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状況依存アクセス制御方式による
セキュア車載 Java プラットフォームの実現
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インターネットと車内 LAN を接続するゲートウェイとして，車載情報端末が搭載される．車載情
報端末は Java 実行環境 J2ME/CDC を搭載し，各種サービスを提供するプログラムを動作させるこ
とができる．ここで，これらのプログラムにより安全運転が脅かされないように，Java が提供するア
クセス制御機構を用いて，不正な処理を排除する必要がある．しかし，Java 提供方式では，状況に
応じたアクセス制御を行うことができないため，車載情報端末には不十分である．たとえば，長時間
アイドル状態のときにエンジンを停止するプログラムが，誤って走行中にエンジンの停止を行うこと
ができたら危険である．そこで本論文では，セキュアな車載 Java プラットフォームを実現するため，
Java によって状況依存アクセス制御を実現するための方式について提案する．提案方式では，状況条
件を検証する Condition クラスを導入して，アクセス権限の有効条件として指定できるようにアクセ
ス制御ポリシを拡張した．権限認証時には，従来のアクセス権限認証に加え，状況条件の検証も行う
ことにより，状況依存アクセス制御を実現した．また，権限行使履歴の取得を SecurityManager で
効率的に行うことにより，状況条件として履歴情報を用いることも可能とした．さらに，PolicyFile
クラスの差し替えだけで適用可能としたため，既存の Java ソースコードの改修はいっさい不要であ
る．状況条件を 5 個関連付けたときでも，1 ドメインあたり百数十 µs で処理できるため，十分実用
に耐えうる．

Design and Implementation of Secure Java Platform
for Telematics Servers with Context-dependent Access Control
Nori Matsuda† and Takeshi Yoneda†
In-vehicle information server is an embedded server which has a function as the gateway
which connects in-vehicle LAN to the Internet. The J2ME/CDC, Java for embedded systems,
can be adopted on the server which OS independent applications can be run on. For the server,
to support safety driving, access control mechanism should be provided which prevents improper processing by applications. However, the mechanism provided by J2ME/CDC is not
suﬃcient because it does not provide context-dependent access control mechanism which considers dynamically changing vehicle context. So, in this paper, we propose context-dependent
access control mechanisms for J2ME/CDC platform. In our approach, context condition is
introduced which checks if a given context condition is satisﬁed or not. Some context condition can be related to a permission so that the permission is valid only if all of the related
conditions are satisﬁed. In addition, we introduce eﬀective logging algorithms for access control based on call times and intervals of APIs. Furthermore, our proposal does not require
any modiﬁcation of existing Java platform and applications because it can be implemented
only by replacement of original PolicyFile class. Finally, the performance result shows that
the overhead of our proposal is insigniﬁcant.

1. は じ め に

に接続する．そして，車のリアルタイム監視や整備時

近年，テレマティクスサービス8) が注目を集めてい

提示，走行位置や時刻に応じた様々な情報配信，等の

る．テレマティクスサービスでは，車に搭載された車

サービスをドライバに対して提供する．また，車の所

載情報端末と，携帯電話等の通信端末を用いて，車を

有者が，携帯電話を用いて遠隔で車にアクセスを行い，

インターネット経由で車メーカや保険会社等のセンタ

車のドアロックや，ライトの消灯等の遠隔制御を行う

期の通知，ドライバの運転挙動管理による燃費改善案

ことも可能となる．これにより，ドライバの安全運転

† 三菱電機情報技術総合研究所
Information Technology R&D Center, Mitsubishi Electric Corporation

のサポートや，利便性の向上を図ることが可能となる．
ここで，これらのサービスは，車メーカに限らず，
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保険会社やセキュリティ会社，さらに車関連部品の小
売店によっても提供されると考えられる．しかし，車
メーカごとに独自の車載情報端末を開発してしまう
と，サービス提供者は車載情報端末ごとにプログラム
を用意しなければならない．そこで，オープンな車載
情報端末のソフトウェアプラットフォームを構築すべ
く，インターネット ITS や AMI-C 1) において標準化
活動が行われている．AMI-C 仕様では，プログラム
の実行環境として組み込み用 Java 7) 実行環境である

J2ME/CDC 12) を搭載して，車載機器を監視・制御す
るための車載 API の仕様を策定しつつある．
このようにプラットフォームがオープンになること
により，各サービス会社がサービス提供プログラムを
開発することが可能となるが，その一方で，信頼性の

図 1 車載情報端末のソフトウェア構成
Fig. 1 Software architecture of in-vehicle information
server.

評価が困難なフリーソフトウェアの出現も考えられる．
これらのソフトウェアを車載情報端末上で動作させた

連付けたときでも，1 ドメインあたり百数十 µs で処

場合，プラットフォームが提供する車載 API を用い

理できるため，十分実用に耐えうる．また，Security-

て，車載情報端末や他の車載機器に対して不正な操作
ションが処理を行う際に，その処理を監視してアクセ

Manager を用いて権限行使履歴を取得し，状況条件と
して履歴情報を用いることも可能とした．効率的に履
歴管理を行うことにより，繰返し実行時でも処理性能

ス制御を行うことが必要となる．

の劣化が発生しない．さらに，PolicyFile クラスの差

が行われる可能性が発生する．そのため，アプリケー

Java 実行環境 J2ME/CDC では，ライブラリが独

し替えだけで適用可能としたため，既存の Java ソー

自のアクセス権限を定義することができ，さらに，そ

スコードの改修が不要であり，様々な Java プラット

れを用いてアクセス制御を行う仕組みが提供されてい

フォームに適用可能である．

る5),6) ．しかし，J2ME/CDC のアクセス制御アルゴ
リズムでは，事前に付与された静的なアクセス権限に
基づいたアクセス制御を行うことは可能であるが，状
況に応じたアクセス制御を行うことができないという
問題点がある．たとえば，環境保護の目的で，長時間

