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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器認証サーバにおける機器認証を要するサービスを提供するサービスサーバと、前記
機器認証サーバと、ネットワークを介して接続される端末機器において、
　機器認証用の秘密情報を記憶する秘密情報記憶手段と、
　前記サービスサーバにサービス要求を送信するサービス要求送信手段と、
　前記サービス要求に応答して、前記サービスサーバから前記機器認証サーバへの接続ト
リガーを受信する接続トリガー受信手段と、
　前記接続トリガーに従い、前記機器認証サーバにアクセスして、認証用乱数を要求する
認証用乱数要求送信手段と、
　前記認証用乱数と、乱数特定情報とを受信する認証用乱数受信手段と、
　前記認証用乱数と、前記秘密情報記憶手段に記憶される前記秘密情報とから、一方向性
関数により変換値を生成する生成手段と、
　前記変換値と前記乱数特定情報と前記サービスサーバを特定するサービスサーバ特定情
報とを前記機器認証サーバに送信する変換値送信手段と、
　送信された前記変換値と前記乱数特定情報とに基づいて、前記機器認証サーバにおいて
認証され、前記サービスサーバ特定情報が確認されると、前記機器認証サーバにおいて発
行される認証特定情報を受信する認証特定情報受信手段と、
　前記認証特定情報を、前記サービスサーバに送信する認証特定情報送信手段と
　を備えることを特徴とする端末機器。
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【請求項２】
　前記認証特定情報送信手段において送信された前記認証特定情報が前記サービスサーバ
において確認されると、前記サービス要求送信手段から要求されたサービスを教授可能と
する
　ことを特徴とする請求項１に記載の端末機器。
【請求項３】
　機器認証サーバにおける機器認証を要するサービスを提供するサービスサーバと、前記
機器認証サーバと、ネットワークを介して接続される端末機器において、
　機器認証用の秘密情報を秘密情報記憶手段に記憶する秘密情報記憶機能と、
　前記サービスサーバにサービス要求を送信するサービス要求送信機能と、
　前記サービス要求に応答して、前記サービスサーバから前記機器認証サーバへの接続ト
リガーを受信する接続トリガー受信機能と、
　前記接続トリガーに従い、前記機器認証サーバにアクセスして、認証用乱数を要求する
認証用乱数要求送信機能と、
　前記認証用乱数と、乱数特定情報とを受信する認証用乱数受信機能と、
　前記認証用乱数と、前記秘密情報記憶手段に記憶される前記秘密情報とから、一方向性
関数により変換値を生成する生成機能と、
　前記変換値と前記乱数特定情報と前記サービスサーバを特定するサービスサーバ特定情
報とを前記機器認証サーバに送信する変換値送信機能と、
　送信された前記変換値と前記乱数特定情報とに基づいて、前記機器認証サーバにおいて
認証され、前記サービスサーバ特定情報が確認されると、前記機器認証サーバにおいて発
行される認証特定情報を受信する認証特定情報受信機能と、
　前記認証特定情報を、前記サービスサーバに送信する認証特定情報送信機能と
　を実現することを特徴とする認証端末プログラム。
【請求項４】
　機器認証サーバにおける機器認証を要するサービスを提供するサービスサーバに、サー
ビスを要求する端末機器を認証する機器認証サーバにおいて、
　前記サービスサーバより、機器認証を要する機器認証トリガーを受信した前記端末機器
から、前記端末機器の機器認証用の秘密情報を受信する秘密情報受信手段と、
　前記秘密情報に対応させて、乱数を発生し、乱数特定情報を発行して、記憶手段に記憶
するとともに、前記端末機器に送信する乱数送信手段と、
　前記端末機器から、前記乱数に基づいて一方向性関数により生成された変換値と前記乱
数特定情報と、前記サービスサーバを特定するサービスサーバ特定情報を受信する変換値
受信手段と、
　前記乱数特定情報から、前記端末機器に発行した乱数を特定し、前記端末機器で生成す
る際に採用した一方向性関数を用いて変換値を生成し、前記端末機器から受信された前記
変換値と比較することによって前記変換値を確認し、前記サービスサーバ特定情報によっ
て特定される前記サービスサーバを確認し、前記端末機器を認証する認証手段と、
　前記認証手段において前記端末機器が認証されると、認証特定情報を発行して前記端末
機器に送信する認証特定情報送信手段と
　を備え、
　前記認証特定情報は、前記端末機器が前記サービスサーバにサービス要求する際に前記
端末機器が機器認証を行ったことを確認するための情報である
　ことを特徴とする機器認証サーバ。
【請求項５】
　機器認証サーバにおける機器認証を要するサービスを提供するサービスサーバに、サー
ビスを要求する端末機器を認証する機器認証サーバにおいて、
　前記サービスサーバより、機器認証を要する機器認証トリガーを受信した前記端末機器
から、前記端末機器の機器認証用の秘密情報を受信する秘密情報受信機能と、
　前記秘密情報に対応させて、乱数を発生し、乱数特定情報を発行して、記憶手段に記憶
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させるとともに、前記端末機器に送信する乱数送信機能と、
　前記端末機器から、前記乱数に基づいて一方向性関数により生成された変換値と前記乱
数特定情報と、前記サービスサーバを特定するサービスサーバ特定情報を受信する変換値
受信機能と、
　前記乱数特定情報から、前記端末機器に発行した乱数を特定し、前記端末機器で生成す
る際に採用した一方向性関数を用いて変換値を生成し、前記端末機器から受信された前記
変換値と比較することによって前記変換値を確認し、前記サービスサーバ特定情報によっ
て特定される前記サービスサーバを確認し、前記端末機器を認証する認証機能と、
　前記認証機能において前記端末機器が認証されると、認証特定情報を発行して前記端末
機器に送信する認証特定情報送信機能と
　を実現し、
　前記認証特定情報は、前記端末機器が前記サービスサーバにサービス要求する際に前記
端末機器が機器認証を行ったことを確認するための情報である
　ことを特徴とする機器認証プログラム。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、認証システムなどに関し、特に、セキュリティ上重要な情報を所定のロジック
で変換し、変換後の情報を用いて認証するものに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ＣＥ（ＣＥ：Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ）機器の普及が広まりつ
