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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アーキテクチャ中立言語で書かれたプログラムが所定のプログラム完全性基準を満足す
ることを前記プログラムが所定の完全性基準に準拠するか否かを決定することによって検
証するプログラム完全性検証手段と、
　前記プログラム内に含まれるプログラムの発信パーティーのディジタル署名を検証する
ディジタル署名検証手段と、
　信頼されないオブジェクトクラスを格納する信頼されないオブジェクトクラスストレー
ジ手段と、
　信頼されたオブジェクトクラスを格納する信頼されたオブジェクトクラスストレージ手
段と、
を備え、
　前記オブジェクトクラスは各々少なくとも１つのプログラムを含み、前記各プログラム
は（Ａ）アーキテクチャ中立言語で書かれたアーキテクチャ中立プログラム、及び（Ｂ）
完全性検証手段ではその完全性を検証できないアーキテクチャ特定言語で書かれたアーキ
テクチャ特定プログラムからなる群から選択されたプログラムからなり、
　アーキテクチャ特定プログラム実行手段と、
　アーキテクチャ中立プログラム実行手段と、
　ユーザアドレス空間と、
　前記オブジェクトクラスの指定された１つの内の何れかのプログラムの実行が要求され
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た時に、前記オブジェクトクラスの前記指定された１つを実行のために前記ユーザアドレ
ス空間内にロードするクラスローダと、
を更に備え、
　前記クラスローダは、前記要求されたオブジェクトクラス内の各アーキテクチャ特定プ
ログラムがディジタル署名を含み該ディジタル署名が前記ディジタル署名検証手段によっ
て成功裏に検証された場合を除いて、前記信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段
内のオブジェクトクラス以外の、少なくとも１つのアーキテクチャ特定プログラムを含む
要求されたオブジェクトクラスのローディングをもそのクラスのローディング手順を打ち
切ることによって阻止するプログラムセキュリティロジックを含んでいる
ことを特徴とするコンピュータ。
【請求項２】
　前記クラスローダは、前記要求されたオブジェクトクラスが前記信頼されたオブジェク
トクラスストレージ手段内に格納されておらず且つ少なくとも１つのアーキテクチャ中立
プログラムを含む場合に、前記要求されたオブジェクトクラス内の各アーキテクチャ中立
プログラムの完全性を検証する前記プログラム完全性検証手段を呼出すための検証手段ロ
ジックを含み、
　前記プログラムセキュリティロジックは更に、前記要求されたオブジェクトクラスが前
記プログラム完全性検証手段によってその完全性を検証されていない少なくとも１つのア
ーキテクチャ中立プログラムを含む場合は前記信頼されたオブジェクトクラスストレージ
手段内のオブジェクトクラス以外の要求されたオブジェクトクラスのローディングをもそ
のクラスのローディング手順を打ち切ることによって阻止する
請求項１に記載のコンピュータ。
【請求項３】
　前記クラスローダは、さらに、前記要求されたプログラムがアーキテクチャ中立プログ
ラムであり、前記要求されたオブジェクトクラスのローディングが前記プログラムセキュ
リティロジックによって阻止されなかったときに、前記要求されたプログラムの前記アー
キテクチャ中立プログラム実行手段による実行を可能にし、
　前記要求されたプログラムがアーキテクチャ特定プログラムであり、前記要求されたオ
ブジェクトクラスのローディングが前記プログラムセキュリティロジックによって阻止さ
れなかったときに、前記要求されたプログラムの前記アーキテクチャ特定プログラム実行
手段による実行を可能にする請求項２に記載のコンピュータ。
【請求項４】
　前記アーキテクチャ特定プログラムの１つに対応する前記各ディジタル署名は署名パー
ティー識別子及び暗号化されたメッセージを含み、前記暗号化されたメッセージはメッセ
ージダイジェスト機能を使用して生成された前記アーキテクチャ特定プログラムのメッセ
ージダイジェストを含み、前記暗号化されたメッセージは前記識別された署名パーティー
に対応する私用暗号化キーを使用して暗号化されており、
　前記ディジタル署名検証手段は、前記署名パーティー識別子によって識別された前記署
名パーティーに対応する公開キーを入手して指定されたディジタル署名を処理し、前記公
開キーを用いて前記ディジタル署名の暗号化されたメッセージを暗号解除して暗号解除さ
れたメッセージダイジェストを生成し、前記ディジタル署名に対応する前記アーキテクチ
ャ特定プログラムに対して前記メッセージダイジェスト機能を実行することによって試験
メッセージダイジェストを生成し、前記試験メッセージダイジェストと前記暗号解除され
たメッセージダイジェストとを比較し、そしてもし前記暗号解除されたメッセージダイジ
ェストと前記試験メッセージダイジェストとが一致しなければ不合格信号を発行するロジ
ックを含んでいる
請求項１に記載のコンピュータ。
【請求項５】
　前記アーキテクチャ特定プログラムの１つに対応する前記各ディジタル署名は、署名パ
ーティー識別子及び暗号化されたメッセージを含み、前記暗号化されたメッセージは所定



(3) JP 4112033 B2 2008.7.2

10

20

30

40

50

の手続きによって生成されたメッセージを含み、前記暗号化されたメッセージは前記識別
された署名パーティーに対応する私用暗号化キーを使用して暗号化されており、
　前記ディジタル署名検証手段は、前記署名パーティー識別子によって識別された前記署
名パーティーに対応する公開キーを入手して指定されたディジタル署名を処理し、前記公
開キーを用いて前記ディジタル署名の暗号化されたメッセージを暗号解除して暗号解除さ
れたメッセージを生成し、前記ディジタル署名に対応する前記アーキテクチャ特定プログ
ラムに対して前記所定の手続きを実行することによって試験メッセージを生成し、前記試
験メッセージと前記暗号解除されたメッセージとを比較し、そしてもし前記暗号解除され
たメッセージと前記試験メッセージとが一致しなければ不合格信号を発行するロジックを
含んでいる
請求項１に記載のコンピュータ。
【請求項６】
　前記要求されたオブジェクトクラス内の各アーキテクチャ特定プログラムが２つのディ
ジタル署名を含み該ディジタル署名が共に前記ディジタル署名検証手段によって成功裏に
検証された場合を除いて、前記プログラムセキュリティロジックは、前記信頼されたオブ
ジェクトクラスストレージ手段内のオブジェクトクラス以外の、少なくとも１つのアーキ
テクチャ特定プログラムを含む要求されたオブジェクトクラスのローディングをもそのク
ラスのローディング手順を打ち切ることによって阻止し、
　前記アーキテクチャ特定プログラムの１つに対応する前記各ディジタル署名は署名パー
ティー識別子及び暗号化されたメッセージを含み、前記暗号化されたメッセージは所定の
手順によって生成されたメッセージを含み、前記暗号化されたメッセージは前記識別され
た署名パーティーに対応する私用暗号化キーを使用して暗号化されており、
　前記ディジタル署名検証手段は、前記署名パーティー識別子によって識別された前記署
名パーティーに対応する公開キーを入手して指定されたディジタル署名を処理し、前記公
開キーを用いて前記ディジタル署名の暗号化されたメッセージを暗号解除して暗号解除さ
れたメッセージダイジェストを生成し、前記ディジタル署名に対応する前記アーキテクチ
ャ特定プログラムに対して前記所定の手順を実行することによって試験メッセージダイジ
ェストを生成し、前記試験メッセージダイジェストと前記暗号解除されたメッセージダイ
ジェストとを比較し、そしてもし前記暗号解除されたメッセージダイジェストと前記試験
メッセージダイジェストとが一致しなければ不合格信号を発行するロジックを含み、
　前記プログラムセキュリティロジックは、前記要求されたオブジェクトクラス内の各ア
ーキテクチャ特定プログラムが、前記署名パーティが信頼されたパーティーの第１の群の
メンバーであるとする第１のディジタル署名及び前記署名パーティーが信頼されたパーテ
ィーの第２の群のメンバーであるとする第２のディジタル署名を含む場合を除いて、前記
信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内のオブジェクトクラス以外の要求された
オブジェクトクラスのローディングをそのクラスのローディング手順を打ち切ることによ
って阻止する
請求項１に記載のコンピュータ。
【請求項７】
　前記プログラムセキュリティロジックは、前記要求されたオブジェクトクラス内の各ア
ーキテクチャ特定プログラムが対応するアーキテクチャ中立プログラムに関するメッセー
ジダイジェストを含んでいて前記プログラムセキュリティロジックが前記対応するアーキ
テクチャ中立プログラムに対して所定のメッセージダイジェスト手順を遂行することによ
って生成した試験メッセージダイジェストと前記メッセージダイジェストとが一致する場
合を除いて、前記信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内のオブジェクトクラス
以外の要求されたオブジェクトクラスのローディングをそのクラスのローディング手順を
打ち切ることによって阻止する
請求項１に記載のコンピュータ。
【請求項８】
　ＣＰＵを含むコンピュータシステムを動作させる方法であって、
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　前記ＣＰＵによって、信頼されないオブジェクトクラスを信頼されないオブジェクトク
ラスストレージ手段内に格納する段階と、
　前記ＣＰＵによって、信頼されたオブジェクトクラスを信頼されたオブジェクトクラス
ストレージ手段内に格納する段階と、
を備え、
　前記オブジェクトクラスは各々少なくとも１つのプログラムを含み、前記各プログラム
は（Ａ）アーキテクチャ中立言語で書かれたアーキテクチャ中立プログラム、及び（Ｂ）
アーキテクチャ特定言語で書かれたアーキテクチャ特定プログラムからなる群から選択さ
れたプログラムからなり、
　前記１つのオブジェクトクラス内の何れかのプログラムの実行が要求された時に、前記
要求されたオブジェクトクラス内の各アーキテクチャ特定プログラムがディジタル署名を
含み該ディジタル署名が前記ディジタル署名検証手段によって成功裏に検証されない限り
、前記信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内のオブジェクトクラス以外の、少
なくとも１つのアーキテクチャ特定プログラムを含む要求されたオブジェクトクラスのロ
ーディングをそのクラスのローディング手順を打ち切ることによって阻止することを含む
、プログラムセキュリティロジックによって前記要求されたオブジェクトクラスのローデ
ィングが阻止されている場合を除いて、前記要求されたオブジェクトクラスを実行のため
にユーザアドレス空間内へ前記ＣＰＵがロードする、
ことを特徴とするコンピュータシステムを動作させる方法。
【請求項９】
　前記オブジェクトクラスローディング段階は、（Ａ）前記要求されたオブジェクトクラ
スが前記信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内に格納されておらず、且つ少な
くとも１つのアーキテクチャ中立プログラムを含む場合に前記要求されたオブジェクトク
ラス内の各アーキテクチャ中立プログラムの完全性を前記ＣＰＵが検証する段階、及び（
Ｂ）前記要求されたオブジェクトクラスがその完全性を検証されない少なくとも１つのア
