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放送通信連携サービス用
アプリケーション配信管理システムの試作
広中悠樹†1 大亦寿之†1 大竹剛†1 大槻一博†1
武智秀†1 加井謙二郎†1 真島恵吾†1
放送と通信を連携させ，高度なサービスを展開する放送通信連携システム「ハイブリッドキャスト」の実用化を進め
ている．今後，放送事業者を含む様々なサービス事業者が制作するアプリケーションの普及が期待されており，これ
らのアプリケーションの配信管理と受信機上での実行制御が課題となっている．これまでに筆者らは，受信機で実行
するアプリケーションの信頼性を保証するアプリケーション認証方式を提案してきた．今回，アプリケーション認証
に基づき，実際の運用を考慮したアプリケーション配信管理システムを試作し，受信機と送受対向での動作検証を行
うことで，システムの有効性を検証したので報告する．

A Prototype System of Application Distribution Management
for Integrated Broadcasting Communications Services
YUKI HIRONAKA†1 HISAYUKI OHMATA†1
GO OHTAKE†1 KAZUHIRO OTSUKI†1
MASARU TAKECHI†1 KENJIRO KAI†1 KEIGO MAJIMA†1
We continue research on a new platform called Hybridcast which integrates broadcast and web. Combining broadcast programs
over the airwaves with broadband data provided via internet, Hybridcast develops advanced services. There is an expectation
about future diffusion of applications which are made by various service providers include broadcasters, and how to manage and
execute those applications is being a problem to be solved. Until now, to verify reliability of the applications running on
Hybridcast receiver, we had proposed an application authentic scheme. This time, considering actual operation, we made a
prototype system of application distribution management based on the scheme. To verify effectiveness of the system, we
evaluated the system using a prototype Hybridcast receiver. This paper describes the detail and effectiveness of the system.

1. はじめに

事業者が提供するアプリを対象とし，登録から受信機への
配信までを総合的に管理するハイブリッドキャストアプリ

放送のデジタル化と通信網のブロードバンド化に伴い，

配信管理システム（以下，
「アプリ配信管理システム」と呼

デジタル放送に通信から取得したコンテンツを連携させ，

ぶ）を試作した．本稿では，試作したアプリ配信管理シス

放送番組の価値を高める放送通信連携システムの提案と実

テムの詳細と，試作受信機との送受対向での動作検証を行

用化が国内外で行われている．NHK では，放送通信連携シ

った結果について報告する．

ステム「ハイブリッドキャスト」の研究開発と実用化を進
めており[1]，2013 年 9 月にサービスを開始した[2]．ハイ
ブリッドキャストでは，受信機に搭載した HTML5 ブラウ

2. ハイブリッドキャスト
ここでは，ハイブリッドキャストの基本システムと，そ

ザで Web アプリケーション（以下，「アプリ」と呼ぶ）を

のアプリケーションについて説明する．

実行し，通信から取得したコンテンツを，放送と連動して

2.1 ハイブリッドキャストの基本システム

表示することで様々なサービスを実現する．今後，魅力的

図 1 に，ハイブリッドキャストの基本システムを示す．

なサービスの実現のため，放送局のみならず様々なサービ
ス事業者がアプリを制作・配布することが期待されており，

制御信号

データサーバ

ハイブリッドキャスト 受信機

また，その一方で，受信機上で動作するアプリの信頼性を
確認すると共に，不正な動作をするアプリを排除する仕組
みも求められている．
筆者らは，これまでユーザーがハイブリッドキャストの

放送

放送局

API call

番組関連情報の提供
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サービスを安全安心に利用するため，受信機上で実行する
てきた[3]．今回，アプリ認証を用いて，放送局やサービス
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本システムは，放送局，サービス事業者，ハイブリッド
キャスト受信機の三つの要素から構成される．
(1) 放送局
放送局は，放送波で放送番組を提供すると共に，制御信