つある。ＣＥ機器とは、例えば、ビデオデッキ、ハードディスクレコーダ、ステレオ、テ
レビなどのオーディオビジュアル機器や、パーソナルコンピュータ、デジカメ、カムコー
ダ、ＰＤＡ、ゲーム機、ホームルータ等の電子機器や、炊飯器、冷蔵庫などの家電製品や
、その他の電子機器にコンピュータを内蔵させ、ネットワークを介したサービスを利用で
きるものである。
そして、ＣＥ機器からサーバにアクセスしてコンテンツをダウンロードしたり、サービス
を受けるなどし、ユーザはサーバが提供するサービスを利用することができる。
【０００３】
サーバが提供するサービスには、ＣＥ機器全般に提供するものと、機器認証された特定の
ＣＥ機器に提供するものがある。
サーバは、機器認証を要するサービスを提供する場合、そのＣＥ機器を認証サーバで認証
し、認証された場合にサービスを提供する。
このように、サービスサーバが端末機器にサービスを提供するものとして次の発明がある
。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００２－３４２２８５
【０００５】
この発明は、端末機器（携帯電話）から認証要求があった場合に、これを認証すると共に
端末機器にワンタイムパスワードを発行して送信する。端末機器から情報の要求があった
場合、端末機器から先のワンタイムパスワードを受信し、認証したのが確かにこの端末機
器であるかを確認するものである。
【０００６】
図１２は、従来のＣＥ機器１０１の構成を示した図である。ＣＥ機器１０１は、機器ＩＤ
やパスフレーズなどの認証に必要な認証情報を記憶していると共に、機器認証に関する処
理を行う機器認証モジュール１０３と、機器認証モジュール１０３から認証情報を受け取
り、通信経路を暗号化してこれを機器認証先１０５に送信する暗号化モジュール１０４を
備えている。
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【０００７】
機器認証モジュール１０３は、暗号化モジュール１０４に認証情報を平文で渡すため、こ
の認証情報が第三者に読み取られないように、機器認証モジュール１０３と暗号化モジュ
ール１０４はスタティックリンクにて結合されている。
通信経路を暗号化するモジュールは、機器認証以外の用途で利用する場合も多いが、暗号
化モジュール１０４は機器認証モジュール１０３とスタティックリンクされているため、
ＣＥ機器１０１は、これとは別に機器認証以外の用途で使用する暗号化モジュールを用意
している。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
このように、ＣＥ機器１０１では、同じ機能を有する２つの暗号化モジュールをＣＥ機器
１０１内のメモリに実装しなくてはならず、実質として機器認証モジュールの容量が多く
なり、ＣＥ機器１０１の利用可能なメモリ領域を圧迫したり、あるいは機器認証機能の実
装そのものが困難となる場合があった。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、端末機器内のメモリを有効利用することができる機器認証機
能を実現できる端末機器などを提供することである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明の端末機器は、機器認証サーバにおける機器認証を要するサービスを提供するサ
ービスサーバと、前記機器認証サーバと、ネットワークを介して接続される端末機器にお
いて、機器認証用の秘密情報を記憶する秘密情報記憶手段と、前記サービスサーバにサー
ビス要求を送信するサービス要求送信手段と、前記サービス要求に応答して、前記サービ
スサーバから前記機器認証サーバへの接続トリガーを受信する接続トリガー受信手段と、
前記接続トリガーに従い、前記機器認証サーバにアクセスして、認証用乱数を要求する認
証用乱数要求送信手段と、前記認証用乱数と、乱数特定情報とを受信する認証用乱数受信
手段と、前記認証用乱数と、前記秘密情報記憶手段に記憶される前記秘密情報とから、一
方向性関数により変換値を生成する生成手段と、前記変換値と前記乱数特定情報と前記サ
ービスサーバを特定するサービスサーバ特定情報とを前記機器認証サーバに送信する変換
値送信手段と、送信された前記変換値と前記乱数特定情報とに基づいて、前記機器認証サ
ーバにおいて認証され、前記サービスサーバ特定情報が確認されると、前記機器認証サー
バにおいて発行される認証特定情報を受信する認証特定情報受信手段と、前記認証特定情
報を、前記サービスサーバに送信する認証特定情報送信手段とを備えることを特徴とする
。
　前記認証特定情報送信手段において送信された前記認証特定情報が前記サービスサーバ
において確認されると、前記サービス要求送信手段から要求されたサービスを教授可能と
することができる。
　本発明の認証端末プログラムは、機器認証サーバにおける機器認証を要するサービスを
提供するサービスサーバと、前記機器認証サーバと、ネットワークを介して接続される端
末機器において、機器認証用の秘密情報を秘密情報記憶手段に記憶する秘密情報記憶機能
と、前記サービスサーバにサービス要求を送信するサービス要求送信機能と、前記サービ
ス要求に応答して、前記サービスサーバから前記機器認証サーバへの接続トリガーを受信
する接続トリガー受信機能と、前記接続トリガーに従い、前記機器認証サーバにアクセス
して、認証用乱数を要求する認証用乱数要求送信機能と、前記認証用乱数と、乱数特定情
報とを受信する認証用乱数受信機能と、前記認証用乱数と、前記秘密情報記憶手段に記憶
される前記秘密情報とから、一方向性関数により変換値を生成する生成機能と、前記変換
値と前記乱数特定情報と前記サービスサーバを特定するサービスサーバ特定情報とを前記
機器認証サーバに送信する変換値送信機能と、送信された前記変換値と前記乱数特定情報
とに基づいて、前記機器認証サーバにおいて認証され、前記サービスサーバ特定情報が確
認されると、前記機器認証サーバにおいて発行される認証特定情報を受信する認証特定情
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報受信機能と、前記認証特定情報を、前記サービスサーバに送信する認証特定情報送信機
能とを実現することを特徴とする。
　本発明の機器認証サーバは、機器認証サーバにおける機器認証を要するサービスを提供
するサービスサーバに、サービスを要求する端末機器を認証する機器認証サーバにおいて
、前記サービスサーバより、機器認証を要する機器認証トリガーを受信した前記端末機器
から、前記端末機器の機器認証用の秘密情報を受信する秘密情報受信手段と、前記秘密情
報に対応させて、乱数を発生し、乱数特定情報を発行して、記憶手段に記憶するとともに
、前記端末機器に送信する乱数送信手段と、前記端末機器から、前記乱数に基づいて一方
