
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作成されたアプリケーションプログラムを管理するためのアプリケーション管理方法に
おいて、
　 作成されたアプリケーションの動作を検証するためのアプリケーション
プログラム検証機構と、検証されたアプリケーションプログラムを管理するアプリケーシ
ョンプログラム管理機構とを独立して設け、
　前記アプリケーションプログラム検証機構において、
　

　

　
　

　被インストール装置から所望のアプリケーションが選択され、ダウンロードの要求が発
行された際に、 一元管理されているアプリケー
ションプログラムの中から要求に対応するアプリケーションプログラムを、該アプリケー
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管理装置内に、

アプリケーションプログラム作成者装置から、該アプリケーションプログラム作成者が
固有に有する秘密鍵を用いて生成した署名が付与されたアプリケーションプログラムを受
け取り、

前記アプリケーションプログラムを検証し、検証結果が正しければ、前記アプリケーシ
ョンプログラム作成者の署名に対して、秘密鍵を用いて保証書を生成し、該アプリケーシ
ョンプログラムと共に該アプリケーションプログラム作成者装置に返却し、

前記アプリケーションプログラム管理機構において、
前記アプリケーションプログラム作成者装置からアプリケーションプログラムを取得し

、アプリケーション管理データベースに格納し

前記アプリケーション管理データベースで



ションプログラムに付与されている保証書と共に、 ダウンロード
し、
　前記被インストール装置では、
　前記アプリケーションプログラム管理機構からダウンロードされた アプリケーショ
ンプログラムを該アプリケーションプログラムに付与されている前記保証書に基づいて検
証し、検証が正しければ該アプリケーションプログラムを自装置内にインストールするこ
とを特徴とするアプリケーションプログラム管理方法。
【請求項２】
　前記アプリケーションプログラム管理機構において、
　前記アプリケーションプログラム作成者 から、前記アプリケーションプログラム、
該アプリケーションプログラム作成者の署名及び、前記保証書を受け取ると、
　前記アプリケーションプログラム、 アプリケーションプログラム作成者の署名及び
、前記保証書の組に対して秘密鍵を用いて署名し、
　前記アプリケーションプログラム、 アプリケーションプログラム作成者の署名及び
、前記保証書及び前記アプリケーションプログラム管理機構の署名の組を、

データベースに格納する請求項１記載のアプリケーションプログラム管理方
法。
【請求項３】
　前記被インストール装置において、
　前記アプリケーションプログラム管理機構からダウンロードされた アプリケーショ
ンプログラムの該アプリケーションプログラム管理機構の署名を、該アプリケーションプ
ログラム管理機構の公開鍵を用いて検証し、
　検証結果が正しい場合には、前記保証書に格納された前記アプリケーションプログラム
検証機構の署名を、前記アプリケーションプログラム管理機構の署名を用いて検証し、検
証結果が正しければ、前記アプリケーションプログラムを記憶手段にインストールする請
求項１記載のアプリケーションプログラム管理方法。
【請求項４】
　作成されたアプリケーションプログラムを管理するための

アプリケーション管理システ
ムであって、
　
　

　

　前記保証書が発行されたアプリケーションプログラムを前記アプリケーションプログラ
ム管理機構で一元管理する と、
　

　

　

　前記被インストール装置からダウンロードの要求が発行された際に、
一元管理されているアプリケーションプログラムの中から要求に

対応するアプリケーションプログラムを、該アプリケーションプログラムに付与されてい
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該被インストール装置に

前記

装置

前記

前記
前記アプリケ

ーション管理

前記

、アプリケーショングプログ
ラム作成者装置、管理装置及び被インストール装置からなる

前記管理装置は、
前記アプリケーションプログラム作成者装置から該アプリケーションプログラム作成者

装置が固有に有する秘密鍵を用いて生成された署名が付与されたアプリケーションプログ
ラムを受け取る手段と、

前記アプリケーションプログラムを検証し、検証結果が正しければ、前記アプリケーシ
ョンプログラム作成者の署名に対して、秘密鍵を用いて前記保証書を生成し、該アプリケ
ーションプログラムと共に該アプリケーションプログラム作成者装置に返却する検証手段
と、を有するアプリケーションプログラム検証機構と、