ーキテクチャ中立プログラムを含む場合は、前記要求されたオブジェクトクラスが前記信
頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内にある場合を除いて前記要求されたオブジ
ェクトクラスのローディングをそのクラスのローディング手順を打ち切ることによって前
記ＣＰＵが阻止する段階を含む請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記オブジェクトクラスローディング段階は、前記要求されたプログラムがアーキテク
チャ中立プログラムであり、前記要求されたオブジェクトクラスのローディングが前記プ
ログラムセキュリティロジックによって阻止されなかったときに、前記要求されたプログ
ラムの前記アーキテクチャ中立プログラム実行手段による実行を前記ＣＰＵが可能にする
段階、
　前記要求されたプログラムがアーキテクチャ特定プログラムであり、前記要求されたオ
ブジェクトクラスのローディングが前記プログラムセキュリティロジックによって阻止さ
れなかったときに、前記要求されたプログラムの前記アーキテクチャ特定プログラム実行
手段による実行を前記ＣＰＵが可能にする段階を含む請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記アーキテクチャ特定プログラムの１つに対応する前記各ディジタル署名は署名パー
ティー識別子及び暗号化されたメッセージを含み、前記前記暗号化されたメッセージはメ
ッセージダイジェスト機能を使用して生成された前記アーキテクチャ特定プログラムのメ
ッセージダイジェストを含み、前記暗号化されたメッセージは前記識別された署名パーテ
ィーに対応する私用暗号化キーを使用して暗号化されており、
　前記オブジェクトクラスローディング段階は、前記署名パーティー識別子によって識別
された前記署名パーティーに対応する公開キーを入手して指定されたディジタル署名を前
記ＣＰＵが処理し、前記公開キーを用いて前記ディジタル署名の暗号化されたメッセージ
を前記ＣＰＵが暗号解除して暗号解除されたメッセージダイジェストを生成し、前記ディ
ジタル署名に対応する前記アーキテクチャ特定プログラムに対して前記メッセージダイジ
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ェスト機能を実行することによって試験メッセージダイジェストを前記ＣＰＵが生成し、
前記試験メッセージダイジェストと前記暗号解除されたメッセージダイジェストとを前記
ＣＰＵが比較し、そしてもし前記暗号解除されたメッセージダイジェストと前記試験メッ
セージダイジェストとが一致しなければ不合格信号を前記ＣＰＵが発行することを含んで
いる
請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記アーキテクチャ特定プログラムの１つに対応する前記各ディジタル署名は署名パー
ティー識別子及び暗号化されたメッセージを含み、前記前記暗号化されたメッセージは所
定の手続きによって生成されたメッセージを含み、前記暗号化されたメッセージは前記識
別された署名パーティーに対応する私用暗号化キーを使用して暗号化されており、
　前記オブジェクトクラスローディング段階は、前記署名パーティー識別子によって識別
された前記署名パーティーに対応する公開キーを入手して指定されたディジタル署名を前
記ＣＰＵが処理し、前記公開キーを用いて前記ディジタル署名の暗号化されたメッセージ
を暗号解除して暗号解除されたメッセージを前記ＣＰＵが生成し、前記ディジタル署名に
対応する前記アーキテクチャ特定プログラムに対して前記所定の手続きを実行することに
よって試験メッセージを前記ＣＰＵが生成し、前記試験メッセージと前記暗号解除された
メッセージとを前記ＣＰＵが比較し、そしてもし前記暗号解除されたメッセージと前記試
験メッセージとが一致しなければ不合格信号を前記ＣＰＵが発行することを含んでいる
請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記オブジェクトクラスローディング段階は、前記要求されたオブジェクトクラス内の
各アーキテクチャ特定プログラムが２つのディジタル署名を含み該ディジタル署名が共に
前記ディジタル署名検証手段によって成功裏に検証された場合を除いて、前記信頼された
オブジェクトクラスストレージ手段内のオブジェクトクラス以外の、少なくとも１つのア
ーキテクチャ特定プログラムを含む要求されたオブジェクトクラスのローディングをもそ
のクラスのローディング手順を打ち切ることによって前記ＣＰＵが阻止する段階を含み、
　前記アーキテクチャ特定プログラムの１つに対応する前記各ディジタル署名は署名パー
ティー識別子及び暗号化されたメッセージを含み、前記暗号化されたメッセージは所定の
手順によって生成されたメッセージを含み、前記暗号化されたメッセージは前記識別され
た署名パーティーに対応する私用暗号化キーを使用して暗号化されており、
　前記オブジェクトクラスローディング段階は、前記署名パーティー識別子によって識別
された前記署名パーティーに対応する公開キーを入手して指定されたディジタル署名を前
記ＣＰＵが処理し、前記公開キーを用いて前記ディジタル署名の暗号化されたメッセージ
を前記ＣＰＵが暗号解除して暗号解除されたメッセージダイジェストを生成し、前記ディ
ジタル署名に対応する前記アーキテクチャ特定プログラムに対して前記所定の手順を実行
することによって試験メッセージダイジェストを前記ＣＰＵが生成し、前記試験メッセー
ジダイジェストと前記暗号解除されたメッセージダイジェストとを前記ＣＰＵが比較し、
そしてもし前記暗号解除されたメッセージダイジェストと前記試験メッセージダイジェス
トとが一致しなければ不合格信号を前記ＣＰＵが発行する段階を含み、
　前記オブジェクトクラスローディング段階は更に、前記要求されたオブジェクトクラス
内の各アーキテクチャ特定プログラムが、前記署名パーティが信頼されたパーティーの第
１の群のメンバーであるとする第１のディジタル署名及び前記署名パーティーが信頼され
たパーティーの第２の群のメンバーであるとする第２のディジタル署名を含む場合を除い
て、前記信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内のオブジェクトクラス以外の要
求されたオブジェクトクラスのローディングをそのクラスのローディング手順を打ち切る
ことによって前記ＣＰＵが阻止する段階を含んでいる、
請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記オブジェクトクラスローディング段階は、前記要求されたオブジェクトクラス内の
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各アーキテクチャ特定プログラムが対応するアーキテクチャ中立プログラムのメッセージ
ダイジェストを含み該メッセージダイジェストと前記対応するアーキテクチャ中立プログ
ラムに対してプログラムセキュリティロジックが所定のメッセージダイジェスト手順を遂
行することによって生成した試験メッセージダイジェストとが一致する場合を除いて、前
記信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内のオブジェクトクラス以外の前記要求
されたオブジェクトクラスのローディングをそのクラスのローディング手順を打ち切るこ
とによって前記ＣＰＵが阻止する段階を含む、
請求項８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の技術分野】
本発明は、一般的には分布コンピュータシステムに関し、詳しく述べれば、その完全性が
検証可能であるプログラムのためのプログラムインタプリタが、信頼されたソースからの
検証不能プログラムは使用し、それ以外の検証不能プログラムの実行は拒絶する機能を含
むようなシステム及び方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
本明細書においては「アーキテクチャ」とは、コンピュータモデルのファミリーの動作特
性と定義する。明確なアーキテクチャの例は、マッキントッシュコンピュータ、ＤＯＳま
たはウィンドウズオペレーティングシステムを使用するＩＢＭ　ＰＣコンパチブルコンピ
ュータ、ソラリスオペレーティングシステムを走らせるＳＵＮマイクロシステムズコンピ
ュータ、及びユニックスオペレーティングシステムを使用するコンピュータシステムであ
る。
本明細書においては「アーキテクチャ中立（または不問：neutral ）」とは、多くの異な
るコンピュータアーキテクチャを使用する種々のコンピュータプラットフォーム上で実行
される Java （ Sun Microsystems, Inc. の商標）言語で書かれたプログラムのような、
若干のプログラムの能力と定義する。
【０００３】
本明細書においては「アーキテクチャ特定」とは、若干のプログラムを、単一のコンピュ
ータアーキテクチャを使用するコンピュータプラットフォーム上だけで実行させる要求で
あると定義する。例えば、80486 アセンブラ言語で書かれたオブジェクト（または目的）
コードプログラムはＩＢＭ　ＰＣコンパチブルコンピュータアーキテクチャを使用するコ
ンピュータ上で（並びにＩＢＭ　ＰＣコンパチブルコンピュータエミュレータを含む他の
コンピュータ内で）のみ実行することができる。
アーキテクチャ中立プログラム（ＡＮプログラム）の重要な特色は、アーキテクチャ中立
言語（ＡＮ言語）で書かれたプログラムから独立したアーキテクチャを含むことである。
例えば Java バイトコードプログラムは、 Java バイトコードインタプリタを有するコン
ピュータプラットフォーム上で実行することができる。 Java バイトコードプログラムの
別の重要な特色は、 Java バイトコード検証手段による実行の前に、それらの完全性を直
接検証できることである。 Java バイトコード検証手段は、プログラムが所定の（または
、予め定められた）完全性基準に準拠するか否かを決定する。この基準は、オペランドス
タック、及びデータ型使用制限とを含む。このデータ型使用制限は、 Java バイトコード
プログラムが実行コンピュータのオペランドスタックのオーバフローまたはアンダフロー
を生じさせないようにし、また全てのプログラム命令が既知のデータ型のデータだけを使
用することを保証するものである。その結果、 Java バイトコードプログラムはオブジェ
クトポインタを作成することはできず、また一般に、ユーザがそれを使用する許可を明示
的に与えたもの以外のシステム資ソースにアクセスすることはできない。
【０００４】
不幸にも、ＡＮ言語内に実行可能なプログラムを分布させると、ＡＮプログラムはアーキ
テクチャ特定の特色を利用するよりも低効率で走るようになる。例えば、 Java バイトコ
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ードインタプリタによって実行される Java バイトコードプログラムは、典型的には対応
するアーキテクチャ特定言語（ＡＳ言語）でコンパイルされた等価アーキテクチャ特定プ
ログラム（ＡＳプログラム）より 2.5乃至５倍程度遅く走る。５倍の速度低下は、実際に
はＡＮプログラム実行手段（ executer ：即ち、インタプリタ）にとって異常に余裕があ
ると考えられるが、若干のユーザがＡＳ言語でコンパイルされた等価プログラムを使用す
る能力を要求するか、または強要する程十分に効率を低下させている。
ＡＮプログラムを等価ＡＳプログラムにコンパイルできるコンパイラを書くことはできる