と様々なアプリの登場が期待されており，それらの流通促
進を目的とした，アプリ配信の基盤整備が求められている．

3. アプリケーション配信管理の要求条件
筆者らは，アプリ配信管理システムを検討するにあたり，

号を送出し，受信機で実行するアプリの起動や終了などを
制御する．また，サービス事業者に対し，アプリを制作す

視聴者の安全・安心を確保する観点から，要求条件の整理

るのに必要な，番組タイトル，番組 ID，番組概要，出演者，

を行った．

放送日時などの番組関連情報を提供する．

3.1 ハイブリッドキャストにおけるアプリケーション配

(2) サービス事業者

信管理の要求条件
ハイブリッドキャストのアプリ配信管理システムの要求

サービス事業者は，放送局から提供された番組関連情報
などを用いてアプリを制作し，Web サービスとして，番組

条件を以下に示す．

連動アプリなどを受信機に配信する．

①

放送事業者やサービス事業者が，広くアプリをユー
ザーに提供できること．

(3) ハイブリッドキャスト受信機
受信機は，既存のデジタル放送の受信機能に加えて，ハ

今後，放送事業者のみならず，様々なサービス事業者か

イブリッドキャストのサービスを実現するための機能を備

らもアプリが提供されることが期待されており，それらの

える．受信機は，放送番組を受信すると共に，インターネ

アプリが通信を用いて広く流通し，受信機上でユーザーが

ットに接続し，サービス事業者が配信するアプリを取得し

安全・安心に利用できる環境を整備する必要がある．

実行する．アプリはサービス事業者などのサーバから，必

②

緊急時に，放送局が放送波を用いてアプリの動作を停
止できること．

要なコンテンツを取得し，視聴者に様々なサービスを提供
する．また，受信機は，タブレットやスマートフォンなど

ユーザーに提供されたアプリに不具合があった場合，放

のセカンドデバイスと連携することで，セカンドスクリー

送局の責任において，これらを停止できる仕組みが必要で

ンによる高度なサービスを実現することができる．

ある．

2.2 ハイブリッドキャストのアプリケーション

③

ハイブリッドキャスト受信機で動作するアプリは，高度

様々な運用モデルに対しても，柔軟なシステム構成が
可能なこと．

な放送連動サービスを実現するため，受信機に備えられた

放送局やサービス事業者に加えて，安全・安心の確保や

API（Application Programming Interface）を呼び出すことが

オープン性の実現に関わる第三者機関やアプリ配信事業者

できる．アプリは，API により受信機機能にアクセスする

といった様々な運用事業者が加わる場合であっても，柔軟

と共に，放送コンテンツに含まれる映像や音声，SI（Service

にシステムを適用できる必要がある．

Information）などの放送リソースを利用することができる．

4. アプリケーション配信管理の運用モデル

2013 年 3 月に一般社団法人 IPTV フォーラム[4]で規定さ
れたハイブリッドキャスト技術仕様[5]では，アプリの種類
を以下の 3 種類に分類している．
(1) 放送マネージドアプリケーション
放送信号に含まれる，起動・終了などの制御信号に基づ
いて動作するアプリケーション．放送サービス受信状態に
おいてのみ動作する．アプリケーションは，制御信号に基
づいて放送リソースへのアクセスが許可される．
(2) 放送外マネージドアプリケーション
起動，終了などを放送信号に制御されない形態で動作す
る．放送リソースへのアクセスは，アプリケーション認証
などの手段に基づいて許可される．例えば，受信機ローン
チャを通じて，ユーザーの意思で起動終了を制御する形態
が想定される．
(3) 一般アプリケーション
上記 2 種類のアプリケーション以外のアプリケーション
を総称する．放送リソースへのアクセスは一切禁じられる．
今後，ハイブリッドキャストのサービスの高度化や，ア

前章で整理したアプリ配信管理システムの要求条件に基
づき，アプリ配信管理に関する運用モデルを検討した．
4.1 アプリケーション配信管理の運用事業者の定義
アプリ配信管理システムの要求条件に基づく運用事業者
として，以下を定義した．
(1) プラットフォーム事業者
放送通信連携サービスをユーザーに提供する放送局や
ネット配信事業者などである．
(2) 第三者機関
プラットフォーム事業者から独立した第三者機関とし
て，ハイブリッドキャストアプリの配信と制作の届出を受
け付ける．また，ハイブリッドキャストに係る技術上のル
ールを公開し，ルールを順守するプラットフォーム事業者
及びアプリ開発者を公開する．
(3) 認証局
プラットフォーム事業者の依頼を受け，アプリの信頼性
を保証する．

プリ普及のため，放送事業者以外のサービス事業者の参入

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan

2

Vol.2013-AVM-83 No.32
2013/12/6

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

5. アプリケーション配信管理システムの検討

(4) アプリ開発者
放送局から提供された放送番組関連情報などを用いて，
アプリを制作するサービス事業者．アプリ開発事業者や受
信機メーカーなどの様々な事業者を含む．

