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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部回路インタフェースによってはアクセス不能に格納された機密データと、前記外部
回路インタフェースによりトリガデータを受信する手段とを含み、前記トリガデータに基
づいて復号化処理を実行する、機器の内部に組み込むための耐タンパ性電子回路であって
、
　前記耐タンパ性電子回路は、
　　機器固有の機密保護データを受信し、前記格納された機密データに基づいて、前記機
器の構成中に前記トリガデータを前記機器固有の機密保護データの暗号化表現データとし
て生成する手段と、
　　前記暗号化表現データを前記機器の構成中に前記外部回路インタフェースにより出力
する手段と、
　　前記機器の使用中に、前記トリガデータが受信され、前記トリガデータが前記暗号化
表現データに対応しているなら、前記暗号化表現データを所定のアルゴリズムにより復号
化することにより前記機器固有の機密保護データを内部的に再生成する手段と、
　　前記内部的に再生成された機器固有の機密保護データに基づいて、前記機器がネット
ワークとして動作するならネットワーク通信におけるデータ機密性とデータ完全性と認証
と認可と否認防止との内、少なくとも１つに関係した動作を実行し、前記機器がデジタル
コンテンツの生成機器として動作するなら、前記デジタルコンテンツにマークを付す動作
を実行する手段とを有することを特徴とする電子回路。
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【請求項２】
　前記マークを付す動作は、前記デジタルコンテンツに埋め込まれた機器固有の指紋を生
成するために構成されていることを特徴とする請求項１に記載の電子回路
【請求項３】
　前記機器固有の機密保護データを内部的に再生成する手段は、前記格納された機密デー
タに少なくとも部分的には基づいて、秘密鍵を生成する手段を有し、
　前記トリガデータは、前記機器の構成中に前記秘密鍵の暗号化表現データとして生成さ
れることを特徴とする請求項１に記載の電子回路。
【請求項４】
　所定の機器アクセスコードが前記電子回路に入力されたなら、前記機器の構成中に、前
記機器固有の機密保護データを前記外部回路インタフェースにより利用可能にする手段を
さらに有することを特徴とする請求項１に記載の電子回路。
【請求項５】
　所定の機器アクセスコードが前記電子回路に入力されないなら、前記格納された機密デ
ータと前記機器固有の機密保護データとの内、少なくとも１つに対して内部アクセスを不
能にする手段をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の電子回路。
【請求項６】
　前記機器の製造者を認証する手段と、
　機器の製造中に、成功した認証に基づいて、前記機器の製造者に前記機器アクセスコー
ドを提供する手段とをさらに有することを特徴とする請求項４又は５に記載の電子回路。
【請求項７】
　前記実行する手段は、
　　前記機器固有の機密保護データと更なる外部入力データとに基づいた付加的な暗号化
処理を実行して更なる機密保護データを生成する手段と、
　　前記更なる機密保護データに基づいて前記動作を実行する手段とを有することを特徴
とする請求項１に記載の電子回路。
【請求項８】
　前記機器固有の機密保護データは秘密鍵を表わし、
　前記更なる入力データは対応する公開鍵による前記更なる機器固有の機密保護データの
暗号を表わすことを特徴とする請求項７に記載の電子回路。
【請求項９】
　前記更なる機密保護データはコンテンツプロバイダによって発行された対称的なコンテ
ンツ復号化鍵を表わし、
　前記機器固有の機密保護データは機器製造者の秘密鍵を表わすことを特徴とする請求項
８に記載の電子回路。
【請求項１０】
　前記機器固有の機密保護データを内部的に再生成する手段は、前記外部回路インタフェ
ースにより適用されるシード（seed）に基づいて、対称的な暗号化鍵を生成するために構
成されていることを特徴とする請求項１に記載の電子回路。
【請求項１１】
　前記機器固有の機密保護データを内部的に再生成する手段は、少なくとも部分的には前
記格納された機密データに基づいて、秘密鍵を生成するために構成されており、
　前記実行する手段は、前記生成された秘密鍵に基づいて非対称の暗号化動作を実行する
ことを特徴とする請求項１に記載の電子回路。
【請求項１２】
　前記機器の構成中、前記秘密鍵に対応する公開鍵を生成する手段と、
　前記外部回路インタフェースにより前記公開鍵を出力する手段とをさらに有することを
特徴とする請求項１１に記載の電子回路。
【請求項１３】
　前記生成された秘密鍵と意図している通信パートナーの公開鍵とに基づいた新しい共有



(3) JP 4723251 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

鍵を生成する共有鍵生成を実行する手段と、
　前記新しい共有鍵に基づいて暗号化処理を実行する手段とをさらに有することを特徴と
する請求項１１に記載の電子回路。
【請求項１４】
　前記再生成する手段は、
　　　Ｂi＝ｆ（Ｂi-1，Ｒi）　　ｉ＝１，……，ｋ
という式に従って、ｋ個の結合アイデンティティＲ1，……Ｒkに応じて、対応する結合鍵
Ｂ1，……，Ｂkのチェインとして前記機器固有の機密保護データを生成するのに動作可能
であり、
　Ｂ0は前記格納された機密データであり、
　ｆは暗号化の１方向関数であることを特徴とする請求項１に記載の電子回路。
【請求項１５】
　外部回路インタフェースによってはアクセス不能な機密データを格納する手段と、前記
外部回路インタフェースによりトリガデータを受信する手段とを含み、前記トリガデータ
に基づいて復号化処理を実行する、耐タンパ性のある電子回路が内部に組み込まれた機器
であって、
　前記電子回路は、
　　機器固有の機密保護データを受信し、前記格納された機密データに基づいて、前記機
器の構成中に前記トリガデータを前記機器固有の機密保護データの暗号化表現データとし
て生成する手段と、
　　前記暗号化表現データを前記機器の構成中に前記外部回路インタフェースにより出力
する手段と、
　　前記機器の使用中に、前記トリガデータが受信され、前記トリガデータが前記暗号化
表現データに対応しているなら、前記暗号化表現データを所定のアルゴリズムにより復号
化することにより前記機器固有の機密保護データを内部的に再生成する手段と、
　　前記内部的に再生成された機器固有の機密データに基づいて、前記機器がネットワー
クとして動作するならネットワーク通信におけるデータ機密性とデータ完全性と認証と認
可と否認防止との内、少なくとも１つに関係した動作を実行し、前記機器がデジタルコン
テンツの生成機器として動作するなら、前記デジタルコンテンツにマークを付す動作を実
行する手段とを有することを特徴とする機器。
【請求項１６】
　外部回路インタフェースによってはアクセス不能な機密データを格納する手段と前記外
部回路インタフェースによりトリガデータを受信する手段と前記トリガデータに基づいて
復号化処理を実行する手段とを備えた耐タンパ性電子回路が、内部に組み込まれた機器に
ついての機密保護データの管理の方法であって、
　前記方法は、
　　耐タンパ性電子回路の製造中の制御された環境で、前記機密データとして、前記電子
回路外部では利用可能ではない秘密の番号であるように、前記電子回路における秘密の乱
数化された番号を格納する工程と、
　　回路製造中に、少なくとも部分的には前記格納された秘密の乱数化された番号データ
に基づいて暗号化処理を実行し、前記電子回路に前記トリガデータを提供することに依存
して、前記電子回路で内部的に機器固有の機密保護データを暗号化表現データとして生成
する工程と、
　　回路製造中に、前記機器の使用中には、前記暗号化表現データを所定のアルゴリズム
により復号化することにより前記内部的に生成された機器固有の機密保護データに基づい
て、前記機器がネットワークとして動作するならネットワーク通信におけるデータ機密性
とデータ完全性と認証と認可と否認防止との内、少なくとも１つに関係した動作を実行し
、前記機器がデジタルコンテンツの生成機器として動作するなら、前記デジタルコンテン
ツにマークを付す動作を前記電子回路に組み込む工程とを有することを特徴とする方法。
【請求項１７】
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　前記電子回路の暗号化機能から機器固有の機密保護データを取得するために、機器構成
中の制御された環境で、入力データとして前記トリガデータを前記電子回路に入力する工
程と、
　機器構成中の制御された環境で、所定の機器アクセスコードを前記電子回路に入力して
前記外部回路インタフェースにより前記機器固有の機密保護データにアクセスする工程と
、
　機器構成中の制御された環境で、前記機器固有の機密保護データと前記入力データとを
記録する工程とをさらに有することを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　機器構成中の制御された環境で、機器固有の機密保護データを生成する工程と、
　前記電子回路の暗号化機能から前記トリガデータを取得するために、機器構成中の制御
された環境で、前記生成された機器固有の機密保護データを前記電子回路に入力する工程
と、
　機器構成中の制御された環境で、前記トリガデータと前記以前に生成された機器固有の
機密保護データとを記録する工程とをさらに有することを特徴とする請求項１６に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般には種々の目的のための機器固有の機密保護データの管理、組み込み、利
用に関し、特に、そのような機器固有の機密保護データを機器に提供するための安全で効
率的な手順に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、移動体電話、パーソナルコンピュータ、カメラ、音響機器、サーバ、基地局
、ファイアウォールなどのような広範囲に及ぶ異なる機器に機器固有の機密保護データを
組み込み利用する必要がある。機器固有の機密保護データは種々の目的のために用いられ
、それには、安全ではないネットワークによる通信、デジタルコンテンツのコンテンツに
マークを付すことなどに関係した機密保護の問題を管理することを含んでいる。
【０００３】
　本発明の背後にある理論的根拠の理解を容易にするため、機器を大量に製造するプロセ
スのことを考えると助けになるかもしれない。特に、例えば、耐改竄性をもつように保護
され、機器毎にユニークな暗号化鍵と、他の機密保護データとの内少なくともいずれかを
含む機器を、あまり信頼のおけない何らかの第三者（特に、第三者のチップ製造者）とと
もに低価格で生産する必要がある機器製造者のことを考えることは助けになるかもしれな
い。
【０００４】
　例えば、ネットワーク通信において、データ機密保護はしばしば、いくらかの種類の機
密保護データ、例えば、データの機密性を確立するために用いられる暗号化鍵、データ完
全性、認証、認可、否認防止、他の機密保護サービスなどの内、少なくともいずれかに基
づいている。インターネット、パケットデータ通信ネットワーク、及び他の通信ネットワ
ークの急速な発展とともに、ノード間とネットワークの機器間の少なくともいずれかで交
換されるメッセージを保護するようなふさわしいデータ機密保護を提供できることがます
ます重要になってきている。説明を簡単にするために、そのような通信に参画する何らか
のエンティティをネットワーク機器として言及し、その例には、移動体電話、パーソナル
コンピュータ、セキュリティゲートウェイ、音響機器、ファイアウォール、無線基地局な
どを含む。
【０００５】
　例えば、ネットワーク通信と関連した機密保護の問題のために後で用いられる機密保護
データとともに安全に価格効率良く機器を製造するには幾つかの困難がある。
