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はじめに

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済

への還元等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動

であり、このため、経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２

０年１０月３１日、内閣総理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業

省技術評価指針」（平成２１年３月３１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の評

価を実施している。

また、第２５回産業構造審議会評価小委員会（平成２１年１月）において、新たな評

価類型として「技術に関する施策評価」が審議・了承された。技術に関する施策評価は、

当該技術分野全体の方向性等を勘案しつつ、当該施策の下に位置付けられる技術に関す

る事業のまとまりを俯瞰する形で、各事業の相互関係等に着目し、個々の事業に係る評

価結果を踏まえて行うこととしている。

経済産業省において実施している技術に関する施策「情報セキュリティ分野」は、IT

が経済社会に浸透する中で、安全・安心な国民生活、企業活動のためには、情報セキュ

リティの確保が不可欠である。情報処理基盤の安全性を確保するための対策、企業・個

人における情報セキュリティ対策を促進することを通じて、第２次情報セキュリティ基

本計画（平成２１年２月情報セキュリティ政策会議決定）における「『ITを安心して利

用できる環境』の構築」及び国民を守る情報セキュリティ戦略（平成２２年５月情報セ

キュリティ政策会議決定）における「世界最先端の『情報セキュリティ先進国』」を目

指すため、以下の事業から構成される施策である。

①コンピュータセキュリティ早期警戒体制の整備事業

（平成１７年度から平成２５年度）

②企業・個人の情報セキュリティ対策促進事業（平成１７年度から平成２５年度）

今回の評価は、技術に関する施策「情報セキュリティ分野」、及びこの構成要素であ

る技術に関する事業評価であり、評価対象となる技術に関する事業は以下の通りである。

Ａ．新世代情報セキュリティ研究開発事業（平成１７年度から）

① ＴＣＧ用構成証明ＴＴＰ及び仮想ドメインの技術的実現可能性検証

（平成１７年度から平成１９年度）

② ユビキタスネットワーク向けセキュアアセットコントロール技術の研究開発

及び情報漏えいに堅牢な認証・データ管理方式とそのソフトウェアによる安全な

実装・検証手法に関する研究開発（平成１７年度から平成１９年度）

・ユビキタスネットワーク向けセキュアアセットコントロール技術の研究開発

・情報漏えいに堅牢な認証・データ管理方式とそのソフトウェアによる安全な実

装・検証手法に関する研究開発

③ 組込システムに対するセキュリティ評価技術の研究開発等

（平成２０年度から平成２１年度）

・組込みシステムのセキュリティ評価に必要となるハイエンドな技術開発

・ゼロデイ攻撃の検知技術と対策技術に関する研究開発

・証明可能な安全性をもつキャンセラブル・バイオメトリクス認証技術の構築と

それを利用した個人認証インフラストラクチャ実現に向けた研究開発
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Ｂ．暗号モジュールの実装攻撃の評価に関する調査研究

（平成１８年度から平成２０年度）

Ｃ．クラウドコンピューティングセキュリティ技術開発（クラウド環境における暗号

技術評価） （平成２１年度）

評価に際しては、省外の有識者からなる情報セキュリティ対策の推進に関する施策・

事業評価検討会（座長：徳田 英幸 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長

教授）を開催した。

今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技

術分科会評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を

審議し、了承された。

本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。

平成２３年４月

産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会
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産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会

委 員 名 簿

委員長 平澤 泠 東京大学 名誉教授

池村 淑道 長浜バイオ大学バイオサイエンス学部長・研究科長

大島 まり 東京大学大学院情報学環 教授

東京大学生産技術研究所 教授

太田 健一郎 横浜国立大学大学院工学研究院 教授

菊池 純一 青山学院大学法学部長・大学院法学研究科長

小林 直人 早稲田大学研究戦略センター 教授

鈴木 潤 政策研究大学院大学 教授

冨田 房男 北海道大学名誉 教授
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経済・社会政策部 主任研究員

（委員敬称略、五十音順）

事務局：経済産業省産業技術環境局技術評価室
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情報セキュリティ対策の推進に関する施策・事業評価検討会

委員名簿

座 長 徳田 英幸 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科委員長 教授

鈴田 信 財団法人金融情報システムセンター 監査安全部長

竹井 淳 インテル株式会社 技術政策推進本部 部長
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イノベーションマネジメント研究科 教授

古澤 美行 株式会社日経ＢＰ社 取締役

（敬称略、五十音順）

事務局：経済産業省商務情報政策局情報セキュリティ政策室
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「情報セキュリティ分野」に係る技術に関する施策・事業評価に係る

省内関係者

１．技術に関する施策

商務情報政策局 情報セキュリティ政策室 山田 安秀（事業担当室長）

産業技術環境局 産業技術政策課 技術評価室長 秦 茂則

２．技術に関する事業

A. 新世代情報セキュリティ研究開発事業

商務情報政策局 情報セキュリティ政策室 山田 安秀（事業担当室長）

産業技術環境局 産業技術政策課 技術評価室長 秦 茂則

B. 暗号モジュールの実装攻撃の評価に関する調査研究

商務情報政策局 情報セキュリティ政策室 山田 安秀（事業担当室長）

産業技術環境局 産業技術政策課 技術評価室長 秦 茂則

C. クラウドコンピューティングセキュリティ技術開発（クラウド環境における暗

号技術評価）

商務情報政策局 情報セキュリティ政策室 山田 安秀（事業担当室長）

産業技術環境局 産業技術政策課 技術評価室長 秦 茂則
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「情報セキュリティ分野」に係る技術に関する施策・事業評価

審 議 経 過

○第１回評価検討会（平成２２年１２月２１日）

・評価の方法等について

・技術に関する施策・事業の概要について

・評価の進め方について

○第２回評価検討会（平成２３年２月２３日）

・評価報告書(案)について

○産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（平成２３年４月２７日）

・評価報告書(案)について
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技術に関する施策・事業評価報告書概要

技術に関する施策

技術に関する

施策名
情報セキュリティ分野

担当課 商務情報政策局情報セキュリティ政策室

技術に関する施策の目的・概要

第２次情報セキュリティ基本計画（平成２１年２月情報セキュリティ政策会議決定）における

「『IT を安心して利用できる環境』の構築」及び国民を守る情報セキュリティ戦略（平成２２年

５月情報セキュリティ政策会議決定）における「世界最先端の『情報セキュリティ先進国』」を

目指す。

これを実現するため、以下を実施。

① コンピュータウイルス等による被害の抑制・未然防止を図る早期警戒体制の整備やイン

ターネット利用者等への普及啓発等

② 企業等の情報セキュリティ対策の実施に役立つガイドラインの整備等の組織的対策及

び情報セキュリティに係る研究開発等の技術的対策

③ 今後発展が期待されるクラウドコンピューティングについてのセキュリティ上の課題

の整理等

事業一覧

① コンピュータセキュリティ早期警戒体制の整備事業

② 企業・個人の情報セキュリティ対策促進事業

③ グリーンＩＴ加速化事業（新世代セキュアクラウド研究開発事業）

※これらの事業のうち、プロジェクト評価の対象となる技術に関する事業は以下の３つである。

（企業・個人情報セキュリティ対策促進事業）

Ａ．新世代情報セキュリティ研究開発事業

Ｂ．暗号モジュールの実装攻撃の評価に関する調査研究

（グリーンＩＴ加速化事業（新世代セキュアクラウド研究開発事業））

Ｃ．クラウドコンピューティングセキュリティ技術開発（クラウド環境における暗号技術評価）

技術に関する施策評価の概要

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性

情報通信基盤は現代社会における重要な社会基盤となり、その環境が適切に運営され、有効
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に活用されることが社会活動において重要な課題である。その目的において、政府が情報セキ

ュリティ対策を積極的に行うことは重要な課題の一つである。

こうした中、当該施策の目的及び政策的位置付けは、政府全体の方針である「第２次情報セ

キュリティ基本計画」、「国民を守る情報セキュリティ戦略」に対応して具現化されており、ま

た、国が関与していく事業として、経済産業省が関与する施策として概ね妥当である。

なお、情報セキュリティの施策は、情報通信基盤を活用し経済の成長や、国民の幸福に結び

つくことが最終的な目的となるが、最終的な成果となるべき点を明確にすることが望ましい。

また、施策の目標はあるものの、波及効果、実現時期が具体的に明示されていない。評価手

法について改善し、定量的評価をできるようにすることが望ましい。

さらに、施策の実施にあたっては、他省庁間との連携もより動的に行われることが望ましい。

２．施策の構造及び目的実現の見通しの妥当性

限られた予算の中から行われた情報セキュリティに関わる施策として国際的に評価される

成果等がある点は評価できる。

また、各事業において設定された目標は、達成されており、配置された事業は、施策の目的

を実現するために必要なものであり、予算配分に関しても概ね妥当である。

なお、施策、事業が社会に適応されるために必要な社会的な仕組み等、その障害をそれぞれ

の項目について明確にしてから取り組むことが望ましい。

また、本当に国がやるべき内容なのか、国の役割がどこにあるのか明示することが望ましい。

さらに、施策の実施は、現在起きているセキュリティ事故を判断すると、予算の限界はある

ものの、もっと積極的に取り組むことが望ましい。

３．総合評価

第２次情報セキュリティ基本計画における「『IT を安心して利用できる環境』の構築」及び国

民を守る情報セキュリティ戦略における「世界最先端の『情報セキュリティ先進国』」の実現に

むけて、具体的なプロジェクトが展開されており、総合的には、当初の予定どおりの成果を達成

できたと評価した。

なお、個々の事業や施策を行う上で、解決すべき課題は何か、そしてその成果はその問題を解

決する上で、どれだけの効果があるのかを明確にすることが望ましい。

また、経済産業省の活動が国民一人一人に理解を得ているか、伝わっているか熟慮した上で、

積極的に取り組むことが望ましい。

今後の研究開発の方向等に関する提言

・ 国民を守る情報セキュリティ戦略における「情報セキュリティ先進国」の実現へ向けて施策

をさらに加速すべきである。

・ ＩＴは重要な社会インフラであるとともに、イノベーションを進める上でも重要である。こ
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のＩＴの利活用を進めていくためには、セキュリティの確保は大前提となることから、セキュ

リティ技術をより高度なものとしていくことやセキュリティの国際標準化を推進していくこ

とが望まれる。

・ 一般的に施策とは、資源を投入し新しい環境を整備したり、開発することに集中しがちであ

るが、それ以外にも情報セキュリティ技術を積極的に活用する指針を提供する等、国ができる

ことはあると考える。

・ 情報セキュリティ人材の育成や情報セキュリティガバナンスに関しても事業を展開していく

ことが望ましい。

・ クラウドの進展は目覚しいものがあるものの、安全対策面だけでなく、監査のやり方、監査

観点についての、指針や対策（体制、制度）の整備を急ぐことが望まれる。

・ 研究開発の成果の事業化を推進するための施策が望まれる。
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技術に関する事業

技術に関する

事業名
Ａ．新世代情報セキュリティ研究開発事業

上位施策名 企業・個人の情報セキュリティ対策促進事業

担当課 商務情報政策局情報セキュリティ政策室

事業の目的・概要

情報セキュリティに係る技術の進歩に伴い新たな脅威の出現、既存脅威の一層の巧妙化が続い

ており、安全・安心なＩＴ社会を確保するためには変化に素早く対応し、かつ先手を打った研究

開発を継続的に行っていくことが重要である。

このような観点から、対症療法的な対策だけではなく、中長期的な視点に立って、根本的な問

題解決を目指した研究開発を実施する。

なお、技術に関する事業として、評価対象となるプロジェクトは以下の通り。

① ＴＣＧ用構成証明ＴＴＰ及び仮想ドメインの技術的実現可能性検証

（平成 17年度～平成 19年度）

② ユビキタスネットワーク向けセキュアアセットコントロール技術の研究開発及び情報漏

えいに堅牢な認証・データ管理方式とそのソフトウェアによる安全な実装・検証手法に関す

る研究開発（平成 17 年度～平成 19年度）

・ユビキタスネットワーク向けセキュアアセットコントロール技術の研究開発

・情報漏えいに堅牢な認証・データ管理方式とそのソフトウェアによる安全な実装・検証

手法に関する研究開発

③ 組込システムに対するセキュリティ評価技術の研究開発等（平成 20年度～平成 21 年度）

・組込みシステムのセキュリティ評価に必要となるハイエンドな技術開発

・ゼロデイ攻撃の検知技術と対策技術に関する研究開発

・証明可能な安全性をもつキャンセラブル・バイオメトリクス認証技術の構築とそれを利

用した個人認証インフラストラクチャ実現に向けた研究開発

予算額等（委託） （単位：千円）

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体

平成１７年度 － 平成２２年度 － 民団体等

H19FY 予算額 H20FY 予算額 H21FY 予算額 総予算額 総執行額

230,767 318,300 30,000 849,067 793,674

＊予算額、総予算額、総執行額の欄は、直近３年間の額。また、予算額及び執行額は新世代情報

セキュリティ研究開発事業全体の額であり、技術に関する事業はこの内数である。
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目標・指標及び成果・達成度

(1) 全体目標に対する成果・達成度

個別事業について、全ての事業が設定した目標を達成している。さらに、一部事業においては、

ベンチャー企業の設立や業界標準化へ向けた取組が見られるなど優れた研究成果を上げている。

個別要素技術 目標・指標 成果 達成度

ＴＣＧ用構成証

明ＴＴＰ及び仮

想ドメインの技

術的実現可能性

検証

高信頼端末を実現するために、トラステッド･コン

ピューティングと呼ばれる新しい計算機アーキテ

クチャで提案されている「構成証明」を実現し、コ

ンピュータの信頼度をよりセキュアに測定する基

盤技術の研究・開発を行う。さらに、利用者の勘違

いや操作ミスなどによる予期しない情報漏えいを

防止するために、仮想信頼ドメインと呼ばれるコン

セプトの実用性を検証する。

1)実用 OS とアプリケー

ションを用いて TCG 国

際標準仕様に基づく構

成証明の実証実験に世

界で初めて成功し、オ

ープンソースと標準化

において貢献した。

2)仮想信頼ドメインに

基づくドキュメント来

歴ビューアーをオフィ

ス系アプリケーション

の付加機能として開

発、ユーザーの不注意

による医療情報漏えい

防止実験に成功した。

達成

ユビキタスネッ

トワーク向けセ

キュアアセット

コントロール技

術の研究開発

暗号／認証技術、不正利用者追跡技術、脆弱性の検

証技術などの要素技術に関する探索的な研究開発

を体系的に推進し、次世代の信頼性の高いユビキタ

スネットワークの構築に貢献する。具体的には、(1)

暗号／認証技術については、リソース制約の強い無

線タグの匿名認証技術について、既存方式

(Hash-lock 方式等)よりも回路量と計算量を削減す

る。(2)また、暗号／認証技術は専門的で企業単独

でアーキテクチャの提示が難しい背景を受けて、

次世代ITSへの応用を標的として企業との共同研究

を通じてアーキテクチャの提案を行う。(3)不正利

用者追跡技術については、符号長が長いことが実用

化の妨げになっていることから、最も効率が良いと

される既存方式(Tardos 符号)に対して、同一性能で

揃えた際の符号長を削減する。(4)脆弱性の検証技

術については、本人確認の中心的な技術である生体

認証技術について、 アルゴリズムレベルの安全性

について、メーカーが自ら検証可能で、かつ理論的

に検証可能な安全性評価技術を開発すると共に、

暗号／認証技術につい

ては、(1) 既存方式と比

較して秘密情報の長さ

および通信量が若干増

加するものの、回路量を

大幅に削減できる匿名

認証技術を開発した他、

(2)トヨタIT開発センタ

ーとの共同研究により

次世代ITSに向けた組込

システムの高信頼なア

ーキテクチャを提案し

た。(3)不正利用者追跡

技術については、

Tardos 符号と比較して

も一桁以上短い符号長

で同じ性能を達成する

世界最高性能の結託耐

性符号を開発し、コンテ

達成
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(5)耐タンパー技術について、危険性が高いため学

会等での議論が少ないが本格的な攻撃で大きな脅

威となる侵襲型攻撃について、脅威となる最先端の

半導体検査技術を網羅的に調査する。

ンツ漏洩の抑止を目的

とした共同研究をNHKと

開始した。(4)また、脆

弱性の検証技術に関し

ては、生体認証技術につ

いて、 他人と間違われ

やすい生体サンプルと

して認識されていた「ウ

ルフ」の概念を拡張し、

人工的に存在しうる最

強のウルフに対する安

全性概念を提案し、メー

カーが理論的にアルゴ

リズムレベルの安全性

を検証可能な基準を示

した。(5)また、耐タン

パー技術に対する侵襲

型攻撃については、最先

端の半導体検査技術を

網羅的に調査し、半導体

検査技術の脅威と限界

を見極めることを試み、

主要な半導体検査装置

について限界を明らか

にした。

情報漏えいに堅

牢な認証・データ

管理方式とその

ソフトウェアに

よる安全な実

装・検証手法に関

する研究開発

暗号鍵、認証データを含む記録データが漏えいした

としても利用者への成り済ましや保存データの復

元を困難とする仕組み、および、既存のプログラム

を変更することなくメモリー操作の不備を突いた

マルウェア侵入を防止する仕組みの検討を行い得

られた成果を実用化する。

1. サーバ、クライアン

トいずれに保存してあ

るデータ、暗号鍵、認

証データなどが、万が

一漏えいしたとして

も、利用者への成り済

ましや保存データの復

元を困難とする仕組み

を考案し、それらの内

容について論文公表、

知財の取得、プロトタ

イプ実装を行った。

2. 既存のプログラムを

変更することなく、自

動的にプログラムの実

装を変換し、安全性の

検証を動的に行うこと

によりウィルス等不正

ソフトの侵入を未然に

防ぐ手法を実用化し、

達成
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その公表を行った。

組込みシステム

のセキュリティ

評価に必要とな

るハイエンドな

技術開発

（１）欧州の機関で行われている評価手法のキャッ

チアップによる人材育成、（２）LSI 動作の際の発光

現象に注目した評価技術開発、（３）最先端の評価

環境の構築・運用を達成することを目的とする。

新攻撃手法の研究開発

を行い、海外の取組みに

先駆けとなる成果を達

成すると同時に、欧州か

らの招聘により、人材育

成のための講習会を実

施、将来、試験機関の要

員となる可能性のある

参加者の技術的底上げ

を行った。

達成

ゼロデイ攻撃の

検知技術と対策

技術に関する研

究開発

検出および防御できないゼロデイ攻撃に対して、

「振舞いから異常動作を解析」し、「仮想マシンモ

ニタでデバイス制御」することより情報漏洩、改竄

を防止する技術を開発する。

Windows 上のゼロデイ攻

撃をその振舞いから検

出する技術、および検出

した場合に仮想マシン

モニタがWindowsをゼロ

デイ攻撃前に戻す技術

を開発した。

達成

証明可能な安全

性をもつキャン

セラブル・バイオ

メトリクス認証

技術の構築とそ

れを利用した個

人認証インフラ

ストラクチャ実

現に向けた研究

開発

生体情報保護技術であるキャンセラブル・バイオメ

トリクス認証のための実用的な安全性要件を定式

化し、現実的な仮定で高い安全性と精度を達成する

方式を開発し、開発方式を取り入れた ID 連携シス

テムのプロトタイプを作成する。

(1).キャンセラブル・バ

イオメトリクスの安全

性評価基準を構築し、

証明可能な安全性をも

つキャンセラブル・バ

イオメトリクス認証方

式を開発した。

(2).オンライン署名認

証、顔認証、指紋認証、

話者認証に対して、従

来方式の安全性の調

査・分析、安全で高性

能な認証方式の提案を

行った。

(3).開発方式を組み込

んだ ID 連携認証技術

のプロトタイプを開発

した。

達成

(2) 目標及び計画の変更の有無

なし
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＜共通指標＞

論文数
論文の

被引用度数
特許等件数

（出願を含む）
特許権の
実施件数

ライセンス
供与数

取得ライセ
ンス料

国際標準へ
の寄与

97 17 7 3 0 0 2

総合評価概要

各テーマについて、当初予定の定性的目標は達成し、成果として社会に還元されているものも

ある等、波及効果を含め、国家、グローバルに貢献できていると思われる。

なお、国が行う事業として方向性、目的、予想される成果を設定する段階で、正しく現在の社

会の問題と解決する課題を定義することで、もっと明確に事業目標を達成できたか否かを評価す

ることが望ましい。

また、技術的な研究開発に重点が置かれていることから、開発された技術成果の事業化などに

対しても注力することが望ましい。

今後の研究開発の方向等に関する提言（各事業共通）

・ 産業界では、予想以上のスピードでクラウド化とユビキタス化が進化しており、技術開発に

関する事業展開は、コンピューティングとコミュニケーションのパラダイム変化に動的に対応

できることが望まれる。

・ 産業界において必要な技術が変わっていくところをうまく呼応できるか、ダイナミックに対

応できるかが課題である。EUでは、産業界で必要とされる技術を産業界から吸い取るメカニズ

ムとして、European Technology Platform（ETP）がある。日本においても、このように産業

界で必要とされる技術を吸い取るメカニズムを大枠で考えることが望ましい。

・ セキュリティ技術の目標・目的の設定においては、いかに社会の問題を解決するのかという

視点で設定することや開発する技術が萌芽期的な技術、応用研究、産業化のどこに位置付けら

れるかを明示することが望ましい。

・ 研究開発のテーマについては、国が行うべきもの、国が民間と協力して行うもの、民間の事

業を支援するものなどに種別に分類できる。限られた予算の中から、社会への影響と重要性を

評価した上で、それぞれの分類から適切に選ぶことが望ましい。
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評点結果

評点法による評点結果

評価項目 平均点 標準偏差

1. 目的及び政策的位置付けの妥当性 2.4 0.55

2. 目標の妥当性 2.2 0.45

3. 成果、目標の達成度の妥当性 2 0.00

4. 事業化・波及効果についての妥当性 1.4 0.55

5. マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 1.8 0.45

6. 総合評価 1.8 0.45

2.4
2.2

2

1.4

1.8 1.8

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 
平均点

Ｉ 標準偏差



18 
 

技術に関する

事業名
Ｂ．暗号モジュール実装攻撃の評価に関する調査研究

上位施策名 企業・個人の情報セキュリティ対策促進事業

担当課 商務情報政策局情報セキュリティ政策室

事業の目的・概要

本事業では、暗号アルゴリズムを実装した暗号モジュールの安全性・信頼性の確保のため、標

準暗号アルゴリズムを実装した専用 LSI 及び測定用評価ボードを開発し、脅威となる実装攻撃に

関する実証実験を行うことにより、暗号モジュールのセキュリティ要件、試験要件及び判定基準

を策定し、当該成果を我が国における暗号モジュールの認証に係る枠組みに活用するとともに、

ISO 化等国際標準化活動に資することを目指す。

予算額等（委託） （単位：千円）

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体

平成１８年度 平成２０年度 － 平成２２年度
独立行政法人産業

技術総合研究所

H18FY 契約額 H19FY 契約額 H20FY 契約額 総契約額 総執行額

79,405 129,931 149,993 359,328 334,182

目標・指標及び成果・達成度

(1) 全体目標に対する成果・達成度

本事業の成果は、暗号モジュールの第三者認証制度 JCMVP の整備、推進や電子政府推奨暗号リ

ストの改訂などの政府内での活用とともに、開発した評価ボードの国内、海外関係機関での活用、

国際標準化に向けた取り組みなどで、国内及び海外における「暗号モジュール」の安全性・信頼

性の確保に対して大きく貢献しており、目標を超えた成果を達成している。

個別要素技術 目標・指標 成果 達度

標準評価用回路

プラットフォー

ムの開発

サイドチャネル攻撃実験用の標準評価回路ボード

SASEBO【Side-channel Attack Standard Evaluation

Board)と、ISO/IEC 18033 の全暗号アルゴリズムを

実装した LSI を開発する。

用途の異なる5種類の評

価ボード

SASEBO/-G/-GII/-B/-R

と、ISO/IEC 18033-3 標

準の全ての暗号アルゴ

リズムの回路設計を行

達成
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った。さらに様々なサイ

ドチャネル攻撃対策回

路も開発し、これらの暗

号回路を異なる半導体

製造技術により 4種の

LSI を製造した。これら

の複数の SASEBO ボード

を事業化し、現在、国内

外の100を超える研究機

関で利用が進んでいる。

解析実験の実施

と評価ツールの

開発

SASEBO 上の暗号回路の消費電力や電磁波の計測手

法を構築し、取得波形を解析するサイドチャネル攻

撃実験を行い、攻撃手法・防御手法の有効性を検証

する。また、計測と解析を自動的に行うサイドチャ

ネル攻撃の評価ツールを開発する。

SASEBO ボード・暗号 LSI

を用いた様々な実験を

通して得られた消費電

力・電磁波形取得および

解析のノウハウを実装

した評価ツールを開発

した。評価制度の普及と

市場の拡大に民間の活

力を利用するため、欧米

3社の IC カード評価ツ

ールで SASEBO をサポー

トした。産総研が開発す

る評価手法をツールに

組み込み、米国 NIST お

よび日本の情報処理推

進機構（IPA)が暗号装置

の公的評価試験制度と

して運用する CMVP およ

びJCMVP等の試験に活用

した。

達成

暗号モジュール

のセキュリティ

要件の調査と評

価手法ガイドラ

インの策定

SASEBO の実験結果、国内外の関連学会参加 NIST や

CRYPTREC 等との協力により、サイドチャネル攻撃に

対する評価のガイドラインを策定する。

学会・展示会等で論文発

表、セミナー講演、デモ

ンストレーションを行

った。CRYPTRECへSASEBO

の提供とサポートを行

った。NIST に研究員を派

遣し共同研究を始める

こととなり、現行の

CMVP/JCMVP 制度が基づ

いている米国連邦標準

規格 FIPS140-2 から

FIPS 140-3 への改訂作

業において、物理セキュ

リ ティ・非破壊攻撃（サ

イドチャネル攻撃）のセ

達成
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クションの記述を産総

研が担当し、2012 年の新

制度運用開始に向けて、

評価環境整備を進めて

いる。JCMVP の普及に向

け、SASEBO ボードに AES

暗号を実装し、ハードウ

ェアモジュールとして

初めてJCMVP認証を取得

するとともに、全ての設

計情報とソースコード

を安全な実装の例とし

て、SASEBO の Web サイト

で公開した。

(2) 目標及び計画の変更の有無

なし

＜共通指標＞

論文数
論文の

被引用度数
特許等件数

（出願を含む）
特許権の
実施件数

ライセンス
供与数

取得ライセ
ンス料

国標準への
寄与

68 数百 1 0 4 100万円/年 1

総合評価概要

設定した目標を達成し、暗号モジュール試験及び認証制度(JCMVP)や安全性評価の国際規格策

定へも貢献した点が大変高く評価できる。特に、調査研究に関わった組織以外において利活用の

実績や予定が明確になっている点が評価できた。

なお、評価環境を独自、個別に構築した場合等定量的費用対効果の評価を示すことが望ましい。

今後は、米国 NIST への技術者派遣だけに留まらず、さらなる国際連携を進め我が国の技術標

準を国際的な標準としてより積極的に貢献していくことが望ましい。

今後の研究開発の方向等に関する提言

（Ａ．新世代情報セキュリティ研究開発事業を参照）
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評点結果

評点法による評点結果

評価項目 平均点 標準偏差

1. 目的及び政策的位置付けの妥当性 2.6 0.55

2. 目標の妥当性 2.4 0.55

3. 成果、目標の達成度の妥当性 2.4 0.55

4. 事業化・波及効果についての妥当性 2.4 0.89

5. マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 2 0.71

6. 総合評価 2.6 0.55

2.6
2.4 2.4 2.4

2

2.6

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 
平均点

Ｉ 標準偏差
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プロジェクト名
Ｃ．クラウドコンピューティングセキュリティ技術開発（クラウド環境にお

ける暗号技術評価）

上位施策名 グリーンＩＴ加速化事業（新世代セキュアクラウド研究開発事業）

事業担当課 商務情報政策局情報セキュリティ政策室

プロジェクトの目的・概要

本事業においては、クラウドコンピューティングシステムで利用される暗号技術の処理性能の

評価及び必要な処理性能の基準を示すことを目的として、ソフトウェアとして実装した暗号アル

ゴリズムの処理性能を評価し、性能の基準を示すことを目的とした「性能評価プログラム」と「暗

号プリミティブ」、及び実装した暗号プリミティブを性能評価プログラムで動作させるドライバ

プログラムを開発する。

予算額等（委託） （単位：千円）

開年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体

平成２１年度 平２１年度 － 平成２２年度
みずほ情報総研

株式会社

H21FY 契約額 総契約額 総執行額

48,753 48,753 48,753

目標・指標及び成果・達成度

(1) 全体目標に対する成果・達成度

本事業について、当初目的を適切に達成し、クラウドコンピューティングシステムで利用さ

れる暗号技術の処理性能の評価及び必要な処理性能の基準を示すための性能評価プログラム

等の開発を行い、ＩＰＡで進めている電子政府推奨暗号の評価及び暗号モジュール試験及び認

証制度（ＪＣＭＶＰ）における活用を開始している。

個別要素技術 目標・指標 成果 達度

共通鍵暗号、ハッシュ関数、及び公開鍵暗

号の暗号技術のソフトウェア実装上の性

能を評価し、今後のクラウドコンピューテ

ィング環境での普及促に求められる性能

評価プログラムを開発する。

性能評価プログラム、

暗号プリミティブ（14

アルゴリズム）、ドラ

イバプログラムを開

発した。

達成
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(2) 目標及び計画の変更の有無

なし

＜共通指標＞

論文数
論文の

被引用度数
特許等件数

（出願を含む）
特許権の
実施件数

ライセンス
供与数

取得ライセ
ンス料

国際標準へ
の寄与

0 0 0 0 0 0 0

総合評価概要

電子政府推奨暗号として推奨されている共通鍵暗号系、ハッシュ関数系、公開鍵暗号系の 11

種類のアルゴリズムについて JCMVP 制度の暗号アルゴリズム確認制度を利用し、その安全性が評

価された点は評価できる。

なお、本研究開発とクラウドコンピューティングの利活用促進という目的との関係性を明確に

することが望ましい。

また、今回の技術開発について、より高度なクラウド環境での利用に向けて、さらなる拡張・

改良を期待する。

今後の研究開発の方向等に関する提言

（Ａ．新世代情報セキュリティ研究開発事業を参照）
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評点結果

評点法による評点結果

評価項目 平均点 標準偏差

1. 目的及び政策的位置付けの妥当性 2 1.00

2. 目標の妥当性 2.2 0.84

3. 成果、目標の達成度の妥当性 2 0.71

4. 事業化・波及効果についての妥当性 1.4 1.14

5. マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 1.4 0.55

6. 総合評価 1.6 0.55

2
2.2

2

1.4 1.4
1.6

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 
平均点

Ｉ 標準偏差
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第１章 評価の実施方法
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第１章 評価の実施方法

本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月３１日改定、以

下「評価指針」という。）及び第２５回産業構造審議会産業技術部会評価小委員会（平

成２１年１月２８日）において審議・了承された「技術に関する施策の評価」に基づき、

実施した。

１．評価の目的

以下の（１）～（４）を目的として評価を実施した。

(1) より良い政策・施策への反映

評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮される

ような、柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策・

施策の形成等につなげること。

(2) より効率的・効果的な研究開発の実施

評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望

な優れた研究開発や研究者の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を効

果的・効率的に推進すること。

(3) 国民への技術に関する施策・事業の開示

高度かつ専門的な内容を含む技術に関する施策・事業の意義や内容について、

一般国民にわかりやすく開示すること。

(4) 資源の重点的・効率的配分への反映

評価の結果を技術に関する施策・事業の継続、拡大・縮小・中止など資源の

配分へ反映させることにより資源の重点化及び効率化を促進すること。また、

研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等通じて次の段階に連続

してつなげることなどにより、研究開発成果の国民・社会への還元の効率化・

迅速化に資すること。

また、評価の実施に当たっては、以下の①～④を基本理念として実施した。

① 透明性の確保

推進課、主管課及び研究開発機関においては、積極的に成果を公開し、その

内容について広く有識者等の意見を聴くこと。評価事務局においては、透明

で公正な評価システムの形成、定着を図るため、評価手続、評価項目・評価

基準を含めた評価システム全般についてあらかじめ明確に定め、これを公開

することにより、評価システム自体を誰にも分かるものとするとともに、評

価結果のみならず評価の過程についても可能な限り公開すること。

② 中立性の確保
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評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部

