
JP 2018-538758 A 2018.12.27

10

(57)【要約】
　無線通信用ネットワーク１００において、エンローリ
１１０はコンフィギュレータ１３０を介してネットワー
クにアクセスする。該エンローリは、ネットワーク公開
キーを表すデータパターン１４０をセンサ１１３により
帯域外チャンネルを介して取得する。該エンローリは、
上記ネットワーク公開キー及び第１エンローリ秘密キー
に基づいて第１共有キーを導出し、該第１共有キーを用
いて第２エンローリ公開キーをコード化し、ネットワー
クアクセス要求を発生する。前記コンフィギュレータも
、第１共有キーを導出し、上記コード化された第２エン
ローリ公開キーが該第１共有キーによりコード化された
ものであるかを検証し、もしそうなら、セキュリティデ
ータを発生すると共に第２共有キーを用いてデータを暗
号学的に保護し、ネットワークアクセスメッセージを発
生する。エンローリプロセッサも、第２共有キーを導出
し、当該データが暗号学的に保護されたものであるかを
検証し、もしそうなら、第２エンローリ秘密キー及び前
記セキュリティデータに基づいてセキュア通信を行う。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　領域内のネットワーク装置間の無線通信のための且つセキュリティプロトコルによるセ
キュア通信のためのネットワークシステムにおいて使用するエンローリ装置であって、
　前記ネットワークシステムは、
　　ネットワークへのアクセスを得るために前記セキュリティプロトコルに従って前記エ
ンローリ装置として動作するネットワーク装置と、
　　前記エンローリ装置による前記ネットワークへのアクセスを可能にするために前記セ
キュリティプロトコルに従ってコンフィギュレータ装置として動作するネットワーク装置
と、
を有し、
　前記コンフィギュレータ装置は、
　前記エンローリ装置から、コード化された第２エンローリ公開キー及び第１エンローリ
公開キーを含むネットワークアクセス要求を、前記セキュリティプロトコルに従って受信
するコンフィギュレータ通信ユニットと、
　前記コンフィギュレータ装置のためにコンフィギュレータ公開キー及び対応するコンフ
ィギュレータ秘密キーを有すると共に、前記ネットワークシステムのためにネットワーク
公開キー及び対応するネットワーク秘密キーを有するメモリを備えた、コンフィギュレー
タプロセッサと、
を有し、
　前記コンフィギュレータプロセッサは、
　　第１共有キーを、前記ネットワーク秘密キー及び前記第１エンローリ公開キーに基づ
いて導出し、
　　前記コード化された第２エンローリ公開キーを、前記第１共有キーを用いて復号し、
　　前記コード化された第２エンローリ公開キーが前記第１共有キーによりコード化され
たものであるかを検証し、もしそうなら、
　　セキュリティデータを、前記第２エンローリ公開キー及び前記コンフィギュレータ秘
密キーを用いて発生し、
　　第２共有キーを、前記第１エンローリ公開キー、前記第２エンローリ公開キー及び前
記ネットワーク秘密キーに基づいて導出し、
　　前記第２共有キーを用いて、前記セキュリティデータ及び前記コンフィギュレータ公
開キーのうちの少なくとも一方を暗号的に保護し、
　　保護された前記セキュリティデータ及び保護された前記コンフィギュレータ公開キー
のうちの少なくとも一方を含むネットワークアクセスメッセージを前記セキュリティプロ
トコルに従って発生し、
　前記エンローリ装置は、
　無線通信のためのエンローリ無線通信ユニットと、
　前記領域内で供給されると共に前記ネットワーク公開キーを表すデータパターンを、帯
域外チャンネルを介して取得するエンローリセンサと、
　前記第１エンローリ公開キー及び対応する第１エンローリ秘密キーを有すると共に、前
記第２エンローリ公開キー及び対応する第２エンローリ秘密キーを有するメモリを備えた
、エンローリプロセッサと、
を有し、
　前記エンローリプロセッサは、
　　前記第１共有キーを、前記ネットワーク公開キー及び前記第１エンローリ秘密キーに
基づいて導出し、
　　前記第２エンローリ公開キーを、前記第１共有キーを用いてコード化し、
　　前記コード化された第２エンローリ公開キー及び前記第１エンローリ公開キーを含む
ネットワークアクセス要求を前記セキュリティプロトコルに従って発生し、
　　前記ネットワークアクセス要求を、前記エンローリ無線通信ユニットを介して前記コ
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ンフィギュレータ装置に伝送し、
　前記エンローリプロセッサは、更に、
　　前記コンフィギュレータ装置から前記エンローリ無線通信ユニットを介して前記ネッ
トワークアクセスメッセージを受信し、
　　前記第２共有キーを、前記第１エンローリ秘密キー、前記第２エンローリ秘密キー及
び前記ネットワーク公開キーに基づいて導出し、
　　前記保護されたセキュリティデータ及び保護されたコンフィギュレータ公開キーのう
ちの少なくとも一方が前記第２共有キーにより暗号的に保護されたものであるかを検証し
、もしそうなら、
　　前記セキュア通信を、前記第２エンローリ秘密キー及び前記セキュリティデータに基
づいて行う、
エンローリ装置。
【請求項２】
　前記エンローリプロセッサが、前記第１エンローリ公開キー及び前記対応する第１エン
ローリ秘密キーを構成する、一時エンローリ公開キー及び対応する一時エンローリ秘密キ
ーを発生し、及び／又は
　前記エンローリプロセッサが、前記第２エンローリ公開キー及び前記対応する第２エン
ローリ秘密キーを構成する、他の一時エンローリ公開キー及び対応する他の一時エンロー
リ秘密キーを発生する、
請求項１に記載のエンローリ装置。
【請求項３】
　前記コンフィギュレータプロセッサが、更に、
　　コンフィギュレータセッションキーを供給すると共に該コンフィギュレータセッショ
ンキーを前記エンローリ装置に伝送する、
ことにより前記セキュリティデータを発生し、
　前記エンローリプロセッサが、更に、
　　前記コンフィギュレータセッションキーを受信し、
　　該コンフィギュレータセッションキーに基づいて前記セキュア通信を行う、
請求項１又は請求項２に記載のエンローリ装置。
【請求項４】
　前記コンフィギュレータプロセッサが、更に、
　　コンフィギュレータセッション公開キー及び対応するコンフィギュレータセッション
秘密キーを発生し、
　　第３共有キーを、前記コンフィギュレータセッション秘密キー及び前記第２エンロー
リ公開キーに基づいて導出し、
　　前記コンフィギュレータセッション公開キーを前記エンローリ装置に伝送し、
　前記エンローリプロセッサが、更に、
　　前記コンフィギュレータセッション公開キーを受信し、
　　前記第３共有キーを、前記第２エンローリ秘密キー及び前記コンフィギュレータセッ
ション公開キーに基づいて導出し、
　　前記第３共有キーに基づいてセキュア通信を行う、
請求項１ないし３の何れか一項に記載のエンローリ装置。
【請求項５】
　前記ネットワークシステムは他のネットワーク装置を有し、該他のネットワーク装置は
、
　　前記第２エンローリ公開キー及び前記セキュリティデータを受信し、
　　セッションネットワーク公開キー及び対応するセッションネットワーク秘密キーを供
給し、
　　第５共有キーを前記セッションネットワーク秘密キー及び前記第２エンローリ公開キ
ーに基づいて導出すると共に、前記セッションネットワーク公開キーを前記エンローリ装
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置に伝送し、
　前記エンローリプロセッサは、更に、
　　前記セッションネットワーク公開キーを受信し、
　　第５共有キーを前記第２エンローリ秘密キー及び前記セッションネットワーク公開キ
ーに基づいて導出し、
　　該第５共有キーに基づいて、前記他のネットワーク装置との通信を安全に行う、
請求項１ないし４の何れか一項に記載のエンローリ装置。
【請求項６】
　前記コンフィギュレータプロセッサが、更に、
　　前記第２エンローリ公開キーに前記コンフィギュレータ秘密キーでデジタル的に署名
することにより、デジタル署名を有する前記セキュリティデータを発生し、
　　前記デジタル署名を第３装置及び／又は前記エンローリ装置に伝送して、該エンロー
リ装置と前記第３装置との間のセキュア通信を可能にし、
　前記エンローリプロセッサが、更に、
　　前記デジタル署名を受信し、
　　該デジタル署名及び前記コンフィギュレータ公開キーに基づいて、前記第２エンロー
リ公開キーが正しく署名されたものであるかを検証し、もしそうなら、
　　前記第２エンローリ秘密キーに基づいて前記セキュア通信を行う、
請求項１ないし５の何れか一項に記載のエンローリ装置。
【請求項７】
　前記ネットワークシステムは他のネットワーク装置を有し、該他のネットワーク装置は
、
　　前記コンフィギュレータ公開キーを取得し、
　　前記デジタル署名及び前記第２エンローリ公開キーを受信し、
　　前記デジタル署名及び前記コンフィギュレータ公開キーに基づいて、前記第２エンロ
ーリ公開キーが正しく署名されたものであるかを検証し、もしそうなら、
　　前記第２エンローリ公開キーに基づいて、前記エンローリ装置との前記セキュア通信
を行う、
請求項６に記載のエンローリ装置。
【請求項８】
　前記コンフィギュレータプロセッサが、更に、他のネットワーク装置の他の公開キーに
前記コンフィギュレータ秘密キーでデジタル的に署名することにより、他のデジタル署名
を有する他のセキュリティデータを発生し、
　前記エンローリプロセッサが、更に、
　　前記他の公開キー及び前記他のデジタル署名を受信し、
　　前記他のデジタル署名及び前記コンフィギュレータ公開キーに基づいて、前記他の公
開キーが正しく署名されたものであるかを検証し、もしそうなら、
　　前記第２エンローリ秘密キー及び前記他の公開キーを用いて、前記他のネットワーク
装置と安全に通信する、
ことにより前記他のセキュリティデータを使用する、
請求項１ないし７の何れか一項に記載のエンローリ装置。
【請求項９】
　前記コンフィギュレータプロセッサが、更に、
　　コード化されたエンローリテストデータを、前記第２共有キーを用いて復号し、
　　前記エンローリテストデータが、前記エンローリ装置において前記第２共有キーによ
りコード化されたものであるかを検証し、
　前記エンローリプロセッサが、更に、
　　前記エンローリテストデータを発生し、
　　該エンローリテストデータを、前記第２共有キーを用いてコード化し、
　　該コード化されたエンローリテストデータを前記コンフィギュレータ装置に伝送する
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、
請求項１ないし８の何れか一項に記載のエンローリ装置。
【請求項１０】
　前記コンフィギュレータプロセッサが、更に、
　　コンフィギュレータテストデータを発生し、
　　該コンフィギュレータテストデータを、前記第２共有キーを用いてコード化し、
　　該コード化されたコンフィギュレータテストデータを前記エンローリ装置に伝送し、
　前記エンローリプロセッサが、更に、
　　前記コード化されたコンフィギュレータテストデータを、前記第２共有キーを用いて
復号し、
　　該コンフィギュレータテストデータが前記コンフィギュレータ装置において前記第２
共有キーによりコード化されたものであるかを検証する、
請求項１ないし９の何れか一項に記載のエンローリ装置。
【請求項１１】
　領域内のネットワーク装置間の無線通信のための且つセキュリティプロトコルによるセ
キュア通信のためのネットワークシステムにおいて使用するエンローリ用方法であって、
　前記ネットワークシステムは、
　　ネットワークへのアクセスを得るために前記セキュリティプロトコルに従ってエンロ
ーリ装置として動作するために当該エンローリ用方法を実行するネットワーク装置と、
　　前記エンローリ装置による前記ネットワークへのアクセスを可能にするために前記セ
キュリティプロトコルに従ってコンフィギュレータ装置として動作するネットワーク装置
と、
を有し、
　前記コンフィギュレータ装置は、
　前記エンローリ装置から、コード化された第２エンローリ公開キー及び第１エンローリ
公開キーを含むネットワークアクセス要求を、前記セキュリティプロトコルに従って受信
するコンフィギュレータ通信ユニットと、
　前記コンフィギュレータ装置のためにコンフィギュレータ公開キー及び対応するコンフ
ィギュレータ秘密キーを有すると共に、前記ネットワークシステムのためにネットワーク
公開キー及び対応するネットワーク秘密キーを有するメモリを備えた、コンフィギュレー
タプロセッサと、
を有し、
　前記コンフィギュレータプロセッサは、
　　第１共有キーを、前記ネットワーク秘密キー及び前記第１エンローリ公開キーに基づ
いて導出し、
　　前記コード化された第２エンローリ公開キーを、前記第１共有キーを用いて復号し、
　　前記コード化された第２エンローリ公開キーが前記第１共有キーによりコード化され
たものであるかを検証し、もしそうなら、
　　セキュリティデータを、前記第２エンローリ公開キー及び前記コンフィギュレータ秘
密キーを用いて発生し、
　　第２共有キーを、前記第１エンローリ公開キー、前記第２エンローリ公開キー及び前
記ネットワーク秘密キーに基づいて導出し、
　　前記第２共有キーを用いて、前記セキュリティデータ及び前記コンフィギュレータ公
開キーのうちの少なくとも一方を暗号的に保護し、
　　保護された前記セキュリティデータ及び保護された前記コンフィギュレータ公開キー
のうちの少なくとも一方を含むネットワークアクセスメッセージを前記セキュリティプロ
トコルに従って発生し、
　当該エンローリ用方法は、
　　前記第１エンローリ公開キー及び対応する第１エンローリ秘密キー、並びに、前記第
２エンローリ公開キー及び対応する第２エンローリ秘密キーを記憶するステップと、
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　　前記領域内で供給されると共に前記ネットワーク公開キーを表すデータパターンを、
帯域外チャンネルを介して取得するステップと、
　　前記第１共有キーを、前記ネットワーク公開キー及び前記第１エンローリ秘密キーに
基づいて導出するステップと、
　　前記第２エンローリ公開キーを、前記第１共有キーを用いてコード化するステップと
、
　　前記コード化された第２エンローリ公開キー及び前記第１エンローリ公開キーを含む
ネットワークアクセス要求を前記セキュリティプロトコルに従って発生するステップと、
　　前記ネットワークアクセス要求を、前記エンローリ無線通信ユニットを介して前記コ
ンフィギュレータ装置に伝送するステップと、
を有し、
　前記エンローリ用方法は、更に、
　　前記コンフィギュレータ装置から前記ネットワークアクセスメッセージを受信するス
テップと、
　　前記第２共有キーを、前記第１エンローリ秘密キー、前記第２エンローリ秘密キー及
び前記ネットワーク公開キーに基づいて導出するステップと、
　　前記保護されたセキュリティデータ及び前記保護されたコンフィギュレータ公開キー
のうちの少なくとも一方が前記第２共有キーにより暗号的に保護されたものであるかを検
証するステップと、もしそうなら、
　　前記セキュア通信を、前記第２エンローリ秘密キー及び前記セキュリティデータに基
づいて行うステップと、
を有する、エンローリ用方法。
【請求項１２】
　領域内のネットワーク装置間の無線通信のための且つセキュリティプロトコルによるセ
キュア通信のためのネットワークシステムにおいて使用するコンフィギュレータ用方法で
あって、
　前記ネットワークシステムは、
　　ネットワークへのアクセスを得るために前記セキュリティプロトコルに従ってエンロ
ーリ装置として動作するネットワーク装置と、
　　前記エンローリ装置による前記ネットワークへのアクセスを可能にするために前記セ
キュリティプロトコルに従ってコンフィギュレータ装置として動作するために、当該コン
フィギュレータ用方法を実行するネットワーク装置と、
を有し、
　前記エンローリ装置は、
　無線通信のためのエンローリ無線通信ユニットと、
　前記領域内で供給されると共にネットワーク公開キーを表すデータパターンを、帯域外
チャンネルを介して取得するエンローリセンサと、
　第１エンローリ公開キー及び対応する第１エンローリ秘密キーを有すると共に、第２エ
ンローリ公開キー及び対応する第２エンローリ秘密キーを有するメモリを備えた、エンロ
ーリプロセッサと、
を有し、
　前記エンローリプロセッサは、
　　第１共有キーを、前記ネットワーク公開キー及び前記第１エンローリ秘密キーに基づ
いて導出し、
　　前記第２エンローリ公開キーを、前記第１共有キーを用いてコード化し、
　　前記コード化された第２エンローリ公開キー及び前記第１エンローリ公開キーを含む
ネットワークアクセス要求を前記セキュリティプロトコルに従って発生し、
　　前記ネットワークアクセス要求を、前記エンローリ無線通信ユニットを介して前記コ
ンフィギュレータ装置に伝送し、
　前記エンローリプロセッサは、更に、
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　　前記コンフィギュレータ装置から前記エンローリ無線通信ユニットを介して、保護さ
れたセキュリティデータ及び保護されたコンフィギュレータ公開キーのうちの少なくとも
一方を含むネットワークアクセスメッセージを受信し、
　　第２共有キーを、前記第１エンローリ秘密キー、前記第２エンローリ秘密キー及び前
記ネットワーク公開キーに基づいて導出し、
　　保護された前記セキュリティデータ及び保護された前記コンフィギュレータ公開キー
のうちの少なくとも一方が前記第２共有キーにより暗号的に保護されたものであるかを検
証し、もしそうなら、
　　前記セキュア通信を、前記第２エンローリ秘密キー及び前記セキュリティデータに基
づいて行い、
　当該コンフィギュレータ用方法は、
　　前記コンフィギュレータ装置のために前記コンフィギュレータ公開キー及び対応する
コンフィギュレータ秘密キーを記憶すると共に、前記ネットワークシステムのために前記
ネットワーク公開キー及び対応するネットワーク秘密キーを記憶するステップと、
　　前記エンローリ装置から、前記コード化された第２エンローリ公開キー及び第１エン
ローリ公開キーを含む前記ネットワークアクセス要求を、前記セキュリティプロトコルに
従って受信するステップと、
　　第１共有キーを、前記ネットワーク秘密キー及び前記第１エンローリ公開キーに基づ
いて導出するステップと、
　　前記コード化された第２エンローリ公開キーを、前記第１共有キーを用いて復号する
ステップと、
　　前記コード化された第２エンローリ公開キーが前記第１共有キーによりコード化され
たものであるかを検証するステップと、もしそうなら、
　　前記セキュリティデータを、前記第２エンローリ公開キー及び前記コンフィギュレー
タ秘密キーを用いて発生するステップと、
　　前記第２共有キーを、前記第１エンローリ公開キー、前記第２エンローリ公開キー及
び前記ネットワーク秘密キーに基づいて導出するステップと、
　　前記第２共有キーを用いて、前記セキュリティデータ及び前記コンフィギュレータ公
開キーのうちの少なくとも一方を暗号的に保護するステップと、
　　前記ネットワークアクセスメッセージを前記セキュリティプロトコルに従って発生す
るステップと、
を有する、コンフィギュレータ用方法。
【請求項１３】
　領域内のネットワーク装置間の無線通信のための且つセキュリティプロトコルによるセ
キュア通信のためのネットワークシステムにおいて使用するコンフィギュレータ装置であ
って、
　前記ネットワークシステムは、
　　ネットワークへのアクセスを得るために前記セキュリティプロトコルに従ってエンロ
ーリ装置として動作するネットワーク装置と、
　　前記エンローリ装置による前記ネットワークへのアクセスを可能にするために前記セ
キュリティプロトコルに従ってコンフィギュレータ装置として動作するネットワーク装置
と、
を有し、
　前記エンローリ装置は、
　無線通信のためのエンローリ無線通信ユニットと、