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【０００６】
　・各機器に対して異なる機器固有の機密保護データをインストール或いは組み込む点。
これは、ある機器部品には全く新しい製造プロセスを必要とし、従って、費用がかかるも
のか、或いは、非効率的なものになるかの少なくともいずれかになる。
【０００７】
　・認可を受けていないパーティにより損傷を受けたり操作されたりしないように機器内
部の場所に機密保護データを置く点。
【０００８】
　・機器の全製造工程で認可を受けていないパーティから機密保護データが保護されるこ
とを保証する点。特に、信頼の置けないパーティが製造に関与するなら、付加的な機密保
護管理が必要かもしれない。
【０００９】
　・例えば、機器との安全な接続をセットアップするなどの、認可されたパーティが機器
と関係してデータ機密保護を提供することが後でできることが必要な、機密保護データに
関係した情報を安全に管理する点。例えば、機器の機密保護データが、認証プロトコルと
暗号化プロトコルの内、少なくともいずれかであるような暗号化プロトコルにおける共有
秘密鍵であるなら、その同じ鍵が利用可能でなければならず、その機器との安全な接続を
セットアップすることができるべきである認可された通信パートナーに対してだけ利用可
能でなければならない。
【００１０】
　例えば、移動体通信システム、ページングシステムとともに、無線有線データネットワ
ークをも含む今日の多くの通信システムは、システムの安全性や耐性を向上させるために
認証及び暗号化手順を採用している。汎用ネットワーク通信からデジタル著作権管理（Di
gital Right Management：ＤＲＭ）のようなより具体的なアプリケーションに至るまでの
多くの技術的なアプリケーションにおいて、安全で耐性のある通信を確立する問題に遭遇
する。
【００１１】
　一般に、ＩＣに格納されたデータは一般にはより良く保護されることを考えると、機器
の機密保護データをチップ上、集積回路（ＩＣ）上、或いは、ＰＲＯＭのようなある種の
プログラム可能メモリに格納するには２つの解決策がある。
【００１２】
　特許文献１によれば、マスタ鍵がスマートカードのＥＥＰＲＯＭに格納され、それは相
対的に安全性の低い記憶媒体に格納される重要な情報を暗号化するために用いられる。
【００１３】
　特許文献２は、外部機器からＲＡＭメモリにプログラムをダウンロードするために、そ
の外部機器に接続されるプロセッサを開示している。もし、そのプログラムが暗号化され
たなら、そのプロセッサに構成された復号化モジュールがそのプロセッサに永久的に格納
された鍵にアクセスしてそのプログラム情報を復号化する。
【００１４】
　非特許文献１はスマートカードに関連した所謂オンボード鍵生成について述べている。
【００１５】
　例えば、機器固有の乱数番号であるような秘密データをＩＣに格納することは、今日で
は、標準的なＩＣ製造ツールがあれば可能である。しかしながら、ＩＣ製造者からの乱数
番号やいくつかの関係したデータをそのＩＣを用いる機器製造者にまで安全に受け渡すた
めの輸送システムは、現在の技術では実行不可能／費用かかかるものであるか、その機密
保護データを扱うのに特別な機密保護管理を必要とするかの少なくともいずれかである。
一般に、機器製造者とＩＣ製造者とは異なるパーティであるかもしれない。もし、ある機
密保護データがＩＣ製造者によって管理されるなら、これは機密保護の点では弱点となり
、攻撃対象となり得る標的となるかもしれず、また、ＩＣの費用を高くするかもしれない
。
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【００１６】
　同じ議論が、機器製造者のためにＩＣに暗号化鍵を生成或いは格納することの内少なく
ともいずれかを行うＩＣ製造者に適用される。
【００１７】
　機器製造者はＩＣ製造者にＩＣにＩＣ製造後には非常に高度なリバースエンジニアリン
グが関係しないと抽出できないデータを格納させることができる。しかしながら、従来の
技術の助けをかりて機密保護環境でこの機器データを用いることは、ＩＣ製造者と機器製
造者との間で、また、夫々において機密保護管理を必要とし、そして、特に、大きな市場
に対する産業化のプロセスでは、これは安全でないか、実現不可能／高価である。
【００１８】
　機器製造者は機密保護データをＰＲＯＭに挿入して、信頼のおける第三者としてＩＣ製
造者を含ませることを避け、また、ＩＣ製造プロセスにおける費用面での変動を避けるこ
ともできる。しかしながら、ＰＲＯＭにおける機密は（それがたとえ一時的なものであっ
たとしても）その機器へのアクセスを行う敵対者に対して十分に保護されてはいない。さ
らにその上、ＰＲＯＭの機能性を具体化するのに必要なＡＳＩＣ（アプリケーション専用
集積回路）技術は、例えば、ＩＣ生産プロセスにおける付加的なマスクにより、ＩＣに対
してかなり余分な費用を引き起こすものとなる。
【００１９】
　加えて、ＩＣ製造者は信頼するか或いは事業上での合意があるかの少なくともいずれか
である機器製造者にそのＩＣの使用を制限させることを望むかもしれない。
【００２０】
　少し異なりはするが、依然として関係する問題は、機器製造者とユーザとの内、少なく
ともいずれかに対して信頼的関係をもつ第三者が安全にその機器或いはその機器のユーザ
と通信をすることである。機器固有の機密保護データの機密管理は従って他のパーティを
同様に含むことを必要とするかもしれない。
【特許文献１】欧州特許出願公開第０７５３８１６号明細書　１９９７年１月１５日公開
【特許文献２】米国特許第６１４１７５６号明細書　２０００年１０月３１日発行
【特許文献３】米国特許第４７４８６６８号明細書　１９８８年　５月３１日発行
【非特許文献１】「デジタル署名カード範囲－電子商取引を行う上での安全なスマートカ
ード(Digital Signature Cards Range - Secure smart cards for doing electric busin
ess)」、GEMPLUS、２００３年１０月２７日印刷、インターネット＜URL : http://www.ge
mplus.com/products/dig_sign_cards_range＞
【非特許文献２】キャナディ(Cannady)及びストックトン(Stockton)著、「ＰＫＩはどの
ように電子商取引に関連した危険を少なくできるか（How can PKI reduce the risk asso
ciated with e-business transactions）」、アイ・ビィー・エム（ＩＢＭ）、２００１
年２月１日
【非特許文献３】「データ機密保護のメカニズム(Mechanisms of data security)」、２
００３年９月２日印刷、インターネット＜URL : http://www.cardsnowindia.com/news/se
curity1.htm＞
【非特許文献４】「開かれた世界における機密保護、スキルチーム(Security in an open
 world, Skillteam)」、２００３年９月２日印刷、インターネット＜URL : http://www.c
ommon.lu＞
【非特許文献５】「メッセージ認証のＨＭＡＣ、キーハッシュ(HMAC, Keyed-Hashing for
 Message Authentication)」、ＲＦＣ２１０４、ＩＥＴＦ
【非特許文献６】メネゼス　ファン　オルショット、及びヴァンストーン著(Menezes, va
n Oorschot and Vanstone)、「暗号応用化ハンドブック(Handbook of Applied Cryptogra
phy)」、第１、９、１２章、ＣＲＣプレス（CRC Press）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
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　本発明は従来技術の構成のこれらの欠点を克服するものである。
【００２２】
　本発明の目的は、移動体電話、パーソナルコンピュータ、カメラ、オーディオ機器、サ
ーバ、基地局、及びファイアウォールなどの機器において機器固有の機密保護データを組
み込んで利用することである。
【００２３】
　本発明の目的は、安全にコスト効率良くデータ機密保護能力を備えた機器を製造する方
法と共に、機密保護データの管理を行う方法を提供することである。特に、その機器に耐
改竄性を備えて保護された機器固有の機密保護データを提供することが望ましい。また、
機密保護データは機器の製造全工程の間、広範な機密保護管理の必要がなくとも、認証を
受けていないパーティから保護されることを保証することが重要である。
【００２４】
　本発明の別の目的は、ネットワーク機器と外部通信パートナーとの間のネットワーク通
信に関したデータ機密保護を維持する改善された方法を提供することである。
【００２５】
　本発明のさらに別の目的は、コンテンツ生成機器によって生成されたデータコンテンツ
にマークを付す改善された方法を提供することである。
【００２６】
　本発明に従う基本的な思想は、機器に組み込むために構成され、その機器の動作中には
機器固有の機密保護データを安全に組み込んで利用する耐改竄性電子回路を提供すること
である。その耐改竄性電子回路には、基本的には外部インタフェース回路ではアクセス不
能な改竄に対して耐性をもつ格納された機密が備えられる。その電子回路はまた、少なく
とも部分的にその格納された機密に応答するか、或いはその機密に基づいて暗号化処理を
実行し、その機器の使用中には前記電子回路の内部に閉じ込められた機器固有の機密デー
タのインスタンスを生成する機能が備えられる。その電子回路にはさらに、その内部的に
閉じ込められた機器固有の機密データに応答して１つ以上の機密保護に関係した動作或い
はアルゴリズムを実行するように構成される。
【００２７】
　このようにして、機密保護のために機器固有の機密保護データの安全な組み込みと利用
とが効果的に達成される。その機密保護は、格納された機密がその電子回路の外部で決し
て利用可能にはならず、そして、その機器固有の機密保護データが機器の使用或いは動作
中には回路の内部に閉じ込められるので、確固としたものである。これは、機器固有の機
密保護データが外部回路プログラミングインタフェースから利用不能に保たれ、その機器
の使用或いは動作中には機密保護に関係した動作を実行するためにその回路内でのみ使用
されることを意味する。特定の例として、機器固有の機密保護データは機密保護に関係し
た動作に関連して用いられ、その格納された機密や機器固有の機密保護データそれ自身が
露見することなく、暗号化された入力情報を明瞭なテキスト出力情報へと変換するように
しても良い。機密保護に関係した動作は暗号化情報の復号化のような単純な動作でも良く
、或いはもっと複雑な複合動作でも良い。
【００２８】
　その電子回路は、好適にはカプセル化された回路であるが、集積回路（ＩＣ）、スマー
トカード、或いは他の耐改竄性のある電子回路で良い。
【００２９】
　本発明に従う耐改竄性の電子回路は一般には、広範囲の機器に適用可能であり、種々の
機密保護に関連した目的のために用いられる内部に閉じ込められた機器固有の機密保護デ
ータを生成している。
【００３０】
　その電子回路は、例えば、ネットワーク機器に構成されていても良く、そのネットワー
ク機器内での動作において、その回路により扱われる機器固有の機密保護データは、デー
タ機密性とデータ完全性と認証と認可と否認防止とを含むネットワーク通信におけるデー
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タ機密保護動作のために用いられる。具体例は、インターネットやセルラ通信ネットワー
クを含む安全とは言えないネットワークによる通信を安全にすることへの関与である。
【００３１】