次にアプリ配信管理システムと受信機の構成について検
討を行った．なお，本システムでは，前述の運用モデル例
に示したアプリの信頼性保証の手段として，アプリ認証を

(5) アプリ配信事業者

用いることとした．

プラットフォーム事業者のアプリ配信業務を請け負っ

5.1 アプリケーション認証の動作モデル

て代行する．

アプリ認証は，アプリに署名を付加し．受信機で取得す

(6) ハイブリッドキャスト受信機

る際に署名の検証を行うことにより，信頼できるアプリで

アプリを実行し，プラットフォーム事業者のサービスを
ユーザーに提供する．
4.2 アプリケーション配信管理の運用モデルの想定

あることを確認する仕組みである．図 3 にアプリ認証の動
作モデルを示す．
アプリ配信管理システム

上記の運用事業者の定義に基づき，想定したアプリ配信

第三者機関

ID:01011
アプリケーション

管理の運用モデル例を図 2 に示す．

ID付与

ID・署名付き
アプリケーション

署名

アプリ
信頼性保証

プラットフォーム事業者
届出

ハイブリッドキャスト
受信機
ID
署名

署名鍵

アプリ識別
（報告）

アクセス制御
（アプリ種別に応じて）
APIアクセス制御

ID
署名

認証局

事業者識別

アプリケーション認証
アプリの信頼性確認
問題のあるアプリの失効

放送動画

検証鍵

ID失効リスト

音声

署名付与

アプリ配信事業者

ハイブリッドキャスト
受信機

失効するアプリケーションのIDを記載

SI（サービス情報）

届出
アプリ実行停止指示
契約・合意等

放送番組
関連情報提供

図 3

アプリ認証では，受信機にアプリを配信する際に，ID を

アプリ開発者

図 2

アプリケーション認証の動作モデル

アプリ登録

付与し，署名鍵（秘密鍵）を用いて署名を付与する．次に，
アプリ配信管理の運用モデル例

ID・署名が付与されたアプリを正当なアプリとして受信機
へ配信する．配信後にアプリに不具合や欠陥などの問題が

第三者機関は視聴者の安全・安心の確保とアプリ開発の
オープン性の実現を目的として，プラットフォーム事業者
とアプリ開発者から届出を受け付け公開する．また，プラ
ットフォーム事業者に対し，アプリ配信許可の審査を行い，
事業者ごとに異なる事業者識別（organization_id）を割り当
てる．プラットフォーム事業者は，アプリ開発者と契約・
合意などの上，アプリ制作に必要な放送番組関連情報など

発覚した場合は，失効するアプリの ID を記載した ID 失効
リストを，受信機へ配信する．受信機は，ID・署名が付与
されたアプリを受信すると，内蔵する検証鍵（公開鍵）を
用いて署名検証を行い，アプリ・ID・署名それぞれに改竄
がないか検証する．検証の結果，アプリが正当であれば，
受信機は予め取得した ID 失効リストに該当する ID が記載
されていないか確認した後，アプリを実行する．

を提供する．アプリ開発者は，ユーザーに提供するアプリ
の制作を行い，プラットフォーム事業者にアプリを登録す
る．プラットフォーム事業者は，アプリの確認を行い，確

受信機において，実行するアプリの信頼性を確認するこ
とで，偽造・改竄を防ぐことができ，視聴者はアプリを安
全・安心に利用することができる．

認したアプリに対してアプリ識別（application_id）を付与
し，事業者識別とアプリ識別を組み合わせて，アプリを一
意 に 識 別 す る ア プ リ ケ ー シ ョ ン 識 別 子 （ ア プ リ ID ：
application_identifier，以下，「ID」と呼ぶ）とする．なお，
アプリ識別は一定期間ごとに第三者機関へ報告することと
する．次にプラットフォーム事業者は，アプリの配信に際
し，認証局にアプリの信頼性保証を依頼する．認証局によ

また，受信機はアプリ認証を終えると，アプリに付与さ
れた ID からアプリの種類を識別し，その種類に応じて API
へのアクセス制御を行う[6]．
なお，本システムでは，当所で開発した鍵更新機能付き
署名を用いたアプリ認証方式[7]を用いることとした．
5.2 鍵更新機能付き署名を用いたアプリケーション認証
方式

りアプリの信頼性が保証されると，プラットフォーム事業
者は通信を用いてアプリを配信する．この時，アプリ配信
事業者がアプリ配信を代行しても良い．配信したアプリに
問題があった場合，プラットフォーム事業者は，アプリを
実行する受信機に対して緊急に実行停止を指示することが
できる．