評価の導入等により、中立性の確保に努めること。

③ 継続性の確保

技術に関する施策・事業においては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけ

ではなく、評価とそれを反映した技術に関する施策・事業の推進というプロ

セスを繰り返していく時系列のつながりにも意義がある。したがって、推進

課及び主管課にとって評価結果を後の技術に関する施策・事業の企画立案等

に反映させる際に有用な知見を抽出し、継続性のある評価方法で評価を行う

こと。

④ 実効性の確保

政策目的に照らし、効果的な技術に関する施策・事業が行われているか判

断するための効率的評価が行われるよう、明確で実効性のある評価システム

を確立・維持するとともに、技術に関する施策・事業の運営に支障が生じた

り、評価者及び被評価者双方に過重な負担をかけることのない費用対効果の

高い評価を行うこと。

２．評価者

評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、被評価

者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等により、中立性の確

保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家で構成する検討会を設

置し、評価を行うこととした。

これに基づき、評価検討会を設置し、技術に関する施策、技術に関する事業（プ

ロジェクト等）の目的や研究内容に即した専門家や経済・社会ニーズについて指摘

できる有識者等から評価検討会委員名簿にある５名が選任された。

なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省商務情報政策

局情報セキュリティ政策室が担当した。

３．評価対象

技術に関する施策「情報セキュリティ分野」

技術に関する事業

Ａ．新世代情報セキュリティ研究開発事業（実施期間：平成１７年度から）

① ＴＣＧ用構成証明ＴＴＰ及び仮想ドメインの技術的実現可能性検証

（平成 17年度～平成 19年度）

② ユビキタスネットワーク向けセキュアアセットコントロール技術の研究開発及

び情報漏えいに堅牢な認証・データ管理方式とそのソフトウェアによる安全な実

装・検証手法に関する研究開発（平成 17 年度～平成 19年度）

・ ユビキタスネットワーク向けセキュアアセットコントロール技術の研究開発
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・ 情報漏えいに堅牢な認証・データ管理方式とそのソフトウェアによる安全な

実装・検証手法に関する研究開発

③ 組込システムに対するセキュリティ評価技術の研究開発等

（平成 20年度～平成 21年度）

・ 組込みシステムのセキュリティ評価に必要となるハイエンドな技術開発

・ ゼロデイ攻撃の検知技術と対策技術に関する研究開発

・ 証明可能な安全性をもつキャンセラブル・バイオメトリクス認証技術の構築

とそれを利用した個人認証インフラストラクチャ実現に向けた研究開発

Ｂ．暗号モジュールの実装攻撃の評価に関する調査研究

（実施期間：平成１８年度から平成２０年度）

Ｃ．クラウドコンピューティングセキュリティ技術開発（クラウド環境におけ

る暗号技術評価）（実施期間：平成２１年度）

を評価対象として、研究開発実施者（独立行政法人産業技術総合研究所、日本アイ・ビ

ー・エム株式会社、みずほ情報総研株式会社）から提出された資料をもとに、技術に関

する事業（プロジェクト）の評価を行うとともに、それらの事業評価の結果を踏まえて、

各事業を俯瞰する形で各事業の相互関係等に着目し、技術に関する施策の評価を実施し

た。

４．評価方法

第１回評価検討会においては、担当課、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質

疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。

第２回評価検討会においては、上記を踏まえて、検討会委員から頂いた評価コメント

を取りまとめた評価報告書（案）を審議し、確定させた。

また、評価の透明性の確保の観点から、評価検討会を公開として実施した。

５．評価項目

【技術に関する施策】

○施策の目的・政策的位置付けの妥当性

・施策の目的の妥当性

・施策の政策的位置付けの妥当性

・国の施策としての妥当性、国の関与が必要とされる施策か。

○施策の構造及び目的実現見通しの妥当性

・現時点において得られた成果は妥当性

・施策の目的を実現するために技術に関する事業が適切に配置されているか。

○総合評価



29 
 

【技術に関する事業】

○事業の目的・政策的位置付けの妥当性

・事業の目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。

・国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。

○研究開発等の目標の妥当性

・研究開発等の目標は適切かつ妥当か。

○成果、目標の達成度の妥当性

・成果は妥当か。

・目標の達成度は妥当か。

○事業化、波及効果についての妥当性

・事業化については妥当か。

・波及効果は妥当か。

○研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性

・研究開発計画は適切かつ妥当か。

・研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。

・資金配分は妥当か。

・費用対効果は妥当か。

・変化への対応は妥当か。

○総合評価
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第２章 技術に関する施策の概要
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第２章 技術に関する施策の概要

１．施策の目的・政策的位置付け

１－１ 施策の目的

IT が経済社会に浸透する中で、安全・安心な国民生活、企業活動のためには、情

報セキュリティの確保が不可欠である。情報処理基盤の安全性を確保するための対策、

企業・個人における情報セキュリティ対策を促進することを通じて、第２次情報セキ

ュリティ基本計画（平成２１年２月情報セキュリティ政策会議決定（議長：官房長官））

における「『IT を安心して利用できる環境』の構築」及び国民を守る情報セキュリテ

ィ戦略（平成２２年５月情報セキュリティ政策会議決定）における「世界最先端の『情

報セキュリティ先進国』」を目指す。

１－２ 政策的位置付け

・ 政府の情報セキュリティ対策に関する戦略である国民を守る情報セキュリティ戦略

（平成22年5月11日 情報セキュリティ政策会議決定）において（図１－１及び図１

－２）、示されているように、安全・安心な国民生活を実現させるため、①マルウェ

ア対策の充実・強化、②普及啓発活動の充実強化、③情報セキュリティガバナンスの

確立、④情報セキュリティ関連の研究開発の戦略的推進等が位置づけられている。

・ これらの事項は、図１－３にも示されるように、当施策においても明確に位置づけ

ており、直近の政府全体の取組とも合致している。
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図１－１ 国民を守る情報セキュリティ戦略概要

国民を守る情報セキュリティ戦略の概要

�重要インフラ等、国民生活に直結するサービスの情報通信技術への依存による脅威の増大
�国境を越えたサイバー攻撃が現実化（米韓大規模サイバー攻撃（昨年７月））
�ガンブラーウイルス等、年々新たなウイルスが出現。攻撃手法も高度化・多様化

社会経済活動の情報通信技術への依存度の増大

�情報家電、電子タグなどあらゆる機器がネットワークに接続
�約８割の国民が情報セキュリティに不安感

急速な技術革新の進展

� クラウド・コンピューティング技術、ＩＰｖ６への移行

�暗号の危殆化につながるコンピュータの能力向上

グローバル化の進展

�国境を越えた瞬時の情報流通
�各国の個人情報保護・情報セキュリティ制度の調和

（＊）米国
・サイバースペース政策レビュー（６０日レビュー）
・「サイバーセキュリティ調整官」を設置し、国家的取組みを強化
・「2010 Cybersecurity Enhancement Act 」（2010年2月）

①サイバー攻撃の発生を念頭に置いた政策強化・対処体制整備

②新たな環境変化に対応した政策の確立

③受動的な対策から能動的な対策へ

現状の課題

課題に対応する
新戦略の必要性

サイバー空間上の我が国の安全保障・危機管理の確保 情報通信技術の利活用を促進し、我が国の経済成長に寄与

国民を守る情報セキュリティ戦略（2010～2013）

第２次基本計画（2009～2011）

「国民を守る情報セキュリティ戦略」

２０２０年までに、インターネットや情報システム等の情報通信技術を利用者が活用するにあたっての脆弱性を克服し、
全ての国民が情報通信技術を安心して利用できる環境 （高品質、高信頼性、安全・安心を兼ね備えた環境）を整備し、
世界最先端の「情報セキュリティ先進国」を実現

（＊）第２次情報セキュリティ基本計画を
包含し、今後４年間の重点的な取組み

●重要インフラ等の国民生活に直結するサービスの情報通信技術への依存の高まりにより、脅威（ＩＴリスク）は着実に増大
●情報セキュリティ上の攻撃手法が多様化・高度化・複雑化しており、従来の取り組みでは対応が困難
●各国でも戦略的な取り組み（＊）を実施

基本的な考え方（取組みの重点化）

実現すべき成果目標

安全・安心な国民生活を実現

大規模なサイバー攻撃事案等の脅威の増大

� ＩＴリスクを克服し、安全・安心な国民生活を実現
�サイバー空間の安全保障・危機管理政策の強化と情報通信技術政策の連携
�安全保障・危機管理及び経済の観点に国民・利用者保護の観点を加えた
３軸構造の総合的な政策（特に、国民・利用者の視点を重視した政策の推進）

�国際連携の強化

平成22年５月情報セキュリティ政策会議決定（議長：官房長官）

図１－２ 国民を守る情報セキュリティ戦略の具体的な取組

国民・利用者保護の強化

１ 大規模サイバー攻撃事態への対処態勢の整備等

�対処態勢の整備
・初動対処態勢の整備

・初動対処訓練の実施

・官民連携の推進
・サイバー攻撃に対する防衛分野での体制強化
・サイバー犯罪の取締り 等

�普及啓発活動の充実・強化
・情報セキュリティ月間による普及啓発の強化

・包括的な普及啓発プログラムの策定

�情報セキュリティ安心窓口（仮称）の検討
・地域ＮＰＯ法人等の支援

・国民・利用者からの相談受付窓口の検討

�個人情報保護の推進
・プライバシー保護技術の適切な利用促進

・個人情報保護に関するガイドラインの見直し

・国際的なフレームワークへの対応 等

�サイバー犯罪に対する態勢の強化
・犯罪取締りのための基盤整備の推進 等

国民生活を守る情報セキュリティ基盤の強化

�政府機関等の基盤強化
・各府省の最高情報セキュリティ責任者（ＣＩＳＯ）の強化
・政府横断的な情報収集・分析システム（ＧＳＯＣ）の強化
・政府統一基準の見直し、政府機関情報システムの対策強化
・共通番号制に対応した情報セキュリティ対策の検討 等

�重要インフラの基盤強化
・分野横断的な官民連携体制の強化
・情報共有体制の強化、サービス提供が確保できるシステム

等の検討
・事業継続計画（ＢＣＰ）の充実 等

�その他の基盤強化
・マルウェア対策の充実・強化
・クラウド化、ＩＰｖ６に対応した情報セキュリティ確保方策
・中小企業に対する情報セキュリティ対策支援
・医療、教育分野等における情報セキュリティ確保方策 等

国際連携の強化

�米国、ASEAN、欧州等との連携強化
・日米サイバーセキュリティ会合、日ASEAN情報セキュリティ
政策会議等を通じた戦略的連携強化

・海外ＣＳＩＲＴの構築支援
・新たな二国間関係の構築

�APEC、ＡＲＦ、ITU、MERIDIAN、IWWN等の
国際会合を活用した情報共有体制等の強化

・国際会議への積極的な参加を通じた情報共有体制の強化

�NISCの窓口機能の強化
・情報セキュリティに関するベストプラクティスの共有等

・情報セキュリティ政策について諸外国等と連携強化 等

・平時からの対策と事案対処の連携強化

サイバー攻撃事態への
対処態勢の整備

技術戦略の推進等 制度整備

�平素からの情報収集・共有体制の構築・強化
・対処に資する情報収集・分析・共有体制の強化

・諸外国等との情報共有体制の構築・強化

�情報セキュリティ関連の研究開発の戦略的推進等
・新たな情報セキュリティ研究開発戦略の策定

・高度化・多様化する攻撃等に対応できる技術の実現・普及

（「グランドチャレンジ型」研究開発の推進）

�情報セキュリティ人材の育成
・政府、大学、企業等における高度な情報セキュリティ人材の育成

�情報セキュリティガバナンスの確立
・情報セキュリティガバナンスの経営としての位置付け

・事業継続計画（ＢＣＰ）の策定、情報セキュリティ監査 等

�サイバー空間の安全性・信頼性を向上させる制度の検討等
・コンピュータウイルス関連の法改正等サイバー犯罪条約の早期締結に

向けた検討

・機微な情報へのアクセス権限の明確化の検討 等

�各国の情報セキュリティ制度の比較検討
・各国間の法制度等の相違について分析し、情報セキュリティ関連の

国際連携のための課題抽出・連携方策の検討を実施

２ 新たな環境変化に対応した情報セキュリティ政策の強化

● 強力なリーダシップの下、総合的な政策推進体制を確立し、官民の役割の明確化、官民連携を強化

具体的な取組
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図１－３ 情報セキュリティ対策の体系図

図１－４ 情報セキュリティ分野に係る技術に関する事業
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１－３ 国の関与の必要性

情報セキュリティ対策として、以下の３事業・４項目を実施。

（１）コンピュータセキュリティ早期警戒体制の整備事業

① 早期警戒体制の整備

② 普及啓発事業

（２）企業・個人の情報セキュリティ対策促進事業

③ 企業における組織的情報セキュリティ対策促進

④ 新たな驚異等への対応や情報セキュリティの環境を整備するための技術的

対策

（３）グリーンＩＴ加速化事業（新世代セキュアクラウド研究開発事業）

（１）コンピュータセキュリティ早期警戒体制の整備事業

本事業は、コンピュータウイルスによる被害やソフトウェア製品のぜい弱性情報

について、関係機関（国際連携を含み）と情報共有するとともに、対応策を調整し、

対策情報を公表することで、被害の拡大や未然防止を図っている。また、インター

ネット初心者等や中小企業を対象とした情報セキュリティレベルの向上を目指す

普及・啓発を実施している。

脆弱性等への対応は製品開発者の利益に直結しない上に、そもそも製品開発者が

脆弱性等に気付きにくいこと等から、本分野については民間の自主的な取組だけで

は十分な効果が期待できない。情報セキュリティ対策を民間の自主的な対応のみに

委ねた場合、民間における情報セキュリティ対策は不十分なものとなり、結果とし

て、経済社会活動の基盤となっている IT 全体の安全性・信頼性が大きく損なわれ、

我が国経済社会活動全体にも及ぼしうることから、情報システムの安全性の確保を

担当する経済産業省が実施する必要がある。

（２）企業・個人の情報セキュリティ対策促進事業

① 組織的情報セキュリティ対策の推進

本事業は、企業からの機密情報の漏洩等を防止するため、情報セキュリティポリ

シーの策定支援や情報セキュリティ監査の実施を支援するための環境整備（ガイド

ラインの策定等）を実施している。

企業の内部統制に係る情報セキュリティ対策は、その体制構築、展開、国際標準

化等を推進しているところであり、これらの環境整備については、上記の対策を所

掌する経済産業省が主導して実施していく必要がある。

② 技術的情報セキュリティ対策の推進

本事業は、新たな驚異等への対応や情報セキュリティ対策の環境を整備するため

の研究開発等を実施している。具体的には、ＩＴ製品のセキュリティ評価・認証基
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盤の整備、電子署名及び認証業務に関する法律に基づく調査・相談業務等、新たな

脅威に対応するための技術開発を実施している。

IT 製品の安全性評価については、国際的な相互認証制度があり、各国政府等に

よって実施されている。我が国においては、経済産業省が政策立案・実施者として

本制度に加盟しており、政策立案・実施者である経済産業省が、評価を行える環境

整備を実施する必要がある。

また、電子署名の利用促進は、電子署名及び認証業務に関する法律に基づき、国

が実施することとされていることから、これを実施する必要がある。

さらに、新たな脅威に対応するための技術開発については、国の情報セキュリテ

ィ政策を踏まえた情報セキュリティ対策として、共通に利用できるような標準化や

規格化等を目指している。こういった環境整備は、我が国産業のセキュリティ技術

の向上とそれによる安全・安心な国民生活の実現のため、国が実施すべき事項であ

る。

（３）グリーンＩＴ加速化事業（新世代セキュアクラウド研究開発事業）

クラウドコンピューティングは既存のテクノロジーの集大成というべきもので

あり、クラウドコンピューティングを今後発展させていくために解決すべき課題の

１つがセキュリティであり、この課題を解決するためのクラウドコンピューティン

グに共通するセキュリティ技術の検討等を実施した。

このセキュリティ技術の検討は、共通する事項であり、課題を整理することで、

クラウドコンピューティング利用等に関する基準の作成を目指している。こうした

環境整備は、クラウドコンピューティングを利用するもの全般に関わるものであり、

情報システムの安全性の確保を担当する経済産業省が実施する必要がある。

２．施策の構造及び目的実現の見通し

２－１ 得られた成果

（１）コンピュータセキュリティ早期警戒体制の整備事業（H17－H25）

①早期警戒体制の整備

【アウトプット】

コンピュータウイルス等による被害やソフトウェア製品のぜい弱性情報につ

いて、関係機関（国際連携を含み）と情報共有するとともに、対応策を調整し、

対策情報を公表することで、被害の未然防止や軽減対策を実施。具体的には、以

下の通り。

・コンピュータウイルス・不正アクセス等によるインシデント対応

・ソフトウェア製品のぜい弱性情報についての国際調整・公表

・国内外の企業・組織内のコンピュータインシデント対応チーム（CSIRT）の

構築支援
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【アウトプットからアウトカムへの展開】

コンピュータウイルス被害やソフトウェア製品のぜい弱性情報に対応するた

めの早期警戒体制を整備。

【アウトカム】

コンピュータウイルス等による被害やソフトウェア製品のぜい弱性情報を狙

ったサイバー攻撃による被害の未然防止や軽減。

②普及啓発事業

【アウトプット】

インターネット初心者や中小企業等の情報セキュリティリテラシーの向上を

目的とした普及啓発活動を実施。具体的には以下の通り。

・インターネット初心者等を対象としたインターネット安全教室の開催。

・中小企業の経営者やシステム管理者を指導する指導者を育成する中小企業向

け指導者育成セミナーの開催。

【アウトプットからアウトカムへの展開】

普及啓発活動により、インターネット初心者や中小企業等の情報セキュリティ

リテラシーの向上。

【アウトカム】

安心なインターネットの利用や適切な情報セキュリティ対策の確保。

（２）企業・個人の情報セキュリティ対策促進事業（H17－H25）

①組織的情報セキュリティ対策の推進

【アウトプット】

企業からの機密情報の漏洩等を防止するためのガイドラインの策定・推進を実

施。具体的には以下の通り。

・情報セキュリティガバナンス導入ガイドラインの策定

・アウトソーシングに関する情報セキュリティ対策ガイダンスの策定

・情報セキュリティ監査の推進

【アウトプットからアウトカムへの展開】

ガイドライン等を策定することにより、企業が情報セキュリティ対策を実施す

るための環境を整備。

【アウトカム】

企業における組織的な情報セキュリティ対策の確保

②技術的情報セキュリティ対策の推進

【アウトプット】

新たな驚異等に対応や情報セキュリティの環境を整備するための研究開発等

を実施している。具体的には以下の通り。
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・ＩＴ製品のセキュリティ評価・認証基盤の整備

・電子認証基盤の構築

・新たな脅威に対応するための技術開発

【アウトプットからアウトカムへの展開】

情報セキュリティ対策を実施する上での基盤となる技術開発等を実施し、情報

セキュリティの技術的な対策を推進。

【アウトカム】

情報セキュリティ対策が施された製品の利用による技術的な情報セキュリテ

ィ対策の確保。

（３）グリーンＩＴ加速化事業（新世代セキュアクラウド研究開発事業）（H21）

【アウトプット】

クラウドコンピューティングを今後発展させていくために解決すべき課題の

１つがセキュリティであり、この課題を解決するためのクラウドコンピューティ

ングに共通するセキュリティ技術の検討等を実施。具体的には以下の通り。

・クラウドコンピューティングについて、制度的課題、技術的課題及び運用的

課題を整理。

・クラウドコンピューティングで利用される暗号技術の処理性能を評価する評

価プログラムの開発。

・企業等のアカウント管理システムをクラウド環境中のアプリケーションと連

携させる手法についての調査研究及び実証実験の実施。

【アウトプットからアウトカムへの展開】

本事業の成果をクラウドコンピューティング利用のための情報セキュリティ

マネジメントに関するガイドライン策定や次期「電子政府推奨暗号リスト」に掲

載する暗号技術の評価等へ利用。

【アウトカム】

クラウドコンピューティングを利用する際の情報セキュリティの確保。

２－２ 施策の構造

別紙２－２－１～２－２－４参照
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別紙２－１－１

情報セキュリティ分野

トップダウン ボトムアップ
必要とされる施策

（Market）
市場ニーズ

（背景）

実現上の課題

（Function）
事業目標

技術（国の事業）

（Technology ）

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
分
野

事業（PRJ） 概要目標

「セキュリティ立国」の
思想に基づく「情報セ
キュリティ先進国」の

実現

我が国の強みと特長
を活かし、世界最高
の高度情報通信ネッ
トワーク社会に見合
った取組みを実施し、
真に「情報セキュリテ
ィ先進国」になること

施策

安心してITを使える
環境の整備

ﾈｯﾄﾜｰｸの不適正な
利用による被害等の
最小化のために、官
民が協力し、我が国
全体として対策を強

化する

「IT

を
安
心
し
て
利
用
可
能
な
環
境
」
の
構
築

情報セキュリテ
ィ対策の促進

コンピュータセキ
ュリティ早期警戒
体制の整備事業

H17-H25

ソフトウェア製品のぜい
弱性情報等を収集・分析
し国内外の関係機関と
調整等を図る。また、イ
ンターネット初心者や中
小企業等に対する普及
啓発活動を実施する。

企業・個人の情報
セキュリティ対策
促進事業

H17-H25

企業における情報セキュ
リティガバナンスの確立
等の組織的対策を実施
するとともに、研究開発
、情報セキュリティ評価
制度に係る技術的対策
の検討等を通じて、企業
・個人の情報セキュリテ
ィ対策を推進する。

①不正アクセス行為等対策業務

②脆弱性関連情報共有に関する実証実験

③ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ安全教室

④CHECKPC！キャンペーン

⑥フィッシング対策協議会

⑧内部統制評価に有効な証跡管理の研究

⑬電子認証ﾌﾚｰﾑﾜｰｸとIPｱﾄﾞﾚｽ認証の展開に関す
る調査

⑪高信頼性端末の電子認証基盤の調査研究

⑫次世代型電子認証基盤の整備事業

⑭電子署名・認証制度利用促進事業

⑮重要ﾃﾞｰﾀのｾｷｭﾘﾃｨな交換と共有を可能とする電
子署名・認証技術の普及啓発ﾌｫｰﾗﾑの開催

⑯ｾｷｭﾘﾃｨ評価技術等に関する調査研究

⑰暗号ﾓｼﾞｭｰﾙの実装攻撃の評価に関する調査研
究

⑱ｾｷｭﾘﾃｨ評価技術等の確立

①情報ｾｷｭﾘﾃｨｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの確立促進事業

②情報ｾｷｭﾘﾃｨ監査制度の利用促進

③情報ｾｷｭﾘﾃｨ研究開発に係る包括的調査

④ｱｸｾｽｸﾞﾗﾌに基づくﾎﾞｯﾄﾈｯﾄ検出技術の研究開発

⑤ﾕﾋﾞｷﾀｽﾈｯﾄﾜｰｸ向けｾｷｭｱｱｾｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ技術の研
究開発、及び情報漏えいに堅牢な認証・ﾃﾞｰﾀ管理方
式とそのｿﾌﾄｳｪｱによる安全な実装・検証手法に関す

る研究開発

⑦TCG用構成証明TTP及び仮想ﾄﾞﾒｲﾝの技術的実
現可能性検証

⑥組込系OSによるｱｸｾｽ制御ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの研究開
発

情報セキュリティに関
する脅威による被害
の抑制・未然防止

国民及び企業等によ
る安全・安心な経済
社会活動を支える強
固なIT基盤の構築成長戦略の推進

セキュアジャパン
2009の施策を着実
に実施し、情報セキ
ュリティの向上を図る

情報セキュリティ対策
の確立

政府の定める情報セ
キュリティ基本計画に
基づいた施策を着実

に実施する

脅威による被害の未然防止
・抑制のための体制整備

早期警戒体制の整備

一般利用者の情報セキュリ
ティリテラシーの向上

普及広報活動

脆弱性に対する警戒

ボットに対する警戒

不正ｱｸｾｽに対する警戒

セキュリティリテラシーの向
上

フィッシング対策情報の共
有

セキュリティ手法の
高度化

セキュリティ手法の
評価手法の確立

評価手法の確立
デバイス・モジュールレイヤ

における評価

システムレイヤにおける評
価

認証基盤の普及・高度化

セキュリティ基盤の高度化
（長期視点からの根本問題

解決）

セキュリティの運用（組織対
策）の高度化

セキュリティ政策の高度化

企業の取組みの高度化

求められる技術の把握

求められ
る技術の
開発

ﾈｯﾄﾜｰｸ全体の
ｾｷｭﾘﾃｨ向上

ｱｸｾｽの
安全性向上

ﾃﾞｰﾀの正当性
向上

電子認証の高度化

電子認証の普及促進

ウイルスに対する警戒

漏洩対策

クラウドコンピューティ
ングが次世代の基盤
テクノロジーとなるた
めの情報セキュリティ

対策の推進

⑤中小企業向け指導者育成セミナー

⑩組込システムに対するセキュリティ評価技術の研
究

⑨生体認証サービスによる情報漏えい対策の研究

クラウドコンピューティングのセ
キュリティ上の課題整理

クラウド環境におけるセキュ
リティ上の課題整理

クラウド環境下でのセキュリ
ティ評価・実証

①クラウド環境におけるセキュリティ確保の検討

②クラウド環境における暗号評価

③クラウド環境活用に向けた企業内既存システムと
連携実証実験

グリーンＩＴ加速化
事業（新生代セキ
ュアクラウド研究
開発事業）

H21

企業における情報セキュ
リティガバナンスの確立
等の組織的対策を実施
するとともに、研究開発
、情報セキュリティ評価
制度に係る技術的対策
の検討等を通じて、企業
・個人の情報セキュリテ
ィ対策を推進する。

⑲システムＬＳＩセキュリティ評価技術開発
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コンピュータセキュリティ早期警戒体制の整備事業（H17－H25）

インプット アクション カスタマー 直接アウトカム 中期のアウトカム・インパクト

国

民間団体等

委託

プロジェクトの
アウトプット

【委託費】

• 事業期間
H17~H22

• 執行額計（H17-
H21）：48.20億円
22年予算額：9.70
億円

コンピュータセキュリティ早
期警戒体制の整備事業

民間事業者等

①不正アクセス行為等対
策業務

早期警戒体制の整
備

②脆弱性情報の調整・支
援及び国際連携業務

③ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ安全教室

④CHECKPC！キャンペ
ーン

⑤フィッシング対策協議会

情報ｾｷｭﾘﾃｨの普及
啓蒙

：インプット（投入資源）

：アクション（実施）

：アウトプット（成果）

：直接カスタマー

：アウトカム

：インパクト
：必要な要員・阻害要因

情報セキュリティ対策の
促進

「IT

を
安
心
し
て
利
用
可
能
な
環
境
」の

実
現

政府機関
• 政府機関における情報セキュリティガバ
ナンスの確立に向けた組織・体制の強化

• 政府機関における事後対応力の強化

重要インフラ
• 政府機関や重要インフラ事業者等の主体
的な取組み及び連携の確立

• ＩＴ障害に関する情報共有の価値の普遍
化

• 環境変化への機敏な対応体制の常備化

企業
• 情報セキュリティガバナンスの経営の一
環としての認識の定着と、それに応えら
れるツールの存在

• 「事故前提社会」への対応力強化に向け
た緊急対応体制・事業継続性確保等の
進展

• 大企業から中小企業にわたった、各企業
における適切な対策の進展

個人
• セキュリティ意識の向上を伴う個人のＩＴ
利用の拡大

• サービス提供側と利用側である個人の互
いにバランスのとれたセキュリティ意識の
向上

• リスクを理解しても対策を行わない個人
等に関する対応の開始

2012
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企業・個人の情報セキュリティ対策促進事業（H17－H25）

インプット アクション カスタマー 直接アウトカム 中期のアウトカム・インパクト

国

民間団体等

委託

プロジェクトの
アウトプット

【委託費】

• 事業期間
H17~H22

• 執行額計（H17-
H21）：32.10億円
22年予算額：7.01
億円

企業・個人の情報セキュリティ対
策促進事業

情報セキュリティ対策の
促進

民間事業者等

「IT

を
安
心
し
て
利
用
可
能
な
環
境
」の

実
現

：インプット（投入資源）

：アクション（実施）

：アウトプット（成果）

：直接カスタマー

：アウトカム

：インパクト
：必要な要員・阻害要因

組織対策の高度化

⑧内部統制評価に有効な証跡管理の研究

⑪電子認証ﾌﾚｰﾑﾜｰｸとIPｱﾄﾞﾚｽ認証の展開
に関する調査

⑫高信頼性端末の電子認証基盤の調査研究

⑬次世代型電子認証基盤の整備事業

⑭電子署名・認証制度利用促進事業

⑮重要ﾃﾞｰﾀのｾｷｭﾘﾃｨな交換と共有を可能と
する電子署名・認証技術の普及啓発ﾌｫｰﾗﾑ
の開催

⑯ｾｷｭﾘﾃｨ評価技術等に関する調査研究

⑰暗号ﾓｼﾞｭｰﾙの実装攻撃の評価に関する
調査研究

⑱ｾｷｭﾘﾃｨ評価技術等の確立

⑲システムＬＳＩセキュリティ評価技術開発

①情報ｾｷｭﾘﾃｨｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの確立促進事業

②情報ｾｷｭﾘﾃｨ監査制度の利用促進

③情報ｾｷｭﾘﾃｨ研究開発に係る包括的調査

④ｱｸｾｽｸﾞﾗﾌに基づくﾎﾞｯﾄﾈｯﾄ検出技術の研
究開発

⑦ﾕﾋﾞｷﾀｽﾈｯﾄﾜｰｸ向けｾｷｭｱｱｾｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ技
術の研究開発、及び情報漏えいに堅牢な認
証・ﾃﾞｰﾀ管理方式とそのｿﾌﾄｳｪｱによる安全
な実装・検証手法に関する研究開発

⑥TCG用構成証明TTP及び仮想ﾄﾞﾒｲﾝの技
術的実現可能性検証

⑤組込系OSによるｱｸｾｽ制御ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの
研究開発

新世代情報ｾｷｭﾘﾃｨ技術の
確立

情報ｾｷｭﾘﾃｨ評価基準等の
確立

電子認証基盤の構築

政府機関
• 政府機関における情報セキュリティガバ
ナンスの確立に向けた組織・体制の強化

• 政府機関における事後対応力の強化

重要インフラ
• 政府機関や重要インフラ事業者等の主体
的な取組み及び連携の確立

• ＩＴ障害に関する情報共有の価値の普遍
化

• 環境変化への機敏な対応体制の常備化

企業
• 情報セキュリティガバナンスの経営の一
環としての認識の定着と、それに応えら
れるツールの存在

• 「事故前提社会」への対応力強化に向け
た緊急対応体制・事業継続性確保等の
進展

• 大企業から中小企業にわたった、各企業
における適切な対策の進展

個人
• セキュリティ意識の向上を伴う個人のＩＴ
利用の拡大

• サービス提供側と利用側である個人の互
いにバランスのとれたセキュリティ意識の
向上

• リスクを理解しても対策を行わない個人
等に関する対応の開始

2012

⑩組込みソフトウェア検証とモデリングパター
ン化の研究

⑨生体認証サービスにおける情報漏えい対
策の研究
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グリーンＩＴ加速化事業（新世代セキュアクラウド研究開発事業）（H21）

インプット アクション カスタマー 直接アウトカム 中期のアウトカム・インパクト

国

民間団体等

委託

プロジェクトの
アウトプット

【委託費】

• 事業期間H21
• 執行額計（H21）：

2.99億円
21年予算額：2.99
億円

グリーンＩＴ加速化事業（新
世代セキュアクラウド研究

開発事業）

民間事業者等

①クラウド環境におけるセ
キュリティ確保の検討

クラウド環境下のセキ
ュリティ課題の整理

③クラウド環境活用に向
けた企業内既存システ
ムとの連携実証実験

②クラウド環境における暗
号技術評価

：インプット（投入資源）

：アクション（実施）

：アウトプット（成果）

：直接カスタマー

：アウトカム

：インパクト
：必要な要員・阻害要因

情報セキュリティ対策の
促進

「IT

を
安
心
し
て
利
用
可
能
な
環
境
」の

実
現

政府機関
• 政府機関における情報セキュリティガバ
ナンスの確立に向けた組織・体制の強化

• 政府機関における事後対応力の強化

重要インフラ
• 政府機関や重要インフラ事業者等の主体
的な取組み及び連携の確立

• ＩＴ障害に関する情報共有の価値の普遍
化

• 環境変化への機敏な対応体制の常備化

企業
• 情報セキュリティガバナンスの経営の一
環としての認識の定着と、それに応えら
れるツールの存在

• 「事故前提社会」への対応力強化に向け
た緊急対応体制・事業継続性確保等の
進展

• 大企業から中小企業にわたった、各企業
における適切な対策の進展

個人
• セキュリティ意識の向上を伴う個人のＩＴ
利用の拡大

• サービス提供側と利用側である個人の互
いにバランスのとれたセキュリティ意識の
向上

• リスクを理解しても対策を行わない個人
等に関する対応の開始

2012
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第３章 技術に関する事業の概要
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第３章 技術に関する事業の概要