　別の適用のシナリオでは、その電子回路はデジタルコンテンツを生成する機器に構成さ
れ、そのコンテンツ生成機器内での動作において、その回路により扱われる機器固有の機
密保護データは、例えば、デジタルコンテンツに埋め込まれた機器固有の指紋を生成する
ことにより、生成されたデジタルコンテンツにマークを付すために用いられる。
【００３２】
　即ち、回路の製造において、ランダムな機密がＩＣのような電子回路内に安全に格納さ
れことが好ましい。このことは、回路製造者がその機密を知ることさえないようにして行
われる。この機密データは、推量や計算前の攻撃を避けるために通常は大きなセットの番
号に属する任意の或いはランダムに生成された番号であると良い。さらにその上、その電
子回路には好ましくは、（少なくとも部分的な）入力としての機密と共に電子回路での実
行のために組み込まれた機密保護或いは暗号化アルゴリズムが提供される。一旦、回路で
の動作のために、その電子回路が機器製造者によってインストールされたなら、格納され
た機密は暗号化機密保護アルゴリズムと共に用いられて、その電子回路が組み込まれた特
定の機器に固有の機密保護データのインスタンスを生成すると良い。
【００３３】
　従って、その格納された機密と電子回路に組み込まれた暗号化アルゴリズムとにより、
安全に閉じ込められた機器固有の機密保護データ、例えば、暗号化及び復号化鍵と、結合
(bind)鍵と、対称鍵と、秘密鍵とそれに関係した公開鍵と、種々の機密保護動作のために
用いられる他の機器固有の機密保護データとの内、少なくともいずれかの生成が可能にな
る。
【００３４】
　特に、電子回路に、その回路（ＩＣ）製造者によって元々格納された何であれ機密のラ
ンダムデータに基づいて、機器固有の機密保護データを生成し、十分な機密保護機能を提
供することができることには明らかに利点がある。
【００３５】
　さらにその上、その電子回路により、その回路が構成される広範囲の機器に対する機器
固有の機密保護データの生成と管理とが可能になる。加えて、その機密データは安全に回
路に格納されるのであるから、機器の製造、或いは、その回路（ＩＣ）製造者と機器製造
者との間の回路の配分における広範な機密保護管理を必要としない。
【００３６】
　その電子回路に組み込まれる暗号化処理は好適には、その機密を知ることなくアルゴリ
ズムの結果を演繹したりことやその結果からその機密を演繹することの少なくともいずれ
かを行うことが計算上不可能であるように設計された暗号化関数或いはアルゴリズムに基
づいている。
【００３７】
　その機密は、回路組み込み型の暗号化アルゴリズムに対する唯一の入力であるかもしれ
ない。或いは、付加的な入力データが供給され、アルゴリズムにおける機密と共に用いら
れて機器固有の機密保護データを生成しても良い。好ましくは、機器固有の機密保護デー
タを生成するのに必要なトリガデータが機器の構成中、例えば、機器の製造中の構成段階
やユーザによる構成中に定義される。その機器使用中には、所定のトリガデータが外部回
路インタフェースにより適用され、正しい機密保護データを生成できるようにしなければ
ならない。もし、正しいトリガデータが適用されないなら、電子回路における暗号化処理
は通常は意味のないデータを生成するだけになるか、或いは、全く動作しない。このこと
は、ある形式の所定のトリガデータが通常は、内部的に機器固有の機密保護データを再生
成するために電子回路によって、必要とされることを示唆している。
【００３８】
　もし、そのトリガデータが機器の製造中に、或いはそれに関連して定義されるなら、そ
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のトリガデータは、その機器のユーザが関係しているネットワーク運用者のような中間的
な信頼のおけるパーティを介して、その機器製造者から機器へと安全に転送されねばなら
ないかもしれない。或いは、そのトリガデータはネットワーク運用者のような別の構成を
行うパーティにより定義され、その機器に安全に転送される。また、機器固有の機密保護
データが機密保護に関係した動作に関して求められる必要があるとき、簡単なアクセスの
ため、既に構成中にその機器に所定のトリガデータを格納することもできる。このことは
、機器への物理的なアクセスを行う悪意者が、おそらくは、そのトリガデータ或いはコー
ドへのアクセスを取得して機密保護に関係した動作を実行するかもしれないことを意味す
る。しかしながら、その悪意者により機器固有の機密保護データそれ自身へのアクセスは
決して得られない。加えて、より高度な機密保護は、ユーザ選択のパスワードでその格納
されたトリガコードを保護することにより得られるかもしれない。
【００３９】
　例えば、そのトリガデータやコードは、その機器の構成中に提供された構成上の機器固
有の機密保護データに基づいて定義されても良い。好ましくは、その電子回路は、格納さ
れた機密に基づいて、そのトリガデータを前記構成上の機器固有の機密保護データの暗号
化表現として生成するように構成されると良く、その暗号化表現は、構成中に外部回路イ
ンタフェースにより出力される。その機器の使用中、前記付加的な入力がその暗号化表現
に対応するなら、機器固有の機密保護データは内部的に再生成される。構成中に、構成上
の機器固有の機密保護データは外部回路インタフェースによって提供され、その機器製造
者や他の信頼のおけるパーティが自由に製造された機器に対する機器固有の機密保護デー
タを選択できるようにしても良い。しかしながら、その構成中に電子回路において構成上
の機密保護データを内部的に生成することも可能である。
【００４０】
　非対称な暗号化に関する本発明の別の実施例では、素数(prime)のような適当な付加的
な入力、数学的な群の生成器、１回限りのもの(nonce)、ＰＩＮコードの内の少なくとも
いずれかが機器構成中、例えば、製造時の構成段階やユーザによる構成中にその回路に適
用されて非対称の鍵のペアを生成し、公開鍵を外部回路インタフェースにより出力するよ
うにしても良い。機器使用中には、同じ付加的な入力の少なくとも一部が外部回路インタ
フェースにより適用されるなら、対応する秘密鍵が内部的に生成或いは再生成される。
【００４１】
　或いは、トリガデータは、機器構成中に電子回路に初期的に印加され、所謂機器アクセ
スコードに応答して、その電子回路が強制的に外部回路インタフェースにより機器固有の
機密保護データを出力させる、１回限りのもの(nonce)、所謂、結合アイデンティティか
その類似のもののような単純なシード(seed)でも良い。その機器アクセスコードは、一定
の環境下で、通常は、その機器製造中の制御された環境下で、機器固有の機密保護データ
をその回路外で利用可能にさせるために用いられ、一方、その機密保護データは機器使用
中はその電子回路内部で常に閉じ込められる。
【００４２】
　一般に、その電子回路には、回路のある機能へのアクセスを許すために、認証を要求す
る認証プロトコルが備えられ、これにより回路の使用を認可されたパーティに効率的に制
限するかもしれない。通常、その電子回路は、機器の製造者或いは他の構成を行うパーテ
ィを認証し、成功した認証に応答して、その機器の製造者に機器アクセスコードを提供す
るように構成されている。例えば、その機器アクセスコードは、機器製造者からのチャレ
ンジとその電子回路に格納された機密に基づくチャレンジ・レスポンス・ペアとして生成
されても良い。その電子回路は、所定の機器アクセスコードが電子回路に入力されないな
ら、格納された機密と機器固有の機密保護データとの内、少なくとも１つに対して内部ア
クセスを不能にするように構成されていても良い。このようにして、機器製造者と信頼の
おけるパーティとの内、少なくともいずれかのような認可されたパーティだけが、機器固
有の機密保護データを用いたり、その機密保護データそのものを用いたりすることの内、
少なくともいずれかを行うことが許可されることが保証される。
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【００４３】
　なお、多数の個々のトリガデータ信号は機器構成中に定義されるかもしれず、ここで、
各トリガデータ信号は個々の機器固有の機密保護データ各々と関係している。その時、関
係したトリガデータ信号がその回路に適用されるなら、特定の機器固有の機密保護データ
を生成するために構成される。この特徴は、認証と鍵合致のためにマルチユーザＳＩＭ（
加入者・アイデンティティ・モジュール）や、衛星或いはケーブルＴＶデコーダのような
マルチチャネルデコーダのようなマルチユーザ・アイデンティティ・モジュールを提供す
るために利用されても良い。ここでは、マルチプルユニーク機密保護鍵が必要とされる。
【００４４】
　本発明はまた、信頼の置ける第三者が安全にネットワーク機器とユーザとの内、少なく
ともいずれかと通信することを可能にするために、例えば、証明書と信用委任状のような
機器固有の機密保護データと関係した付加的な機密保護管理にも関するものである。
【００４５】
　本発明は次のような利点を提供している。
・機密保護のため機器固有の機密保護データの安全でコスト効率の良い組み込みと利用。
・格納された機密が回路外では決して利用可能ではなく、機器固有の機密保護データが機
器の使用中には回路内部に閉じ込められるために、確固とした機密保護がなされる。
・耐改竄性のある電子回路内の機器固有の機密保護データの効率的な保護。
・回路（ＩＣ）製造者により回路内に元々格納される何であれ機密のランダムデータに基
づいて機器固有の機密保護データを生成し、十分な機密保護機能を提供する能力。
・回路（ＩＣ）製造者における非常に限定的な信頼のみを必要とする。
・機器製造と、回路（ＩＣ）製造者と機器製造者との間との内、少なくともいずれかで、
広範な機密保護管理は不要。
・機器固有の機密保護データの生成を可能にするトリガデータの効率的な利用。
・回路のある機能の使用を認可されたパーティに限定する能力。
・所謂、包括的な信用委任プロトコル或いは機器証明書構成に関係した機器固有の機密保
護データの備えにより、安全なデジタル情報権の管理についてのキーとなる管理の問題に
対して実現可能性のある解決策を提示する。
・マルチユーザアイデンティティモジュールとマルチチャネルデコーダへの適用を開く。
【００４６】
　本発明により提供されるその他の利点については、以下の本発明の実施例の説明を読む
ときに認識されるであろう。
【００４７】
　本発明と、その更なる目的と利点とは共に、添付図面と共にとられた説明を参照するこ
とで最良の理解が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
　図面全体を通じて、同じ参照記号は対応する或いは類似の要素に対して用いられる。
【００４９】
　概要
　図１は本発明の基本的で好適な実施例に従う耐改竄性のある電子回路を備えた汎用機器
を示すブロック図である。汎用機器１００は、耐改竄性のある電子回路１０を含み、そし
て通常はその機器に対して或いはその機器からデータを転送する汎用入出力ユニット２０
も含む。もちろん、その機器には、例えば、種々のタイプの出力処理を実行する付加的な
ユニットが装備されていても良いが、全ては特定の機器やその全体的な機能に依存するも
のである。
【００５０】
　耐改竄性のある電子回路１０は集積回路（ＩＣ）でも良いし、スマートカードでも良い
し、或いは、他の何らかの耐改竄性のある電子回路でも良いが、好適には、入出力ユニッ
ト１１、機密Ｃのための記憶ユニット１２、暗号化処理のためのエンジンユニット１３、
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そして、機密保護に関係した動作を実用的に具体化したものを有する。格納された機密Ｃ
は外部回路インタフェースによってアクセス可能ではなく、それ故に、電子回路１０の外
部では利用可能ではない。暗号化エンジン１３は記憶ユニット１２に接続され、機器１０
０の使用中に電子回路１０の内部に閉じ込められた機器固有の機密保護データのインスタ