。しかしながら、それらはエンドユーザにとって極めて高価である。更に、等価のコンパ
イルされたＡＳプログラムの完全性は、コンパイルされたＡＳプログラムコードからＡＮ
プログラム完全性検証手段によって直接検証することはできない。従って Java バイトコ
ードプログラムの場合には、等価ＡＳプログラム内にコンパイルされたＡＮプログラムを
使用すると、ＡＮ言語の最も価値ある特色の一つが潜在的に失われることになる。
【０００５】
しかしながら、完全性検証不能ＡＳプログラムによって遂行することはできるが、完全性
検証可能ＡＮプログラムによっては遂行できない若干の適正な（または正当な）タスクが
存在している。これらは、そのようにしなければオペランドスタック、及び完全性検証可
能なＡＮプログラムに賦課されるデータ型使用制限を侵害するタスクを含む。更に、これ
らのＡＳプログラムは、ＡＮプログラムよりも遙かに早く実行することができる。その結
果、完全性検証可能なＡＮプログラムを主として実行するだけではなく、完全性検証不能
なＡＳプログラムを実行する能力をも有するように設計されたコンピュータシステムが何
故望まれているのかという多くの理由が存在している。
第三者によるＡＮプログラムのコンパイル( compilation ) は可能であるが、これらのコ
ンパイルはその第三者を認証することを要求する。即ち、コンパイルされたＡＳプログラ
ム内の情報から、それが特定の信頼された第三者によってコンパイルされたことを検証で
きるようにしなければならない。より良くするには、そのコンパイルされたＡＳプログラ
ムが特定の信頼されたコンパイラによって生成されたことを認証できるようにもすべきで
ある。また、所定の完全性基準に対して、コンパイルされたＡＳプログラムの完全性を直
接検証することはできないから、コンパイルされたＡＳプログラムはそのＡＳプログラム
をコンパイルした対応ＡＮプログラム、及びＡＳプログラムをコンパイルするのに使用し
たＡＳ言語を識別する情報を検証可能な手法で含むべきである。
【０００６】
従って、本発明の目的は、対応するＡＮプログラムからコンパイルされたＡＳプログラム
のユーザが、誰がそのＡＮプログラムをコンパイルしたのかの識別と、対応するＡＮプロ
グラムのアイデンティティと、そのＡＳプログラムをコンパイルしたＡＳ言語とを認証す
ることができるようにしたＡＮプログラムコンパイラ及びコンパイル方法を提供すること
である。
本発明の別の目的は、完全性が検証できるＡＮプログラムは実行し、（信頼されているか
、または検証可能なソースとコンパイル情報とを有する）完全性が検証できないＡＳプロ
グラムを呼出すようにし、それによってソース、コンパイル情報、及び完全性の検証がで
きないＡＳプログラムが呼出されるのを防ぎながら、本質的に全ての適正なタスクを遂行
することを可能にするＡＮプログラム実行システム及び実行方法を提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の上記目的は、所定のプログラム完全性基準を満足するアーキテクチャ中立言語で
書かれたプログラムを検証するプログラム完全性検証手段と、プログラム内に含まれるプ
ログラムの発信パーティーのディジタル署名を検証するディジタル署名検証手段と、信頼
されないオブジェクトクラスを格納する信頼されないオブジェクトクラスストレージ手段
と、信頼されたオブジェクトクラスを格納する信頼されたオブジェクトクラスストレージ
手段と、を備え、オブジェクトクラスは各々少なくとも１つのプログラムを含み、各プロ
グラムは（Ａ）アーキテクチャ中立言語で書かれたアーキテクチャ中立プログラム、及び
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（Ｂ）完全性検証手段ではその完全性を検証できないアーキテクチャ特定言語で書かれた
アーキテクチャ特定プログラムからなる群から選択されたプログラムからなり、アーキテ
クチャ特定プログラム実行手段と、アーキテクチャ中立プログラム実行手段と、ユーザア
ドレス空間と、１つのオブジェクトクラス内の何れかのプログラムの実行が要求された時
に、オブジェクトクラスの指定された１つを実行のためにユーザアドレス空間内にロード
するクラスローダと、を更に備え、クラスローダは、要求されたオブジェクトクラス内の
各アーキテクチャ特定プログラムがディジタル署名を含み該ディジタル署名がディジタル
署名検証手段によって成功裏に検証された場合を除いて、信頼されたオブジェクトクラス
ストレージ手段内の少なくとも１つのアーキテクチャ特定プログラムを含むオブジェクト
クラス以外の如何なる要求されたオブジェクトクラスのローディングをも阻止するプログ
ラムセキュリティ論理を含んでいるコンピュータによって達成される。
【０００８】
本発明のコンピュータでは、クラスローダは、要求されたオブジェクトクラスが信頼され
たオブジェクトクラスストレージ手段内に格納されておらず且つ少なくとも１つのアーキ
テクチャ中立プログラムを含む場合に、要求されたオブジェクトクラス内の各アーキテク
チャ中立プログラムの完全性を検証するプログラム完全性検証手段を呼出すための検証手
段論理を含み、プログラムセキュリティ論理は更に、要求されたオブジェクトクラスがプ
ログラム完全性検証手段によってその完全性を検証されない少なくとも１つのアーキテク
チャ中立プログラムを含む場合は信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内のオブ
ジェクトクラス以外の如何なる要求されたオブジェクトクラスのローディングをも阻止す
るように構成してもよい。
【０００９】
本発明のコンピュータでは、アーキテクチャ特定プログラムの１つに関連する各ディジタ
ル署名は署名パーティー識別子及び暗号化されたメッセージを含み、暗号化されたメッセ
ージはメッセージダイジェスト機能を使用して生成されたアーキテクチャ特定プログラム
のメッセージダイジェストを含み、暗号化されたメッセージは識別された署名パーティー
に関連する私用暗号化キーを使用して暗号化されており、ディジタル署名検証手段は、署
名パーティー識別子によって識別された署名パーティーに関連する公開キーを入手して指
定されたディジタル署名を処理し、公開キーを用いてディジタル署名の暗号化されたメッ
セージを暗号解除して暗号解除されたメッセージダイジェストを生成し、ディジタル署名
に関連するアーキテクチャ特定プログラムに対してメッセージダイジェスト機能を実行す
ることによって試験メッセージダイジェストを生成し、試験メッセージダイジェストと暗
号解除されたメッセージダイジェストとを比較し、そしてもし暗号解除されたメッセージ
ダイジェストと試験メッセージダイジェストとが一致しなければ不合格信号を発行する論
理を含んで構成されてもよい。
【００１０】
本発明のコンピュータでは、要求されたオブジェクトクラス内の各アーキテクチャ特定プ
ログラムが２つのディジタル署名を含み該ディジタル署名が共にディジタル署名検証手段
によって成功裏に検証された場合を除いて、プログラムセキュリティ論理は信頼されたオ
ブジェクトクラスストレージ手段内の少なくとも１つのアーキテクチャ特定プログラムを
含むオブジェクトクラス以外の如何なる要求されたオブジェクトクラスのローディングを
も阻止し、アーキテクチャ特定プログラムの１つに関連する各ディジタル署名は署名パー
ティー識別子及び暗号化されたメッセージを含み、暗号化されたメッセージは所定の手順
によって生成されたメッセージを含み、暗号化されたメッセージは識別された署名パーテ
ィーに関連する私用暗号化キーを使用して暗号化されており、ディジタル署名検証手段は
、署名パーティー識別子によって識別された署名パーティーに関連する公開キーを入手し
て指定されたディジタル署名を処理し、公開キーを用いてディジタル署名の暗号化された
メッセージを暗号解除して暗号解除されたメッセージダイジェストを生成し、ディジタル
署名に関連するアーキテクチャ特定プログラムに対して所定の手順を実行することによっ
て試験メッセージダイジェストを生成し、試験メッセージダイジェストと暗号解除された
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メッセージダイジェストとを比較し、そしてもし暗号解除されたメッセージダイジェスト
と試験メッセージダイジェストとが一致しなければ不合格信号を発行する論理を含み、プ
ログラムセキュリティ論理は、要求されたオブジェクトクラス内の各アーキテクチャ特定
プログラムが、署名パーティが信頼されたパーティーの第１の群のメンバーであるとする
第１のディジタル署名及び署名パーティーが信頼されたパーティーの第２の群のメンバー
であるとする第２のディジタル署名を含む場合を除いて、信頼されたオブジェクトクラス
ストレージ手段内のオブジェクトクラス以外の要求されたオブジェクトクラスのローディ
ングを阻止するように構成してもよい。
【００１１】
本発明のコンピュータでは、プログラムセキュリティ論理は、要求されたオブジェクトク
ラス内の各アーキテクチャ特定プログラムが関連するアーキテクチャ中立プログラムに関
するメッセージダイジェストを含んでいてプログラムセキュリティ論理が関連するアーキ
テクチャ中立プログラムに対して所定のメッセージダイジェスト手順を遂行することによ
って生成した試験メッセージダイジェストとメッセージダイジェストとが一致する場合を
除いて、信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内のオブジェクトクラス以外の要
求されたオブジェクトクラスのローディングを阻止するように構成してもよい。
また、本発明の上記目的は、コンピュータシステムを動作させる方法であって、信頼され
ないオブジェクトクラスを信頼されないオブジェクトクラスストレージ手段内に格納する
段階と、信頼されたオブジェクトクラスを信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段
内に格納する段階と、を備え、オブジェクトクラスは各々少なくとも１つのプログラムを
含み、各プログラムは（Ａ）アーキテクチャ中立言語で書かれたアーキテクチャ中立プロ
グラム、及び（Ｂ）アーキテクチャ特定言語で書かれたアーキテクチャ特定プログラムか
らなる群から選択されたプログラムからなり、１つのオブジェクトクラス内の何れかのプ
ログラムの実行が要求された時に、要求されたオブジェクトクラス内の各アーキテクチャ
特定プログラムがディジタル署名を含み該ディジタル署名がディジタル署名検証手段によ
って成功裏に検証されない限り少なくとも１つのアーキテクチャ特定プログラムを含む信
頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内のオブジェクトクラス以外の何れかの要求
されたオブジェクトクラスのローディングを阻止することを含む、セキュリティの侵害に
よって要求されたオブジェクトクラスのローディングが阻止されている場合を除いて、要
求されたオブジェクトクラスを実行のためにユーザアドレス空間内へロードするコンピュ
ータシステムを動作させる方法によって達成される。
【００１２】
本発明の方法では、オブジェクトクラスローディング段階は、（Ａ）要求されたオブジェ
クトクラスが信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内に格納されておらず、且つ
少なくとも１つのアーキテクチャ中立プログラムを含む場合に要求されたオブジェクトク
ラス内の各アーキテクチャ中立プログラムの完全性を検証する段階、及び（Ｂ）要求され
たオブジェクトクラスがその完全性を検証されない少なくとも１つのアーキテクチャ中立
プログラムを含む場合は、要求されたオブジェクトクラスが信頼されたオブジェクトクラ