ためのアプリケーション管理データベース
前記アプリケーションプログラム作成者装置から、前記アプリケーションプログラム、

該アプリケーションプログラム作成者の署名及び、前記保証書を受け取る手段と、
前記アプリケーションプログラム、該アプリケーションプログラム作成者の署名及び、

前記保証書の組に対して秘密鍵を用いて署名する手段と、
前記アプリケーションプログラム、前記アプリケーションプログラムの作成者の署名及

び、前記保証書及び当該機構の署名の組を前記アプリケーション管理データベースに格納
する手段と、

前記アプリケーシ
ョン管理データベースに



る保証書と共にダウンロードするアプリケーションプログラム提供手段

　 、
　前記アプリケーションプログラム管理機構に対して所望のアプリケーションプログラム
を選択 アプリケーションプログラム選択手段と、
　 ウンロードされたアプリケーションプ
ログラムを該アプリケーションプログラムに付与されている前記保証書に基づいて検証し
、検証が正しければ該アプリケーションプログラムを にインストールするインス
トール手段 有することを特徴とするアプリケーションプログラム管理システム。
【請求項５】
　前記被インストール装置の前記インストール手段は、
　前記アプリケーションプログラム管理機構からダウンロードされたアプリケーションプ
ログラムの該アプリケーションプログラム管理機構の署名を、該アプリケーションプログ
ラム管理機構の公開鍵を用いて検証する手段と、
　検証結果が正しい場合には、前記保証書に格納された前記アプリケーションプログラム
検証機構の署名を、前記アプリケーションプログラム管理機構の署名を用いて検証し、検
証結果が正しければ、前記アプリケーションプログラムを 記憶手段にインストールす
る手段を含む請求項 記載のアプリケーションプログラム管理システム。
【請求項６】
　作成されたアプリケーションプログラムを管理するためのアプリケーションプログラム
管理システムにおいて、該アプリケーションプログラムを一元管理するための

　
　

　

　

　

　

　
アプリケーショ

ンプログラムの中から要求に対応するアプリケーションプログラムを、該アプリケーショ
ンプログラムに付与されている保証書と共に、 ダウンロードする

。
【請求項７】
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と、を有するアプ
リケーションプログラム管理機構と、
を有し、

前記被インストール装置は

し、ダウンロードの要求を発行する
前記アプリケーションプログラム管理機構からダ

記憶手段
と、を

前記
４

プログラム
を格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、

コンピュータに、
アプリケーションプログラム作成者装置から、該アプリケーションプログラム作成者が

固有に有する秘密鍵を用いて生成した署名が付与されたアプリケーションプログラムを受
け取るステップと、

前記アプリケーションプログラムを検証し、検証結果が正しければ、前記アプリケーシ
ョンプログラム作成者の署名に対して、秘密鍵を用いて保証書を生成し、該アプリケーシ
ョンプログラムと共に該アプリケーションプログラム作成者装置に返却するステップと、
を行うアプリケーションプログラム検証ステップと、

前記アプリケーションプログラム作成者装置から、前記アプリケーションプログラム、
前記アプリケーションプログラム作成者の署名及び、前記保証書を受け取るステップと、

前記アプリケーションプログラム、前記アプリケーションプログラム作成者の署名及び
、前記保証書の組に対して秘密鍵を用いて署名するステップと、

前記アプリケーションプログラム、前記アプリケーションプログラム作成者の署名及び
、前記保証書及び当該自装置における署名の組を、アプリケーション管理データベースに
格納するステップと、

被インストール装置から所望のアプリケーションが選択され、ダウンロードの要求が発
行された際に、前記アプリケーション管理データベースで格納されている

該被インストール装置に
ステップと、を行うアプリケーションプログラム管理ステップと、
を実行させるアプリケーションプログラム管理プログラムを格納したことを特徴とするコ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体

作成されたアプリケーションプログラムを管理するためのアプリケーションプログラム
管理システムにおいて、一元管理されたアプリケーションプログラムをインストールする
ためのプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、

コンピュータに、



　 アプリケーションプログラム管理機
構に対して所望のアプリケーションプログラムを選択
アプリケーションプログラム選択 と、
　前記アプリケーションプログラム管理機構から

　