ンスを生成するために、少なくとも部分的には格納された機密に応じて暗号化処理を実行
するように構成されている。これは一般的には、暗号化エンジン１３で生成された機器固
有の機密保護データが、機器１００の通常使用中には電子回路の外部プログラミングイン
タフェースで利用可能ではないことを意味している。機密保護動作ユニット１４は暗号化
エンジン１３の出力にリンクされ、内部に閉じ込められた機器固有の機密保護データに応
じて１つ以上の機密保護に関係した動作を実行するように構成されている。
【００５１】
　機器固有の機密保護データを生成し、何であれ、元々電子回路１０に格納された機密デ
ータＣに基づいた十分な機密保護機能を提供することができることには大きな利点がある
。その安全は、格納された機密が電子回路１０外部では決して利用可能ではなく、内部的
に生成された機器固有の機密保護データがその回路内部でのみ使用されてその機器の通常
の使用中には機密保護に関係した動作を実行するので、確固としたものである。
【００５２】
　本発明に従う耐改竄性のある電子回路は一般には広範囲の機器に適用可能であり、種々
の機密保護に関係した目的のために使用される、内部に閉じ込められた機器固有の機密保
護データを生み出す。本発明に従う電子回路を組み込むのに適切な機器の例には、移動体
電話、パーソナルコンピュータ、カメラ、音響機器、ネットワークサーバ、セキュリティ
ゲートウェイ、ファイヤウォール、基地局などが含まれる。
【００５３】
　ネットワーク機器への応用
　図２に例示されているように、電子回路１０は、例えば、ネットワーク機器に構成され
ても良く、ネットワーク機器１００内での動作によりその回路で内部的に生成された機器
固有の機密保護データは、ネットワーク通信におけるデータ機密保護動作に用いられる。
図２に示されたネットワーク機器１００は一般に、耐改竄性のある電子回路１０と、ユー
ザインタフェース２０－１と、１つ以上のネットワークにおける他のネットワーク機器や
エンティティとの通信のためのネットワーク通信機器２０－２とを含む。ネットワーク通
信におけるデータ機密保護動作の例は、例えば、非特許文献２、非特許文献３、非特許文
献４で一般に定義されているように、データ機密性、データ完全性、認証、認可、否認防
止などを含んでいる。他のアプリケーションのシナリオでは、格納された機密Ｃは、機器
／端末に対して（ユニーク）であり、効率的なネットワーク通信に用いられる端末アドレ
スを生成するために用いられることさえあっても良い。
【００５４】
　コンテンツにマークを付すことへの応用
　図３に例示されているように、電子回路１０は、或いは、デジタルオーディオ、ビデオ
、画像、テキストなどのデジタルコンテンツを生み出す機器１００に構成されても良い。
そのようなコンテンツを生み出す機器の例には、デジタルフォトカメラ、ビデオカメラ、
オーディオレコーダ、デジタルスキャナ、デジタル形式でコンテンツを表現する何らかの
デジタル化機器が含まれる。コンテンツを生み出す機器内での動作によりその回路で内部
的に生成され保持された機器固有の機密保護データは、例えば、デジタルコンテンツに埋
め込まれる機器固有の指紋を生成することにより生み出されたデジタルコンテンツにマー
クを付すために用いられる。このことは、コンテンツが実際にそのコンテンツを生み出し
た特定の機器と結び付けられ、その指紋は製作の証拠として後で用いられることを意味す
る。そのような機能は、特に法的な審理において、ますますより重要なものになっている
。なぜなら、偽造画像や偽造かもしれない画像が低価格で利用可能な先進的な画像処理ソ
フトウェアを通して大きく広まっているからである。例えば、機器固有の機密保護データ
のインスタンスは、格納された機密Ｃだけに応答して生成されたものかもしれないし、あ
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る所定のトリガデータとコンテンツそれ自身の内少なくともいずれかのような付加的な入
力出力と組み合わせた格納された機密に応答して生成されたものかもしれない。内部的に
生成された機器固有の機密保護データは、その生成された機器固有の機密保護データに基
づいて機器固有の指紋をデジタルコンテンツに埋め込む機器１４に組み込まれた機密保護
に関係した動作への入力として用いられる。それから、マークの付されたコンテンツは電
子回路から出力される。
【００５５】
　本発明により提案されたコンテンツへのマーキングは、特に、カメラを内蔵した移動体
電話のようなネットワーク機器とコンテンツ生成機器とを組み合わせたもので有用である
かもしれないが、スタンドアロン型のカメラや類似の撮像、ビデオ、或いはオーディオ機
器でも適用可能である。
【００５６】
　製造のシナリオ
　次に、本発明を主に、特定の代表的なシナリオ、即ち、初期の機密と機器固有の機密保
護データとの内の少なくともいずれかの管理と、機器内でのそのような機密保護データの
後に続く利用とを含む、機器（しばしばエンティティとも呼ばれる）の製造を念頭におい
て説明する。なお、本発明はこれによって限定されるものではなく、その製造シナリオは
単に本発明の基本的な概念と原理とのより良い理解のための基礎として役目を果たすに過
ぎないことを理解されたい。
【００５７】
　図４は、本発明の好適な実施例に従う、機器固有の機密保護データの管理を含む、デー
タ機密保護能力をもつ機器を製造する方法を図示した流れ図である。
【００５８】
　ステップＳ１では、回路製造において、多かれ少なかれランダムな機密が安全に耐改竄
性のある電子回路内に格納されることが好ましい。このことは、回路やチップの製造者に
さえも、その機密を知らないようにして実行される。この機密データは何らかの任意の或
いはランダム的に生成された番号であるかもしれない。これもまた回路製造者において実
行されるのではあるが、ステップＳ２では、電子回路には、入力或いは入力の一部として
その機密をもつその電子回路での実行のために組み込まれる暗号化アルゴリズムが提供さ
れる。一度、電子回路が機器製造者により機器の動作のためにインストールされると、格
納された機密が暗号化アルゴリズムとともに用いられて、その電子回路が組み込まれた特
定の機器に固有の機密保護データのインスタンスを生成するかもしれない。その暗号化演
算処理は好適には、その機密を知ることなくアルゴリズムの結果を推測することやその結
果から機密を推測することの少なくともいずれかは計算上実行不可能であるように設計さ
れた暗号化関数に基づいている。ステップＳ３では、機密保護に関係する動作は耐改竄性
のある電子回路へと組み込まれる。その動作は、入力として機器固有の機密保護データを
用いるように構成されており、例えば、暗号化／復号化、データ正当性、認証、否認防止
、認可、コンテンツマーキングなどに関係していても良い。その電子回路は、機器全体の
使用中に暗号化アルゴリズムにより生成された機器固有の機密保護データが電子回路の内
部に閉じ込められるように設計されている。このことは、機器使用中における書込みアク
セスのための暗号化アルゴリズムと読出しアクセスのための機密保護に関係した動作によ
ってのみアクセス可能である耐改竄性のある電子回路内の限定されたレジスタを用いるこ
とにより達成されるかもしれない。従来の技術を用いると、集積回路の専用ハードウェア
レジスタに例えば１２８ビットの機密保護鍵を格納することが現在は可能である。或いは
、内部の閉じ込められた場所がメモリ保護技術により保証される。例えば、電子回路の内
部メモリの保護領域は、機器固有の機密保護データの格納のために定義されても良い。こ
の保護領域へのアクセスは、１つ以上の特定のメモリアドレス領域からだけ許可されてお
り、そのメモリアドレス領域では上記の暗号化アルゴリズムと機密保護に関係した動作が
実行形式で保持されている。
【００５９】
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　従って、格納された機密と電子回路に組み込まれた暗号化アルゴリズムとにより、安全
に閉じ込められた機器固有の機密保護データ、例えば、電子回路内での種々の機密保護動
作のためにだけ用いられる暗号化及び復号化鍵、結合鍵、対称鍵、秘密鍵及び関係する公
開鍵、他の機器固有の機密保護データの内の少なくともいずれかの生成が可能になる。
【００６０】
　ステップＳ４では、機器製造時に、機器の製造者はその回路を与えられた機器にインス
トールする。ステップＳ５では、機器の製造者はまた、詳細には後で説明することである
が、オプション的な厳密に制御された構成段階で生成されるような機器固有の機密保護デ
ータと補足情報の包括的な管理をも担当するかもしれない。
【００６１】
　特に、機器固有の機密保護データを生成し、電子回路製造者によりその電子回路に元々
格納された何であれ機密のランダムデータに基づいた十分な機密保護機能を提供できるこ
とには明らかに利点がある。さらにその上、電子回路により、その回路が構成される広範
囲の機器に対して機器固有の機密保護データの生成と管理とが可能になる。加えて、その
機密データが安全にその回路に格納されるので、機器の製造や、回路製造者と機器製造者
との間での回路の分配において、何らかの広範囲な機密保護管理を行う必要はない。
【００６２】
　事実、非常に限定された機密保護管理が回路製造者と機器製造者との間で求められるだ
けである。Ｃの特定の値は通常、それが認可を受けていないパーティに知られないままと
なっている限り、特に、だれもＣを知らず或いはＣにアクセスしないなら、そのＣの値は
問題にはならない。格納された機密Ｃが十分に大きなセットにわたって十分にランダムで
あり特定の回路にリンクすることができないならそれで十分である。回路製造中にＣから
の情報を格納したり導出する必要はないので、このことは、回路製造者での制御された環
境の中で効果的に実施される。
【００６３】
　しかしながら、所望であれば、さもなければ適切であれば、回路製造者と機器製造者と
の間での付加的な機密保護管理が、機器製造者の公開鍵に基づいた機密Ｃの公開鍵暗号化
（例えば、ＲＳＡ暗号化）をその回路に組み込むことにより得ることができる。ここで、
その公開鍵はその回路に格納され、暗号化された機密を出力する。暗号化された出力は、
対応する秘密鍵を用いる機器製造者によってのみ復号化される。このようにして、Ｃは機
器製造者に知らされる。
【００６４】
　後で説明するように、本発明はまた、信頼のおける第三者が安全にネットワーク機器か
ユーザの少なくともいずれかと通信することができるために、例えば、証明書や信用委託
書のような機器固有の機密保護データの付加的な安全管理にも適合される。
【００６５】
　適切であるこの種の安全管理は、そのシステムが防御することが求められる特定の脅威
や攻撃に、またシステムにおけるどんなパーティがある程度まで信頼されているのかに依
存している。例えば、ネットワーク機器に対する機密保護データの管理は、その通信全体
の安全がそこに依存するかもしれないので、非常に重要なタスクである。
【００６６】
　従って、機器固有の機密保護データをもつ認可されたパーティは、説明した問題の異な
るインスタンスに対して異なるかもしれない。本発明は実際にはこの仮定には制限される
ものではないが、以下の例を通して、機器製造者は機器固有の機密保護データに対して信
頼があると仮定される。前に示唆したように、例えば、チップ製造者は合意されたものを
組み込み、秘密の“裏口(back-doors)”などを導入しないなどのような、ある種の信頼関
係は通常はあると仮定されているのであるが、チップ製造者はその機密保護データに対し
て信頼されている必要はない。機器所有者やユーザは信頼されたパーティである考えられ
るのも普通のことである。なぜなら、メッセージ転送が安全であることを保障することは
通常、彼らの関心事であるからである。しかしながら、このことは必ずしも真実ではなく
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、そして、そのようには仮定されないであろう。特定の免除的なシナリオは、ＤＲＭのシ