　前記領域内で供給されると共にネットワーク公開キーを表すデータパターンを、帯域外
チャンネルを介して取得するエンローリセンサと、
　第１エンローリ公開キー及び対応する第１エンローリ秘密キーを有すると共に、第２エ
ンローリ公開キー及び対応する第２エンローリ秘密キーを有するメモリを備えた、エンロ
ーリプロセッサと、
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を有し、
　前記エンローリプロセッサは、
　　第１共有キーを、前記ネットワーク公開キー及び前記第１エンローリ秘密キーに基づ
いて導出し、
　　前記第２エンローリ公開キーを、前記第１共有キーを用いてコード化し、
　　前記コード化された第２エンローリ公開キー及び前記第１エンローリ公開キーを含む
ネットワークアクセス要求を前記セキュリティプロトコルに従って発生し、
　　前記ネットワークアクセス要求を、前記エンローリ無線通信ユニットを介して前記コ
ンフィギュレータ装置に伝送し、
　前記エンローリプロセッサは、更に、
　　前記コンフィギュレータ装置から前記エンローリ無線通信ユニットを介して、保護さ
れたセキュリティデータ及び保護されたコンフィギュレータ公開キーのうちの少なくとも
一方を含むネットワークアクセスメッセージを受信し、
　　第２共有キーを、前記第１エンローリ秘密キー、前記第２エンローリ秘密キー及び前
記ネットワーク公開キーに基づいて導出し、
　　保護された前記セキュリティデータ及び保護された前記コンフィギュレータ公開キー
のうちの少なくとも一方が前記第２共有キーにより暗号的に保護されたものであるかを検
証し、もしそうなら、
　　前記セキュア通信を、前記第２エンローリ秘密キー及び前記セキュリティデータに基
づいて行い、
　当該コンフィギュレータ装置は、
　前記エンローリ装置から、前記コード化された第２エンローリ公開キー及び第１エンロ
ーリ公開キーを含む前記ネットワークアクセス要求を、前記セキュリティプロトコルに従
って受信するコンフィギュレータ通信ユニットと、
　前記コンフィギュレータ装置のために前記コンフィギュレータ公開キー及び対応するコ
ンフィギュレータ秘密キーを有すると共に、前記ネットワークシステムのために前記ネッ
トワーク公開キー及び対応するネットワーク秘密キーを有するメモリを備えた、コンフィ
ギュレータプロセッサと、
を有し、
　該コンフィギュレータプロセッサは、
　　前記第１共有キーを、前記ネットワーク秘密キー及び前記第１エンローリ公開キーに
基づいて導出し、
　　前記コード化された第２エンローリ公開キーを、前記第１共有キーを用いて復号し、
　　前記コード化された第２エンローリ公開キーが前記第１共有キーによりコード化され
たものであるかを検証し、もしそうなら、
　　前記セキュリティデータを、前記第２エンローリ公開キー及び前記コンフィギュレー
タ秘密キーを用いて発生し、
　　前記第２共有キーを、前記第１エンローリ公開キー、前記第２エンローリ公開キー及
び前記ネットワーク秘密キーに基づいて導出し、
　　前記第２共有キーを用いて、前記セキュリティデータ及び前記コンフィギュレータ公
開キーのうちの少なくとも一方を暗号的に保護し、
　　前記ネットワークアクセスメッセージを前記セキュリティプロトコルに従って発生す
る、
コンフィギュレータ装置。
【請求項１４】
　前記コンフィギュレータプロセッサが、前記ネットワーク公開キー及び前記対応するネ
ットワーク秘密キーを構成する、一時ネットワーク公開キー及び対応する一時ネットワー
ク秘密キーを発生する、請求項１３に記載のコンフィギュレータ装置。
【請求項１５】
　前記エンローリプロセッサが、更に、
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　　コンフィギュレータセッション公開キーを受信し、
　　第３共有キーを、前記第２エンローリ秘密キー及び前記コンフィギュレータセッショ
ン公開キーに基づいて導出し、
　　前記第３共有キーに基づいてセキュア通信を行い、
　前記コンフィギュレータプロセッサが、更に、
　　前記コンフィギュレータセッション公開キー及び対応するコンフィギュレータセッシ
ョン秘密キーを発生し、
　　第３共有キーを、前記コンフィギュレータセッション秘密キー及び前記第２エンロー
リ公開キーに基づいて導出し、
　　前記コンフィギュレータセッション公開キーを前記エンローリ装置に伝送する、
請求項１３又は請求項１４に記載のコンフィギュレータ装置。
【請求項１６】
　前記コンフィギュレータプロセッサが、更に、
　　前記第２エンローリ公開キーに前記コンフィギュレータ秘密キーでデジタル的に署名
することにより、デジタル署名を有する前記セキュリティデータを発生し、
　　前記デジタル署名を第３装置及び／又は前記エンローリに伝送して、該エンローリ装
置と前記第３装置との間のセキュア通信を可能にする、
請求項１３ないし１５の何れか一項に記載のコンフィギュレータ装置。
【請求項１７】
　前記エンローリプロセッサが、更に、
　　他の公開キー及び他のデジタル署名を受信し、
　　前記他のデジタル署名及び前記コンフィギュレータ公開キーに基づいて、前記他の公
開キーが正しく署名されたものであるかを検証し、もしそうなら、
　　前記第２エンローリ秘密キー及び前記他の公開キーを用いて、他のネットワーク装置
と安全に通信する、
ことにより他のセキュリティデータを使用し、
　前記コンフィギュレータプロセッサが、更に、前記他のネットワーク装置の前記他の公
開キーに前記コンフィギュレータ秘密キーでデジタル的に署名することにより、前記他の
デジタル署名を有する前記他のセキュリティデータを発生する、
請求項１３ないし１６の何れか一項に記載のコンフィギュレータ装置。
【請求項１８】
　前記エンローリプロセッサが、更に、
　　エンローリテストデータを発生し、
　　該エンローリテストデータを、前記第２共有キーを用いてコード化し、
　　該コード化されたエンローリテストデータを前記コンフィギュレータ装置に伝送し、
　前記コンフィギュレータプロセッサが、更に、
　　前記コード化されたエンローリテストデータを、前記第２共有キーを用いて復号し、
　　前記エンローリテストデータが、前記エンローリ装置において前記第２共有キーによ
りコード化されたものであるかを検証する、
請求項１３ないし１７の何れか一項に記載のコンフィギュレータ装置。
【請求項１９】
　前記エンローリプロセッサが、更に、
　　コード化されたコンフィギュレータテストデータを、前記第２共有キーを用いて復号
し、
　　該コンフィギュレータテストデータが前記コンフィギュレータ装置において前記第２
共有キーによりコード化されたものであるかを検証し、
　前記コンフィギュレータプロセッサが、更に、
　　前記コンフィギュレータテストデータを発生し、
　　該コンフィギュレータテストデータを、前記第２共有キーを用いてコード化し、
　　該コード化されたコンフィギュレータテストデータを前記エンローリ装置に伝送する
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、
請求項１３ないし１８の何れか一項に記載のコンフィギュレータ装置。
【請求項２０】
　ネットワークからダウンロード可能な、及び／又はコンピュータ読取可能な媒体及び／
又はマイクロプロセッサ実行可能な媒体に記憶されたコンピュータプログラムであって、
コンピュータ上で実行された場合に請求項１１又は請求項１２に記載の方法を実施するプ
ログラムコード命令を有する、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、或る領域におけるネットワーク装置間の無線通信のための、セキュリティプ
ロトコルによりセキュア通信を行うよう構成されたネットワークシステムに関する。
【０００２】
　本発明は、広くは無線ネットワーク化の分野（例えば、Wi-Fi登録商標）に、特には無
線ネットワークを安全な態様で構成することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ここ数十年にわたり、無線ネットワークは多くの場所に設けられている。ネットワーク
の使用、ネットワークのアクセス又はネットワーク上のデータトラフィックのために或る
程度のセキュリティを設けることは、一般的要件である。ネットワークを使用したい新た
な装置、即ち無線ネットワークに参加したい装置は、通常、エンローリ（enrollee）と呼
ばれる。エンローリは幾つかの信用証明（credentials）を有する必要がある一方、ネッ
トワークはネットワークアクセスを追跡管理しなければならない。このような機能は、所
謂レジストラ（registrar：登録部）又はコンフィギュレータ（configurator：構成設定
部）により、即ちネットワークに対するアクセス権を発行及び取り消す権限を持つ装置に
より実行することができ、斯かる装置は無線アクセスポイント（ＡＰ）に組み込むことが
でき、又は別個の装置として設けることができる。アクセスポイントは、レジストラとエ
ンローリとの間のプロキシとして機能することができる。
【０００４】
　しかしながら、このような信用証明が無線通信を介して交換される場合、メッセージを
受信する第三者も該信用証明にアクセスすることができ、当該アクセス権を操作すること
ができ、及び／又は当該エンローリの私的情報及び該エンローリとネットワークとの間で
交換される他のデータに対する望ましくないアクセスを得ることができ得る。例えば、レ
ストラン及び喫茶店等の公共の場は、このようなネットワークを運用し得る。
【０００５】
　このような幾らか開放的なネットワークに対し安全なアクセスを得るため、当該ネット
ワークに対しアクセスを得るための身元情報（アイデンティティ）及び／又は信用証明を
交換するための種々のオプションが提案されている。このような信用証明は、例えば、当
該ネットワークのために選択されると共に、一般的に秘密に保たれるが、エンローリに入
力されるように該エンローリのユーザに明かされるパスフレーズ（長いパスワード）を有
し得る。このようなパスフレーズは、エンローリとネットワークとの間の共有キーを発生
するために使用することができる。もっと進んだセキュリティシステムは、ＲＳＡ公開キ
ーシステム等の、一般的に公開キー及び秘密キー（私有キー）と呼ばれるキーデータの対
の組の良く知られたシステムを用いることができる。ＲＳＡ公開キーシステムは、安全な
データ伝送のために広く使用されている。このような暗号システムにおいて、暗号化キー
は公開的で、秘密に守られる解読キーとは異なる。ＲＳＡにおいて、この非対称性は、２
つの大きな素数の積を因数分解すること（即ち、因数分解問題）の実際的な困難さに基づ
いている。ＲＳＡは、当該アルゴリズムを１９７７年に最初に公開したRon Rivest, Adi 
Shamir及びLeonard Adlemanの姓の頭文字からなっている。ＲＳＡのユーザは、２つの大
きな素数に基づく公開キーを作成し、補助値と一緒に公開する。該素数は秘密に保たなけ
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ればならない。誰でもメッセージを暗号化するために当該公開キーを使用することができ
るが、現在公開されている方法では、該公開キーが十分に大きい場合、当該素数を知って
いる者のみしか該メッセージを解読することができない。従って、安全な装置により安全
な通信を望む誰にでも公開キーは明かすことができるが、対応する秘密キーは当該安全な
装置にしか分からない。ディフィー・ヘルマンキー交換も、公開／秘密楕円曲線暗号（Ｅ
ＣＣ）キー対及び幾つかのキー対に基づくものであり得る。共有される秘密は、(PubKey1
 + PubKey2 + … + PubKeyN) * (PrivKeyN+1 + … + PrivKeyN+M)として計算することが
でき｛これは、(PubKeyN+1 + PubKeyN+2 … + PubKeyN+M) * (PrivKey1 +… + PrivKeyN)
に等しい｝、ここで、当該加算及び乗算は通常の代数的加算及び乗算ではなく、楕円曲線
上の点において実行され、或る装置は{PrivKey1, …, PrivKeyN}を秘密に保つが、対応す
る公開キー{PubKey1, …, PubKeyN} は他の装置に対して利用可能にすると共に{PubKeyN+
1, PubKeyN+2, …, PubKeyN+M)は知っているので、共有の秘密を導出することができ、そ
の逆でもある。後の例は、Ｎ＝１及びＭ＝２を使用する。
【０００６】
　更なるセキュリティは、所謂共有キーマテリアルをエンローリ及びコンフィギュレータ
の両方において、両側で公開及び秘密の両キーを用いて発生することに基づいて達成する
ことができる。このような共有キーはエンローリにおいて公開ネットワークキー及び秘密
エンローリキーに基づいて発生される一方、同一のキー（従って、共有キーと呼ばれる）
をコンフィギュレータ側において秘密ネットワークキー及び公開エンローリキーに基づい
て発生することができる。このような共有キーを発生させるために、例えば上記ディフィ
ー・ヘルマンキー交換（ＤＨ）等の種々の暗号方法が知られている。ＤＨは、パブリック
チャンネルを介して暗号キーを安全に交換する固有の方法であり、暗号の分野において実
施化された公開キー交換の最も早期の実用例のうちの１つである。伝統的に、２つの主体
の間の安全な暗号化された通信は、これら主体が、信頼のおける宅配者により輸送される
紙のキーリスト等の、何らかの安全な物理的チャンネルにより先ずキーを交換することを
必要とした。ディフィー・ヘルマンキー交換法は、互いの事前知識を有さない２つの主体
が、安全でないチャンネル上で共有秘密キーを一緒に確立することを可能にする。このキ
ーは、次いで、対称キー暗号を用いて後の通信を暗号化するために使用することができる
。
【０００７】
　ディフィー・ヘルマンキー交換法は、プロトコル交換を聴いている誰も当該ディフィー
・ヘルマンキーを計算することができないというようなものである。しかしながら、何れ
の主体も、他方の主体から受信した公開キーが確かに正しい主体からのものであるという
ことを確かめなければならない。悪意の第三者（通常、中間者と呼ばれる）は、意図され
た各公開キーの代わりに自身の公開キーを２つの主体に与えることができ、従って、これ
ら２者の各々とディフィー・ヘルマンキーを設定することができる一方、これら２つの主
体は直接通信していると思っていることになる。従って、この場合、該中間者は、当該２
つの主体が気付くことなく、一方の主体からの通信を解読し、これを随意に使用し、これ
を他方の主体のためのＤＨキーで暗号化し、これを他方の主体に送信することができる。
上記２つの主体のうちの少なくとも一方が自身の公開キーを後に説明するように信頼する
帯域外（ＯＯＢ）チャンネルを用いて伝送するなら、又は該２つの主体が自身の各公開キ
ーを信頼のおけるＯＯＢチャンネルを介して交換するなら、これら主体は、その公開キー
がＯＯＢを介して受信されたものでない主体とＤＨプロトコルを実行することを拒絶する
ことにより中間者が存在しないということを確かめることができる。公開キーをＯＯＢ経
由で伝送する代わりに、該公開キーの派生物（例えば、該公開キーのハッシュ）を伝送す
ることもできる。或る主体が自身の公開キーを他の主体に供給する場合、該他の主体は該
公開キーのハッシュを計算し、該計算されたハッシュがＯＯＢを介して受信されたハッシ
ュと同一であるかをチェックする。これの一例は、文献“「Connection Handover」metho
d in section 10.1.3 of the Wi-Fi Simple Configuration Technical Specification Ve
rsion 2.05”（参考文献１）における近距離無線通信（ＮＦＣ）のＯＯＢチャンネルとし
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ての使用である。
【０００８】
　秘密を破ろうと試みる攻撃者に対する更に改善された強度は、楕円曲線暗号法を用いて
達成することができる。楕円曲線暗号（ＥＣＣ）は、有限体上の楕円曲線の代数的構造に
基づく公開キー暗号法である。ＥＣＣは、等価なセキュリティを提供するために非ＥＣＣ
暗号法（ただのガロア体に基づく）と比較して一層少ないキーしか必要としない。楕円曲
線は、暗号化、デジタル署名、擬似乱数発生器及び他の作業に適用可能である。楕円曲線
は、レンストラ楕円曲線因数分解等の暗号に用途を有する幾つかの整数因数分解アルゴリ
ズムにも使用される。公開キー暗号は、特定の数学問題の扱い難さに基づくものである。
初期の公開キー体系は、２以上の大きな素因数からなる大きな整数を因数分解することが
困難であると仮定すれば安全である。楕円曲線に基づくプロトコルの場合、公開的に既知
のベースポイントに対するランダムな楕円曲線要素の離散対数を見付けることは実行不可
能であると仮定され、これは“楕円曲線離散対数問題”と称されている。ＥＣＣの安全性
は、点の乗算を計算する能力並びにオリジナルの及び積の点が与えられた場合の被乗数を
計算する能力の無さに依存する。楕円曲線の大きさは、問題の困難さを決定する。種々の
暗号方式が、このような楕円曲線に基づいて適用されている。
【０００９】
　信用証明の交換は、更に、最初に当該ネットワークを介して提供される無線通信とは異
なる近接ベースの通信チャンネルの使用を要求することにより、予め定められた場所内と
なるように制御することができる。良く知られた例は、２００６年に導入されたWi-Fi（
登録商標）保護設定（ＷＰＳ、参考文献１参照）と呼ばれるもので、該プロトコルの目標
は、無線セキュリティについて僅かしか知らず、利用可能なセキュリティオプションに尻
込みし得るホームユーザがWi-Fi（登録商標）保護アクセスを設定することを可能にする
と共に、既存のネットワークに長いパスフレーズを入力することを要せずに新たな装置を
追加することを容易にすることである。ＷＰＳ規格は、有用性及び安全性を強調しており
、当該ネットワークに新たな装置を追加するためのホームネットワークにおける幾つかの
モード：例えばＰＩＮ、押ボタン又はＮＦＣ等を可能にしている。ＰＩＮ方法においては
、個人識別番号（ＰＩＮ）を新たな装置上のステッカ又は表示から読み取らねばならない
。このＰＩＮは、次いで、当該ネットワークの管理者を代表する装置（通常は、ネットワ
ークのアクセスポイント）において入力されねばならない。代わりに、アクセスポイント
により供給されるＰＩＮを当該新たな装置に入力することもできる。押ボタン方法におい
て、ユーザはアクセスポイント及び新たな無線クライアント装置の両方における釦（実際
の又は仮想の）を押さねばならない。殆どの装置において、この発見モードは接続が確立
されるやいなや又は或る遅延（典型的には、２分以下）の後の、何れか早い方で切れ、こ
れにより脆弱性を最小にする。第３の方法は近距離無線通信（ＮＦＣ）に基づくものであ
り、該方法において、ユーザは装置間の近距離無線通信を可能にするために当該新たなク
ライアントをアクセスポイントに近づけなければならない。ＷＰＳシステムにおいては、
ＮＦＣフォーラム準拠のＲＦＩＤタグも使用することができる。このモードのサポートは
、オプションである。このような追加の近接ベースの通信チャンネルは、通常、帯域外チ
ャンネル（ＯＯＢ）と呼ばれる。
【００１０】
　無線周波数識別（ＲＦＩＤ）は、物体に取り付けられたタグを自動的に識別及び追跡す
る目的の、データを伝送するための電磁場の無線的利用である。斯かるタグは電子的に記
憶された情報を含んでいる。幾つかのタグは、読取器の近傍で生成される磁場からの電磁
誘導により給電される。幾つかのタイプは、尋問するラジオ波からエネルギを収集し、受
動型トランスポンダとして動作する。他のタイプは、電池等のローカルな電源を有し、読
取器から数百メートルで動作することができる。バーコードとは異なり、斯かるタグは必
ずしも読取器の視線内にある必要は無く、追跡される物体内に埋め込むことができる。
【００１１】
　近距離無線通信（ＮＦＣ）に基づく更なる例が、参考文献１の、第１０章、ＷＬＡＮ構