2. 車載 Java と実用化に向けた技術課題
本章では，車載情報端末のソフトウェア構成と，実
用化に向けて解決すべき技術課題についてまとめる．

2.1 車載情報端末のソフトウェア構成

アイドル状態にあるエンジンを自動停止するプログラ

車載情報端末は，車内 LAN とインターネットのゲー

ムを考える．このプログラムが，誤って走行中にエン

トウェイとして，さらに，監視・制御アプリケーショ

ジンの停止を行うことができたら，安全運転に大きく

ンの実行環境としての役目を持つ．監視・制御アプリ

影響を及ぼすため危険である．このようなケースに対

ケーションは，各種車載機器の状態をサーバにアップ

応するためには，エンジンやドアロック等の車載機器

ロードし，必要に応じて，各種車載機器の制御を行う．

の状況を考慮することが可能な，状況依存アクセス制

あらかじめインストールされているアプリケーション

御の実現が必要不可欠である．

だけでなく，ネットワーク経由でダウンロードするこ

そこで本論文では，J2ME/CDC 上で状況依存アク

とにより，機能を追加・向上できることが特徴である．

セス制御を実現する方式について提案する．提案方式

このような用途に適した S/W プラットフォームとし

では，各種車載機器の状態を検証する状況条件という

て，図 1 に示すように，OSGi 仕様10) に基づくソフト

概念を導入して，アクセス権限の有効条件として指定

ウェア構成が採用されつつある．アプリケーションの

できるようにアクセス制御ポリシを拡張した．権限認

実行環境として，組み込み用 Java である J2ME/CDC

証時には，従来のアクセス権限認証に加え，状況条件

が用いられる．車載機器を制御するための車載 API

の検証も行うことにより，状況依存アクセス制御を実

や，監視・制御アプリケーション等は，OSGi 規定の

現した．アクセス権限に対して複数の状況条件を関連

Service として作成される．それらのプログラムは，必

付けることができるため，それに応じてきめ細かなア

要に応じて，OSGi Framework によって起動される．

クセス制御を行うことができる．状況条件を 5 個関
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2.2 実用化に向けた技術課題
Java 実行環境 J2ME/CDC では，独自のアクセス

Brewer らは2) ，Chinese wall policy というアクセ
ス権限の考え方を提案した．たとえば，あるコンサル

権限を追加することが可能である．車載 API ごとに

タント会社のデータベースに，様々な銀行の内部情報

実行するためのアクセス権限を定義することにより，

が蓄積されていたとする．この情報はインサイダ情報

監視・制御アプリケーションの API コールをアクセ

であり，1 人のコンサルタントが，すべての銀行の内

ス制御することが可能となる．

部情報にアクセスすることは好ましくない．そこで，

ここで，車載情報端末では，車の状況によって実行

コンサルタントが初めてアクセスした情報を記憶して

可能な操作が変化するという特徴がある．たとえば，

おき，それ以外の銀行の情報はアクセスできないよう

以下のようなユースケースが考えられる．

にアクセス権限認証を行うモデルを提案した．

例 1）スマートキー App

Edjlali らは3) ，Java で記述された Mobile Code に

携帯電話をスマートキーの代わりとして用いるた

対するアクセス制御の方式として，履歴に応じたアク

めのアプリである．走行中のドアロック解除は安

セス制御を行う方式を示した．具体的には，Mobile

全運転に影響を及ぼすため，停車中のみドアロッ

Code の作成者とダウンロード者，実施した処理の履
歴に応じてアクセス制御を行う方式を示した．この方
式は，アプリケーションに相当する Mobile Code ご

クを解除可能と制限したい．
例 2）エンジン自動停止 App
排気ガスを減らすため，一定時間アイドル状態

とに条件を設定できるが，内部で利用されるライブラ

にあるエンジンを停止するアプリである．制御系

リに対しては条件を設定することができない．

LAN やエンジンの負荷上昇を防止するため，一
定間隔をおいたときのみ状態取得可能と制限し，
さらに停車中のみエンジン停止可能と制限したい．

McDaniel は9) ，アクセス制御の分野において様々
に研究されてきた状況依存アクセス制御に関して，“状
況” とは何かについて技術的な検討を行った．そして，

しかし，J2ME/CDC では，状況を考慮したアクセ

状況を評価する関数を抽象化して，それを生成・評価

ス権限を付与することができないという問題点がある

するための仕組みとして Antigone Condition Frame-

ため，上記のような制限を課すことができない．
を考慮可能な状況依存アクセス制御の実現が必要とな

work（ACF）の実現を行った．
Strembeck らは11) ，アクセス権限が有効となる状
況条件を表す Context Constraint を定義して，それ

る．以下，解決すべき課題と，その実装要件を示す．

を RBAC 4) （Role-based Access Control）で定義さ

課題

れたアクセス権限（Permission）と関連付けることを

そこで，エンジンやドアロック等，車載機器の状態

• 状況条件付きアクセス権限の実現
走行状態，ドアロック状態，走行位置等，ある時

検討した．そして，彼らが開発した RBAC ソフトウェ

点の状況に依存したアクセス権限を実現．
• 履歴条件付きアクセス権限の実現
状況条件付きアクセス権限の一形態として，過去

した結果を報告した．
の適用方式を提案しているが，アクセス制御モデルが

のアクセス権限行使回数もしくは間隔に依存する

異なる Java への適用は検討されていない．また，適

アクセス権限を実現．

用のためにはアクセス制御機構のソース改修等が必要

実装要件

ア xoRBAC に対して，状況依存アクセス制御を実現

McDaniel や Strembeck らの提案では，RBAC へ

だが，Java 実行環境のソースはライセンス的に改修

• アクセス権限ごとに複数の状況条件を設定可能．
• 任意のタイミングで状況条件を追加可能．

できない．さらに，履歴管理テーブルの肥大化にとも

• 従来の状況非依存なアクセス権限も利用可能．
• Java 組み込みアクセス権限にも適用可能．

ある．

• Java 実行環境のソース改修が不要．

セス制御モデルにおいて状況依存アクセス制御を実現

3. 関 連 研 究

する方式について提案する．

コンピュータ上のリソースに対するアクセス制御に

ない，認証時間が徐々に増加してしまうという問題が
本論文では，既存方式の問題を解決し，Java アク

4. J2ME/CDC アクセス制御アルゴリズム

関しては，昔からさかんに研究されている．その中で，

車載サーバで採用される J2ME/CDC では，デスク

システムが必要とする状況条件に特化した形であるが，

トップ PC 向けの Java 実行環境 J2SE と同じく，ド

状況依存アクセス制御が実現されてきた．

メインセキュリティモデル5),6) と呼ばれるアクセス制
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図 2 ProtectionDomain とアクセス権限の関係
Fig. 2 Relationship between ProtectionDomain, class,
permissions and permission.

図 4 Java2 のポリシファイル構成
Fig. 4 Structure of security policy file.