スストレージ手段内にある場合を除いて要求されたオブジェクトクラスのローディングを
阻止する段階を含むようにしてもよい。
本発明の方法では、アーキテクチャ特定プログラムの１つに関連する各ディジタル署名は
署名パーティー識別子及び暗号化されたメッセージを含み、暗号化されたメッセージはメ
ッセージダイジェスト機能を使用して生成されたアーキテクチャ特定プログラムのメッセ
ージダイジェストを含み、暗号化されたメッセージは識別された署名パーティーに関連す
る私用暗号化キーを使用して暗号化されており、オブジェクトクラスローディング段階は
、署名パーティー識別子によって識別された署名パーティーに関連する公開キーを入手し
て指定されたディジタル署名を処理し、公開キーを用いてディジタル署名の暗号化された
メッセージを暗号解除して暗号解除されたメッセージダイジェストを生成し、ディジタル
署名に関連するアーキテクチャ特定プログラムに対してメッセージダイジェスト機能を実
行することによって試験メッセージダイジェストを生成し、試験メッセージダイジェスト
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と暗号解除されたメッセージダイジェストとを比較し、そしてもし暗号解除されたメッセ
ージダイジェストと試験メッセージダイジェストとが一致しなければ不合格信号を発行す
ることを含むようにしてもよい。
【００１３】
本発明の方法では、オブジェクトクラスローディング段階は、要求されたオブジェクトク
ラス内の各アーキテクチャ特定プログラムが２つのディジタル署名を含み該ディジタル署
名が共にディジタル署名検証手段によって成功裏に検証された場合を除いて、信頼された
オブジェクトクラスストレージ手段内の少なくとも１つのアーキテクチャ特定プログラム
を含むオブジェクトクラス以外の如何なる要求されたオブジェクトクラスのローディング
をも阻止する段階を含み、アーキテクチャ特定プログラムの１つに関連する各ディジタル
署名は署名パーティー識別子及び暗号化されたメッセージを含み、暗号化されたメッセー
ジは所定の手順によって生成されたメッセージを含み、暗号化されたメッセージは識別さ
れた署名パーティーに関連する私用暗号化キーを使用して暗号化されており、オブジェク
トクラスローディング段階は、署名パーティー識別子によって識別された署名パーティー
に関連する公開キーを入手して指定されたディジタル署名を処理し、公開キーを用いてデ
ィジタル署名の暗号化されたメッセージを暗号解除して暗号解除されたメッセージダイジ
ェストを生成し、ディジタル署名に関連するアーキテクチャ特定プログラムに対して所定
の手順を実行することによって試験メッセージダイジェストを生成し、試験メッセージダ
イジェストと暗号解除されたメッセージダイジェストとを比較し、そしてもし暗号解除さ
れたメッセージダイジェストと試験メッセージダイジェストとが一致しなければ不合格信
号を発行する段階を含み、オブジェクトクラスローディング段階は更に、要求されたオブ
ジェクトクラス内の各アーキテクチャ特定プログラムが、署名パーティが信頼されたパー
ティーの第１の群のメンバーであるとする第１のディジタル署名及び署名パーティーが信
頼されたパーティーの第２の群のメンバーであるとする第２のディジタル署名を含む場合
を除いて、信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内のオブジェクトクラス以外の
要求されたオブジェクトクラスのローディングを阻止する段階を含むようにしてもよい。
【００１４】
本発明の方法では、オブジェクトクラスローディング段階は、要求されたオブジェクトク
ラス内の各アーキテクチャ特定プログラムが関連するアーキテクチャ中立プログラムのメ
ッセージダイジェストを含み該メッセージダイジェストと関連するアーキテクチャ中立プ
ログラムに対してプログラムセキュリティ論理が所定のメッセージダイジェスト手順を遂
行することによって生成した試験メッセージダイジェストとが一致する場合を除いて、信
頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内のオブジェクトクラス以外の要求されたオ
ブジェクトクラスのローディングを阻止する段階を含むようにしてもよい。
更に、本発明の上記目的は、データ処理システム上で実行されるデータプログラムを格納
するメモリであって、アーキテクチャ中立言語で書かれたプログラムが所定のプログラム
完全性基準を満足することを検証するプログラム完全性検証手段と、プログラム内に含ま
れるプログラムの発信パーティーのディジタル署名を検証するディジタル署名検証手段と
、信頼されないオブジェクトクラスを格納する信頼されないオブジェクトクラスストレー
ジ手段と、信頼されたオブジェクトクラスを格納する信頼されたオブジェクトクラススト
レージ手段と、を備え、オブジェクトクラスは各々少なくとも１つのプログラムを含み、
各プログラムは（Ａ）アーキテクチャ中立言語で書かれたアーキテクチャ中立プログラム
、及び（Ｂ）完全性検証手段ではその完全性を検証できないアーキテクチャ特定言語で書
かれたアーキテクチャ特定プログラムからなる群から選択されたプログラムからなり、ア
ーキテクチャ特定プログラム実行手段と、アーキテクチャ中立プログラム実行手段と、１
つのオブジェクトクラス内の何れかのプログラムの実行が要求された時に、オブジェクト
クラスの指定された１つを実行のためにロードするクラスローダと、を更に備え、クラス
ローダは、要求されたオブジェクトクラス内の各アーキテクチャ特定プログラムがディジ
タル署名を含み該ディジタル署名がディジタル署名検証手段によって成功裏に検証された
場合を除いて、信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内の少なくとも１つのアー
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キテクチャ特定プログラムを含むオブジェクトクラス以外の如何なる要求されたオブジェ
クトクラスのローディングをも阻止するプログラムセキュリティ命令を含んでいるメモリ
によって達成される。
【００１５】
本発明のメモリでは、クラスローダは、要求されたオブジェクトクラスが信頼されたオブ
ジェクトクラスストレージ手段内に格納されておらず且つ少なくとも１つのアーキテクチ
ャ中立プログラムを含む場合に、要求されたオブジェクトクラス内の各アーキテクチャ中
立プログラムの完全性を検証するプログラム完全性検証手段を呼出すための検証手段命令
を含み、プログラムセキュリティ命令は更に、要求されたオブジェクトクラスがプログラ
ム完全性検証手段によってその完全性を検証されない少なくとも１つのアーキテクチャ中
立プログラムを含む場合は信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内のオブジェク
トクラス以外の如何なる要求されたオブジェクトクラスのローディングをも阻止するよう
に構成してもよい。
【００１６】
【作用】
要約すれば、本発明は、検証可能なアーキテクチャ中立プログラムを実行するプログラム
実行手段、及び検証不能なプログラムが（Ａ）信頼されたストレージ（貯蔵）手段内に存
在するか、または（Ｂ）信頼されたソースによって生成されたことを検証するディジタル
署名によって間接的に検証可能である場合を除いて、検証不能なプログラムのローディン
グ及び実行を禁止するクラスローダ( class loader )に関するものである。
好ましい実施例では、各検証可能なプログラムは、それに独特に関連付けられたメッセー
ジダイジェストを含むディジタル署名を有するオブジェクトクラス内に実現されているア
ーキテクチャ中立プログラムである。
【００１７】
検証不能なプログラムは、ある方法を呼び出したプログラムが検証可能なプログラムでは
ないことを指示するキーワードを含むオブジェクトクラス内に実現されている。好ましい
実施例では、検証不能なプログラムは、一般にコンパイラの援助を受けて生成されたアー
キテクチャ特定の、コンパイルされたプログラムである。各オブジェクトクラスは、
＊　コンパイルされた、アーキテクチャ特定コード、
＊　もし対応するアーキテクチャ中立プログラムが存在すれば（時として存在しない）、
その対応するアーキテクチャ中立プログラムを識別する情報（対応するアーキテクチャ中
立プログラムのメッセージダイジェストのコピーを含む）、
＊　そのオブジェクトクラスを生成した（例えば、ソースプログラムのコンパイルを遂行
することによって）信頼された「コンパイリングパーティー」によって、その「コンパイ
リングパーティー」の私用暗号化キーを使用して署名されたディジタル署名、
＊　もしそのオブジェクトクラス内のコードがあるコンパイラによって生成されていれば
、そのコンパイラ自体により、そのコンパイラの私用暗号化キーを使用して署名されたデ
ィジタル署名、
を含む。
【００１８】
ネーミングサービスと呼ばれることがある、広く使用可能な公開暗号化キーの信頼された
ストレージ手段は、コンパイラ及び信頼されたコンパイリングパーティーのための公開キ
ーを保持している。これらの公開キーを使用して、検証不能なプログラムを有するオブジ
ェクトクラスの全ての受信者はオブジェクトクラス内のディジタル署名を暗号解除し、そ
のオブジェクトクラスが信頼されたパーティーによって作成されたことを検証し、そのオ
ブジェクトクラス内の検証不能なプログラムコードが指示されたコンパイラ（もしあれば
）によって生成されたか否かを検証し、そして対応するアーキテクチャ中立プログラム（
もしあれば）のアイデンティティを検証することができる。任意選択的に、オブジェクト
クラス内の検証不能なプログラムコードは、そのオブジェクトクラス内の検証不能なプロ
グラムコードを実行する前に、対応する検証可能なプログラムの適切な動作を検証するた
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めにプログラム検証手段を使用することができる。
【００１９】
本発明の付加的な目的及び特色は、以下の添付図面に基づく詳細な説明からより容易に明
白になるであろう。
【００２０】
【実施例】
図１に、多くの顧客コンピュータ１０２、サーバコンピュータ１０４、及び信頼されたキ
ーストレージ手段１０６を有するコンピュータネットワーク１００を示す。顧客コンピュ
ータ１０２はネットワーク通信接続１０８を介して互いに、及びサーバコンピュータ１０
４及び信頼されたキーストレージ手段１０６に接続されている。ネットワーク通信接続１
０８は、ローカルまたはワイドエリアネットワーク、インタネット、これらのネットワー
クの組合わせ、または他の型のネットワーク通信接続であって差し支えない。
殆どの顧客コンピュータ１０２は、サン( Sun ) ワークステーション、ＩＢＭコンパチブ
ルコンピュータ、及びマッキントッシュコンピュータのようなデスクトップコンピュータ
であるが、実質的にどのような型のコンピュータも顧客コンピュータであることができる
。これらの各顧客コンピュータは、ＣＰＵ１１０、ユーザインタフェース１１２、メモリ
１１４、及びネットワーク通信インタフェース１１６を含んでいる。ネットワーク通信イ
ンタフェースは、顧客コンピュータがネットワーク通信接続１０６を介して互いに、サー
バコンピュータ１０４と、及び信頼されたキーストレージ手段１０８と通信できるように
する。
【００２１】
各顧客コンピュータ１０２のメモリ１１４は、オペレーティングシステム１１８、ネット
ワーク通信管理手段１２０、ＡＮプログラム（アーキテクチャ中立プログラム）実行手段
１２２、ＡＳプログラム（アーキテクチャ特定プログラム）実行手段１２４、ＡＮプログ