(13) JP 2018-538758 A 2018.12.27

10

20

30

40

50

成のための“ＮＦＣ帯域外インターフェース仕様”に記載されている。この場合、ＮＦＣ
タグは、エンローリ装置に設けられなければならない。該ＮＦＣタグは、装置のパスワー
ドをエンローリからＮＦＣ準拠レジストラへ近距離で物理的に伝送するために使用される
。該装置パスワードは、次いで、エンローリにＷＬＡＮ構成データを供給するために帯域
内登録プロトコルで使用される。当該装置が携帯可能であり、ユーザが該装置をレジスト
ラＮＦＣ装置まで物理的に移動させることが実際的に困難でないと製造者が推測する場合
、ＮＦＣパスワードトークンを該装置に組み込むことができる。新たな装置がネットワー
クにアクセスすることを可能にする、即ち、エンローリ及びネットワークに所要の信用証
明を安全な方法で交換させることにより該ネットワーク及びエンローリの構成を可能にす
る斯様なネットワークレジストラ装置は、以下、コンフィギュレータと称する。参考文献
１の既知のシステムにおいて、エンローリは、エンローリパスワードをコンフィギュレー
タにＯＯＢチャンネルを介して近距離で供給することを必要とされ得る。参考文献１には
、ＯＯＢチャンネルを使用（例えば、公開キーのハッシュの交換）するための多くの方法
が記載されている。
【００１２】
　国際特許出願公開第WO2010/023506号公報は、無線装置のための安全なペアリング（対
化）及びアソシエーション（関連付け）を記載しており、これら装置は、前方秘匿性を妥
協させることなく、第１装置の第２装置とのペアリング及びアソシエーションに使用する
ための第１装置における固定の秘密値及び固定の公開キーの使用を可能にする。第１及び
第２装置は、第１装置の固定の公開キー及び第２装置に関連付けられた公開キーに少なく
とも部分的に基づいて、公開キー共有プロトコルに従った第１共有秘密キーを確立するこ
とができる。該第１共有秘密キーは、第２共有秘密キーの検証のために使用することがで
きる。第２共有秘密キーは、第２装置に関連付けられた公開キー及び第１装置により発生
された新たな公開キーに少なくとも部分的に基づいて確立することができ、これら装置間
の暗号化通信を容易にするために使用することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　公共の場における信用証明の安全な方法での交換が必要とされ、エンローリは自身の信
用証明をコンフィギュレータに供給することが必要とされ得る。しかしながら、ユーザに
とり自身の装置をコンフィギュレータの近くに持って行くことは面倒であり、及び／又は
ネットワークの管理者にとりネットワークアクセスを望む各顧客に対しコンフィギュレー
タへの物理的アクセスを提供することは面倒であり得る。それにも拘わらず、このような
ネットワークの管理者は、自身の顧客が自身のネットワークに非常に簡単な方法で安全な
アクセスを得ることができる一方、エンローリ及びコンフィギュレータの両方が、第三者
が該エンローリとネットワークとの間で伝送されるデータにアクセスすることができず、
且つ、妨害し又は中間者の役割を果たすことができないことに確信することができること
を望むものである。
【００１４】
　本発明の目的は、公共無線ネットワークに対する安全なアクセスのためのシステムであ
って、エンローリにとり一層便利なアクセスを可能にするようなシステムを提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　この目的のため、添付請求項で定義されるようなネットワークシステム、装置及び方法
が提供される。
【００１６】
　該ネットワークシステムは、或る領域内のネットワーク装置の間の無線通信のため、及
びセキュリティプロトコルによる安全な通信（セキュア通信）のために構成される。該ネ
ットワークシステムは、
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－　無線通信用に構成されると共に、当該ネットワークへのアクセスを得るために前記セ
キュリティプロトコルに従ってエンローリとして動作し、第１エンローリ公開キー及び対
応する第１エンローリ秘密キーを有し、且つ、第２エンローリ公開キー及び対応する第２
エンローリ秘密キーを有するように構成された少なくとも１つのネットワーク装置と、
－　コンフィギュレータとして動作するように構成されると共に、前記セキュリティプロ
トコルに従って前記エンローリのためのセキュア通信を可能にし、コンフィギュレータ公
開キー及び対応するコンフィギュレータ秘密キーを有し、且つ、当該ネットワークシステ
ムのためにネットワーク公開キー及び対応するネットワーク秘密キーを有するように構成
されたネットワーク装置と、
を有し、
　前記エンローリは、エンローリセンサ及び、
－　前記領域内で供給されると共に前記ネットワーク公開キーを表すデータパターンを、
前記エンローリセンサにより帯域外チャンネルを介して取得し、
－　第１共有キーを、前記ネットワーク公開キー及び前記第１エンローリ秘密キーに基づ
いて導出し、
－　前記第２エンローリ公開キーを、前記第１共有キーを用いてコード化し、
－　前記コード化された第２エンローリ公開キー及び前記第１エンローリ公開キーを含む
ネットワークアクセス要求を前記セキュリティプロトコルに従って発生し、
－　前記ネットワークアクセス要求を、前記エンローリ無線通信ユニットを介して前記コ
ンフィギュレータに伝送する、
ように構成されたエンローリプロセッサを有し、
　前記コンフィギュレータは、
－　前記エンローリから、前記無線通信を介して前記ネットワークアクセス要求を受信し
、
－　前記第１共有キーを、前記ネットワーク秘密キー及び前記第１エンローリ公開キーに
基づいて導出し、
－　前記コード化された第２エンローリ公開キーを、前記第１共有キーを用いて復号し、
－　前記コード化された第２エンローリ公開キーが前記第１共有キーによりコード化され
たものであるかを検証し、もしそうなら、
－　セキュリティデータを、前記第２エンローリ公開キー及び前記コンフィギュレータ秘
密キーを用いて発生し、
－　第２共有キーを、前記第１エンローリ公開キー、前記第２エンローリ公開キー及び前
記ネットワーク秘密キーに基づいて導出し、
－　前記第２共有キーを用いて、前記セキュリティデータ及び前記コンフィギュレータ公
開キーのうちの少なくとも一方を暗号的に保護し、
－　前記保護されたセキュリティデータ及び保護されたコンフィギュレータ公開キーのう
ちの少なくとも一方を含むネットワークアクセスメッセージを前記セキュリティプロトコ
ルに従って発生する、
ように構成されたコンフィギュレータプロセッサを有し、
　前記エンローリプロセッサは、更に、
－　前記コンフィギュレータから前記エンローリ無線通信を介して前記ネットワークアク
セスメッセージを受信し、
－　前記第２共有キーを、前記第１エンローリ秘密キー、前記第２エンローリ秘密キー及
び前記ネットワーク公開キーに基づいて導出し、
－　前記保護されたセキュリティデータ及び保護されたコンフィギュレータ公開キーのう
ちの少なくとも一方が前記第２共有キーにより暗号的に保護されたものであるかを検証し
、もしそうなら、
－　前記セキュア通信を、前記第２エンローリ秘密キー及び前記セキュリティデータに基
づいて行う、
ように構成される。