鍵更新機能付き署名を用いたアプリ認証方式は，一般的
な公開鍵基盤（public key infrastructure、PKI）によるアプリ
認証方式に比べて，次の優れた特長を有する．


PKI 方式では署名鍵と検証鍵が一対一で対応するの
に比べ，鍵更新機能付き署名方式では，署名鍵が複数
であっても，検証鍵は一つで良い．そのため，アプリ
の増加に伴い，送信側の署名鍵追加が必要となった場
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合，PKI 方式では，受信機への検証鍵の追加が必要と

受信機へ配信する．受信機はアプリを起動する際，ID 失効

なりユーザーへの負担が大きくなるのに比べ，鍵更新

リストを確認し，失効対象のアプリに該当する場合には，

機能付き署名方式では，受信機への検証鍵の追加が不

アプリの起動を中止し，実行中であればアプリの動作を停

要であり，ユーザーへの負担が少ない．

止する（3.1 節の要求条件②）．

認証局による署名鍵発行時，鍵発行の依頼元に対し，

本構成に依れば，アプリ管理に必要な各処理を機能単位

署名鍵自体ではなく，署名鍵の生成に必要な情報のみ

でシステムに実装できるため，様々な運用モデルに応じて

を受け渡しするため，オンラインでも高い安全性を確

柔軟なシステム構成が可能である（3.1 節の要求条件③）．

保できる．

5.4 ハイブリッドキャスト受信機

筆者らは，以上の鍵更新機能付き署名によるアプリ認証
方式を，アプリ配信システムと受信機に実装するため，鍵

次に，本システムに対応するハイブリッドキャスト試作
受信機の構成を図 5 に示す．

更新機能付き署名方式の署名認証ライブラリの開発を行っ

HTML5ブラウザ

た．開発した署名認証ライブラリは，署名鍵発行や検証鍵

レジデント
HTML5アプリケーション

発行，署名付与，署名検証といった基本機能ごとにライブ

アプリID

ラリ化されており，様々なシステム構成に応じた実装が可
能である．更に，システムの安全性を考慮し，ハッシュ関

署名
一次メモリ

クラウドサーバ

数として SHA-224 を用い，鍵長を 2048 ビットとした．

通信機能

放送番組
ID失効リスト配信
放送局

5.3 アプリケーション配信管理システム

放送受信機能

検証鍵

ハイブリッドキャスト受信機

上記アプリ認証に基づき，想定した運用モデル例に適用
可能なアプリ配信管理システムのシステム構成について検

アプリケーション
認証機能

アプリ・コンテンツ配信
ID失効リスト配信

図 5

ハイブリッドキャスト試作受信機の構成

討を行った．図 4 に検討したアプリ配信管理システムの構
受信機は，アプリの実行環境として HTML5 ブラウザを

成を示す．

内蔵し，レジデント内に放送受信機能と通信機能，アプリ

認証局

認証機能を持つ．

機能

署名鍵発行

アプリID通知

受信機は，放送受信機能により，放送局から放送番組と

プラットフォーム事業者

アプリ配信管理システム

ID 失効リストを受信し，受信した ID 失効リストを，レジ
署名付与

アプリID付与

配信依頼

アプリ配信

ID失効リスト配信

ユーザー

アプリ開発者

アプリ登録

デント内のアプリ認証機能に引き渡す．また，通信機能に

ID失効リスト確認

アプリ署名検証

アプリ起動

ハイブリッドキャスト受信機

図 4

アプリ配信管理システムの構成図

より，クラウド上のサービス事業者が運営するアプリサー
バから，実行するアプリを取得する．さらに，プラットフ
ォーム事業者が，ID 失効リストを通信で配信する場合は，
これを受信し，アプリ認証機能へ引き渡す．
続いて，受信機は，受信したアプリを一次メモリ内で解