○情報セキュリティ分野に係る技術に関する事業について

技術に関する事業は、本施策中、企業・個人の情報セキュリティ対策促進事業及び

グリーンＩＴ加速化事業（新世代セキュアクラウド研究開発事業）の一部として実施

されている。評価検討会の目的は、研究開発事業についての評価を行うことにあるた

め、プロジェクト評価の対象事業は技術開発に係るもののみとする。具体的には、以

下の事業が対象となる。

Ａ．新世代情報セキュリティ研究開発事業

①ＴＣＧ用構成証明ＴＴＰ及び仮想ドメインの技術的実現可能性検証

ａ ＴＣＧ用構成証明ＴＴＰ及び仮想ドメインの技術的実現可能性検証

②ユビキタスネットワーク向けセキュアアセットコントロール技術の研究開発及

び情報漏えいに堅牢な認証・データ管理方式とそのソフトウェアによる安全な実

装・検証手法に関する研究開発

ｂ ユビキタスネットワーク向けセキュアアセットコントロール技術の研究開発

ｃ 情報漏えいに堅牢な認証・データ管理方式とそのソフトウェアによる安全な

実装・検証手法に関する研究開発

③組込システムに対するセキュリティ評価技術の研究開発等

ｄ 組込みシステムのセキュリティ評価に必要となるハイエンドな技術開発

ｅ ゼロデイ攻撃の検知技術と対策技術に関する研究開発

ｆ 証明可能な安全性をもつキャンセラブル・バイオメトリクス認証技術の構築

とそれを利用した個人認証インフラストラクチャ実現に向けた研究開発

Ｂ．暗号モジュールの実装攻撃の評価に関する調査研究

Ｃ．クラウドコンピューティングセキュリティ技術開発（クラウド環境における暗号

技術評価）
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Ａ．新世代情報セキュリティ研究開発事業

１ 事業の目的・政策的位置付け

１－１ 事業の目的

情報技術の社会基盤化に伴い、情報システムに起因する事故が、経済活動全体の停滞

や国民全体の生命・財産そのものに関わるリスクをもたらしかねない状況が生まれつつ

ある。また、情報セキュリティに係る技術の進歩に伴い新たな脅威の出現、また既存脅

威の一層の巧妙化が続いており、安全・安心なＩＴ社会を確保するためには変化に素早

く対応しかつ先手を打った技術開発を継続的に行っていくことが重要である。このよう

な観点から、対症療法的な対策だけではなく、中長期的な視点に立って、根本的な問題

解決を目指して、研究開発を行う。

１－２ 政策的位置付け

本事業は政府全体の情報セキュリティ政策の中長期計画である「第１次情報セキュリ

ティ基本計画」（平成１８年度２月情報セキュリティ政策会議決定）において、対症療

法的ではない中長期的な研究開発が重要であるとされており、この考え方に沿うものと

なっている。また、この考え方は、「第２次情報セキュリティ基本計画」（平成２１年２

月情報セキュリティ政策会議決定）にも引き継がれている。

なお、直近の「国民を守る情報セキュリティ戦略」（平成２２年５月情報セキュリテ

ィ政策会議決定）においても、高度化・多様化する攻撃等に対応できる情報セキュリテ

ィ技術の実現を目指すとされている。

＜国民を守る情報セキュリティ戦略（抜粋）＞

インターネットを始めとする情報通信技術を利用者が活用するにあたっての脆弱性

の克服や、IPv6 や、クラウドコンピューティング、情報家電、携帯端末、センサーネ

ットワーク等の情報通信技術の環境の変化に対応した情報セキュリティ技術の開発、高

度化・多様化する攻撃等に対応できる情報セキュリティ技術（「グランドチャレンジ型」

研究開発・技術開発）の実現・普及の実現を目指す。

１－３ 国の関与の必要性

情報技術の進歩や社会情勢の変化に伴い、情報セキュリティに係る脅威は急速に高ま

っている。こうした中、本事業では、対処療法的な対策だけでなく、長期的な視点から、

情報セキュリティ上の問題を根本的に解決するための技術を、国の情報セキュリティ政

策を踏まえて、開発し、共通に利用できるような標準化や規格化等を目指している。こ
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ういった環境整備は、我が国産業のセキュリティ技術の向上とそれによる安全・安心な

国民生活の実現のため、国が実施すべき事項である。
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ａ ＴＣＧ用構成証明ＴＴＰ及び仮想ドメインの技術的実現可能性検証

１－ａ 事業の目的

「新世代情報セキュリティ研究開発事業」では、情報技術の社会基盤化にともない、

情報システムに起因する事故が、経済活動全体の停滞や国民全体の生命・財産そのもの

に関わるリスクをもたらしかねない状況が生まれつつあることから、これまでの対症療

法的な対策だけではなく、長期的な視点に立って、根本的な問題解決を目指した研究開

発を実施する。そこで、本事業では、Ｔｒｕｓｔｅｄ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ Ｇｒｏｕ

ｐ（ＴＣＧ）が定義している主要な概念である、構成証明の考えを広く普及させるため

の必要なインフラ整備と、構成証明に基づく信頼度を利用者に分かりやすく提示するた

めのセキュリティモデルの設計を行う

ＴＣＧは、さまざまなソフトウェアが稼動しうる汎用の計算機の上において、遠隔地か

らの信頼を築くための基礎技術であり、業界非営利団体のＴｒｕｓｔｅｄ Ｃｏｍｐｕ

ｔｉｎｇ Ｇｒｏｕｐによって標準化が進められている。このＴＣＧが定義する概念の

主要なものに、構成証明（Ａｔｔｅｓｔａｔｉｏｎ）の考えがある。構成証明は、遠隔

地にある計算機のハードウェア・ソフトウェア構成を、信頼するエージェント（ＴＣＧ

では、ＴＰＭ – Ｔｒｕｓｔｅｄ Ｐｌａｔｆｏｒｍ Ｍｏｄｕｌｅ – と呼ばれる

ハードウェアチップに基づく）から報告される構成計測値(Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ)に
よって知るものである。新世代情報セキュリティ事業において、この構成証明の考え方

を広く普及させてゆくことで、より安心・安全な情報社会の実現を目指す。そのために

は、構成証明に必要なインフラの整備と、構成証明に基づく信頼度を利用者にわかりや

すく提示するセキュリティモデルが必要不可欠となる。本研究開発は、この 2 点につい

ての研究開発を目的とする。

２－ａ 研究開発目標

２－１－ａ 研究開発目標

事業目的の実現のためには、構成証明に必要なインフラの整備と、構成証明に基づく

信頼度を利用者にわかりやすく提示するセキュリティモデルが必要不可欠となる。本事

業では、この 2 点の実現が研究開発の目的となる。

本事業の第１の部分の目的は、構成証明に必要なインフラである、構成証明ＴＴＰ（Ｔ

ｒｕｓｔｅｄ Ｔｈｉｒｄ Ｐａｒｔｙ）の技術的実現可能性を示すことにある。構成証

明ＴＴＰとは、構成計測値が現在知られている脆弱性情報の限りにおいて、信頼できる

ことを証明するにあたり信頼の基点となる第 3 者機関(ＴＴＰ)である。構成証明ＴＴＰ

には、1) 外部の情報セキュリティ関連ベンダ及び脆弱性情報機関から構成に関する情
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報を受け取る、2）受け取った情報に基づいて、計測値とその計測値が表す構成の信頼
の度合を定義し、それを格納する、3）利用者からの要請に基づき、計測値に対する最
新の信頼の度合を通知する、という 3つの機構が必要とされる。
本提案の第 2の部分の目的は、この構成証明の技術に基づき、より直感的で使いやす

いセキュリティモデルを実現することにある。ここでは、構成証明の技術と、仮想マシ

ンモニタ等の領域分離の技術を組み合わせることによって、分散環境上に仮想的なセキ

ュリティドメイン(仮想信頼ドメイン、 ＴＶＤ)を構築することを提案する。この研究
の主要な要素は、1)仮想信頼ドメイン間の情報フローなどに対するセキュリティ・ポリ
シーのモデルとその強制方法、2)仮想信頼ドメインをホストする実行プラットフォーム
の実装、及び 3)仮想信頼ドメインの管理を行うための機構である。

3ヵ年計画の概要を表１に示すとともに、以下、要素技術について開発目標について
その詳細を述べる。また、本提案では、トラステッド・コンピューティング技術の普及

啓発とコミュニティの醸成のために国際ワークショップの主催も実施する。

（１－１）構成証明 TTPの技術開発
（平成１７年度）

初年度の研究開発目標は構成証明TTPアーキテクチャ設計及びTTPサービス基礎技
術開発である。

アーキテクチャ設計においては、まず２つの要件を明らかにする。１つめは、この

TTPが与える信頼度のスキームである。信頼度は、信頼する/しないの 2値ではなく、
より高い信頼を要求する応用に適合するかどうかの観点で複数のレベルを持つものと

する。第２の要件は、この TTP が提供を受ける構成情報の、想定される情報源（ベン
ダ、脆弱性情報機関等）を定義する。これら２つの要件から、TTP に必要とされるプ
ロセスとデータベースの構成を定義する。

次に、情報収集部として、想定される情報源から自動的あるいは半自動的に情報を収

集する技術を開発する。これには、定期的にWebサイトを巡回して構成情報/脆弱性情
報を得る Pull 型のモデルと、情報提供者から積極的に提供を受ける Push 型のモデル
の双方が考えられる。

収集された構成情報及び脆弱性情報を整理・分類し、それらを、定義された信頼度ス

キームに基づいて評価する。たとえば、新しいソフトウェアパッケージ(RPM 等)が配
布された場合、このパッケージを構成するソフトウェアモジュールを検査し、既知の脆

弱性が無いかを確かめる。また、このパッケージに対する代表的な複数の構成を自動的

に生成し、それらの異なる計測値を記録する。さらに、必要なものに関しては、実際に

統制環境下でソフトウェアをインストールし、ブラックボックス法によってテストする

必要があるかもしれない。これらのプロセスに必要なツールも合わせて開発する。

利用者は、TTP サービスを介して、構成証明を行う。これには、証明者があらかじ
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め構成証明書の発行を受けるオフラインの方法と、検証者が検証時に動的に TTP を検
索するオンラインの方法とがある。このプロトコルは、TCG の作業部会の方向性を見
ながら仕様に沿ったものを実装する。

（平成１８年度）

次年度では構成証明 TTP 情報収集部、構成情報評価・DB 管理部の技術開発、プロ
トタイプ作成を進める。

平成１７年度でのアーキテクチャ設計で定義された完全性情報サービスの実現に向

けて、各種オープンソースコンポーネントの持つ性質と完全性計測値を表現する参照完

全性計測マニフェスト (ＲＩＭＭ：ＴＣＧ仕様にて定義されるデータフォーマット) の
生成補助ツールを開発する。情報提供者（ベンダー等）が構成情報・脆弱性情報を発信

する際に、本ツールを利用することで利便性が向上する。

また、平成１７年度に設計した構成証明ＴＴＰのアーキテクチャに基づきプロトタイ

プの実装を行う。具体的には、最初に完全性計測値を構成情報・脆弱性情報に照らし合

わせて評価する基本的な構成検証サービスを実装する。次により高い抽象度のセキュリ

ティ性質を評価する構成証明サービスを実現する。

（平成１９年度）

平成１９年度は、平成１８年度に開発した構成証明ＴＴＰ技術を用いて、その有効性

を検証するために実証実験を行う。本実証実験を通じて、構成証明ＴＴＰの本研究分野

における日本の存在感を世界に示すと共に、国内外の研究者の交流の活性化を図る。

また広く実行プラットフォームが構成証明に対応可能となるよう、最新のＴＣＧ仕様

に準拠する形で汎用ＯＳへの完全性計測機能の組み込みの検討と実装を行う。この実証

実験を通して、検証性能(スケーラビリティ)、検証精度の向上、プライバシーへの配慮
などに対する評価を行う。

（１－２）仮想信頼ドメインの技術開発

計算機システムに対する信頼はつまるところ、「ある性質を持った問題 Pをあるシス
テム Sで解こうとする場合、リスクが許容範囲であるか」という問題に帰着される。し
かし、リスクの度合いはシステム Sの構成情報を始めとする様々な要素の複雑な絡み合
いに依存していて、一般の利用者が問題ごとに判断することは難しい。例えばネットシ

ョッピング等で、「このアプリケーションで 10 万円の振込みをすることは安全かどう
か」などを判断するのは困難である。構成証明は、今までに得られなかったシステムに

対する信頼度の指標を与えるが、構成証明をしただけでは使いやすい、「安心・安全」

なシステムを構築することにはならない。構成証明で得られる信頼情報を、利用者がリ
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スク判断できる形の情報に変換しなければならない。

セキュリティドメインの考え方は、システムに対する信頼度をそのシステムが「既に

信頼度のわかっているドメイン D に入っているかどうか」で判断するものである。こ

のようなドメインに基づく信頼モデルは、明示的・暗黙的に日常生活の様々な分野で利

用されている。例えば、「自宅の中」は一つのセキュリティドメインであり、この中で

は多くの事象に対して高い信頼を与えることができる。計算機システムで言えば、ファ

イヤウォールで囲まれたイントラネットがドメインの一つの例である。

我々は、このようなドメインを固定的なものにするのではなく、既存ネットワーク上

に仮想的に動的に構築する新しいセキュリティモデル、仮想信頼ドメイン(Trusted 
Virtual Domain, TVD)を提案する。TVD の個々のノードは他のノードが同じ TVD に

属するかどうかを、構成証明を用いて検証する。一つの計算機は、それが実装するポリ

シーによって、複数の TVD に重層的に属することができる。このため、TVD に参加す

る計算機ノードはホストしている複数の TVD 間を分離するための機構を持つ必要があ

る。仮想機械はこのための技術の一つと見ることができる。

本研究では、この仮想信頼ドメインの技術的実現可能性を検証する。内容としては、

1)TVD 間の情報フローなどに対するセキュリティ・ポリシーのモデルの設計、2)TVD
をホストする実行プラットフォームの設計と実装、及び 3)TVD の管理を行うための機

構の設計と実装からなる。

（平成１７年度）

TVD のセキュリティ・ポリシー･モデルの設計

TVD はそのセキュリティ・ポリシーを代表している。TVD を構成するノードは、利

用者の信頼度判断に影響を与え得る、様々なポリシーを持つ。システムの構成情報(例：

OS のバージョン等)、管理状態(例：ISMS 認証の有無)、利用者認証の仕組み(例：生体

認証を使っているか)、アクセス制御ポリシーなどはその一例である。これらのポリシ

ーを統合して、「その TVD に属しているかどうか」をわかりやすい判断基準として利

用者に提示できる仕組みが必要である。特にここで焦点とすべき点は、情報のフロー制

御に関するポリシーである。例えば、「ある TVD に持ち込まれるすべてのデータは、

ウィルスチェックされなければならない」というポリシーがあれば、その TVD 内のデ

ータはウィルスに汚染されていないと（ある確度で）信頼することができる。ポリシー･

モデルの設計においては、これらのポリシーを総合的に表現し、強制するためのメカニ

ズムを定義する。

TVD をホストする実行プラットフォームの設計と実装

TVD に属する物理的計算機ノードには、1)複数の TVD を同時にホストし、それらの

TVD 間の強い分離を保証する、2)上記ポリシー･モデルで定義されたポリシーを強制す
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る、3)他のノードとの通信の際、構成証明を用いてお互いが同じポリシーを持つ同一の
TVD に属しているかどうかを確認する、という機構が必要である。研究のこのステッ
プでは、このような計算機ノードの設計と実装を行う。

TVD管理機構の設計と実装
TVDに対しては、その TVDに動的に参加したり脱退したりすることができなければ

ならない。このために、TVDの管理機構が必要となる。TVD管理機構には、1)新たな
TVDを登録する、2)ある計算機ノードが TVDへの参加・脱退を行う、3)遠隔計算機ノ
ード上に、TVD を拡張する、4)認証や構成証明のためのインフラストラクチャなどの
機構が必要である。研究のこのステップでは、このような TVD管理機構の設計と実装
を行う。

（平成１８年度）

「ＴＶＤをホストする実行プラットフォームの設計と実装」として、平成１７年度の

成果である実行プラットフォームのプロトタイプ実装を改良し、更に高度でより強力な

ドメイン分離の機構を実現する。具体的にはＴＶＤに属する物理的計算機ノードには、

１）複数の分離された実行環境のそれぞれをＴＶＤのメンバーとして同時にホストでき

る仮想化機構を実装し、２）平成１７年度に開発したポリシー・モデルにより定義され

たポリシーを強制し、３) 他のノードとの通信の際、構成証明を用いてお互いが同じポ
リシーを持つ同一のＴＶＤに属しているかどうかを確認する機構をもつ計算機ノード

の設計と実装を行う。

「ＴＶＤ管理機構の設計と実装」として、ＴＶＤを適切に運用するためには、そのラ

イフサイクルを管理する必要があることから、ＴＶＤライフサイクル管理に必要なプロ

トコルの設計と、ライフサイクルを通じて保持されるべきドメイン性質を宣言するドメ

イン・マニフェストの構造・構文を設計する。ドメイン・マニフェストは利用者にとっ

て分かりやすいセキュリティポリシーの集合となる。さらにＴＶＤライフサイクル管理

実現性評価のために、中心となる管理ノードのプロトタイプ設計と実装を行う。実装を

行う中で得られた知見を平成１７年度に設計したモデルにフィードバックし、適宜更新

する。

（平成１９年度）

平成１８年度までに設計したＴＶＤをホストする実行プラットフォームと、それを仮

想信頼ドメインとして連携させるためのプロトコルを基盤として利用し、実際に仮想信

頼ドメインを構築する。人間の安全な情報処理プロセスをサポートするためのセキュリ

ティ基盤を設計し評価する。これにより、複雑なメカニズムを隠して、統一的なわかり

やすいモデルを利用者に提供し、人的要素に端を発するセキュリティ問題を未然に防止
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する手段を提供するとともに、基盤となる仮想信頼ドメイン技術が実際に実現可能であ

ることを示す。

（１－３）普及啓発・研究促進

本事業における成果を一般に公表し普及啓蒙を図るとともに、ＴＣＧ関連技術の研究を

促進するため、内外から研究者・技術者を招聘し、ワークショップを開催する。また、

Ｔｒｕｓｔｄｅ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇは新しいセキュリティ基盤であり、発展途上にあ

る。そのため、要素技術の研究開発と平行して、最新研究・開発動向調査を行う。

２－２－ａ 全体の目標設定

表 2-2-1．全体の目標

目標・指標 設定理由・根拠等

構成証明 TTP を構成する要素技術の開発

を行い、実装したプロトタイプによる実証

実験を行い、有効性を検証する。

また、分散環境上に仮想的なセキュリティ

ドメイン（仮想信頼ドメイン、TVD）を構

築するための、セキュリティ・ポリシーの

モデルとその強制方法、実行プラットフォ

ームと、管理機構を実装する。

事業目的の実現のためには、構成証明に必

要なインフラのための技術を開発し、その

有効性を検証することが必要である。

また、構成証明技術に基づいた、直感的で

使いやすいセキュリティモデルと、モデル

を実現する技術が必要となる。

２－３－ａ 個別要素技術の目標設定

表 2-3-1．個別要素技術の目標

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等

構成証明 TTP技術開

発

構成証明 TTP アーキテク

チャ設計及び TTP サービ

ス基礎技術開発 (H17) 

構成証明 TTP は新しい認証基盤であり、初

年度ではそのアーキテクチャ設計を行う必

要がある

構成証明 TTP 情報収集

部、構成情報評価・DB 管

理部の技術開発、プロトタ

イプ作成(H18) 

初年度で設計したアーキテクチャを元に、

要素技術の設計と実装を進め構成証明 TTP
のプロトタイプ作成を行う必要がある

構成証明 TTP 試験運用

(H19) 
プロトタイプを元に、試験運用を行い、本

研究開発によって実現した構成証明 TTP が
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実用可能であることを示す

仮想信頼ドメイン技

術開発

仮想信頼ドメイン情報フ

ローポリシーモデル設計

(H17) 

新しい概念である仮想信頼ドメインのモデ

ルを形式的に示し、情報フローポリシーを

実施した場合の安全性を評価する必要があ

る。

仮想信頼ドメイン管理機

構の技術開発(H18) 
仮想信頼ドメインモデルを実現するために

は、そのライフサイクル管理を実現するた

めの管理機構と、各ノード上で情報フロー

を監視・制御するためのリファレンスモニ

タを設計、開発する必要がある。

仮想信頼ドメイン試験運

用(H19) 
仮想信頼ドメインを利用して情報セキュリ

ティ目標を実現するような具体的なユース

ケースを定め、技術の実用可能性を検証す

る。

普及啓発・研究促進 H17,H18 年度で開催の予

定

普及啓発の目的で年度毎にワークショップ

を開催することで、内外の研究者、関係者

との交流を図るとともに、日本国内開催に

よってわが国での本技術の普及啓蒙に役立

つ。

３－ａ 成果、目標の達成度

３－１－ａ 成果

３－１－１－ａ 全体成果

（１）成果

この研究開発の第１の成果は、構成証明ＴＴＰを実装する上での必要な基礎技術が

明らかになり、それらの実現可能性が、実際に動くプロトタイプとして示されたこと

である。また、このプロトタイプの評価を通して、今後必要となる技術要素や、運用

上のチャレンジについても明らかになった。また、この研究成果で示されたＴＴＰの

プロセスは、このようなＴＴＰを民間で運営する上での必要なビジネスモデルを示唆

している。この実装はＴＣＧの主要なインフラストラクチャの世界初の実装となり、

その知見は、ＴＣＧの作業部会にフィードバックされた。これらの成果に基づき、次

のステップとして、構成情報ＴＴＰを実際に試験運用することが可能となる。試験運

用が成功すればさらに、ここで開発された技術を元に、世界初となる構成証明ＴＴＰ

サービスを日本で運用することができ、既存のＰＫＩビジネスに匹敵する新しい認証
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基盤ビジネスを日本にもたらすことが可能になる。

この研究開発の第 2の成果として、仮想信頼ドメインの技術的可能性が明らかにな

った。仮想信頼ドメインは、複雑なセキュリティ・メカニズムを隠して、統一的なわ

かりやすいモデルを利用者に提供するものであり、この技術が普及すれば一般の利用

者にとって計算機やネットワークがより安心・安全なものになる。また、計算機シス

テムの開発者・運用者にもっても、わかりやすい単純なセキュリティモデルによって、

過誤や見落としによるセキュリティ上の問題点が発生するのを防止する効果がある。

仮想信頼ドメインは、新しいセキュリティモデルであり、このモデルの実現可能性を

世界に先駆けて示すことで、日本政府の先進性を示すことができた。

以下、個々の事業内容についてその成果と目標達成度をまとめる。

３－１－２－ａ 個別要素技術成果

（１－１） 構成証明 TTP 技術開発

（平成１７年度）

平成１７年度の研究開発では次の２つの要件を考慮して構成証明 TTP のアーキテク

チャ設計を行った。一つは構成情報 TTP の入力（参照）となる、構成情報の情報源（ベ

ンダ、脆弱性情報機関等）の信頼度の取り扱いやその評価、もう一つは構成情報 TTP
の出力となる信頼度のスキームである。

現在 IT システムのセキュリティやその管理、運用に関して様々な標準化作業が進め

られている。構成証明 TTP も既存（及びこれから開発される）のセキュリティ評価、

管理の為のフレームワークと連携可能である事が望ましい。具体的には、コモンクライ

テリア（ＩＳＯ１５４０８）やＦＩＰＳなどの既存のセキュリティ評価スキームとの連

携や、ＳＩＭやＳｙｓＭＬなどによる、より詳細な TP の構造や機能の記述、構成証明

の自動化の点では TP のセキュリティ機能のモデル化なども重要である。また、ＤｏＤ

ＡＦやＩＳＭＳなど、よりハイレベルなセキュリティ要求と構成証明ＴＴＰとの連携も

考慮に入れておく必要がある。

トラステッド･プラットフォーム(ＴＰ)に対するセキュリティ機能要求から導き出さ

れる信頼度は、複数の評価軸、複数のレベルを持つと考えられる。また、セキュリティ

機能に関する要求もＴＰの使用される状況により様々である。そこで、実際のアーキテ

クチャ設計では、構成証明ＴＴＰをその機能や役割に応じて 3 つのサービスに分割、複

数のＴＴＰによるサービスの連携を想定、柔軟な信頼度の評価スキームを実現可能とし

た。また、構成証明を実現する上での技術的問題点の現状や要素技術の実現可能性を考

慮し、段階的機能拡張が可能なフレームワークを提案した。
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情報収集部の実装では、構成証明ＴＴＰで参照する構成情報はベンダー（情報提供者）

による積極的な提供は期待される。しかしながら、コミュニティで開発が進められるオ

ープンソース･コンポーネントについてはそうした情報の提供方法は今後の課題となっ

ている。そこで、１７年度の研究開発においては、情報収集部として特にオープンソー

ス･ソフトウェアの構成情報の収集を自動的あるいは半自動的に行う技術の研究開発を

行った。収集方法としては、ＴＰの実機、定期的に Web サイト、パッケージのレポジ

トリを巡回して構成情報/脆弱性情報を得る方法を試みた。

（平成１８年度）

完全性情報収集部では各種Ｌｉｎｕｘディストリビューションを対象としてＲＰ

Ｍ(*1)パッケージのＲＩＭＭ(*2)化及び対応する脆弱性情報の収集を行うことで完

全性情報データベースの構築を行った。その結果、ソフトウェア・コンポーネントの

持つハッシュ値からそのソフトウェアの正当性、最新の脆弱性情報の検索が可能であ

ることを検証した。

構成証明サーバーのプロトタイプ実装では、ウェブアプリケーションとＳＯＡＰに

よるサービスインターフェースの実装を行った。また状態遷移モデルを用いた新しい

構成検証の手法を開発し、計測されたハッシュ値からシステムのセキュリティ･プロ

パティの導出に成功した。

*1: RedHat Package Manager

*2: Reference Integrity Measurement Manifests

（平成１９年度）

平成 19 年度は、新たに TCG で定義された PTS（Platform Trust Services）のアー

キテクチャに、平成 18 年度に開発した構成証明 TTP を対応させた。本構成証明 TTP

の実装では TCG の PTS の考え方に追加する形で、状態遷移モデルを用いた柔軟で高速

な検証エンジンの開発に成功した。各 PC および、ソフトウェアパッケージからの完

全性情報取得機能と脆弱性情報との統合を実現し、PTS 実装を実現した。産業技術総

合研究所（AIST）と共同で、検証対象となるクライアントに KNOPPIX を利用した実証

実験を行い、PTS を利用した OS 全体（アプリケーションを含む）の検証に世界に初め

て成功した。全体として、構成証明インフラの実用性の検証に成功し、成果をオープ

ンソース・論文等により公開した。

（１－２）仮想信頼ドメイン技術開発

（平成１７年度）

平成 17 年度には、仮想信頼ドメインについて、1)各ノードの持つ性質、2)仮想信
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頼ドメインのライフサイクル、3) ドメインの持つポリシーの体系、4)ライフサイク

ルの変化を通じて保持されるべきドメイン性質、5) ドメイン管理サービスの役割、

6) ドメイン間にまたがる情報フローと情報のラベル付け、などを形式的に定義した。

また既存技術再利用の観点から分離およびポリシー実行に関する特にオープンソー

ス技術の調査を行った。

（平成１８年度）

平成 18 年度には、平成１７年度に設計したモデルを実現するための技術を、仮想

信頼ドメインライフサイクル管理機構と仮想信頼ドメインをホストする実行プラッ

トフォームの二つの観点から設計・実装し、技術の実現可能性に対する評価を行った。

仮想信頼ドメインライフサイクル管理の技術開発に関しては、平成 17 年度に実施

した仮想信頼ドメインの抽象モデルに基づき、仮想信頼ドメインを管理・運用するた

めの管理機構の設計を行った。仮想信頼ドメインの各ノード上の隔離機能と連携し、

ドメインとして機能させるために不可欠な機能要素である、Secure Message Router

(SMR)と、Trusted Computing Control Agent (TCCA) を考案・設計し、これらの成果

を国際会議 European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS) お

よび ACM Workshop on Scalable Trusted Computing (ACM-STC) にて世界に先立って

発表した。また、仮想信頼ドメインの管理フレームワークである SMR-TCCA フレーム

ワークの上で TVD ライフサイクル管理に必要なプロトコルの設計と、ライフサイクル

を通じて保持されるべきドメイン性質を宣言するドメイン・マニフェストの構造・構

文を設計した。これらの設計の実現可能性検証 (Proof of Concept) を行うため、管

理ノードのプロトタイプ設計を行い、その開発過程及び実装評価を通じた実現性検証

により本フレームワークの有効性を確認した。

仮想信頼ドメインをホストする実行プラットフォームの設計と実装に関しては、

TVD を適用することによって複雑化する情報フロー制御の要件を実現するために、ア

プリケーションレベルのきめ細かい情報フロー制御ポリシーを適用するための機構

として、1) プログラミング言語に基づく情報フロー制御機構、2)来歴管理に基づく

情報フロー制御機構、の 2 つに着目し、それぞれについてプロトタイプ設計と実装を

行なった。また、これらのアプリケーションレベルのポリシー強制機構と、仮想マシ

ンモニタによる情報フロー制御など下位の機構を組み合わせ、両者に対するプラット

フォーム構成証明を適用することによる Multi-Level TVD を提案した。（※2007 年に

これらの技術の成果を ESORICS 2007、IWSEC 2007 などの国際学会や、情報処理学会

論文誌で報告している）

*3: Secure Messaging Router – Trusted Component Control Agent
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（平成１９年度）

平成 19 年度は、前年度開発した仮想信頼ドメインのセキュリティ基盤を利用し、

医療情報の電子化アプリケーションの開発を行った。オープンなオフィス・アプリケ

ーションである OpenOffice 上に、オフィス文書の情報フローを記録するドキュメン

ト来歴分散管理（データ履歴書）基盤技術を構築した。さらに、電子医療カルテを電

子メールで送受信する医療アプリケーションを開発した来歴分散管理機能の上に構

築し、ユーザが誤操作した場合でもシステムによってセキュリティ・ポリシーが正し

く適用され、予期しない情報漏えいが起きないことを実証した。これにより、ドメイ

ン単位に予め細粒度なアクセス制御ポリシーを自動的に設定しておくことにより、エ

ンドユーザに負担をかけることなく、センシティブなオフィスデータのセキュアな送

受信ができることを実証した。

（１－３）普及啓発・研究促進

１－３－１ ワークショップの開催

本委託研究事業の一環として、トラステッド・コンピューティング技術を普及啓蒙

すると同時に各国の研究者による情報交換を行なうために、H17 年度と H18 年度で２

回ワークショップを開催し、活発な議論を行った。

第 1 回目は海外より 4名の講師を招聘し、2005/3/9（木）に東京厚生年金会館にて

ワークショップを行い、5 つの技術的講演とパネルディスカッションを行った。内外

の企業・大学等より約 100 名が参加した。

第 2 回目は規模を拡大し、論文を一般公募した国際的ワークショップ The 2nd

Workshop on Advances in Trusted Computing (WATC'06 Fall) として開催した。2 日

間からなるワークショップは、3名の招待講演と一般から応募された論文13本の発表、

およびパネルディスカッションから構成され、国内外から約 80 名が参加して非常に

活発な議論が行なわれた。

ワークショップのプログラム委員長は中央大学教授／産業技術総合研究所情報セ

キュリティ研究センター (RCIS) センター長である今井秀樹氏にお引き受けいただ

き、世界中の著名な研究者から成る中立なプログラム委員会を構成して、投稿論文に

対して公正な審査を行った。この中で本委託事業の研究成果をまとめた 3 本の論文が

採録されたことにより、研究内容が関連研究者の間で高く評価されたということがで

きる。

１－３－２ 研究動向調査

本研究では、セキュリティやトラステッド・コンピューティングに関連する海外や国

内の会議に参加し、最新の研究動向についての調査を行った。発表論文および研究者と

の議論を通じ、本研究が長期的な視野から見て正しい方向に向かっているという実感を
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得ることができた。

それを示す例として、平成 18 年に入ってから、トラステッド・コンピューティング

を主要研究課題とする国際会議・ワークショップが新しく二つ開催され、国内外から多

くの研究者が集まる機会となったことがあげられる。1 つは米国ＡＣＭ主催で行われた

Ｆｉｒｓｔ ＡＣＭ Ｗｏｒｋｓｈｏｐ ｏｎ Ｓｃａｌａｂｌｅ Ｔｒｕｓｔｅｄ

Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ (ＳＴＣ‘０６) であり、もう 1 つはＴｒｕｓｔｅｄ Ｃｏｍｐ

ｕｔｉｎｇをテーマにした大学学部生向けの約一週間のサマースクールが英国で開催

された。

情報セキュリティに関するそれ以外の国際学会においては、トラステッド・コンピュ

ーティングや仮想信頼ドメインに直接関係した研究発表の数はまだそれほど多くはな

いが、関連分野では多くの研究発表が行われている。それらの調査を通して、本研究の

先進性とマーケット・ニーズを確認することができた。

標準活動としては、Ｔｒｕｓｔｅｄ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ (ＴＣＧ)
の委員会に出席し、最新の標準仕様を本研究に取り入れると共に、ＴＣＧ仕様の中に本

研究の成果を取り込んでもらえるような連携活動を行った。

平成 17 年度では、本技術に関連する先行研究の調査を行った(Ｈ１７年度 報告書

分冊３)。また、最新研究動向に関する調査については、RSA Conference 2006、SCIS2006．

先行研究調査として、TCG IWG 議長の Ned Smith （Intel）、テキサス大学教授 W.