(15) JP 2018-538758 A 2018.12.27

10

20

30

40

50

【００１７】
　第１ネットワーク装置は、コンフィギュレータ装置（コンフィギュレータとも称される
）として動作する。該コンフィギュレータ装置は、前記エンローリ装置から、前記コード
化された第２エンローリ公開キー及び第１エンローリ公開キーを含むネットワークアクセ
ス要求を前記セキュリティプロトコルに従って受信するように構成されたコンフィギュレ
ータ通信ユニットと、前記コンフィギュレータ装置のために前記コンフィギュレータ公開
キー及び対応するコンフィギュレータ秘密キーを有すると共に前記ネットワークシステム
のために前記ネットワーク公開キー及び対応するネットワーク秘密キーを有するように構
成されたメモリを備えるコンフィギュレータプロセッサと、を有する。前記コンフィギュ
レータプロセッサは、
－　前記第１共有キーを、前記ネットワーク秘密キー及び前記第１エンローリ公開キーに
基づいて導出し、
－　前記コード化された第２エンローリ公開キーを、前記第１共有キーを用いて復号し、
－　前記コード化された第２エンローリ公開キーが前記第１共有キーによりコード化され
たものであるかを検証し、もしそうなら、
－　前記セキュリティデータを、前記第２エンローリ公開キー及び前記コンフィギュレー
タ秘密キーを用いて発生し、
－　前記第２共有キーを、前記第１エンローリ公開キー、前記第２エンローリ公開キー及
び前記ネットワーク秘密キーに基づいて導出し、
－　前記第２共有キーを用いて、前記セキュリティデータ及び前記コンフィギュレータ公
開キーのうちの少なくとも一方を暗号的に保護し、
－　前記ネットワークアクセスメッセージを前記セキュリティプロトコルに従って発生す
る、
ように構成される。
【００１８】
　上記コンフィギュレータはネットワーク及び該ネットワークに参加するネットワーク装
置（所謂、エンローリ）を構成するので、該コンフィギュレータ装置は、他のネットワー
ク装置と無線で直接的に又はアクセスポイント等の無線通信装置を介して間接的に通信す
ることができなければならない。かくして、コンフィギュレータはネットワーク自体の一
部である必要はない。即ち、コンフィギュレータは、構成されているネットワークを介し
て通信に参加することができ又はできなくてもよい。
【００１９】
　第２ネットワーク装置は、エンローリ装置（所謂、エンローリ）として動作する。該エ
ンローリ装置は、
　無線通信のために配設されるエンローリ無線通信ユニットと、
　前記領域内で供給されると共に前記ネットワーク公開キーを表すデータパターンを、帯
域外チャンネルを介して取得するように構成されたエンローリセンサと、
　前記第１エンローリ公開キー及び対応する第１エンローリ秘密キーを有すると共に前記
第２エンローリ公開キー及び対応する第２エンローリ秘密キーを有するように構成された
メモリを備えるエンローリプロセッサと、を有する。前記エンローリプロセッサは、
－　前記第１共有キーを、前記ネットワーク公開キー及び前記第１エンローリ秘密キーに
基づいて導出し、
－　前記第２エンローリ公開キーを、前記第１共有キーを用いてコード化し、
－　前記コード化された第２エンローリ公開キー及び前記第１エンローリ公開キーを含む
前記ネットワークアクセス要求を前記セキュリティプロトコルに従って発生し、
－　前記ネットワークアクセス要求を、前記エンローリ無線通信ユニットを介して前記コ
ンフィギュレータ装置に伝送する、
ように構成される。該エンローリプロセッサは、更に、
－　前記コンフィギュレータから前記エンローリ無線通信ユニットを介して前記ネットワ
ークアクセスメッセージを受信し、
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－　前記第２共有キーを、前記第１エンローリ秘密キー、前記第２エンローリ秘密キー及
び前記ネットワーク公開キーに基づいて導出し、
－　前記保護されたセキュリティデータ及び保護されたコンフィギュレータ公開キーのう
ちの少なくとも一方が前記第２共有キーにより暗号的に保護されたものであるかを検証し
、もしそうなら、
－　前記セキュア通信を、前記第２エンローリ秘密キー及び前記セキュリティデータに基
づいて行う、
ように構成される。
【００２０】
　現ネットワークシステムの前後関係において、前記エンローリは、前述したように、前
記ネットワーク公開キーを表したデータパターンを含むＱＲコード（登録商標）、カラー
パターン又はＮＦＣタグ等の当該情報を表す所謂データパターンから、所謂帯域外（ＯＯ
Ｂ）チャンネルを介して該情報を受信することができるエンローリセンサを有する。
【００２１】
　一般的に、プライバシ及び／又はデータの完全性を保護することは、キー材料に基づく
一種の暗号化及び／又は暗号的ハッシュの追加を伴い、これは“コード化”なる一般語で
表すことができる。従って、キーにより情報をコード化することは、キーにより該情報を
暗号化する（例えば、ＡＥＳを使用することにより）ことを意味し得る。例えば、“前記
第２共有キーを用いて、前記セキュリティデータ及びコンフィギュレータ公開キーのうち
の少なくとも一方を暗号的に保護する”ステップは、以下の機能を有する。このステップ
において、保護することは、当該セキュリティデータ及びコンフィギュレータ公開キーは
秘密に保たれ得るが、秘密に保たれる必要はないような一種のコード化をすることであり
、従って、このステップはキーによる暗号化を伴うことができ又は伴わなくてもよい。し
かしながら、受信側は該“保護されたデータ”が正しいことを確認しなければならず、従
って、該受信側は、これらの完全性をチェックすることができなければならない。かくし
て、“保護する”とは、暗号的署名を発生する及び／又は当該材料の“暗号化”が更なる
チェックデータ、チェックサム又は他の固有のデータを含む等の、“完全さを保護するこ
と”として解釈されるべきである。キーにより情報を暗号的に保護することは、該キーに
より該情報の完全性を保護することも意味し、このことは、該情報に対して該キーを用い
て暗号的ハッシュを追加することにより実施することができ、従って、該キーを知ってい
る当事者は該情報の完全性をチェックすることができる。当該暗号的ハッシュが、当該情
報を、当該キーを知っている当事者から発したものと認証すると言うこともできる。暗号
的（暗号学的）ハッシュ関数は、入力としてハッシュされるべきデータとは別に、入力と
してキーも必要とするハッシュ関数であり、結果としてのハッシュは、勿論、キーに依存
する（例えば、AES-SIV（RFC 5297；参考文献２参照）は、キーに基づいて暗号化及び完
全性保護の両方を達成している）。受信されたデータに対する“～かを検証する”ステッ
プは、完全性保護を達成するための完全性のチェックを具体化している。このステップは
、使用される保護方法に依存して、解読を伴い得る。例えば、保護のためにAES-SIV（RFC
 5297；参考文献２参照）が使用される場合、“～かを検証する”ステップは当該データ
の解読も含む。更に、“前記第２共有キーを用いて、前記セキュリティデータ及びコンフ
ィギュレータ公開キーのうちの少なくとも一方を保護する”とは、“前記第２共有キーを
用いて、前記セキュリティデータ及びコンフィギュレータ公開キーのうちの少なくとも一
方のための完全性保護情報を発生し”、次いで該完全性保護情報並びに前記セキュリティ
データ及びコンフィギュレータ公開キーのうちの少なくとも一方を前記ネットワークアク
セスメッセージに配置することと解釈することができる。
【００２２】
　有利には、当該ネットワークシステムにおいて、前記エンローリは前記セキュア通信を
、自身の第２エンローリ秘密キー及び前記ネットワークアクセスメッセージを介して受信
されたセキュリティデータに基づいて効率的に行うことを可能にされる。この目的のため
に、該エンローリは、最初に、前記データパターンを取得するために前記エンローリセン
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サを用いることにより形成される有効な帯域外チャンネルを確立する。該データパターン
は、当該ネットワークシステム管理者が該ネットワークシステムにエンローリがアクセス
することを許可しようとする領域において利用可能にされる。次いで、当該エンローリは
前記無線通信を介してセキュリティプロトコルを開始する。
【００２３】
　更に有利には、当該システムの管理者は、エンローリが当該システムに参加することが
できる領域を管理する一方、信用証明は当該コンフィギュレータと中間者攻撃を防止する
ような態様で安全に交換される。登録処理が前記帯域外チャンネルを介してエンローリ自
身により開始されるようにすることにより、上記信用証明の安全な交換のためには、最小
限の数の無線メッセージ（即ち、前記ネットワーク要求メッセージ及び続くネットワーク
アクセスメッセージ）で十分となる。
【００２４】
　オプションとして、コンフィギュレータ装置は、該コンフィギュレータ装置の代わりに
公開キーに署名するための他の装置を設定することができる。このような装置の組み合わ
せは、当該ネットワークシステムで定義されるコンフィギュレータの一構成例と見なされ
る。当該コンフィギュレータ装置により実行されねばならない事項のうちの１つは、この
他の装置に自身の署名秘密キーを付与するか又は該他の装置の署名公開キーを取得し、こ
れにコンフィギュレータの署名秘密キーで署名し、該署名された他の装置の署名公開キー
及びコンフィギュレータの署名公開キーを該他の装置に送信することである。上記他の装
置がエンローリからの公開キーに署名する場合、該他の装置は、第２のケースでは、自身
の公開署名キー、コンフィギュレータにより供給された署名及びコンフィギュレータの公
開署名キーをエンローリに送信し、従って、該エンローリは自身の公開キーの署名及び他
の装置の公開署名キーに対する署名をチェックすることができる。
【００２５】
　オプションとして、前記ネットワークシステムにおいて、前記コンフィギュレータプロ
セッサは、前記ネットワーク公開キー及び前記対応するネットワーク秘密キーを構成する
一時ネットワーク公開キー及び対応する一時ネットワーク秘密キーを発生するように構成
される。このことは、当該ネットワークキー対を短命（一時的、１回限り）にすることを
定めている。前記ネットワーク公開キーが静的であるシステムにおいては、以前のエンロ
ーリの１つが、この公開キーをインターネット上に載せたかも知れず、誰でも当該コンフ
ィギュレータに接触し得る。当該短命キーの利点は、エンローリがWi-Fi（登録商標）を
介して当該コンフィギュレータに接触し、当該ネットワーク公開キーが今しがた発生され
た場合、該エンローリのみが該ネットワーク公開キーを知ることができることになること
である。何故なら、該エンローリは該キーを、帯域外機構を介して直前に得たからである
。
【００２６】
　オプションとして、前記ネットワークシステムにおいて、前記エンローリプロセッサは
前記第１エンローリ公開キー及び前記対応する第１エンローリ秘密キーを構成する一時エ
ンローリ公開キー及び対応する一時エンローリ秘密キーを発生するように構成され、及び
／又は前記エンローリプロセッサは前記第２エンローリ公開キー及び前記対応する第２エ
ンローリ秘密キーを構成する他の一時エンローリ公開キー及び対応する他の一時エンロー
リ秘密キーを発生するように構成される。このような短命キーの利点は、エンローリがWi
-Fi（登録商標）を介して当該コンフィギュレータと通信し、当該キーが今しがた発生さ
れた場合、該キーは発生されたばかりであるので、該エンローリ及び該コンフィギュレー
タのみが該キーを知ることができることである。
【００２７】
　オプションとして、前記システムにおいて、前記セキュリティデータは、当該コンフィ
ギュレータからの当該エンローリが当該ネットワークにアクセスすることを認可する認可
情報である。有利には、斯かるセキュリティデータは、エンローリが当該ネットワークに
アクセスすることを認可するために使用することができる。
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【００２８】
　オプションとして、前記ネットワークシステムにおいて、前記コンフィギュレータプロ
セッサは、更に、コンフィギュレータセッションキーを供給すると共に該コンフィギュレ
ータセッションキーを前記エンローリに伝送することにより前記セキュリティデータを発
生するよう構成され、前記エンローリプロセッサは、更に、前記コンフィギュレータセッ
ションキーを受信し、該コンフィギュレータセッションキーに基づいて前記セキュア通信
を行うように構成される。例えば、上記コンフィギュレータセッションキーは、それ自体
既知の、Wi-Fi（登録商標）パスフレーズとすることができる。該実施態様は、レガシア
クセスポイントのWi-Fi（登録商標）パスフレーズを、本発明に従って実施化されたエン
ローリに伝送することを可能にする。
【００２９】
　オプションとして、前記ネットワークシステムにおいて、前記コンフィギュレータプロ
セッサは、更に、前記第２エンローリ公開キー及びデジタル署名を含む他のメッセージを
発生すると共に、該他のメッセージを他の装置に伝送して、前記エンローリと該他の装置
との間のセキュア通信を可能にするよう構成される。有利には、上記コンフィギュレータ
は、上記第２エンローリ公開キー及びデジタル署名を他のネットワーク装置にも分配し、
かくして、前記エンローリとのセキュア通信を制御及び認可する。同様のメッセージを、
当該署名を検証するためにエンローリに送信することができる。
【００３０】
　オプションとして、前記ネットワークシステムにおいて、前記エンローリプロセッサは
、前記コンフィギュレータから又は前記他のネットワーク装置から前記他の公開キー及び
前記他のデジタル署名を受信するように構成される。有利には、当該エンローリは前記コ
ンフィギュレータにより認可された信用証明を、該コンフィギュレータ又は前記他のネッ
トワーク装置の何れかから受信する。当該エンローリが前記他のネットワーク装置から斯
様な信用証明を受信した場合、該他のネットワーク装置に対するセキュア通信の直接的設
定が可能となる。
【００３１】
　オプションとして前記ネットワークシステムにおいて、前記コンフィギュレータプロセ
ッサは、更に、コンフィギュレータセッション公開キー及び対応するコンフィギュレータ
セッション秘密キーを発生し、第３共有キーを前記コンフィギュレータセッション秘密キ
ー及び前記第２エンローリ公開キーに基づいて導出し、前記コンフィギュレータセッショ
ン公開キーを前記エンローリに伝送することにより前記セキュリティデータを発生するよ
うに構成される。前記エンローリプロセッサは、更に、前記コンフィギュレータセッショ
ン公開キーを受信し、前記第３共有キーを前記第２エンローリ秘密キー及び前記コンフィ
ギュレータセッション公開キーに基づいて導出し、該第３共有キーに基づいてセキュア通
信を行うように構成される。有利にも、このようなコンフィギュレータセッション公開／
秘密キー対を発生することは、第３共有キーに基づいたエンローリとコンフィギュレータ
との間の更に安心な通信を可能にする。
【００３２】
　オプションとして前記ネットワークシステムにおいて、前記エンローリプロセッサは、
更に、エンローリセッション公開キー及び対応するエンローリセッション秘密キーを発生
し、第４共有キーを前記エンローリセッション秘密キー及び前記コンフィギュレータ公開
キーに基づいて導出し、前記エンローリセッション公開キーを前記コンフィギュレータに
伝送するように構成され、前記コンフィギュレータプロセッサは、更に、前記第４共有キ
ーを前記コンフィギュレータ秘密キー及び前記エンローリセッション公開キーに基づいて
導出し、該第４共有キーに基づいてセキュア通信を行うように構成される。有利にも、当
該エンローリは、かくして、セッションキー対を発生し、当該秘密／公開キー対を他の共
有キーを導出するために使用することができる。
【００３３】
　オプションとして、前記ネットワークシステムにおいて、該ネットワークシステムは他
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のネットワーク装置を有し、該他のネットワーク装置は、前記第２エンローリ公開キー及
び前記セキュリティデータを受信し、セッションネットワーク公開キー及び対応するセッ
ションネットワーク秘密キーを供給し、第５共有キーを前記セッションネットワーク秘密
キー及び前記第２エンローリ公開キーに基づいて導出すると共に、前記セッションネット
ワーク公開キーを前記エンローリに伝送するように構成される。前記エンローリプロセッ
サは、更に、前記セッションネットワーク公開キーを受信し、前記第５共有キーを前記第
２エンローリ秘密キー及び前記セッションネットワーク公開キーに基づいて導出し、該第
５共有キーに基づいて前記他のネットワーク装置との通信を安全に行うよう構成される。
有利にも、このような他のセッションネットワーク公開／秘密キー対を発生することは、
前記第５共有キーに基づいたエンローリと他のネットワーク装置との間の更に安全な通信
を可能にする。
【００３４】
　オプションとして前記ネットワークシステムにおいて、前記コンフィギュレータプロセ
ッサは、更に、前記第２エンローリ公開キーに前記コンフィギュレータ秘密キーでデジタ
ル的に署名することにより、デジタル署名を有する前記セキュリティデータを発生し、前
記デジタル署名を第３装置及び／又は前記エンローリに伝送して、該エンローリと前記第
３装置との間のセキュア通信を可能にするよう構成される。コンフィギュレータのデジタ