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、アプリケーションプログラム管理方法及びシステム

に係り、特に、アプリケーションプログラム検証機構にて動作検証がな
されたアプリケーションプログラムを、アプリケーション管理機構にて一元管理するため
のアプリケーションプログラムを管理するシステムにおいて、末端利用者端末用アプリケ
ーションプログラム等をネットワーク経由でダウンロードして、ＩＣカードや利用者保有
の端末にインストールし、ＩＣカード用アプリケーションプログラム及び利用者端末用ア
プリケーションプログラムの普及及び流通を促進するためのアプリケーションプログラム
管理方法及びシステム に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来においては、アプリケーションプログラムの動作検証を行うアプリケーションプログ
ラム検証機構、及びアプリケーションプログラムの一元管理を行うアプリケーションプロ
グラム管理機構は存在しないので、アプリケーションプログラム、及びＩＣカード用アプ
リケーションプログラム、及び、利用者端末用アプリケーションプログラムの動作保証は
、アプリケーションプログラムを利用する末端利用者が自らの責任で実施する必要がある
。
【０００３】
図７は、従来のアプリケーションプログラム管理方法の動作のフローチャートである。
【０００４】
ステップ１０）　選択処理過程において、末端利用者は、アプリケーションプログラムを
利用者端末または、ＩＣカードにインストールする際に、各アプリケーション作成者１０
４、１０５、１０６、１０７に接続して所望のアプリケーションプログラムを選択する。
【０００５】
ステップ１１）　ダウンロード処理過程において、各アプリケーション作成者１０４、１
０５、１０６、１０７から所望のアプリケーションプログラムをダウンロードする。
【０００６】
ステップ１２）　インストール処理過程において、利用者端末または、ＩＣカードにイン
ストールする。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の方法では、例えば、前述の図７の場合、末端利用者が利用者端
末または、ＩＣカードに新たなアプリケーションプログラムをインストールしようとする
場合、各アプリケーション作成者が正当な存在であるか、または、各アプリケーション作
成者が管理しているアプリケーションプログラムが正当なものであるかは一般には分から
ない。
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検証されたアプリケーションプログラムを管理する
し、ダウンロードの要求を発行する

ステップ
ダウンロードされたアプリケーションプ

ログラムの該アプリケーションプログラム管理機構の署名を、該アプリケーションプログ
ラム管理機構の公開鍵を用いて検証するステップと、

検証結果が正しい場合には、前記アプリケーションプログラムに付与されている保証書
に格納されたアプリケーションプログラム検証機構の署名を、前記アプリケーションプロ
グラム管理機構の署名を用いて検証し、検証結果が正しければ、前記アプリケーションプ
ログラムを記憶手段にインストールするステップと、
を実行させるアプリケーションプログラム管理プログラムを格納したことを特徴とするコ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体

及びコンピュータ読み取
り可能な記録媒体

及びコンピュータ読み取り可能な記録媒体



【０００８】
従って、各アプリケーション作成者からアプリケーションプログラムをダウンロードして
インストールする際は、その動作保証は、アプリケーションプログラムを利用する末端利
用者から自らの責任で実施する必要がある。
【０００９】
　本発明は、上記の点に鑑みなされたもので、アプリケーションプログラムの動作を保証
することが可能なアプリケーションプログラム管理方法及びシステム

を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
図１は、本発明の原理を説明するための図である。
【００１１】
　本発明（請求項１）は、作成されたアプリケーションプログラムを管理するためのアプ
リケーション管理方法において、
　 作成されたアプリケーションの動作を検証するためのアプリケーション
プログラム検証機構と、検証されたアプリケーションプログラムを管理するアプリケーシ
ョンプログラム管理機構とを独立して設け、
　
　

　

　
　

　被インストール装置から所望のアプリケーションが選択され、ダウンロードの要求が発
行された際に 一元管理されている
アプリケーションプログラムの中から要求に対応するアプリケーションプログラムを、該
アプリケーションプログラムに付与されている保証書と共に、 ダ
ウンロードし 、
　被インストール装置では、アプリケーションプログラム管理機構からダウンロードされ
たアプリケーションプログラムを該アプリケーションプログラムに付与されている保証書
に基づいて検証し 検証が正しければ該アプリケーションプログラムを自
装置内にインストールする（ 。
【００１３】
　本発明（請求項 ）は、アプリケーションプログラム管理機構において、
　アプリケーションプログラム作成者 から、アプリケーションプログラム、該アプリ
ケーションプログラム作成者の署名及び、保証書を受け取ると、
　アプリケーションプログラム、アプリケーションプログラム作成者の署名及び、保証書
の組に対して秘密鍵を用いて署名し、
　アプリケーションプログラム、アプリケーションプログラム作成者の署名及び、保証書
及びアプリケーションプログラム管理機構の署名の組を、 データベ
ースに格納する。
【００１４】
　本発明（請求項 ）は、被インストール装置において、
　アプリケーションプログラム管理機構からダウンロードされたアプリケーションプログ
ラムの該アプリケーションプログラム管理機構の署名を、該アプリケーションプログラム
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及びコンピュータ読
み取り可能な記録媒体