初めに D.class は，処理実行に必要なアクセス権限を
特定して，それに対応した行使アクセス権限 Permis-

sion クラスのインスタンス p を生成する．これをパラ
メータとして SecurityManager の checkPermission
メソッドを呼び出す．

SecurityManager は，内部的にアクセス権限認証
を行うための AccessController を呼び出す．Access図 3 アクセス権限認証のアルゴリズム概要
Fig. 3 Brief description of authorization algorithms.

Controller は，コールスタック上にあるクラスを特定
して，対応する ProtectionDomain をすべて取得する．
そして，各 ProtectionDomain に割り当てられた付与

御アルゴリズムが提供される．
本章では，J2ME/CDC にて実現されるアクセス制

アクセス権限の中に，行使アクセス権限が含まれてい
るかどうかを検証する．もし，すべての Protection-

御アルゴリズムと，クラス構成の概略について述べる．

Domain が行使アクセス権限を含む付与アクセス権限

4.1 ProtectionDomain
クラスは，図 2 に示したように，必ず 1 つの ProtectionDomain に割り当てられる．ProtectionDomain

を持てば，“アクセス権限あり” とする．どれか 1 つ
でも持たないものがあれば，“アクセス権限なし” と

は，クラスの属性を示す CodeSource と，クラスに許

なお，この例外として，特権コードと呼ばれる仕組

する．

可された付与アクセス権限一覧 Permissions から構成

みがある．コールスタック上のクラスが特権コードで

される．また，付与アクセス権限一覧 Permissions は，

あることを宣言していた場合，それより呼び出し側の

たとえばファイルへのアクセス権限や，Socket へのア

ProtectionDomain に関しては，アクセス権限がある

クセス権限等，個々のアクセス権限を定義した付与ア

かどうかのチェックが行われなくなる．

クセス権限 Permission ☆ の集まりである．

4.2 アクセス制御アルゴリズム
一般に Java アプリケーションは，複数のベンダが

4.3 アクセス制御ポリシの設定
各クラスの付与アクセス権限一覧は，ポリシファイ
ル java.policy によって指定する．図 4 に示すように，

提供するクラスを組み合せて実行する．この場合，各

このポリシファイルには複数のポリシエントリを記述

クラスは異なる ProtectionDomain に属するため，行

することができる．

使可能なアクセス権限もクラスごとに異なる可能性が

（2）付与
各ポリシエントリには，
（1）コード属性と，

高い．ドメインセキュリティモデルでは，このような

アクセス権限 Permission の組を記述する．コード属

構成に適するアクセス制御アルゴリズムを提供する．

性には，クラスの読み込み元の URL と，Jar ファイ

図 3 を用いて，そのアルゴリズムについて説明す

ルの署名者に関する条件を指定することができる．省

る．まず，アプリケーション A.class を実行したとき，

略することも可能である．付与アクセス権限には，与

B.class と C.class と D.class の順でコールされたと仮

えるアクセス権限を複数記述する．

定する．また，この D.class の実行には，アクセス権
限が必要と仮定する．

Java 実行環境がクラスを読み込んだ場合，初めに
クラスの属性が決定される．そして，コード属性の条
件が満たされるすべてのポリシエントリを抽出する．

☆

Java では Permission クラスに 2 つの用法がある．本論文で
は，付与アクセス権限と後述する行使アクセス権限と区別する．

抽出したポリシエントリの付与アクセス権限の和集合
を，クラスが属する ProtectionDomain の付与アクセ
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図 5 Java2 の Permission クラス構成
Fig. 5 Hierarchy of Permission classes.

図 7 アクセス権限認証時の Java2 動作
Fig. 7 Process for authorization.

図 6 Class 読み込み時の Java2 動作
Fig. 6 Process for loading Class.

ス権限一覧とする．

4.4 アクセス権限クラスの階層
Permission クラスは，付与アクセス権限や行使アク
セス権限を表すために用いる．このクラス自体は抽象

独自 PolicyFile クラスを利用することも可能である．

4.6 クラス構成：アクセス権限認証
アクセス権限認証では，4.2 節で述べたように，SecurityManager クラスと AccessController クラスが
連係して動作する．その様子を図 7 に示す．
実行のためにアクセス権限が必要な車載 API がコー
ルされたとき，車載 API は処理実行に必要な行使アク

クラスであって，図 5 に示すように，個々のアクセス権

セス権限 Permission を特定して，SecurityManager

限は Permission クラスの派生クラスとして実装され

にアクセス権限認証を依頼する．SecurityManager

る．たとえば，ファイルへのアクセス権限 FilePermis-

は，AccessController に処理を委譲する．AccessCon-

sion や，Socket へのアクセス権限 SocketPermission

troller は，コールスタックに対応する ProtectionDo-

等が，Java 標準で用意される．
また，派生クラスとして UserDefinedPermission ク

main を取得して，各 ProtectionDomain に対して行
使アクセス権限を行使可能かどうかを問い合わせる．

ラスを実装することにより，ライブラリ等が独自のア

さらに ProtectionDomain は，付与アクセス権限一覧

クセス権限を追加することも可能である．

4.5 クラス構成：ProtectionDomain 生成

Permissions に問合せを行う．
付与アクセス権限一覧 Permissions は，行使アクセ

ProtectionDomain に割り当てるアクセス権限を管

ス権限と同一クラスの付与アクセス権限 Permission

理するクラスとして，図 6 に示すように PolicyFile

を抽出し，行使アクセス権限を含むかどうかを問い合

クラスが存在する．

わせる．行使アクセス権限を含むかどうかは，付与ア

この PolicyFile クラスは，ClassLoader から読み
込んだクラスの CodeSource を受け取ると，対応す

クセス権限によって判定される．
以上のように，4.2 節で示したアルゴリズムは Ac-

る ProtectionDomain の付与アクセス権限一覧 Per-

cessController クラスが制御して，アクセス権限の包含

missions を特定し，ClassLoader に送付する．Class-

関係チェックは末端の Permission クラスが行う．この

Loader は，事前に特定した CodeSource とあわせて，
読み込んだクラスが属する ProtectionDomain を生成
する．これによって，クラスと ProtectionDomain の

ように各クラスが連携して，アクセス権限認証を行う．

関連付けが完了する．
ここで，PolicyFile クラスは抽象クラス Policy の
実装クラスで，Java セキュリティ環境設定ファイル

java.security ファイルで変更可能である．そのため，

5. 状況依存アクセス制御の提案方式
本章では，2.2 節で述べた課題を解決するためのア
クセス制御アルゴリズムについて提案する．

5.1 Condition の導入
状況に応じて有効となるアクセス権限を定義するた
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図 8 Condition と Permission との関係
Fig. 8 Relationship between Permission and Condition.