ル署名を第３装置に伝送することにより、該デジタル署名はエンローリと第３装置との間
のセキュア通信を可能にする。有利にも、コンフィギュレータはデジタル署名を第２エン
ローリ公開キーのためのセキュリティデータとして供給するので、第３装置は該第２エン
ローリ公開キーが信頼されるべきものであることを検証することができる。
【００３５】
　更に、オプションとして前記ネットワークシステムにおいて、前記エンローリプロセッ
サは、更に、前記デジタル署名を受信し、該デジタル署名及び前記コンフィギュレータ公
開キーに基づいて、前記第２エンローリ公開キーが正しく署名されたものであるかを検証
し、もしそうなら、前記第２エンローリ秘密キーに基づいて前記セキュア通信を行うよう
に構成される。有利にも、エンローリはコンフィギュレータが第２エンローリ公開キーに
正しく署名したかを検出することができる。
【００３６】
　更に、オプションとして前記ネットワークシステムにおいて、該ネットワークシステム
は他のネットワーク装置を有し、該他のネットワーク装置は、前記コンフィギュレータ公
開キーを取得し、前記デジタル署名及び前記第２エンローリ公開キーを受信し、前記デジ
タル署名及び前記コンフィギュレータ公開キーに基づいて、前記第２エンローリ公開キー
が正しく署名されたものであるかを検証し、もしそうなら、前記第２エンローリ公開キー
に基づいて、前記エンローリとの前記セキュア通信を行うよう構成される。有利にも、上
記他のネットワーク装置は、コンフィギュレータが第２エンローリ公開キーに正しく署名
したかを検出し、セキュア通信を行うことができる。
【００３７】
　オプションとして前記ネットワークシステムにおいて、前記コンフィギュレータプロセ
ッサは、更に、他のネットワーク装置の他の公開キーに前記コンフィギュレータ秘密キー
でデジタル的に署名することにより、他のデジタル署名を有する他のセキュリティデータ
を発生するよう構成される。前記エンローリプロセッサは、更に、前記他の公開キー及び
前記他のデジタル署名を受信し、前記他のデジタル署名及び前記コンフィギュレータ公開
キーに基づいて、前記他の公開キーが正しく署名されたものであるかを検証し、もしそう
なら、前記第２エンローリ秘密キー及び前記他の公開キーを用いて、前記他のネットワー
ク装置と安全に通信することにより前記他のセキュリティデータを使用するよう構成され
る。有利にも、エンローリは、コンフィギュレータが前記他の公開キーに正しく署名した
かを検出し、セキュア通信を行うことができる。
【００３８】
　オプションとして、前記ネットワークシステムにおいて、前記エンローリプロセッサは
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、更に、エンローリテストデータを発生し、該エンローリテストデータを、前記第２共有
キーを用いてコード化し、該コード化されたエンローリテストデータを前記コンフィギュ
レータに伝送するよう構成される。前記コンフィギュレータプロセッサは、更に、前記コ
ード化されたエンローリテストデータを、前記第２共有キーを用いて復号し、前記エンロ
ーリテストデータが、前記エンローリにおいて前記第２共有キーによりコード化されたも
のであるかを検証するよう構成される。有利にも、エンローリが今までに当該プロトコル
の何処かで何か間違ったことを行った（例えば、コンフィギュレータを誤って混同し、間
違ったものに応答した）場合、該コンフィギュレータは該エラーを受信されたテストデー
タ及び自身で計算するテストに基づいて知ることができる。このようなテストデータは、
コンフィギュレータに対してエンローリを認可するものと考えることができる。
【００３９】
　オプションとして、前記ネットワークシステムにおいて、前記コンフィギュレータプロ
セッサは、更に、コンフィギュレータテストデータを発生し、該コンフィギュレータテス
トデータを、前記第２共有キーを用いてコード化し、該コード化されたコンフィギュレー
タテストデータを前記エンローリに伝送するように構成される。前記エンローリプロセッ
サは、更に、前記コード化されたコンフィギュレータテストデータを、前記第２共有キー
を用いて復号し、該コンフィギュレータテストデータが前記コンフィギュレータにおいて
前記第２共有キーによりコード化されたものであるかを検証するよう構成される。有利に
も、コンフィギュレータが今までに当該プロトコルの何処かで何か間違ったことを行った
（例えば、エンローリを誤って混同し、間違ったものに応答した）場合、該エンローリは
該エラーを受信されたテストデータ及び自身で計算するテストに基づいて知ることができ
る。このようなテストデータは、エンローリに対してコンフィギュレータを認可するもの
と考えることができる。
【００４０】
　前記システムにおける動作的要素は、添付請求項において更に定義されるように、対応
する方法を実行することにより実施化することができる。
【００４１】
　エンローリ用方法は、
－　前記第１エンローリ公開キー及び対応する第１エンローリ秘密キー並びに前記第２エ
ンローリ公開キー及び対応する第２エンローリ秘密キーを記憶するステップと、
－　前記領域内で供給されると共に前記ネットワーク公開キーを表すデータパターンを、
帯域外チャンネルを介して取得するステップと、
－　前記第１共有キーを、前記ネットワーク公開キー及び前記第１エンローリ秘密キーに
基づいて導出するステップと、
－　前記第２エンローリ公開キーを、前記第１共有キーを用いてコード化するステップと
、
－　前記コード化された第２エンローリ公開キー及び前記第１エンローリ公開キーを含む
ネットワークアクセス要求を前記セキュリティプロトコルに従って発生するステップと、
－　前記ネットワークアクセス要求を、前記エンローリ無線通信ユニットを介して前記コ
ンフィギュレータ装置に伝送するステップと、
を有する。
【００４２】
　該エンローリ用方法は、更に、
－　前記コンフィギュレータから前記ネットワークアクセスメッセージを受信するステッ
プと、
－　前記第２共有キーを、前記第１エンローリ秘密キー、前記第２エンローリ秘密キー及
び前記ネットワーク公開キーに基づいて導出するステップと、
－　前記保護されたセキュリティデータ及び保護されたコンフィギュレータ公開キーのう
ちの少なくとも一方が前記第２共有キーにより暗号的に保護されたものであるかを検証す
るステップと、もしそうなら、
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－　前記セキュア通信を、前記第２エンローリ秘密キー及び前記セキュリティデータに基
づいて行うステップと、
を有する。
【００４３】
　コンフィギュレータ用方法は、
－　前記コンフィギュレータ装置のために前記コンフィギュレータ公開キー及び対応する
コンフィギュレータ秘密キーを、前記ネットワークシステムのために前記ネットワーク公
開キー及び対応するネットワーク秘密キーを記憶するステップと、
－　前記エンローリ装置から、前記コード化された第２エンローリ公開キー及び第１エン
ローリ公開キーを含む前記ネットワークアクセス要求を前記セキュリティプロトコルに従
って受信するステップと、
－　第１共有キーを、前記ネットワーク秘密キー及び前記第１エンローリ公開キーに基づ
いて導出するステップと、
－　前記コード化された第２エンローリ公開キーを、前記第１共有キーを用いて復号する
ステップと、
－　前記コード化された第２エンローリ公開キーが前記第１共有キーによりコード化され
たものであるかを検証するステップと、もしそうなら、
－　前記セキュリティデータを、前記第２エンローリ公開キー及び前記コンフィギュレー
タ秘密キーを用いて発生するステップと、
－　前記第２共有キーを、前記第１エンローリ公開キー、前記第２エンローリ公開キー及
び前記ネットワーク秘密キーに基づいて導出するステップと、
－　前記第２共有キーを用いて、前記セキュリティデータ及び前記コンフィギュレータ公
開キーのうちの少なくとも一方を暗号的に保護するステップと、
－　前記ネットワークアクセスメッセージを前記セキュリティプロトコルに従って発生す
るステップと、
を有する。
【００４４】
　また、前記システムにおける要素又は方法は、先に定義したネットワークシステムで使
用するための各装置により実施化することができる。当該装置は、無線通信用に構成され
た無線送受信器を有する。当該装置は、コンフィギュレータとして動作するように構成さ
れ、前記システムで定義されたコンフィギュレータプロセッサとなるように構成された装
置プロセッサを有する。当該装置は、代わりにエンローリとして動作するように構成され
、前記システムで定義されたエンローリプロセッサとなるように構成された装置プロセッ
サを有する。
【００４５】
　本発明による方法は、コンピュータ上でコンピュータ実施化方法として、専用のハード
ウェアで、又はこれら両方の組み合わせで実施化することができる。本発明による方法の
ための実行可能なコードは、コンピュータプログラム製品に記憶することができる。コン
ピュータプログラム製品の例は、メモリスティック等のメモリ装置、光ディスク等の光学
記憶装置、集積回路、サーバ、オンラインソフトウェア等を含む。好ましくは、当該コン
ピュータプログラム製品は、該プログラム製品がコンピュータ上で実行された場合に、本
発明による方法を実行するためのコンピュータ読取可能な媒体上に記憶された非一時的プ
ログラムコード手段を有する。好ましい実施態様において、当該コンピュータプログラム
は、該コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行された場合に、本発明による方法
の全てのステップ又はステージを実行するように適合化されたコンピュータプログラムコ
ード手段を有する。好ましくは、当該コンピュータプログラムは、コンピュータ読取可能
な媒体上に具現化される。
【００４６】
　本発明の他の態様は、前記コンピュータプログラムをダウンロードのために利用可能に
する方法、例えば位置ベースのアプリケーションを提供する。この態様は、当該コンピュ
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ータプログラムが例えばアップルのアップルストア、グーグルのプレイストア又はマイク
ロソフトのウインドウズストアにアップロードされる場合、及び当該コンピュータプログ
ラムが斯様なストアからダウンロードのために利用可能になる場合に用いられる。
【００４７】
　本発明による装置及び方法の他の好ましい実施態様は添付請求項に示され、これらの開
示は参照により本明細書に組み込まれる。
【００４８】
　本発明の上記及び他の態様は、後の記載において例示的に説明される実施態様及び添付
図面から明らかとなり、斯かる実施態様及び添付図面を参照して更に解説される。
【００４９】
　尚、各図は純粋に概略的なものであり、実寸通りには描かれていない。各図において、
既に説明された要素に対応する要素は、同一の符号を有し得る。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】図１は、ネットワークシステムを示す。
【図２】図２は、ネットワークシステム及びセキュリティプロトコルの第１例を示す。
【図３】図３は、ネットワークシステム及びセキュリティプロトコルの第２例を示す。
【図４】図４は、ネットワークシステム及びセキュリティプロトコルの第３例を示す。
【図５】図５は、ネットワークシステム及びセキュリティプロトコルの第４例を示す。
【図６】図６は、ネットワークシステム及びセキュリティプロトコルの第５例を示す。
【図７】図７は、エンローリの方法の一例を示す。
【図８】図８は、コンフィギュレータの方法の一例を示す。
【図９ａ】図９ａは、コンピュータ読取可能な媒体を示す。
【図９ｂ】図９ｂは、プロセッサシステムの概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　ネットワークに対するアクセスを得るために、エンローリは該ネットワーク上の１以上
の他の装置、例えばWi-Fi（登録商標）ネットワークにおけるアクセスポイント（ＡＰ）
及び／又はコンフィギュレータ、に自身の情報を伝送する必要がある。該エンローリは、
次いで、署名されたネットワークアクセス情報を受信及びチェックし、エラーを見付けた
場合、例えば該署名されたネットワークアクセス情報の署名検証が失敗した場合は中止（
アボート）する。署名されたネットワークアクセス情報を受信する他の装置は、該署名さ
れたネットワークアクセス情報に対して署名検証を実行し、共通コンフィギュレータによ
り正しく署名されていることを見付けることができる。もしそうなら、該他の装置は、該
受信された署名されたネットワークアクセス情報に含まれるエンローリ公開ネットワーク
アクセス暗号化情報を信頼することができること、及び該情報をエンローリと自身との間
のリンクキーを生成するための共有キー導出アルゴリズムで使用することができることが
分かる。該他の装置は、自身の署名されたネットワークアクセス情報を当該エンローリに
送信しなければならず、従って、該エンローリも同様のチェックを実行し、同じリンクキ
ーを導出することができる。これ以降、当該エンローリ及び上記他の装置は、無線リンク
の保護を該導出されたリンクキーに基づかせることができる。該導出されたリンクキーは
、例えば、Wi-Fi（登録商標）ネットワークにおける共有マスタキー（ＰＭＫ）として使
用することができる。前記エンローリ公開ネットワークアクセス暗号化情報は、公開楕円
曲線暗号（ＥＣＣ）キー若しくは公開ＲＳＡ（Rivest-Shamir-Adleman暗号体系）キーの
形態とすることができるか、又はＨＩＭＭＯ（参考文献３）等のアイディ（ＩＤ）に基づ
く暗号体系の公開ＩＤとすることができる。
【００５２】
　提案されるネットワークシステム（公共ネットワークシステムとも称する）は、選択さ
れた領域における（例えば、店舗における又は空港のラウンジ、待合室若しくはゲートに
おける等）モバイル装置のための無線通信を設定する便利な方法を提供する。このような
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ケースにおいて、ネットワークの所有者は、自身のネットワークに誰がアクセスするかを
気にすることはないが、ネットワーク設備（ＳＳＩＤ、周波数帯域、チャンネル等）に関
して注意すると共に、ネットワーク上の全ての装置の通信のプライバシを保護するために
自身のネットワーク上でリンク保護を提供しようと欲する。レストラン及び喫茶店等の公
共の場は、このようなネットワークを運用し得る。ネットワークの管理者にとり、ネット
ワークアクセスを欲する各顧客に対してコンフィギュレータ装置を扱うことは非常に面倒
である。典型的に、この種のネットワークにおいて、これを管理するのはＡＰであるが、
ＡＰ等の装置は、通常、カメラを備えておらず、もし備えていたとしても、ネットワーク
にアクセスしたいユーザにとり、斯様なＡＰに接近し（ＡＰは、天井に取り付けられさえ
し得る）、カメラを動作させ、アクセスを得るのは非常に不便である。このような場合、
他のＯＯＢ方法を使用することも非常に面倒である（天井に取り付けられたＡＰとＵＳＢ
接続を行う？天井のＡＰとＮＦＣ接触を行う？ＡＰと安全なブルートゥース（登録商標）
リンクを設定する？）。このようなネットワークの管理者は、自身の顧客が自身のネット
ワークに非常に簡単なやり方で安全なアクセスを得るようにしたいものである。
【００５３】
　同様に、例えば管理された環境におけるパブリックプリンタの場合、該プリンタの所有
者は自身の店内のスペクトル使用を管理したいものであり、当該パブリックプリンタの周
波数帯域及びチャンネルを設定する。それでも、該所有者は誰にでも該プリンタを、安全
なやり方に依ってではあるが、アクセスさせたいものである。このようなプリンタは、ユ
ーザが何かを印刷したいスマートフォンから公開暗号情報を読み取るためのカメラ又はス
キャナを備えることができるが、プリンタのユーザインターフェースはスマートフォンの
ものよりはユーザに優しく且つ直感的に使用させることは極めて困難である。しかしなが
ら、自身のスマートフォン上の何かを印刷したいユーザにとり、当該プリンタの公開暗号
化情報（例えば、公開ＲＳＡ若しくはＥＣＣキー又はＩＤベースの暗号方式の公開ＩＤの
形の）を当該スマートフォンのカメラでキャプチャし、次いで、自身のスマートフォン上
の印刷作業を上記カメラによりキャプチャされた情報を該印刷作業の宛先として用いて開
始することは便利であろう。
【００５４】
　同様に、無線ドッキングセンタの場合、無線ドッキングセンタは、モニタ、キーボード
、マウス、スピーカ等の幾つかの周辺装置に無線で又は有線的に接続することができ、又
はこれらの幾つかを組み込み周辺機器として有すると共に、これら周辺機器の無線チャン
ネルを介しての使用を無線被ドッキング装置に提供することができる。このような無線ド
ッキングセンタはコンフィギュレータを用いて設定することができ、該無線ドッキングセ
ンタが上記無線周辺機器に安全に接続されるようにする。この場合、該コンフィギュレー
タは、当該無線ドッキングセンタを、該無線ドッキングセンタが自身及び無線で接続され
る周辺装置のコンフィギュレータとなるように設定する。該コンフィギュレータは、当該
無線ドッキングセンタに、無線被ドッキング装置が該無線ドッキングセンタを使用するこ
とを許可される幾つかの規則を付与することができる。このような無線ドッキングセンタ
は、ユーザが該無線ドッキングセンタを使用したい（即ち、該無線ドッキングセンタとド