管理装置内に、

アプリケーションプログラム検証機構において、
アプリケーションプログラム作成者装置から、該アプリケーションプログラム作成者が

固有に有する秘密鍵を用いて生成した署名が付与されたアプリケーションプログラムを受
け取り（ステップ１）、

アプリケーションプログラムを検証し、検証結果が正しければ、アプリケーションプロ
グラム作成者の署名に対して、秘密鍵を用いて保証書を生成し（ステップ２）、該アプリ
ケーションプログラムと共に該アプリケーションプログラム作成者装置に返却し（ステッ
プ３）、

アプリケーションプログラム管理機構において、
プログラム作成者装置からアプリケーションプログラムを取得し、アプリケーション管

理データベースに格納し（ステップ４）、

（ステップ５）、アプリケーション管理データベースで

該被インストール装置に
（ステップ６）

（ステップ７）、
ステップ８）

２
装置

アプリケーション管理

３



管理機構の公開鍵を用いて検証し、
　検証結果が正しい場合には、保証書に格納されたアプリケーションプログラム検証機構
の署名を、アプリケーションプログラム管理機構の署名を用いて検証し、検証結果が正し
ければ、アプリケーションプログラムを記憶手段にインストールする。
【００１７】
図２は、本発明の原理構成図である。
【００１８】
　本発明（請求項 ）は、作成されたアプリケーションプログラムを管理するための

アプリケーション管理システムであって、
　
　

　

　保証書が発行されたアプリケーションプログラムをアプリケーションプログラム管理機
構で一元管理する と、
　

　

　

　被インストール装置３００からダウンロードの要求が発行された際に、
一元管理されているアプリケーションプログラムの中から要

求に対応するアプリケーションプログラムを、該アプリケーションプログラムに付与され
ている保証書と共にダウンロードする

　 、
　アプリケーションプログラム管理機構に対して所望のアプリケーションプログラムを選
択 アプリケーションプログラム選択手段３１０と、
　 ウンロードされたアプリケーション
プログラムを該アプリケーションプログラムに付与されている保証書に基づいて検証し、
検証が正しければ該アプリケーションプログラムを にインストールするインスト
ール手段３３０ 有する。
【００２０】
　本発明（請求項 ）は、被インストール装置のインストール手段は、
　アプリケーションプログラム管理機構からダウンロードされたアプリケーションプログ
ラムの該アプリケーションプログラム管理機構の署名を、該アプリケーションプログラム
管理機構の公開鍵を用いて検証する手段と、
　検証結果が正しい場合には、保証書に格納されたアプリケーションプログラム検証機構
の署名を、アプリケーションプログラム管理機構の署名を用いて検証し、検証結果が正し
ければ、アプリケーションプログラムを記憶手段にインストールする手段を含む。
【００２３】
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４ 、ア
プリケーショングプログラム作成者装置２００、管理装置１００及び被インストール装置
３００からなる

管理装置１００は、
アプリケーションプログラム作成者装置から該アプリケーションプログラム作成者装置

２００が固有に有する秘密鍵を用いて生成された署名が付与されたアプリケーションプロ
グラムを受け取る受取手段１１１と、

アプリケーションプログラムを検証し、検証結果が正しければ、アプリケーションプロ
グラム作成者の署名に対して、秘密鍵を用いて保証書を生成し、該アプリケーションプロ
グラムと共に該アプリケーションプログラム作成者装置２００に返却する検証手段１０５
と、を有するアプリケーションプログラム検証機構１１０と、