Winsborough、カリフォルニア大学アーバイン校教授の Michael Franz 、IBM で TCG

のサーバーWG での標準化に参加している Steven Bade にインタビューを行った。(Ｈ

１７年度 報告書 分冊４)

平成 18 年度では、最新研究・開発動向調査として、セキュリティやトラステッド・

コンピューティングと関連のある以下の会議に参加し、最新の研究動向についての調

査を行った。

国際会議

1. IEEE Symposium on Security and Privacy (2006 年 5 月、米国)

2. Dependable Systems and Networks (2006 年 6 月、米国)

3. Usenix Security Symposium (2006 年 7 月、米国)

4. OpenTC Workshop (2006 年 9 月、スイス)

5. ACM Conference on Computer and Communications Security, ACM Workshop on

Scalable Trusted Computing (2006 年 10 月、米国)

6. Annual Computer Security Applications Conference (2006 年 12 月、米国)

7. Principles of Programming Languages (POPL 2007) 及び Verification, Model

Checking and Abstract Interpretation (VMCAI) （2007 年 1 月、フランス）
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8. RSA Conference (2007 年 2 月、米国)

9. Annual Network and Distributed System Security Symposium (2007 年 2 月、米

国)

10. ACM SAC (2007 年 3 月、韓国)

国内会議

1. 情報処理学会 CSEC, ISEC, SITE 研究会(2006 年 7 月)

2. コンピュータ・セキュリティ・シンポジウム(2006 年 10 月)

3. 暗号とセキュリティシンポジウム(SCIS) (2007 年 1 月)

4. 情報処理学会 CSEC 研究会（2007 年 3 月）

平成 19 年度では、最新研究・開発動向調査として、セキュリティやトラステッド・

コンピューティングと関連のある以下の会議に参加し、最新の研究動向についての調

査を行った。

国際会議

1. IEEE Symposium on Security & Privacy (Oakland) 2007

2. ACM Symposium on Access Control Models and Technologies (SACMAT) 2007

3. Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks

(DSN)

4. USENIX Security Symposium 2007

5. Asia-Pacific Summer School on Trusted Infrastructure Technologies

6. International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA)

7. ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP) 2007

8. ACM Computer and Communication Security 2007

9. 2nd International Workshop on Security (IWSEC) 2007

10. Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC) 2007

国内会議

1. DECOMO マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO) 2007

2. コンピュータとセキュリティシンポジウム(CSS) 2007

3. 第 19 回コンピュータシステム・シンポジウム(ComSys 2007)

4. 2008 年暗号と情報セキュリティシンポジウム(SCIS2008)

標準化

1. TCG ローマメンバー会議(2007 年 6 月)

2. TCG 東京メンバー会議(2008 年 2 月)
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AIST 再委託分

1. Xcon2007 Information Security Conference

2. Linux Conf Europe 2007

3. Blackhat Japan 2007

4. BCS2007 Security Conference

5. USENIX LISA07 (21st Large Installation System Administration Conference)

6. DeepSec 2007 Security Conference

３－１－３－ａ 特許出願状況等

表 3-1-1．特許・論文等件数

要素技術
論文

数

論文の被

引用度数

特許等件

数（出願を

含む）

特許権の

実施件数

ライセン

ス供与数

取得ライ

センス料

国際標準

への寄与

構成証明 TTP 技

術開発

16 0 0 0 0 1

仮想信頼ドメイ

ン技術開発

16 1 0 0 0 0

計 32 1 0 0 0 1

表 3-1-2 論文、投稿、発表、特許リスト

（２－１）構成証明 TTP 技術開発

（イ) 論文発表：１件

1. Seiji MUNETOH, Megumi NAKAMURA, Sachiko YOSHIHAMA and Michiharu KUDO,

“Integrity Management Infrastructure for Trusted Computing” IEICE

Transactions on Information and Systems, Volume E91-D Issue 5, May 2008

（ロ)特許：0件

（ハ)口頭発表：10 件

国際会議：5件

1. K. Suzaki, T. Yagi, K. Iijima (AIST), M. Nakamura and S. Munetoh (IBM Japan)

"Trusted Boot of HTTP-FUSE KNOPPIX", 13th International Linux System”
Technology Conference (Linux Kongress 2006), Sep. 5-8 2006.

2. S. Munetoh , “Practical Integrity Measurement and Remote Verification for

Linux Platform”, WATC’06 Fall, Nov 30-1, 2006
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3. M. Nakamura and S. Munetoh, “Thin Clean Client for an Instant Trusted

Environment”, WATC’06 Fall, 20 Nov 30-1, 2006

4. Kuniyasu Suzaki, Toshiki Yagi, Kengo Iijima, Junichi Tsukamoto, Megumi

Nakamura, Seiji Munetoh, "OS Circulation environment “Trusted HTTP-FUSE

Xenoppix”", LCA(linux.conf.au) Virtualization Miniconf 2007, January,

2007.

5. M. Nakamura and S. Munetoh, “Designing a Trust Chain for a Thin Client on

a Live Linux CD”, to appear in the poster session of ACM Symposium on Applied

Computing 2007, TRECK Track, March 11-15, 2007.

国内会議：5件

1. 中村めぐみ, 宗藤誠治, 吉濱佐知子, シンクライアントにおける完全性検証と

その効率化, 2006 年 暗号と情報セキュリティシンポジウム(SCIS2006),

2006/1/17~20, 広島.

2. 中村めぐみ、宗藤誠治、須崎有康、飯島賢吾、八木豊志樹、大澤一郎、トラステ

ッド・コンピューティングによる HTTP-FUSE Knoppix クライアントのセキュリテ

ィ強化, コンピュータセキュリティ研究会 (IPSJ-CSEC), 2006 年 7 月.

3. 八木 豊志樹, 須崎 有康, 宗藤 誠治, 中村 めぐみ, 飯島 賢吾, 大澤 一郎,

ブロック検証によるセキュアなインターネット起動, 第 18 回コンピュータシス

テム・シンポジウム(ComSys2006), 2006 年 11 月

4. 宗藤誠治 ,中村めぐみ, 工藤道治, プラットフォーム構成認証局, 2007 暗号と

情報セキュリティシンポジウム (SCIS 2007)、電子情報通信学会、2007 年 1 月.

5. 中村めぐみ、”プラットフォーム完全性をベースとした脆弱性検査システム”、
Computer Security Symposium 2007 (CSS207).

（２－２）仮想信頼ドメイン技術開発

（イ) 論文発表： １件

1. 「動的アプローチによる言語ベースの情報フロー制御」，『情報処理学会論文

誌』Vol.48 No.9 pp.3060-3072，情報処理学会, 2007 年 9 月．

（ロ)特許：１件

1. 仮想信頼ドメイン上で情報フロー制御を実現するための手段に関する特許出願。

(平成 19 年 2 月 28 日出願済)
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（ハ)口頭発表：15 件

国際会議：7件

1. Y. Watanabe, S. Yoshihama, T. Mishina, M. Kudo and H. Maruyama, “Bridging
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３－２－ａ 目標の達成度

表 3-2．目標に対する成果・達成度の一覧表

要素技術 目標・指標 成果 達成度

構 成 証 明

TTP 技術開

発

構成証明 TTP アー

キテクチャ設計及

び TTP サービス基

礎技術開発 (H17) 

構成証明ＴＴＰを実現するためのアーキテク

チャ設計を完了した。

論文発表 0 件

達成

構成証明 TTP 情報

収集部、構成情報評

価・DB 管理部の技

術開発、プロトタイ

プ作成(H18) 

完全性情報収集部では各種 Linux ディストリ

ビューションを対象として RPM(*1)パッケ

ージの RIMM(*2)化及び対応する脆弱性情報

の収集を行うことで完全性情報データベース

の構築を行った。その結果、ソフトウェア・

コンポーネントの持つハッシュ値からそのソ

フトウェアの正当性、最新の脆弱性情報の検

索が可能であることを検証した。

構成証明サーバーのプロトタイプ実装では、

ウェブアプリケーションと SOAPによるサー

ビスインターフェースの実装を行った。また

状態遷移モデルを用いた新しい構成検証の手

法を開発し、計測されたハッシュ値からシス

テムのセキュリティ･プロパティの導出に成

功した。

論文発表 6 件

達成

構成証明 TTP 試験

運用(H19) 
新たに TCG で定義された PTS（Platform 
Trust Services）のアーキテクチャに、平成

18 年度に開発した構成証明 TTP を対応させ

た。各 PC および、ソフトウェアパッケージ

からの完全性情報取得機能と脆弱性情報との

統合を実現し、PTS 実装を実現し、産業技術

総合研究所（AIST）と共同で、検証対象とな

るクライアントにKNOPPIXを利用した実証

実験を行い、PTS を利用した OS 全体（アプ

リケーションを含む）の検証に世界に初めて

成功した。

論文発表 10 件

達成
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仮想信頼ド

メイン技術

開発

仮想信頼ドメイン

情報フローポリシ

ーモデル設計(H17)

信頼度を利用者に分かりやすく提示する仮想

信頼ドメインセキュリティモデルを設計し

た。

論文発表 2 件

達成

仮想信頼ドメイン

管理機構の技術開

発(H18) 

仮想信頼ドメインの技術開発では、平成１

７年度に設計したモデルが実際に実現可能で

あることを、SMR-TCCA (*3)フレームワーク

の設計と、構成要素のプロトタイプ設計・実

装を通じて実現可能性に対する評価を行っ

た。

アプリケーション層における情報フロー制

御の重要性に着目し、プログラミング言語に

基づく情報フロー制御のプロトタイプ設計・

実装によってその有用性を確認した。さらに、

オフィス文書に対する来歴に基づく情報フロ

ー制御という形で研究を発展させ、その実現

可能性について検討・設計を行った。

論文発表 9 件

特許 1 件

達成

仮想信頼ドメイン

試験運用(H19) 
前年度開発した仮想信頼ドメイン基盤の上に

医療情報の電子化アプリケーションの開発を

行った。OpenOffice 上にドキュメント来歴分

散管理基盤技術を構築し、電子医療カルテを

電子メールで送受信する医療アプリケーショ

ンを構築し、ユーザが誤操作した場合でもシ

ステムによってセキュリティ・ポリシーが正

しく適用され、予期しない情報漏えいが起き

ないことを実証した。エンドユーザに負担を

かけることなく、センシティブなオフィスデ

ータのセキュアな送受信ができることを実証

に成功した。

論文発表 5 件

達成

普及啓発・研

究促進

Ｈ１７年度 第 1 回目は海外より 4 名の講師を招聘し、

2005/3/9（木）に東京厚生年金会館にてワー

クショップを行い、5 つの技術的講演とパネ

ルディスカッションを行った。内外の企業・

達成
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大学等より約 100 名が参加した。

最新研究動向調査：国際会議 2 件、専門家イ

ンタビュー4 名

Ｈ１８年度 第 2 回目は規模を拡大し、論文を一般公募し

た国際的ワークショップ The 2nd Workshop 
on Advances in Trusted Computing 
(WATC'06 Fall) として開催した。2 日間から

なるワークショップは、3 名の招待講演と一

般から応募された論文 13 本の発表、およびパ

ネルディスカッションから構成され、国内外

から約 80 名が参加して非常に活発な議論が

行なわれた。

最新研究動向調査：国際会議 10 件、国内会議

4 件、標準化会議 1 件

達成

Ｈ１９年度 インターネット上で構成証明 TTP の公開実

証実験を行った。

最新研究動向調査：国際会議 15 件、国内会議

4 件、標準化会議 2 件

達成

４－ａ 事業化、波及効果について

４－１－ａ 事業化の見通し

構成証明 TTP の研究開発成果については、実証実験で利用した開発プログラムはオ

ープンソースとして公開しており、リファレンス実装として活用されている。現在、サ

ーバープラットフォームにおける TCG 技術の実用化が各社によって進められている。

データセンターやクラウドでの利用を想定して、現在、本プロジェクトで作成したコー

ドをベースに製品コードを新たに開発中である。新しいコードでは、様々な機能拡張も

進めており、最終的には OSS としても公開する予定である。構成証明 TTP を実現に関

する TCG の仕様はまだ策定中であり、ドラフト仕様はまだ機能的に不十分な状態であ

る。したがって、開発成果を元に関連仕様への貢献も継続して行う予定である。
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仮想信頼ドメイン技術開発については当初の予定通りソースコードの公開は行わな

いが、研究成果である仮想信頼ドメインモデル、またモデルを実現するための実装技術

の提案とその知見に関しては、学会・論文誌などで公開しているため、第三者が自由に

参照することができる。従来日本の学会内で関心の薄かったこの分野に注目を集める役

割の一端を担うことができると期待される。なお、成果である OS やアプリケーショ

ンレベルでの情報フロー制御技術は本質的に TCG 環境に依存しないため、プラットフ

ォーム信頼を別の手段で担保可能であれば、独立した技術として利用することも可能で

ある。

４－２－ａ 波及効果

今後、本事業成果が標準技術となった場合、TPM セキュリティチップが搭載されて

いる全ての PC に対して適用可能である。2009 年の全世界の TPM 搭載 PC の市場規模

は約 1 億台(*1)、2009 年の PC の平均価格を約 10 万円(*2)と仮定すると、両者の積算

から約 10 兆円の市場に対して効果が見込めると予想できる(本事業の波及効果)。また

TPM 搭載のサーバー製品も拡大しており、今後はデータセンターやクラウド環境での

利用も見込める、IPA の 2009 年の調査から、組み込み機器がネットワークに接続され

る形態となってきた今日、パソコンだけでなく組み込み機器にも TPM を用いた機器認

証の仕組みが重要であると記述されており(*3)、実際プリンタ複合機では TPM の利用

が拡大している。また、米国や EU では、いくつかの政府調達の要件化で TPM を搭載

している PC が条件として盛り込まれており、今後日本政府も政府調達で要件化の方向

で進むと予想されている(*4)。
*1 
http://www.infineon.com/cms/jp/corporate/press/news/releases/2009/INFCCS200912-015.ht
ml 
*2 http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20090427/149530/ 
*3 http://www.ipa.go.jp/security/fy20/reports/industry-basic/documents/document.pdf 
*4 http://img.jp.fujitsu.com/downloads/jp/jmag/vol60-4/paper15.pdf 
 

昨今頻発している情報漏えい事件により、産業基盤としての IT インフラに対して社

会が不安感を持っていると考えられる。一方、トラステッド・コンピューティングに基

づく構成証明や、仮想信頼ドメインの利用による情報フローの安全な制御技術は、従来

にはない新しい考え方であり、情報漏えい問題を未然に防ぐ有効な手段の一つとなりう

る。平成 18 年度の研究成果として公開された論文・技術情報等により、次世代の高信
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頼な IT インフラの実現可能性が示されている。これにより、今後オープンソースなど

を通じて構築されるであろう高信頼 IT インフラの存在が社会に安心感をもたらし、一

層電子化を促進するという波及効果があると期待できる。

本委事業の成果により、トラステッド・コンピューティング技術に基づいた機器認証

サービスを実現する目処がつき、世の中で広く機器認証サービスが行われるようになる

と、非常に高額な決済を行ったり、医療情報を取り扱ったりするような従来の PC なら

ば敬遠するようなアプリケーションであっても、機器認証の仕組みによりユーザやサー

ビス提供者が安心して IT 技術をより一層活用することができるようになる。すなわち、

ユーザやサービス提供者に対してわかりやすいセキュリティ保証制度の一つとして機

能することが望ましい。今後は、そのような保証制度の確立を目指して、トラステッド・

コンピューティング技術の利用、コモン・クライテリア(Common Criteria)認証制度の

利用、リスク評価やセキュリティ保証の仕組みなどの研究開発につなげていきたい。

仮想信頼ドメインの技術は、様々な応用が可能な汎用的な技術である。本委託事業で

は、業務の役割単位に仮想信頼ドメインを構築して、仮想信頼ドメインの具体的な適応

例の１つである、オフィス文書に対する Provenance(プロブナンス、来歴、データ履歴

書)を提案している。この分野での日本の研究活動はまだ少ないため、国内学会での発

表などを通して、日本の研究活動の活性化に貢献したい。

５－ａ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等

５－１－ａ 研究開発計画

研究開発計画

本事業は、平成 17年度から 19 年度までの 3年計画である。現在、最終年度の研究開

発を進めているおり、当初の予定の計画通り、H19 年度で事業を完了する予定である。

各要素技術の研究開発計画は次のとおりである。

表 5-1．研究開発計画

年度

要素技術

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度

予算額 0.25 億円 0.5 億円 0.5 億円

①構成証明 TTP 技

術開発

②仮想信頼ドメイ

ン技術開発

中間評価

設計 実験

平成20年度

事後評価

実装

設計 実験実装
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５－２－ａ 研究開発実施者の実施体制・運営

本事業は、平成 17 年度から平成 19 年度において、経済産業省から日本アイビーエム

(株) 東京基礎研究所への直接委託により実施されている。また平成 19 年度は再委託先

として独立行政法人産業技術総合研究所が事業に参加した

図 5-2-1．研究開発実施体制（H17）

図 5-2-2．研究開発実施体制（H18）

セキュリティ＆プライバシー担当

工藤 道治（他７名）

日本アイ・ビー・エム株式会社

東京基礎研究所

所長 丸山 宏

日本アイ・ビー・エム株式会社

代表取締役 大歳 卓麻

インフォメーション＆インタラクション担当

板倉 真由美

セキュリティ＆プライバシー担当

工藤 道治（他７名）

日本アイ・ビー・エム株式会社

東京基礎研究所

所長 久世和資

日本アイ・ビー・エム株式会社

代表取締役 大歳 卓麻

分散Ｃｏｍｐ担当

丸山 宏
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図 5-2-3．研究開発実施体制（H19）

再委託

独立行政法人 産業技術総合研究所

理事長 吉川 弘之

Linux ディストリビューション研究班

須崎 有康（他２名）

情報技術研究部門

部門長（代理）横田 浩一

セキュリティ＆プライバシー担当

工藤 道治（他７名）

日本アイ・ビー・エム株式会社

東京基礎研究所

所長 丸山 宏

日本アイ・ビー・エム株式会社

代表取締役 大歳 卓麻

インフォメーション＆インタラクション担当

板倉 真由美
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５－３－ａ 資金配分

表 5-3．資金度配分 (単位百万円)

年度

要素技術

平成 17 年度

（従事研究者数）

平成 18 年度

（従事研究者数）

平成 19 年度

（従事研究者数）

合計

（従事研究者数）

人

件

費

構成証明 TTP

技術開発

7.9

（3 人）

13.1

（3 人）

21.9

（3 人）

42.9

仮想信頼ドメ

イン技術開発

10.7

（4 人）

24.2

（4 人）

20.6

（5 人）

55.5

事業費 6.9 14.7 7.8 29.4

再委託費 5.3 5.3

計 25.5 52.0 55.7 133.2

５－４－ａ 費用対効果

NPO 日本ネットワークセキュリティ協会が平成 18 年 3 月にまとめた「情報セキュ

リティ市場調査報告書」1による分類に従うと、構成証明 TTP 技術要素はアクセス制御

製品（検疫ネットワーク）、アクセス管理製品（機器認証）、システムセキュリティ管理

製品での活用が可能である。また、仮想信頼ドメインの技術要素はアクセス制御製品、

セキュアコンテンツ管理製品での活用が可能である。

1 http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/060625_sijyoutyousa_17FY.pdf
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表 5-4. 国内情報セキュリティ市場規模 実績と予測 1

表 5-4 に国内情報セキュリティ市場規模の実績と予測を示しているが、個人情報保護

および、情報漏えい対策強化の必要性により、市場規模が拡大している。成長率は 20%
前後であり、情報セキュリティ分野の日本国内の市場規模は世界市場の約 15%を占め、

IT 市場全般は 10%程度であることを考えると、わが国の情報セキュリティに関する意

識の高さをうかがうことができる。

I 構成証明 TTP 技術開発

セキュリティ技術の費用対効果を直接的に示すことは難しいため、関連する製品の市

場規模について述べる。現在、市販の PC には TPM が標準搭載されるようになり、PC
側の対応は進んできており、検疫ネットワークや SaaS などの認証基盤としての利用が

可能である。前述のとおり、NPO 日本ネットワークセキュリティ協会が平成 18 年 3
月にまとめた「情報セキュリティ市場調査報告書」による分類に従うと構成証明 TTP
の技術要素はアクセス制御製品（検疫ネットワーク）、アクセス管理製品（機器認証）、

システムセキュリティ管理製品での活用が可能である。

TCG および、構成証明 TTP の技術は次世代の基盤技術として、これらの製品に組み

込まれて行くことが予想される。

II 仮想信頼ドメイン技術開発

前述のとおり、「情報セキュリティ市場調査報告書」による分類に従うと、仮想信頼
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ドメインの技術要素はアクセス制御製品、セキュアコンテンツ管理製品での活用が可能

である。

情報セキュリティ投資の費用対効果として ROSI (Return On Security Investment)
の考え方は普及しているが、実際の予測はまだ研究段階である。一般的には予想被害額

により、投資効果を見積もる。

一般の利用者の立場で見ると、仮想信頼ドメイン技術では情報漏えい対策として高い

効果が期待される。企業の営業機密の保護はもちろん、平成 17 年に施行された個人情

報保護法により、個人情報保護への関心も高まっている。個人情報が漏えいした場合に

は損害賠償のために莫大なコストが発生する可能性がある。一例としては 2004 年に

Yahoo! BB において 460 万件の個人情報が漏洩したケースでは、賠償のために 500 円

相当の金券を全顧客に送付することによって、40 億円以上の対応コストが発生した。

本技術の導入により、こういったリスクを軽減することが可能となる。

情報漏えい損害賠償のリスクを軽減するための対策としては保険制度を利用すること

が一般的になってきている。たとえば日本商工会議所の個人情報漏洩賠償責任保険制度

では、てん補限度額五千万円で年間 10 万円程度の保険料となっている。保険料は企業

の情報管理状況によって算出基準が変わるため、セキュリティ対策の実施により、こう

した保険料の低減というかたちでも本技術の利用者の費用対効果を高めることが可能

である

５－５－ａ 変化への対応

I TCG の仕様策定への対応

2006 年に TCG ではインフラストラクチャに関連する仕様の公開を行った。構成証明

TTP のプロトタイプ実装については、そうした公開仕様への対応を行い、H19 年度に

実施する実証実験では、TCG の公開仕様に準拠する形になるようにプロトタイプの修

正を行った。

II 仮想化技術、ＴＣＧ実装の問題点への対応

本事業では、仮想化技術を重要な技術基盤として想定しているが、これらは現在進行

中の技術であり、市販 PC の仮想化技術への対応状況や仮想マシンソフトウェアの開発

動向に大きく依存する。本事業では、継続的に各社の PC や仮想化ソフトウェアの調査

を行い。対応の検討を行った。

現在市販されているトラステッド･コンピューティング技術は、標準仕様に則ってい

ないケースや仕様を完全にサポートしていないケースなどが散見され、本研究において

いくつか例外的な処置が必要であった。標準化団体においても、この問題に対処すべく

現在活動が行われているおり、われわれの発見した問題点についてはベンダに連絡をと
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り、修正を依頼した。

III 仮想信頼ドメイン技術開発での対応
障害ではないが、本研究における TVDモデルの有効性を確認するため、より具体的

な設計対象を選択することが課題であった。本年度は、広く普及した実行環境である

Java 仮想マシンに着目し、汎用性を失うことなく具体的対象に対する詳細な設計作業
を行うことができた。また、クライアント側アプリケーション層の情報フロー制御の一

つとして、オフィス文書 (ODF *4)に対する TVDモデルの適用可能性を調査・検討し
た。
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ｂ ユビキタスネットワーク向けセキュアアセットコントロール技術の研究開

発

１－ｂ 事業の目的

ユビキタスネットワークの進展に伴い莫大な量に及ぶ個人のプライバシー情報がデ

バイス等を通じて獲得され、情報漏洩のリスクも高まっている。この問題の抜本的な解

決には、本人確認が必要な場合に極めて高い精度で本人確認をしつつも、プライバシー

情報を取得せずに匿名で認証を行い、必要が生じた時のみ信頼できる第三者の介入によ

って匿名性を解除できる技術的な枠組みを構築し、人の信頼だけに頼らず、技術的にも

担保できる仕組みが必要である。また取得した情報の処理についても同様に、耐タンパ

ーデバイスの安全性に信頼を置き、匿名のまま効率的に処理可能な情報処理体系の構築

や、万が一、機密情報が漏洩した際にも漏洩経路を特定できる追跡技術の開発が必要で

ある。本事業では、このような問題に対応するために、体系的に要素技術の研究開発を

進めることを目的とする。

２－ｂ 研究開発目標

２－１－ｂ 研究開発目標

個人情報等の漏えいや不正アクセスの脅威への対策として、個人情報漏えいリスクを

減少させるため、個人情報を用いずに本人確認を行うことができるプライバシー保護技

術（匿名認証技術）、万が一情報が漏洩した場合にも、漏洩した情報を活用して不正利

用者を追跡する技術、認証やセキュリティ処理をデバイス上に実装する上での問題に起

因する各種脆弱性の検証技術等の複数の基盤技術を開発する。すなわち、本研究開発で

は、最終的な情報処理のアーキテクチャを図 2-1 のように捉えて要素技術に分解し、個

別要素技術の目標を設定した。、(1)暗号／認証技術については、リソース制約の強い無

線タグの匿名認証技術について、既存方式(Hash-lock 方式等)よりも回路量と計算量を

削減する。(2)また、暗号／認証技術は専門的で企業単独でアーキテクチャの提示が難

しい背景を受けて、 次世代 ITS への応用を標的として企業との共同研究を通じてアー

キテクチャの提案を行う。(3)不正利用者追跡技術については、符号長が長いことが実

用化の妨げになっていることから、最も効率が良いとされる既存方式(Tardos 符号)に

対して、同一性能で揃えた際の符号長を削減する。(4)脆弱性の検証技術については、

本人確認の中心的な技術である生体認証技術について、 アルゴリズムレベルの安全性

について、メーカーが自ら検証可能で、かつ理論的に検証可能な安全性評価技術を開発

すると共に、(5)耐タンパー技術について、危険性が高いため学会等での議論が少ない

が本格的な攻撃で大きな脅威となる侵襲型攻撃について、脅威となる最先端の半導体検

査技術を網羅的に調査する。
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図 2-1 セキュアアセットコントロールの全体概要

２－２－ｂ 全体の目標設定

表 2-1．全体の目標

目標・指標 設定理由・根拠等

【目標】自己に関する情報の開示の是非とその範囲

を自ら決定できるセルフコントローラブルなプライ

バシー保護技術（匿名認証技術）を開発することに

より、そもそも個人情報を取得することなく企業が

個人情報漏洩リスクを減少させることができる基盤

技術、(2) 万が一不正利用者によりシステムが破壊さ

れた場合、あるいは情報が漏洩した場合にも、漏洩

した情報を活用して不正利用者を追跡する技術、(3)

デバイス上に実装する上での問題に起因する各種脆

弱性の検証技術の開発を目標とする。

【指標】安全性の概念、定量的評価法等が確立して

いない技術については、安全性概念の提案、安全性

図 2-1 に示すように、本人認証（バイオメトリク

ス）や耐タンパー技術は、安全性概念が確立されて

いないため、安全性概念の提案およびその評価手法

の提案が重要である。また、匿名認証技術や不正利

用者追跡技術については先行研究があり、安全性概

念も確立しているため、性能の優れた技術の提案が

重要である。

情報の登録／操作

生体情報

厳密な本人確認／匿名認証
（事故時のデジタル証拠）

機密情報

電子透かし／結託耐性符号

情報漏えい対策
（流出経路の特定）

高速処理ノード 高速処理ノード

高速大容量DBノード

事前／事後対策技術 高性能・高セキュリティ／コスト情報処理技術

高セキュリティチップ
（耐タンパー技術）

高セキュリティチップ
（耐タンパー技術）

高セキュリティチップ
（耐タンパー技術）

高セキュリティチップと高速処理ノードの組み合わせにより、システム全体と
して、高性能・高セキュリティ、低コストを実現する技術を開発
-基礎技術
・耐タンパー技術の評価・構成技術
・解析技術の限界を利用した暗号技術

-システム技術
- ・高性能・高セキュリティシステムの構成技術

情報の操作、利用に関して、利用者の厳密な本人確認／
匿名認証と事故時の追跡性を保証する技術を開発
-基礎技術
・生体認証技術（悪意を持つなりすましを防ぐ技術）
・結託耐性符号（複数の情報の合成によっても追跡可能

性を維持できる技術）
・匿名認証技術（正規の利用者のプライバシーを保護）

情報の登録／操作

生体情報生体情報

厳密な本人確認／匿名認証
（事故時のデジタル証拠）

機密情報

電子透かし／結託耐性符号

情報漏えい対策
（流出経路の特定）

高速処理ノード 高速処理ノード

高速大容量DBノード

事前／事後対策技術 高性能・高セキュリティ／コスト情報処理技術

高セキュリティチップ
（耐タンパー技術）

高セキュリティチップ
（耐タンパー技術）

高セキュリティチップ
（耐タンパー技術）

高セキュリティチップと高速処理ノードの組み合わせにより、システム全体と
して、高性能・高セキュリティ、低コストを実現する技術を開発
-基礎技術
・耐タンパー技術の評価・構成技術
・解析技術の限界を利用した暗号技術

-システム技術
- ・高性能・高セキュリティシステムの構成技術

情報の操作、利用に関して、利用者の厳密な本人確認／
匿名認証と事故時の追跡性を保証する技術を開発
-基礎技術
・生体認証技術（悪意を持つなりすましを防ぐ技術）
・結託耐性符号（複数の情報の合成によっても追跡可能

性を維持できる技術）
・匿名認証技術（正規の利用者のプライバシーを保護）
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評価手法の提案を目指す。確立している技術につい

ては、既存技術よりも格段に性能 (計算量、通信量、

回路量、符号長など)の優れた技術の開発を目指す。

２－３－ｂ 個別要素技術の目標設定

表 2-2．個別要素技術の目標

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等

(1)匿名認証技術 【目標】個々の無線タグが ID を

発信することによるプライバシ

ー侵害懸念を払拭するため、鍵を

有する正規の読み取り機でなけ

れば ID を特定できない匿名機能

を低コスト実装可能な方式で実

現する。

【指標】既存方式(Hash-lock 方式

等)よりも回路量と計算量を削減

する。

超小型無線タグ等のユビキタス機

器の普及に起因するプライバシー

問題に対抗するため、超低コスト

（低回路量）で高速な匿名 ID 技術

が求められる。

(2)次世代 ITS 標的とした企業

との共同研究

【目標】応用を見据えた研究開発

を実施するために、リーティング

企業と共同研究を実施し、企業単

独では開発が難しいテーマに挑

戦して成果を創出する。

【指標】企業単独では実現し得な

かった技術を開発できるか否か。

製品開発の前段である研究・企画段

階から情報セキュリティ研究成果

を導入することにより、アーキテク

チャ的に安全な技術の開発を目指

すことが重要である。

(3)結託耐性符号 【目標】結託耐性符号は、複数の

漏洩情報を合成して流出元の追

跡情報を抹消する攻撃に対抗で

きる符号である。短い符号長で流

出元を特定できる方式を目指す。

【指標】既存方式(Tardos 符号)

に対して、同一性能で揃えた際の

符号長を削減する。

情 報 へ の 符 号 の 埋 め 込 み

(Watermarking)には、画質の劣化

等の情報へのノイズ付加を伴うた

め、符号長を短くして劣化を最小化

する方式が望まれる。

(4)バイオメトリクスセキュ

リティ技術

【目標】アルゴリズムレベルの安

全性について、メーカーが自ら検

バイオメトリクス認証機器の安全

性については、そもそも安全性概念
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証可能で、かつ理論的に検証可能

な安全性評価技術を開発する。

【指標】新しい脆弱性概念の提示

や安全性概念の提案ができるか

否か、およびバイオメトリクス機

器メーカーからの対策技術に関

する研究発表の誘発等が得られ

るかを指標する。

が確立しておらず、意図的な攻撃者

を想定しない自動認識技術として

の性能指標（本人拒否率、他人受け

入れ率等）が広く利用されている状

況である。これを見直し、新しい脆

弱性概念の提示や安全性概念の提

案を通じて、バイオメトリクス認証

機器の安全性を本質的に高めてい

くことが重要である。

(5)侵襲型攻撃に対抗する耐

タンパー技術

【目標】侵襲型攻撃に対抗する耐

タンパー技術について、脅威とな

る最先端の半導体検査技術を調

査し、脆弱性分析技術を開発す

る。

【指標】CC 等の認証制度への貢

献および検証センターの設立に

つながる活動を実施しているか

否か。

IC カード等の耐タンパー装置に対

する侵襲型攻撃は、対策技術が難し

いため、社会的影響を考え、学会等

での議論がほとんど行われていな

い領域である。しかし、資金力のあ

るテロリストの脅威が存在するこ

とや、欧州の CC 等の認証制度でも

高安全が求められる機器の評価項

目に挙げられていることから、国内

にも評価能力を蓄積することが重

要である。

３－ｂ 成果、目標の達成度

３－１－ｂ 成果

３－１－１－ｂ 全体成果

本研究開発事業では、情報セキュリティ問題の対症療法的でない根本的な解決を目

指した研究開発を実施することを目的とし、最終的な情報処理のアーキテクチャを要

素技術に分解して各要素技術の開発を進め、計画に基づいて順調な成果が得られた。

暗号／認証技術については、(1) 既存方式と比較して秘密情報の長さおよび通信量が

若干増加するものの、回路量を大幅に削減できる匿名認証技術を開発した他、(2)トヨ

タ IT 開発センターとの共同研究により次世代 ITS に向けた組込システムの高信頼なア

ーキテクチャを提案した。(3)不正利用者追跡技術については、 Tardos 符号と比較し

ても一桁以上短い符号長で同じ性能を達成する世界最高性能の結託耐性符号を開発し、

コンテンツ漏洩の抑止を目的とした共同研究を NHK と開始した。(4)また、脆弱性の検

証技術に関しては、生体認証技術について、 他人と間違われやすい生体サンプルとし
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て認識されていた「ウルフ」の概念を拡張し、人工的に存在しうる最強のウルフに対す

る安全性概念を提案し、メーカーが理論的にアルゴリズムレベルの安全性を検証可能な

基準を示した。(5)また、耐タンパー技術に対する侵襲型攻撃については、最先端の半

導体検査技術を網羅的に調査し、半導体検査技術の脅威と限界を見極めることを試み、

主要な半導体検査装置について限界を明らかにした。

３－１－２－ｂ 個別要素技術成果

（１）匿名認証技術

正当な利用者間では相手を識別できるが、第三者は ID を取得できない匿名 ID 方

式について新しい方式でハードウェア負担を減らす方式を提案した。本成果は、乱

数生成器と簡単なビット演算だけで実現できるため、乱数生成器として小型化可能

な物理乱数生成回路と一体化すれば、ハードウェア量を飛躍的に小さくできる。

低コストの無線タグに匿名認証機能を付与できれば、プライバシー上の問題から

導入を躊躇している小売り事業者の間でも導入が広がり、無線タグは一気に身近な

技術になると考えられる。プライバシー保護を実現するために、従来手法として、

商品販売時に RFID の機能を壊す方式（Kill-tag）が知られている。Kill-tag は、

プライバシー保護の観からは有効な方式だが、食品トレーサビリティ等広範囲な利

用を想定すると RFID を破壊する煩雑さを無視できない。これに対し、適切な暗号

処理により正規利用者だけが ID を読み出せる方式として、Hash-lock 方式などが提

案されている。Hash-lock 方式は、RFID 側の負担を小さくできるが、ID を読み出す

ためには膨大な RFID のリストを網羅探索する必要があり、コストが大きい。提案

法は、新しい方式(LPN: Learning Parity with Noise)に基づいて RFID 側のハード

ウェア量を抑えつつ、コストを大幅に減少させることを可能にした。

図 3-1 匿名認証技術の概念図

LPN 問題は、図 3-2 に示すように秘密情報に乱数と乱数 a と秘密情報 s の内積値

を計算し、内積値に既知のノイズνを加えた情報 l を相手に与え、(a,l)の組を複

数使って、元の秘密情報 s を推定する問題である。非常に簡単な操作で実現できる

にも関わらず、この問題は NP-Hard であることが知られている。

ID
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図 3-2 LPN 問題

表 3-1 他の匿名認証方式との比較

660bits + |RNG|220bits + |RNG|80 bits + |Hash|+|RNG|RFID Circuit Space

3000Max. 232Max. 232Reader Load
(#Keys to be checked)

14Kbit25Kbit192 bitComm. Complexity

660bit220bit112bitRFID Storage

LPN based
Multiple Key Const.