ッキングしたい）スマートフォンから、例えば公開ＥＣＣ又はＲＳＡキー等の公開暗号化
情報を読み取るためのカメラ又はスキャナを備えることができる。しかしながら、自身の
スマートフォンで無線ドッキングセンタにドッキングしたいユーザにとり、該スマートフ
ォンのカメラにより該無線ドッキングセンタの公開暗号情報をキャプチャし、次いで該無
線ドッキングセンタを使用することは便利であろう。該無線ドッキングセンタは、（恐ら
くは動的）公開暗号化情報を例えば自身のディスプレイ上に表示することができ、又は静
的公開暗号化情報を例えば自身のハウジング上に印刷させることができる。
【００５５】
　提案されるネットワークシステムにおいては、コンフィギュレータが帯域外でエンロー
リの公開暗号化情報を読み取る代わりに、エンローリがコンフィギュレータの帯域外公開
暗号化情報を読み取る。多くのＯＯＢ法の場合、ＯＯＢ情報が読み取られる装置は、この
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情報が読み取られることを気付く必要が無いことに注意されたい。このことは、例えば、
コードがカメラ、スキャナ又は人により読み取られる場合、当該装置に対して電気的接続
のないＮＦＣタグが読み取られている場合、等に当てはまる。
【００５６】
　オプションとして、当該プロトコルの無線部の開始時において、何の装置が他のものを
構成しようとしているかを決定することができる。即ち、これら装置は誰が誰を構成しよ
うとしているかのネゴシエーションを実行する。また、相互の構成も行うことができる。
当該プロトコルに斯様なネゴシエーションフェーズを追加することは、単純な方法で実施
されたとして、（少なくとも）２つの更なるメッセージを追加することになるであろう。
【００５７】
　エンローリが、コンフィギュレータの帯域外公開暗号化情報（例えば、ネットワーク公
開キーを表す）を読み取ると共に、当該プロトコルの無線部を開始し、かくして、当該エ
ンローリが該プロトコルのイニシエータ（開始者）となることが提案される。当該ネット
ワーク公開キーは、“コンフィギュレータＩＤ公開キー”とも称することができる。
【００５８】
　エンローリは、次いで、後に説明するように、共有キーにより暗号化される他の情報に
対するエンローリ公開ネットワークアクセス暗号化情報（後に、第２エンローリ公開キー
と命名する）を含む第１メッセージを送信する。このことは、相手方（他の当事者）、コ
ンフィギュレータ又はレスポンダ（応答者）に対して、当該プロトコルのイニシエータを
構成することになっていることを示す。このような動作を介して、レスポンダは、自身が
管理しているネットワークに対するアクセスをイニシエータに付与するために署名しなけ
ればならない公開ネットワークアクセス暗号化情報を有することになる。
【００５９】
　代わりに又は加えて、レスポンダが自身の公開ネットワークアクセス暗号化情報をイニ
シエータに送信する場合、これは、レスポンダもイニシエータにより構成されることを欲
していることを通知するために使用することができる。
【００６０】
　無線技術は、通常、装置が他の装置に自身がどの様な能力があるかを無線で知らせるこ
とができる方法をサポートする。装置は、例えば自身の能力を公表することができる。即
ち、装置は自身の能力を伴う特別なメッセージをブロードキャストする。装置は、例えば
、ディスカバリ（発見、探索）メッセージを傍受することができ、自身に対するものであ
ると思うメッセージを受信したら、自身の能力についての情報及び恐らくは他の情報を含
むメッセージで返答する。提案されるコンフィギュレータ装置は、自身の能力リスト内に
、提案されるセキュリティプロトコルに従って他の装置（エンローリ）を構成することが
できることを有することができ、該プロトコルはエンローリがＯＯＢ公開暗号化情報を読
み取ると共に自身で構成されることを依頼することを要する。
【００６１】
　当該プロトコルに従って協動するネットワーク装置は、エンローリ（又はイニシエータ
）及びコンフィギュレータ（又はレスポンダ）と呼ばれている。一般的ケースにおいて、
どちらが他方を構成しようとしているかが確かでない場合、他の名称を使用することがで
きる。第１ネットワークアクセスメッセージが公開ネットワークアクセス暗号化情報を含
む場合、送信者はレスポンダ内のコンフィギュレータにより構成されることを欲している
。この場合、レスポンダは署名されたネットワークアクセス情報を送信する。属性等の他
の登録（enrollment）情報も、提案されるプロトコルの早期のメッセージに前記公開ネッ
トワークアクセス暗号化情報と共に含めることができる。
【００６２】
　図１は、ネットワークシステムを示す。該ネットワークシステムは、或る領域内のネッ
トワーク装置間のWi-Fi（登録商標）等の無線通信１５０，１５０’のために構成される
と共に、以下に説明するセキュリティプロトコルに従うセキュア通信のために構成されて
いる。該プロトコルの他の固有の側面は、図２～図５を参照して説明する。
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【００６３】
　ネットワークシステム１００は複数のネットワーク装置１１０，１２０，１３０を有し
、各ネットワーク装置は予め定められた通信プロトコル及びセキュリティプロトコルを用
いてネットワークを介し作用し合うことができる。当該ネットワークは、領域内の他のネ
ットワーク装置へのアクセスを提供するように（例えば、近傍の装置にネットワークサー
ビスを提供するように）構成される。例えば、当該ネットワークシステムは他のネットワ
ーク装置に対する結合中心として働くアクセスポイント（ＡＰ）を含むことができ、これ
ら他のネットワーク装置は該ＡＰと関連付けられる、例えば該ＡＰとリンクキーを設定し
たモバイルフォン又はラップトップ等である。互いの又は他のネットワーク（例えば、社
内イントラネット又はインターネット）とのネットワーク装置間の通信は、当該ＡＰを介
して進行し得る。これら装置は、直接的に（従って、ＡＰ等の装置を介さずに）通信する
こともでき、互いにリンクキーを設定することができる。
【００６４】
　該図は、エンローリ１１０、即ち、前記領域において当該ネットワークにエンローリと
して参加したいネットワーク装置を示している。図示された該エンローリは、エンローリ
センサ１１３、エンローリプロセッサ１１１及びエンローリ無線通信ユニット１１２を有
し、これらは予め定められた通信プロトコル及びセキュリティプロトコルにより安全な通
信を行うように構成される。
【００６５】
　該図は、コンフィギュレータ１３０、即ち、コンフィギュレータとして働く当該ネット
ワークシステム内の他のネットワーク装置を示す。これは、別個のネットワーク装置とす
ることができるか、又はアクセスポイント若しくは他のネットワーク装置に組み込まれた
役割とすることができる。図示のコンフィギュレータは、コンフィギュレータプロセッサ
１３１及びコンフィギュレータ通信ユニット１３２を有し、これらユニットは、後述する
ように、予め定められた通信プロトコル及びセキュリティプロトコルに従って前記エンロ
ーリと通信するように構成される。コンフィギュレータ通信ユニット１３２は、無線通信
ユニットとすることができる。該コンフィギュレータ通信ユニットは何らかの他のネット
ワークチャンネルを介してアクセスポイントと通信することもでき、その場合、該アクセ
スポイントはエンローリと無線で通信する。当該コンフィギュレータが以下に説明するよ
うに当該ネットワークシステムに対するアクセスを制御することを可能にするために、該
コンフィギュレータは、コンフィギュレータ公開キー及び対応するコンフィギュレータ秘
密キー等の種々の信用証明を有する。
【００６６】
　ネットワークシステム１００は少なくとも１つの他のネットワーク装置１２０を有する
ことができ、該装置は既に当該ネットワークの一部であると共に、エンローリとのセキュ
ア通信のために利用可能であり得る。該他の装置は他の装置プロセッサ及び他の無線通信
ユニットを有し、これらは予め定められた通信プロトコル及びセキュリティプロトコルに
従ってセキュアな通信を行うよう構成される。
【００６７】
　当該エンローリは、ネットワークへのアクセスを得るためにセキュリティプロトコルに
従って動作するよう構成される。動作時において、該エンローリは、エンローリプロセッ
サのメモリ内に、第１エンローリ公開キー及び対応する第１エンローリ秘密キーを有する
と共に、第２エンローリ公開キー及び対応する第２エンローリ秘密キーも有する。当該コ
ンフィギュレータは、セキュリティプロトコルに従って該エンローリのためのセキュア通
信を可能にするよう構成される。動作時において、該コンフィギュレータは、コンフィギ
ュレータプロセッサのメモリ内に、当該コンフィギュレータ装置のためのコンフィギュレ
ータ公開キー及び対応するコンフィギュレータ秘密キーを有すると共に、当該ネットワー
クシステムのために、ネットワーク公開キー及び対応するネットワーク秘密キーを有する
。
【００６８】
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　前記エンローリセンサ及びエンローリプロセッサは、該図に点線矢印により示されてい
るように、該エンローリセンサ１１３を介してデータパターン１４０を取得するように構
成される。該データパターンは、当該領域内で供給されるもので、前記ネットワーク公開
キーを表す。例えば、該データパターンはバーコード又はＱＲパターンとすることができ
る。センサを介して該データパターンを取得することは、帯域外チャンネル（ＯＯＢ）を
構成している。このようなＯＯＢチャンネル及びパターンの種々の例は、導入部で説明さ
れた。パターンを取得するセンサにより構成されるＯＯＢは、一方向に動作する（即ち、
ネットワークからエンローリに情報を取得する）。当該エンローリセンサは、このような
パターンは幾つかの態様で供給され得るので、実際のシステム設備において使用されるパ
ターンを検出又は受信することができる任意の意好適な検出器又は受信器とすることがで
きる。当該パターンは、当該ネットワークシステムに対して、該ネットワークにアクセス
することを潜在的に許可される他のネットワーク装置のユーザのためを意図する領域内に
設けられる。該領域は、オフィス、店舗、公共の場、飛行場等であり得る。当該パターン
は、例えば、ＱＲコード（登録商標）又はバーコードであり得ると共に、対応するセンサ
はモバイルネットワーク装置のＩＲビーム検出器又はカメラである。該パターンは、紙（
例えば、メニュ又はレシート）上に設けることができるか、又はディスプレイ上に若しく
は何らかの他の物理的形態で示すことできる。当該ＯＯＢチャンネルは、当該ネットワー
ク通信（帯域内）がWi-Fi（登録商標）に基づくものである場合、ＮＦＣ又はブルートゥ
ース（登録商標）とすることもでき、従って、前記エンローリセンサは、その場合、ブル
ートゥース（登録商標）ユニット又はＮＦＣタグ検出器となる。このように、当該センサ
は当該データパターンを、帯域外チャンネル（即ち、当該ネットワークの無線通信技術以
外の技術を用いるチャンネル）を用いて検出するための如何なる好適な検出器又は受信器
をも指す。
【００６９】
　前記エンローリプロセッサは、前記ネットワーク公開キー及び第１エンローリ秘密キー
に基づいて第１共有キーを導出するように構成される。公開／秘密キー対を用いて共有キ
ーを導出すること自体は、既知であり、導入部で説明された。当該エンローリプロセッサ
は、次いで該第１共有キーを用いて第２エンローリ公開キーをコード化するように構成さ
れる。次いで、該エンローリプロセッサはセキュリティプロトコルに従ってネットワーク
アクセス要求を発生する。該ネットワークアクセス要求は、上記コード化された第２エン
ローリ公開キー及び第１エンローリ公開キーを含む。エンローリプロセッサは、該ネット
ワークアクセス要求をコンフィギュレータに当該無線通信を介して伝送するよう構成され
る。該ネットワークアクセス要求メッセージ及び後続するメッセージは、IEEE 802.11(20
12)［参考文献４］により定められた、所謂、アクションフレーム又は自己保護型アクシ
ョンフレームの形態とすることができる。
【００７０】
　コンフィギュレータプロセッサ１３１は、上記ネットワークアクセス要求を当該エンロ
ーリから無線通信を介して、コンフィギュレータ通信ユニット１３２を介して直接的に又
はアクセスポイント等の当該ネットワークにおける何らかの他の無線受信器を介して受信
するように構成される。該コンフィギュレータプロセッサは、ネットワーク秘密キー及び
第１エンローリ公開キーに基づいて第１共有キーも導出する。該コンフィギュレータプロ
セッサは、次いで、前記コード化された第２エンローリ公開キーを、前記第１共有キーを
用いて（例えば、コード化されたデータを所定の暗号方法により第１共有キーを用いて解
読することにより）復号する。次に、該コンフィギュレータプロセッサは、上記コード化
された第２エンローリ公開キーが第１共有キーによりコード化されたものであったかを暗
号的に検証する。当該コード化が正しかった場合、該コンフィギュレータプロセッサは、
当該エンローリに対しネットワークに対するアクセスを許可することを決定し、第２エン
ローリ公開キー及びコンフィギュレータ秘密キーを用いてセキュリティデータを発生する
。該コンフィギュレータプロセッサは、第２共有キーを第１エンローリ公開キー、第２エ
ンローリ公開キー及びネットワーク秘密キーに基づいて導出する。複数のキーをどの様に
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用いることができるかは、先に導入部で説明した。次に、コンフィギュレータプロセッサ
は、第２共有キーを使いながら、当該セキュリティデータ及びコンフィギュレータ公開キ
ーの少なくとも一方を暗号的に保護する。例えば、セキュリティデータとして、署名を計
算することができ又は他のセッションキーを発生することができる。更なる詳細な例は、
後に説明される。コンフィギュレータプロセッサは、次いで、セキュリティプロトコルに
従ってネットワークアクセスメッセージを発生する。該ネットワークアクセスメッセージ
は、上記の暗号的に保護されたデータ、即ち保護されたセキュリティデータ及び保護され
たコンフィギュレータ公開キーの少なくとも一方、を含む。
【００７１】
　コンフィギュレータロールは、少なくとも２つのキー対を有する。第１の対は、エンロ
ーリとの第１の共有秘密を設定するためのものである。このキーは、時間にわたり変化す
ることができ、又は一定とすることができる。第２の対は、エンローリの第２エンローリ
公開キー（又は公開ネットワークキー）に署名するために使用されるキー対であり、かく
して、同一のコンフィギュレータ（又は該コンフィギュレータに代わって署名することが
できる装置）により登録された他の装置は、当該第２エンローリ公開キーを使用すること
ができると共に、リンクキーを導出するために該公開キーを使用することができることが
分かる。当該コンフィギュレータの可能性のある第３のキー対は、他の共有秘密を設定す
るために使用することができる。この第３の対は、短命の対（即ち、１回使用するための
一時的キー素材）であろう。
【００７２】
　自身の第２エンローリ公開キーが当該コンフィギュレータ（又は該コンフィギュレータ
の代わりに働く装置のうちの１つ）により署名された当該ネットワークにおける全ての装
置は、これら装置の第２公開キーを交換することができると共に、これらを、将来の無線
通信を保護するためのリンクキーを導出するためにディフィー・ヘルマン共有キー導出プ
ロトコル（例えば、IEEE 802.11(2012)［参考文献４］の４ウェイ・ハンドシェイク）で
使用する。これらの署名された公開キーは、“署名されたネットワークアクセス情報”と
呼ぶことができる。
【００７３】
　当該エンローリプロセッサは、更に、無線通信を介してコンフィギュレータからネット
ワークアクセスメッセージを受信するように構成される。このようなメッセージが受信さ
れた場合、エンローリプロセッサは以下の様に登録処理に進む。エンローリプロセッサは
、第２共有キーを、第１エンローリ秘密キー、第２エンローリ秘密キー及びネットワーク
公開キーに基づいて導出する。次に、エンローリプロセッサは、保護されたセキュリティ
データ及び保護されたコンフィギュレータ公開キーの少なくとも一方が第２共有キーによ
り暗号的に保護されたものであるかを検証する。当該コード化が正しかった場合、エンロ
ーリプロセッサは、ネットワークにアクセスすることを決定し、自身の第２エンローリ秘
密キー及びセキュリティデータに基づいて安全な通信を行う。該安全な通信は、コンフィ
ギュレータとの又は当該ネットワーク内の他の装置との更なる通信であり得る。次に、適
切な場合に組み合わせることができる種々の実施態様の例を説明する。
【００７４】
　上記ネットワークシステムの一実施態様において、エンローリプロセッサは一時エンロ
ーリ公開キー及び対応する一時エンローリ秘密キーを発生するように構成され、これらキ
ーは前記第１エンローリ公開キー及び対応する第１エンローリ秘密キーを構成する。この
ような一時キーは、秘密キーを定める所要数のランダムビットを生成するランダムデータ
発生器により発生することができ、次いで対応する公開キーを、例えば導入部で説明され
たように計算する。このような一時キーを使用することはセキュリティを向上させる。何
故なら、攻撃者は以前のセッションからの如何なる知識も使用することができないからで
ある。
【００７５】
　前記ネットワークシステムの一実施態様において、エンローリプロセッサは他の一時エ