向性関数により生成された変換値と前記乱数特定情報と、前記サービスサーバを特定する
サービスサーバ特定情報を受信する変換値受信手段と、前記乱数特定情報から、前記端末
機器に発行した乱数を特定し、前記端末機器で生成する際に採用した一方向性関数を用い
て変換値を生成し、前記端末機器から受信された前記変換値と比較することによって前記
変換値を確認し、前記サービスサーバ特定情報によって特定される前記サービスサーバを
確認し、前記端末機器を認証する認証手段と、前記認証手段において前記端末機器が認証
されると、認証特定情報を発行して前記端末機器に送信する認証特定情報送信手段とを備
え、前記認証特定情報は、前記端末機器が前記サービスサーバにサービス要求する際に前
記端末機器が機器認証を行ったことを確認するための情報であることを特徴とする。
　本発明の機器認証プログラムは、機器認証サーバにおける機器認証を要するサービスを
提供するサービスサーバに、サービスを要求する端末機器を認証する機器認証サーバにお
いて、前記サービスサーバより、機器認証を要する機器認証トリガーを受信した前記端末
機器から、前記端末機器の機器認証用の秘密情報を受信する秘密情報受信機能と、前記秘
密情報に対応させて、乱数を発生し、乱数特定情報を発行して、記憶手段に記憶させると
ともに、前記端末機器に送信する乱数送信機能と、前記端末機器から、前記乱数に基づい
て一方向性関数により生成された変換値と前記乱数特定情報と、前記サービスサーバを特
定するサービスサーバ特定情報を受信する変換値受信機能と、前記乱数特定情報から、前
記端末機器に発行した乱数を特定し、前記端末機器で生成する際に採用した一方向性関数
を用いて変換値を生成し、前記端末機器から受信された前記変換値と比較することによっ
て前記変換値を確認し、前記サービスサーバ特定情報によって特定される前記サービスサ
ーバを確認し、前記端末機器を認証する認証機能と、前記認証機能において前記端末機器
が認証されると、認証特定情報を発行して前記端末機器に送信する認証特定情報送信機能
とを実現し、前記認証特定情報は、前記端末機器が前記サービスサーバにサービス要求す
る際に前記端末機器が機器認証を行ったことを確認するための情報であることを特徴とす
る。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施の形態について、図を参照して詳細に説明する。
（１）実施形態の概要
図２に示したように、機器認証モジュール７は、認証サーバ５からサーバ乱数とワンタイ
ムＩＤを受信し、このサーバ乱数とパスフレーズを組み合わせてハッシュ化してダイジェ
ストを生成する。そして、これを機器ＩＤと共に暗号化モジュール８に渡す。暗号化モジ
ュール８は、通信経路を暗号化し、ダイジェストと機器ＩＤ、及びワンタイムＩＤを認証
サーバ５に送信する。
【００１２】
認証サーバ５は、予め機器ＩＤとＣＥ機器３のパスフレーズを対応付けて記憶している。
また、先にＣＥ機器３に送信したサーバ乱数とワンタイムＩＤを対応付けて記憶している
。
認証サーバ５は、ＣＥ機器３から受信したワンタイムＩＤと機器ＩＤを用いてパスフレー
ズと先に発生したサーバ乱数を特定する。そしてこれらを組み合わせ、ＣＥ機器３側のロ
ジックと同じロジックでダイジェストを生成する。そして、生成したダイジェストとＣＥ
機器３から受信したダイジェストを照合し、両者が一致するか否かでＣＥ機器３の認証を
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行う。
【００１３】
このように、機器認証モジュール７は、暗号化モジュール８にパスフレーズを渡さずに、
サーバ乱数とパスフレーズの組から生成したダイジェストを渡す。そのため、機器認証モ
ジュール７から第三者によりダイジェストが読み取られたとしても第三者はダイジェスト
からパスフレーズを復元することはできない。
【００１４】
更に、認証サーバ５は、機器認証の度に異なるサーバ乱数を生成するため、機器認証モジ
ュール７が暗号化モジュール８に渡すダイジェストも機器認証ごとに異なり、例えダイジ
ェストが第三者に読み取られたとしてもこれを乱用されることはない。
また、機器認証の度に同じダイジェストを用いる第三者にこのダイジェストが漏れた場合
、これを元に所謂リプレイ攻撃が行われる可能性があるが、ＣＥ機器３は、機器認証の度
に異なるダイジェストを生成するのでリプレイ攻撃されることはない。
【００１５】
（２）実施形態の詳細
図１は、本実施の形態の機器認証システム１の構成を説明するための図である。
機器認証システム１は、ＣＥ機器３、サービスサーバ４、認証サーバ５がネットワークを
介して通信可能に接続されている。
なお、図１ではＣＥ機器３とサービスサーバ４が一台ずつ記載されているが、これは複数
存在させることができる。
【００１６】
ＣＥ機器３は、機器ＩＤ、パスフレーズなど機器認証に必要な認証情報を備えており（記
憶装置３ａに記憶してある、図３の記憶部２８に対応）、これらの情報を用いて認証サー
バ５で機器認証を受け、サービスサーバ４が提供するサービスを利用することができる。
なお、パスフレーズは、ＣＥ機器３と認証サーバ５が機器認証のために共有する秘密情報
を構成している。
【００１７】
サービスサーバ４は、ＣＥ機器３に、例えば、コンテンツを送信するなどサービスを提供
するサーバである。サービスサーバ４が提供するサービスには機器認証を要するものと要
しないものがある。ＣＥ機器３が機器認証を要するサービスを要求した場合、サービスサ
ーバ４は、認証サーバ５に機器認証を代行してもらう。
【００１８】
サービスサーバ４は、サービスを提供するＣＥ機器３を登録してあり、サービスサーバ４
に接続可能な各ＣＥ機器の機器情報（シリアルナンバなど）、保有者情報などを記憶装置
４ａに記憶している。これらの情報は、ＣＥ機器３から認証結果を受信した際に、認証サ
ーバ５に機器認証を受けたＣＥ機器３が本当にこのＣＥ機器３であるか確認するのに用い
る。
【００１９】
認証サーバ５は、サービスサーバ４に代わってＣＥ機器３の機器認証を代行するサーバで
ある。
認証サーバ５は、乱数（以下、サーバ乱数と呼ぶことにする）を生成してＣＥ機器３に送
信し、ＣＥ機器３から機器ＩＤ、及びサーバ乱数とパスフレーズから生成したダイジェス
トなどを受信し、ＣＥ機器３の機器認証を行う。認証サーバ５は、認証ごとに毎回異なっ
たサーバ乱数を生成する。
認証サーバ５は、乱数を発生させることによりこれを取得する乱数取得手段を備えている
が、認証サーバ５は、他の装置が生成した乱数取得するように構成することもできる。
【００２０】
認証サーバ５は、各ＣＥ機器３ごとにパスフレーズ、機器ＩＤ、機器情報、保有者情報な
どを記憶装置５ａに記憶しているほか、サービスサーバ４がＣＥ機器３にサービスを提供
するサービスサイトのＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒｓ）
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も記憶している。
このＵＲＬは、ＣＥ機器３が利用しようとしているサイトが適切なものか否かを判断する
ために、予めサービスサーバ４が取得して登録したものである。
【００２１】
認証サーバ５は、ＣＥ機器３から機器ＩＤを受信、この機器ＩＤにひも付けられたパスフ
レーズを検索することにより、ＣＥ機器３のパスフレーズを取得する。このように、機器
ＩＤはＣＥ機器３の秘密情報（パスフレーズ）を特定する秘密情報特定情報を構成してい
る。
【００２２】
サービスサーバ４のほかに機器認証を行う認証サーバ５を設けたのは（従来はサービスサ
ーバ４が機器認証も行っていた）、サービスサーバ４は一般の個人や任意の団体などが運
営する場合も多く、認証情報をサービスサーバ４に提供した場合、提供した情報が悪用さ
れてしまう可能性があるためである。
【００２３】
このように、機器認証の代行を行う認証サーバ５を設けたシステムとしては未公開の文献
（特願２００２－１４４８９６）で提案されているサービス提供システムがある。
このシステムでは、機器認証を機器認証サーバが一括して行い、サービスサーバは、機器
認証サーバでの認証結果を受け取って、ＣＥ機器にサービスを提供するか否かを判断する
。
このシステムでは、機器認証を行う場合にセキュリティ上重要な情報を機器認証サーバに
送信するため、これらの情報をサービスサーバに提供する必要がない。
【００２４】
図２は、ＣＥ機器３を構成する要素のうち、機器認証に関するものを説明するための図で
ある。
ＣＥ機器３は、機器認証モジュール７と暗号化モジュール８を備えている。機器認証モジ
ュール７は、機器ＩＤやパスフレーズなど、機器認証に必要な認証情報を記憶している。
また、機器認証モジュール７は、認証サーバ５からサーバ乱数の受信し、これとパスフレ
ーズを組み合わせてハッシュ化し、ダイジェスト（ハッシュ値、あるいはダイジェストメ
ッセージ）を生成することができる。
機器認証モジュール７は、認証情報として機器ＩＤとダイジェストを暗号化モジュール８
に渡す。
【００２５】
ここでハッシュ化とは、ハッシュ関数と呼ばれる関数を用いて電子文書から文字列（ダイ
ジェスト）を生成する処理のことである。
同じ電子文書からは同じダイジェストが得られる。電子文書が一部でも変更されると、こ
の文書のダイジェストは、変更前のものと異なる。また、ダイジェストから元の電子文書
を復元することはできない。
【００２６】
なお、ハッシュ関数は一方向性関数と呼ばれる関数の一種である。一方向性関数とは、変
換元から変換値への変換は容易であるが、変換値から変換元への逆変換が困難な関数であ
る。そして、ダイジェストは、変換元（パスフレーズとサーバ乱数の組）をハッシュ関数
で変換した変換値となる。
このように、ＣＥ機器３は、乱数（サーバ乱数）と秘密情報（パスフレーズ）の組を一方
向性関数で変換し変換値（ダイジェスト）を取得する変換手段を備えている。
【００２７】
暗号化モジュール８は、例えば、ＳＳＬ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｓｏｃｋｅｔｓ　Ｌａｙｅｒ）
などの暗号化技術を使って、通信経路を暗号化するモジュールである。暗号化モジュール
８は、機器認証モジュール７から認証情報を受け取り、暗号化した通信経路を経由して認
証サーバ５に認証情報を送信する。
【００２８】
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このように、ＣＥ機器３では、機器認証モジュール７から出力されるパスフレーズは、サ
ーバ乱数と組にして生成されたダイジェストとなっている。そのため、機器認証モジュー
ル７から暗号化モジュール８に渡される認証情報には、平文のパスフレーズが含まれてお
らず、認証情報が第三者に渡ったとしても、ダイジェストからパスフレーズを復元するこ
とはできない。更に、機器認証に使用するダイジェストは毎回変化するので、第三者がダ
イジェストを読み取ってもこれを乱用することはできない。そのため高いセキュリティを
確保することができる。
【００２９】
機器認証モジュール７と暗号化モジュール８は、ダイナミックリンクにより接続される。
即ち、暗号化モジュール８は、機器認証モジュール７が認証情報を認証サーバ５に送信す
る際に暗号化モジュール８に動的に接続される。
そのため、暗号化モジュール８は、機器認証モジュール７とは別の通信経路を暗号化する
必要があるモジュールからも利用できる。
【００３０】
その場合は、そのモジュールが暗号化した通信経路で情報を送信する場合に暗号化モジュ
ール８が動的にそのモジュールに接続する。
このように、暗号化モジュール８は、複数のモジュールから共用することができ、ＣＥ機
器３のメモリ領域を節約することができる。
【００３１】
図３は、ＣＥ機器３のハードウェア的な構成の一例を示した図である。
ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）２１は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ
　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２２に記憶されているプログラム、または記憶部２８からＲ
ＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２３にロードされたプログラムに従
って各種の処理を実行する。
また、ＲＡＭ２３には、ＣＰＵ２１が各種の処理を実行する上で必要なデータなども適宜
記憶されている。
【００３２】
ＣＰＵ２１、ＲＯＭ２２、およびＲＡＭ２３は、バス２４を介して相互に接続されている
。このバス２４には、入出力インターフェース２５も接続されている。
入出力インターフェース２５には、キーボード、マウスなどよりなる入力部２６、ＣＲＴ
（Ｃａｔｈｏｄｅ－ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ）などよりなるディスプレイ、並びにスピーカなどによりなる出力部２７、
ハードディスクなどにより構成される記憶部２８、モデム、ターミナルアダプタなどによ
り構成される通信部２９が接続されている。通信部２９は、ネットワークを介しての通信
処理を行う。
【００３３】
また、入出力インターフェース２５には、必要に応じてドライブ３０が接続され、磁気デ
ィスク４１、光ディスク４２、光磁気ディスク４３、またはメモリカード４４などが適宜
装着され、それから読み出されたコンピュータプログラムが、必要に応じて記憶部２８に