ためのアプリケーション管理データベース１２４
アプリケーションプログラム作成者装置２００から、アプリケーションプログラム、該

アプリケーションプログラム作成者の署名及び、保証書を受け取るプログラム・保証書受
取手段１２１と、

アプリケーションプログラム、該アプリケーションプログラム作成者の署名及び、保証
書の組に対して秘密鍵を用いて署名する署名付与手段１２２と、

アプリケーションプログラム、アプリケーションプログラムの作成者の署名及び、保証
書及び当該機構の署名の組をアプリケーション管理データベース１２４に格納する格納手
段１２３と、

アプリケーショ
ン管理データベース１２４に

アプリケーションプログラム提供手段１２６と、を
有するアプリケーションプログラム管理機構１２０と、
を有し、

被インストール装置３００は

し、ダウンロードの要求を発行する
アプリケーションプログラム管理機構１２０からダ

記憶手段
と、を

５



　本発明（請求項 ）は、作成されたアプリケーションプログラムを管理するためのアプ
リケーションプログラム管理システムにおいて、該アプリケーションプログラムを一元管
理するための
　
　

　

　

　

　

　
アプリケーションプ

ログラムの中から要求に対応するアプリケーションプログラムを、該アプリケーションプ
ログラムに付与されている保証書と共に、 ダウンロードする

。
【００２５】
　本発明（請求項 ）は、

　
　 アプリケーションプログラム管理機
構に対して所望のアプリケーションプログラムを選択
アプリケーションプログラム選択 と、
　アプリケーションプログラム管理機構から

　

。
【００２７】
上記のように、本発明では、アプリケーションプログラムの動作を保証するためのアプリ
ケーションプログラム検証機構と、動作保証されたアプリケーションプログラムを管理す
るためのアプリケーションプログラム管理機構を導入することにより、アプリケーション
プログラム管理機構に蓄えられるアプリケーションプログラムは、その動作及び製造元を
保証されているので、末端利用者が自ら動作検証等を行う必要がなくなる。
【００２８】
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６

プログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
コンピュータに、
アプリケーションプログラム作成者装置から、該アプリケーションプログラム作成者が

固有に有する秘密鍵を用いて生成した署名が付与されたアプリケーションプログラムを受
け取るステップと、

アプリケーションプログラムを検証し、検証結果が正しければ、アプリケーションプロ
グラム作成者の署名に対して、秘密鍵を用いて保証書を生成し、該アプリケーションプロ
グラムと共に該アプリケーションプログラム作成者装置に返却するステップと、
を行うアプリケーションプログラム検証ステップと、

アプリケーションプログラム作成者装置から、アプリケーションプログラム、アプリケ
ーションプログラム作成者の署名及び、保証書を受け取るステップと、

アプリケーションプログラム、アプリケーションプログラム作成者の署名及び、保証書
の組に対して秘密鍵を用いて署名するステップと、

アプリケーションプログラム、アプリケーションプログラム作成者の署名及び、保証書
及び当該自装置における署名の組を、アプリケーション管理データベースに格納するステ
ップと、

被インストール装置から所望のアプリケーションが選択され、ダウンロードの要求が発
行された際に、アプリケーション管理データベースで格納されている

該被インストール装置に ステ
ップと、を行うアプリケーションプログラム管理ステップと、
を実行させるアプリケーションプログラム管理プログラムを格納したコンピュータ読み取
り可能な記録媒体である

７ 作成されたアプリケーションプログラムを管理するためのアプ
リケーションプログラム管理システムにおいて、一元管理されたアプリケーションプログ
ラムをインストールするためのプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒
体であって、

コンピュータに、
検証されたアプリケーションプログラムを管理する

し、ダウンロードの要求を発行する
ステップ

ダウンロードされたアプリケーションプログ
ラムの該アプリケーションプログラム管理機構の署名を、該アプリケーションプログラム
管理機構の公開鍵を用いて検証するステップと、

検証結果が正しい場合には、アプリケーションプログラムに付与されている保証書に格
納されたアプリケーションプログラム検証機構の署名を、アプリケーションプログラム管
理機構の署名を用いて検証し、検証結果が正しければ、アプリケーションプログラムを記
憶手段にインストールするステップと、
を実行させるアプリケーションプログラム管理プログラムを格納したコンピュータ読み取
り可能な記録媒体である