図 10 拡張したアクセス権限認証アルゴリズム
Fig. 10 Extended algorithms for authorization.

図 9 拡張したアクセス制御ポリシ
Fig. 9 Extended security policy file.

め，状況条件 Condition という概念を導入する．
図 8 に，ProtectionDomain，Permission，Condition の関係を示す．このように，ProtectionDomain

図 11 アクセス権限行使履歴管理テーブル構成
Fig. 11 History table of using permissions.

に対して付与アクセス権限一覧 Permissions が割り当
てられ，Permissions が付与アクセス権限 Permission

初めに，状況条件の検証について述べる．状況条件

の集合として構成される点は従来のとおりである．

は付与アクセス権限に関連付けられる．そこで，行使

本提案では，それぞれの付与アクセス権限 Permission に対して，複数の状況条件 Condition を関連付け

アクセス権限と付与アクセス権限の包含関係を検証す

る．付与アクセス権限は，すべての状況条件 Condi-

セス権限が付与アクセス権限に含まれ，かつ，すべて

る際に，状況条件 Condition の検証を行う．行使アク

tion が成立するときに有効とする．この状況条件とし

の状況条件 Condition が満たされているときに，“ア

（2）停車中，
（3）過
ては，たとえば（1）つねに有効，

クセス権限あり” と判定する．これにより，状況条件

去に未実行等の条件を定義可能である．

付きアクセス権限の認証が可能となる．

5.2 アクセス制御ポリシの拡張
状況条件の導入にともない，アクセス制御ポリシも
拡張する．図 9 に，拡張したアクセス制御ポリシの

アクセス権限行使履歴は，“アクセス権限あり” と判
定された後に取得するべきである．この結果を知りう

構成を示す．このように，従来の（1）コード属性と，

るのは，SecurityManager のみである．そこで，Se-

（3）状
（2）付与アクセス権限 Permission に加えて，
況条件 Condition を複数指定できるように拡張する．

次に，アクセス権限行使履歴の保存について述べる．

curityManager において，アクセス権限認証が完了し
た後に履歴を取得する．

けると，すべての状況条件が成立するとき（AND 条

5.4 履歴登録アルゴリズム
アプリケーションに限らず，J2ME/CDC 自体も多

件）に有効となるアクセス権限を付与可能である．一

くのアクセス権限を行使して処理を行う．そのため，

方，いずれか 1 つの状況条件が成立するとき（OR 条

すべてのアクセス権限行使履歴を時系列に並べて保存

件）に有効となるアクセス権限を付与するときは，同

することは，履歴情報参照時の性能低下を招くため好

なお，付与アクセス権限に複数の状況条件を関連付

一の付与アクセス権限を複数列挙し，それぞれに異な

ましくない．そこで，
（1）付与アクセス権限の行使回

る状況条件を関連付ければよい．

数，
（2）行使間隔，に基づく状況条件を実現するため

5.3 アクセス制御アルゴリズムの拡張
アクセス制御アルゴリズムに対して，
（1）状況条件

に必要な履歴情報を取得するアルゴリズムを提案する．
初めに図 11 に，履歴を管理するアクセス権限行使履

の検証，
（2）アクセス権限行使履歴の保存，の 2 点を

歴管理テーブルについて，その構成を示す．本テーブル

拡張する．そのときの処理概要を図 10 に示す．

は（a）ProtectionDomain を特定する CodeSource，
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図 12 アクセス権限行使履歴の取得アルゴリズム
Fig. 12 Algorithm for recording history.

（b）利用した付与アクセス権限 Permission，
（c）最終
行使時刻，
（d）行使回数，の 4 要素から構成される．
このように，付与アクセス権限に関連付けられた状況
条件は履歴として保存せず，付与アクセス権限のみを

図 13 状況依存アクセス制御の処理手順
Fig. 13 Process of context-dependent authorization.

履歴として取得する点が特徴である．
次に，図 12 に，ある 1 つの ProtectionDomain に
関して，そのアクセス権限行使履歴を取得するための
アルゴリズムを示す．実際は，コールスタック上にあ
るすべての ProtectionDomain に対して，図に示した
アルゴリズムで履歴を取得する必要がある．
図のように，ProtectionDomain に割り当てた付与
アクセス権限のうち，行使アクセス権限を含むすべて

図 14 Condition クラス構成
Fig. 14 Hierarchy of Condition classes.

の付与アクセス権限に対して行使履歴を保存する．い
い換えれば，付与アクセス権限に関連付けた状況条件
が成立するかどうかは検証しない．
以上のように履歴を取得するため，履歴管理テーブ

6. J2ME/CDC 上での実現方式
本提案での実現方式の概要を図 13 に示す．これは，

ルのサイズは，CodeSource 数に対応する Jar ファイ

アプリケーションが車載 API をコールしたときに，状

ル数と，付与アクセス権限の個数に依存する値となり，

況依存アクセス権限認証が行われる場合のクラス関連

アクセスするリソース数や，アクセスした回数には依

図である．以降では，このクラス関連を決定する際の

存しない．そのため，一般のログファイルのように，

検討結果に関して述べる．

履歴を時系列に並べて取得することに比べて，大きく

6.1 Condition クラスの導入

条件の検証時に履歴を参照する場合，その参照速度を

Condition クラスは，図 14 に示すように，状況条
件を検証するすべてのクラスの抽象クラスである．抽

大きく向上させることができる．

象メソッドとして，状況条件を検証する check メソッ

メモリ使用量を削減することができる．さらに，状況

ドを宣言する．以下に，その定義を示す．
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図 16 condition.rule ファイル記述例
Fig. 16 Example of condition.rule file.

図 17 Condition クラスの読み込み方法
Fig. 17 Loading Condition classes.

図 15 各種 Condition クラス実装例
Fig. 15 Examples of implementation of Condition.

public abstract class Condition {
public boolean check(CodeSource cs,
Permission pm);
}
各状況条件は，依存する状況に応じて，Condition ク

図 18 新しく定義した Permission クラス
Fig. 18 Proprietary Permission classes.