LPN based
Simple Const.

Hash-Lock

660bits + |RNG|220bits + |RNG|80 bits + |Hash|+|RNG|RFID Circuit Space

3000Max. 232Max. 232Reader Load
(#Keys to be checked)

14Kbit25Kbit192 bitComm. Complexity

660bit220bit112bitRFID Storage

LPN based
Multiple Key Const.

LPN based
Simple Const.

Hash-Lock

従来法は暗号学的ハッシュ関数等を必要としたのに対して、提案法は LPN 問題を

ベースとしてとすることでタグ側に必要なハードウェア量を大幅に削減すること

に成功した。表 3-1 に示すように、提案方式は秘密情報の長さおよび通信量が若干

増加するものの、回路量を大幅に削減できるため超小型タグへの応用に適している

方式である。

[1] A. Otsuka, R. Shigetomi, H. Imai: “Lightweight Privacy for Ubiquitous

Devices,” IEEE SMC2006

[2] A.Otsuka, H. Imai, “Privacy-preserving Identification based on LPN

Problem”, 2007 年暗号と情報セキュリティ・シンポジウム予稿集，電子情報通信学

会，2007 年

（２）次世代 ITS を標的とした共同研究

応用を見据えた研究開発を実施するために、リーディング企業の数社とコンタクト

し、最終的にトヨタ IT 開発センターとの共同研究を実施した。

自動車のネットワーク化が進み、今後、社会インフラ整備と連動したインフラ協調

セーフティシステムや車々間通信による事故回避が技術的に可能になってくる。これ

に伴って、自動車の発信する情報の信頼性や、外部からの制御信号（緊急停止信号な

ど）の信頼性確保が情報セキュリティ上の極めて重要な課題となる。そこで、非正規
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ECU の不正導入による事故を防ぐ、外部からの制御介入による事故／テロを防ぐた

めに、耐タンパー技術を応用した車載システムにおける情報の信頼性を確保する技術

についての共同研究を実施した。2008 年度は共同で学会発表を実施した。 

[1] 吉岡 顕・小熊 寿・西川 真・繁富 利恵・大塚 玲・今井 秀樹，“構成証明機

能を持つ車内通信プロトコルの提案，” マルチメディア，分散，協調とモバイル

(DICOMO2008)シンポジウム，情報処理学会，2008 年

[2] Hisashi Oguma, Akira Yoshioka, Makoto Nishikawa, Rie Shigetomi, Akira

Otsuka, Hideki Imai: New Attestation Based Security Architecture for

In-Vehicle Communication. GLOBECOM 2008: 1909-1914

（３）結託耐性符号

不正利用者の追跡技術としては、著作権保護技術（DRM 技術）等を用いて情報を

暗号化し、情報の閲覧時にログを記録する方法と、コンテンツは平文で渡した上で

（あるいは平文が流出した際でも）電子透かし等により不正流出の際に流出元を特

定する方法が知られている。本成果は後者に属する。後者の方法は、平文そのもの

に情報を埋め込むため、広範な情報コンテンツを対象にできるメリットがあるが、

結託攻撃（複数の情報コンテンツを混ぜて利用者 ID を消去する攻撃）に耐性を持

たせる（結託耐性符号）ためには、符号長が長大になるという技術的限界があった。

本研究では、結託耐性符号の符号長を従来の 100 分の 1以下に圧縮する技術の開発

に成功、わずか数百ビットの符号長を情報コンテンツ埋め込むだけで結託攻撃に強

い不正利用者追跡を可能にするため、文書のような情報量の少ないコンテンツにも

応用が可能である。

今日のネットワーク技術の発達によって、動画や音楽、個人情報ファイル等デジ

タルコンテンツが広く流通するようになった。しかし、デジタルコンテンツはコピ

ーが容易であるため、違法コピーされ許可なく配付される危険がある。これまでに

数々の著作権保護技術(DRM)が開発されてきたが、正規のユーザであってもコンテ

ンツをコピーできないものがほとんどであり、正当なユーザからも便利さを奪って

いる。

そこで、フィンガープリント符号と呼ばれる技術が新たな対策として研究されて

いる。フィンガープリント符号を使うと、正規のユーザは自身の使うデジタルコン

テンツをコピーできるが、悪意のあるユーザ（攻撃者）がコンテンツをコピーする

と、サーバがあらかじめコンテンツに埋め込んだフィンガープリント符号語から犯

人を特定することができる。しかし、埋め込まれた符号語はひとりのユーザが見て

も気づかないけれど、複数人による結託攻撃によって埋め込まれた符号語を特定さ

れ、その部分を改ざんしたり消去されてしまったりすることがある。そのため、実
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用的なフィンガープリント符号は、改ざんされた符号語から少なくともひとりの攻

撃者を特定できるような追跡アルゴリズムを備える必要がある。このようなフィン

ガープリント符号のことを、結託耐性符号と呼ぶ。

Tardos は国際会議 STOC2003 で、結託人数 c のオーダーに対して符号長が最小と

なるような結託耐性符号の構成を発表した（Tardos 符号）。その後、Tardos 符号の

改良方式も多く発表されている。これらの追跡アルゴリズムに共通するアイデアは、

まずそれぞれのユーザに「スコア」（ユーザの符号語が攻撃者の符号語とどれ位似

ているかを表す値）を割り当て、スコアがある閾値を超えるユーザ全員を攻撃者と

して出力するという方法である。しかしこの方式では、攻撃者のスコアが閾値より

もずっと大きくて無実のユーザのスコアが閾値をほんの少しだけ上回るような場

合、無実のユーザも一緒に攻撃者として追跡されてしまう、従って、この方式は最

適であるとはいえない。

そこで我々は、スコアの一番高いユーザのみを出力するように追跡アルゴリズム

を変更した。そして、c 人の結託者に対して確率εで結託者を特定できる結託耐性

符号を構成するのに十分な符号長を算出した。例えば、実用的な条件の下で我々の

方式の符号長は、c=2 のとき Tardos 符号の 3.01%、c=4 のとき Tardos 符号の 4.33%

となる。数値例から、我々の方式は Tardos 符号よりずっと短い符号長で構成でき

る。

表 3-2 従来方式と提案方式の符号長比較

[1] Koji Nuida, Satoshi Fujitsu, Manabu Hagiwara, Takashi Kitagawa, Hajime

Watanabe, Kazuto Ogawa, Hideki Imai: An Improvement of Tardos’s
Collusion-Secure Fingerprinting Codes with Very Short Lengths. AAECC 2007:

80-89

[2] Koji Nuida, Manabu Hagiwara, Hajime Watanabe, Hideki Imai: Optimization
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of Tardos’s Fingerprinting Codes in a Viewpoint of Memory Amount. Information

Hiding 2007: 279-293

[3] Koji Nuida, Manabu Hagiwara, Hajime Watanabe, Hideki Imai: Optimal

probabilistic fingerprinting codes using optimal finite random variables

related to numerical quadrature CoRR abs/cs/0610036: (2006)

（４）バイオメトリクスセキュリティ技術

近年、生体認証システムが個人を認証する技術として普及の一途を辿っており、

そうした中で生体認証システムのセキュリティ評価の重要性が一層高まっている。

生体認証システムに対する代表的な脅威である「第三者によるなりすまし」に関し

ては、その耐性の評価尺度として誤受入率（false accept rate）が用いられるケ

ースが一般的である。誤受入率は、他人を誤って本人として受け入れてしまう確率

として定義される。

しかし、複数のテンプレートと一致と誤判定される入力情報（ウルフ＜wolf＞と

呼ばれる）を巧みに利用する攻撃を想定した場合、なりすましに対する耐性を誤受

入率によって評価することはできない。たとえ強力なウルフが存在しても、誤受入

率の測定ではサンプルの中に全体からみればわずかしかウルフが存在しないため、

低い誤受入率に抑えられて、ウルフの存在は一般に顕在化しない。照合アルゴリズ

ムの性質によって強力なウルフが存在する場合には、ウルフを用いることによって

誤受入率をはるかに上回る確率でなりすましに成功してしまうおそれがある。

図 3-3 ウルフ攻撃確率の概念図

ウルフを用いた攻撃に対する耐性を適切に評価するためには、攻撃者にとって最
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も有利な入力情報をアルゴリズムやシステムに与えたときに得られる成功確率を

求める必要がある。本稿では、こうした攻撃成功確率を「ウルフ攻撃確率（wolf

attack probability）」と呼び、以下の式を、新しいセキュリティ評価尺度として

提案した。

ウルフ攻撃確率 Pw を生じさせる入力情報を「Pw-ウルフ」と呼ぶ。Pw-ウルフは、

一致と誤判定されるテンプレートの数が最大となる入力情報であり、Sa の中から探

索される（図 3-3 参照）。ウルフ攻撃では、攻撃者は、Pw-ウルフを入力情報として

1/Pw 回提示することによって、任意のテンプレートに対して一致と誤判定させるこ

とが可能となる。この考え方は様々なモダリティのセキュリティ評価に適用可能で

ある。以下に、指静脈パターン照合アルゴリズムと指紋照合アルゴリズムに適用し

た結果を示す。

1) 指静脈パターン照合アルゴリズム

論文[2]において確率１で誤認証されるウルフ（ユニバーサル・ウルフ

と呼ばれている）が存在することを示し、ユニバーサル・ウルフを 1 回提

示することによって任意のテンプレートに対して一致と誤判定させるこ

とが理論的に可能であるとしている。一方、三浦らの論文[4] には、678

人の被験者から採取された指静脈パターンによる誤受入率の計測結果が

示されており、誤受入率と誤拒否率の差が最小となる場合の誤受入率とし

て 0.145 ％が得られた。

2) 指紋照合アルゴリズム

論文[3]、指紋認証で広く利用されている特徴点（マニューシャと呼ばれ

る）を用いた照合アルゴリズムを対象に、ランダムに選択した入力情報と

テンプレートにおいて一定数以上の特徴点が一致する確率（マニューシャ

衝突率）を求め、マニューシャ衝突率を最大化する入力情報の探索を行っ

ている。こうした河上らの検討は Ratha らの検討結果[5] をベースとして

いる。Ratha らは、入力情報とテンプレートのサイズが同一のケースのみ

を対象にマニューシャ衝突率を導出している。我々の結果は、すべての入

力情報の集合から最も攻撃に有利な入力情報を選択する場合のマニュー

シャ衝突率を導出している。こうした攻撃はウルフ攻撃に対応する。

Ratha らは、入力情報とテンプレートの特徴点数を 40、入力データに含

まれる最大の特徴点数を 400、特徴点の方向情報のバリエーションを 4 に
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設定し、10 以上の特徴点が一致する場合のマニューシャ衝突率を約 226

と見積もっている。一方、河上らは、特徴点数が最大値 400 となる入力情

報のときにマニューシャ衝突率が最大になることを示し、10 以上の特徴

点が一致する場合のマニューシャ衝突率を約 0.6 となることを示した。

本人認証技術の安全性に関しては、従来あまり研究が進んでおらず、世界的に

見ても横国大の松本グループがテスト物体アプローチによる評価手法を提案し

ている以外には重要な研究は見あたらない。産業界では画像認識の識別能力の高

さを示す FAR（False Acceptance Ratio）が用いられているが、安全性の基準と

しては適切でないことを論文等で示した。

提案した安全性モデルは、バイオメトリクスのアルゴリズムの安全性を理論的

に評価できる初めてのモデルであり、様々なモダリティ（虹彩、指紋、静脈等）

に適用できることが確認されている。

今後、新しい安全性の基準として、国内産業界、国際標準に提案していく予定

である。

[1] Masashi Une, Akira Otsuka, Hideki Imai: Wolf Attack Probability: A New

Security Measure in Biometric Authentication Systems. ICB 2007: 396-406.

[2] 渡邉直彦・繁富利恵・美添一樹・宇根正志・大塚玲・今井秀樹，“ 指静脈パ

ターン照合アルゴリズムにおけるユニバーサル・ウルフ ―特徴抽出過程を含め

た考察―，”2007 年暗号と情報セキュリティ・シンポジウム予稿集，電子情報通

信学会，2007 年

[3] 河上梨恵・繁富利恵・美添一樹・宇根正志・大塚玲・今井秀樹，“ マニュー

シャ・マッチングのユニバーサル・ウルフに関する理論的考察，”2007 年暗号と

情報セキュリティ・シンポジウム予稿集，電子情報通信学会，2007 年

[4] 三浦直人・長坂晃朗・宮武孝文，“ 線追跡の反復試行に基づく指静脈パター

ンの抽出と個人認証への応用，”信学論 D-II, Vol. J86-D-II, No. 5, pp.678-687,

2003 年

[5] N. K. Ratha, J. H. Connell and R. M. Bolle, “Enhancing security and

privacy in biometricsbasedauthentication systems,” IBM System Journal,

Vol.40, No.3, pp.614-634, 2001.

（５）侵襲型攻撃に対抗する耐タンパー技術

IC カード等の耐タンパー技術に関して最先端の半導体検査技術を調査し、脆弱性

分析技術の開発と、半導体検査技術の限界とその限界を利用した安全性モデルを提示

した。

耐タンパー技術は、公表すると脆弱性が見つかる恐れがあるため学会等で議論され

ることは少なく、メーカー等が独自に秘密開発しているのが現状である。しかし、最
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先端の半導体検査技術を利用すれば多くの耐タンパー技術は破れるとされており、多

額の資金を持つ集団（テロ国家等）に対して十分な対策が施されているか検証できな

い状況にある。また、CC(Comon Criteria)等の認証を得るためには海外検査機関に
設計情報を開示する必要があり、知的財産や機密情報の流出も問題になっている。

本研究では、最先端の半導体検査技術を網羅的に調査し、半導体検査技術の脅威と

限界を見極めることを試み、主要な半導体検査装置について限界を明らかにした。以

下に代表的かつ強力な半導体検査技術の限界を述べる。

１）裏面発光解析

CMOS 回路ではゲートが反転する際に電子とホールが結合して発生
した光子を検出器で捉えることにより、回路全体の動作状態が得られ

る。しかし、ゲートで発生した光子が検出器で捉えられる確率は106分
の１程度であるため、多数回の繰り返し撮影が必要である。

2）EBテスタ
回路に電子ビームを照射すると、配線の電位により散乱が異なるこ

とを利用して、回路配線の信号を検出することができる。電子ビーム

をスキャンすることにより、一定時間内の静的な電位状態が高確率で

得られるが、一度に観察できる回路面積は小さい。

3) ナノプローバ
最新の AFM（原子間力顕微鏡）等の技術を用いれば 65nm以下の微細
配線に対してもプローブを立てて、信号波形を高精度で測定すること

が可能である。一度に測定できる箇所は数点に限られる。

4） マイクロプローバ
光学顕微鏡で観察しながら表面からプローブを立てて、信号を入力

／測定できる。最新の技術では針径 100nm のものが存在し、線幅

180nm までは安価に測定できる。ただし、一度に測定できる箇所は数
点に限られる。

以上より、最新の半導体解析技術でも回路の内部状態を完全に把握するのは困難で

あり、一定の制約の下でしか回路の内部状態にアクセスできないことが分かった。そ

こで、半導体解析技術が進歩しても原理的に技術的な制約を仮定して、仮定の下で耐

タンパー技術を考え、以下のモデルを提案した。
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:回路
: Cに耐タンパー技術が施された回路

?? ??

Probabilistic Probing
Partial Probing

制限された回路へのアクセス

入出力のみア
クセス可能

能力に差がない時(Indistinguishable) →耐タンパーO（C）は安全

図 3-4 半導体解析装置の技術的限界を仮定した安全性モデル

今後、さらに技術開発と装置の整備を進め、CC 等の認証制度への貢

献および検証センターの設立（あるいはセンターへの技術導入）を実施

する予定である。

３－１－３－ｂ 特許出願状況等

表 3-3．特許・論文等件数

要素技術 論文数 論 文 の 被

引用度数

特 許 等 件

数（出願を

含む）

特 許 権 の

実施件数

ラ イ セ ン

ス供与数

取 得 ラ イ

センス料

国 際 標 準

への寄与

匿名認証

技術

2 0 0 0 0 0

次世代 ITS

を標的と

した共同

研究

2 1 0

(共同出願

者による

自己実施)

0 0 0

結託耐性

符号

3 0 0 0 0 0

バイオメ

トリクス

3 0 0 0 0 1
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セキュリ

ティ技術

侵襲型攻

撃に対抗

する耐タ

ンパー技

術

0 0 0 0 0 0

計 10 1 0 0 0 1

表 3-4 論文、投稿、発表、特許リスト

題目・メディア等 時期

論文 IEEE SMC2006「Lightweight Privacy for Ubiquitous Devices」 H18.10

AAECC 2007「 An Improvement of Tardos’s Collusion-Secure

Fingerprinting Codes with Very Short Lengths」

H19.12

Information Hiding 2007「 Optimization of Tardos’s Fingerprinting

Codes in a Viewpoint of Memory Amount」

H19.6

CoRR abs/cs/0610036「Optimal probabilistic fingerprinting codes

using optimal finite random variables related to numerical

quadrature」

H18.10

ICB 2007「Wolf Attack Probability: A New Security Measure in

Biometric Authentication Systems」

H19.8

Globecom2008「New Attestation Based Security Architecture for

In-Vehicle Communication」

H20.12

発表 2007 年暗号と情報セキュリティ・シンポジウム「 Privacy-preserving

Identification based on LPN Problem」

H18.10

2007 年暗号と情報セキュリティ・シンポジウム「指静脈パターン照合

アルゴリズムにおけるユニバーサル・ウルフ ―特徴抽出過程を含めた

考察―」

H19.3

2007 年暗号と情報セキュリティ・シンポジウム「マニューシャ・マッ

チングのユニバーサル・ウルフに関する理論的考察」

H19.3

マルチメディア、分散、協調モバイル(DICOMO2008)シンポジウム「構成

証明機能を持つ車内通信プロトコルの提案」

H20.7

特許 出願 No.2009-023819 移動体側通信装置、路側通信装置、それら

の装置を備える通信システム及びそれらの装置間の通信方法、並

びに情報収集方法

審査中

H24.2
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３－２－ｂ 目標の達成度

表 3-5．目標に対する成果・達成度の一覧表

要素技術 目標・指標 成果 達成

度

(1)匿名認証技術 【目標】個々の無線タグが ID を発信

することによるプライバシー侵害懸

念を払拭するため、鍵を有する正規の

読み取り機でなければ ID を特定でき

ない匿名機能を低コスト実装可能な

方式で実現する。

【指標】既存方式(Hash-lock 方式等)

よりも回路量と計算量を削減する。

表 3-1 に示すように、提案方式は

秘密情報の長さおよび通信量が

若干増加するものの、回路量を大

幅に削減できる超小型タグへの

応用に適した方式を開発した。

達成

(2)次世代 ITS を標

的とした共同研究

【目標】応用を見据えた研究開発を実

施するために、リーティング企業と共

同研究を実施し、企業単独では開発が

難しいテーマに挑戦して成果を創出

する。

【指標】共同研究先企業で実用化に向

けた検討が始まるか否か。

トヨタ IT 開発センターとの共同

研究を実施し、将来の ITS を見据

えた情報セキュリティ対策技術

を開発し、受託研究終了後に IEEE

国際会議、国内会議で発表、特許

出願、試作品開発を行い、好評価

を得た。

達成

(3)結託耐性符号 【目標】結託耐性符号は、複数の漏洩

情報を合成して流出元の追跡情報を

抹消する攻撃に対抗できる符号であ

る。短い符号長で流出元を特定できる

方式を目指す。

【指標】既存方式(Tardos 符号)に対し

て、同一性能で揃えた際の符号長を削

減する。

表 3-2 に示すように、最良されて

いる Tardos 符号と比較しても一

桁以上短い符号長で同じ性能を

達成する結託耐性符号を開発し

た。

達成

(4)バイオメトリク

スセキュリティ技

術

【目標】アルゴリズムレベルの安全性

について、メーカーが自ら検証可能

で、かつ理論的に検証可能な安全性評

価技術を開発する。

【指標】新しい脆弱性概念の提示や安

全性概念の提案ができるか否か、およ

他人と間違われやすい生体サン

プルとして認識されていた「ウル

フ」の概念を拡張し、人工的に存

在しうる最強のウルフに対する

安全性概念を提案し、メーカーが

理論的にアルゴリズムレベルの

達成
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びバイオメトリクス機器メーカーか

らの対策技術に関する研究発表の誘

発等が得られるかを指標する。

安全性を検証可能な基準を示し

た。結果は、国際標準 ISO/IEC 

19792 にも反映された。

(5)侵襲型攻撃に対

抗する耐タンパー

技術

【目標】侵襲型攻撃に対抗する耐タン

パー技術について、脅威となる最先端

の半導体検査技術を調査し、脆弱性分

析技術を開発する。

【指標】CC 等の認証制度への貢献お

よび検証センターの設立につながる

活動を実施しているか否か。

最先端の半導体検査技術を網羅

的に調査し、半導体検査技術の脅

威と限界を見極めることを試み、

主要な半導体検査装置について

限界を明らかにした。また、受託

研究終了後、後継の新世代研究開

発プロジェクト「組込システムに

対するセキュリティ評価技術の

研究開発等」および補正予算措置

を受け、検証センターの設立およ

び技術導入が進んでいる。

達成

４－ｂ 事業化、波及効果について

４－１－ｂ 事業化の見通し

(4)の生体認証技術については、バイオメトリクスの安全性評価の国際標準である

ISO/IEC 19792 に提案した脆弱性のリスクが盛り込まれた他、企業等からも対策技術等

が発表されている。(5)の耐タンパー技術については、「組込みシステムのセキュリティ

評価に必要となるハイエンドな技術開発」に成果を引き継いでいる。その他については、

既に試作まで行っている NHK、トヨタ IT 開発センター等の企業との共同研究を発展さ

せることで事業化していく予定である。

４－２－ｂ 波及効果

要素技術の探索的な研究開発や製品評価技術が主体であるため直接的な波及効果は

大きくないが、製品評価技術では、例えば生体認証技術について、提案した脆弱性評価

技術に対応してベンダーによる対策技術の製品への搭載が進むことで、バイオメトリク

ス製品(2010年の市場規模420億円 矢野経済研究所)の安全性向上により利用者の不安

を低減することで製品の適用分野が広がり、結果として市場が広がること等が期待でき

る。その他の技術については、共同研究相手先企業の判断や標準化等を経る必要があり、

現時点での波及効果算出は困難であるが、本研究開発終了後も進めている活動が結実し

た際には、これまで実装の制約等でセキュリティ技術が導入できなかった場面でも技術

が利用可能となり、高度なサービスを安全にかつ簡単（利便性、実装性）に実現できる
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ようになると期待される。

５－ｂ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等

５－１－ｂ 研究開発計画

情報技術の進歩や社会情勢の変化に伴い、情報セキュリティに係る脅威は急速に変

化・拡大していることから、これまでの対症療法的な対策だけではなく、長期的な視点

に立って、情報セキュリティ上の問題の根本的な解決を目指した研究開発を行っていく

ことが極めて重要となっている。

本事業では、平成 17 年度から平成 19 年度までの 3ヵ年計画で、このような根本的な

問題解決を目指した研究開発を実施することを目的とし、対症療法的ではなく根本的な

情報セキュリティ上の問題解決に資する技術であって、情報セキュリティ総合戦略に掲

げられている「高回復力・被害局限化の確保」及び「高信頼性」のための基盤強化に資

する研究開発を実施してきた。

提案当初においては、

①匿名認証と匿名情報連携に関わる基盤技術の研究開発

②不正利用者追跡技術の研究開発

③脆弱性検証技術の研究開発

を掲げ、総合的な技術開発を目指していたが、予算規模等の制限や推進委員会の意見を

取り入れ、特に平成 18年度以降は事業内容の集中化を行った。例えば RFID に関して、

認証法の提案だけではなく、その通信限界距離などの物理的な安全性評価、児童の安全

確保等の応用とプライバシの両立性への実証実験を含む検討までを視野に入れていた

が、これらは予備的な実験のみが行なわれ終了した。結果として、上記 3つの研究開発

は、以下 5 つの個別課題に再編成された。5 は 1～4 の研究成果の知見をもとに構築さ

れた「アセットコントロール技術のアーキテクチャ」に基づいた応用である。

1. 匿名認証技術（①）

2. 次世代 ITSを標的とした共同研究（①～③）

3. 結託耐性符号（②）

4. バイオメトリクスセキュリティ技術（③）

5. 侵襲型攻撃に対抗する耐タンパー技術（③）
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図 5-1．研究開発計画

年度

要素技術

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度

予算額 40 百万円 57 百万円 50 百万円

匿名認証技術

結託耐性符号

バイオメトリクスセキュ

リティ技術

侵襲型攻撃に対抗する耐

タンパー技術

次世代 ITS を標的とした

共同研究

５－２－ｂ 研究開発実施者の実施体制・運営

本事業は、平成 17年度から平成 19 年度にかけて、以下実施体制図のように、経済産

業省から産業技術総合研究所への直接委託により実施された。

本研究開発では、製品の脆弱性評価技術など、民間企業では実施が困難は課題を扱っ

ているため、基本的には産業技術総合研究所内で研究開発を行い、必要な測定や開発の

一部は外注で対応した。不正利用者追跡技術等の開発の一部については、本課題におけ

る日本のリーディンググループである、中央大学理工学部の今井研究室に再委託を行い、

共同で研究開発を実施した。

プロジェクトリーダーはプロジェクト全体を統括し、本事業の主要な成果である「ア

セットコントロール技術のアーキテクチャ」開発において中心的な役割を果たした。各

個別の課題においては、産業技術総合研究所情報セキュリティ研究センターの全チーム、

A. セキュリティ基盤技術研究チーム、B. 物理解析研究チーム、C. ソフトウェアセキ

ュリティ研究チームより、適切なメンバーが横断的に参加し研究開発に当たった。具体

的には以下の通りである。

1. 匿名認証技術（A, C）

2. 具体的なシステムへの応用例（インフラ協調セーフティ）

（A, トヨタ IT開発センター）

3. 結託耐性符号（A, B, NHK）

技術動向調査

理論的考察

基礎技術提案・評価

企業連携、効率的な技術の提案・評価

製品動向調査 製品評価指標提案 産業界との連携

攻撃力測定予備実験 モデル化、詳細検討

企業連携、システム詳細検討
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4. バイオメトリクスセキュリティ技術（A, 中央大学）

5. 侵襲型攻撃に対抗する耐タンパー技術（A, B）

図 5-2．研究開発実施体制

５－３－ｂ 資金配分

「侵襲型攻撃に対抗する耐タンパー技術」では、ハードウェアセキュリティの現状把

握のため、ハードウェア解析技術の現状、それを浸食型攻撃に利用した場合の利用方法、

性能限界を検証する必要があった。そのため、世界に数台しか存在しない、最高レベル

の測定機器を用いる必要があった。本サブテーマに資金の多くが使用されているのはこ

の理由による。

「リーディング企業との共同研究」では、本研究開発とは別に、企業との共同研究も

同時に行った。アーキテクチャや考え方を本研究開発で行い、具体的な技術については

企業との共同研究開発であるため、結果として使用した資金は少なくなっている。

他の研究開発については、理論的な検討、業界標準化がゴールとなっているため、投

入した資金量は比較的少なくなっている。

「バイオメトリクスセキュリティ技術」については、平成 18 年度以降、中央大学へ

の再委託が行なわれており、そのため資金が同年度以降増加している。具体的に委託し

た内容は、さまざまなバイオメトリクスを用いた認証技術における、ウルフ攻撃の可能

性、「ウルフ攻撃確率」の評価である。

経済産業省（ＭＥＴＩ）

産業技術総合研究所

プロジェクトリーダー

大塚 玲

補助

中央大学

（平成 18 年度より）

補助再委託

新世代情報セキュリティ

研究開発事業推進委員会
評価
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表 5-1．実施内容に応じた資金の年度配分等 （単位：百万円）

年度

要素技術

平成 17 年度

（従事研究者数）

平成 18 年度

（従事研究者数）

平成 19 年度

（従事研究者数）

合計

（従事研究者数）

匿名認証技術 3.0

（2 人）

4.2

（3 人）

2.2

（3 人）

9.4

（8 人）

結託耐性符号 0.8

（4 人）

1.6

（4 人）

2.78

（4 人）

5.18

（12 人）

バイオメトリクスセ

キュリティ技術

1.0

（2 人）

8.2

（4 人）

13.7

（6 人）

22.9

（12 人）

侵襲型攻撃に対抗す

る耐タンパー技術

35.2

（2 人）

22.0

（2 人）

23.0

（2 人）

80.1

（6 人）

リーディング企業と

の共同研究

0 2.2

（2 人）

3.82

（2 人）

6.02

（4 人）

合計 40.0

（10 人）

37.2

（14 人）

45.5

（17 人）

122.7

（41 人）

５－４－ｂ 費用対効果

重要ではあるが企業単独では研究や提案が難しい分野である、新しい脆弱性概念（安

全性指標）を開発し、国際標準 ISO/IEC へ反映した他、世界最高性能の要素技術の開発

に成功している等、国の研究費投入に対する効果は高い。今後市場への波及効果をもた

らすには、さらなる標準化や企業との共同研究の発展を通じた事業化を進めることが重

要である。

５－５－ｂ 変化への対応

特になし。
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ｃ 情報漏えいに堅牢な認証・データ管理方式とそのソフトウェアによる安全

な実装・検証手法に関する研究開発

１－ｃ 事業の目的

情報技術の活用により、企業を含む社会システムは急速に相互融合化を進め、社会全

体にまたがる情報の相互共有、資源の全体最適化が進展しつつある。一方で、情報技術

の社会基盤化にともない、情報漏えいに起因する事故が、経済活動全体の停滞や国民全

体の生命・財産そのものに関わるリスクをもたらしかねない状況が生まれつつある。

このような状況の下、２００３年１０月に産業構造審議会 情報セキュリティ部会に

おいて策定された「情報セキュリティ総合戦略」では、「世界最高水準の『高信頼性社

会』の構築」を基本目標として位置付け、この目標を実現するための具体的施策として

「技術評価及び技術開発の促進」、「基礎技術基盤の確立」等が提言されている。

また、情報技術の進歩や社会情勢の変化に伴い、情報セキュリティに係る脅威は急速

に変化・拡大していることから、これまでの対症療法的な対策だけではなく、長期的な

視点に立って、情報セキュリティ上の問題の根本的な解決を目指した研究開発を行って

いくことが極めて重要となっている。

そこで、本事業では、このような根本的な問題解決を目指した研究開発を実施するこ

とを目的とし、対症療法的ではなく根本的な情報セキュリティ上の問題解決に資する技

術の研究開発を行う。具体的には、暗号鍵、認証データを含む記録データが漏えいした

としても利用者への成り済ましや保存データの復元を困難とする仕組み、および、既存

のプログラムを変更することなくメモリー操作の不備を突いたマルウェア侵入を防止

する仕組みの検討を行い得られた成果を実用化することを目的とする。また、成果の活

用先（ターゲット）としては、電子商取引における認証情報、個人情報、医療情報など

のミッションクリティカルなデータを扱う事業者、SIer、アプリケーション開発者など

が考えられる。

２－ｃ 研究開発目標

２－１－ｃ 研究開発目標

情報漏えいに対処するための根本的かつ革新的な情報セキュリティ技術を実用化す

べく、以下の目標を掲げる。

目標１：サーバ、クライアントいずれに保存してあるデータ、暗号鍵、認証データなど

が、万が一漏えいしたとしても、利用者への成り済ましや保存データの復元を困難とす

る仕組み（情報漏えいに堅牢な認証及びデータ管理方式）考案し、その実用化方法の道

筋を付ける
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目標２：既存のプログラムを変更することなく、自動的にプログラムの実装を変換し、