ラム完全性検証手段１２６、ＡＮプログラムコンパイリング準備手段( preparer )１２８
、署名発生手段１３０、署名検証手段１３２、コンパイリング情報検証手段１３４、オブ
ジェクトクラスローダ１３６、ユーザアドレス空間１３８、信頼されたオブジェクトクラ
スストレージ手段１４０、信頼されないオブジェクトクラスストレージ手段１４２、既知
の信頼されたコンパイリングパーティー及び信頼されたコンパイラのリスト１４４を格納
している。オペレーティングシステムはＣＰＵ１１０上で走り、ユーザがユーザインタフ
ェース１１２を使用して発行したコマンドに応答してＣＰＵ上のプログラム１２０－１３
６を制御し、調整する。
【００２２】
各顧客コンピュータ１０２のＡＮプログラム実行手段１２２は、信頼されたオブジェクト
クラスストレージ手段１４０及び信頼されないオブジェクトクラスストレージ手段１４２
内に格納されているオブジェクトクラス内のＡＮプログラムを実行する。更に、ＡＮプロ
グラムは、ユーザがスタック及びデータ使用制限のような所定の完全性基準を確立できる
ＡＮ言語で書かれているので、ＡＮプログラムは不当なタスクを遂行しない。従ってＡＮ
プログラムの完全性は、実行の前に、このプログラムが所定の完全性基準を満足している
か否かを決定することによって、ＡＮプログラム完全性検証手段１２６によって直接検証
することができる。従ってこれらのＡＮプログラムは、完全性検証可能ＡＮプログラムと
考えられる。
【００２３】
好ましい実施例では、完全性検証可能ＡＮプログラムは Java バイトコード言語で書かれ
ている。更に、ＡＮプログラム実行手段１２２、及びＡＮプログラム検証手段１２４はそ
れぞれ、 Java バイトコードプログラムを実行する Java バイトコードプログラムインタ
プリタ、及び Java バイトコードプログラムを検証する Java バイトコードプログラム検
証手段である。 Java バイトコードプログラム検証手段及びインタプリタは、Sun Micros
ystems, Inc.の製品である。
しかしながら各顧客コンピュータ１０２は、対応するＡＳ言語でプログラムを書くことが
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でき、ＡＳプログラム実行手段１２４によって実行させることができる関連特定アーキテ
クチャを有している。ＡＳ言語は、ＡＳ言語で書かれたＡＳプログラムがＡＮ言語の所定
の完全性基準を満足することを要求しない。その結果ＡＳプログラムは、ＡＮプログラム
によっては遂行することができないタスクを遂行することができる（何故ならそれらは、
ＡＮ言語の所定の完全性基準によって負わされる制限によって悩まされないからである）
。しかしながら、不幸にもこれは、それらの完全性がＡＮプログラム完全性検証手段１２
６によって直接検証することができず、従って完全性を検証できないと考えられることも
意味している。
【００２４】
それにも拘わらず前述したようにＡＮプログラムは、ＡＳ言語でコンパイルされた同一プ
ログラムよりも非効率的に走る。従って顧客コンピュータ１０２のユーザは、ユーザの顧
客コンピュータに関連するＡＳ言語のためのサーバコンピュータ１０４によってコンパイ
ルされたＡＮプログラムを持ち、それによってコンパイルされたＡＳプログラムをＡＳプ
ログラム実行手段１２４によって実行できるように願うかも知れない。または、もしコン
パイルされたＡＳプログラムが分配され、他の顧客コンピュータのＡＳプログラム実行手
段１２４によって実行される予定であれば、ユーザは、他のコンピュータに関連するＡＳ
言語のためにコンパイルされたＡＮプログラムを持ちたいと願うかも知れない。
コンパイルのためにアーキテクチャ中立プログラムの準備
図１及び２を参照する。発信パーティーがサーバコンピュータ１０４によってコンパイル
されたＡＮプログラム２００を持つことを願う場合、発信パーティーはユーザインタフェ
ース１１２を使用してコマンドを発行してＡＮプログラムコンパイリング準備手段１２８
を呼出し、コンパイルのためにＡＮプログラムを準備するようにそれに命令する。ＡＮプ
ログラムは、信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段１４０、または信頼されない
オブジェクトクラスストレージ手段１４２の一方内に含まれているオブジェクトクラス内
にあることができる。表１は、サーバコンピュータ１０４によってコンパイルされるＡＮ
プログラムを準備するためにＡＮプログラムコンパイリング準備手段１２８が使用する手
順の擬似コード表現を含んでいる。表１－３に使用されている擬似コードは、ユニバーサ
ルコンピュータ言語協定を使用している。ここに使用されている擬似コードは、この説明
の目的のためだけに開発したものであるが、この技術に精通するコンピュータプログラマ
ならば容易に理解できよう。
【００２５】
図１及び２、及び表１を参照する。ＡＮプログラムコンパイリング準備手段１２８は先ず
ＡＮプログラム完全性検証手段１２６を呼出し、ＡＮプログラム２００のＡＮプログラム
コード２０２の完全性を検証するようにそれに命令する。これは、コンパイルのためにサ
ーバコンピュータ１０４へ送られる前に、ＡＮプログラムコードがＡＮ言語の所定の完全
性基準を満足しておくようにするために行われるのである。もしＡＮプログラムコードが
所定の完全性基準を満足しなければ、ＡＮプログラム完全性検証手段はＡＮプログラムコ
ンパイリング準備手段へ不合格結果を送り返す。それに応答してＡＮプログラムコンパイ
リング準備手段はコンパイリング準備手順を打切り、これを指示する適切なメッセージを
生成する。
【００２６】
しかしながら、もしＡＮプログラムコード２０２が所定の完全性基準を満足していれば、
ＡＮプログラム完全性検証手段１２６はＡＮプログラムコンパイリング準備手段１２８へ
合格結果を送り返す。次いでＡＮプログラムコンパイリング準備手段１２８は署名発生手
段１３０を呼出し、発信パーティーのディジタル署名OP２１０を生成するようにそれに命
令する。このディジタル署名は、ＡＮプログラム２００が信頼された発信パーティーによ
って生成されたものであることを確認するために検証することができる。署名発生手段は
、まずＡＮプログラムコード２０２のメッセージダイジェストOP２１２を生成することに
よってディジタル署名OPを生成する。これは、ＡＮプログラムコードのデータビットに対
するハッシュ関数OPを計算することによって行われる。使用するハッシュ関数は、所定の
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ハッシュ関数であっても、または発信パーティーによって選択されたハッシュ関数であっ
てもよい。説明の目的からハッシュ関数OPは発信パーティーに対応させているが、それは
ハッシュ関数を発信パーティのディジタル署名OPのために使用したからである。
【００２７】
次いで署名発生手段１３０は、生成したメッセージダイジェストOP２１２及びハッシュ関
数OPＩＤ２１４を、発信パーティの私用暗号化キーを用いて暗号化する。次に署名発生手
段は、発信パーティーＩＤ２１６を明文で、暗号化された項目２１２及び２１４の終わり
に付加してディジタル署名OPを形成する。発信パーティー私用キー及びＩＤは、発信パー
ティーによってユーザインタフェース１１２に供給される。
ディジタル署名OP２１０を生成した後に、ＡＮプログラムコンパイリング準備手段１２８
は、それをＡＮプログラムコード２０２へ追加する。次いで、ＡＮプログラムコンパイリ
ング準備手段１２８は、ＡＮプログラム２００がサーバコンピュータ１０４によってコン
パイルするために準備されたことを指示するメッセージを生成する。
【００２８】
次に、発信パーティーは、ユーザインタフェース１１２を用いてネットワーク通信管理手
段１２０へコマンドを発行し、ＡＮプログラム２００を、そのプログラムをコンパイルす
るアーキテクチャ特定言語を指定する引き数（ＡＳ言語ＩＤ）及び使用するコンパイラ（
コンパイラＩＤ）と共に、サーバコンピュータ１０４へ伝送させる。ネットワーク通信管
理手段は、信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段１４０、または信頼されないオ
ブジェクトクラスストレージ手段１４２の中に位置しているＡＮプログラムを検索し、そ
れをネットワーク通信インタフェース１１６へ供給する。次いでネットワーク通信管理手
段は、ネットワーク通信インタフェースに命令してＡＮプログラムを、特定の引き数と共
にサーバコンピュータへ伝送させる。
【００２９】
アーキテクチャ中立プログラムのコンパイリング
伝送されたＡＮプログラム２００はサーバコンピュータ１０４において受信される。サー
バコンピュータは、ＣＰＵ　１５０、ユーザインタフェース１５２、メモリ１５４、及び
ネットワーク通信インタフェース１５６を含んでいる。ネットワーク通信インタフェース
は、サーバコンピュータがネットワーク通信接続１０８を介して顧客コンピュータ１０２
及び信頼されたキーストレージ手段１０６と通信できるようにする。
サーバコンピュータ１０４のメモリ１５４は、オペレーティングシステム１５８、ネット
ワーク通信管理手段１６０、ＡＮプログラムコンパイラ１６２、署名検証手段１６４、Ａ
Ｎプログラム完全性検証手段１６６、署名発生手段１６８、ＡＮプログラムストレージ手
段１７０、及びＡＳプログラムストレージ手段１７２を格納している。オペレーティング
システムはＣＰＵ１５０上で走り、コンパイリングパーティーがユーザインタフェース１
５２を用いて発行したコマンドに応答して、ＣＰＵ上でのプログラム１６０－１６８の走
りを制御し、調整する。
【００３０】
ネットワーク通信インタフェース１５６はＡＮプログラムを受信し、ネットワーク通信管
理手段１６０にこれが行われたことを指示する。それに応答してネットワーク通信管理手
段は、受信したＡＮプログラムをＡＮプログラムストレージ手段１７０内に配置する。サ
ーバ１０４が自動コンパイラサービスとしてセットアップされていれば、これはネットワ
ーク通信管理手段１６０によって自動的に行われる。そうでない場合には、コンパイリン
グパーティーがユーザインタフェースを用いてコマンドを発行すると、ネットワーク通信
管理手段によってストレージ手段１７０内へ移動させられる。
次いで、自動的に、またはコンパイリングパーティーがユーザインタフェース２５２を用
いてコマンドを発行すると、ＡＮプログラム２００をコンパイルするためにＡＮプログラ
ムコンパイラ１６２が呼出される。表２は、ＡＮプログラムをコンパイルするためにＡＮ
プログラムコンパイラが使用するコンパイル手順の擬似コード表現を含んでいる。
【００３１】
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図１－２、及び表２を参照する。ＡＮプログラムコンパイラ１６２は先ず署名検証手段１
６４を呼出し、受信したＡＮプログラム２００内のディジタル署名OP２１０を検証させ、
ディジタル署名OP２１０がそのＡＮプログラムのための発信パーティーの署名であること
を確認させる（例えば、ＡＮプログラムの他のバージョン上の捏造署名または発信パーテ
ィー署名であることを見抜くために）。詳しく述べれば、署名検証手段は、受信したＡＮ
プログラム内の「明文テキスト発信パーティＩＤ」２１６を使用して信頼されたキースト
レージ手段１０６から発信パーティの私用キーを入手する。次いで署名検証手段は、発信
パーティの暗号化された公開キーを使用してディジタル署名OP内に暗号化されているメッ
セージダイジェストOP２１２及びハッシュ関数OPＩＤ２１４を暗号解除する。
【００３２】
次に、署名検証手段１６４は、受信したＡＮプログラム２００のＡＮプログラムコード２