ラスの実装クラスとして実現する．これにより，様々
なバリエーションの状況条件を定義できる．

況条件 “停車中（走行速度が 0 km/h 以下）” を，ルー

例として，図 15 に，状況条件 “走行速度が一定速度

ル interval50 は，状況条件 “呼び出し間隔 50 ms 以

以下” を検証する SpeedometerCondition クラスの実

上” を定義した例である．ほかにも，下記に示すよう

装例を示す．また履歴に依存する実装例として，状況

に様々なルールが設定可能である．

条件 “呼び出し間隔が一定時間以上” を検証する Call-

• CPU 負荷が 70%未満

IntervalCondition クラスの実装例も示す．いずれの
場合も，check メソッドで状況もしくは履歴を取得し，

• 権限行使回数が N 回未満
• 呼び出し間隔 50 ms 以上で，CPU 負荷 70%未満

コンストラクタで与えられた条件を満たすかどうかを
また，実装要件より，Condition 実装クラスは任意

• 曜日が土日祝日で，12〜18 時以内
• 停車中で，画面表示中のアプリが不在のとき
最後に図 17 に Condition 実装クラスの読み込み方

のタイミングで追加できる必要がある．そこで，各

法を示す．ConditionTable クラスはルール名を受け取

Condition 実装クラスのグルーピングとルール名を付

り，condition.rule ファイルから該当する Condition

検証し，結果を true/false で返すだけでよい．

加するため，condition.rule ファイルを導入する．こ

実装クラスを特定する．そして，Dynamic loading 機

のファイルは，ルールを定義する複数のエントリから

構により Condition 実装クラスをインスタンス化する．

構成される．以下，エントリのフォーマットを示す．

以上の仕組みにより，任意のタイミングで新しい状

alias <cond_rule>
<condition_class1>, <parameter1>;

況条件を追加することが可能となる．

6.2 ConditionalPermission クラスの実装
状況条件が関連付けられた付与アクセス権限を表

<condition_class2>, <parameter2>;
...
エントリは，状況条件に与えるルール名 <cond_rule>

その構成を図 18 に示す．このクラスは，付与アクセ

と，Condition 実装クラス名 <condition_class> と

ス権限 Permission と，複数の状況条件 Condition か

コンストラクタに与える引数 <parameter> の対を複

ら構成される．また，Permission クラスから継承し

数列挙したもので構成される．

た implies メソッドを実装しており，従来の包含関係

その記述例を，図 16 に示す．ルール stop は，状

すために，ConditionalPermission クラスを導入する．

の検証に加え，状況条件の検証も行う．
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図 19 java.policy ファイル記述例
Fig. 19 Example of java.policy file.

アプリケーションに状況条件付きアクセス権限を付与
する場合，アクセス制御ポリシを指定する java.policy
ファイルにアクセス権限を追記すればよい．そのフォー

図 20 Condition 対応ポリシファイルの読み込み手順
Fig. 20 Loading policy with Condition.

マットを下記に示す．

permission ConditionalPermission, \
"<permission>,<target>,<action>", \
"<cond_rule>";
これは，状況条件 <cond_rule> が成立するときにの
み有効となるアクセス権限 <permission>（ターゲッ
ト名：<target>，アクション名：<action>）を付与
することを意味する．

java.policy ファイルの記述例を，図 19 に示す．基
本的なファイル構造は Java 提供のファイル構造に従
い，アクセス権限として状況条件付きアクセス権限を
指定するだけでよい．
以上の設定によって，従来の状況に依存しないアク
セス権限に加えて，状況条件付きアクセス権限を付与

図 21 履歴取得に向けた SecurityManager
Fig. 21 SecurityManager for recording history.

することができる．

6.3 状況条件対応 ProtectionDomain 生成
4.6 節で述べたように，Java 標準の付与アクセス権
限一覧 Permissions は，行使アクセス権限と同種の付
与アクセス権限に対してのみ，包含関係を検証する．
そのため，現状のままでは ConditionalPermission が
用いられることはない．

以上によって，状況条件付き付与アクセス権限一
覧 ConditionalPermissions クラスを，ProtectionDo-

main に割り当てることが可能となる．
6.4 LoggedSecurityManager クラスの実装
5.3 節で述べたように，各 ProtectionDomain のア
クセス権限行使履歴は SecurityManager が保存する．

そこで，図 20 に示すように，状況条件対応付与ア

しかし，SecurityManager ではコールスタックを取得

クセス権限一覧 ConditionalPermissions を導入する．

できないため，それを取得する仕組みが必要である．

このクラスは，従来の包含関係の検証に加え，ConditionalPermission を用いた包含関係の検証も行うクラ

を取得するための LoggedSecurityManager と，コー

スである．

ルスタック上の ProtectionDomain 情報を取得するた

また，ModifiedPolicyFile クラスも導入する．こ

そこで，図 21 に示すように，アクセス権限行使履歴

めの HistoryPermission クラスを導入する．

れは，従来の Permissions の代わりに，Condition-

具体的には，LoggedSecurityManager は，図 18 に

alPermissions クラスのインスタンスを作成する．こ
の ModifiedPolicyFile クラスを java.security ファイ

示す構成の HistoryPermission に行使アクセス権限

ルによって指定すると，従来の PolicyFile クラスから

証を依頼する．状況条件付き付与アクセス権限一覧

ModifiedPolicyFile クラスに置換できる．

ConditionalPermissions は，検証対象となった Protec-

をラップして，AccessController にアクセス権限認
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tionDomain 情報を HistoryPermission に格納する．
以上により，LoggedSecurityManager はコールス
タック上の ProtectionDomain 情報を取得できるので，
それを元にアクセス権限行使履歴の保存を行う．
なお，LoggedSecurityManager の利用は，JavaVM
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加可能とした．
• 従来の状況非依存なアクセス権限も利用可能
状況条件を関連付ける場合は，ConditionalPermission クラスを用いる．これを用いない場合は，
状況条件が関連付けられていないアクセス権限と

起動時のコマンドラインオプションで指定する．Java

見なすため，従来の状況非依存なアクセス権限も

標準 SecurityManager を用いた場合は，アクセス権

利用可能である．

限行使履歴の取得は行われないが，状況条件付きアク
セス権限の利用は可能である．

7. 実装アルゴリズム評価
本章では，実装した状況依存アクセス制御に関して，
以下の観点から評価を行う．

• 機能評価
• セキュリティ評価

• Java 組み込みアクセス権限にも適用可能
ConditionalPermission を用いて，Java 組み込み
アクセス権限に状況条件を関連付けられる．これ
により，Java 組み込みアクセス権限にも適用可
能である．

• Java 実行環境のソース改修が不要
java.security ファイルの変更による ModifiedPolicyFile の指定と，JavaVM 起動時のオプション