安全性の検証を動的に行うことによりウィルス等不正ソフトの侵入を未然に防ぐ実用

的手法をオープンソースソフトウェアとして実装し公開する（ソフトウェアの安全な実

装・検証手法）

２－２－ｃ 全体の目標設定

表２－２－ｃ．全体の目標

目標・指標 設定理由・根拠等

� サーバ、クライアントいずれに保存し

てあるデータ、暗号鍵、認証データな

どが、万が一漏えいしたとしても、利

用者への成り済ましや保存データの復

元を困難とする仕組みを考案し、その

実用化方法の道筋を付ける。

� 既存のプログラムを変更することな

く、自動的にプログラムの実装を変換

し、安全性の検証を動的に行うことに

よりウィルス等不正ソフトの侵入を未

然に防ぐ手法を実用化する。

� 前者については、既存技術の組み合わ

せでは解決できないため、その機能を

実現するための新たな仕組みを考案

する必要があり、また、その実用化に

道筋を付ける必要がある。

� 後者については、既存のプログラムを

有効利用しつつ、不正なメモリ操作に

よる情報漏えいを防止するために必

要。
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２－３－ｃ 個別要素技術の目標設定

表２－３－ｃ．個別要素技術の目標

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等

アカウント処理

の高度化

「短い文字列のみを利用して安全

に登録作業を完了させる枠組み」を

その安全性を損なうことなく負荷

と通信量を削減する手法・最適な変

数の組およびその実装方法の検討

を行う。また、利用者が記憶しなけ

ればならない短いパスワードを、安

全性を損なうことなく長期間利用

できるようにするための方式、記録

情報の書き換えにも強い新たな方

式を提案する。

情報漏えいに強くするために

は、利用者に何らかの秘密情報

を持たせなければならないが、

この条件は利用者の利便性を

低下させる。利用者の利便性を

向上させるために利用者の持

つべき秘密情報の生成・登録・

管理を簡単かつ安全に行うた

めの技術を研究開発する必要

がある。

利用プロファイ

ルの策定と実現

情報漏えいに堅牢な認証・データ管

理方式の応用例とその実現方法の

検討を行うと共に、それらのプロト

タイプ実装を行う。

新方式を普及させるため、その

利点および使い方を一般の方

でもイメージし易くするため

の応用例、および適用範囲を拡

大させるための応用例の研究

開発を行う必要がある。

ソフトウェアの

安全な実装・検

証手法に関する

研究

既存プログラムの動作の安全性を

確実に保証するソフトウェアシス

テムを実現し公開する。

通常行われるソフトウェア開

発に於いてプログラムを安全

に動作させる方法として、これ

までは単体試験・結合試験など

の非論理的で網羅的でない試

験方法が用いられるが、本研究

では確実に安全性を実現すべ

く、論理的に確実な手法を組み

合わせ最終的な実装に至るま

で一貫して所定のセキュリテ

ィ機能が実現されていること

を確実に保証するための手法

を確立することを将来的な目

標とし、実際のプログラムに適

応できるシステムのプロトタ
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イプ構築を達成目標とする。

３－ｃ 成果、目標の達成度

３－１－ｃ 成果

３－１－１－ｃ 全体成果

サーバ、クライアントいずれに保存してあるデータ、暗号鍵、認証データなどが、

万が一漏えいしたとしても、利用者への成り済ましや保存データの復元を困難とする

仕組みを考案し、その内容をまとめて論文として公表すると共に知財の取得を行った。

得られた方式については、その後ベンチャー企業を設立し商用に耐え得るサービスの

提供を開始すると共に、産総研内においても本開発システムを応用したイントラへの

VPN 接続サービスと、鍵やパスワードなどをオンライン上で安全に分散保存するサービ

スの運用試験を行っている。また、既存のプログラムを変更することなく、自動的にプ

ログラムの実装を変換し、安全性の検証を動的に行うことによりウィルス等不正ソフト

の侵入を未然に防ぐ手法を実用化し、その公表を行った。

既存技術の組み合わせでは達成できなかった新たな構成を考案・実用化し、また、

既存のソースコードを有効活用しつつ高い安全性を達成するためのツールを実用化

しておりその功績は大きいと言える。

３－１－２－ｃ 個別要素技術成果

（１）アカウント処理の高度化

短い文字列のみを利用して安全に登録作業を完了させる枠組みについて、その安全性

を損なうことなく、負荷と通信量を削減する新たな手法の検討を行い、それを実現する

手法を提案すると共に、最低な変数値の組を特定した。得られた成果は以下の特許出願

を行い、

発明の名称：短い系列を用いた認証システム、出願番号：特願 2007-280297、
出願日：H19/10/29、公開番号：特開 2009-111594、公開日：H21/05/21 

 
また、以下の論文誌に投稿し採録されている。

SeongHan Shin, Kazukuni Kobara, and Hideki Imai, “RSA-based 
Password-Authenticated Key Exchange, Revisited”, The IEICE Transactions on 
Information and Systems, Vol. E91-D, No. 5, pp. 1424-1438, May 2008  
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具体的には、本テーマにおける開発方式では、短い文字列のみを利用して安全に登録

作業を完了させる枠組みとして RSA を使った PAKE (Password-Authenticated Key 
Exchange)プロトコルを利用しており、そのプロトコルでは、パスワードだけを覚えて

いるユーザがパスワードの認証用データと使い捨ての RSA 鍵を生成するサーバと相互

認証しながらセッション鍵の確立を行う。しかしながら、そこでは PKI（公開鍵基盤）

を仮定の存在を仮定しないため、サーバが生成して送った RSA の公開鍵が正しく生成

されているかを利用者がチックする必要がある。その方法の一つとして

challenge/response サブプロトコルを実行する方法があるが、既存の RSA を使った

PAKE プロトコルは challenge/response サブプロトコルの理論的な証明がなく、それ

に伴い正確な計算量と通信量の見積もりができなかった。本研究開発により次のような

結果が得られた。

1. RSA 公開鍵の指数である e が素数の場合、challenge/response サブプロトコルが

理論的に安全であることを証明した。

2. パスワードのオンライン攻撃に対するパラメータを設定することで、RSA を使った

PAKE プロトコルの証明可能な安全性を示した。

3. e のハミング重みとユーザ側の計算量を考慮して最適な e を探し出した。そして、

最適な e を使用した時の RSA を使った PAKE プロトコルと既存の PAKE プロトコル

を計算量、通信量、通信回数で比較した。

以下において、図 1、図 2 は e のハミングー重みがそれぞれ 3,4 の場合の素数の分布を

示している。なお、x 軸は log2 e、y 軸はユーザ側の計算量（モジューラ掛け算の数）をそ

れぞれ表わしている。
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図 1 eのハミングー重みが 3の場合の素数の分布

図 2 eのハミングー重みが 4の場合の素数の分布
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また、表 1 では challenge/response サブプロトコルを持つ RSA を使った PAKE プ

ロトコルにおいての通信量と計算量を示しており、最適な e に下線を引いている。

表 1 challenge/response サブプロトコルを持つ RSA を使った PAKE プロトコルにおける通

信量と計算量の比較

さらに、
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表 2 RSAを使った PAKEプロトコルと challenge/responseサブプロトコルを使わな
いPAKEプロトコルの比較は表 1で示された最適の eを使用したRSAを使ったPAKE
プロトコルと challenge/responseサブプロトコルを使わない PAKEプロトコルを計算
量、通信量、通信回数で比較している。
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表 2 RSAを使ったPAKEプロトコルとchallenge/responseサブプロトコルを使わないPAKE

プロトコルの比較

従来方式では、処理の重い多倍長の掛け算が多数必要である上に、方式によってはそ

れ以上に処理の重い素数判定(primality test)処理が必要であったが、本研究開発事業で

提案・開発された方式では素数判定処理が不要になる上、多倍長の掛け算の数も 1/3～
1/28 程度少なくなり、計算能力の小さな小型端末への応用が期待できる。

また、記録情報の書き換えにも強い方式を考案し以下の特許出願を行った。

発明の名称：ＲＳＡをベースにしたパスワード認証システム及びその応用、出願番号：

特願 2008-110756、出願日：H20/04/21、公開番号：特開 2009-267451、公開日：H21/11/12  
発明の名称：二要素認証システム、出願番号：特願 2008-118729、出願日：H20/04/30、
特開 2009-271581、公開日：H21/11/19 
 

さらに、漏えい情報を利用したオンライン全数探索の検知アルゴリズムを策定した。

これにより漏えい情報の有無の特定が可能となる他、例えば、オンラインアタックの回

数が累積する前にパスワードを変更することにより攻撃成功確率を一定以下に抑える

ことが可能となる。得られた成果は、以下の国際会議に投稿し採録されている。

Yasunori Onda, SeongHan Shin, Kazukuni Kobara, and Hideki Imai, “How to 
Distinguish On-line Dictionary Attacks and Password Mis-typing in Two-Factor 
Authentication”, International Symposium on Information Theory and its 
Applications, pp. 571-576, Oct 2010 
提案方式の処理の概要を以下に示す。
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ログ管理処理通信イメージ（通信エラー時）

① ユーザーはクライアントを起動し、短いパスワードを入力する。

② クライアントはサーバへ接続する。

③ 認証に失敗した場合にはエラーレスポンスを返す。

④ サーバ側でエラーログを記録する。

⑤ クライアント側でエラーログを記録する。

⑥ ユーザーにエラーを表示する。

サーバ

クライアント側

エラーログ

クライアント

サーバ側

エラーログ

ACCESS 

ERROR

ユ

｜

ザ

｜

① ②

③

④⑤

⑥
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ログ管理処理通信イメージ（通信成功時）

① ユーザーはクライアントを起動し、短いパスワードを入力する。

② クライアントはサーバに接続する。

③ 認証に成功した場合には、成功レスポンスを返す。

④ クライアントは、クライアント側エラーログを送信する。

⑤ サーバは、サーバ側エラーログを読み込む。

⑥ サーバは両者のエラーログの比較を行う。

⑦ サーバはエラーログ比較結果をクライアントに送信する。

⑧ 通信結果をユーザーに表示する。

上記⑥のエラーログ比較の概要を以下に示す。クライアント側とサーバ側のエラーロ

グを比較し、違いがある部分からパスワードに対してオンライン攻撃が行われたのか、

それともユーザーのパスワードミスタイプなのかを判定する。研究の結果、使われる認

証プロトコルや、ログとして残すデータによっては、正しく判定できなかったり、攻撃

者が記録情報を入手していないにも関わらず、サーバにオンライン攻撃が行われている

かのように誤判定させたりすることが可能であることを明らかにした。また、正しく判

定できるための条件および構成を明らかにし、その内容を前述の論文にまとめた。

サーバ

クライアント側

エラーログ

クライアント

サーバ側

エラーログ

ACCESS 

OK

比較

ユ

｜

ザ

｜

① ②

③

④ ⑤

⑥

⑦⑧
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（２）利用プロファイルの策定と実現

本事業で開発した情報漏えいに堅牢な認証・データ管理方式がどのような用途で利用

でき、また、それを使うことで何が変わるのかを一般の方がイメージし易くするため、

サンプルアプリ、および、それに本開発方式に適用する方法の検討とプロトタイプ実装

を行った。

既存のクライアント-サーバアプリ間の通信を、クライアントとサーバのいずれに記

録されている鍵や認証情報が漏えいしたとしても保護できるようにするためのプロキ

シ方法として、図 3, 図 4 の構成について検討を行った。このモデルでは stunnel が

ポートを開いて、サーバ、クライアント間のセッションを張る。ただし、暗号化に関す

ることはすべて OpenSSLに依存し、OpenSSLでは、Handshake処理で鍵交換を行い、SSL

通信でデータを送受信する。ただし、このモデルでは、その handshake 処理の client key

exchangeに LR-AKEを利用し、SSL通信の暗号化に、LR-AKE 共有秘密情報を使用するた

め、その連携を行うために、stunnel 、OpenSSL、LR-AKEに変更を加える必要がある。

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

Error 日時 ステータス

on Client: 日時 from 端末

on Client: 日時 from 端末

on Server: 日時 from 端末

on Server: 日時 from 端末

クライアント側

エラーログ

サーバ側

エラーログ

エラーメッセージの

違い



- 106 - 
 

図 3 サーバ／クライアントプロキシ構成の概要
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図 4 サーバ／クライアントプロキシの構成

必要となる修正内容は以下の通りである。

1. OpenSSL の connect-accept 処理で行われる hand shake 処理の client key 
exchange 1 フェーズで LR-AKE handshake 処理をすべて行い、master secret に
相当する情報を生成し、SSL 暗号化処理に引き渡す。

2. SSLhandshake 処理は一回のフェーズで１つのデータブロックを client→server, 
server→client 方向に交互に渡すという行為を繰り返すことで成立する。これは、

LR-AKEhandshake 処理も同様であるため、LR-AKE を SSL にマージする方法と

して SSLhandshake 処理の各フェーズに LR-AKEhandshake 処理の各フェーズ

をマージするという方法が考えられる。しかしながら、この方法では LR-AKE の

大幅な改造が必要となるため現実的な解とはなりえない。そこで、検討の結果、

我々は以下のような方法を採用することにした。まず、基本方針として、

SSLhandshake の流れを無視して client key exchange という単一フェーズで

LR-AKEhandshake 処理の全てを行うことにした。つまり、client key exchange
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のなかで複数のデータブロックの送受信を繰り返す。これを実現するためには、

以下のようなトリックが必要となる。

① クライアント側の client key exchange 送信処理（s3_clnt.c）の途中で
dummyデータブロックを送ることでサーバ側のclient key exchange受信
処理（s3_srvr.c）を起動し、双方の client key exchange処理を並列に動
作させる。

② 双方の client key exchange処理が並列動作するようになると、SSLセッ
ションが使用している socket から LR-AKE セッションを生成して
LR-AKE handshake処理の全てを行った後に、双方の処理から復帰する。

3.SSLの client key exchange処理はその中で LR-AKEセッションを生成し、その
セッションは当然、SSLセッションとソケットを共有する必要があるが、そもそ
もそれらは別のプログラムなので、ソケットを共有するためには、以下のような

点について注意する必要がある。

③ LR-AKEセッション開始直前にソケットバッファを flushする。
④ SSLセッションはNONBLOCKINGモードで動作し、LR-AKEセッショ
ンは BLOCKINGモードで動作するという違いがあるため、LR-AKEセッ
ションに移行し終了する前後で、ソケットモードの保存復元を行なわねば

ならない。

⑤ LR-AKEhandshake処理の最後で LR-AKEセッションの shutdown処理
を行なうが、そこで socketを closeしてはならない。これを実現するため
に、LR-AKEセッションの shutdown処理に socketを closeしないモード
を追加した。クライアント側とサーバ側の LR-AKE セッションの

handshake 処理は、それぞれ lake.c、laked.cの main 処理をほぼ忠実に
再現するが、いずれも cluster処理は削除している。

4.LR-AKEhandshake 処理が終了すれば、LR-AKE セッションが取得したサーバ
―クライアント間の共有秘密情報を SSLセッションに渡す。これを実現するため
に、master secret に相当する情報をクライアント／サーバ双方で生成して SSL
セッションに渡すようにしている。

5.LR-AKEhandshake処理が終了すると LR-AKEセッションは完全に消え去る。
つまり LR-AKEセッションは SSLの client key exchangeフェーズの最初で生成
され最後で消滅し、共有秘密情報だけが SSLセッションに引き継がれる。

ターミナルおよびデータ転送機能を強化する方法としては、SSH との連携方法の検

討を行った。検討の結果得られた変更部分シーケンスを以下に示す。
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クライアント側

※色分け

オプション解析

共通鍵セット

親プロセス 子プロセス

SSH 起動

既存

SSH 
処理

LRAKE 起動

パイプからの

読み込み

SSHサーバへ

KEYID の送

既存 SSH 処理

【READ】

KEYID+KEY 

既存

SSH 

既存 SSH 処理

既存 LRAKE 

LRAKE クライアント

SSH サーバ

【SEND】

KEYID 

既存 LRAKE 

追加変更

既存

外部
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サーバ側

ファイルからの

読み込み

クライアントか

ら

クライアントからの接続

鍵受け取りプロセス起動

オプション解析

共通鍵セット

SSHD起動

既存

SSH 
処理

親プロセス 子プロセス

既存 SSH処理

既存 SSH処理

既存

SSH 

既存 SSH処理

既存 LRAKE 

鍵受け取りプロセス起動

LRAKEサーバからの接続

サーバアソシエーション

コンフィングファイルを読み込み

コンフィングセット

LRAKEサーバからの受信

マックチェック

復号

LRAKE起動

パイプからの読み込み

子プロセス

ファイルへの書き込み

LRAKE 
クライアント

LRAKE 
サーバ

LRAKE起動時暗号時平文時

SSH 
クライアント

【RECV】

KEYID 

【READ】

SSHUSER+KEY 

【READ】

[MACPSS][ENCPASS] 

【RECV】

[IV][ENC(KEYID,LRAKE

USER,KEY)][HMAC] 

ユーザアソシエーション

コンフィングファイルを読み込み

ユーザ名変換(LRAKE→SSH) 
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ポートフォワーディング使用時

（４）ソフトウェアの安全な実装・検証手法に関する研究

安全性を保証する実用的な C 言語処理系「Fail-Safe C」について、実用性を高める

SSHD起動

既存SSH処理

SSH サーバ側

認証無しポートフォワーディング

の使用通知受け取り

受け取り有 受け取り無鍵交換 鍵交換

認証

既存SSH処理 既存SSH処理

フォワーディ

ングモード
の受信

フォワーディ

ング情報
の受信

既存SSH処理

ポートフォワーディング
準備完了

オプション

に”-Z”有
オプション

に”-Z”無

オプション解析

SSH起動

既存SSH処理

SSHサーバへ認証無し

ポートフォワーディング
の使用通知

既存SSH処理

SSH クライアント側

フォワーディングモードの送信

既存SSH処理

フォワーディング情報の送信

既存SSH処理

※１

※２

※３

接続先の妥当性
を判定

フォワーディ
ングモード

の受信

フォワーディ

ング情報
の受信

accept()
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研究開発を行った。「Fail-Safe C」は、JIS/ISO/ANSI の C 言語規格 (C90) の全機能

に対応し、C 言語プログラムの脆弱性の大多数の原因となるメモリ操作関係の誤りをす

べて自動的に検出し危険を防ぐことのできる処理系である。この処理系を用いることで、

たとえ既存のプログラムや新規開発の C 言語プログラムに問題があり修正前に攻撃が

行われた場合でも、メモリ操作誤りに起因したメモリ上のデータ破壊を防ぎ、ウィルス

などの不正コードのシステムへの侵入を防ぐことができる。本研究課題の期間中には、

基礎研究ベースで作られた処理系を元に改良を行い、実用的なプログラムを動かすこと

のできる処理系のプロトタイプを作成し、実際に実プログラムへの適用を行うこととし

た。具体的には、

１） 分割コンパイル機能へ対応し、安全なリンカの実装方法について研究発表を

行った。

２） 実行時検証コードの性能の向上を行い、実用性のあるプロトタイプ実装を作

成した。また、200 以上の標準ライブラリ関数（プログラムの標準既成部品）

について安全性検査付きの実装を製作した。

３） 認証方式の研究で制作中の暗号処理プログラムに対して本処理系を適応させ、

メモリ操作の安全性を保証することができた。

４） BIND9 など既に実用に供されている既存プログラムに対して本処理系を適

応させ、メモリ操作の安全性を保証することができた。

特に BIND9 など実用プログラムの動作は、既存の類似研究のうち完全なメモリ安全

性を保証したものにおいては実現できていなかった項目であり、本研究の特に大きな成

果の 1 つである。これは既存の研究では、プログラムの安全性の実現を主に静的型（プ

ログラムの記述に現れる値の種類の指定）のみに依存して行っており、変換処理に必要

な事前解析においてプログラムの全体を一度に処理する必要があったためである。本研

究では、研究の当初からあらかじめ実用化を想定し、対象となるプログラム規模に制約

を受けないよう設計を慎重に行ったことが功を奏し、このような問題を回避できている。

本処理系では、特にモジュール（プログラムの部品）間で受け渡されるデータの種類に

静的型と動的型（実行時に実際に受け渡される値の種類。C 言語では静的型と動的型が

一致しないプログラムを記述できる）の両方の情報を用いることで、プログラム全体の

一括事前解析を不要としている。

これらの技術については、2009 年にこの技術分野でトップクラスの国際学会に論文

が採択され技術発表を行ったが、この際も特に実用プログラムへの対応をきちんと行っ

たことが査読者に高く評価された。

なお、作成したプロトタイプ実装は平成 19 年度に実験的実装としての一般公開を行

なっているほか、平成 20 年 4 月には「Fail-Safe C 1.0」として正式にリリースした。

また、研究期間終了後も引き続きこの処理系の改良を行っており、現在（2010 年 12
月時点で）公開している「Fail-Safe C 2.0 (RC1)」では次のような機能が更に追加され
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ている。

１） 更に標準ライブラリ関数を充実させ、500 以上の関数を提供し既存のサーバ
プログラムに必要な機能をほぼ完備させた。

２） 近年普及の進む 64ビットアーキテクチャ (x86-64) に対応させた。
３） セキュリティの重要性の高い組み込み環境に適用し、ARM、MIPSの各アー

キテクチャに対応させたほか、PC環境で開発し組み込み環境で実行する、い
わゆるクロス開発環境にも対応させた。

４） 上記の各項目への対応のため、ライブラリ記述のための内部利用プログラミ

ング言語を新たに設計・改良し、アーキテクチャの違い等で必要になる記述

の変更をできるだけ自動的に処理できるようにし、アーキテクチャ間での開

発コードの共有を図った。

５） コンパイラ内部のプログラム解析を強化したほか、OS のメモリ管理・イベ
ント管理と接点も改良し性能を 1～2割程度向上させた。

６） 処理系を既存の OSに簡単に組み込むことのできる機構を導入した。
７） 既存プログラムとの親和性を更に向上させ、安全性を壊さない範囲でより積

極的に様々なプログラムの記述方法に対応させた。結果として OpenSSL や
libz などのいくつかの重要なプログラムが新たに動作するようになった。ま
たその際、いくつかのプログラムに問題を発見し作者に報告した。

この Fail-Safe C 2.0 では、事業終了時の成果と合わせ、以下のような広く知られ実
用に利用されているプログラムや、それらに利用される標準的なデータ処理ライブラリ

などが、実際に利用できるようになっている。

・ サーバプログラム類

� OpenSSL version 0.9.8l 
� OpenSSH version 5.3p1 
� ISC BIND (Berkley Internet Name Domain) server version 9.4.2 
� qmail version 1.03 
� postfix version 2.5.5 
� thttpd version 2.25b 

・ 一般的なUnixツール群
� GnuPG version 1.4.10 
� bash version 4.1 
� sed version 4.2.1 

・ データ処理ライブラリ等

� libtiff version 3.9.2 
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� libpng version 1.4.0 
� zlib version 1.2.3 
� bzip2 version 1.0.5 
� pcre version 8.01 
� libogg version 1.1.4 
� libvorbis version 1.2.3 

 
また、Fail-Safe C のソフトウェア配布の外部からのダウンロード数は、2010 年 12

月現在少なくとも 1457 件（内訳：正式版配布 1065 件、開発版管理システム経由 392
件）を数えている。現在（2010 年度）、これらの技術の更なる実用化・商業化に向けて、

より広範な OS 環境への対応のほか、既存のバイナリプログラムの部品単位の置き換え

など新たな利用法をサポートすべく企業と共同で研究開発を進めている。

３－１－３－ｃ 特許出願状況等

表３－１－３－ｃ－１．特許・論文等件数

要素技術 論文数
論文の被

引用度数

特許等件

数（出願を

含む）

特許権の

実施件数

ライセン

ス供与数

取得ライ

センス料

国際標準

への寄与

アカウント処

理の高度化

5 1 3 3 1*

利用プロファ

イルの策定と

実現

13 8 0

ソフトウェア

の安全な実

装・検証手法

に関する研究

2 1

計 20 10 3 3 1

*: IETF に提案中
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表３－１－３－ｃ－２ 論文、投稿、発表、特許リスト

題目・メディア等 時期

論文（国

際論文

誌）

IEICE Transactions, “ A Secure Authenticated Key Exchange 
Protocol for Credential Services”

H20.1

IEICE Transactions, “RSA-based Password-Authenticated Key 
Exchange, Revisited” 

H20.5

IEICE Transactions, “A New Security Architecture for Personal 
Networks and Its Performance Evaluation” 

H20.7

Journal of Communications and Networks, “New Security 
Layer for OverLay Networks (Invited Paper)” 

H21.6

IEICE Transactions, “An RSA-Based Leakage-Resilient 
Authenticated Key Exchange Protocol Secure against 
Replacement Attacks, and Its Extensions” 

H22.6

（国際

学会）

2007 Hawaii and SITA Joint Conference on Information Theory 
(HISC’07), “Establishing Authenticated Anonymous 
Communications in IPv6 Networks” 

H19.5

7th International Conference on ITS Telecommunications 
(ITST2007), “Secure AAA and Mobility for Nested Mobile 
Networks” 

H19.6

ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design 
and Implementations (PLDI2009), “Implementation of the 
Memory-safe Full ANSI-C Compiler” 

H19.6

2nd Joint Workshop on Information Security (JWIS2007), 
“Adding Authentication to Key Agreement using ESPAR” 

H19.8

18th Annual IEEE International Symposium on Personal, 
Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC’07), 
“Protocols for Authenticated Anonymous Communications” 

H19.9

2nd International Workshop on Security (IWSEC2007), “A 
Secure Threshold Anonymous Password-Authenticated Key 
Exchange Protocol” 

H19.10

10th International Symposium on Wireless Personal 
Multimedia Communications (WPMC 2007), 

H19.12
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“Purpose-restricted Anonymous IPv6 Communications with 
Scalable Application Servers” 
2010 International Symposium on Information Theory and its 
Applications (ISITA2010), “How to Distinguish On-line 
Dictionary Attacks and Password Mis-typing in Two-Factor 
Authentication” 

H22.10

（国内

学会）

JSSST Symposium on Programming and Programming 
Languages (PPL2007), “Type-safe Linking of C Programs” 

H19.3

IEICE Technical Report ISEC2007-37, “On Anonymous 
Password-Authenticated Key Exchange” 

H19.7

Computer Security Symposium 2007 (CSS2007), “Outline of 
Leakage-Resilient Authentication and Data Management 
System (Single Mode)” (In Japanese) 

H19.10

30th Symposium on Information Theory and Its Applications 
(SITA2007), “Outline of Leakage-Resilient Authentication and 
Data Management System (Cluster Mode)” (In Japanese) 

H19.11

2008 Symposium on Cryptography and Information Security 
(SCIS2008), “ RSA-based Password-Authenticated Key 
Exchange, Revisited - Yet Another Anti-Phishing 
Authentication Scheme –” 

H20.1

2008 Symposium on Cryptography and Information Security 
(SCIS2008), “ EAP and PANA-based Protocols for 
Authenticated Anonymous Communications”

H20.1

発表（招

待講演）

Special Session on Security and WSNs in PIMRC’07, 
“Introduction to Next Generation Authenticated Secure 
Channels -- PAKE/LR-AKE” 

H19.9

10th International Symposium on Wireless Personal 
Multimedia Communications, “How To Cope With Information 
Leakage in The Ubiquitous Environment”

H19.12

Third International Workshop on Wireless Personal and Local 
Area Networks (WILLOPAN2008), “A Security Framework for 
Personal Networks”

H20.1

Programming and Programming Language (PPL) Summer 
School, “Fail-Safe C / A view on software security 
vulnerabilities and its countermeasures.” (In Japanese)

H20.9

RSA Conference Japan, “Fail-Safe C: to improve security/safety H21.6
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３－２－ｃ 目標の達成度

表３－２－ｃ．目標に対する成果・達成度の一覧表

要素技術 目標・指標 成果 達成度

アカウント処

理の高度化

「短い文字列のみを利用して安

全に登録作業を完了させる枠組

み」をその安全性を損なうこと

なく負荷と通信量を削減する手

法・最適な変数の組およびその

実装方法の検討を行う。また、

利用者が記憶しなければならな

い短いパスワードを、安全性を

損なうことなく長期間利用でき

るようにするための方式、記録

情報の書き換えにも強い新たな

方式を提案する。これらについ

て論文の執筆、特許出願、プロ

トタイプの作製を行う。

新方式の提案および

評価を行いそれらの

成果を特許出願する

と共に論文にまとめ

た。プロトタイプを作

成。ベンチャー企業を

設立し商用に耐え得

るサービスの提供を

開始。

達成

利用プロファ

イルの策定と

実現

情報漏えいに堅牢な認証・デー

タ管理方式の応用例とその実現

方法の検討を行うと共に、それ

らのプロトタイプ実装を行う。

プロトタイプを作成。

ベンチャー企業を設

立し商用に耐え得る

サービスの提供を開

始。

達成

ソフトウェア

の安全な実

装・検証手法

既存プログラムの動作の安全性

を確実に保証するソフトウェア

システムのプロトタイプを作製

する。

実用プログラムを動

作させることのでき

るプロトタイプ実装

の作製。

達成

of existing programs in the C language.” (In Japanese) 
特許（出

願済み）

出願 No.2007-280297 短い系列を用いた認証システム H19.10

審査中

出願 No.2008-110756 ＲＳＡをベースにしたパスワード認証シス

テム及びその応用

H20.4

審査中

出願 No.2008-118729 二要素認証システム H20.4

審査中
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４－ｃ 事業化、波及効果について

４－１－ｃ 事業化の見通し

本事業では、情報漏えいに堅牢な認証・データ管理システムとソフトウェアの安全な

実装・検証手法に関する研究開発を行っている。前者の研究成果およびプロトタイプ実

装成果は、既存の認証システムやデータ管理システムが抱えているさまざまな問題を解

決でき、後者のプロトタイプの実装は、メモリ操作に起因する脆弱性を、ソースコード

を書き換えることなく完全に排除することが可能である。

前者の利用主体は、認証システムおよび保存データを利用するサービスの利用者、管

理者、サービス提供者である。成果の事業化に関しては、２０１０年の４月にベンチャ

ー企業を設立し、商用サービスおよびサポートの提供を開始すると共に、各種アプリケ

ーション開発者が容易に提案方式を導入できるようにするための API の整備を進めて

いる。また、現在、産総研内において、本開発システムを応用したイントラへの VPN 接

続サービスと、鍵やパスワードなどをオンライン上で安全に分散保存サービスの運用試

験を行っており、後者については、今後、広く一般ににも運用試験の範囲を拡張する予

定である。利用主体に広く浸透するまでにおよそ１，２年程度を要すると思われる。

後者についてはオープンソースソフトウェアとして一般に広く供するとともに、サー

バ・アプライアンス等の複数の環境に適応して製品に実際に用いることで、インターネ

ット上の情報システムの安全性の向上に役立てる。オープンソースソフトウェアとして

の提供は 2008～2009 年を想定しすでに達成している。現在までに 1400 回以上のダウ

ンロードが行われている他、再委託先の 1つであった株式会社レピダムとともに、実用

化を見据えた拡張を実装中。同社とともにンチャー事業の立ち上げを検討している。

４－２－ｃ 波及効果

情報漏えいに堅牢な認証・データ管理システムは、エンティティ認証およびデータの

暗号化を必要とする全てのサービスで利用でき、その波及効果としては、情報漏えい時

の被害額の低減、フィッシング詐欺被害件数の低減などが期待できる。また、成果の高

度化として以下の分野での導入が期待できる。

� クライアント側の計算量が小さい特徴を生かしたスマートカードやユビキタスデ

バイスなどでの利用

� 短い系列を安全に利用できることから、生体情報から抽出・作成した固定鍵との連

携

� サーバ側からの情報漏えいに強いことから、クラウドや今後大量の利用者アカウン
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トを扱うことが求められている認証サーバ、ＩＤ連携やＩＤ管理における ID 
Provider での利用