０２に対する対応ハッシュ関数OPを計算することによって、暗号解除されたメッセージダ
イジェストOP２１２と突き合わされる試験メッセージダイジェストOPを生成する。暗号解
除されたディジタル署名OPは、使用すべき適切なハッシュ関数OPを識別するのに使用され
る。次いで暗号解除されたメッセージダイジェストOPと、生成された試験メッセージダイ
ジェストOPとが比較されてディジタル署名OP２１０が検証される。
もしメッセージダイジェストOP２１２と試験メッセージダイジェストOPとが一致しなけれ
ば、署名検証手段１６４はＡＮプログラムコンパイラ１６２へ不合格結果を送り返す。そ
れに応答してＡＮプログラムコンパイラはコンパイリング手順を打切り、適切なメッセー
ジを生成する。
【００３３】
一方、もしメッセージダイジェストOPと試験メッセージダイジェストOPとが一致すれば、
署名検証手段１６４はＡＮプログラムコンパイラ１６２へ合格結果を送り返し、ＡＮプロ
グラムコンパイラはＡＮプログラム完全性検証手段１６６を呼出す。ＡＮプログラムコン
パイラはＡＮプログラム完全性検証手段に命令し、受信したＡＮプログラム２００のＡＮ
プログラムコード２０２の完全性を検証させる。これは、前述したコンパイリングのため
のＡＮプログラムの準備で説明したのと同じ手法で、また同じ目的で行われる。従って、
もしＡＮプログラムコードが所定の完全性基準を満足しなければ、ＡＮプログラム完全性
検証手段はＡＮプログラムコンパイラへ不合格結果を送り返す。それに応答してＡＮプロ
グラムコンパイラはコンパイリング手順を打切り、そのことを指示する適切なメッセージ
を生成する。
【００３４】
しかしながら、もし受信したＡＮプログラム２００のＡＮプログラムコード２０２が所定
の完全性基準を満足すれば、ＡＮプログラム完全性検証手段１６６はＡＮプログラムコン
パイラ１６２へ合格結果を送り返す。そこでＡＮプログラムコンパイラはＡＮプログラム
コードを、発信パーティーによって指定されたＡＳ言語ＩＤによって識別されたＡＳ言語
にコンパイルする。図１－３及び表２を参照する。コンパイラはＡＮプログラムコード２
０２、ディジタル署名OP２１０、及びコンパイルされたＡＳプログラムコード３０２を、
ＡＳプログラムストレージ手段１７２内に格納されているＡＳプログラム３００内に配置
する。
次いでＡＮプログラムコンパイラ１６２は署名発生手段１６８を呼出し、ＡＮプログラム
コンパイラのディジタル署名C を生成するように命令する（このディジタル署名は、ＡＳ
プログラム３００が信頼されたＡＮプログラムコンパイラによりコンパイルされたことを
確認するために検証することができる）。これは、前述したディジタル署名OPを生成する
のと同じ手法で行うことができる。しかしながらこの場合には、署名された情報のセット
はＡＳプログラムコード及びディジタル署名OPである。対応するハッシュ関数C ＩＤ３２
４と共に別の所定のハッシュ関数を使用して、ディジタル署名C によって署名される情報
のセットのメッセージダイジェストC ３２２を生成することができ、ＡＮプログラムコン
パイラの私用暗号化キーを使用してこのメッセージダイジェストC 及びハッシュ関数C Ｉ
Ｄを暗号化し、そしてＡＮプログラムコンパイラのＩＤが明文で、暗号化されたメッセー
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ジダイジェストC 及びハッシュ関数C の終わりに付加される。コンパイラの私用キー及び
ＩＤはＡＮプログラムコンパイラによって供給される。
【００３５】
ＡＮプログラムコンパイラ１６２は再度署名発生手段１６８を呼出し、コンパイリングパ
ーティーのディジタル署名CP３１２を生成させる（このディジタル署名は、ＡＳプログラ
ム３００が信頼されたコンパイリングパーティーによりコンパイルされたことを確認する
ためにエンドユーザによって検証することができる）。これは、前述した（ＡＮプログラ
ムのコンパイリングの項において説明した）ディジタル署名CPを生成する手法と同じよう
にして行うことができる。しかしながらこの場合は、ディジタル署名CPのために生成され
たメッセージダイジェストCP３１４は、ＡＳプログラムコード、ディジタル署名OP、及び
ディジタル署名C のデータビットに対する所定の、または選択されたハッシュ関数CPを計
算することによって生成される。ハッシュ関数OPと同様に、この説明の目的から、ハッシ
ュ関数CPはコンパイリングパーティーに対応させてある（何故ならば、これはコンパイリ
ングパーティーのディジタル署名CPのために使用されていたからである）。
【００３６】
次いで署名発生手段１６８はコンパイリングパーティーの私用暗号化キーを使用してメッ
セージダイジェストCP３１４及びハッシュ関数CPのＩＤ３１６を暗号化する。次に署名発
生手段は、コンパイリングパーティーのＩＤ３１８を明文で、暗号化された項目３１４及
び３１６の終わりに付加してディジタル署名CPを形成する。コンパイリングパーティーの
私用キー及びＩＤは、ユーザインタフェース１５２を用いてコンパイリングパーティーか
ら供給される。
ディジタル署名C ３２０及びディジタル署名CP３１２を生成した後に、ＡＮプログラムコ
ンパイラ１６２はそれらをＡＳプログラムコード３０２に追加するので、得られたコンパ
イルされたＡＳプログラムファイルまたはオブジェクトは、以下の成分をその中に有して
いる。
【００３７】
ＡＮプログラムコード、
ディジタル署名OP、
ＡＳプログラムコード、
ディジタル署名C 、及び
ディジタル署名CP。
次に、ＡＮプログラムコンパイラは、ＡＮプログラム２００がコンパイルされてＡＳプロ
グラム３００が形成され発信パーティーに送る準備が整っていることを指示するメッセー
ジを生成する。
次いで発信パーティーは、ネットワーク通信管理手段１６０を使用してＡＳプログラム３
００を発信パーティーの顧客コンピュータ１０２へ伝送する。ネットワーク通信管理手段
は、ＡＳプログラムストレージ手段１７２内に位置しているＡＳプログラムを検索し、そ
れをネットワーク通信インタフェース１５６へ供給することによってそれを行う。次にネ
ットワーク通信管理手段は、ネットワーク通信インタフェースに命令してＡＳプログラム
を発信パーティーの顧客コンピュータへ伝送させる。
【００３８】
オブジェクト及びオブジェクトクラス作成及び分配
次いで伝送されたＡＳプログラム３００は、発信パーティーの顧客コンピュータの通信イ
ンタフェース１１６によって受信され、ネットワーク通信管理手段１２０にそのことを指
示する。それに応答して発信パーティーはユーザインタフェース２５２を用いてコマンド
を発行し、ネットワーク通信インタフェースから受信したＡＳプログラムを検索するよう
にネットワーク通信管理手段に命令する。それによりネットワーク管理手段は、受信した
ＡＳプログラムを発信パーティーの顧客コンピュータの信頼されないオブジェクトクラス
ストレージ手段１４２内に配置する。これが行われた後に発信パーティーは、受信したＡ
Ｓプログラムを将に１つの方法（即ち、コンパイルされたプログラムコード）で新しいオ
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ブジェクトクラスとして処理することができるか、またはＡＳプログラム３００及び他の
ＡＮプログラム及びＡＳプログラムを含むオブジェクトクラスを作成することができる。
【００３９】
図４に、本発明による典型的なオブジェクトクラス４００を示す。オブジェクトクラスは
、１またはそれ以上のＡＳプログラム４０２及び／または１またはそれ以上のＡＮプログ
ラム４０４、並びに仮想関数テーブル４１０を含むことができる。仮想関数テーブルは、
各ＡＳプログラム毎に、それがＡＮ言語によってではないＡＳプログラム（即ち、ネイテ
ィブプログラム）であることを指示する対応ＩＤ（ネイティブ　ＡＳプログラムＩＤ）４
１２と、ネイティブプログラムを指し示す対応ポインタ４１４とを含んでいる。同様に各
ＡＮプログラム毎に、仮想関数テーブルは、対応ＩＤ（ＡＮプログラムＩＤ）４１６と、
ＡＮプログラムを指し示す対応ポインタ４１８とを含んでいる。このオブジェクトクラス
の各オブジェクト４２０は、オブジェクトクラス４００を指し示すオブジェクトヘッダ４
２２を含んでいる。
【００４０】
これにより、発信パーティーは、オブジェクトクラス内のＡＳプログラム４０２の１つと
してサーバコンピュータ１０４から受信したＡＳプログラム３００を用いて、オブジェク
ト４２０及びオブジェクトクラス４００を作成することができる。
発信パーティーがオブジェクト、及びＡＳプログラム３００及びＡＮプログラムを含むオ
ブジェクトクラスを種々の実行パーティーに分配することを望む場合は、発信パーティー
はユーザインタフェース１１２を用いてコマンドを発行し、これらの項目を実行パーティ
ーの顧客コンピュータ１０２へ伝送するようにネットワーク通信管理手段に命令する。ネ
ットワーク通信管理手段は、それらが位置している信頼されないオブジェクトクラススト
レージ手段１４２を検索し、それらを適切な伝送命令と共にネットワーク通信インタフェ
ース１１６へ供給することによってそれを行う。代替として、発信パーティーのネットワ
ーク通信管理手段は、指定されたオブジェクトクラス４００のコピーに関して実行パーテ
ィーによって指示された要求に応答してもよい。
【００４１】
オブジェクトクラス内のアーキテクチャ中立プロ
グラム及びアーキテクチャ特定プログラムの実行
顧客コンピュータ１０２のネットワーク通信インタフェース１５６は、伝送されたオブジ
ェクト及びオブジェクトクラスを受信し、この受信が行われたことをネットワーク通信管
理手段１６０に指示する。それに応答して実行パーティーはユーザインタフェース１１２
を使用してコマンドを発行し、ネットワーク通信インタフェースから受信したオブジェク
ト及びオブジェクトクラスを検索するようにネットワーク通信管理手段に命令する。次い
でネットワーク通信管理手段は、受信したオブジェクト及びオブジェクトクラスを信頼さ
れないオブジェクトクラスストレージ手段１４２内に格納する。
【００４２】
各顧客コンピュータ１０２の信頼されないオブジェクトクラスストレージ手段１４２は、
オブジェクト及び信頼されないそれらの関連オブジェクトクラスを含む。これらのオブジ
ェクトクラスは、どのＡＮプログラムも未だにそれらの完全性検証を受けておらず、また
どのＡＳプログラムもそれらのソースが検証されてもいないし、または適正なＡＮプログ
ラムからコンパイルされたものであるとの検証も受けていなから信頼されないのである。
各顧客コンピュータの信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段１４０は、オブジェ
クト及びそれらの信頼されたオブジェクトクラスを含んでいる。これらのオブジェクトク
ラスは、それらが含むどのＡＮプログラムも既にＡＮプログラム完全性検証手段１３６に
よって完全性が検証済みであり、またそれらが含むどのＡＳプログラムも信頼できること
が確認されているので信頼されるのである。実際にこれらのオブジェクトクラスは信頼さ
れており、従ってこれらのオブジェクトクラスに対して完全性の検証を遂行する理由がな
いので、信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段１４０内の若干の、または全ての
オブジェクトクラスはディジタル署名を有する必要はない。
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【００４３】
先に示唆したように、本質的に全ての正当なタスクがオブジェクトクラスを用いて遂行で
きるように、主としてＡＮプログラムを含むがＡＳプログラムをも含むことができるオブ