(28) JP 2018-538758 A 2018.12.27

10

20

30

40

50

ンローリ公開キー及び対応する他の一時エンローリ秘密キーを発生するように構成され、
これらキーは前記第２エンローリ公開キー及び対応する第２エンローリ秘密キーを構成す
る。他の一次エンローリ公開及び秘密キー対を使用することは、斯かる一時キーを異なる
ネットワーク装置との安全な通信を行うために使用する場合、セキュリティを更に向上さ
せる。
【００７６】
　前記ネットワークシステムの一実施態様において、コンフィギュレータプロセッサは一
時ネットワーク公開キー及び対応する一時ネットワーク秘密キーを発生するように構成さ
れ、これらキーは前記ネットワーク公開キー及び対応するネットワーク秘密キーを構成す
る。一次ネットワーク公開及び秘密キー対を使用することは、斯かる一時キーをコンフィ
ギュレータにより使用する場合、セキュリティを更に向上させる。また、ＯＯＢチャンネ
ルを介して当該一時ネットワーク公開キーを利用可能にするために、対応するデータパタ
ーンを発生すると共に暴露（例えば、印刷又は表示）させなければならない。
【００７７】
　前記ネットワークシステムの一実施態様において、前記セキュリティデータはコンフィ
ギュレータからの認可情報であり、該認可情報はエンローリがネットワークにアクセスす
ることを許可する。例えば、該認可情報は、エンローリにより既に知られているデータの
コンフィギュレータにより発生された署名、又はコンフィギュレータ若しくはネットワー
クの識別データ及び１以上の対応する署名を含む証明等の他のデータ、及び／又は各公開
キー（又は複数の公開キー）又はエンローリ（コネクタとも称される）の署名された公開
キーを有する。
【００７８】
　前記ネットワークシステムの一実施態様において、コンフィギュレータプロセッサは、
更に、コンフィギュレータセッションキーを設けると共に該コンフィギュレータセッショ
ンキーをエンローリに伝送することによりセキュリティデータを発生するように構成され
る。また、エンローリプロセッサは、更に、上記コンフィギュレータセッションキーを受
信すると共に、該コンフィギュレータセッションキーに基づいてセキュア通信を行うよう
に構成される。該コンフィギュレータセッションキーは、伝送の間に暗号により保護する
ことができる。例えば、該コンフィギュレータセッションキーは、それ自体既知のWi-Fi
（登録商標）パスフレーズとすることができる。該実施態様は、レガシなアクセスポイン
トのWi-Fi（登録商標）パスフレーズを、本発明により実施化されたエンローリに伝送す
ることを可能にする。
【００７９】
　前記ネットワークシステムの一実施態様において、コンフィギュレータプロセッサは、
更に、コンフィギュレータセッション公開キー及び対応するコンフィギュレータセッショ
ン秘密キーを発生し、該コンフィギュレータセッション秘密キー及び第２エンローリ公開
キーに基づいて第３共有キーを導出すると共に上記コンフィギュレータセッション公開キ
ーをエンローリに伝送することによりセキュリティデータを発生するように構成される。
また、エンローリプロセッサは、更に、上記コンフィギュレータセッション公開キーを受
信し、前記第２エンローリ秘密キー及び該コンフィギュレータセッション公開キーに基づ
いて第３共有キーを導出し、該第３共有キーに基づいてセキュア通信を行うように構成さ
れる。
【００８０】
　オプションとして、上記システムにおいて、エンローリプロセッサは、更に、エンロー
リセッション公開キー及び対応するエンローリセッション秘密キーを発生し、該エンロー
リセッション秘密キー及び前記コンフィギュレータ公開キーに基づいて第４共有キーを導
出し、上記エンローリセッション公開キーをコンフィギュレータに伝送するように構成さ
れる一方、コンフィギュレータプロセッサは、更に、前記コンフィギュレータ秘密キー及
び上記エンローリセッション公開キーに基づいて第４共有キーを導出し、該第４共有キー
に基づいてセキュア通信を行うように構成される。
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【００８１】
　一実施態様において、前記ネットワークシステムは、前記第２エンローリ公開キー及び
セキュリティデータを受信すると共に、セッションネットワーク公開キー及び対応するセ
ッションネットワーク秘密キーを供給するように構成された他のネットワーク装置を有す
る。該他のネットワーク装置は、上記セッションネットワーク秘密キー及び前記第２エン
ローリ公開キーに基づいて第５共有キーを導出すると共に、前記セッションネットワーク
公開キーをエンローリに伝送する。また、エンローリプロセッサは、更に、上記セッショ
ンネットワーク公開キーを受信し、前記第２エンローリ秘密キー及び該セッションネット
ワーク公開キーに基づいて第５共有キーを導出するように構成される。次いで、エンロー
リは、該第５共有キーに基づいて当該他のネットワーク装置とセキュア通信を行うことを
可能にされる。
【００８２】
　前記ネットワークシステムの一実施態様において、コンフィギュレータプロセッサは、
更に、デジタル署名を有するセキュリティデータを第２エンローリ公開キーにコンフィギ
ュレータ秘密キーでデジタル的に署名することにより発生すると共に、該デジタル署名を
第３装置及び／又はエンローリに伝送して該エンローリと第３装置との間のセキュア通信
を可能にするよう構成される。有効な署名はセキュア通信を可能にする。斯かる署名は装
置に信頼を与えるからである。通信のために使用されるキーは、斯かる署名自体に基づく
必要はない。セキュア通信は、キー等の幾つかの要素に基づくのみならず、公開キーに対
する署名にも基づくものとすることができる。何故なら、署名された公開キーを受信する
装置は該公開キーを信頼すると共に、例えば、該装置は上記公開キーに署名した装置を信
頼するので、該キーを、ディフィー・ヘルマンを用いてセキュアチャンネルを設定するた
めに使用するからである。当該信頼される署名者は、コンフィギュレータであり得る。
【００８３】
　前記ネットワークシステムの一実施態様において、コンフィギュレータプロセッサは、
更に、前記第２エンローリ公開キー及びデジタル署名を含む他のメッセージを発生すると
共に、該他のメッセージを他の装置及び／又はエンローリに伝送するように構成される。
この場合、該他の装置はコンフィギュレータにより供給された第２エンローリ公開キー及
びデジタル署名を有するので、エンローリと該他の装置との間のセキュア通信が可能とな
る。
【００８４】
　前記ネットワークシステムの一実施態様において、エンローリプロセッサは、更に、前
記デジタル署名を受信するように構成される。該エンローリプロセッサは、該デジタル署
名及び前記コンフィギュレータ公開キーに基づいて、第２エンローリ公開キーが正しく署
名されたものであるかを暗号的に検証する。もしそうなら、エンローリは、意図するコン
フィギュレータが署名したことが分かり、該エンローリは、第２エンローリ秘密キーに基
づいて、当該意図するコンフィギュレータを介して構成された他のネットワーク装置との
セキュア通信を行うことができる。
【００８５】
　一実施態様において、前記ネットワークシステムは、前記コンフィギュレータ公開キー
を得ると共に前記デジタル署名及び第２エンローリ公開キーを受信するように構成された
他のネットワーク装置を有する。該他のネットワーク装置は、上記デジタル署名及びコン
フィギュレータ公開キーに基づいて、第２エンローリ公開キーが正しく署名されたもので
あるかを検証し、もしそうなら、第２エンローリ公開キーに基づいてエンローリとのセキ
ュア通信を行う。
【００８６】
　前記ネットワークシステムの一実施態様において、コンフィギュレータプロセッサは、
更に、他のネットワーク装置の他の公開キーに前記コンフィギュレータ秘密キーでデジタ
ル的に署名することにより、他のデジタル署名を有する他のセキュリティデータを発生す
るように構成される。また、エンローリプロセッサは、更に、上記他の公開キー及び他の
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デジタル署名を受信すると共に、該他のデジタル署名及びコンフィギュレータ公開キーに
基づいて上記他の公開キーが正しく署名されたものであるかを暗号的に検証することによ
り上記他のセキュリティデータを使用するよう構成される。もしそうなら、エンローリは
、第２エンローリ秘密キー及び上記他の公開キーを用いて上記他のネットワーク装置と安
全に通信することができる。また、エンローリプロセッサは、更に、上記他の公開キー及
び他のデジタル署名をコンフィギュレータから又は上記他のネットワーク装置から受信す
るように構成することができる。
【００８７】
　前記ネットワークシステムの一実施態様において、エンローリプロセッサは、更に、エ
ンローリテストデータを発生し、前記第２共有キーを用いて該エンローリテストデータを
コード化し、該コード化されたエンローリテストデータをコンフィギュレータに伝送する
ように構成される。また、コンフィギュレータプロセッサは、更に、第２共有キーを用い
て上記コード化されたエンローリテストデータを復号すると共に、該エンローリテストデ
ータがエンローリにおいて該第２共有キーによりコード化されたものであるかを暗号的に
検証するよう構成される。このようなテストデータは、コンフィギュレータに対してエン
ローリを認可するものと考えることができる。
【００８８】
　前記ネットワークシステムの一実施態様において、コンフィギュレータプロセッサは、
更に、コンフィギュレータテストデータを発生し、第２共有キーを用いて該コンフィギュ
レータテストデータをコード化し、該コード化されたコンフィギュレータテストデータを
エンローリに伝送するよう構成される。また、エンローリプロセッサは、更に、第２共有
キーを用いて上記コード化されたコンフィギュレータテストデータを復号すると共に、該
コンフィギュレータテストデータがコンフィギュレータにおいて該第２共有キーによりコ
ード化されたものであるかを暗号的に検証するように構成される。このようなテストデー
タは、エンローリに対してコンフィギュレータを認可するものと考えることができる。
【００８９】
　以下においては、当該ネットワークシステム及びセキュリティプロトコルが図２～５を
参照して詳細に説明される。
【００９０】
　図２は、ネットワークシステム及びセキュリティプロトコルの第１例を示す。当該シス
テムにおける図１を参照して上述したシステムに対応する側面は、ここでは繰り返さない
。エンローリ２１０は、セキュリティプロトコル２００に従ってコンフィギュレータ２３
０と無線で通信するものとして示されている。両装置は、対応するWi-Fi（登録商標）ユ
ニット２４０，２４０’を介して通信するように図示されている。
【００９１】
　該例において、当該セキュリティプロトコルは２つのメッセージを用いた認証を提供す
る。第１メッセージはネットワークアクセス要求２５０であり、該ネットワークアクセス
要求は以下の要素：H(CI),EE,{E-nonce,EN,E-Attributes}k1を含む。
【００９２】
　第２メッセージはネットワークアクセス応答２６０であり、該ネットワークアクセス応
答は以下の要素：H(CI),{E-nonce,[C-name,][C-sign-key,] SecurityData}k2を含む。
【００９３】
　当該メッセージにおいては、以下の要素が付与されている：
当該メッセージにおけるH(CI)は、コンフィギュレータ公開キー等のコンフィギュレータ
ＩＤデータに対するハッシュである；
{Information}kは、キーｋで暗号化された情報を示す；
[Info]はオプションの情報を示す；
メッセージ内のEEは、第１エンローリ公開キーである；
第１メッセージ内のENは、第２エンローリ公開キーである；
E-Attributesは、必要とされるネットワークアクセスを定義するデータである；
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K1は、ネットワーク公開キー及び第１エンローリ秘密キーに基づく第１共有キーである；
K2は、第１エンローリ公開キー、第２エンローリ公開キー及びネットワーク秘密キーに基
づく第２共有キーである；
E-nonceは、エンローリにより供給されるノンスである；
C-nameは、コンフィギュレータにより供給される名前である；
C-sign-keyは、公開署名キーのコンフィギュレータ参照情報又はコンフィギュレータ公開
署名キー自体である；
SecurityData（セキュリティデータ）は、エンローリの署名された公開キーEN、Wi-Fi（
登録商標）パスフレーズ等であり得る。
【００９４】
　H(CI)は、コンフィギュレータ公開キーをその他に対して利用可能にさせることなく、
このメッセージがコンフィギュレータのためのものであるとの指示情報として使用される
。他のメッセージにおけるH(CI)は、斯かるメッセージをリンクするための簡単な方法と
して使用される。メッセージ内のノンスの繰り返しも、該メッセージをリンクしようとす
るものであるが、この場合は、暗号的に保護された方法においてである（如何なる装置も
、H(CI)で開始するメッセージで応答することができるからである）。
【００９５】
　第２メッセージは、コンフィギュレータ名（C-name）、署名キーのコンフィギュレータ
参照情報（C-sign-key）及びセキュリティデータ（SecurityData）からなることができる
証明を有することができる。セキュリティデータはコンフィギュレータにより署名するこ
とができる。エンローリの公開キー（EN）は、セキュリティデータ内とすることができる
。
【００９６】
　図３は、ネットワークシステム及びセキュリティプロトコルの第２例を示す。当該プロ
トコルにおける図２を参照して上述したシステムに対応する側面は、ここでは繰り返さな
い。該例において、セキュリティプロトコル３００は４つのメッセージを用いて認証を行
う。該プロトコルは、上記プロトコル２００と比較して一層安全な認証のために２つの追
加のメッセージによる認証を行う。
【００９７】
　第１メッセージは、ネットワークアクセス要求３５１であり、該アクセス要求は以下の
要素：H(CI),EE,{E-nonce,EN}k1を含む。
【００９８】
　第２メッセージは、認証応答３５２であり、以下の要素：H(CI),{C-nonce|E-nonce}k1,
{C-testdata}k2を含む。
【００９９】
　第３メッセージは、認証確認３５３であり、以下の要素：H(CI),{E-testdata,E-Attrib
utes}k2を含む。
【０１００】
　第４メッセージは、ネットワークアクセス応答３５４であり、以下の要素：H(CI),{[C-
name,][C-sign-key,]SecurityData}k2を含む。
【０１０１】
　該例示的実施態様において、各要素は以下の様に称される：
－　コンフィギュレータ（２３０）；
－　コンフィギュレータ公開暗号化情報（CI）；
－　コンフィギュレータ秘密暗号化情報（CIpr）；
－　第１認可情報（C-testdata）；
－　暗号化された第１認可情報（{C-testdata}）；
－　第２認可情報（E-testdata）；
－　暗号化された第２認可情報（{E-testdata}）；
－　無線出力手段（２４０’）；
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－　エンローリ（２１０）；
－　入力手段（１１３）；
－　エンローリ公開ネットワークアクセス暗号化情報（EN）；
－　エンローリ秘密ネットワークアクセス暗号化情報（ENpr）；
－　暗号化されたエンローリ公開ネットワークアクセス暗号化情報（{EN}）；
－　エンローリ公開一時暗号化情報（EE）；
－　エンローリ秘密一時暗号化情報（EEpr）；
－　第２エンローリ（１２０）；
－　第１の署名されたネットワークアクセス情報（セキュリティデータ：SecurityData）
；
－　第１共有キー（k1）；
－　第２共有キー（k2）；
－　第２の署名されたネットワークアクセス情報（セキュリティデータ２：SecurityData
2）；
－　無線通信（１５０，１５０’）。
【０１０２】
　当該ネットワークシステムの該例示的実施態様において、プロトコルは以下の様に進行
する。当該無線通信システムは、少なくとも１つのコンフィギュレータ２３０及び少なく
とも１つのエンローリ２１０を有する。コンフィギュレータ２３０及びエンローリ２１０
は、無線通信を介して通信するよう構成される。エンローリ２１０は、エンローリプロセ
ッサ１１１と、コンフィギュレータ公開暗号化情報ＣＩを読み取り又は入力するために無
線通信以外の技術を使用する入力手段１１３とを有している。該エンローリは、エンロー
リ公開ネットワークアクセス暗号化情報ＥＮ及び関連するエンローリ秘密ネットワークア
クセス暗号化情報ＥＮprも有している。エンローリプロセッサは、
・　エンローリ公開一時暗号化情報ＥＥ及び関連するエンローリ秘密一時暗号化情報ＥＥ
prを発生し、
・　第１共有キーｋ１を、少なくともコンフィギュレータ公開暗号化情報ＣＩ及びエンロ
ーリ秘密一時暗号化情報ＥＥprを用いて計算し、
・　エンローリ公開ネットワークアクセス暗号化情報ＥＮを第１共有キーｋ１で暗号化し
て、暗号化されたエンローリ公開ネットワークアクセス暗号化情報（{EN}）を形成し、
・　エンローリ公開一時暗号化情報ＥＥを該暗号化されたエンローリ公開ネットワークア
クセス暗号化情報（{EN}）と共に、無心通信を介してコンフィギュレータ２３０に送信す
る、
ように構成される。
【０１０３】
　エンローリの公開ネットワークキーＥＮを送信するということは、当該プロトコルのイ
ニシエータ（開始者）が、応答する相手側のネットワークに登録されることを欲している
エンローリであり、当該プロトコルのイニシエータは該プロトコルのイニシエータにより
管理されるネットワークの１つにおいてレスポンダをエンローリとして構成しようと欲す
るコンフィギュレータとしては動作していないことを意味することに注意されたい。
【０１０４】
　次いで、該エンローリプロセッサは、他のメッセージにおいて、
・　コンフィギュレータ２３０から、無線通信を介して、暗号化された第１認可情報（{C
-testdata}）を受信し、
・　第２共有キーｋ２を、少なくともコンフィギュレータ公開暗号化情報ＣＩ、エンロー
リ秘密一時暗号化情報ＥＥpr及びエンローリ秘密ネットワークアクセス暗号化情報ＥＮpr
を用いて計算し、
・　コンフィギュレータ２３０からの暗号化された第１認可情報（{C-testdata}）を解読
して、第１認可情報（C-testdata）を得、
・　第１認可情報（C-testdata）を得る処理がエラーを検出した場合は、当該手続きを中
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止する、
ように構成することができる。
【０１０５】
　次いで、該エンローリプロセッサは、次のメッセージにおいて、
・　第２認可情報（E-testdata）を発生し、
・　第２認可情報（E-testdata）を第２共有キーｋ２で暗号化して、暗号化された第２認
可情報（{E-testdata}）を形成し、
・　暗号化された第２認可情報（{E-testdata}）を、無線通信を介してコンフィギュレー
タ２３０に送信する、
ように構成することができる。
【０１０６】
　次いで、該エンローリプロセッサは、同じメッセージ又は他のメッセージにおいて、
・　暗号化された必要とされる構成情報（｛E-attributes｝）を、無線通信を介してコン
フィギュレータ２３０に送信する、
ように構成することができる。
【０１０７】
　次いで、該エンローリプロセッサは、次のメッセージにおいて、
・　コンフィギュレータ２３０から無線通信を介して第１の署名されたネットワークアク
セス情報（SecurityData）を受信し、
・　第１の署名されたネットワークアクセス情報（SecurityData）が正しく署名されてい
ない場合は、当該手順を中止する、
ように構成することができる。
【０１０８】
　最後に、該エンローリプロセッサは、他のメッセージにおいて、
・　第２の署名されたネットワークアクセス情報（SecurityData2）を第２エンローリ１
２０から受信し、
・　第２エンローリ１２０とのセキュア通信を、第１の署名されたネットワークアクセス
情報（SecurityData）及び第２の署名されたネットワークアクセス情報（SecurityData2
）並びに、恐らくは、自身の秘密ネットワークアクセス暗号化情報ＥＮprを用いて設定す
るように構成することができる。
【０１０９】
　ネットワークシステムの該例示的実施態様において、コンフィギュレータ２３０はコン
フィギュレータプロセッサ１３１を有する。コンフィギュレータ２３０は、更に、コンフ
ィギュレータ公開暗号化情報ＣＩ及び関連するコンフィギュレータ秘密暗号化情報ＣＩpr
を有する。該コンフィギュレータは、コンフィギュレータ公開暗号化情報ＣＩを出力又は