ナリオである。
【００６７】
　デジタル著作権管理（ＤＲＭ：Digital Rights Management）は、例えば、デジタルコ
ンテンツの配信システムにおいて、コンテンツプロバイダ／所有者の財産を保護するため
の技術である。その技術はたいていの場合、そのコンテンツを暗号化し、このコンテンツ
を復号化鍵（通常は暗号化された形式で）と何がそのコンテンツを扱うことが許されてい
るのかを記述する使用権とを含む所謂使用許諾に関係させることにより組み込まれる。
【００６８】
　そのコンテンツをレンダリングするために用いられる機器において、ＤＲＭモジュール
／エージェントが組み込まれ、そのレンダリングは使用権に規定された事柄に従っている
ことを保証する。このエージェントは通常は、ソフトウェアとハードウェアモジュールの
内、少なくともいずれかとして組み込まれ、その使用許諾で述べられたような使用ポリシ
を施行する。ＤＲＭモジュール／エージェントは、コンテンツプロバイダの観点からその
ユーザ機器内での信頼のおけるパーティを構成している。なお、ユーザは信頼のおけるパ
ーティではない。なぜなら、ユーザはコンテンツ保護をうまく回避して、使用許諾で規定
された制限なくそのコンテンツを使用したいと願うかもしれないからである。
【００６９】
　そのコンテンツを安全に保護する問題は部分的には、コンテンツ配信者からそのコンテ
ンツが用いられる機器までの転送中ににおけるコンテンツの機密性と使用許諾の完全性を
管理することである。コンテンツプロバイダ／配信者にとって、この問題の可能性のある
解決策とは、そのコンテンツの暗号化鍵を導出し使用許諾の完全性をチェックするために
用いられる“鍵暗号化鍵（key encryption key）”をレンダリング機器におけるＤＲＭモ
ジュール／エージェントに安全に配信することである。その鍵暗号化鍵を保護するため、
ユーザには利用可能ではない機器の機密保護データがＤＲＭモジュール／エージェントに
よって用いられる。また、この機密保護データに関係したある情報は信頼のおけるコンテ
ンツプロバイダ／配信者により必要とされ、この特定の機器への転送を安全に保護する。
例えば、もし、機密保護データが復号化鍵であるなら、対応する暗号化鍵が通常はコンテ
ンツプロバイダ／配信者によって必要とされる。
【００７０】
　トリガデータ－構成対使用
　もう一度図１を参照すると、格納された機密Ｃは、暗号化エンジンへの唯一の入力であ
るかもしれない。或いは、しかしながら、付加的な入力が電子回路１０の入出力ユニット
１１を介して印加され、暗号化エンジン１３において格納された機密Ｃと共に用いられ、
機器固有の機密保護データを生成しても良い。本発明の好適な実施例では、正しい機密保
護データを生成するために必要なオプション的トリガデータ（図１では破線で示唆されて
いる）が、機器１００の構成中、例えば、製造中の構成段階や特定のアプリケーションに
依存したユーザによる構成中に定義される。
【００７１】
　機器１００の後での使用中、同じトリガデータが電子回路１０に印加されて暗号化エン
ジン１３へと入り、機器固有の機密保護データを生成できるようにならねばならない。
【００７２】
　図５の基本的なフロー図で図示されているように、機器の構成中、後で例示することで
あるが、おそらくは機器の製造中の構成段階かユーザによる構成中に決定される（Ｓ１１
）。この後に続く使用中に、内部に閉じ込められた機器固有の機密保護データは、同じト
リガデータが外部回路インタフェースにより印加されたなら生成される。言い換えると、
格納された機密Ｃと所定のトリガデータの両方が、正しい機密保護データを生成すること
ができるために必要とされる（Ｓ１２）。最後に、機密保護に関係した動作が、内部的に
生成され、そして、内部に閉じ込められた機器固有の機密保護データに応答して実行され
る（Ｓ１３）。もし、トリガデータが機器製造中に定義されるなら、そのトリガデータは
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、機器のユーザが関係するネットワーク運用者のような中間的な信頼のおけるパーティを
介して安全に機器製造者からその機器へと転送されねばならないかもしれない。
【００７３】
　或いは、所定のトリガデータは、機器固有の機密保護データが機密保護に関係した動作
のために求められる必要があるときに、簡単なアクセスのために、機器に格納される。あ
るアプリケーションでは、その特定の回路を有する機器の所有者だけが関与する格納され
た機密による結果を生成することができるので、その付加的な入力データは公に知られた
情報であってさえ良い。このことは、機器への物理的なアクセスを行う悪意のあるものが
おそらくはそのトリガデータやコードへのアクセスを行って機密保護に関係した動作を実
行するかもしれないことを意味している。しかしながら、その悪意あるものは、機器全体
の使用中には常に回路内に閉じ込められた機器固有の機密保護データそのものには決して
アクセスすることができないであろう。あるアプリケーションでは、例えば、ユーザ選択
のパスワードによって、格納されたトリガコードを保護することには利点があるかもしれ
ない。
【００７４】
　多数のトリガ
　機器の構成中に多数のトリガデータ信号夫々を定義することも十分に可能である。ここ
で、各トリガデータ信号は個々の機器固有の機密保護データに関係付けられる。その時、
本発明に従う電子回路は、関係したトリガデータ信号がその回路に印加されるなら、特定
の機器固有の機密保護データを生成するために構成される。このことは、マルチユーザＳ
ＩＭ（加入者アイデンティティモジュール）のようなマルチユーザ・アイデンティティ・
モジュールを認証や鍵合致の目的のために提供したり、或いは、衛星或いはケーブルＴＶ
デコーダのようなマルチチャネルデコーダを提供したりするために利用されても良い、こ
こでは、幾つかのユニークな機密保護鍵が必要とされる。ある鍵は単に、対応するトリガ
データを適用することにより起動される。
【００７５】
　一般に、トリガデータは幾つかの方法で定義されるかもしれない。例えば、トリガデー
タは、主に図６～図７を参照して以下に説明するように、機器構成中に提供された構成上
の機器固有の機密保護データに基づいて定義されても良い。そのトリガデータはまた、機
器の構成中に電子回路に初期的に印加される単なるシード（seed）でも良く、その電子回
路が、主に図８を参照して概観するように、所謂アクセスコードに応答して外部回路イン
タフェースにより機器固有の機密保護データを出力するように強制する。或いは、図９～
図１２を参照して後で説明するように、非対称暗号化処理に基づくアプリケーションに関
しては、素数、数学的群の生成器、一回限りのもの（nonce）、ＰＩＮコードの内少なく
ともいずれかのような適切な付加的な入力がトリガデータとして用いられても良い。
【００７６】
　構成上の機密保護データの暗号化／復号化
　図６は本発明の好適な実施例に従う構成上の機密保護データをトリガデータへと暗号化
する機能が備えられた耐改竄性のある電子回路を示すブロック図である。好適には、電子
回路１０は、格納された機密に基づいて、ある構成上の機器固有の機密保護データの暗号
化表現としてトリガデータを生成するように構成されている。それから、その暗号化表現
は構成段階において外部回路インタフェースを介して出力される。機器使用中には、前記
付加的な入力が暗号化表現に対応しているなら、機器固有の機密保護データは内部的に再
生成される。これにより、機器製造者やネットワーク運用者のような機器の制御を行う他
の信頼のおけるパーティが、機器構成中に、その製造された機器に対する機器固有の機密
保護データを自由に選択することが可能になる。機密保護データが特定のフォーマットを
もつように要求されるあるアプリケーションでは、このことは利点があるかもしれない。
例えば、ＲＳＡや楕円曲線のような非対称型の暗号化において、鍵はランダムなストリン
グではなくむしろ、注意深く選択されねばならない。
【００７７】
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　記憶ユニット１２に回路製造者により組み込まれたランダムな機密Ｃに加えて、電子回
路１０はトラップドア（trapdoor）１方向関数の実用的に具体化したもの１５を含み、こ
の場合、その関数は機密Ｃを暗号化鍵として用いた暗号化アルゴリズムＥとして表現され
る。電子回路１０はまた、対応するトラップドア（trapdoor）逆アルゴリズムの実用的に
具体化したもの１３を含み、この場合、それは、機密保護に関係した動作を具体化したも
の１４とともに復号化Ｄを実行する。
【００７８】
　構成中、機器製造者或いは他の構成を行うパーティは、例えば、暗号化鍵のような所望
の機器固有の機密保護データＫを生成し、これを回路１０に適用して暗号化する。なお、
その構成は必ずしも製造中に実行される必要はなく、後で、例えば、機器製造者により別
の構成段階で、或いは、製造された機器の制御を行うネットワーク運用者のような別のパ
ーティにより実行されても良い。暗号化結果の表記Ｅ（Ｃ，Ｋ）＝Ｘは、制御された環境
において、機器製造者或いは他の構成を行うパーティにより記録され、オプション的には
その機器に格納される。従って、生成されたペア（Ｘ，Ｋ）は、例えば、構成を行うパー
ティや信頼のおける第三者により後で用いられて安全にその機器と通信を行うことができ
る。もし適切であれば、信頼モデル（trust model）を考慮すると、結果の表記Ｘと対応
する構成上の機密保護データＫとの内少なくともいずれかは、信頼のおけるネットワーク
運用者により管理されても良い。結果の表記Ｘは、認証と鍵合致手順から得られたセショ
ンキーに基づいて、安全にその運用者から、移動体電話やその運用者に関係する類似のネ
ットワーク機器のような機器に対して転送される。
【００７９】
　或いは、暗号化表記Ｘは構成中に既に機器に格納される。Ｋが機器の使用中に内部に閉
じ込められないなら、機器と格納されたトリガデータＸへのアクセスを行う悪意者は、機
器の鍵を入手するかもしれない。それ故に、内部的に生成された機器の鍵Ｋは決して機器
の使用中には回路外に表示されることはなく、必要とされる機密保護の動作が何であれ、
その動作に対して回路内でのみ用いられる。このことは、暗号化表記Ｘが例えば機器のＰ
ＲＯＭに格納され、同時に機密扱いの機器鍵Ｋは、機器と電子回路のプログラミング・イ
ンタフェースへアクセスを行う悪意者からの攻撃に抵抗する。オプション的には、もし信
頼モデルがそのように認めるなら、Ｘはユーザによってさえも保護されても良く、その結
果、パスワードやＰＩＮによる認証が実行されて、電子回路への入力に対してＸを取りだ
すことができなければならない。これはオプション的には、特別な認証コードが必要であ
る前に制限された試行回数だけ行われる。
【００８０】
　要約すると、図６に図示された回路は２つの異なる段階におけるいくつかのレイヤの動
作に関与する。即ち、構成段階では、機器の鍵Ｋの形式での構成データはアルゴリズムＥ
で暗号化される。あとで、その機器の使用中には、暗号化された結果の表現はアルゴリズ
ムＤにより復号化され、その結果得られる鍵のインスタンスは機密保護に関係した動作の
入力として用いられる。そのような動作には、例えば、暗号化された情報の明瞭な平文へ
の復号化、データ発生元の認証、メッセージ完全性の保護、或いは、そのような機密保護
の動作の組み合わせがあり、それらはこの分野に精通している誰にも明らかである。オプ
ション的に、動作Ｄは、信頼モデルに関しては要注意であるが暗号化をしない機密保護に
関連した機能を組み込むことができる。それは、例えば、認可されたパーティにだけ利用
可能であり、それ故に回路内に留まるべきであるデータの管理などである。ＤＲＭは、低
解像度のコピーはレンダリング機器に到達することが許されるが、高品質の明瞭なテキス
トコンテンツ（例えば、テキスト、オーディオ、ビデオ）が機密にされることが要求され