• 性能評価
7.1 機 能 評 価

による LoggedSecurityManager の指定だけで，

提案方式は，2.2 節で示した課題を解決し，実装要

である．そのため，Java 実行環境のソース改修

件を満たすことを確認した．以下，考察結果を示す．

を行うことなく，状況依存アクセス制御が可能で

“課題” を解決していることの考察
• 状況条件付きアクセス権限の実現
Condition 実装クラスとして，
（a）走行状態，
（b）ド
アロック状態，等の条件を検証するクラスを実装

J2ME/CDC アクセス制御関連クラスを置換可能

ある．

7.2 セキュリティ評価
本提案で示した状況依存アクセス制御アルゴリズム
に関して，セキュリティの観点から評価を行う．

する．このクラスを付与アクセス権限と関連付け

7.2.1 Least Privilege の評価

てポリシファイルに記述することにより，状況条

アクセス制御アルゴリズムは，与えられたアクセス

件付きアクセス権限を実現することができる．

• 履歴条件付きアクセス権限の実現

権限の範囲内でのみ，処理可能であることを保証しな
ければならない．たとえば，プログラムが複数のクラ

権限行使履歴を検証する Condition 実装クラスを

スによって構成され，それぞれのクラスに異なるアク

追加して，この状況条件を付与アクセス権限と関

セス権限が与えられていたとする．このとき，あるク

連付ける．また，LoggedSecurityManager を用

ラスが別のクラスをコールすることによって，追加で

いて，アクセス権限行使履歴の取得を行う．これ

アクセス権限を得ることがあってはならない．

により，履歴条件付きアクセス権限を実現するこ
とができる．
“実装要件” を満たすことの考察

従来の Java アクセス制御アルゴリズムは，状況に
依存しないアクセス権限を扱うことが可能である．こ
のアルゴリズムは，プログラムが与えられたアクセス

• アクセス権限ごとに複数の状況条件を設定可能
状況条件をグルーピングして付与アクセス権限と
関連付ける仕組みを提供した．また，状況条件ご

権限一覧の範囲内でしか処理が行えないことを保証す

とに付与アクセス権限を複数列挙することもでき

クセス権限が与えられている場合にのみ “アクセス権

る．これにより，付与アクセス権限が有効となる

限あり” と判定することにより実現している．

条件として，状況条件の AND/OR による組合せ
を利用可能とした．
• 任意のタイミングで状況条件を追加可能

る6) ．これは，コールスタック上のクラスに対応する
すべての ProtectionDomain に対して，それぞれにア

本提案方式では，従来のアクセス権限に対して，そ
れが有効となる状況条件を関連付けるという拡張を
行った．この拡張アルゴリズムにおいても，すべての

Condition 実装クラスを condition.rule ファイル
によって指定し，動的にクラスを読み込む仕組み

ProtectionDomain に対してアクセス権限が与えられ
るかどうかの認証を行う点は，従来の Java アクセス

とした．これにより，condition.rule ファイルの

制御アルゴリズムを継承している．

変更によって，任意のタイミングで状況条件を追

そのため，本提案の状況依存アクセス制御アルゴリ
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ズムにおいても，与えられたアクセス権限の範囲内で

ス権限も異なるケースを考える．すなわち，以下のよ

のみ処理が可能であることが保証される．

うにポリシエントリが設定されていたとする．

7.2.2 履歴取得アルゴリズムの妥当性評価
5.4 節で示した履歴取得アルゴリズムは，付与アク
セス権限に関連付けた状況条件が成立するかどうかは

grant{
VPerm 1
VPerm 2
..
.
VPerm n

検証せずに，行使アクセス権限を包含する付与アクセ
ス権限のすべてを履歴に保存する．
このアルゴリズムは，以下の 3 方式の中で最も妥当

}

との判断で採用した．

(1)
(2)

Rule 1
Rule 2
..
.
Rule n

すべての付与アクセス権限を履歴に登録

ここで，VPerm c = ∩VPerm i とすると，VPerm i =

（状況条件の成立は考慮しない）

VPerm c ∪ VPerm i と分解できる．これより，付与ア
クセス権限一覧 Perms は，以下のように表せる．

すべての付与アクセス権限を履歴に登録
（状況条件の成立を考慮する）

Perms =



(VPerm i ∧ Rule i )



( 3 ) 最初に合致した付与アクセス権限を履歴に登録
以下，( 1 ) の方式が妥当と判断した理由を示す．

=

考察 1：

= VPerm c ∧

(VPerm c ∪ VPerm i ) ∧ Rule i



行使アクセス権限 UPerm を包含する付与アクセス権

∪

限 VPerm が複数与えられており，それぞれに異なる









Rule i

(VPerm i ∧ Rule i )



状況条件 Rule i ，(i = 1, . . . , n) が関連付けられてい

ここで，VPerm c に着目すると，考察 1 で検討した，

る場合を考える．すなわち，以下のようにポリシエン

あるアクセス権限 VPerm c に対して異なる状況条件

トリが設定されていたとする．

を設定したケースと同一であることが分かる．
これより，本ケースも，状況条件の成立に関係なく，

grant{
VPerm

Rule 1

行使アクセス権限を包含するすべての状況条件付き付

VPerm
..
.
VPerm

Rule 2
..
.
Rule n

与アクセス権限に対して “利用した” と履歴を残すこ

}

とが妥当である．

7.2.3 アクセス制御ポリシ不整合時の考察
本提案方式で述べた状況依存アクセス制御アルゴリ
ズムは，正しくアクセス制御ポリシが与えられている

これは，付与アクセス権限 VPerm は，Rule i ，(i =

ことを前提としている．そこで本項では，アクセス制

1, . . . , n) のいずれか 1 つが真になるときに有効にな

御ポリシに不整合があった場合の動作について考察す

ることを意味する．すなわち，付与アクセス権限一覧

る．ポリシの不整合が起こりうる状況として，以下の
2 点が発生したときの動作を述べる．

Perms は以下のように表せる．
Perms = VPerm ∧

n


(1)
Rule i

アクセス権限の不整合

Java アクセス制御機構では，許可権限のみ設

i=1

定することができ，禁止権限は設定できない．

この式より，いずれの状況条件 Rule i ，i ∈ 1, . . . , n

そのため，原理上不整合を起こさないという特

が真になった場合でも，アプリケーションは付与アク

徴がある．本方式でも，アクセス権限に状況条

セス権限 VPerm を行使することが可能であると分か

件を付加できるように拡張したが，この特徴は

る．そのため，付与アクセス権限 VPerm を行使した
という履歴を保存するべきである．

継承しているため不整合を起こすことはない．

(2)