� 保存情報の漏えいに強い性質や、ノード間の相互認証が可能な性質を応用した

NAS (Network Attached Storage)や SAN (Storage Area Network)などの分散ネ

ットワークストレッジシステムやクラウドストレージへの応用

ソフトウェアの安全な実装・検証手法に関する研究に関しては、本処理系を利用する

ことによりサーバへの不正コード挿入を未然に防ぐことができるほか、オープンソース

ソフトウェアとしての公開により、言語システムによる自動的なソフトウェア安全性の

実現などについて、一般プログラマ・システム開発者への啓蒙効果も期待される。

５－ｃ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等

５－１－ｃ 研究開発計画

表５－１－A．研究開発計画

年度

要素技術

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

予算額 ０．３５億円 ０．６４億円 ０．６９億円

情報漏えいに堅

牢な認証・データ

管理方式

ソフトウェアの

安全な実装・検証

手法

項目１－１：コアモジュールの調査

項目１－２：新方式の提案と安全性評価および実現可能性の検討

項目１－３：コアモジュールの負荷分析と処理の軽減

項目１－４：冗長化の検討と実現

項目１－５：アカウント処理の高度化

項目１－６：利用プロファイルの策定と実現

項目２－１：ソフトウェアの安全な実装・検証手法

中間評価

項目 1-1

項 目

項目 1-3 

項目 1-4 

項目 1-5 

項目 2-1 

項目 1-6 
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５－２－ｃ 研究開発実施者の実施体制・運営

本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、（独）産業技術総合研究所が経済

産業省からの委託を受けて実施した。また、再委託先として（株）レピダム、（株）ア

ントレンド、（株）AXSEED が参加した。

また、研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダ

ー（古原和邦 主幹研究員）、サブリーダー（大岩寛 研究員）を設置するとともに、事

業の推進・評価・助言を行うため、有識者からなる新世代情報セキュリティ研究開発事

業推進委員会を設置した。

事業期間 2.5 年間で、記録データが漏えいしたとしても利用者への成り済ましや保存

データの復元を困難とする技術、および、既存のプログラムを変更することなくメモリ

ー操作の不備に起因するマルウェア侵入を防止する技術の開発を行い実用化への目途

を立てた。成果に関しては WEB ページでも公表すると共に、各種イベントにおいてプロ

トタイプのデモ展示なども行っている。
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図５－２－１．研究開発実施体制

経済産業省（ＭＥＴＩ）

（独）産業技術総合研究所

情報セキュリティ研究センター

プロジェクトリーダー：古原 和邦

サブリーダー：大岩 寛

・方式の調査・研究・検討

・仕様の策定検証

・安全性の評価

再委託

新世代情報セキュリテ

ィ研究開発事業推進委

員会

株式会社レピダム

・ソフトウェアの安全な実装・検証手法に関する

プロトタイプ作製支援

株式会社アントレンド

・漏えい情報を利用したオンライン全数探索の検

知アルゴリズムプロトタイプ実装支援

評価

補助

株式会社 AXSEED 
・クライアント／サーバプロキシの設計および作

成支援
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５－３－ｃ 資金配分

表５－３－ｃ．資金度配分 （単位：百万円）

年度 平成 １７ １８ １９ 合計

コアモジュールの調査 5 0 0 5

新方式の提案と安全性評価および実現可

能性の検討

13 0 0 13

コアモジュールの負荷分析と処理の軽減 0 8 0 8

冗長化の検討と実現 0 15 0 15

アカウント処理の高度化 0 9 9 18

普及に向けたより現実的な利用プロファ

イルの策定と実現

0 0 26 26

ソフトウェアの安全な実装・検証手法 17 32 34 83

合計 35 64 69 168

５－４－ｃ 費用対効果

本事業は、既存方式では実現し得なかった新たな機能を、その安全性やパフォーマン

スの評価を含めて一から練り上げるものであり、その作業には専門家による知的貢献に

加えて膨大な量の実装・検証作業を要する。以下で説明するとおり、実用化された技術

を必要とする市場規模は非常に大きく、その費用対効果は実用化された技術の普及状況

に大きく依存する。本研究開発成果は、ベンチャー企業を設立し、商用サポートも開始

しているが、現状、実用化された技術が革新的なものであることもあり、知名度は必ず

しも高いとは言えず、知名度の向上と利用者・管理者に慣れてもらうための工夫が課題

となっている。デモ展示、実証実験、標準化提案商用サービスの開始などを通して新技

術普及のための努力を行っており、これにより更なる波及効果が期待されると考えるい

る。

５－５－ｃ 変化への対応

情報漏えいに堅牢な認証・データ管理方式については、既存方式との比較を行い、従

来のパスワード認証方式と比べ情報漏えい耐性の向上と引き換えに犠牲になっていた
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利便性への対応を行った。

ソフトウェアの安全な実装・検証手法に関する研究に関しては、研究期間終了後の実

用化への取り組みを継続するにあたり、特に計算機環境が年々進歩し普及する技術が変

わってゆくことを踏まえ、世間の動向に追従できるよう研究開発を進めている。具体的

には、研究開発事業時と比較して CPU の 64 ビット対応が大きく進んだことを踏まえ、

新たに Intel/AMD 各社の 64 ビット環境への対応などを研究開発項目に加えた。
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ｄ 組込みシステムのセキュリティ評価に必要となるハイエンドな技術開発

１－ｄ 事業の目的

組込みシステム、特に IC カードには、それを動作させた際に物理的に漏れる情報を

利用した脆弱性があることが知られている。現在、これらの脆弱性に対応する方法とし

て、評価機関において、評価対象を実際に動作させ、そこで得られるデータを基に安全

性を評価する実地的評価が行われている。これらの評価の基準は現在技術的に進んでい

る欧州を中心に決定され、我が国の関連製品も欧州にて評価、認証を受けている現状が

あり、日本固有のシステムに対する評価手法が確立されにくいこと、あるいは、製品開

発から市場投入までの時間が欧州の製品に比して多くかかることなど、問題点が指摘さ

れている。これを背景として、日本にも世界に通用する評価体制を構築する必要が認識

されており、それを可能にする（１）人材育成、（２）世界に信用される評価手法の開

発、さらに、（３）継続的に評価手法の研究開発が可能となる環境の確保、の三点が急

務の課題となっている。そこで、本事業ではそれぞれの課題に対し、

（１）欧州の機関で行われている評価手法のキャッチアップによる人材育成

（２）LSI 動作の際の発光現象に注目した評価技術開発

（３）最先端の評価環境の構築・運用

の３つの内容について実施した。

２－ｄ 研究開発目標

２－１－ｄ 研究開発目標

「新世代情報セキュリティ研究開発事業」では、情報技術の社会基盤化にともな

い情報システムに起因する事故が、経済活動全体の停滞や国民全体の生命・財産 そ

のものに関わるリスクをもたらしかねない状況が生まれつつあることから、これま

での対症療法的な対策だけではなく、長期的な視点に立って根本的な問題解決を目

指した研究開発を実施することとしている。このような情勢を踏まえて平成 21 年

度に選定された研究開発テーマのひとつが「組込システムに対するセキュリティ評

価技術の研究開発」である。近年、DVD レコーダ、乗車カード (Mifare)、自動車

鍵 (KeeLoq, TI DST) 等の脆弱性の報告が相次ぎ、IC カードを含む組込シ ステム

のセキュリティ確保が国内外における大きな課題となっている。

そこで本研究開発テーマでは、日本における組込システムセキュリティ評価の体

制作りに技術面から貢献するために、IPA CC タスクフォースおよび IC システ ム
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セキュリティ協会 (ICSS-JC) と連携しつつ、組込システムのセキュリティ評価制

度に必要となるハイエンドな技術開発を目的とする。

1. 欧州の機関で行われている評価手法のキャッチアップによる人材育成

企業研究員を産総研で採用し、産総研研究員と共に充実した環境の下で既存攻

撃手法の試験技術開発を実施する。具体的には、海外評価機関への訪問や国内外

の学会への参加を通じての動向調査およびレーザー照射機能を付与したマイク

ロプローバ検査装置の治具・試作等を行い試験技術の開発を行う。また、国内チ

ップベンダの製品を用い、招聘した欧州技術者と CC に 基づく脆弱性分析を試

行する。これにより、対策技術のコスト感覚に優れた メーカー技術者とCC 評価

体制下のテストラボにおけるテスト要員の育成を狙う。

2. LSI動作の際の発光現象に注目した評価技術開発

日本の独自性が強い組込システム分野に対して集中的に新しい攻撃手法およ

びその対策技術の研究を行い、欧州の CC 評価基準(JHAS)にインパクトを与える

ことを目指す。具体的にはEM 法に基づく Side Channel 攻撃の評 価手法として

TriPHEMOS を用いる手法の研究を実施する。

3. 最先端の評価環境の構築・運用

産総研が既に所有する研究設備(つくば地区施設および浜松ホトニクス製

TriPHEMOS 等)に加えて、最新の知見を導入した Fault Injection 攻撃および

Side Channel 攻撃の評価に必要な装置の仕様策定および機器の選定を行い、最

先端の評価環境を構築する。また、整備した設備を用いた脆弱性評価 手法の研

究も行う。

２－２－ｄ 全体の目標設定

表 2-1．全体の目標

目標・指標 設定理由・根拠等

日本における組込システムセキュリティ

評価の体制作りへの技術面からの貢献

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)CC

タスクフォー スにおける、日本におい

て国際市場で信頼されるセキュリティ

評価体制を 2010 年度末までに整備す

るという目標に対し、技術的側面におい

て、（１）現状の把握、（２）評価を可

能にする技術的環境整備、および、（３）
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将来的な展望を持ったハイエンドな技

術開発は、必要不可欠であったため。

２－３－ｄ 個別要素技術の目標設定

表 2-2．個別要素技術の目標

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等

欧州の機関で行われてい

る評価手法のキャッチア

ップによる人材育成

欧州の評価機関で現状行

われている消費電力攻撃

の仕組みと手順について、

将来国内評価者になる可

能性のある人材が習得す

る機会として、海外招聘者

による講習会を実施。

独立行政法人情報処理推進機

構(IPA)CC タスクフォー ス

における、日本において国際

市場で信頼されるセキュリテ

ィ評価体制を 2010 年度末ま

でに整備するという目標に対

し、国内評価者の育成の必要

があるため。

LSI 動作の際の発光現象

に注目した評価技術開発

現在、欧州などで検討が進

められている電磁波放出

によるサイドチャネル脆

弱性に対する評価方法に

対し、より網羅的に評価す

ることができる発光現象

に注目した手法について

技術開発を行い、両者の定

量的な比較。

欧州などで検討が進められて

いる電磁波を用いたサイドチ

ャネル攻撃に対する評価手法

は、すでに幾つか提案されて

いるが、それぞれの評価手法

の性能や有効性について、一

致した見解が存在していな

い。電磁波を用いたサイドチ

ャネル攻撃の脅威やその対策

技術をより詳細に評価する手

法の開発が課題となっている

ため。

最先端の評価環境の構

築・運用

故障印可攻撃およびサイ

ドチャネル攻撃の評価に

必要な装置の仕様策定お

よび機器の選定と評価環

境の整備。

評価作業に必要な機微な情報

を扱うために必要な安全性の

確保された作業スペースにお

いて、欧州などで行われてい

る現状の評価を同レベル以上

で実施できる研究開発環境を

国内に整備することにより、

評価事業における世界的な信

頼を確立することが、相互認
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証制度の速やかな達成などに

向けて必要な課題であるた

め。

３－ｄ 成果、目標の達成度

３－１－ｄ 成果

３－１－１－ｄ 全体成果

以下、個別要素技術成果で説明する成果は、欧州 JHAS に対して日本の技術力を

アピールするものであり、セキュリティ評価制度への相互運用に向けて貢献できる

と期待される。また、本成果で得られた技術的知見はセキュリティ評価制度を運用

する上で役立つと期待でき、今後の日本におけるセキュリティ評価技術の発展と人

材育成にも貢献するものと考えられる。

３－１－２－ｄ 個別要素技術成果

（１）欧州の機関で行われている評価手法のキャッチアップによる人材育成

既存攻撃手法としてサイドチャネル攻撃、ElectroMagnetic Analysis(EMA) お

よびレーザーによる Fault Injection 攻撃の調査研究を行った。また、国内チッ

プベンダの製品を用い、招聘した欧州技術者と共に CC に基づく脆弱性分析の試

行を実施、さらに、評価用施設および評価技術について ICSS-JC 参加企業に展開

し、技術者への情報提供を行った。具体的には、Thales Security Systems （DCSSI

より認定されたセキュリティ評価機関(仏)）Jean-Christophe Courrege 氏を招聘。

H２１年２月２日より２７日まで、沖エンジニアリング株式会社本社 cbu プロジェ

クト室にて、講習会を行い、下記評価対象について、実際に DPA 攻撃を実施し、

参加者ほとんどが DPA 攻撃の成功体験を得ることができた。

評価対象(TOE)のチップは、IC カードにチップ評価実験専用 DES 暗号ソフトウ

ェアが搭載されたものであり、仕様は下記の通り。

実装されている APDU コマンド:

1. DES 暗号鍵設定コマンド

2. DES 暗号実施コマンド

3. DES 暗号実施結果出力コマンド（Get Response）

動作電圧:クラス A(5 Volts)およびクラス B(3 Volts)
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パッケージ形状: DIP

（２）LSI 動作の際の発光現象に注目した評価技術開発

EMA 評価について、EMA 評価の理論的モデルを構築し、電磁波観察と発光観察

について、各手法を用いた評価技術について定量的な比較検討を行った。また

TriPHEMOS を用いた発光観測により、DES の鍵導出に成功した。さらに、レーザ

ーを用いた効率的な評価手法を示した。それぞれの概要については、以下の通り。

詳細については H21 年度報告書を参照のこと。

a. EMA 評価の理論的モデルの構築

チップ上に電流が流れる様子を、２次元平面上に渦電流がランダムに配置し

た状況でモデル化（渦の平均的な大きさは、チップのアーキテクチャに依存）、

このような渦電流が作る電磁場を測定した際に、ターゲットとなる渦電流の向

きが異なる状況を判別できる能力を、電磁波の伝搬方程式を解くことにより定

量的に評価した。従来の EMA 評価には、電磁波測定による空間分解能について

定量的な扱いが議論されておらず、プローブの設計指針やそれが達成する測定

能力の見積もりについて、heuristic な議論に終始していたことから、EMA 評

価技術の発展についても、本研究で確立したモデル化とそれを用いた効果見積

もり手法の果たす役割は大きいと考えられる。

b. 電磁波観測と発光観測の比較

上記の EMA 評価の理論的モデルを用いて、電磁波観察と発光観察について、

各手法を用いた評価技術について定量的な比較検討を行った。それぞれの測定

について、上述のターゲットとなる渦電流が異なる状況における判別能力を SN

比に換算して比較した。発光解析には単一光子検出の不確実性、電磁波観測に

は、プローブ径を小さくした際に高周波成分の信号ゲインを十分に得ることに

対する困難性が存在しているが、お互いの弱点であるこれらの点を考慮しても、

基本的には光学分解まで空間分解能をあげることができる Tri-PHEMOS を用い

ることにより、より空間分解能の高い EMA を実行するのと同じ効果を期待でき

る意味で、その優位性を確認することができた。

c. 発光観測による DES の鍵導出

上記（１）で用いた同等のチップを用いて、発光観測データを用いた差分攻

撃を実行した。チップを動作させるための知識の他は、チップ上の回路配置等

に関する事前知識を前提としないセミブラックボックス攻撃として実行、ラン

ダムに生成した 4000 個の平文について、各平文あたり 600 回の繰り返し動作

を実行し、取得した発光データを用いた DES の鍵導出を実施した。その結果、

攻撃に有効なエリアがあることを発見、このエリア内で、消費電力攻撃に用い

られるものと同じ相関関数を用いて発光との相関を計算することにより、鍵の
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推定に成功できることを実験的に示した。

（３）最先端の評価環境の構築・運用

Fault Injection 攻撃およびサイドチャネル攻撃に必要な装置(レーザー等)

の仕様策定と機器を選定し、これを元に産総研内へ評価用環境を整備、評価用施

設としての運用を開始した。

３－１－３－ｄ 特許出願状況等

表 3-1．特許・論文等件数

要素技術 論文数 論 文 の 被

引用度数

特 許 等 件

数（出願を

含む）

特 許 権 の

実施件数

ラ イ セ ン

ス供与数

取 得 ラ イ

センス料

国 際 標 準

への寄与

欧州の機関で

行われている

評価手法のキ

ャッチアップ

による人材育

成

0 0 0 0 0 0 0

LSI 動作の際

の発光現象に

注目した評価

技術開発

0 0 0 0 0 0 0

最先端の評価

環境の構築・運

用

0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0



- 130 - 
 

表 3-2 論文、投稿、発表、特許リスト

３－２－ｄ 目標の達成度

表 3-3．目標に対する成果・達成度の一覧表

要素技術 目標・指標 成果 達成

度

欧州の機関で

行われている

評価手法のキ

ャッチアップ

による人材育

成

欧州の評価機関で現状行われ

ている消費電力攻撃の仕組み

と手順について、将来国内評

価者になる可能性のある人材

が習得する機会として、海外

招聘者による講習会を実施

今回講習に用いた TOE の

チップに対し、ほとんどの

参加者が、DPA 攻撃の成功

体験を獲得する機会を

得た。

達成

LSI動作の際の

発光現象に注

目した評価技

術開発

現在、欧州などで検討が進め

られている電磁波を用いたサ

イドチャネル攻撃に対する評

価方法に対し、より空間分解

能のよい情報を取得すること

ができる発光現象に注目した

手法について技術開発を行

い、両者の定量的な比較。

ターゲットとなる回路を

特徴づける一般的なパラ

メータ（代表的なゲート長

や配線幅など）により、現

在行われている微小なア

ンテナを用いた EM 法の解

析能力を、評価することが

できる解析モデルの開発

を行った。

発光観測による DES の鍵

導出成功した。

達成

最先端の評価

環境の構築・運

用

故障印可攻撃およ び サイド

チャネル攻撃の評価に必要な

装置の仕様策定および機器の

選定と評価環境の整備。

故障印可攻撃およびサイ

ドチャネル攻撃に必要な

装置(レーザー等) の仕

様策定と機器を選定。産

達成

題目・メディア等 時期

論文 該当なし

投稿 該当なし

発表 該当なし

特許 該当なし
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総研内へ評価用環境を整

備、評価用施設としての

運用を開始した。

４－ｄ 事業化、波及効果について

４－１－ｄ 事業化の見通し

本研究の成果は、現在 IC システムセキュリティ協会 (ICSS-RT)において進められて

いるチップセキュリティ評価体制の構築後、その評価機関やテストベンダーなどに利用

されることを想定している。

特に、発光観察を用いた評価手法については、現在欧州で行われている評価技術と比

較しても、先進的な内容となっており、本評価手法の評価事業中での利用に関しては、

まずは、現在評価基準を実質的に決定している欧州協議体（JHAS）等への国内発の技術

としてインプット、議論を行った後、評価事業者が実行可能なルーチン業務としてブレ

ークダウンして行うことが想定される。今年度（2010 年度）になって、運良く、本研

究開発技術の先見性が示される形で、欧州の有力評価事業者のターレス（仏）より、同

様の技術の提案が行われ現在競合している状況にある。事業化の動きも加速することが

期待されるため、欧州をはじめとする今後の展開について注意が必要な状況にあり、今

後、ターレス社との協力も含め、事業化に向けた展開を検討したい。

また、産総研施設の利用については、共同研究を超えた形の事業利用については、制

度面からの調整も含めて検討が必要な状況にある。

４－２－ｄ 波及効果

開発したセキュリティ評価技術を関連企業研究や研究所に公開、ブラッシュアップを

行い、さらに強固なセキュリティ評価技術を開発するとともに、今後のセキュリティ評

価事業に盛り込むことで国際的なイニシアティブを取る、などの波及効果が想定される。
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５－ｄ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等

５－１－ｄ 研究開発計画

表 5-1．研究開発計画

実施項目／年度 ２０ ２１

欧州の機関で行われ

ている評価手法のキ

ャッチアップによる

人材育成

人材育成講習会など

LSI動作の際の発光現

象に注目した評価技

術開発 新攻撃手法の研究開発など 新攻撃手法・対策技術の研究開発など

最先端の評価環境の

構築・運用

仕様検討、整備開始 評価環境整備
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５－２－ｄ 研究開発実施者の実施体制・運営

本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、産業技術総合研究所が全体を管理

し、研究開発を実施し、（１）既存攻撃手法の試験技術開発と人材育成については電子

商取引安全技術組合（ECSEC）へ、（２）新攻撃手法の研究開発において行った電磁波解

析手法の技術調査および分析については中央大学へ再委託を行うことで、適切な役割分

担の下、効果的に実施した。

また、研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダ

ー（産業技術総合研究所 大塚玲）を設置するとともに、進捗に応じたアドバイスを得

るため、早稲田大学 中島一郎教授を座長とする評価委員会を設置した。

図 5-2．研究開発実施体制

５－３－ｄ 資金配分

表 5-3．資金度配分 （単位：百万円）

年度 平成 ２０ ２１ 合計

欧州の機関で行われている評価手法のキ

ャッチアップによる人材育成

20 0 20

LSI 動作の際の発光現象に注目した評価

技術開発

40 60 100

最先端の評価環境の構築・運用 40 40 80

合計 100 100 200

研究開発実施機関

産業技術総合研究所

（プロジェクトリーダー

産業技術総合研究所 大塚玲研究チーム長）

中央大学

電子商取引安全組合（ECSEC）

再委託

評価委員会

（委員長 早稲田大学教授 中島一郎）
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５－４－ｄ 費用対効果

組込システムの安全性確保は、ＩＴ製品全体においても重要な課題である。しかしな

がら、組込システムは多様化かつ複雑化しており、システムを開発する個別企業等が単

独で必要なセキュリティ対策を全て講じるのは困難であり、国が共通基盤的な組込シス

テムの安全性検証、評価手法の開発し、標準化を実施することは、非常に有益かつ効率

的である。また、上記「事業化・波及効果」の通り、国際的な評価基準の策定に貢献し、

プレゼンスを高めることにより、我が国における評価事業の国際競争力の向上にも貢献、

その効果は大きい。

５－５－ｄ 変化への対応

特になし
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ｅ ゼロデイ攻撃の検知技術と対策技術に関する研究開発

１－ｅ 事業の目的

既存 OS(Windows) のゼロデイ攻撃の検知技術と対策技術に関する研究開発を行う。

既存の Windows では検出および防御できないゼロデイ攻撃に対して、「振舞いから異

常動作を解析」し、「仮想マシンモニタでデバイス制御」することより情報漏洩、改竄

を防止する技術を開発する。

ゼロデイ攻撃では識別する情報（シグニチャ等）のない未知の攻撃のため、これを検

出する技術として振舞い解析を開発する。また、既存の Windows の起動時に Windows
にできるだけ変化を認識されることなく外部から挿入可能な仮想マシンモニタを開発

し、この仮想マシンモニタでハードウェアのデバイス制御が行えるようにする。攻撃を

検出した場合、仮想マシンモニタにより、デバイスの停止からハードディスクの書込み

のロールバックなど柔軟な制御を行うシステムを開発する。

２－ｅ 研究開発目標

２－１－ｅ 研究開発目標

既存 OS(Windows)へのゼロデイ攻撃の検知技術と対策技術に関する研究開発を行う。

検出および防御できないゼロデイ攻撃に対して、「振舞いから異常動作を解析」し、「仮

想マシンモニタでデバイス制御」することより情報漏洩、改竄を防止する技術を開発す

る。

ゼロデイ攻撃では識別する情報（シグニチャ等）のない未知の攻撃のため、これを検

出する技術として振舞い解析を開発する。また、既存の Windows の起動時に Windows
にできるだけ変化を認識されることなく外部から挿入可能な仮想マシンモニタを開発

し、この仮想マシンモニタでハードウェアのデバイス制御が行えるようにする。攻撃を

検出した場合、仮想マシンモニタにより、デバイスの停止からハードディスクの書込み

のロールバックなど柔軟な制御を行うシステムを開発する。
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２－２－ｅ 全体の目標設定

全体の目標設定およびその根拠を表１にまとめる。

表１．全体の目標

目標・指標 設定理由・根拠等

ゼロデイアタックを受けると既存 OS では

ネットワークを通した情報漏洩やハードデ

ィスクの内容の改竄が行われる。本提案で

は、Windows のシステムコールの挙動解析

を行い、異常挙動を検出できる技術を開発

する。また、異常挙動が起こった場合、仮

想マシンモニタを通してハードディスクの

書込みを仮想化し、ユーザの確認が済むま

でハードディスクには変更を反映しないこ

とやネットワークの瞬時切断など、ユーザ

の利便性に合った対応を設定できるように

する。

実装においてはオープンソースソフトウェ

アの活用を図りながら、ビジネス連携など

に必要な分はクローズドソフトウェアとし

て開発する。

既存 OS(主に Windows)を狙ったゼロ

デイ攻撃が増えており、識別情報ベ

ースのセキュリティでは対処できな

い。このため、異常挙動解析による

ゼロデイ攻撃対策が提案されている

が、多くはアプリケーションから認

識されるレベルで挙動解析ソフトウ

ェアを組み込むために攻撃者に対し

て情報を与えることになり、有効で

はない。攻撃者に認識されない対処

が必要となるため、仮想計算機ベー

スの対策が研究ベースで進められて

いるが、仮想計算機のみでは解析情

報が不十分であり、OS のカーネルレ

ベルと連携した対処が望まれてい

る。

攻撃の対処においても単純な OS 停

止ではユーザの利便性を損ねる。ゼ

ロデイ攻撃が発覚した場合、ハード

ディスクの内容を攻撃以前の状態に

ロールバックする手法やネットワー

クの強制停止からファイアウォール

による制御など柔軟性を持ち、ユー

ザの利便性を損ねずに外部への被害

を抑える対処技術が望まれている。
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２－３－ｅ 個別要素技術の目標設定

個別要素技術の目標設定およびその根拠を表２にまとめる。

表２．個別要素技術の目標

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等

Windows 上での異常挙動

検出

Windows のシステムコー

ルAPI履歴(OSとのやり取

り履歴)からゼロデイ攻撃

の異常挙動を検出する技術

を開発する。レジストリや

ファイルの変更を監視する

モニタを作成し、それから

検出した情報を統合して、

ゼロデイ攻撃の異常動作を

検出する。これらの情報は

多量になるので効率的に検

出するためのフィルタを作

成する。フィルタを通した

検出手法としては、動作の

シーケンスから類推する手

法、および本来の状態遷移

より外れたら異常動作とし

て検出する方法などを開発

する。

既存 OS(主に Windows)を狙

ったゼロデイ攻撃が増えて

おり、識別情報ベースのセキ

ュリティでは対処できない。

このため、異常挙動解析によ

るゼロデイ攻撃対策が提案

されているが、Windows ア

プリケーションの多くがソ

ースコードを開示していな

いため、異常動作検出はその

アプリケーションの API シ

ーケンスが学習から行うこ

とになる。API は多量に呼ば

れるためにその状態遷移を

効率的に集めること、および

API シーケンスの状態遷移

から異常挙動を検出する手

法の開発が必須となる。

仮想マシンモニタインサ

ーション

仮想マシンモニタが既存の

Windows に影響を与えず

に USB メモリなどの外部

から起動時に挿入できる方

式を開発する。ユーザから

見れば通常の Windows で

あるが、ゼロデイ攻撃が検

出された場合はハードウェ

アレベルの仮想化を通し

て、ロールバックやネット

ワークの閉鎖などを行う。

ゼロデイ攻撃があった場合

の対処をOS上で行うことは

攻撃者に対して情報を与え

ることになり、有効ではな

い。OS よりハードウェアに

近い下位レベルに仮想マシ

ンモニタを挿入し、仮想マシ

ンでゼロデイの対処を行う

必要がある。この仮想マシン

モニタは既存の Windows の

再インストールなどの利便
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性を損なわずに挿入する必

要がある。

仮想マシンモニタによる

インシデント情報通知と

デバイス制御・動的防御

Windows と仮想マシンモ
ニタが協調して行うため

に、ゲスト OS(Windows)
のメモリインシデント情報

をホスト OS(管理 OS)へ通
知するシステムを構築す

る。デバイス制御について

は、仮想マシンモニタとゲ

スト OS による柔軟な情報
漏洩防止と改竄防止の機構

を開発する。ネットワーク

からの情報漏洩に対して

は、仮想マシンモニタによ

るネットワークの抑制が行

えるようにする。ハードデ

ィスクの改竄防止に対して

は仮想マシンモニタによる

ロールバックする仕組みを

開発する。

攻撃者に感知されないよう

に、Windows のシステムコ
ール API の履歴をから仮想
マシンモニタ伝え、振舞い解

析を依頼する機構が必要で

ある。また、ゼロデイ攻撃の

対処もOSが関与せずに仮想
マシンモニタで行い、ある一

定時間前の状態に戻すロー

ルバックやデバイス自体を

閉鎖するなどの対処が必要

である。



- 139 - 
 

３－ｅ 成果、目標の達成度

３－１－ｅ 成果

３－１－１－ｅ 全体成果

Windows 上のゼロデイ攻撃をその振舞いから検出する技術、および検出した場合に

仮想マシンモニタが Windows をゼロデイ攻撃前に戻す技術を開発した。

この技術開発の為に

� 既存の Windows を変更することなく、仮想マシンモニタを起動時に挿入する技

術

� Windows の API の呼出しをモニタするツール

� Windows から API のログを通知するソフトウェア

� ログから振舞いを解析してゼロデイ攻撃を検出する技術

� 検出後、仮想マシンが Windows を攻撃前に戻す技術

を開発した。開発したソフトウェアはプロトタイプであったため、継続して改良を加

えており、セキュリティ研究機関への提供を予定している。

３－１－２－ｅ 個別要素技術成果

（１）Windows 上での異常挙動検出

平成 20 年度では図１に示すように Windows のシステムコール API をフックして

レジストリ、ファイル、メモリのアクセスをモニタするツールを開発した。

図１. Windows システムコール解析とモニタツールの関係

検出した Windows の System Call API からゼロデイ攻撃を検出するための技術を

作成した。取得する履歴情報は多量になるので効率性を考慮して実装した。

検出手法としては、悪意のある動作のシーケンスから類推する手法(ブラックリ
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ストベース)、およびプログラム本来の状態遷移より外れたら異常動作として検出

する方法（ホワイトリストベース）の技術を開発した。

具体的なゼロデイ攻撃の検出確認として既知のもの(SASSER 亜種、Blaster)と未

知のもの(Un-titled thread injection)を試し、検出することを確認した。検出精

度については、ソフトウェアのインストールは誤検知するが、その頻度は低いため

問題ないとした。

（２）仮想マシンモニタインサーション

管理 OS を含む仮想マシンモニタを既存の Windows に影響を与えずに組み込み方

式を開発した。既存の Windows を変更することなく、仮想マシンモニタ(Xen)を挿

入するために、USB 起動で仮想マシンモニタおよび管理 OS を立ち上げ、その後、仮

想マシン上で Windows を起動できるようにした。

通常の仮想マシンモニタは固有のデバイスモデルを持ち、物理デバイスとの異な

るため、仮想マシンモニタを挿入すると Windows 側のデバイスドライバ変更を要求

される。既存の Windows でデバイスの変更を行わなくてもよいように I/O

PassThrough 技術（Intel VT-d/ADM IOMMU などハードウェアの補助により、ゲスト

OS から直接デバイスを見られる技術）を利用して解決を図った。

（３） 仮想マシンモニタによるインシデント情報通知とデバイス制御・動的防御

Windowsのインシデントを仮想マシンモニタ経由で管理OSに通知する機能および

ゼロデイ攻撃を検出した場合、仮想マシンモニタがデバイスを動的に抑制する機能

を作成した。

Windows 上のレジストリモニタやファイルモニタからの API フック情報を仮想マ

シンモニタ(Xen)を通して管理 OS 側の解析ツールに通知する機能を開発した。図２

にその様子を示す。Windows API のフックは膨大な量になるので、毎回仮想マシン

モニタを経由して通知していたのでは切り替わりオーバーヘッドが大きく、

Windows の動作に支障をきたすため、ある程度バッファリングして送るようにした。

バッファリングは Windows のドライバ(Inform Driver)内に作成し、各モニタから

の API フック情報を蓄えて、定期的に管理 OS 側に通知する。API を毎回通知しない

ことにより、ゼロデイ攻撃に対する瞬時の対応ができないことが懸念されるが、解

析器においてもある程度の量がないと異常挙動を検出できないので、API フックの

度に送る必要はない。
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図２. インシデント通知機構

ハードディスクの更新を一時的にバッファリング技術である COW(CopyOnWrite)

技術を開発し、ゼロデイが起こった場合に破棄できる機能を作成した。また、定期

的にバッファリングした内容をハードディスクに書き出す機能やゼロデイ時に OS

の状態を攻撃前に戻るロールバックの機能も開発した。

３－１－３－ｅ 特許出願状況等

特許・論文等件数の概要を表３にまとめ、発表題目を表４にまとめる。

表３．特許・論文等件数

要素技術 論文数 論 文 の 被

引用度数

特 許 等 件

数（出願を

含む）

特 許 権 の

実施件数

ラ イ セ ン

ス供与数

取 得 ラ イ

センス料

国 際 標 準

への寄与

要素技術 1 6

要素技術 2 1

要素技術 3 6

計 13
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表４ 論文、投稿、発表、特許リスト

題目・メディア等 時期

論文 安藤類央, 高橋一志, 田端利宏, 須崎有康, 「統合仮想化システ

ムモニタを用いたマルウェアのプロファイリング」, マルウェア

対策研究人材育成ワークショップ 2009 (MWS 2009)

H21.10

安藤 類央, 井上 宣子, 須崎 有康,「Windows OS 上でのフィル

タドライバを用いたセキュアアクセス制御機構の構築」, コンピ

ュータセキュリティシンポジウム(CSS2009)

H21.10

安藤類央、Nguyen Anh Quynh、須崎有康, VM Introspection を

用いた Windows OS のメモリ上の異常挙動の可視化, 情報処理学

会 2009 年並列/分散/協調処理に関する『仙台』サマー・ワーク

ショップ （SWoPP 仙台 2009）, 2009/Aug/6

H21.08

Ruo Ando, Nguyen Anh Quynh, Kuniyasu Suzaki, A visualization

of anomaly memory behavior of full-virtualized Windows OS

using virtual machine introspection, The 2009 International

Conference on Information Security and Privacy (ISP-09),

Page. 13-16 of July 2009 in Orlando, FL, USA.