【発明の実施の形態】
以下の説明において、アプリケーションプログラム（以下、ＡＰと記す）は、ＩＣ／カー
ド用ＡＰ、利用者端末用ＡＰ、ホスト用ＡＰ、サーバ用ＡＰ、クライアント用ＡＰ等のプ
ログラムを抽象化した用語である。
【００２９】
図３は、本発明のＡＰ管理システムの構成を示す。
【００３０】
同図に示すシステムは、管理装置１００、ＡＰ作成者装置２００、利用者装置３００から
構成される。
【００３１】
管理装置１００は、ＡＰ作成者装置２００、利用者装置３００とは独立に設けられた装置
であり、ＡＰ検証機構１１０とＡＰ管理機構１２０から構成される。これらの構成につい
ては、後述する。
【００３２】
ＡＰ作成装置２００は、管理装置のＡＰ検証機構１１０にＡＰの検証を依頼する検証依頼
部２１０と、検証され、検証結果として、その正当性が保証されたプログラムの登録をＡ
Ｐ管理機構１２０に対して依頼する登録部２２０から構成される。当該ＡＰ作成者装置２
００は、ＡＰ作成者毎に有するものとし、同図では、説明の簡単化のため、１つのＡＰ作
成者装置２００のみを示しているが実際には、複数台が存在するものとする。
【００３３】
利用者装置３００は、管理装置１００のＡＰ管理機構１２０にダウンロードしたいＡＰを
選択して通知する選択部３１０と、ＡＰ管理機構１２０から、選択部３１０で選択したＡ
Ｐがダウンロードされるダウンロード部３２０、ダウンロード部３２０においてダウンロ
ードされたＡＰをインストールするインストール部３３０から構成される。また、同図で
は、説明の簡単化のため、１つの利用者装置３００のみを示してるが、利用者毎に有する
ものとし、実際には複数台が存在するものとする。
【００３４】
次に、管理装置１００のＡＰ検証機構１１０の構成について説明する。
【００３５】
図４は、本発明のＡＰ検証機構の構成を示す。
【００３６】
ＡＰ検証機構１１０は、ＡＰ・署名受取部り部１１１、動作検証部１１２、保証書発行部
１１３、及びＡＰ・署名・保証書返却部１１４から構成される。
【００３７】
次に、ＡＰ検証機構１１０におけるＡＰの検証動作について説明する。
【００３８】
以下の説明において、ＡＰ検証機構１１０の保証書発行部１１３は、保証書を発行するた
めの秘密鍵１１５を有し、ＡＰ作成者装置２００についてもそれぞれ秘密鍵３１０～３１
３を有するものとする。
【００３９】
ＡＰ・署名受取部１１１は、作成者装置２００の検証依頼部２１０からの検証依頼情報（
ＡＰ、作成者署名）を受け取る。
【００４０】
動作検証部１１２は、ＡＰ・署名受取部１１１で取得したＡＰについて動作を検証する。
【００４１】
保証書発行部１１３は、動作検証部１１２において検証された動作に問題がなければ、保
証書を発行する。このとき、保証書は、ＡＰ及びＡＰ作成者署名に対して、ＡＰ検証機構
１１０が固有に保持する秘密鍵１１５を用いて付与する署名・動作環境・動作保証期間等
のデータが含まれるものとする。
【００４２】
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ＡＰ・署名・保証書返却部１１４は、ＡＰ、署名及び、保証書発行部１１３で発行された
保証書をＡＰ作成者装置２００に返却する。
【００４３】
次に、管理装置１００のＡＰ管理機構１２０の構成について説明する。
【００４４】
図５は、本発明のＡＰ管理機構の構成を示す。
【００４５】
同図に示すＡＰ管理機構１２０は、ＡＰ・署名・保証書受取部１２１、署名付与部１２２
、ＤＢ格納部１２３、ＡＰＤＢ１２４から構成される。
【００４６】
ＡＰ・署名・保証書受取部１２１は、ＡＰ作成者装置２００の登録部２２０から送られて
くるＡＰ、作成者署名、保証書を受け取る。
【００４７】
署名付与部１２２は、ＡＰ・署名・保証書受取部１２１で受け取ったＡＰとＡＰ作成者署
名と保証書に対して、ＡＰ管理機構１２０で有する秘密鍵１２５を用いて署名する。
【００４８】
ＤＢ格納部１２３は、ＡＰ及びＡＰ作成者署名及び保証書及びＡＰ管理機構署名をアプリ
ケーション管理ＤＢ１２３に格納する。
【００４９】
次に、上記の構成における動作を説明する。
【００５０】
ステップ１０１）　ＡＰ作成者装置２００の検証依頼部２１０からＡＰと署名を検証依頼
情報として管理装置１００のＡＰ検証機構１１０に送る。
【００５１】
ステップ１０２）　管理装置１００のＡＰ検証機構１１０の動作検証部１１２では、取得
した検証依頼情報に基づいて、ＡＰを検証する。
【００５２】
