名エン
ティティを認証するステップを有する請求項２記載の方法。
【請求項４】
上記認証ステップで、上記署名エンティティの私的クレデンシャルを検証する請求項３
記載の方法。
【請求項５】
上記シグネーチャキーは、ＰＫＩ環境で発行されたＸ．５０９サーティフィケートから
得られたものでない請求項２記載の方法。
【請求項６】
少なくとも、上記の暗号化ステップをボールトで行う請求項２記載の方法。
【請求項７】
会話型メッセージユニットを署名エンティティによって署名し、そして
上記暗号化ステップを実行する前に、上記ボールトが上記署名エンティティを認証する
請求項６記載の方法。
【請求項８】
上記会話型メッセージは複数の会話型メッセージユニットを有し、そして
上記計算するステップおよび上記暗号化ステップは上記複数の会話型メッセージユニッ
トに基づいて一括的に行われる請求項２記載の方法。
【請求項９】
会話型メッセージを対象とするデジタルシグネーチャの検証方法において、
第１のコンピュータ化システムで、検証キーに基づいて上記デジタルシグネーチャを復
号して第１ハッシュ値を再生するステップ、
第２のコンピュータ化システムで、上記会話型メッセージに基づいて第２ハッシュ値を
計算するステップ、および
第３のコンピュータ化システムで、上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とを比較
して検証レスポンスを決めるステップからなり、
上記検証レスポンスは、上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とが一致したときに
検証すべき会話型メッセージを示し、そして上記第１のコンピュータ化システム、上記第
２のコンピュータ化システムおよび上記第３のコンピュータ化システムとしてすべて同じ
システムを利用するか、一部のシステムとして同じシステムを利用するか、あるいはすべ
て同一でないシステムを利用することを特徴とするデジタルシグネーチャの検証方法。
【請求項１０】
上記会話型メッセージを検証エンティティによって検証し、そしてさらにこの検証エン
ティティを認証するステップを有する請求項９記載の方法。
【請求項１１】
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上記認証するステップは、上記検証エンティティのアサーションを検証する請求項１０
の方法。
【請求項１２】
上記検証キーが、ＰＫＩ環境で発行されたＸ．５０９サーティフィケートから得られた
ものでない請求項１５の方法。
【請求項１３】
少なくとも、上記復号するステップは、ベリファイヤで行われる請求項９記載の方法。
【請求項１４】
上記デジタルシグネーチャを検証エンティティによって検証し、そして
上記復号するステップを実行する前に、上記ベリファイヤが上記検証エンティティを認
証する請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
上記検証レスポンスを第３者に通信するステップをさらに有する請求項９記載の方法。
【請求項１６】
上記第１ハッシュ値および上記第２ハッシュ値を第３者に通信するステップをさらに有
する請求項９記載の方法。
【請求項１７】
会話型メッセージを対象とするデジタルシグネーチャの生成装置において、
上記会話型メッセージに基づいてハッシュ値を計算できるロジックを有する第１のコン
ピュータ化システム、および
上記ハッシュ値をシグネーチャキーに基づいて暗号化できるロジックを有することによ
って上記デジタルシグネーチャを生成する第２のコンピュータ化システムからなり、
上記第１のコンピュータ化システムおよび上記第２のコンピュータ化システムの両者を
同じシステムとして構成するか、同一でないシステムとして構成したことを特徴とする生
成装置。
【請求項１８】
上記会話型メッセージを署名エンティティによって署名し、そして上記第２のコンピュ
ータ化システムはネットワークを介してサーバで上記署名エンティティを認証できるロジ
ックをさらに有する請求項１７記載の生成装置。
【請求項１９】
上記の認証できるロジックは上記署名エンティティの私的クレデンシャルも検証する請
求項１７記載の生成装置。
【請求項２０】
上記第２のコンピュータ化システムは、上記ハッシュ値をボールトで暗号化する請求項
１７記載の生成装置。
【請求項２１】
上記ボールトは、このボールトから物理的に離間しているサーバから上記シグネーチャ
キーを取得し、上記会話型メッセージユニットを署名エンティティによって署名し、そし
て上記第２のコンピュータ化システムは、ネットワークを介してサーバで上記ボールトの
上記署名エンティティを認証できるロジックをさらに有する請求項１７記載の生成装置。
【請求項２２】
上記第１のコンピュータ化システムは、複数の会話型メッセージユニットを含むように
上記会話型メッセージを構成できるロジックをさらに有する請求項１７記載の生成装置。
【請求項２３】
会話型メッセージを対象とするデジタルシグネーチャの検証装置において、
検証キーに基づいて上記デジタルシグネーチャを復号して第１ハッシュ値を再生できる
ロジックを有する第１のコンピュータ化システム、
上記会話型メッセージに基づいて第２ハッシュ値を計算できるロジックを有する第２の
コンピュータ化システム、および
上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とを比較して検証レスポンスを決めることが
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できるロジックを有する第３のコンピュータ化システムからなり、
上記検証レスポンスは、上記第１ハッシュ値と上記第２ハッシュ値とが一致したときに
検証すべき会話型メッセージを示し、そして上記第１のコンピュータ化システム、上記第
２のコンピュータ化システムおよび上記第３のコンピュータ化システムのすべてあるいは
一部を同じシステムとするか、あるいはすべてを同じシステムとしないことを特徴とする
検証装置。
【請求項２４】
上記第１のコンピュータ化システムは、ネットワークを介してサーバで上記検証エンテ
ィティを認証できるロジックをさらに有する請求項２３記載の検証装置。
【請求項２５】
上記第１のコンピュータ化システムは、上記デジタルシグネーチャをベリファイヤにお
いて復号する請求項２３記載の検証装置。
【請求項２６】
上記第１のコンピュータ化システムは、ネットワークを介してサーバから上記ベリファ
イヤの上記検証キーを取得できるロジックをさらに有し、上記デジタルシグネーチャを検
証エンティティによって検証し、そして上記第１のコンピュータ化システムは、ネットワ
ークを介してサーバで上記ベリファイヤの上記検証エンティティを認証できるロジックを
さらに有する請求項２５記載の検証装置。
【請求項２７】
上記会話型メッセージはダイアログに少なくとも一つの会話型メッセージ要素を有し、
そして上記第１のコンピュータ化システム、上記第２のコンピュータ化システムおよび上
記第３のコンピュータ化システムの一つは、上記会話型メッセージ要素を有するトランス
クリプトを記憶できるロジックをさらに有する請求項２３記載の検証装置。
【請求項２８】
上記第３のコンピュータ化システムは上記第１のコンピュータ化システムでもなくまた
上記第２のコンピュータ化システムでもなく、
上記第１のコンピュータ化システムは、ネットワークを介して上記第１ハッシュ値を上
記第３のコンピュータ化システムに通信できるロジックをさらに有し、そして
上記第２のコンピュータ化システムは、上記ネットワークを介して上記第２ハッシュ値
を上記第３のコンピュータ化システムに通信できるロジックをさらに有する請求項２３記
載の検証装置。
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