ジェクトクラスを持つことが望ましい。従って、ＡＮプログラム実行手段１２２は完全性
を検証可能なＡＮプログラムを実行し、またＡＳプログラム実行手段を呼出し、（１）信
頼されたオブジェクトクラスストレージ手段１４０内の信頼されたオブジェクトクラス内
にあるか、または（２）信頼されないオブジェクトクラスストレージ手段１４２内の信頼
されないオブジェクトクラス内にあって検証可能なディジタル署名OP、ディジタル署名CP
、及びディジタル署名C 情報を有する完全性検証不能なＡＳプログラムを実行させること
が可能であるので、本質的に全ての正当なタスクを遂行することができる。このようにし
て、ディジタル署名OP、ディジタル署名CP、及びディジタル署名C 情報を有していないか
、またはそれらのディジタル署名が検証不能な信頼されないオブジェクトクラスのＡＳプ
ログラムが実行されるのを防止している。表３は、ＡＮプログラム実行手段が使用する実
行手順の擬似コード表現を含んでいる。
【００４４】
図１－４及び表３を参照する。実行パーティー（例えば、発信パーティーまたは他のパー
ティー）の顧客コンピュータ１０２において、ＡＮプログラム実行手段１２２は指定され
たオブジェクトクラス内のある方法を呼出すことを探索するＡＮプログラムを実行するこ
とができる。この方法呼出しは、始めは、オブジェクトクラスが既にロード済みであるか
否かを決定するオブジェクトクラスローダ１３６によって取り扱われる。オブジェクトク
ラスが既に実行パーティーのユーザアドレス空間１３８内にロードされている場合には、
呼出された方法がＡＮプログラムであればＡＮプログラム実行手段１２２がその呼出され
た方法を実行し、呼出された方法がＡＳプログラムであればＡＳプログラム実行手段１２
４がその呼出された方法を実行する。
【００４５】
しかしながら、もしオブジェクトクラスが未だに実行パーティーのユーザアドレス空間１
３８内にロードされていなければ、オブジェクトクラスローダ１３６はそのオブジェクト
クラスを実行パーティーのアドレス空間内にロードし、その呼出された方法の実行が許可
されているか否かを決定する。例えば、もしオブジェクトクラスが信頼されたオブジェク
トクラスストレージ手段１４０からロードされていれば呼出された方法の実行は許容され
ており、実行手順が呼出される。実行手順（表３参照）は、もし呼出された方法がＡＮプ
ログラムであればＡＮプログラム実行手段１２２を呼出し、そうでなければＡＳプログラ
ム実行手段１２４を呼出して呼出された方法を実行させる。
しかしながら、もしそのオブジェクトクラスが信頼されないオブジェクトクラスストレー
ジ手段１４２からロードされていれば、クラスローダ１３６はそのオブジェクトのオブジ
ェクトヘッダを調べ、そのオブジェクトクラスがＡＳプログラムを含んでいるか否かを決
定する。これは、そのオブジェクトの仮想関数テーブル内にネイティブ　ＡＳプログラム
ＩＤが存在するか否かを決定することによって行われる。
【００４６】
もしオブジェクトクラス内にＡＳプログラムが存在していなければ、クラスローダ１３６
はＡＮプログラム完全性検証手段１２６を呼出してオブジェクトクラス内のＡＮプログラ
ムの完全性を検証させる。これは、前述したＡＮプログラム２００の完全性を検証する手
法（ＡＮプログラムのコンパイリングに関して説明した手法）と同じ手法で行われる。従
って、もしＡＮプログラムの何れかの完全性が検査に合格しなければ、ＡＮプログラム完
全性検証手段は不合格結果をクラスローダへ送り返し、クラスローダはクラスローディン
グ手順を打切り、そのことを指示する適切なメッセージを生成する。しかしながら、もし
ＡＮプログラム完全性がオブジェクトクラスのＡＮプログラムの全てが検査に合格である
ことを指示する合格結果を送り返せば、クラスローダは呼出された方法の実行を可能にす
る。
【００４７】
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もしオブジェクトクラス内にＡＳプログラムが存在していれば、クラスローダ１３６は署
名検証手段１３２を呼出してコンパイラ署名である「ディジタル署名C 」及びコンパイリ
ングパーティー署名である「ディジタル署名CP」を検証させる。もしＡＳプログラムの何
れもが「ディジタル署名CP」及び「ディジタル署名C 」を含んでいなければ、ＡＳプログ
ラムのソースの完全性は検証されず、従って署名検証手段はＡＮプログラム実行手段に不
合格結果を送り返す。それに応答してクラスローダはそのオブジェクトクラスのローディ
ング手順を打切り、そのことを指示する適切なメッセージを生成する。
更に、もしそのオブジェクトクラスの内の全てのＡＳプログラムが「ディジタル署名CP」
及び「ディジタル署名C 」を含んでいれば、コンパイリングパーティー及びコンパイラの
アイデンティティーがこれら２つのディジタル署名内に指示され、既知の信頼されたコン
パイリングパーティー及び信頼されたコンパイラのリスト１４４（図１参照）と比較され
る。もしオブジェクトクラスの内の何れかのＡＳプログラムが、既知の信頼されたコンパ
イリングパーティー及び信頼されたコンパイラのセット内に含まれていないコンパイリン
グパーティー及びコンパイラによってコンパイルされていればクラスのローディング手順
は打切られ、それによって呼出された方法の実行は阻止される。同様に、もし何れかのＡ
Ｓプログラム内に識別されているＡＳ言語が、ＡＳプログラム実行手段１２４によって使
用されているＡＳ言語と一致しなければ、クラスのローディング手順は打切られる。
【００４８】
しかしながら、もしオブジェクトクラスの内の全てのＡＳプログラムが「ディジタル署名
CP」及び「ディジタル署名C 」を含んでおり、全てのＡＳプログラムのための識別された
コンパイリングパーティー及びコンパイラが信頼されたコンパイリングパーティー及び信
頼されたコンパイラであり、そして全てのＡＳプログラムによって使用されているＡＳ言
語がＡＳプログラム実行手段によって使用されている言語であれば、署名検証手段は、前
述したディジタル署名OPの検証（ＡＮプログラム２００のコンパイリングに関して説明済
み）と同じ手法でこれらの署名を検証する。しかしながらこの場合には、コンパイラの私
用キー及びコンパイリングパーティーの公開キーが信頼されたキーストレージ手段１０６
から検索され、ディジタル署名C 内のメッセージダイジェストC 及びハッシュ関数C ＩＤ
、及びディジタル署名CP内のメッセージダイジェストCP及びハッシュ関数CPＩＤがそれぞ
れ暗号解除するのに使用される。更に、暗号解除されたメッセージダイジェストCP及びメ
ッセージダイジェストC に対応する試験メッセージダイジェスト（試験メッセージダイジ
ェストC 及び試験メッセージダイジェストCP）が生成される。これは、暗号解除されたハ
ッシュ関数C ＩＤ及びハッシュ関数CPＩＤによって識別されるハッシュ関数C 及びハッシ
ュ関数CPにそれぞれ従って、試験メッセージダイジェストC の場合にはＡＳプログラムコ
ードのデータビット＋ディジタル署名OP、また試験メッセージダイジェストCPの場合には
同じデータビット＋ディジタル署名C に対するハッシュコードを比較することによって生
成される。
【００４９】
もし各ＡＳプログラム毎のハッシュ関数C 及び／またはハッシュ関数CPが検査に不合格な
らば（即ち、メッセージダイジェストC ≠試験メッセージダイジェストC 及び／またはメ
ッセージダイジェストCP≠試験メッセージダイジェストCP）、署名検証手段１３２はクラ
スローダ１３６に不合格結果を送り返す。それに応答してクラスローダはクラスローディ
ング手順を打切り、そのことを指示する適切なメッセージを生成する。
しかしながら、もし各ＡＳプログラム毎のディジタル署名C 及びディジタル署名CPが共に
検査に合格すれば、ＡＮプログラム実行手段１２２は再度署名検証手段１３２を呼出し、
そのＡＳプログラムをコンパイルしたＡＮプログラムのための発信パーティーの署名（デ
ィジタル署名OP）を検証する。発信パーティーのディジタル署名を検証するために、各デ
ィジタル署名OPは、ＡＮプログラム２００のコンパイルで説明した手法と同じ手法で検証
される。
【００５０】
もしＡＳプログラムをコンパイルした各ＡＮプログラムのディジタル署名OPが検査に合格
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すれば、クラスローダはＡＮプログラム完全性検証手段を呼出してそのオブジェクトクラ
ス内の各ＡＮプログラム、及びＡＳプログラムをコンパイルしたＡＮプログラムの完全性
を検証させる。これは前述した手法と同じ手法で行われる。もしこれらのＡＮプログラム
の何れかの完全性が検査に不合格であれば、ＡＮプログラム完全性検証手段はクラスロー
ダへ不合格結果を送り返してクラスローディングを打切らせ、適切なメッセージを生成さ
せる。
しかしながら、もし各ＡＮプログラムの完全性が検査に合格すれば、ＡＮプログラム完全
性検証手段１２６はクラスローダ１３６へ合格結果を送り返す。それに応答してクラスロ
ーダはＡＮプログラム実行手段またはＡＳプログラム実行手段を呼出して呼出された方法
を適切に実行させる。
【００５１】
以上の説明から明らかなように、実行パーティーは、信頼されないストレージ手段１４２
内の、完全性を検証できるＡＮプログラム及びＡＳプログラム（それらのディジタル署名
を検証することができる）を有する信頼されないオブジェクトクラスだけをロードし、そ
れらのプログラムを実行することが保証される。
代替実施例
上述した本発明の特色の若干は任意選択的である。従って当業者ならば、これらの特色を
含まない代替実施例が存在することは理解できよう。
例えば、ＡＮプログラムコンパイラに関しては、コンパイリングパーティー及びＡＮプロ
グラムコンパイラのためのディジタル署名CP及びディジタル署名C をそれぞれ生成するも
のとして説明した。しかしながら、ＡＮプログラムコンパイラは、単にこれらのディジタ
ル署名の一方だけを生成し、ＡＳプログラムをコンパイルするために使用されるコンパイ
ラ、またはコンパイリングパーティーの何れかの検証を可能にするように構成することが
できる。
【００５２】
同様に、プログラム実行手段に関しては、ディジタル署名CP及びディジタル署名C の両者
の検証が必要であるものとして説明した。しかしながら、プログラム実行手段は、これら
のディジタル署名の一方だけの検証でよいように、またもし検証されるＡＳプログラムが
それを含んでいれば他方のディジタル署名を任意選択的に検証するように構成することが
できる。更に、プログラム実行手段は、コンパイリングパーティーが信頼されており、ま
たコンパイルを遂行する前にＡＳプログラムにコンパイルされる各ＡＮプログラムを検証
することがコンパイリングパーティーの義務であると仮定して、各ＡＳプログラムに対応
するＡＮプログラムの完全性を検証する段階をスキップするように構成してもよい。
発信パーティーが実行パーティーである場合、実行パーティーはＡＳプログラム３００に
コンパイルされるＡＮプログラム２００をコンパイリングパーティーのサーバコンピュー
タ１０４へ実際に送ったことを知っている。この場合、クラスローダ１３６はＡＮプログ
ラム内のディジタル署名OPを検証するために署名検証手段を呼出さない。実行パーティー
は単に、ＡＮプログラムのローカルコピー内のディジタル署名OPを、コンパイルされたＡ
Ｓプログラム内のディジタル署名OPと比較するだけでよい。また、クラスローダは、呼出
されたＡＳプログラムに対応するＡＮプログラムの完全性を検証するためにＡＮプログラ
ム完全性検証手段１２６を呼出さないように構成することができる（何故ならば、コンパ
イリングサーバコンピュータへ送られる前にコンパイリング手順のための準備中にＡＮプ