インストールされる。
なお、認証サーバ５、サービスサーバ４の構成は基本的にＣＥ機器３と同様であるので説
明は省略する。
【００３４】
図４は、ＣＥ機器３が認証サーバ５から機器認証を受ける手順を説明するためのフローチ
ャートである。
なお、ＣＥ機器３は、認証サーバ５の公開鍵を備えており、認証サーバ５は対応する秘密
鍵を備えているものとする。
また、ＣＥ機器３と認証サーバ５は、フローチャート中の括弧で示した各手段を備えてい
る。
【００３５】
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ＣＥ機器３がサービスサーバ４で機器認証が必要なサービスにアクセスすると、サービス
サーバ４がＣＥ機器３に機器認証トリガーを送信する（ステップ４０）。
この機器認証トリガーは、ＣＥ機器３に機器認証動作を開始させるための情報であり、認
証サーバ５のＵＲＬや、サービスサイトが要求する認証のバージョンなどの情報が含まれ
ている。
なお、機器認証にはいくつかのバージョンが用意されており、バージョンにより利用でき
るサービスが異なる場合がある。
【００３６】
ＣＥ機器３は、サービスサーバ４から認証トリガを受信する。
以下の、ＣＥ機器３と認証サーバ５の通信は、暗号化モジュール８で暗号化された通信経
路を介して行われる。
ＣＥ機器３は、認証トリガに含まれる認証サーバ５のＵＲＬを用いて認証サーバ５に接続
し、サーバ乱数の送信を要求する（ステップ２）。
また、このとき、ＣＥ機器３は、認証トリガに含まれているサービスサーバ４が要求する
バージョンと、ＣＥ機器３が実装している機器認証のバージョンを認証サーバ５に送信す
る。
【００３７】
認証サーバ５は、ＣＥ機器３からサーバ乱数の送信要求を受信し、サーバ乱数を発生させ
る（乱数取得手段）（ステップ２０）。また、サービスサーバ４が要求しているバージョ
ンとＣＥ機器３のバージョンが一致しているか否かの確認も行う。
更に、認証サーバ５は、ワンタイムＩＤ１を生成する。そして、サーバ乱数とワンタイム
ＩＤ１をＣＥ機器３に送信する（送信手段）（ステップ２２）。
【００３８】
なお、サービスサーバ４は後ほど別のワンタイムＩＤを生成するが、これと区別するため
、上記のワンタイムＩＤをワンタイムＩＤ１とし、後に生成するワンタイムＩＤをワンタ
イムＩＤ２とする。
【００３９】
このワンタイムＩＤ１は、ＣＥ機器３と認証サーバ５でセッションを維持するために使用
される使い捨てのＩＤである。
認証サーバ５は、ＣＥ機器３からワンタイムＩＤ１を受信することによりＣＥ機器３と維
持しているセッションを認識することができる。
ワンタイムＩＤ１は、機器認証ごとに異なる値が発行されるので、高いセキュリティを確
保することができる。
【００４０】
また、認証サーバ５は、送信したサーバ乱数とワンタイムＩＤ１をひも付けして記憶する
。これにより、後にＣＥ機器３からワンタイムＩＤ１を受信することにより、ＣＥ機器３
に送信したサーバ乱数を特定することができる。このように、ワンタイムＩＤ１は、乱数
特定情報を構成している。
【００４１】
ＣＥ機器３は、認証サーバ５からサーバ乱数とワンタイムＩＤ１を受信する（受信手段）
。ついで、ＣＥ機器３は、共通鍵を生成してこれを認証サーバ５の公開鍵で暗号化する（
ステップ４）。この情報は、ＣＥ機器３の接続先が確かに認証サーバ５であることを確認
するために用いられる。
次に、ＣＥ機器３は、パスフレーズとサーバ乱数を組み合わせて所定のロジックでハッシ
ュを取り、ダイジェストを生成する（変換手段）（ステップ６）。
【００４２】
次に、ＣＥ機器３は、機器ＩＤ、生成したダイジェスト、認証サーバ５から受信したワン
タイムＩＤ１を認証サーバ５を送信する（送信手段）（ステップ８）。
また、これらの情報と共に、先に公開鍵で暗号化した共通鍵と、ＣＥ機器３がサービスを
受けようとしているサービスサーバ４のサイトのＵＲＬ（以下ターゲットＵＲＬと呼ぶ）
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、及び、共通鍵を取り出すための秘密鍵（認証サーバ５は、複数の秘密鍵を持っている）
を識別する秘密鍵識別子も認証サーバ５に送信する。
【００４３】
認証サーバ５は、これらの情報をＣＥ機器３から受信して（受信手段）、まずワンタイム
ＩＤ１の確認を行う（ステップ２４）。ワンタイムＩＤ１により、認証サーバ５は、先に
生成したセッションの続きであることを認識することができる。
また、ワンタイムＩＤ１にひも付けて置いたサーバ乱数を記憶装置から取得することによ
りサーバ乱数を特定する（乱数特定手段）。
また、機器ＩＤからＣＥ機器３のパスフレーズを特定する（秘密情報特定手段）。
【００４４】
更に、認証サーバ５は、ＣＥ機器３から受信したターゲットＵＲＬが、予め認証サーバ５
に登録されているターゲットＵＲＬかも確認する。
これにより、ＣＥ機器３の接続先のサービスサーバ４が正当なサービスサーバ４であるこ
とを確認することができる。
【００４５】
次に、認証サーバ５は、先にＣＥ機器３に送信したサーバ乱数と、ＣＥ機器３のパスフレ
ーズから、ＣＥ機器３と同じロジックによりダイジェストを生成し（変換手段）、これと
、ＣＥ機器３から受信したダイジェストを照合してＣＥ機器３の認証を行う（機器認証手
段）（ステップ２６）。
認証サーバ５は、認証に成功するとワンタイムＩＤ２を生成する（ステップ２８）。ワン
タイムＩＤ２は、後ほどＣＥ機器３が認証を受けたのが確かに認証サーバ５であることを
サービスサーバ４が確認するのに使用される。
また、認証サーバ５は、機器認証を行ったバージョンも記憶しておく。
【００４６】
次に、認証サーバ５は、公開鍵で暗号化された共通鍵を秘密鍵で復号化して取り出す。
そして、認証サーバ５は、ワンタイムＩＤ２をハッシュ化し、ダイジェスト（以下、ＩＤ
２ダイジェストと呼ぶ）を生成する。
次に、認証サーバ５は、ＩＤ２ダイジェストを先に復号化した共通鍵で暗号する（ステッ
プ３０）。
【００４７】
次に、認証サーバ５は、暗号化したＩＤ２ダイジェストと、ワンタイムＩＤ２を連結して
共通鍵で暗号化し、これをＣＥ機器３に送信する（ステップ３２）。
ワンタイムＩＤ２にＩＤ２ダイジェストを連結するのは、送信されてきたワンタイムＩＤ
２のダイジェストを生成して、ＩＤ２ダイジェストと比較することにより、ワンタイムＩ
Ｄ２が改変されたか否かを確認するためである。
【００４８】
ＣＥ機器３は、認証サーバ５から暗号化されたワンタイムＩＤ２とＩＤ２ダイジェストを
受信し、共通鍵でこれらを復号化する（ステップ１０）。
ＣＥ機器３は、ワンタイムＩＤ２をハッシュ化してダイジェストを生成し、これをＩＤ２
ダイジェストと比較してワンタイムＩＤ２が改竄されていないか確認する。
ＣＥ機器３は、共通鍵でこれらの情報が復号化できたことから、認証サーバ５が共通鍵を