最初に，プラットフォーム事業者は，アプリ開発者から

凍し，アプリ認証機能へ引き渡す．アプリ認証機能は，受

アプリの登録を依頼されると，アプリに対して，自動の文

信機内の検証鍵により，これらを検証し，ID 失効リストの

法チェックや，テストユーザーによる動作チェックなどを

確認を行う．アプリ認証の結果が成功であれば，ブラウザ

行い，アプリに問題がないか確認する．その後，アプリ管

は一時メモリ内に解凍したアプリを実行する．実行したア

理のため，アプリに ID を付与する．

プリは，受信機の放送受信機能を用いて，放送局より取得

次に，プラットフォーム事業者は，管理するアプリを，

した放送番組や放送リソース，通信機能を用いて，クラウ

様々な配信インフラを介してユーザーに配信するため，ア

ド上のサービス事業者のサーバから取得したコンテンツを

プリの信頼性を保証する必要がある．そのため，本システ

組み合わせて，ハイブリッドキャストのサービスを開始す

ムでは，署名により，アプリの信頼性を保証することとし

る．ここで仮に，アプリ認証の結果が失敗であれば，一時

た（3.1 節の要求条件①）．本システムでは，プラットフォ

メモリ内に解凍したアプリを実行せずに消去する．

ーム事業者が，認証局に ID を通知することで，署名鍵の
発行を依頼し，発行された署名鍵を用いてアプリに署名を
付与し，ユーザーの受信機へ配信する．
受信機はアプリを受信すると，アプリ署名を検証し，ア
プリの信頼性を確認した上でアプリを起動する．
一方，プラットフォーム事業者は，配信したアプリに問

6. 実験システムの試作
以上の構成に基づくアプリ配信管理システムを試作し，
試作受信機と送受対向の実験システムを構築して，動作検
証を行った．実験システムのシステム構成図を図 6 に，外
観を図 7 に示す．

題があった場合，その ID を記した ID 失効リストを作成し，
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署名鍵発行サーバ

アプリに ID を付与した後，アプリ登録サーバはアプリ

プラットフォーム事業者

署名鍵発行
公開アプリ選択

失効アプリ選択

マスター鍵
アプリID

署名鍵

ID

の信頼性を保証するため，署名鍵発行サーバに ID を通知
し署名鍵発行を依頼する．続いて，署名鍵発行サーバより

署名済みアプリ
ID
署名

アプリ登録サーバ

アプリ配信サーバ

アプリID付与
署名付与

配信アプリ参照

アプリ配信
署名鍵

制作アプリ

ID
署名

ID失効リスト配信

署名済みアプリ

公開アプリ

ID失効リスト

通信配信装置

放送配信装置

(2) 署名鍵発行サーバ
認証局が運用するサーバで，署名鍵の生成に必要なマス
ター鍵を保管する．また，プラットフォーム事業者からの，

放送

ID 通知による署名鍵発行依頼に対して，ID に紐付く署名

検証鍵

図 6

名を付与し，ID・署名付与済みのアプリとして，アプリ配

通信

アプリ署名検証
ID失効リスト確認
アプリ起動
アプリ登録

署名鍵を受信すると，受信した署名鍵を用いてアプリに署
信サーバに登録する．

通信

ハイブリッドキャスト
受信機

アプリ開発者

ID失効リスト生成装置

実験システムのシステム構成図

鍵を発行する．
(3) アプリケーション配信サーバ

アプリ配信サーバ

署名鍵発行サーバ

プラットフォーム事業者が運用するサーバで，アプリ登

アプリ登録サーバ

録サーバからの配信要求を受け，ID・署名付与済みのアプ
リを保管し，プラットフォーム事業者の公開アプリ選択に
ハイブリッドキャスト
試作受信機

応じて，アプリを公開する．また，受信機に公開アプリの

プラットフォーム事業者用端末
失効アプリ
選択

アプリ登録用端末

リストを提供し，受信機のリクエストに応じてアプリを通
信で配信する．

公開アプリ
選択

(4) ID 失効リスト生成装置
プラットフォーム事業者が管理する装置で，公開済みの
アプリに問題があった場合に，プラットフォーム事業者の
失効アプリ選択に応じて，緊急に動作を停止するアプリの