ログラムの完全性が検証されているからである）。代替として、ＡＮプログラムコンパイ
リング準備手段１２８が、コンパイリング手順のための準備中にＡＮプログラム完全性検
証手段を呼出さないように構成することができる（何故ならばその完全性は、コンパイラ
によって、及びクラスローダが対応するＡＳプログラムの実行の前にＡＮプログラム完全
性検証手段を呼出した時の両方で検証されるからである）。
【００５３】
以上に本発明を幾つかの特定実施例に関して説明したが、この説明は本発明を例示したに
過ぎず、本発明を限定する意図は毛頭ない。当業者ならば、特許請求の範囲に記載されて
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【００５４】
【表１】

【００５５】
【表２】
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【表３】
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【表４】
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【００５８】
【表５】
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【００５９】
【表６】
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【００６０】
【表７】
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【００６１】
【発明の効果】
本発明のコンピュータは、所定のプログラム完全性基準を満足するアーキテクチャ中立言
語で書かれたプログラムを検証するプログラム完全性検証手段と、プログラム内に含まれ
るプログラムの発信パーティーのディジタル署名を検証するディジタル署名検証手段と、
信頼されないオブジェクトクラスを格納する信頼されないオブジェクトクラスストレージ
手段と、信頼されたオブジェクトクラスを格納する信頼されたオブジェクトクラスストレ
ージ手段と、を備え、オブジェクトクラスは各々少なくとも１つのプログラムを含み、各
プログラムは（Ａ）アーキテクチャ中立言語で書かれたアーキテクチャ中立プログラム、
及び（Ｂ）完全性検証手段ではその完全性を検証できないアーキテクチャ特定言語で書か
れたアーキテクチャ特定プログラムからなる群から選択されたプログラムからなり、アー
キテクチャ特定プログラム実行手段と、アーキテクチャ中立プログラム実行手段と、ユー
ザアドレス空間と、１つのオブジェクトクラス内の何れかのプログラムの実行が要求され
た時に、オブジェクトクラスの指定された１つを実行のためにユーザアドレス空間内にロ
ードするクラスローダと、を更に備え、クラスローダは、要求されたオブジェクトクラス
内の各アーキテクチャ特定プログラムがディジタル署名を含み該ディジタル署名がディジ
タル署名検証手段によって成功裏に検証された場合を除いて、信頼されたオブジェクトク
ラスストレージ手段内の少なくとも１つのアーキテクチャ特定プログラムを含むオブジェ
クトクラス以外の如何なる要求されたオブジェクトクラスのローディングをも阻止するプ
ログラムセキュリティ論理を含んでいるので、対応するＡＮプログラムからコンパイルさ
れたＡＳプログラムのユーザが、誰がそのＡＮプログラムをコンパイルしたのかの識別と
、対応するＡＮプログラムのアイデンティティと、そのＡＳプログラムをコンパイルした
ＡＳ言語とを認証することができ、かつ完全性が検証できるＡＮプログラムは実行し、（
信頼されているか、または検証可能なソースとコンパイル情報とを有する）完全性が検証
できないＡＳプログラムを呼出すようにし、それによってソース、コンパイル情報、及び
完全性の検証ができないＡＳプログラムが呼出されるのを防ぎながら、本質的に全ての適
正なタスクを遂行することができる。
【００６２】
本発明の方法は、コンピュータシステムを動作させる方法であって、信頼されないオブジ
ェクトクラスを信頼されないオブジェクトクラスストレージ手段内に格納する段階と、信
頼されたオブジェクトクラスを信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内に格納す
る段階と、を備え、オブジェクトクラスは各々少なくとも１つのプログラムを含み、各プ
ログラムは（Ａ）アーキテクチャ中立言語で書かれたアーキテクチャ中立プログラム、及
び（Ｂ）アーキテクチャ特定言語で書かれたアーキテクチャ特定プログラムからなる群か
ら選択されたプログラムからなり、１つのオブジェクトクラス内の何れかのプログラムの
実行が要求された時に、要求されたオブジェクトクラス内の各アーキテクチャ特定プログ
ラムがディジタル署名を含み該ディジタル署名がディジタル署名検証手段によって成功裏
に検証されない限り少なくとも１つのアーキテクチャ特定プログラムを含む信頼されたオ
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ブジェクトクラスストレージ手段内のオブジェクトクラス以外の何れかの要求されたオブ
ジェクトクラスのローディングを阻止することを含む、セキュリティの侵害によって要求
されたオブジェクトクラスのローディングが阻止されている場合を除いて、要求されたオ
ブジェクトクラスを実行のためにユーザアドレス空間内へロードするので、対応するＡＮ
プログラムからコンパイルされたＡＳプログラムのユーザが、誰がそのＡＮプログラムを
コンパイルしたのかの識別と、対応するＡＮプログラムのアイデンティティと、そのＡＳ
プログラムをコンパイルしたＡＳ言語とを認証することができ、かつ完全性が検証できる
ＡＮプログラムは実行し、（信頼されているか、または検証可能なソースとコンパイル情
報とを有する）完全性が検証できないＡＳプログラムを呼出すようにし、それによってソ
ース、コンパイル情報、及び完全性の検証ができないＡＳプログラムが呼出されるのを防
ぎながら、本質的に全ての適正なタスクを遂行することができる。
【００６３】
本発明のメモリは、データ処理システム上で実行されるデータプログラムを格納するメモ
リであって、アーキテクチャ中立言語で書かれたプログラムが所定のプログラム完全性基
準を満足することを検証するプログラム完全性検証手段と、プログラム内に含まれるプロ
グラムの発信パーティーのディジタル署名を検証するディジタル署名検証手段と、信頼さ
れないオブジェクトクラスを格納する信頼されないオブジェクトクラスストレージ手段と
、信頼されたオブジェクトクラスを格納する信頼されたオブジェクトクラスストレージ手
段と、を備え、オブジェクトクラスは各々少なくとも１つのプログラムを含み、各プログ
ラムは（Ａ）アーキテクチャ中立言語で書かれたアーキテクチャ中立プログラム、及び（
Ｂ）完全性検証手段ではその完全性を検証できないアーキテクチャ特定言語で書かれたア
ーキテクチャ特定プログラムからなる群から選択されたプログラムからなり、アーキテク
チャ特定プログラム実行手段と、アーキテクチャ中立プログラム実行手段と、１つのオブ
ジェクトクラス内の何れかのプログラムの実行が要求された時に、オブジェクトクラスの
指定された１つを実行のためにロードするクラスローダと、を更に備え、クラスローダは
、要求されたオブジェクトクラス内の各アーキテクチャ特定プログラムがディジタル署名
を含み該ディジタル署名がディジタル署名検証手段によって成功裏に検証された場合を除
いて、信頼されたオブジェクトクラスストレージ手段内の少なくとも１つのアーキテクチ
ャ特定プログラムを含むオブジェクトクラス以外の如何なる要求されたオブジェクトクラ
スのローディングをも阻止するプログラムセキュリティ命令を含んでいるので、対応する
ＡＮプログラムからコンパイルされたＡＳプログラムのユーザが、誰がそのＡＮプログラ
ムをコンパイルしたのかの識別と、対応するＡＮプログラムのアイデンティティと、その
ＡＳプログラムをコンパイルしたＡＳ言語とを認証することができ、かつ完全性が検証で
きるＡＮプログラムは実行し、（信頼されているか、または検証可能なソースとコンパイ
ル情報とを有する）完全性が検証できないＡＳプログラムを呼出すようにし、それによっ
てソース、コンパイル情報、及び完全性の検証ができないＡＳプログラムが呼出されるの
を防ぎながら、本質的に全ての適正なタスクを遂行することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の好ましい実施例を組み入れた分布コンピュータシステムのブロック線図
である。
【図２】本発明の好ましい実施例によるアーキテクチャ中立プログラムの構造を示す図で
ある。
【図３】本発明の好ましい実施例により生成されるコンパイルされたアーキテクチャ特定
プログラムの構造を示す図である。
【図４】本発明の好ましい実施例によるオブジェクト及び関連オブジェクトクラスを示す
図である。
【符号の説明】
１００　コンピュータネットワーク
１０２　顧客コンピュータ
１０４　サーバコンピュータ
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１０６　信頼されたキーストレージ手段
１０８　ネットワーク通信接続
１１０　ＣＰＵ
１１２　ユーザインタフェース
１１４　メモリ
１１６　ネットワーク通信インタフェース
１１８　オペレーティングシステム
１２０　ネットワーク通信管理手段
１２２　アーキテクチャ中立（ＡＮ）プログラム実行手段
１２４　アーキテクチャ特定（ＡＳ）プログラム実行手段
１２６　アーキテクチャ中立プログラム完全性検証手段
１２８　アーキテクチャ中立プログラムコンパイリング準備手段
１３０　署名発生手段
１３２　署名検証手段
１３４　コンパイリング情報検証手段
１３６　オブジェクトクラスローダ
１３８　ユーザアドレス空間
１４０　信頼されたオブジェクトストレージ手段
１４２　信頼されないオブジェクトストレージ手段
１４４　信頼されたコンパイリングパーティー及び信頼されたコンパイラのリ
スト
１５０　ＣＰＵ
１５２　ユーザインタフェース
１５４　メモリ
１５６　ネットワーク通信インタフェース
１５８　オペレーティングシステム
１６０　ネットワーク通信管理手段
１６２　アーキテクチャ中立プログラムコンパイラ
１６４　署名検証手段
１６６　アーキテクチャ中立プログラム完全性検証手段
１６８　署名発生手段
１７０　アーキテクチャ中立プログラムストレージ手段
１７２　アーキテクチャ特定プログラムストレージ手段
２００　アーキテクチャ中立プログラム
２０２　アーキテクチャ中立プログラムコード
２１０　ディジタル署名
２１２　メモリダイジェストOP
２１４　ハッシュ関数OPＩＤ
２１６　発信パーティーＩＤ
３００　アーキテクチャ特定プログラム
３０２　アーキテクチャ特定プログラムコード
３１２　ディジタル署名CP
３１４　メッセージダイジェストCP
３１６　ハッシュ関数CPＩＤ
３１８　発信パーティーＩＤ
３２０　ディジタル署名C
３２２　メッセージダイジェストC
３２４　ハッシュ関数C ＩＤ
４００　オブジェクトクラス
４０２　アーキテクチャ特定プログラム
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４０４　アーキテクチャ中立プログラム
４１０　仮想関数テーブル
４１２　ネイティブ　アーキテクチャ特定プログラムＩＤ
４１４　ポインタ
４１６　アーキテクチャ中立プログラムＩＤ
４１８　ポインタ
４２０　オブジェクト
４２２　オブジェクトヘッダ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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