取り出せた（即ち、秘密鍵を持っている）ことを確認することができる。即ち、ＣＥ機器
３が機器認証を求めた相手先は確かに認証サーバ５であったことを確認することができる
（ステップ１２）。
また、ワンタイムＩＤ２が発行されたことから、ＣＥ機器３が機器認証されたことを確認
することができる。
【００４９】
次に、ＣＥ機器３は、認証サーバ５から受信したワンタイムＩＤ２をサービスサーバ４に
送信することにより、ＣＥ機器３が認証サーバ５で認証されたことを通知する（ステップ
１４）。
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サービスサーバ４は、ＣＥ機器３からワンタイムＩＤ２を受信し、これを認証サーバ５に
送信して確かに認証サーバ５が機器認証したことを確認する（ステップ３４、ステップ４
２）。
サービスサーバ４は、認証サーバ５で機器認証結果を確認すると、ＣＥ機器３に対してサ
ービスの提供を開始する（ステップ４４）。
そして、ＣＥ機器３ではサービスの利用を開始する（ステップ１６）。
【００５０】
以上の手順により、認証サーバ５は、パスフレーズそのものではなく、パスフレーズとサ
ーバ乱数から生成されるダイジェストによりダイジェスト認証を行うことができる。
また、ＣＥ機器３は、共通鍵を公開鍵で暗号化して認証サーバ５に送信し、認証サーバ５
の秘密鍵で共通鍵が取り出されたことを確認することにより、認証先が確かに認証サーバ
５であることを確認することができる。
更に、認証サーバ５は、ワンタイムＩＤ２にＩＤ２ダイジェストを貼付してＣＥ機器３に
送信することにより、ＣＥ機器３は、ワンタイムＩＤ２が改竄されていないことを確認す
ることができる。
【００５１】
図５は、ステップ２６（図４）のダイジェスト認証処理の手順を説明するためのフローチ
ャートである。
認証サーバ５は、ＣＥ機器３へサーバ乱数とワンタイムＩＤ１を送信する際に、これらを
対応付けて記憶している。
認証サーバ５は、ＣＥ機器３から受信したワンタイムＩＤ１を用いてＣＥ機器３に送信し
たサーバ乱数を検索する（ステップ５２）。
また、認証サーバ５は、機器ＩＤとパスフレーズを予め対応付けて記憶しており、ＣＥ機
器３から受信した機器ＩＤからＣＥ機器３のパスフレーズを検索する（ステップ５４）。
【００５２】
次に、認証サーバ５は、検索したサーバ乱数とパスフレーズの組をＣＥ機器３と同じロジ
ックによりハッシュ化し、ダイジェストを生成する（ステップ５６）。
次に、認証サーバ５は、生成したダイジェストと、ＣＥ機器３から受信したダイジェスト
を比較し、同一か否かを判断する（ステップ５８）。
【００５３】
ダイジェストが一致した場合（ステップ６０；Ｙ）、認証サーバ５は、機器認証が成功し
たことを認識する（ステップ６２）。
ダイジェストが一致しなかった場合（ステップ６０；Ｎ）、認証サーバ５は、ＣＥ機器３
が認証されなかったものと認識する（ステップ６４）。
【００５４】
以上のように、認証サーバ５は、ワンタイムＩＤとサーバ乱数を対応付けて記憶しておき
、更に機器ＩＤとパスフレーズを対応付けて記憶しておくことにより、ＣＥ機器３と同じ
ロジックでダイジェストを生成することができ、ＣＥ機器３を機器認証することができる
。
【００５５】
図６は、ステップ３４、ステップ４２（図４）において、サービスサーバ４が認証サーバ
５で認証結果を確認する手順を説明するためのフローチャートである。
以下、認証サーバ５とサービスサーバ４の通信は、ＳＳＬなどの技術により暗号化された
通信経路を介して行われるものとする。
【００５６】
まず、サービスサーバ４は、認証サーバ５にＣＥ機器３から受信したワンタイムＩＤ２を
送信し、機器認証の結果を要求する（ステップ８２）。この際に、サービスサーバ４は、
認証サーバ５とのセッションを維持するためのチケットを発行し、これも認証サーバ５に
送信する。
【００５７】
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サービスサーバ４と認証サーバ５との送受信はお互いの信頼性が高いため、セッションの
度にワンタイムＩＤを発行せず、同じＩＤを複数回繰り返して使用してもよい。このよう
に複数回再利用できるＩＤをチケットと呼ぶことにする。
ワンタイムＩＤの代わりにチケットを発行することにより、サービスサーバ４と認証サー
バ５の負荷を、ワンタイムＩＤを発行した場合より小さくすることができる。
【００５８】
認証サーバ５は、ワンタイムＩＤ２を受信し、このワンタイムＩＤ２をキーとして、ＣＥ
機器３に対して行った機器認証のバージョンを検索する。また、ＣＥ機器３の機器ＩＤな
どからＣＥ機器３の機器情報も検索する。
機器情報としては、例えば、ＣＥ機器３の製品コードやシリアルナンバなどがある。
そして、これら検索した情報をサービスサーバ４に送信する（ステップ７２）。
【００５９】
サービスサーバ４は、バージョン情報と機器情報を認証サーバ５から受信し、サービスサ
ーバ４で記憶しているこれらの情報と照合する。
更に、サービスサーバ４は、認証サーバ５にチケットを送信し、ＣＥ機器３の保有者情報
を認証サーバ５に要求する（ステップ８４）。
認証サーバ５は、これに応じてこのＣＥ機器３の保有者情報を検索し、チケットと共にサ
ービスサーバ４に送信する（ステップ７４）。
【００６０】
サービスサーバ４は、認証サーバ５から受信した保有者情報をサービスサーバ４が記憶し
ている保有者情報と照合する。
このように、機器情報や保有者情報を確認することにより、サービスサーバ４は、認証サ
ーバ５は、確かにＣＥ機器３を機器認証したことを確認することができる。
そして、サービスサーバ４は、ＣＥ機器３に対してサービスの提供を開始する（ステップ
８６）。
【００６１】
以上のように、サービスサーバ４と認証サーバ５との間の複数回の送受信において同じチ
ケットが繰り返し用いられる。
また、サービスサーバ４は、別の機器認証に関する認証結果確認には別のチケットを発行
する。
【００６２】
図７は、ＣＥ機器３が認証先が確かに認証サーバ５であることを確認する別のシーケンス
を説明するためのフローチャートである。
以下の手順では、ＣＥ機器３が乱数（以下クライアント乱数と呼ぶことにする）を発生さ
せ、これにより認証サーバ５を確認する。
まず、ＣＥ機器３は、クライアント乱数を生成する（ステップ１０２）。
次に、ＣＥ機器３は、共通鍵を生成する（ステップ１０４）。
【００６３】
ＣＥ機器３は、生成した共通鍵でクライアント乱数を暗号化する（ステップ１０６）。暗
号化した後の情報を暗号化情報１と呼ぶことにする。
更に、ＣＥ機器３は、認証サーバ５の公開鍵で共通鍵を暗号化する（ステップ１０８）。
暗号化した後の情報を暗号化情報２と呼ぶことにする。
そして、ＣＥ機器３は、暗号化情報１と暗号化情報２を認証サーバ５に送信する（ステッ