るかもしれない場合に対して特定の例を与えている。
【００８１】
　従って、機密保護に関係した動作は、解像度を選択的に低くしたり、或いは機器の鍵Ｋ
に関係した情報に基づいて制御されるＤ／Ａ変換などを選択的に実行するために構成され
る。
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【００８２】
　当然なことであるが、上述の手順は多数のペア（Ｋ，Ｘ）と多数の機密Ｃとの少なくと
もいずれかに拡張される。再び、Ｃの実際の値は、それが認可を受けていないパーティに
よって知られていない限り、一般には当面の問題には関係がない。
【００８３】
　また、図１２に関係して後で説明するように、構成段階の間、電子回路で構成上の機密
保護データを内部的に生成することが可能であることを理解すべきである。
【００８４】
　図７は、図６の回路に付加的な入力鍵を用いて機密保護を更に強化した特定の実施例を
示すブロック図である。図６の耐改竄性のある電子回路の機密保護をさらに強化するため
に、図７に例示されているように、付加的な入力鍵が採用されても良い。図６と同様に、
構成中、例えば製造時、機器製造者或いは他の構成を行うパーティはユニット１５に組み
込まれたアルゴリズムＥと鍵Ｃとを用いて、機密保護データＫ１を暗号化する。取得され
た暗号化出力Ｘ１は構成中機器に格納されても良いし、さもなければ、安全に機器に転送
されて、これに続いてユニット１３に組み込まれた関連する復号化アルゴリズムＤ１に入
力されても良い。付加的な機密保護データＫ２はまた、電子回路１０で生成され内部に閉
じ込められる。機密保護データＫ２の暗号化表現Ｘ２は好適には、機器に提供されて電子
回路１０への入力として用いられる。Ｋ２は、例えば、Ｋ１の暗号化に関連して、機器製
造者或いは他の構成を行うパーティによって初期的に生成されても良い。或いは、Ｋ２は
、例えば、デジタルデータを機器に安全に配信することを願うコンテンツプロバイダや配
信者などの第三者により初期的に生成されても良い。そのような場合、コンテンツプロバ
イダは、例えば、Ｋ１は秘密鍵でありＸ２が鍵Ｋ２の対応する公開鍵の暗号であるなら、
Ｋ１への内部アクセスが、Ｋ２を内部的に再生成するのに必要であるように、Ｋ２をＸ２
として表現する。秘密鍵は機器製造者の秘密鍵であっても良く、そして、ユーザには知ら
れてはいけない。公開鍵は、例えば、公開鍵基盤の認証局（a Certificate Authority of
 a Public Key Infrastructure）から利用可能であって良い。その時、公開鍵プロバイダ
はＸ２を機器に配信する。関連する復号化アルゴリズムＤ２は電子回路のユニット１４－
１に組み込まれ、内部的に生成されたＫ１により受信暗号化入力Ｘ２を復号化する。ユニ
ット１４－２に組み込まれた機密保護アルゴリズムＤ′に基づいて、機器製造者或いはコ
ンテンツプロバイダのような第三者から受信されたデータの復号化（或いは、他の機密保
護動作）が、明瞭なテキストＣＬＥを得るために、Ｘ１とＸ２と受信データＣＩＰを関連
する回路インタフェースへと入力することにより利用可能である。
【００８５】
　構成中に機密保護データに対する外部アクセスを選択的に可能にすること
　図８は、本発明の別の好適な実施例に従う、構成中に生成された機密保護データへの外
部アクセスを可能にする機器アクセスコード機能が備えられた耐改竄性のある電子回路を
示すブロック図である。前述のように、トリガデータは、或いは、１回限りのデータであ
るノイス（nonce）、結合アイデンティティ、或いは類似データのような単純なシード（s
eed）であっても良く、これは機器構成中に電子回路に初期的に印加されて、格納された
秘密Ｃと入力トリガデータＲとに基づいて機器固有の機密保護データＢを生成しても良い
。例えば、Ｒはランダムなビット列と、あるユニークな機器アイデンティティとの内、少
なくともいずれかであっても良い。暗号化エンジン１３には好適には、機密Ｃとトリガデ
ータＲとを入力として用いる暗号化一方向関数ｆの近似形が組み込まれる。例えば、暗号
化一方向関数は、Ｃを鍵として用いる入力データＲのキー付(keyed)ＭＡＣ（メッセージ
認証コード：Message Authentication Code）で良い。これについては非特許文献５、６
を参照されたい。
【００８６】
　機密Ｃを維持する基本的な記憶ユニット１２と暗号化エンジン１３と機密保護に関係し
た動作１４とに加えて、図８に示された耐改竄性のある電子回路１０はまた、コントロー
ラ１６と、選択的に電子回路に対して強制的に構成中に外部回路インタフェースにより機
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器固有の機密保護データＢを出力させるスイッチ構成１７とを有している。コントローラ
１６は好適には、所謂機器アクセスコード（ＤＡＣ）に応答して動作し、ＤＡＣが構成段
階で回路に印加されるときにスイッチ１７を閉じて、機器固有の機密保護データＢを回路
の外で利用可能にする。例えば、ＤＡＣは、後で詳細に説明するように、認証手順におい
て回路製造者により、機器製造者或いは他の構成を行うパーティに与えられても良い。も
し、正しいＤＡＣが構成中に入力されないなら、スイッチ１７は開いたままとなり、機器
固有の機密保護データＢは適切な内部インタフェース上でのみ利用可能となり、その結果
、電子回路１０を離れることは決してない。構成後、コントローラ１６を動作不能にして
、機器に対する物理的なアクセスを行う悪意者が、異なるコードを試験して機器固有の機
密保護データを手に入れようと試みることにより機器１０に攻撃できないことを保証する
ことが望ましいことでさえあるかもしれない。
【００８７】
　例えば、その構成は製造中に実行されても良く、その段階では機器製造者はＩＣ製造者
から受け取ったＩＣのような電子回路を特定の機器に挿入する。組み込まれた暗号化関数
ｆを用いることにより、機器固有の機密保護データが取得される。制御された環境下では
、機器製造者はあるデータＲをその回路の暗号化エンジンに組み込まれたアルゴリズムに
対する入力として入力し、結果であるｆ（Ｃ，Ｒ）＝Ｂを生成し、また、所定のＤＡＣを
コントローラ１６に印加して結果として得られる機密保護データＢの外部出力を可能とす
る。
【００８８】
　図８の例では、機器製造者或いは他の構成を行うパーティは一般には機器固有の機密保
護データを選択することができず、一方向関数ｆの出力を何であれ受け入れなければなら
ないが、一方、図６と図７の例では、その構成を行うパーティは自由に機器固有の機密保
護データを選択する。
【００８９】
　ペア（Ｒ，Ｂ）が後で、例えば、機器と安全に通信を行うために、機器が機器製造者や
他の構成を行うパーティによりユーザ、或いは機器構成者により第三者にさえ販売された
後に用いられても良い。機器固有の機密保護データＢが通信を安全に行うために、例えば
、対称型暗号化アルゴリズムやメッセージ認証コードにおける暗号化鍵として用いられる
。使用中、トリガデータＲは電子回路１０において内部的にＢを再創成するために機器に
よって必要とされる。例えば、もしＲが、ＧＳＭ　ＡＫＡ（認証及び鍵合致：Authentica
tion and Key Agreement）或いはＵＭＴＳ　ＡＫＡのような鍵合致手順におけるＲＡＮＤ
に等しいなら、結果として得られる機器固有の機密保護データはＡＫＡセションキーであ
ろう。
【００９０】
　トリガデータＲは、製造中と構成中との内、少なくともいずれかにおいて、機器に格納
され、或いは安全な通信の確立に先立って供給される。高度な機密性が好ましいが、正し
い電子回路へのアクセスだけがあると、関連のある機密保護データＢが生成され、その機
器の使用中にはその機密保護データＢは決してその回路を離れないので、トリガデータは
、必ずしも機密が保たれる必要はない。しかしながら、Ｒは、例えば、Ｂを用いて或いは
あるアウト－オブ－バンド（out-of-band）機構により、例えば、通信の妨害、操作、サ
ービス拒否の攻撃などの内、少なくともいずれかから保護するために、完全性が保護され
ることが好ましい。
【００９１】
　特定の応用例は、安全性のないネットワークにより通信を行う、会社が所有／管理する
数多くのネットワークノードである。例えば、ノード／機器は、移動体ネットワークにお
ける無線基地局、電力消費メータ機器、自動飲料／食品販売機であり、これら全てには図
８の一般的な構成をもつ電子回路が備えられている。会社の信頼のおけるスタッフにより
ノードを構成中に、数多くのノード固有の鍵Ｂが、回路からの機密保護データを抽出する
ために、１つ以上のＤＡＣを用いて１つ以上の入力番号Ｒに応答して製造者により生成さ
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れる。使用中、入力番号Ｒは（好適には完全性が保護されて）ネットワークノードに配信
され（或いは、製造中／構成中にそこに格納され）、対応する電子回路に入力されてノー
ド固有の鍵Ｂを生成する。一旦、秘密鍵Ｂが安全に関与するノード間で共用されたなら、
安全な通信が、Ｂを用いた何らかの従来の暗号化プロトコルにより確立される。
【００９２】
　多数のペア（Ｒ，Ｂ）が生成されるか、或いは、多数の秘密Ｃが組み込まれるかの内、
少なくともいずれかが実行されて、一定の機密保護データの取消を可能にしたり、或いは
、通信パーティを区別する。
【００９３】
　別の他の例では、ペア（Ｒ，Ｂ）は、結合アイデンティティ－結合鍵のペアを構成して
も良い。結合アイデンティティ－結合鍵のペアの生成に関与する信頼を委託することの例
は、ジェネリック・トラスト・デリゲーション（ＧＴＤ：Generic Trust Delegation）プ
ロトコルと呼ばれるプロトコルである。ＧＴＤプロトコルの基本的な概要を与えておくこ
とは有益であるかもしれない。ＧＴＤプロトコルにおける信頼の確立と委託とのメカニズ
ムは、２つのパーティ、通常は機器製造者であるＰ１と通常は関係する機器Ｐ２とが（対
称的な）機密を共有するという仮定に基づいている。そのプロトコルは、機器製造者Ｐ１
が通常、秘密の機器鍵をその機器Ｐ２に割当てるという事実を利用する。なお、その機器
鍵は正しく機器において保護される。Ｐ１との信頼関係をもつ第三者Ｐ３はＰ２と安全に
通信を行うことを望む。主要な構成要素として、ＧＴＤプロトコルは基本的な要求－回答
プロトコルを含み、そのプロトコルにおいて、Ｐ３はＰ１からＰ２との安全な通信のため
の結合鍵を要求する。パーティＰ１は、Ｐ２とＰ３のペアに対してユニークな結合アイデ
ンティティを生成する。その時、パーティＰ１は、好ましくは、暗号化一方向関数を用い
ることにより、Ｐ１がＰ２と共有する結合アイデンティティと機密とに基づいた結合鍵を
導出する。通常はその結合アイデンティティと共に、結合鍵は安全にＰ１からＰ３に送信
される（その安全はＰ１とＰ３との間に現存する信頼関係から導出される鍵に基づいてい
る）。Ｐ２はＰ１とＰ２との間の共有鍵を知っているので、パーティＰ２は上述の結合ア
イデンティティに与えられたと同じ結合鍵を計算することもできる。上述の結合アイデン
ティティは一般には秘密ではなく、Ｐ２へＰ１或いはＰ３から送信されるかもしれない。
従って、Ｐ２とＰ３は結合鍵を用いて安全に通信を行うことができる。当然のことである
が、機器固有の鍵それ自身の代わりに、それから導出した別の鍵が結合鍵を計算する両方
の側で用いられても良い。この手順において、Ｐ１は従って、Ｐ２とＰ３の間での結合鍵
の形式でＰ３に“信頼を委託する”。
【００９４】
　機器固有の鍵を機器や機器製造者（或いは他の機器構成者）の外部に転送する必要はな
いので、機器製造者は、その機器固有の鍵（或いはより一般的にはエンティティキー）を
何らかの他のパーティに明かねばならないことは決してない。加えて、ＧＴＤプロトコル
では、全ての機器製造者によって信頼される単一の第三者を必要とはしない。
【００９５】
　知られていない秘密は、（回路）製造者が製造中に機密を格納した機器の電子回路内の