ステップ１０３）　動作検証部１１２において、検証結果が正しければ、秘密鍵１１５を
用いて保証書を発行する。
【００５３】
ステップ１０４）　ＡＰ・署名・保証書返却部１１４は、検証したＡＰ、署名・保証書を
ＡＰ作成者装置２００に返却する。
【００５４】
ステップ１０５）　ＡＰ作成者装置２００の登録部２２０において、管理装置１００のＡ
Ｐ管理機構１２０に対して、ＡＰ、署名、及び保証書を管理依頼情報として送る。
【００５５】
ステップ１０６）　ＡＰ管理機構１２０の署名付与部１２２では、当該情報に対して秘密
鍵１２５を用いてＡＰ管理機構署名を付与する。
【００５６】
ステップ１０７）　ステップ１２１で受け取ったＡＰ、作成者署名、保証書、及びステッ
プ１０６で生成されたＡＰ管理機構署名をアプリケーション管理ＤＢ１２４に格納する。
【００５７】
ステップ１０８）　次に、利用者装置３００の選択部３１０からＡＰの選択要求が発行さ
れる。
【００５８】
ステップ１０９）　管理装置１００のＡＰ管理機構１２０は、利用者装置３００からの要
求に基づいて、選択されたＡＰをアプリケーション管理ＤＢ１２４から検索し、ＡＰ，Ａ
Ｐ作成者署名、保証書、及びＡＰ管理機構署名を利用者装置３００のダウンロード部３２
０にダウンロードする。
【００５９】
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ステップ１１０）　利用者装置３００のインストール部３３０は、ダウンロードされたＡ
Ｐを装置内の記憶手段にインストールする。このときの処理は、以下の通りである。
【００６０】
・　ダウンロードされたＡＰ管理機構署名を、ＡＰ管理機構１２０の公開鍵を用いて検証
する。
【００６１】
・　保証書に格納されたＡＰ検証機構１１０の署名の検証結果が正しかった場合には、ダ
ウンロードされたＡＰ作成者署名を、ＡＰ作成者の公開鍵を用いて検証する。
【００６２】
・　ＡＰ作成者署名の検証結果が正しかった場合には、ダウンロードされたＡＰを、利用
者端末３００内の二次記憶装置内、あるいは、ＩＣカード内にインストールする。
【００６３】
【実施例】
以下、図面と共に本発明の実施例を説明する。
【００６４】
まず、実施例では、種々のＡＰの種類に応じたインストールについて説明する。
【００６５】
（１）ＡＰの種類がＩＣカード用ＡＰである場合：
前述のステップ１１０において、インストールされるＡＰがＩＣカード用ＡＰの場合には
、インストールされる記憶媒体は、ＩＣカード内となる。
【００６６】
（２）ＡＰの種類が利用者端末用のＡＰである場合：
前述のステップ１１０において、インストールされるＡＰが利用者端末用ＡＰの場合には
、インストールされる記憶媒体は、利用者端末の二次記憶装置内となる。
【００６７】
（３）ＡＰの種類がホスト用ＡＰである場合：
前述のステップ１１０において、インストールされるＡＰがホスト用ＡＰの場合には、イ
ンストールされる記憶媒体は、ホストの二次記憶装置内となる。
【００６８】
（４）ＡＰの種類がサーバ用ＡＰである場合：
前述のステップ１１０において、インストールされるＡＰがホスト用ＡＰの場合には、イ
ンストールされる記憶媒体は、サーバの二次記憶装置内となる。
【００６９】
（５）ＡＰの種類がクライアント用ＡＰである場合：
前述のステップ１１０において、インストールされるＡＰがクライアント用ＡＰの場合に
は、インストールされる記憶媒体は、クライアントの二次記憶装置内となる。
【００７０】
また、図３の構成において、利用者端末３００と管理装置１００とをネットワークを介し
て接続し、当該ネットワークを介して管理装置１００からダウンロードされたＡＰをイン
ストールすることも可能である。
【００７１】
また、図３の利用者端末３００の代わりに、ＩＣカード端末をネットワークを介して管理
装置１００と接続し、当該ネットワークを介して管理装置１００からダウンロードされた
ＩＣカード用ＡＰをインストールすることも可能である。
【００７２】
また、図３の利用者端末３００の代わりに、ホストをネットワークを介して管理装置１０
０と接続し、当該ネットワークを介して管理装置１００からダウンロードされたホスト用
ＡＰをインストールすることも可能である。
【００７３】
また、図３の利用者端末３００の代わりに、サーバをネットワークを介して管理装置１０
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０と接続し、当該ネットワークを介して管理装置１００からダウンロードされたサーバ用