表示するための、当該無線通信以外の技術を用いたディスプレイ等の出力手段を有するこ
とができる。該コンフィギュレータプロセッサは、
・　エンローリ２１０から無線通信を介して、エンローリ公開一時暗号化情報ＥＥを暗号
化されたエンローリ公開ネットワークアクセス暗号化情報（{EN}）と共に受信し、
・　第１共有キーｋ１を、少なくともコンフィギュレータ秘密暗号化情報ＣＩpr及びエン
ローリ公開一時暗号化情報ＥＥを用いて計算し、
・　暗号化されたエンローリ公開ネットワークアクセス暗号化情報（{EN}）を第１共有キ
ーｋ１で解読して、エンローリ公開ネットワークアクセス暗号化情報ＥＮを得、
・　エンローリ公開ネットワークアクセス暗号化情報ＥＮを得る処理がエラーを検出した
ら、当該手順を中止し、
・　第１認可情報（C-testdata）を発生し、
・　第２共有キーｋ２を、少なくともコンフィギュレータ秘密暗号化情報ＣＩpr、エンロ
ーリ公開一時暗号化情報ＥＥ及びエンローリ公開ネットワークアクセス暗号化情報ＥＮを
用いて計算し、
・　第１認可情報（C-testdata）を暗号化して、暗号化された第１認可情報（{C-testdat
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a}）を形成し、
・　暗号化された第１認可情報（{C-testdata}）を、無線通信を介してエンローリ２１０
に送信する、
ように構成される。
【０１１０】
　次いで、該コンフィギュレータプロセッサは、他のメッセージにおいて、
・　暗号化された第２認可情報（{E-testdata}）を、無線通信を介してエンローリ２１０
から受信し、
・　暗号化された第２認可情報（{E-testdata}）を第２共有キーｋ２で解読して、第２認
可情報（E-testdata）を得、
・　第２認可情報（E-testdata）を得る処理がエラーを検出した場合は、当該手続きを中
止する、
ように構成することができる。
【０１１１】
　次いで、該コンフィギュレータプロセッサは、他のメッセージにおいて、
・　エンローリ公開ネットワークアクセス暗号化情報ＥＮにデジタル的に署名し、
・　デジタル的に署名されたエンローリ公開ネットワークアクセス暗号化情報ＥＮを用い
て、第１の署名されたネットワークアクセス情報（SecurityData）を形成し、
・　第１の署名されたネットワークアクセス情報（SecurityData）を、無線通信を介して
エンローリ２１０に送信する、
ように構成することができる。
【０１１２】
　種々のノンス（Ｃノンス、Ｅノンス等）を発生し、メッセージ及び／又は斯かるメッセ
ージの部分に追加して、該メッセージを固有なものにすることができることに注意された
い。
【０１１３】
　図４は、ネットワークシステム及びセキュリティプロトコルの第３の例を示す。当該プ
ロトコルにおける図３を参照して上述されたシステムに対応する側面は、ここでは繰り返
し説明しない。該例において、セキュリティプロトコル４００は５つのメッセージを用い
て認証を行う。該プロトコルは、認証及びネットワークアクセス事前設定部分を、上記プ
ロトコルと比較して別々のメッセージにおいて行う。
【０１１４】
　第１メッセージは、ネットワークアクセス要求４５１であり、該アクセス要求は以下の
要素：H(CI),EE,{E-nonce,EN}k1を含む。
【０１１５】
　第２メッセージは、認証応答４５２であり、以下の要素：H(CI),{C-nonce|E-nonce}k1,
{C-testdata}k2を含む。
【０１１６】
　第３メッセージは、認証確認４５３であり、以下の要素：H(CI),{E-testdata}k2を含む
。
【０１１７】
　第４メッセージは、ネットワークアクセス情報４５４であり、以下の要素：H(CI),{E-A
ttributes}k2を含む。
【０１１８】
　第５メッセージは、ネットワークアクセス応答４５５であり、以下の要素：H(CI),{[C-
name,][C-sign-key,]SecurityData}k2を含む。
最初の３つのメッセージは認証を提供し、第４及び第５メッセージはネットワークアクセ
ス事前設定を行う。
【０１１９】
　図５は、ネットワークシステム及びセキュリティプロトコルの第４の例を示す。当該プ
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ロトコルにおける図２を参照して前述されたシステムに対応する側面は、ここでは繰り返
し説明しない。ネットワーク装置ＮＤＥＶ５１０は、アクセスポイントＡＰ５３０と通信
する。該例において、セキュリティプロトコル５００はネットワークアクセスを公開キー
に基づいて提供する。該プロトコルは、セキュリティデータ（SecurityData）に含まれる
署名された公開キーを交換し、ディフィー・ヘルマンキーを用いる４ウェイ・ハンドシェ
イクのための共有（ペア）マスタキー（ＰＭＫ）、例えばIEEE 802.11i-2004プロトコル
で使用される共有秘密キーを導出し続ける。
【０１２０】
　第１メッセージ５５１は、以下のメッセージ、即ち、ネットワーク装置の署名された公
開キーを含むセキュリティデータ（SecurityData）を含む。
【０１２１】
　第２メッセージ５５２は、以下のメッセージ、即ち、アクセスポイントの署名された公
開キーを含むセキュリティデータ（SecurityData）を含む。
【０１２２】
　更なるメッセージ５５３は、以下のもの、即ち４ウェイ・ハンドシェイク及びWPA2保護
Wi-Fi（登録商標）通信を提供する。Wi-Fi（登録商標）保護アクセス（ＷＰＡ）及びWi-F
i（登録商標）保護アクセスＩＩ（WPA2）は、無線コンピュータネットワークを保護する
ためにWi-Fi（登録商標）アライアンスにより開発された２つのセキュリティプロトコル
及びセキュリティ証明プログラムである。該アライアンスは、これらを、研究者が以前の
システム、有線同等プライバシ（ＷＥＰ）で見付けた重大な脆弱性に対応して定めた。Ｗ
ＰＡ（時には、草案IEEE 802.11i規格と称される）は、２００３年に利用可能となった。
Wi-Fi（登録商標）アライアンスは、これを、一層安全で複雑なWPA2が利用可能となるこ
とを予想して中間的対策のつもりであった。WPA2は、２００４年に利用可能となり、完全
なIEEE 802.11i（又は、IEEE 802.11i-2004）規格の普通の短縮名である。IEEE 802.11(2
012)は、IEEE 802.11iを組み込んだ。
【０１２３】
　図６は、ネットワークシステム及びセキュリティプロトコルの第５例を示す。当該プロ
トコルにおける図５を参照して上述されたシステムに対応する側面は、ここでは繰り返し
説明しない。該例において、セキュリティプロトコル６００は、Wi-Fi（登録商標）パス
フレーズに基づいてネットワークアクセスを提供する。該プロトコルは、セキュリティデ
ータ内のWi-Fi（登録商標）パスフレーズから４ウェイ・ハンドシェイクのためのＰＭＫ
を導出する。
【０１２４】
　メッセージシーケンス６５１は、以下のもの、即ち４ウェイ・ハンドシェイク及びWPA2
保護Wi-Fi（登録商標）通信を提供する。
【０１２５】
　図７は、エンローリの方法の一例を示す。該方法は、前述したようなネットワークシス
テム内でエンローリとして動作するネットワーク装置で使用するためのものである。該方
法は、ノードSTART 701で開始し、第１ステージACQP 702としてエンローリセンサにより
帯域外チャンネルを介してデータパターンを取得するステップを有する。該データパター
ンは、当該領域内に設けられ、ネットワーク公開キーを表す。次のステージD_E_K1 703に
おいては、第１共有キーが該ネットワーク公開キー及び第１エンローリ秘密キーに基づい
て導出され、第２エンローリ公開キーが第１共有キーを用いてコード化される。次のステ
ージG_NAR 704においては、ネットワークアクセス要求が、当該セキュリティプロトコル
に従って発生される。該ネットワークアクセス要求は、上記のコード化された第２エンロ
ーリ公開キー及び第１エンローリ公開キーを含む。該ネットワークアクセス要求は、当該
無線通信を介してコンフィギュレータに伝送される。次のステージR_NAM 705において、
該ネットワークアクセスメッセージは、無線通信を介してコンフィギュレータにより受信
される。次のステージDV_K2 706においては、第２共有キーが、第１エンローリ秘密キー
、第２エンローリ秘密キー及び前記ネットワーク公開キーに基づいて導出される。また、
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保護されたセキュリティデータ及び保護されたコンフィギュレータ公開キーの少なくとも
一方が第２共有キーにより暗号的に保護されたものであるかも検証される。該保護が正し
くない場合、当該方法は開始７０１に戻る。正しい場合、次のステージEN_SEC 707におい
て、セキュア通信が第２エンローリ秘密キー及びセキュリティデータに基づいて行われる
。当該方法は、ノードEND 708において停止する。
【０１２６】
　図８は、コンフィギュレータの方法の一例を示す。該方法は、前述したようなネットワ
ークシステムにおいてコンフィギュレータとして動作するネットワーク装置で使用するた
めのものである。該方法は、ノードSTART 801で開始し、第１ステージR_NAR 802
として当該無線通信を介してエンローリから前記ネットワークアクセス要求を受信するス
テップを含む。次のステージD_D_K1 803においては、第１共有キーがネットワーク秘密キ
ー及び第１エンローリ公開キーに基づいて導出される。また、前記コード化された第２エ
ンローリ公開キーも第１共有キーを用いて復号される。次のステージV_K1 804においては
、上記コード化された第２エンローリ公開キーが第１共有キーによりコード化されたもの
であるかが検証される。該保護が正しくない場合、当該方法は開始８０１に戻る。正しい
場合は、次のステージGSD 805において、セキュリティデータが第２エンローリ公開キー
及びコンフィギュレータ秘密キーを用いて発生される。次のステージD_P_K2 806において
は、第２共有キーが第１エンローリ公開キー、第２エンローリ公開キー及びネットワーク
秘密キーに基づいて導出される。また、セキュリティデータ及びコンフィギュレータ公開
キーの少なくとも一方も、第２共有キーを用いて暗号的に保護される。次いで、次のステ
ージG_MAN 807において、ネットワークアクセスメッセージが当該セキュリティプロトコ
ルに従って発生される。該ネットワークアクセスメッセージは、保護されたセキュリティ
データ及び保護されたコンフィギュレータ公開キーの少なくとも一方を含む。当該方法は
、ノードEND 808で停止する。
【０１２７】
　ネットワークからダウンロード可能な、及び／又はコンピュータ読取可能な媒体及び／
又はマイクロプロセッサ実行可能な媒体に記憶されたコンピュータプログラム製品も提供
され、これらは、更に後述されるように、位置情報を保護するためにコンピュータ上で実
行された場合に上記方法を実施するためのプログラムコード命令を有する。
【０１２８】
　典型的に、各ネットワーク装置は各装置に記憶された適切なソフトウェアを実行するプ
ロセッサを有し、該ソフトウェアは対応するメモリ、例えば、ＲＡＭ等の揮発性メモリ又
はフラッシュ等の不揮発性メモリ（図示略）にダウンロード及び／又は記憶されている。
当該モバイル装置及びサーバは、例えば、マイクロプロセッサ及びメモリ（図示略）を備
えることができる。他の例として、前記エンローリ及びコンフィギュレータは、全体とし
て又は部分的に、例えばフィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）等のプログ
ラマブルロジックで実施化することができる。当該モバイル装置及びサーバは、全体とし
て又は部分的に、所謂特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、即ち特定の用途のために特注
化された集積回路（ＩＣ）として実施化することができる。例えば、当該回路は、ＣＭＯ
Ｓで、例えばVerilog、ＶＨＤＬ等のハードウェア記述言語を用いて実施化することがで
きる。実際に、当該位置エンジン（location engine）は、モバイル装置のオペレーティ
ングシステムにリンクされるソフトウェアサブルーチンのライブラリを介して実施化する
ことができる。
【０１２９】
　当業者にとり明らかなように、当該方法を実行するための多数の異なる態様が可能であ
る。例えば、前記ステージ又はステップの順序は変更することができ、又は幾つかのステ
ージは併行して実行することができる。更に、ステップの間に他の方法のステップを挿入
することもできる。挿入されるステップは、ここで説明された方法の改良を示すことがで
き、又は当該方法とは関係ないものとすることができる。更に、所与のステップは、次の
ステップが開始される前に完全に終了する必要はない。
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【０１３０】
　本発明による方法はソフトウェアを用いて実行することができ、該ソフトウェアはプロ
セッサシステムに各方法を実行させる命令を有する。ソフトウェアは、当該システムの特
定の副主体によりなされるステップのみを含むことができる。該ソフトウェアは、ハード
ディスク、フロッピー、メモリ等の適切な記憶媒体に記憶することができる。該ソフトウ
ェアは、配線に沿う信号として、無線で又はデータネットワーク（例えば、インターネッ
ト）を用いて伝送することができる。該ソフトウェアは、ダウンロードのため及び／又は
サーバ上での遠隔的使用のために利用可能にすることができる。該ソフトウェアは、ソー
スコード、オブジェクトコード、部分的にコンパイルされた形態等のソース及びオブジェ
クトコードの中間のコードの形態とすることができ、又は本発明による方法の実施化に使
用するのに適した如何なる他の形態とすることもできる。コンピュータプログラム製品に
関係する実施態様は、前述した方法のうちの少なくとも１つにおける処理ステップの各々
に対応するコンピュータ実行可能な命令を有する。これらの命令は、サブルーチンに分割
することができ、及び／又は静的に若しくは動的にリンクすることが可能な１以上のファ
イルに記憶することができる。コンピュータプログラム製品に関係する他の実施態様は、
前述したシステム及び／又は製品の少なくとも１つにおける手段の各々に対応したコンピ
ュータ実行可能な命令を有する。
【０１３１】
　図９ａは、コンピュータプログラム１０２０を有する書込可能部１０１０を備えたコン
ピュータ読取可能な媒体１０００を示し、該コンピュータプログラム１０２０は、プロセ
ッサシステムに、図２～図８を参照して説明したような、プロバイダサーバ方法、位置サ
ーバ方法、位置エンジン方法又は位置ベースのアプリケーション方法の一実施態様による
位置情報を保護するためのシステムにおける１以上の方法を実行させる命令を有する。コ
ンピュータプログラム１０２０は、コンピュータ読取可能な媒体１０００上に物理的マー
クとして又は該コンピュータ読取可能な媒体１０００の磁化により具現化することができ
る。しかしながら、如何なる他の好適な実施態様も同様に考えることができる。更に、こ
こではコンピュータ読取可能な媒体１０００は光ディスクとして示されているが、該コン
ピュータ読取可能な媒体１０００は、ハードディスク、固体メモリ、フラッシュメモリ等
の如何なる好適なコンピュータ読取可能な媒体とすることもでき、記録不能若しくは記録
可能なものとすることもできることが理解される。コンピュータプログラム１０２０は、
プロセッサシステムに前記方法を実行させるための命令を有する。
【０１３２】
　図９ｂは、プロバイダサーバ、位置サーバ又はモバイル装置の一実施態様によるプロセ
ッサシステム１１４０を概略図で示す。該プロセッサシステムは、１以上の集積回路１１
１０を有する。該図には、１以上の集積回路１１１０のアーキテクチャが概略的に示され
ている。回路１１１０は、一実施態様による方法を実行するための及び／又は該方法のモ
ジュール若しくはユニットを実施化するためのコンピュータプログラム要素を実行するた
めの処理ユニット１１２０（例えば、ＣＰＵ）を有する。回路１１１０は、プログラムコ
ード、データ等を記憶するためのメモリ１１２２を有する。メモリ１１２２の一部は読取
専用とすることができる。回路１１１０は、アンテナ、コネクタ又は両方等の通信要素１
１２６を有することができる。回路１１１０は、当該方法において定義される処理の一部
又は全てを実行するための専用の集積回路１１２４を有することができる。プロセッサ１
１２０、メモリ１１２２、専用のＩＣ１１２４及び通信要素１１２６は、例えばバス等の
相互接続部１１３０を介して互いに接続することができる。プロセッサシステム１１４０
は、アンテナ及び／又はコネクタを各々用いて、接触型及び／又は非接触型通信のために
構成することができる。
【０１３３】
　明瞭化のために、上記記載は本発明の実施態様を異なる機能ユニット及びプロセッサに
関連して説明されたことが分かる。しかしながら、異なる機能ユニット又はプロセッサの
間での機能の如何なる好適な分散も、本発明から逸脱することなしに用いることができる
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行されると説明された機能は、同一のプロセッサ又はコントローラにより実行することが
できる。従って、特定の機能ユニットに対する言及は、厳格な論理的又は物理的構造又は
編成を示すというより、説明された機能を提供するための好適な手段の参照としてのみ理
解されるべきである。本発明は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウエア又はこれ
らの何らかの組み合わせを含む如何なる好適な形態で実施化することもできる。
【０１３４】
　尚、本明細書において、“有する”なる文言は記載されたもの以外の要素又はステップ
の存在を排除するものではなく、単数形の要素は複数の斯様な要素の存在を排除するもの
ではなく、如何なる符号も当該請求項の範囲を限定するものではないことに注意されたい
。また、本発明はハードウェア及びソフトウェアの両方により実施化することができ、幾
つかの“手段”又は“ユニット”は同一品目のハードウェア又はソフトウェアにより表す
ことができ、プロセッサは１以上のユニットの機能を、恐らくはハードウェア要素と共同
で満たすことができることに注意されたい。更に、本発明は前記実施態様に限定されるも
のではなく、また、本発明は上述された又は互いに異なる従属請求項に記載された各及び
全ての新規なフィーチャ又はフィーチャの組み合わせに存するものである。
【０１３５】
［参考文献１］https://www.wi-fi.org/file/wi-fi-simple-configuration-technical-sp
ecification-v205から入手できる「Wi-Fi Simple Configuration Technical Specificati
on Version 2.0.5, Wi-Fi Alliance 2014-08-04」
【０１３６】
［参考文献２］RFC 5297,「Synthetic Initialization Vector (SIV) Authenticated Enc
ryption Using the Advanced Encryption Standard (AES)」
【０１３７】
［参考文献３］「DTLS-HIMMO: Efficiently Securing a PQ world with a fully-collusi
on resistant KPS, Oscar Garcia-Morchon, Ronald Rietman, Sahil Sharma, Ludo Tolhu
izen, Jose Luis Torre-Arce; http://csrc.nist.gov/groups/ST/post-quantum-2015/pre
sentations/session7-garcia-morchon.pdf」
【０１３８】
［参考文献４］「IEEE Computer Society,“IEEE Standard for Information Technology
 - Telecommunications and Information Exchange Between Systems - Local and Metro
politan Area Networks - Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Acces
s Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications,”(IEEE Std. 802.11-2012
), March 2012」
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