保護領域を除いて、その製造者の領域を離れなければならないことは決してない。従って
、その製造者は、従来例と比較して、秘密を保護し続けるためのより多くの可能性と全て
の動機とをもつことになる。
【００９６】
　秘密鍵と非対称鍵ペアとの少なくともいずれかを生成すること
　図９は、本発明のさらに他の好適な実施例に従う、秘密鍵／非対称鍵のペアを選択的に
生成するためにトリガデータに応答する耐改竄性のある電子回路を示すブロック図である
。図９において、素数、数学的群の発生器、ノンス（nonce）、ＰＩＮコードなどの内、
少なくともいずれかのような適切な付加的入力が、製造時の構成段階或いはユーザ構成時
の機器の構成期間中にその回路に印加されて、非対称ペア（Ａ，ＰA）を生成し、外部回
路インタフェースにより公開鍵ＰAを出力するようにしても良い。機器使用中、対応する
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秘密鍵Ａは、同じ付加的な入力の少なくとも一部がトリガデータとして外部回路インタフ
ェースにより印加されるなら、内部的に再生成される。その時、内部的に生成された秘密
鍵Ａは、暗号化／復号化と認証のようなＰＫＩ（公開鍵基盤）動作のために用いられても
良い。
【００９７】
　図１０は、秘密鍵と公開鍵の生成のために組み込まれた図９の回路の特定の実施例を示
すブロック図である。次に、離散的対数（discrete logarithms）に基づいた暗号化の代
表的な例を考慮する。例として、離散的対数問題を整数の倍数の群と発生器Ｇで発生した
大きな素数Ｐに対するモジュロに対して用いることは可能である。１，……，Ｐ－２から
ランダムに選択された整数は秘密鍵として用いられる。図１０に示されているように、こ
の数をＡとする。それは知られていないチップの秘密の番号Ｃと同一であるかもしれない
し、或いはオプション的な入力とそのチップの秘密番号から導出されても良い。前の通り
に、番号Ａは電子回路から隠されており、抽出することが可能であるべきではないし、（
無視できる以外は）Ａの何かの情報であるべきでもない。
【００９８】
　暗号化エンジン１３は、少なくとも秘密Ｃに基づいて鍵Ａを生成する一般関数Ｚに基づ
いたものである。大きな素数Ｐはオプション的にはエンジン１３に入力され、そのエンジ
ンはその時、適切なＡを生成しなければならない。また、発生元Ｇも入力されるが、好ま
しくは、その回路はＧが群の発生元であるかどうかをチェックすべきである。例えば、機
器製造者によって生成されたノンス（nonce）もまたオプション的に回路に入力され、鍵
Ａの生成に用いられるべきである。
【００９９】
　また、回路から対応する公開鍵ＰAを生成し出力することが可能であるべきである。こ
れは例えば、ＧAｍｏｄＰや、ＧやＰのような他の情報の内、少なくともいずれかで良い
。その時、暗号化エンジン１３はまた、この公開鍵ＰAを、好ましくは、Ｐ、Ｇ、及びＡ
に基づいて生成する一般関数Ｙを含む。公開鍵は関係する通信パートナーに対して認証さ
れた方法で配布され、それが安全に用いられるべきである。その公開鍵については後でも
っと説明する。電子回路１０は、例えば、秘密鍵Ａに基づいた暗号化やデジタル署名関数
のような１つ以上の公開鍵動作Ｄ’を実行できる。具体例は、ElGamal暗号化とElGamal署
名である。
【０１００】
　知られていない機密Ｃは、回路製造中に簡単に生成され回路１０（例えば、ＩＣ）に格
納され、従って、図１０に示される新しい機能を用いると、そのＩＣが安全な通信のため
に構成された機器によって用いられる非対称鍵のペアを生成することができる。
【０１０１】
　この公開－秘密鍵ペアの他の使用は、共有鍵生成であり、図１１に模式的に図示されて
いる。例えば、ディフィ－ヘルマン（Diffie-Hellman）共用鍵の生成に関して、機器の公
開鍵ＰA＝ＧAｍｏｄＰは、通信パートナーの公開鍵ＰB＝ＧBｍｏｄＰと交換される。ここ
で、Ｂは対応する秘密鍵である。ＰBは、回路１０の共有鍵生成ユニット１４－３にフィ
ードされ、共有の秘密ＧABｍｏｄＰが計算される。オプション的なランダムなノンス（no
nce）はまた、共有の秘密と共にアルゴリズムで用いられ、その鮮度を保証し、秘密鍵の
情報が漏洩するのを制限するようにしても良い。その結果は共有の秘密鍵ＫABであり、そ
れは外部では利用可能ではない。確立された鍵はそれから、ユニット１４－２で実施され
るように、暗号化情報ＣＩＰの明瞭なテキスト出力ＣＬＥへの変換のような機密保護に関
連した動作Ｄ’のために用いられる。
【０１０２】
　より一般的には、もしＡが非対称暗号化方式において対応する公開鍵ＰAをもつ秘密鍵
であるなら、耐改竄性のある電子回路内で保護されたＡを用いて、本発明は、公開鍵ＰA

によって暗号化された対称型暗号化鍵Ｋがその回路内で復号化され用いられ、前の例と類
似して、その回路外には露見することはない場合をもカバーしている。
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【０１０３】
　使用法に依存して、秘密鍵は機器の鍵として用いられても良い。オプション的には、そ
の対応する公開鍵は、後で代表的な例を説明するように、機器製造者により証明が与えら
れても良い。
【０１０４】
　代替的な実施例では、必ずしも直接にチップの秘密から導出しなくても良いが、ユーザ
は秘密鍵を生成する。例えば、暗号化エンジン１３は擬似乱数生成器とともに実現され、
その生成器はシード（seed）としてチップの秘密を用いて、おそらくは秘密鍵を生成する
ためにある付加的な入力を伴って数多くの回数反復動作を行う。前の例のように、秘密鍵
は電子回路内に隠され、対応する公開鍵は外部で利用可能である。
【０１０５】
　オプション的には、付加的なノンス（nonce）がその鍵の生成中にユーザにより挿入さ
れても良い。それに代わるものとして、或いは補完的なものとして、ＰＩＮ（パーソナル
認識番号）や数字にマッピングされたパスワードが、ＰＩＮやパスワードが回路内で秘密
鍵を生成するのに必要であるという意味において、ユーザ認証を可能とするノンス（nonc
e）やそのノンス（nonce）の一部であっても良い。
【０１０６】
　上述の方法と関連して用いられるさらに別のオプションは、図１２に例示されているよ
うに、上述の場合の１つのように生成された秘密鍵を暗号化アルゴリズムＥとチップ秘密
Ｃ’とを用いて暗号化し、暗号化された秘密鍵Ｘを出力することである。図９～図１１の
実施例に類似して、図１２に示す耐改竄性のある電子回路１０は、記憶ユニット１２－１
、非対称の鍵のペアを生成する暗号化エンジン１３、及び、機密保護に関係した動作１４
を含む。しかしながら、加えて、図１２の回路１０ではまた、アルゴリズムＥが組み込ま
れた暗号化ユニット１５、更なる秘密”のための更なる記憶ユニット１２－２、暗号化さ
れた秘密鍵を復号化する復号化ユニット１３－２を含む。これは実際には、図９或いは図
１０の具体例と図６の具体例とのハイブリッドであるが、ここでは所謂構成上の機器固有
の鍵、ここでは秘密鍵Ａはオプション的な入力データに応答して内部的に生成され、これ
に続いて暗号化がなされて、結果として表現Ｘが得られる。秘密鍵が機器全体の使用中に
電子回路内で用いられることが必要であるとき、Ｘが特別なインタフェースを介して復号
化ユニット１３－２へと挿入され、それからＣ’に基づくＤにより復号化される。内部的
に生成された秘密鍵Ａは後でアルゴリズムＤ’で用いられる。オプション的に、Ｘはパス
ワード保護され、或いは他のユーザ認証を求めると良い。
【０１０７】
　図１０～図１２で例示された具体化例は離散的対数に基づいたものであるが、非対称鍵
のペアを生成する他の方式もまた可能であることを理解すべきである。
【０１０８】
　回路機能の使用を認可すること
　簡単には前述したように、機器製造者或いは他の構成を行うパーティが回路製造者によ
りそのように認可されたときに、耐改竄性のある電子回路を用いることだけができること
を守らせることが回路製造者の関心にあるかもしれない。また、或いはその代替として、
信頼モデルに依存して、機器製造者は、どの（更なる）パーティが（もしあれば）電子回
路の機能へのアクセスを行うべきなのかを認可することを望むことができる。これは、認
証プロセスに基づいて、電子回路内でのある動作を“条件付け（conditioning）”するこ
とにより達成される。そのような動作は、例えば、あるアルゴリズムについての値Ｃへの
アクセスと、おそらくは回路からのＣを含むある値の出力であってさえ良い。その認証プ
ロセスは単純なメンテナンス／ユーザパスワードで良いが、しかし、好適には、フィアッ
ト－シャミール（Fiat-Shamir）プロトコル（特許文献３参照）或いは他の知識のない（z
ero-knowledge）プロトコルのような安全な認証メカニズムを関与させると良い。
【０１０９】
　図１３は認証プロトコルと関連する機器アクセスコード（ＤＡＣ）マネージャ／コント
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ローラが組み込まれた電子回路の実施例を示すブロック図である。説明を簡単にするため
に、認証と機器アクセスコードに関連した回路の部分のみが図１３には図示されている。
さて、機器アクセスコードを提供する認証手順の例が与えらていれる。好ましくは、フィ
アット－シャミール（Fiat-Shamir）プロトコルのような認証プロトコル１８が電子回路
１０には組み込まれる。これにより、電子回路１０は、その回路１０に組み込まれた公開
鍵ＰＫに基づいて機器製造者或いは他の構成を行うパーティを認証することが可能になる
。その機器製造者或いは別の構成を行うパーティはプログラミングステーション１１０を
利用して公開鍵ＳＫにより署名された情報を電子回路１０に転送し、対応する公開鍵ＰＫ
に基づいた認証プロトコルユニット１８における検証を行う。これは明らかに、公開鍵Ｐ
Ｋが回路製造中に既に電子回路１０に入力されねばならないことを意味している。機器製
造者或いは他の構成を行うパーティは通常、非対称鍵のペア（ＳＫ，ＰＫ）を生成し、回
路製造者に公開鍵ＰＫ或いはそのような公開鍵のリストを提供する。もちろん、その公開
鍵は、公開の情報であり、付加的な機密保護管理を要求するものではない。加えて、また
電子回路１０にはＤＡＣマネージャ／コントローラが備えられる。チャレンジＲがプログ
ラミングステーション１１０からＤＡＣマネージャ１６へと入力される。例えば、Ｒは乱
数で良く、機器アイデンティティの情報を含むかもしれないし、或いは、そのような情報
のハッシュ値であるかもしれない。もし、前の認証が成功したなら、認証プロトコルユニ
ット１８からの信号によって示唆されるように、ＤＡＣマネージャ１６は、例えば、ＭＡ
Ｃ関数を採用することにより応答Ｓを生成する。その時、応答Ｓは電子回路１０によりプ
ログラミングステーション１１０に転送される。ペア（Ｒ，Ｓ）は機器アクセスコードＤ
ＡＣを構成する。そのＤＡＣは後で認可されたパーティにより用いられて、ある回路機能
へのアクセスを行う。例えば、ＤＡＣは機器製造者或いは他の構成を行うパーティにより
用いられ、図８において前に代表的な例を示したように、機器構成中に外部回路インタフ
ェースで機器固有の機密保護データを利用可能にする。
【０１１０】
　適切な信頼モデルが与えられると、例えば、機器製造者はＤＡＣを信頼のおける第三者
に与える／ライセンスする。そのＤＡＣはまた、その機器を“再プログラム”して、例え
ば、損傷して信頼のなくなった機密保護データを新しいもので置換しても良い。
【０１１１】
　図１４に図示されているように、その電子回路はまた、所定の機器アクセスコードＤＡ
Ｃが電子回路に入力されないなら、格納された機密や機器固有の機密保護データの少なく
ともいずれかへの内部アクセスを不能にするよう構成されても良い。例えば、このことは
、記憶ユニット１２から暗号化エンジン１３への信号経路と暗号化エンジン１３から機密
保護に関連した動作１４への信号経路との内、少なくともいずれかにスイッチを構成する