図 7

試作した実験システムの外観

ID を記した ID 失効リストを生成する．生成した ID 失効リ
ストは，通信配信装置を用いて通信で，放送配信装置を用

実験システムは，アプリ登録サーバ，署名鍵発行サーバ，
アプリ配信サーバ，ID 失効リスト生成装置，通信配信装置，

いて放送で受信機に配信される．
(5) 通信配信装置
ID 失効リスト生成装置が生成した ID 失効リストを，保

放送配信装置，ハイブリッドキャスト受信機から構成され，
アプリ開発者用のアプリ登録用端末と，プラットフォーム

管し，受信機のリクエストに応じて通信で配信する．

事業者用の公開アプリ選択・失効アプリ選択端末を備える．

(6) 放送配信装置
ID 失効リスト生成装置が生成した ID 失効リストを，放

(1) アプリケーション登録サーバ
プラットフォーム事業者が運用するサーバで，アプリ開

送波に多重し受信機に伝送する．

発者が制作したアプリの登録を受け付け確認する．なお，

(7) ハイブリッドキャスト受信機

今回は実験のため，アプリの確認を省略した．アプリ登録

アプリ配信サーバより取得した公開アプリリストによる

サーバは，アプリ確認後，アプリ管理のため，16 ビットの

受信機ローンチャをユーザーに提供する．ユーザーが受信

事業者識別，32 ビットのアプリ識別から成る 48 ビットの

機ローンチャより利用するアプリを選択すると，アプリ配

アプリ ID をアプリに付与する．アプリ識別は，きめ細や

信サーバよりアプリを取得し，内蔵する検証鍵でアプリ認

かなアプリ配信管理を目的として，アプリ固有番号（16 ビ

証を行い起動する．また，ID 失効リストによるアプリの動

ット），バージョン識別（8 ビット），アプリ属性（8 ビット）

作停止機能を備える．
なお，受信機の ID 失効リスト取得方法は以下の通りと

から構成することとした．ID の内訳を表 1 に示す．

した．この構成により，アプリの起動中または起動後のい
表 1
ID の構成要素

アプリ ID の内訳.

ずれの場合においても，緊急時にアプリの動作を停止する

ビット数

内容

事業者識別

16 ビット

第三者機関から付与され，
事業者毎に異なる識別

アプリ識別

32 ビット

アプリを一意に特定する
識別

（アプリ固有番号）

（16 ビット） アプリ固有の識別

（バージョン識別）

（8 ビット）

バージョン識別

（アプリ属性）

（8 ビット）

API 制御の識別

ことが可能となる．
①

ユーザーのアプリ起動メニュー起動時に，通信配信装
置を参照し，ID 失効リストを取得する．受信機が実
行するアプリが失効対象であれば，実行を停止する．

②

放送局が放送波で伝送する ID 失効リストを常時監視
し取得する．受信機が実行中のアプリが失効対象であ
れば，動作を停止する．
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7. 実験システムの動作検証
試作した実験システムの動作検証を行い，本システムの
有効性について確認した．実験の前提として，複数のプラ
ットフォーム事業者が一つのアプリ配信管理システムを使
用することとし，それぞれのプラットフォーム事業者と契
約したアプリ開発者が，アプリ登録用端末を用いて，アプ
リ登録サーバにアクセスすることとした．
7.1 実験に用いたアプリケーション
ユーザーの意思で起動・停止を行うアプリとして，ニュ
ース，交通情報，天気予報などのウィジェットアプリを複
数制作した．

アプリに問題があった場合，その動作を停止することがで
きる．また，ID 失効リストの配信に放送を用いることで，
放送局が緊急時にアプリの動作を停止できる

8. まとめ
放送局やサービス事業者が制作する多数のアプリを対象
に，登録から配信管理に至る，トータルのセキュリティ管
理を行うハイブリッドキャストアプリ配信管理システムの
検討を行った．試作した実験システムを用いて，受信機と
送受対向の動作検証を行い，その有効性を確認した．
今後，実用化に向けてハイブリッドキャスト技術仕様策
定などへの寄与を行う予定である．

アプリ起動メニュー

図 7

実験に用いたアプリ例

また，アプリ登録サーバに登録し署名を行うアプリは，
アプリのスタートページのみとし，動作に必要なコンテン
ツについては，別途設置したコンテンツサーバから読み込
むこととした．
7.2 本システムの有効性について
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実験システムの動作検証の結果，提案するアプリ配信管
理システムについて，以下の四点の有効性を確認した．
(1) アプリ ID によるアプリ登録の一元管理
複数のアプリ開発者が登録するアプリを，事業者識別，
アプリ識別から成るアプリ ID により一元管理することで，
各プラットフォーム事業者は，登録アプリの配信管理を効
率的に行うことができる．
(2) 電子署名による配信アプリの信頼性保証
電子署名により，配信アプリの信頼性を保証することで，
プラットフォーム事業者は，様々な配信インフラを介して
アプリ配信が可能となり，広くアプリをユーザーに提供で
きる．
(3) アプリ認証機能による実行アプリ信頼性確認
アプリ認証機能を受信機に実装することで，通信路上で
偽造・改竄されたアプリの実行を未然に防ぐことができ，
ユーザーはアプリが提供するサービスを安全・安心に利用
することができる．
(4) 放送・通信による実行アプリの動作停止機能
ID 失効リストによる実行アプリの動作停止機能により，
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