状況条件の不整合

これは，状況条件の成立に関係なく，行使アクセス権

あるアクセス権限 VPerm に対して，同時に成

限を包含するすべての状況条件付き付与アクセス権限

立しない状況条件 Cond 1 ，Cond 2 を 2 個関連

に対して “利用した” と履歴を残すことと同一である．

付けた場合が該当する．この場合，両者の状況

考察 2：

条件が同時に成立することはないため，そのア

考察 1 では，付与アクセス権限が同一の場合を考察し

クセス権限はつねに無効となる．

た．ここでは，状況条件だけでなく，その付与アクセ

以上のように，アクセス権限が不整合を起こすこと
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表 1 従来のアクセス権限認証の処理時間測定結果
Table 1 Performance of original authorization.
ドメイン数

1

2

3

5

環境 1
環境 2
環境 3

15.4 µs
15.8 µs
62.5 µs

22.5 µs
23.2 µs
102.7 µs

34.6 µs
35.7 µs
148.3 µs

51.7 µs
53.5 µs
231.5 µs

に応じたアクセス権限セットにて動作の制御ができる
ため，車メーカが慎重に決定したアクセス制御ポリシ
に基づいて安全性が確保される．

7.3 性 能 評 価
図 22 アクセス制御ポリシ配布方法
Fig. 22 Setup of access control policy.

本提案方式の評価実装における性能測定結果をま
とめる．測定は，Pentium3-1 GHz 搭載 Linux PC
で ，JIT や HotSpot 等 の 高 速 化 技 術 を 未 搭 載 の

J2ME/CDC1.0 によって実施した．また，測定値は，
10 万回繰返し実行に要した時間の平均値とした．
図 23 アクセス制御ポリシの分類例
Fig. 23 Classification of access control permissions.

7.3.1 従来のアクセス権限認証の処理時間
初めに，以下に示す 3 環境に対して，状況を考慮し
ないアクセス権限を用いた場合に，アクセス権限認証

はなく，状況条件に不整合が発生した場合でもアクセ

に要する時間を測定した結果を表 1 に示す．

ス権限が無効となるため，余計なアクセス権限を得て

環境 1：オリジナルの J2ME/CDC

しまうような事態は発生しない．しかし，設定ミスに

環境 2：履歴取得を行わない場合の提案方式

より余計なアクセス権限を与えてしまうという問題は
発生しうる．いずれのケースも発生しないように，運
用上でカバーする必要がある．
その一手法として，車メーカが一括してポリシ設定
を行う方法が考えられる．概要を図 22 に示す．
初期設定時に，車載サーバには，車メーカ内のアプ

環境 3：履歴取得を行う場合の提案方式
測定は，アプリケーションに以下のアクセス権限を
与え，このアクセス権限が付与されているかどうかを
認証するために要する時間を計測した．

DoorLockPermission("left","unlock")
また，通常のアプリケーションは数種類の外部ライブ

リ認定機関で慎重に検討されたアクセス制御ポリシが

ラリを用いると想定し，ProtectionDomain 数が 1，2，

組み込まれる．これは，図 23 に示すような構造にす

3，5 の場合について，それぞれ測定した．

る．策定にあたり，初めにユースケースをいろいろと

測定結果から，環境 2：履歴取得を行わない場合の提

リストアップして，それぞれ必要なアクセス権限を洗

案方式では，コールスタック上の ProtectionDomain

い出す．その後，安全運転の観点から，関連付けるべ

数が 1 の場合に約 16 µs を要した．ProtectionDomain

き状況条件をすべてリストアップする．そして，アプ

数が増加すると処理時間も増加するが，環境 1：オリ

リの目的ごとに複数の権限セットを策定する．最後に，

ジナルの J2ME/CDC と同程度の時間で認証できる．

各権限セットにそれぞれ署名鍵を割り当て，アプリに

環境 3：履歴取得を行う場合の提案方式では，処理

付加された署名に応じてアクセス権限が割り当てられ

時間が大きく増加する．環境 1 と比べ，Protection-

るようにする．特に，署名されていないアプリに与え

Domain 数が 1 の場合で約 47 µs，5 の場合で約 180 µs

るアクセス権限セットは，安全運転に影響する権限を

増加する．ProtectionDomain 数が 1 の場合について

与えないように細心の注意を払って決定する．

解析した結果，増加分の内訳は表 2 のとおりであった．

運用時には，アプリ認定機関は，車メーカやコンテ

この解析結果から，時間を要する処理は “登録 Per-

ンツプロバイダが作成したアプリの動作検証を実施す

mission 選別”，“履歴管理テーブル更新” であること

る．そして，動作の正当性が検証できた場合だけ，ア

が分かった．“登録 Permission 選別” 処理は，5.4 節

プリに電子署名を行う．このとき，アプリの目的や付

で示した履歴取得処理である．付与アクセス権限一

与するアクセス権限に応じて，署名を行う鍵を決定す

覧や履歴登録すべき Permission の一時保持のために，

る．また，複数の権限セットを与えたい場合は，多重

HashMap，Vector 等の java.util パッケージのクラス
を利用する．これらクラスの各メソッドは，表 3 に示

に署名を行えばよい．車載サーバでは，アプリの署名
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表 2 履歴取得にともなう処理時間増加分の内訳
Table 2 Analysis of performance of recording history.
処理内容

処理時間

比率

コールスタック取得
現在時刻取得
登録 Permission 選別
履歴管理テーブル更新

6.5 µs
2.8 µs
19.1 µs
18.4 µs

13.9%
5.9%
40.8%
39.3%
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表 5 履歴条件付きアクセス権限の認証時間測定結果
Table 5 Performance of history-dependent authorization.
処理時間
行使回数条件付き
行使間隔条件付き

105.9 µs
108.3 µs

ないように走行状態と，システム安定性確保のために

CPU 負荷率等，数種類の状況条件の組合せで用いる
表 3 各種ユーティリティクラスの処理時間
Table 3 Performance of utility classes in java.util
package.
処理内容

処理時間

処理内容

処理時間

HashMap 生成
put
get

4.0 µs
2.7 µs
1.6 µs

Vector 生成
add
get

2.3 µs
1.0 µs
0.5 µs

ケースが多いと考えたからである．また，状況条件と
して “停車中” を用いた．シミュレータ上での実施のた
め，速度は乱数によって決定しており処理時間は 1 µs
未満である．なお，状況条件の違いによる性能値の変
化を排除するため，状況条件が複数必要な場合は重複
して関連付けた．重複登録を検出しての高速化は行っ
ておらず，本評価実装の性能値には影響は与えない．