プ１１０）。
なお、ＣＥ機器３は、送信したクライアントを記憶しておく。
【００６４】
認証サーバ５は、ＣＥ機器３から暗号化情報１と暗号化情報２を受信し、まず、認証サー
バ５の秘密鍵で暗号化情報２を復号化し、共通鍵とを取り出す（ステップ１２２）。
次に、認証サーバ５は、取り出した共通鍵で暗号化情報１を復号化し、クライアント乱数
を取り出す（ステップ１２４）。
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次に、認証サーバ５は、取り出したクライアント乱数のハッシュをとり、ダイジェストを
生成する（ステップ１２６）。
次に、認証サーバ５は、生成したダイジェストを共通鍵で暗号化し、ＣＥ機器３に送信す
る（ステップ１２８）。
【００６５】
ＣＥ機器３は、認証サーバ５から暗号化したダイジェストを受信し、これを共通鍵で復号
化する（ステップ１１２）。
更に、ＣＥ機器３は、記憶しておいた乱数をハッシュ化し、ダイジェストを生成する（ス
テップ１１４）。
そして、ＣＥ機器３は、生成したダイジェストと、先に復号化したダイジェストを比較し
、両者が一致することにより、接続先が確かに認証サーバ５であることを確認する（ステ
ップ１１６）。
【００６６】
即ち、クライアント乱数のダイジェストが共通鍵で暗号化されて送られてきたということ
は、接続先が暗号化情報２を復号化することができたということであり、これは、接続先
が秘密鍵を持っていたことを意味する。秘密鍵を持っているのは認証サーバ５であるので
、これにより、接続先が認証サーバ５であることを確認することができる。
【００６７】
図８は、機器認証を行う他の手順を説明するためのフローチャートである。
図４に示した手順では、ＣＥ機器３から認証サーバ５にアクセスして機器認証を行ったが
、この手順では、ＣＥ機器からサービスサーバ４に認証情報を送信し、サービスサーバ４
がこの認証情報を用いて認証サーバ５にアクセスして機器認証を行う。
以下の手順で、ＣＥ機器３、サービスサーバ４、認証サーバ５の間の通信は、例えば、Ｓ
ＳＬなどの技術により暗号化した経路が用いられるものとする。
また、ＣＥ機器３、サービスサーバ４、認証サーバ５は、フローチャート中に括弧で示し
た各手段を備えている。
【００６８】
まず、ＣＥ機器３がサービスサーバ４に対して機器認証を要するサービスの提供を要求す
る。
これに対し、サービスサーバ４は、ＣＥ機器３に対して機器認証トリガを送信する（ステ
ップ１４２）。
ＣＥ機器３は、サービスサーバ４から機器認証トリガを受信するとサービスサーバ４に対
してサーバ乱数の要求を送信する（ステップ１３２）。
【００６９】
サービスサーバ４は、これを受信してサーバ乱数を生成し（乱数取得手段）（ステップ１
４４）、ＣＥ機器３に送信する（乱数送信手段）（ステップ１４６）。サービスサーバ４
は、このサーバ乱数を記憶しておく。
ＣＥ機器３は、サービスサーバ４からサーバ乱数を受信すると共に（乱数受信手段）、ク
ライアント乱数を生成する（ステップ１３４）。
次にＣＥ機器３は、サーバ乱数、クライアント乱数、及びパスフレーズを組み合わせてハ
ッシュ化し、ダイジェストを生成する（変換手段）（ステップ１３６）。
【００７０】
次に、ＣＥ機器３は、生成したダイジェストと、機器ＩＤ、クライアント乱数をサービス
サーバ４に送信して機器認証を要求する（送信手段）（ステップ１３８）。
サービスサーバ４は、これらの認証情報を受信する（受信手段）（ステップ１４８）。
このように、サービスサーバ４がＣＥ機器３から受信する認証情報には、サーバ乱数が含
まれていない。
サービスサーバ４は、ＣＥ機器３から受信した認証情報（ダイジェスト、機器ＩＤ、クラ
イアント）にサーバ乱数を加えて新たな認証情報とし、これを認証サーバ５に送信して機
器認証を要求する（認証情報送信手段）（ステップ１５０）。
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【００７１】
ここでは、サービスサーバ４は、ＣＥ機器３とセッションを維持しているため、先に記憶
したサーバ乱数がこのＣＥ機器３に送ったサーバ乱数であることを認識することができる
（乱数特定手段）。そこで、このサーバ乱数を認証情報に加えるのである。また、図４の
手順と同様にしてワンタイムＩＤを発行することにより、ＣＥ機器３に送信したサーバ乱
数を特定するように構成することもできる。
【００７２】
このように、ＣＥ機器３から送られてきた認証情報に先に送信したサーバ乱数を付加する
ように構成することにより、認証トリガを送信したサービスサーバ４と認証情報を受信し
たサービスサーバ４が同一のサーバであることを確かめることができる。
【００７３】
認証サーバ５は、サービスサーバ４から認証情報を受信し（受信手段）、ＣＥ機器３の機
器認証を行う（ステップ１６２）。
この認証では、サービスサーバ４から送信されてきた機器ＩＤ、クライアント乱数、サー
バ乱数の組から、ＣＥ機器３と同じロジックでダイジェストを生成し、サービスサーバ４
から送信されてきたダイジェストと一致するか否かをチェックする。
一致した場合、ＣＥ機器３は認証され、一致しない場合は認証されない。
そして、認証サーバ５は、認証結果をサービスサーバ４に送信する（ステップ１６４）。
また、ＣＥ機器３のパスフレーズは、機器ＩＤから求める（秘密情報特定手段）。
【００７４】
サービスサーバ４は、認証サーバ５から認証結果を受信し（認証結果受信手段）、その認
証結果がＣＥ機器３を認証するものであった場合、サービスの提供を開始し（ステップ１
５２）、ＣＥ機器３ではそのサービスを利用する（ステップ１４０）。
なお、ステップ１６４で認証サーバ５がサービスサーバ４に認証結果を送信する際に、図
６のフローチャートと同様にして、認証サーバ５とサービスサーバ４の間でＣＥ機器３の
機器情報と保有者情報を確認するように構成することもできる。
【００７５】
図９は、ステップ１６２（図８）のダイジェスト認証処理の手順を説明するためのフロー
チャートである。
まず、認証サーバ５は、サービスサーバ４から受信した認証情報に含まれる機器ＩＤを用
いてＣＥ機器３のパスフレーズを検索して取得する（ステップ１７４）。なお、認証サー
バ５は、予め機器ＩＤとパスフレーズを対応させて記憶している。
【００７６】
次に、認証サーバ５は、サービスサーバ４から受信した認証情報に含まれるサーバ乱数と
クライアント乱数を取得する（ステップ１７４）。
次に、認証サーバ５は、ステップ１７４で検索したパスフレーズと、ステップ１７４で取
得したサーバ乱数及びクライアント乱数を組み合わせ、ＣＥ機器３と同じロジックにてこ
れをハッシュ化し、ダイジェストを生成する（ステップ１７６）。
【００７７】
次に、認証サーバ５は、ステップ１７６で生成したダイジェストと、サービスサーバ４か