ことにより達成される。そのスイッチは通常は、機器アクセスコード（Ｒ，Ｓ）に応答し
て動作するＤＡＣマネージャ／コントローラ１６により制御される。例えば、ＤＡＣマネ
ージャ１６は受信したＲの値をキー付ＭＡＣを計算することにより、期待される応答Ｓ’
へとマップする。
【０１１２】
　即ち、Ｓ’＝ＭＡＣ（Ｒ，Ｃ）
である。それから、受信した応答Ｓを計算された期待される応答Ｓ’と比較して、機器ア
クセスコード（Ｒ，Ｓ）を検証する。デフォルトでは、そのスイッチは開放され、回路機
能へのアクセスを不能にする。一旦、正しい機器アクセスコードが入力され検証されると
、ＤＡＣマネージャ／コントローラ１６はそのスイッチを閉じ、回路機能へのアクセスを
可能にする。
【０１１３】
　このようにして、機器製造者や機器アクセスコードにより他の信頼が置かれたパーティ
のような認可されたパーティだけが格納された機密を用いて機器固有の機密保護データを
生成したり、機密保護データそれ自身を使用することの内、少なくともいずれかが許され
る。
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【０１１４】
　認証時に回路の機能への条件付でのアクセスを提供する上記のメカニズムは本発明の一
般的な特徴であり、このアプリケーションで与えられた例のいずれにも適用される。
【０１１５】
　結合キーの階層
　上記のように開示されたＧＴＤプロトコルは反復的に適用されて、共有結合鍵のチェイ
ンを生み出す結果となる。基本的なＧＴＤプロトコルは秘密鍵を共用する２つのパーティ
で開始され、別の秘密鍵を第三者と共有する初期のパーティの１つで終了する。その手順
は反復的に繰り返され、そのプロトコルの２回目の適用以後、より高次の反復に対しては
以前のパーティなどの１つと共有の秘密鍵をもつ第４のパーティを関与させる。
【０１１６】
　また、反復されるＧＴＤプロトコルは、図１５に図示されているように、耐改竄性のあ
る電子回路内に完全に組み込まれることが理解された。さて、暗号化エンジン１３は、暗
号化一方向関数ｆの多数のインスタンスを含んでおり、以下に示す公式に従って、対応す
る結合アイデンティティＲ1，……，Ｒkに応答して、ｋ個の結合鍵Ｂ1，……，Ｂkのチェ
インを生成する。
【０１１７】
　Ｂi＝ｆ（Ｂi-1，Ｒi），ｉ＝１，……，ｋ
ここで、Ｂ0＝Ｃである。
【０１１８】
　第１の結合鍵Ｂ1は通常は、機器の構成中、例えば、製造時の構成段階において、正し
い機器アクセスコードＤＡＣをＤＡＣコントローラ１６に入力することにより機器製造者
或いは他の構成を行うパーティにより推定される。一旦、正しいＤＡＣがコントローラ１
６により検証されたなら、スイッチ１７は閉じられて電子回路１０の外部に第１の結合鍵
Ｂ1を出力することを可能にする。もし、正しいＤＡＣが入力されないなら、結合鍵は回
路外部では利用可能ではない。
【０１１９】
　結合アイデンティティのシーケンスを供給することにより、その機器は後で対応する結
合鍵を計算し、最後に、暗号化データＣＩＰを明瞭なテキスト出力ＣＬＥへ復号化アルゴ
リズムＤ’により復号化するような機密保護動作を実行することができる。その結合鍵は
回路１０に内部に閉じ込められ、その機器アクセスコードを知らない第三者により外部Ｉ
Ｃインタフェースによって転送することはできない。これを実施すると、その機器への物
理的なアクセスを行う攻撃者は、最大限、与えられた暗号化メッセージを復号化できるに
過ぎず、実際の結合鍵へのアクセスを行うことができない。
【０１２０】
　従って、回路製造者と機器製造者との間での何の機密保護管理もなく、電子回路内だけ
で利用可能な機器固有の鍵の全セット（Ｂi，ｉ＝１，……，ｋ）が確立される。
【０１２１】
　図１５の具体化例では、結合アイデンティティＲ1，……，Ｒkが“平行に”挿入される
。或いは、その結合鍵が、図１６に模式的に図示されているように、“反復的な”組み込
みにより生成されても良い。図１６の例では、必要な反復の回数をｋで示す結合アイデン
ティティＲ1，……，Ｒkが“順次的に”、例えば、ＩＣ入力インタフェースに鎖状につな
がれて挿入される。その時、電子回路１０に組み込まれたアルゴリズムは挿入された数ｋ
により示唆される回数だけ関数ｆを反復させて、継続的に関連する入力（Ｂi＝ｆ（Ｂi-1

，Ｒi），ｉ＝１，……，ｋ、Ｂ0＝Ｃ）を処理して、動作Ｄ’に対してＢkを出力するか
、或いは他の適切な機密保護に関係した動作やアルゴリズムを処理する。変形を施して、
何らかの中間的な結合鍵を、Ｄ’での保護された利用のために生成することもできる。前
に述べたように、ＤＡＣが入力されて初期の結合鍵への外部アクセスを提供するようにし
ても良い。
【０１２２】
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　信頼のおける第三者を含む機密保護データの管理
　次に、もし信頼のおける第三者が安全にユーザを関与させ／信用して、或いは、ユーザ
を関与させずに／信用せずに機器と通信することを望む場合、機密保護管理の扱い方につ
いていくつかのことに注目する。
【０１２３】
　ユーザが関与する／信頼のおけることは一般的なシナリオであり、更なる説明の必要は
ない。しかしながら、ＤＲＭ設定では、前述のようにユーザは信頼のおけるものではない
。他の設定では、例えば、機器がスタンドアローンで動作するなら、通常の動作ではユー
ザはいないかもしれない。第三者が関与する全ての場合には、第三者はある情報にアクセ
スして意図した機器との安全な通信を保障できなければならない。この情報は、例えば、
信頼のおける認可されたパーソナルにより保証された機器への対称鍵、或いは、通信エン
ティティを認証するために用いられる機器製造者により署名された機器の公開鍵の証明書
であるかもしれない。以下、２つの例をより詳細に説明する。
【０１２４】
　第三者に対する対称鍵の委託
　図８の例を検討する。特定のインスタンスとして、（Ｒ，Ｂ）は“結合アイデンティテ
ィ（bind identity）”－“結合鍵（bind key）”のペアであり、基本的なＧＴＤプロト
コルにおけるように、単に“結合ペア（bind pair）”として言及される。従って、１つ
或いは幾つかの結合ペアが、構成中、例えば、機器製造時に生成され、そして、機器製造
者のような構成を行うパーティにより格納される。アウト－オブ－バンド（out-of-band
）構成により、信頼のおける第三者は、安全な方法で、この特定の機器の委託を受けた１
つ或いは幾つかの結合ペアであり、その結合アイデンティティを参照／供給することによ
り、安全にその機器と通信することができる。
【０１２５】
　反復されるＧＴＤプロトコルは、信頼されたパーティがその機器と安全に通信できるパ
ーティにさらに信頼を付託できることに類似して達成される。
【０１２６】
　或いは、選択された対称鍵Ｋは、図６に関係して説明したように用いられても良く、そ
のペア（Ｘ，Ｋ）は上述した（Ｒ，Ｂ）と同じ方法で用いられ、信頼のおける第三者が機
器への安全なチャネルをセットアップできるようにしても良い。
【０１２７】
　公開鍵基盤
　図６に例示された構造をもう一度検討する。さて、Ｋは、例えば、秘密鍵のような非対
称の暗号化鍵であるとする。次の動作が特定の安全な場所、例えば、製造中の機器製造者
で実行される。
【０１２８】
　秘密の機器復号化鍵Ｋは、機器製造者の秘密署名鍵により署名された公開暗号化鍵証明
書とともに生成されても良い。機器製造者の秘密署名鍵はまた、公開鍵基盤（ＰＫＩ）の
認証局（ＣＡ）のような信頼のおけるパーティにより署名された対応する公開鍵の証明書
をもっており、アクセスのために関係するパーティにも利用可能である（非特許文献６を
参照）。鍵Ｋは電子回路にフィードされて対応するＸを生成する。このＸは機器に格納さ
れても良い。これに続いて、秘密鍵Ｋは機器製造者の領域では完全に消去され、認可を受
けていない使用が防止される。公開暗号化鍵の証明書が公に利用可能な証明書の保管所に
置かれても良い。公開鍵へアクセスするものは誰でも後で、この機器に適したデータの暗
号化を実行することができる。秘密復号化鍵は電子回路に短時間だけ存在する。
【０１２９】
　その状況は、この主題に熟知したどんなものにも知られているように、上述の段落にお
いて、“復号化”を“署名”で、“暗号化”を“検証”で置換すると、デジタル署名に全
く類似のものである。
【０１３０】
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　類似の手順は、図９～図１２に関連して説明した具体策に適用できる。そこでは、秘密
鍵が既に利用可能であるか、或いは電子回路内で生成されており、そして、その対応公開
鍵は回路外部に公表されている。従って、その機器製造者やユーザはこの公開鍵の証明書
を証明／要求することができ、それから、第三者はその証明書を使用して所望の機密保護
動作が可能になる。
【０１３１】
　上述の実施例は単に例として与えられたものであり、本発明はそれに限定されるもので
はないことを理解されたい。ここで開示され請求されている請求の範囲の基本的な基幹と
なる原理を留める更なる変形、変更、改善は、本発明の範囲と精神との中にあるものであ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１３２】
【図１】本発明の基本的で好適な実施例に従う耐改竄性のある電子回路を備えた一般的な
機器のブロック図である。
【図２】ネットワーク機器に組み込まれ、機器固有の機密保護データに基づいてネットワ
ーク通信におけるデータ機密保護動作を実行するように構成された電子回路のブロック図
である。
【図３】デジタルコンテンツ生成機器に組み込まれ、機器固有の機密保護データに基づい
てコンテンツマーキングを実行するように構成された電子回路のブロック図である。
【図４】本発明の好適な実施例に従う、機器固有の機密保護データの管理を含む、データ
機密保護機能をもつ機器を製造する方法を示すフローチャートである。
【図５】本発明の代表的な実施例に従うトリガデータの構成と使用を図示したフローチャ
ートである。
【図６】本発明の好適な実施例に従う、構成上の機密保護データをトリガデータに暗号化
する機能を備えた耐改竄性のある電子回路のブロック図である。
【図７】付加的な入力鍵を用いた機密保護の更なる強化を施した図６の回路の特別な実施
例のブロック図である。
【図８】本発明の別の好適な実施例に従う、構成中に生成された機密保護データへの外部
アクセスを可能にする機器アクセスコード機能を備えた耐改竄性のある電子回路のブロッ
ク図である。
【図９】本発明のさらに別の好適な実施例に従う、非対称鍵ペア／秘密鍵を選択的に生成
するために、トリガデータに応答する耐改竄性のある電子回路のブロック図である。
【図１０】秘密鍵と公開鍵の生成のために組み込まれた図９の回路の特別な実施例のブロ
ック図である。
【図１１】秘密鍵と公開鍵の生成に基づいて、共用鍵の生成（例えば、ディフィー－ヘル
マン(Diffie-Hellman)）のために組み込まれた電子回路のブロック図である。
【図１２】秘密鍵と公開鍵の生成のために組み込まれ、出力秘密鍵を暗号化処理して保護
するための暗号化アルゴリズムを備えた集積回路の実施例のブロック図である。
【図１３】認証プロトコルと関連する機器アクセスコードマネージャ／コントローラが組
み込まれた電子回路の実施例のブロック図である。
【図１４】正しい機器アクセスコードが機器アクセスコードマネージャ／コントローラに
適用されないなら、機密データ或い機密保護データへのアクセスを不能にする機能を備え
た電子回路の実施例のブロック図である。
【図１５】結合鍵のチェインを生成するために構成された電子回路の基本的な実施例のブ
ロック図である。
【図１６】結合鍵のチェインを生成するための反復的な組み込みを備えた電子回路の別の
実施例のブロック図である。
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