表 4 状況条件付きアクセス権限の認証時間測定結果
Table 4 Performance of context-dependent authorization.
状況条件数
環境
環境
環境
環境

2a
2b
3a
3b

前節環境 2 と環境 2a の測定結果から，状況条件付
きアクセス権限の検証に，約 19 µs 必要としているこ

1

2

3

5

とが分かる．状況条件数が 1 の場合について解析した

35 µs
48 µs
94 µs
109 µs

37 µs
64 µs
96 µs
127 µs

39 µs
79 µs
98 µs
144 µs

44 µs
110 µs
103 µs
179 µs

結果，増加分の約 71%の 13.5 µs が，付与アクセス権
限一覧から状況条件付きアクセス権限一覧を抽出する
処理であることが分かった．
この増加理由として，状況条件付きアクセス権限を，

すように，それぞれ 0.5〜4.0 µs の処理時間を要する．

付与アクセス権限の種類ごとに分類管理していること

この累積により合計 19.1 µs かかることが分かった．

があげられる．これは，付与アクセス権限が有効とな

“履歴管理テーブル更新” 処理は，図 11 で示した

る状況条件には，様々な組合せがあると考えられる．

テーブルの更新処理である．登録履歴数が増加しても

いい換えれば，アプリケーションに対して，非常に多

検索性能が低下しないように，HashMap を 2 段に用

くの状況条件付きアクセス権限が与えられることを

いたデータ構造とした．また，不正に履歴更新が行わ

意味する．このような状況で，認証時の性能劣化を最

れないように，呼び出しプログラムのアクセス権限認

小限に抑えるためには，分類管理等によって検索処理

証も実施する．そのため，18.4 µs の時間を要していた．

の効率化を図る必要がある．そのオーバヘッドとして

7.3.2 状況条件付きアクセス権限認証の処理時間
状況条件付きアクセス権限を用いた場合の性能値に
関して，以下に示す環境において測定を行った結果を

13.5 µs の処理時間増加を招いたと考えられる．
また，状況取得にアクセス権限が必要な場合，すな
わち環境 2b の場合は，そのアクセス権限認証の時間

表 4 に示す．

としてさらに約 13 µs を要することが分かった．

環境 2a：履歴取得を行わない場合の提案方式
（状況取得にアクセス権限不要なケース）
環境 2b：履歴取得を行わない場合の提案方式
（状況取得にアクセス権限必要なケース）
環境 3a：履歴取得を行う場合の提案方式
（状況取得にアクセス権限不要なケース）
環境 3b：履歴取得を行う場合の提案方式
（状況取得にアクセス権限必要なケース）
測定は，ProtectionDomain 数が 1 の場合において，

さらに，環境 2a と環境 3a の結果から，履歴を取得
するための処理時間の増加は，状況条件数によらず約

59 µs と一定であることが分かった．環境 2b の結果と
同様に，状況取得にアクセス権限が必要な場合は，そ
の処理時間はさらに約 13 µs 増加することが分かった．

7.3.3 履歴条件付きアクセス権限認証の処理時間
最後に，状況条件としてアクセス権限の行使回数と
行使間隔を設定した場合の性能値を表 5 に示す．
測定は，ProtectionDomain 数が 1 の場合において，

7.3.1 項と同様に DoorLockPermission の認証に要す
る時間を計測した．なお，関連付ける状況条件数を 1，

7.3.1 項と同様に DoorLockPermission の認証に要す
る時間を計測した．関連付ける状況条件として（1）呼

2，3，5 と変化させて測定した．これは，安全運転の確
保が目的であることから，通常は，安全運転に影響し

び出し回数が 100 万回以下，
（2）呼び出し間隔が 0 ms
以上（チェックは行うが判定結果はつねに true）をそ
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れぞれ用いた．
測定結果から，いずれのケースでも約 110 µs を要
することが分かった．ここで，アクセス権限の行使回
数や間隔を検証するためには，アクセス権限行使履歴
を参照するアクセス権限が必要である．これは，前項
で示した環境 3b の条件に合致する．本提案の履歴管
理手法が効率的に動作しているため，10 万回実行時
でも検証性能が低下しておらず，環境 3b と同等の性
能を実現できることが確認できた．

8. ま と め
本論文では，車載 Java プラットフォームのセキュリ
ティを向上させるため，J2ME/CDC によって状況依存
アクセス制御を可能とする実現方式について提案した．
具体的には，状況条件という概念をドメインセキュ
リティモデルに導入することにより，状況条件付きア
クセス権限と履歴条件付きアクセス権限を定義した．
また，それを具体化するためのクラス構成について検
討を行い，J2ME/CDC によって状況依存アクセス制
御を行うための実現方式を示した．この実現方式では，

5) Gong, L.: Inside Java2 Platform Security,
Addison Wesley (1999).
6) Gong, L. and Schemers, R.: Implementing
Protection Domains in the Java Development
Kit 1.2, Internet Society Symposium on Network and Distributed System Security, San
Diego, CA, pp.125–134 (1998).
7) Gosling, J. and B. Joy, G.S.: The Java Language Specification , Addison Wesley (1996).
8) 水石賢一，利根川忠明，中江 力，嶋津泰毅：
自動車産業革命 VRM，日刊工業新聞社 (2004).
9) McDaniel, P.: On context in authorization
policy, SACMAT ’03: Proc. 8th ACM symposium on Access control models and technologies, pp.80–89, ACM Press (2003).
10) OSGi: OSGi Service Platform, Release 3
(2003). http://www.osgi.org/
11) Strembeck, M. and Neumann, G.: An integrated approach to engineer and enforce context constraints in RBAC environments, Vol.7,
No.3, pp.392–427, ACM Press (2004).
12) Sun Microsystems: Java2 Platform, Micro
Edition / Connected Device Configuration
(J2ME/CDC) Specification 1.0 (2002).

アクセス権限に対して複数の状況条件を関連付けるこ
とができ，様々な状況条件の組合せに対応可能である．

(平成 17 年 3 月 30 日受付)

また，任意のタイミングで状況条件を追加可能で，機

(平成 17 年 10 月 11 日採録)

能追加に容易に対応可能である．さらに，Java ソー
スコードの改修が不要という特徴も持つ．
今後は，実際に車載情報端末に搭載して，機能の十
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