ら受信した認証情報に含まれるダイジェストを比較し、同一であるか否かを判断する（ス
テップ１７８）。
ダイジェストが一致する場合（ステップ１８０；Ｙ）、認証サーバ５は、ＣＥ機器３が認
証されたものと判断し（ステップ１８２）、ダイジェストが一致しない場合（ステップ１
８０；Ｎ）、認証サーバ５は、ＣＥ機器３が認証されなかったものと判断する（ステップ
１５４）。
【００７８】
図８のフローチャートで示した手順では、図４のフローチャートで示したようなワンタイ
ムＩＤ１、ワンタイムＩＤ２を用いることなく機器認証を行うことができる。
【００７９】
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以上に説明した本実施の形態では、以下のような効果を得ることができる。
（１）機器認証モジュール７は、サービスサーバ４が生成したサーバ乱数を用いてパスフ
レーズをダイジェストに変換した後これを出力するため、第三者が機器認証モジュール７
の出力からパスフレーズを読み取ることはできない。
（２）暗号化モジュール８は、機器認証モジュール７からダイジェスト化されたパスフレ
ーズを受信するため、機器認証モジュール７と暗号化モジュール８をスタティックリンク
により結合する必要がない。そのため、機器認証モジュール７と暗号化モジュール８をダ
イナミックリンクで接続するように構成し、暗号化モジュール８を他のモジュールからも
利用できるようにすることができる。
【００８０】
（３）暗号化モジュール８は、機器認証モジュール７も含め他のモジュールと共用できる
ため、暗号化モジュール８を複数用意する必要が無く、ＣＥ機器３のシステムの冗長性を
解消することができる。そのため、ＣＥ機器３のメモリ領域を有効利用することができる
。
（４）認証サーバ５とＣＥ機器３で同じロジックにてダイジェストを生成することにより
、ＣＥ機器３が生成したダイジェストと認証サーバ５が生成したダイジェストの一致を判
断することにより機器認証を行うことができる。
（５）パスフレーズそのものではなく、機器認証ごとに値が変化するダイジェストが通信
経路で送受信されるため、例えダイジェストがネットワーク上で第三者に奪取されたとし
ても、被害を小さい範囲にとどめることができる。即ち、パスフレーズは、機器認証で同
じものが何回でも使用できるのに対し、ダイジェストは機器認証ごとに異なるからである
。
【００８１】
（実施の形態の変形例）
図１０は、本実施の形態の変形例を説明するための図である。
図に示したように、本変形例では、機器認証モジュール７を耐タンパチップ３５に格納す
る。
耐タンパチップ３５は、集積回路を収納したＩＣチップによって構成された耐タンパ装置
であって、改竄や複製、内部の論理構造の解読などの不正行為に対して十分な防御手段を
講じてある。
タンパ（ｔａｍｐｅｒ）とは、装置を勝手にいじったり手を加えたりするという意味であ
り、情報などを不正に変更するという意味もある。
【００８２】
耐タンパチップ３５は、機器ＩＤとパスフレーズ、及び、パスフレーズとサーバ乱数を組
み合わせた情報をハッシュ化するハッシュ化機が内蔵された一種のブラックボックスとな
っている。
耐タンパチップ３５は、耐タンパ仕様で製造されているため、第三者は、耐タンパチップ
３５を物理的に分解して内部の情報を得ることは困難である。
即ち、耐タンパチップ３５を物理的に分解して、秘密情報であるパスフレーズや、ハッシ
ュ化に用いるハッシュ関数を知ることは困難である。
【００８３】
また、耐タンパチップ３５内のパスフレーズは、サーバ乱数と共にハッシュ化されたダイ
ジェストとして出力されるため、耐タンパチップ３５から出力された情報からパスフレー
ズを解析することも困難である。即ち、ハッシュ関数は一方向性関数であり、逆変換が困
難だからである。
このように、耐タンパチップ３５の出力情報から内部の秘密情報を探知することも困難で
ある。
【００８４】
図１１は、本変形例のハードウェア的な構成の一例を示した図である。
図に示したように、耐タンパチップ３５は、バス２４に接続しており、ＣＰＵ２１から情
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報の入出力を行えるようになっている。
即ち、ＣＰＵ２１は、耐タンパチップ３５に対して、サーバ乱数を入力し、耐タンパチッ
プ３５から機器ＩＤとダイジェストを受け取ることができる。
【００８５】
以上のように、耐タンパチップ３５に、パスフレーズ（秘密情報）とハッシュ化機を内蔵
し、パスフレーズを出力する際には、ハッシュ化したダイジェストを出力することにより
、第三者の手にパスフレーズが渡ることを防ぐことができる。
このように、耐タンパ装置に、秘密情報とこの秘密情報の変換機能を内蔵し、耐タンパ装
置から秘密情報が出力される場合は、変換機能で変換された値が出力されるように構成す
ることにより、秘密情報を物理的、及び解析的に探索することが困難になる。そのため、
セキュリティレベルを強化することができる。
【００８６】
本変形例では、一例として、耐タンパチップ３５にパスフレーズとハッシュ化機を内蔵し
た例について説明したが、この他に、例えば、秘密鍵や共通鍵などの暗号鍵情報を用いる
システムでは、これらの暗号鍵情報と、入力情報に対する署名機能や暗号化機能を耐タン
パ装置に内蔵することにより、暗号鍵情報の漏洩を防ぐことができる。
【００８７】
【発明の効果】
本発明によれば、端末機器内のメモリを有効利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態の機器認証システムの構成を説明するための図である。
【図２】ＣＥ機器の機器認証に関する構成要素を説明するための図である。
【図３】ＣＥ機器のハードウェア的な構成の一例を示した図である。
【図４】機器認証を行う手順を説明するためのフローチャートである。
【図５】ダイジェスト認証処理の手順を説明するためのフローチャートである。
【図６】サービスサーバが認証サーバで認証結果を確認する手順を説明するためのフロー
チャートである。
【図７】ＣＥ機器が認証サーバを確認する別のシーケンスを説明するためのフローチャー
トである。
【図８】機器認証を行う他の手順を説明するためのフローチャートである。
【図９】ダイジェスト認証処理の手順を説明するためのフローチャートである。
【図１０】本実施の形態の変形例を説明するための図である。
【図１１】本変形例のハードウェア的な構成の一例を示した図である。
【図１２】従来のＣＥ機器の構成を説明するための図である。
【符号の説明】
１　機器認証システム　　　３　ＣＥ機器
４　サービスサーバ　　　　５　認証サーバ
７　機器認証モジュール　　８　暗号化モジュール
３５　耐タンパチップ
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