ＡＰをインストールすることも可能である。
【００７４】
さらに、図３の利用者端末３００の代わりに、クライアントをネットワークを介して管理
装置１００と接続し、当該ネットワークを介して管理装置１００からダウンロードされた
クライアント用ＡＰをインストールすることも可能である。
また、図３に示す管理装置１００のＡＰ検証機構１１０については、図４に示す各構成要
素を、ＡＰ管理機構１２０については、図５に示す各構成要素をプログラムとして構築し
、管理装置１００として利用されるコンピュータに接続されるディスク装置や、フロッピ
ーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬記憶媒体に格納しておき、本発明を実施する際にイン
ストールすることにより、容易に本発明を実現できる。
【００７５】
また、本発明は、記憶媒体を読み取るための読み取り装置と、記憶媒体から読み取ったプ
ログラムや各ＡＰファイルを格納し、それを自由に読み出し可能なメモリ装置と、各種の
操作を行う際に必要なデータを保持するためのバッファやそれに準ずる装置と、その処理
の過程で必要な情報等を表示するためのディスプレイ等の出力装置と、ＡＰの検索条件等
の必要な指示を与えるためのキーボードやマウス等の入力装置とを備え、それらのメモリ
装置、バッファ、出力装置及び入力装置等を上記プログラムによって予め定められた手順
に基づいて、制御するコンピュータや、それに準ずる装置により、図３～図６に示した各
構成要素、各処理の手順乃至、アルゴリズムを適宜実行することが可能である。また、そ
の手順乃至アルゴリズムをコンピュータ等に実行させるためのプログラムを上記の読み取
り装置が読み取り可能な記憶媒体、例えば、フロッピーディスクやメモリカード、ＭＯ，
ＣＤ，ＤＶＤ等に記録して配布することが可能である。
【００７６】
なお、本発明は、上記の実施例に限定されることなく、特許請求の範囲内において、種々
変更・応用が可能である。
【００７７】
【発明の効果】
上述のように、本発明によれば、末端利用者にとっては、ＡＰの動作検証作業から開放さ
れる。また、ＡＰの開発者にとっては、末端利用者へＡＰが配布されるまでの間に、ＡＰ
が不正に改ざんされる危険性がなくなり、開発したＡＰの普及が促進される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理を説明するための図である。
【図２】本発明の原理構成図である。
【図３】本発明のアプリケーションプログラム管理システムの構成図である。
【図４】本発明のアプリケーションプログラム検証機構の構成図である。
【図５】本発明のアプリケーションプログラム管理機構の構成図である。
【図６】本発明のアプリケーションプログラム管理処理のシーケンスチャートである。
【図７】従来のアプリケーションプログラム管理方法の動作のフローチャートである。
【符号の説明】
１００　 理装置

　
１１０　アプリケーションプログラム検証機構
１１１　受取手段、アプリケーションプログラム・署名・受取部
１１２　動作検証部
１１３　保証書発行部
１１４　アプリケーションプログラム・署名・保証書返却部
１１５　秘密鍵
１２０　アプリケーションプログラム管理機構
１２１　 アプリケーションプログラム・署名・保証書受取
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１０５ 検証手段

プログラム・保証書受取手段、



部
１２２　 署名付与部
１２３　 ＤＢ格納部
１２４　アプリケーション管理ＤＢ
１２５　秘密鍵

　
２００　作成者装置
２１０　 証依頼部
２２０　登録部
３００　被インストール装置、利用者装置
３１０　アプリケーションプログラム選択手段、選択部
３２０　 ウンロード部
３３０　インストール手段、インストール部
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署名付与手段、
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１２６ アプリケーションプログラム提供手段
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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