H21.07

安藤 類央、Nguyen Anh Quynh、須崎 有康、「Windows のメモリ

挙動モニタと Libvirt によるゼロデイ攻撃の検出システムの構

築」、暗号と情報セキュリティシンポジウム SCIS 2009 （大津）、

電子情報通信学会 情報セキュリティ研究専門委員会 （ISEC 研）

H21.01

安藤 類央、Nguyen Anh Quynh、須崎 有康、「仮想マシンモニタ

へのインシデント通知のための Windows OS 仮想化とデバッグ機

構の修正」、コンピュータセキュリティシンポジウム CSS 2008 (沖

縄)、情報処理学会 コンピュータセキュリティ(CSEC)研究会

H20.10

須崎有康、Nguyen Anh Quynh、安藤類央、「ゼロデイアタックに

対処するためにデバイス制御を行う仮想計算機」、コンピュータ

セキュリティシンポジウム CSS 2008 (沖縄)、情報処理学会 コン

ピュータセキュリティ(CSEC)研究会

H20.10

発表 Nguyen Anh Quynh, Kuniyasu Suzaki, Virt-ICE:

Next-generation Debugger for Malware Analysis, BlackHat USA

H22.07

Nguyen Anh Quynh, Kuniyasu Suzaki, Ruo Ando, eKimono:

detecting rootkits inside Virtual Machine, DeepSec2009,

2009/Nov/10. Vienna, Austria.

H21.11
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３－２－ｅ 目標の達成度

達成度を要素技術の達成度を表５にまとめる。

表５．目標に対する成果・達成度の一覧表

要素技術 目標・指標 成果 達成

度

Windows 上で

の異常挙動検

出

Windows の API 履歴からゼロ

デイ攻撃の異常挙動を検出す

る技術を開発する。レジストリ

やファイルの変更を監視する

モニタを作成し、それから検出

した情報を統合して、ゼロデイ

攻撃の異常動作を検出する。検

出手法としては、動作のシーケ

ンスから類推する手法、および

本来の状態遷移より外れたら

異常動作として検出する方法

などを開発する。

Windows のジストリやフ

ァイルのAPIの呼出しをモ

ニタするツールおよび、ロ

グから振舞いを解析してゼ

ロデイ攻撃を検出する技術

を開発した。検出手法とし

ては悪意のある動作のシー

ケンスから類推する手法

(ブラックリストベース)、
およびプログラム本来の状

態遷移より外れたら異常動

作として検出する方法（ホ

ワイトリストベース）の技

術を開発した。

達成

仮想マシンモ 仮想マシンモニタが既存の 管理 OS を含む仮想マシン 達成

Nguyen Anh Quynh, Kuniyasu Suzaki, Ruo Ando, Unified memory

forensic toolset for Virtual Machine, AV-Tokyo 2009,

2009/Oct/31.

H21.10

Nguyen Anh Quynh, Kuniyasu Suzaki, Ruo Ando, Memory forensic

and incident response for live virtual machine (VM), FrHack

2009, 2009/Sec/7 France.

H21.09

Nguyen Anh Quynh, Kuniyasu Suzaki, Ruo Ando, Detecting

rootkits inside Virtual Machine", Xcon 2009,

2009/August/18-19, China.

H21.08

Nguyen Anh Quynh, Kuniyasu Suzaki, Ruo Ando, Outspect: Live

Memory Forensic and Incident Response for Virtual Machine,

SysCan Singapole 2009, 2009/07/03

H21.07
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ニタインサー

ション

Windows に影響を与えずに

USB メモリなどの外部から起

動時に挿入できる方式を開発

する。ユーザから見れば通常の

Windows であるが、ゼロデイ

攻撃が検出された場合はハー

ドウェアレベルの仮想化を通

して、ロールバックやネットワ

ークの閉鎖などを行う。

モニタを既存のWindowsに

影響を与えずに組み込み

方式を開発した。既存の

Windows を変更することな

く、仮想マシンモニタ

(Xen)を挿入するために、

USB 起動で仮想マシンモニ

タおよび管理 OS を立ち上

げ、その後、仮想マシン上

でWindowsを起動できるよ

うにした。既存の Windows

でデバイスの変更を行わ

なくてもよいように I/O

PassThrough 技術（Intel

VT-d/ADM IOMMUなどハード

ウェアの補助により、ゲス

ト OS から直接デバイスを

見られる技術）を利用して

解決を図った。

仮想マシンモ

ニタによるイ

ンシデント情

報通知とデバ

イス制御・動的

防御

Windows と仮想マシンモニタ

が協調して行うために、ゲスト

OS(Windows)のメモリインシ

デント情報をホスト OS(管理

OS)へ通知するシステムを構

築する。デバイス制御について

は、仮想マシンモニタとゲスト

OS による柔軟な情報漏洩防止

と改竄防止の機構を開発する。

ネットワークからの情報漏洩

に対しては、仮想マシンモニタ

によるネットワークの抑制が

行えるようにする。ハードディ

スクの改竄防止に対しては仮

想マシンモニタによるロール

バックする仕組みを開発する。

Windows 上のレジストリモ

ニタやファイルモニタか

らのAPIフック情報を仮想

マシンモニタ(Xen)を通し

て管理 OS 側の解析ツール

に通知する機能を開発し

た。Windows API のフック

は膨大な量になるので、毎

回仮想マシンモニタを経

由して通知していたので

は切り替わりオーバーヘ

ッドが大きく、Windows の

動作に支障をきたすため、

ある程度バッファリング

して送るようにした。ま

た、ハードディスクの更新

達成
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を一時的にバッファリン

グ 技 術 で あ る COW

(CopyOnWrite)技術を開発

し、ゼロデイが起こった場

合に破棄できる機能を作

成した。また、定期的にバ

ッファリングをハードデ

ィスクに書き出す機能や

ゼロデイ時に OS の状態を

攻撃前に戻るロールバッ

クの機能も開発した。

４－ｅ 事業化、波及効果について

４－１－ｅ 事業化の見通し

� 開発した各種システムコールをモニタするツールは企業のセキュリティ研究者

からも要望があり、今後連携を行う予定である。この連携にあたり、企業ではソ

フトウェアライセンスを気にしている。学術機関ではオープンソースを求められ

ているが、今後要望の詳細を詰めてライセンスを決める予定である。

４－２－ｅ 波及効果

� システムコールをモニタするツールを作成し学会で発表したが、このツール単体

で利用希望が多かった。このツールを研究者に公開ことで Windows の共同解析が

容易になるばかりでなく、ソースコードを提供することで研究者の目的に合った

情報を効率的に取得できることが期待できる。

� 「仮想マシンモニタによるインシデント情報通知とデバイス制御・動的防御」で

開発されたメモリ操作機能は今まで確認が難しかった OS メモリを外部から操作

をできるため、ソフトウェアのデバックや安全性検証に拡張できる。この成果は

プロジェクト終了後、セキュリティで最も注目されるBlackHat USAに採択され、

海外の研究機関からも注目され、公開を期待されている。現在改良を進めており、

今後公開する予定である。

� システムコールをモニタするツールを作成し学会で発表したが、このツール単体

で利用希望が多かった。このツールを研究者に公開ことで Windows の共同解析

が容易になるばかりでなく、ソースコードを提供することで研究者の目的に合っ

た情報を効率的に取得できることが期待できる。
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５－ｅ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等

５－１－ｅ 研究開発計画

本事業では、平成 20 年度から平成 21 年度までの 2ヵ年計画で、ゼロデイ攻撃に対す

る問題解決手法を確立することを目的とし、表６のスケジュールを想定し、平成 20 年

度、平成 21 年度ともにほぼ予定通りであった。

表６．研究開発計画

平成 20 年

9～12 月

平成 21 年

1～3 月 4～6 月 7～9 月 10～12 月

平成 22 年

1～3 月

(1) Windows 上

での異常挙動

検出

(2) 仮想マシ

ンモニタイン

サーション

(3) 仮想マシ

ンモニタによ

るインシデン

ト情報通知と

デ バ イ ス 制

御・動的防御

VMM挿入のためのドライ

バ検証

Windowsと連携するVM
コールの実装

VMM 挿入のための IOMMUの確立

アタックに対するデバイス防御の実

装

イベント・情報収集・攻

撃検知
高精度攻撃検知・対策技術

APIフックの開発

モニタの試作

フィルタの構築

統合し

たゼロ

デイ攻

撃検出

と防御

技術
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５－２－ｅ 研究開発実施者の実施体制・運営

本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、独立行政法人産業技術総合研究所

が経済産業省からの委託を受けて実施した。また、再委託先として独立行政法人情報通

信研究機構と国立大学法人筑波大学が参加した。

また、研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダ

ー（独立行政法人産業技術総合研究所情報セキュリティ研究センター 須崎有康）を設

置した。

プロジェクトリーダーはプロジェクト全体を統括し、本事業の主要な成果である「挿

入可能な仮想マシンモニタによる異常挙動解析とデバイス制御」開発において中心的な

役割を果たした。各個別の課題においては、産業技術総合研究所情報セキュリティ研究

センターのソフトウエアセキュリティ研究チームより、適切なメンバーが横断的に参加

し研究開発に当たった。具体的には以下の通りである。

1. Windows 上での異常挙動検出(情報通信研究機構, サイエンスパーク、コムラッ

ド)

2. 仮想マシンモニタインサーション（産業技術総合研究所、筑波大学）

3. 仮想マシンモニタによるインシデント情報通知とデバイス制御・動的防御（産業

技術総合研究所）

全体の体制を図３に示す。

図３．研究開発実施体制

再委託 外注

役 員 経理責任者代表者・理事長

業務管理責任者・

情報セキュリティ研究センター

研究センター長：今井 秀樹

ソフトウェアセキュ

リティ研究チーム

独立行政法人情報通信研究機構

国立大学法人 筑波大学

サイエンスパーク

コムラッド
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５－３－ｅ 資金配分

プロジェクトは平成 20 年度と平成 21 年度の２年間に行われた。平成 20 年度には各

種モニタツールの作成を外注で行ったため「Windows 上での異常挙動検出」の項目に多

くが使用されていたが、H21 年度では「仮想マシンモニタインサーション」および「仮

想マシンモニタによるインシデント情報通知とデバイス制御・動的防御」の項目に多く

配分した。

平成 20 年度では筑波大学と軽微な再委託を同時に行ったが、より密接に議論するた

めに再委託とした。その知見は、IO PassThrough の開発に役立った。

実施内容に応じた資金の年度配分等を表７にまとめる。

表７．実施内容に応じた資金の年度配分等 （単位：百万円）

年度

要素技術

平成 20 年度

（従事研究者数）

平成 21 年度

（従事研究者数）

合計

（従事研究者数）

Windows 上での異常

挙動検出

17.0

（5 人）

3.0

（3 人）

20.0

（8 人）

仮想マシンモニタ

インサーション

4.0

（3 人）

8.0

（3 人）

12.0

（6 人）

仮想マシンモニタ

によるインシデン

ト情報通知とデバ

イス制御・動的防御

2.0

（2 人）

8.0

（2 人）

10.0

（4 人）

合計 23.0

（10 人）

21.0

（8 人）

44.0

（18 人）

５－４－ｅ 費用対効果

・ 「Windows 上での異常挙動検出」において各種システムコールをモニタするツー

ルを作成し学会で発表したが、このツール単体で利用希望が多かった。ただし、

ツールの性格からシステム情報が一般に取れるのは悪意のある利用にも使われ

るため、当面は確認が取れるセキュリティ研究者にのみ提供する予定である。こ

のようなことから、企業などでは提供が難しく、本事業のように、国の事業とし

て、セキュリティ研究者の開発用に提供することは、非常に有益かつ効率的なこ

とであると考えられる。
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・ 「仮想マシンモニタによるインシデント情報通知とデバイス制御・動的防御」で

開発されたメモリ操作機能は今まで確認が難しかった OS メモリを外部から操作

をできるため、セキュリティをより強固にできる。単なる攻撃の対処のみではな

く、安全な製品をメモリ中に強制的に挿入することにも利用できる。ただし、使

い方によっては危険であり、このようなツールの利用指標も必要である。このよ

うなセキュリティ強化および攻撃ツールに使える技術の開発および、その検証や

利用指標の策定は、国の事業として実施することが相応しく、効果的であるもの

と考えられる。

５－５－ｅ 変化への対応

本プロジェクトが対象としている WindowsXP であるが、現在の販売されている OS

は Window7 になっている。しかし、移行が十分進んでおらず、使用実態としては、

WindowsXP が圧倒的であり、同時に WindowsXP（固有）のぜい弱性に起因するセキュ

リティの被害も大きい。このためプロジェクトでは開発する技術が Windows7 におい

ても利用可能なことを確かめながら、対象は WindowsXP のままとした。
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ｆ 証明可能な安全性をもつキャンセラブル・バイオメトリクス認証技術の構

築とそれを利用した個人認証インフラストラクチャ実現に向けた研究開発

１－ｆ 事業の目的

バイオメトリクス認証技術は、近年、空港や国境での出入国管理、銀行の ATM、一般

住居の入退、携帯電話やパソコンのログインなど、さまざまな、状況、場所において、

多くの人々に利用される技術となった。認証に用いられる生体情報は個人の身体的特徴、

行動的特性であり、それら自身あるいはそれらから推測される二次的な情報(人種、健

康状態、病歴などの情報)は極めてセンシティブな情報であるため、利用者が十分信頼

できるような生体情報の保護・管理技術の開発が必要である。安全な保護・管理技術が、

現行のシステムに導入されることで利用者のバイオメトリクス認証への不安が払拭さ

れるだけではなく、システム提供側の生体情報の管理コストも削減される。例えば、国

民 ID などの国民認証インフラに代表されるような大規模認証システムにバイオメトリ

クス認証を導入する際には、このような生体情報保護技術が不可欠となる。

バイオメトリクス認証において、生体情報を安全に保護・管理するための技術は、こ

れまでにも数多く提案されている。これらの研究のアプローチは、大きく、画像処理的

なアプローチ [RCB01] [CRCM08] [HT09] [LCTLK07] [MMCON08] [MCON08] [TH09]と暗号

理論的なアプローチ[BDKOS05] [DKRS06] [DS05] [PZ08] に分類される。画像処理的な

アプローチの研究は、安全性要件を数学的に(暗号理論的に)定式化していない、安全性

の証明もヒューリステックな検証や実験結果による考察にとどまっているなど、厳密な

安全性を達成できていないという問題を抱えている。一方、暗号理論的なアプローチは、

モデルや仮定や要件を数学的に定式化し、要求される安全性を証明してはいるものの、

予測できない読み取りノイズや生体情報の偏った分布に対応できずに認証精度が大き

く低下したり、生体情報が高い一様性を持っているという強い仮定がないと安全性を保

証できなかったり、認証プロトコルの計算量が膨大で非効率的であったりなど、認証精

度や処理速度に関する問題を抱えている。つまり、現段階において、現実的な仮定の下

で実用的な安全性要件を満たすような効率のよい認証方式が存在しない。本事業の目的

は、暗号理論的なアプローチを用いて、実用的な安全性要件を定式化し、現実的な仮定

の下で高い認証精度と効率性を達成する認証方式を提案することである。

さらに、開発した認証方式を取り入れたID 連携システムのプロトタイプを開発する。

また、開発したプロトタイプのソースコードを広く公開るすことで、分野を問わずあら

ゆるベンチャー企業の新規ビジネス創出を促し、情報産業技術の安全性向上や国際競争

力の向上など社会全体の利益として還元する。

・参考文献

[BDKOS05] X. Boyen, Y. Dodis, J. Katz, R. Ostrovsky, A. Smith, “Secure remote
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２－ｆ 研究開発目標

２－１－ｆ 研究開発目標

本事業では、安全な生体情報の保護・管理を目指し、(ⅰ)、(ⅱ)を達成すべく設計さ

れた認証方式を、キャンセラブル・バイオメトリクス認証と呼ぶ。

(ⅰ) 生体情報は、オリジナルの生体情報を容易に復元できないかたちで変換されデー

タベースに保存されること。

(ⅱ) 登録された生体情報やそれに関係する参照データの漏洩する、あるいは、その危

険性が高まった場合には、保存されたテンプレートや認証用の鍵を更新することで十分

な安全性が回復されること。

既存研究では、キャンセラブル・バイオメトリクスに対する安全性基準が確立してお

らず、また、生体情報の分布などに対する現実的な仮定の下で、妥当な安全性評価基準

を満たし、かつ、十分な認証精度と処理速度をもつキャンセラブル・バイオメトリクス

認証方式が未開発であった。よって、本事業では、暗号理論的なアプローチによって安

全性要件を定式化し、現実的な仮定の下で、安全で効率的なキャンセラブル・バイオメ

トリクス認証方式を構築する。さらに、開発した方式を組み込んだ ID 連携システムの

プロトタイプを構築する。

２－２－ｆ 全体の目標設定

表 1．全体の目標

目標・指標 設定理由・根拠等

キャンセラブル・バイオメトリクス認証

方式に必要な要件を定式化し、現実的な仮

定の下で、安全で効率的なキャンセラブ

ル・バイオメトリクス認証方式を構築する。

また、各モダリティ（指紋や虹彩など認証

に用いる生体情報の種類のこと）に対して、

安全性や認証精度を調査し、それぞれの特

性に応じた認証方式を提案する。さらに、

開発した方式を組み込んだ ID 連携システ

ムのプロトタイプを構築する。

既存研究では、キャンセラブル・バイオ

メトリクスに対する安全性の定義が明確

になっていない。また、生体情報の分布に

対する現実的な仮定の下で、妥当な安全性

評価基準を満たし、かつ、十分な認証精度

と処理速度をもつキャンセラブル・バイオ

メトリクス認証方式が、未開発であるた

め、本事業で、安全性要件の定式化と、こ

れらの要件を満たす汎用性の高い（一般の

モダリティに適用可能な）認証方式を提案

する。また、各種モダリティの特性に応じ

た認証方式も提案する。さらに、開発した

認証方式を実装し、実用化に向けて今後の

実証実験等に活用する。開発したソースコ
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ードを今後広く公開して、新しいベンチャ

ーの創出を促す。

２－３－ｆ 個別要素技術の目標設定

表 2．個別要素技術の目標

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等

キャンセラブル・バイオメ

トリクスに対する要件の

定式化と証明可能な安全

性をもつ認証方式の開発

キャンセラブル・バイオメ

トリクスに対する要件を定

式化し、現実的な仮定の下

で、モダリティを限定せず、

汎用性のある安全で効率的

なキャンセラブル・バイオ

メトリクス認証方式を構築

する。

既存研究では、キャンセラブ

ル・バイオメトリクスに対す

る安全性の定義が明確にな

っていない。また、生体情報

の分布に対する現実的な仮

定の下で、実用的な安全性評

価基準を満たし、かつ、十分

な認証精度と処理速度をも

つキャンセラブル・バイオメ

トリクス認証方式が未開発

である。よって、安全性要件

の定式化と、これらの要件を

満たす汎用性の高い（一般の

モダリティに適用可能な）認

証方式を開発する。

既存方式の調査とモダリ

ティの特性に応じたキャ

ンセラブル・バイオメトリ

クス認証方式の提案

指紋、署名、音声、顔など

の具体的なモダリティに対

する既存の認証方式を調

査・分析し、各モダリティ

に対してより高い安全性や

認証精度をもつ方式を開発

する。

さらに、提案方式の特徴抽

出アルゴリズムや照合アル

ゴリズムへのなりすまし攻

撃に対する安全性の調査・

研究を行う。

各モダリティの特性に応じ

た認証方式を開発して、より

安全で高精度な認証方式を

提案する。

また、開発した方式が、人工

物などを用いた意図的なな

りすまし攻撃(ウルフ攻撃と

呼ぶ)に対して脆弱性をもつ

場合は、いくら生体情報を保

護したとしても容易になり

すまし可能となるため、ウル

フ攻撃に対する安全性につ

いても研究する。
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キャンセラブル・バイオメ

トリクスを組み込んだ ID 
連携認証システムのプロ

トタイプ開発

本事業で開発したキャンセ

ラブル・バイオメトリクス

認証を組込んだ ID 連携認

システムのプロトタイプを

作成する。

開発した認証方式を実装し、

実用化を目指した今後の実

証実験等に活用する。開発し

たソースコードは広く公開

して、新しいベンチャーの創

出を促す。

３－ｆ 成果、目標の達成度

３－１－ｆ 成果

３－１－１－ｆ 全体成果

（１）キャンセラブル・バイオメトリクス認証技術における、安全性評価基準の理論的

な枠組みを構築し、証明可能な安全性をもつキャンセラブル・バイオメトリクス認

証技術を研究・開発した。

（２）既存の認証アルゴリズムの調査、分析を行い、各種モダリティに対して、その特

性を生かした認証方式を開発した。

（３）キャンセラブル・バイオメトリクス認証を組込んだ ID 連携認証技術のプロトタ

イプを構築した。

３－１－２－ｆ 個別要素技術成果

（１）キャンセラブル・バイオメトリクスに対する要件の定式化と一般のモダリティに

適用可能な安全な認証方式の開発

本事業では、「バイオメトリクス認証方式｣の数学的なモデルを構築して、バイオメト

リクス認証方式に対して必要な以下の要件を定義し、要件を満たす認証方式を 3 つ提案

した。

以下に、要件の定義から詳しく述べる。

・正当性

正当性とは、正しい生体情報を提示し、正しい秘密鍵を知っている利用者がほぼ確

率 1 で「受理」されるという要件である。

・能動的並列攻撃を行う攻撃者のなりすましに対する安全性

なりすましは攻撃者が秘密鍵を知らずに「受理」を出力させようとする攻撃であり、

認証方式に対する最も基本的な脅威である。さらに、なりすまし前に、攻撃者が認証

サーバに侵入してサーバ側の出力を自由に操作しながら正規ユーザと認証プロトコ
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ルを実行できる能動的攻撃を考え、しかも、複数の正規ユーザ（のクローン）と並行

してプロトコルを実行できる強力な攻撃者（参照[BP02]）を仮定した。

・更新後の能動的並列攻撃を行う攻撃者のなりすましに対する安全性

更新後のなりすましに対する安全性に対する要件である。攻撃者に公開鍵の全てと

古い秘密鍵が全て知られているとする。生体データの情報量がさほど大きくないため、

以前の秘密鍵と公開鍵から生体データも攻撃者に知られてしまっている。このとき、

新しい秘密鍵が知られていない限りなりすましができないという安全性要件を定義

する。この定義において、生体データは攻撃者の知るところとなっているため、更新

後の安全性は、生体データ以外の秘密鍵ぶんの安全性に頼ることとなり、理論上は、

もはやバイオメトリクス認証の意味をなさない。しかしながら、このような認証方式

を現実に用いると、生体情報だけでなりすましに成功できないことは明らかで、なり

すましを成功させるためには、どうしても、秘密鍵が必要となる。ところが、秘密鍵

は依然として公開鍵暗号と同等の安全性を保持しているため、攻撃者が生体データと

同時に秘密鍵を入手してなりすましに成功する確率は極めて小さい。よって、攻撃者

が仮に生体データを入手しても、ほとんど知りえない秘密鍵を知ることができるとき

まで、入手した生体データを所持しておくということはあまり考えられない。それど

ころか、初めから、生体データを入手しようとする攻撃者のインセンティブを削ぐこ

とができると考えられる。また、システムがどれほど堅牢に整備されていても、社会

生活の中のどこかで自分の生体情報が漏洩しているのではないか、という利用者の不

安を軽減し安心感を与えることもできる。更新後の安全性要件は、そうした実用上の

効果も考慮した要件である。また、ここでも、なりすまし前に行われる攻撃は能動的

並列攻撃であるとする。

・能動的並列攻撃を行う攻撃者の生体データ復元に対する安全性

能動的並列攻撃を行った後、登録時の生体データと十分近い生体データを推測する

攻撃者を仮定する。生体データが復元されてもなりすましできるわけではなく、なり

すましできるからといって、必ずしも、生体データが復元できるとは限らない。よっ

て、上述のなりすましに対する安全性とは別な要件として定義する。

以上の要件を満たすバイオメトリクス認証方式を 3つ提案した。それぞれ、Schnorr

の認証方式 [Sch91]、Feige-Fiat-Shamir の認証方式 [FFS88]、Guillou-Quisquater

の認証方式 [GQ88] をベースに構築した。それらの認証プロトコルを以下に図示する。
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図 3. Schnorr の認証方式をベースに構成したバイオメトリクス認証方式

図 4. Feige-Fiat-Shamir の認証方式をベースにしたバイオメトリクス認証方式
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図 5. Guillou-Quisquater の認証方式をベースにしたバイオメトリクス認証方式

これら提案方式の安全性は、それぞれ、One More Discrete Logarithm 問題(参照

[BNPS01])、大きな素数の合成数の因数分解、One More RSA Inversion 問題(参照

[BNPS01])といった数学の問題の計算困難性に帰着できる。また、提案手法の構成方法

は汎用性の高いものであり、他の公開鍵暗号ベースの認証方式をベースにした方式も構

成可能である。

（２）各モダリティや認証アルゴリズムの調査、分析と各種モダリティに対する応用技

術の開発

オンライン署名認証、顔認証、指紋認証、話者（音声）認証に対して、各モダリティ

や照合アルゴリズムの認証精度や安全性を検証し、そこから得られた知見を応用して新

しい特徴抽出アルゴリズムや照合アルゴリズムを提案した。

（２）－１ オンライン署名認証に関する研究

オンライン署名認証とは、筆跡における様々な特徴の時系列データを用いて個人認証

を行う技術である。本研究では、既存の認証方式（キャンセラブル・バイオメトリクス

でないものも含む）を調査、分析し、その途中で得られたデータや知見をもとに、より

精度のよい新しい認証方式やキャンセラブル・オンライン署名認証アルゴリズムを提案
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し、学会発表、論文投稿などを行った。以下に発表した論文の概要を書く。[1][2]では、

オンライン署名データを鍵情報をもとにいくつかに分割して、分割した画像を畳み込み

（平行移動しながらかけ合わせる演算処理）を行うことで署名データ保護を行う方式に

おいて、従来のものよりも分割数を増やすことによる性能の向上を評価した。また、従

来、これまでの安全性評価基準を、より現実的なものに拡張して提案した。[3] から[10]

はその他新しい特徴抽出アルゴリズムや照合アルゴリズムの提案と実験による精度評

価である。

（２）－２ 顔認証に関する研究

本研究では、主成分分析のみの簡便な手法を用いて、表情を変化させて照合を行った

場合の認証精度と安全性について研究した[11][12]。

（２）－３ 指紋認証に関する研究

（２）－３－１ Fuzzy Commitment Vault Fusion Schemeの安全性の評価と比較

Juels らによって提案された誤り訂正符号を用いる暗号プリミティブである Fuzzy

commitment scheme [JW 99] と Fuzzy vault scheme [JS02] を組み合わせた新しい暗

号プリミティブを提案し、これまでの手法では安全性を達成できなかったパラメータで

も安全となることが確認された [13][14][15][16]。

（２）－３－２ ウルフ攻撃に対する安全性評価実験

ウルフ攻撃は攻撃者がなりすます相手の生体情報を知らないが、システム内

部のアルゴリズムや人間全体の特徴データの分布などを知っていて、これらを

解析して Accept となる確率の高いサンプル (ウルフサンプルと呼ばれる) を

作製し、これをシステムに提示してなりすまそうとする攻撃である。ウルフ攻

撃の最大成功確率をウルフ攻撃確率（Wolf Attack Probability: WAP）と呼ぶ。

WAPは 宇根・大塚・今井 [UOI07] によって提案された新しい評価尺度であり、

他人受入率（FAR）では捉えきれなかった生体認証システムの脆弱性を発見する

ことに成功している。キャンセラブル・バイオメトリクス認証における生体デ

ータ復元攻撃に対する安全性は、復元攻撃成功確率そのものを無視できるほど

に小さくすることが現行のシステムを考慮して非現実的であるため、シミュレ

ータの復元成功確率との相対的な安全性によって評価している。実は、ここで

述べられている復元攻撃成功確率はベースである照合アルゴリズムのウルフ攻

撃確率であると考えてよい。よって、本研究では、最も基本的なモダリティで

ある指紋認証において、ウルフ攻撃に対する安全性を実験的に評価した。より

具体的には、なりすましたい相手や他の人間の生体情報を用いたなりすまし攻

撃を想定したこれまでのテスト物体アプローチを、人工的な合成サンプルを用

いた評価アプローチに拡張して、実験的な評価を行った [17][18][19][20]。

（２）－４ 話者認証に対する研究

携帯電話の音声符号化方式であるCELP アルゴリズムを用いた話者照合方式
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を対象として、主に次の2つのテーマに関して研究を行った[21]。本研究は、

携帯電話が、既に、国民生活の重要な通信手段として広く普及していることを

踏まえて、将来、これらの通信デバイスを用いた個人認証が実現されるであろ

うことを見据えた研究である。

（２）－４－１ テンプレート再作成可能なバイオメトリック暗号方式の評価

秘密鍵（直交変換）による音声データの変換と Fuzzy vault scheme を組み

合わせたキャンセラブル話者照合方式を提案した。実験によって、秘密鍵が漏

洩していない場合の高い安全性が確認され、かつ秘密鍵が漏洩した場合でも

Fuzzy vault scheme による安全性が確保できることを確認した。

（２）－４－２ Fuzzy Commitment を用いた安全な話者照合方式の評価

Fuzzy commitment scheme や Fuzzy vault scheme などの誤り訂正符号を用いる暗号

プリミティブの安全性は生体特徴データの分布が一様に近いほど高くなる。 本研究

では、CELP アルゴリズムで用いられる LSP データから一様な特徴ビット列を抽出す

る手法を提案し、十分高い認証精度を達成した。

（２）－５ その他の研究成果

本研究開発の途中で得られた知見をもとに行われたそのほかの研究成果として、ウル

フ攻撃に対して安全な照合アルゴリズムのフレームワークに関する研究 [22] と生

体認証システムへのサイドチャネル攻撃に関する研究 [23] がある。

（３）キャンセラブル・バイオメトリクス認証を組込んだ ID 連携認証技術のプロトタ

イプの構築

（１）で開発されたバイオメトリクス認証方式を指紋認証に応用し、ID 連携システ

ムと組み合わせたプロトタイプを作成した。ID 連携システムとしては、実装が比較的

簡潔であることから OpenID を用いた。構築したプロトタイプを「完全分散型バックア

ップシステム」と呼ばれる秘密分散型のデータ管理システムと組み合わせて併せて実装

し、より安全、堅牢でかつ実用的なシステムを開発した。本プロトタイプは、従来の

OpenID のシステム中にバイオメトリクス認証システムが容易に組み込めるように設

計されている。よって、逆に、バイオメトリクス認証システム部分を切り離して、OpenID
以外の様々な認証サービス（行政、医療情報サービスなど）にも応用可能である。

・参考文献

[BDJR97] M. Bellare, A. Desai, E. Jokipii, P. Rogaway, “A concrete security treatment

of symmetric encryption,” 33th FOCS, pp. 394-403, IEEE Computer Socirty Press, 1997

[BNPS01] M. Bellare, C. Namprempre, D. Pointcheval, M. Semanko, “The power of RSA

inversion oracles and the security of Chaum’s RSA-based blind signature scheme,”

in Financial Cryptography’01, LNCS 2339, pp. 319-338, Springer-Verlag, 2001.



- 160 - 
 

[BP02] M. Bellare, A. Palacio, “GQ and Schnorr Identification Schemes: Proofs of

Security against Impersonation under Active and Concurrent Attacks,” CRYPTO 2002,

LNCS 2442 , pp.149-162, Springer-Verlag, 2002

[FFS88] U. Feige, A. Fiat and A. Shamir, “Zero knowledge proofs of identity,” Journal

of Cryptology, 1(2), pp. 77-94, 1988

[GQ88] L.S.Guillou, J.J.Quisquater, “ Practical Zero-Knowledge Protocol Fitted to

Security Microprocessors Minimizing both Transmission and Memory,” Eurocrypt ’88,

LNCS 330, pp.123-128, Springer-Verlag, 1988

[Sch91] C. P. Schnorr, “Efficient signature generation by smart cards,” Journal

of Cryptology, 4(3), pp. 161-174, 1991

[UOI 07] M. Une, A. Otsuka, H. Imai, “Wolf Attack Probability:A New Security Measure

in Biometric Authentication Systems,” LNCS 4642, pp. 396-406, Springer-Verlag, 2007

３－１－３－ｆ 特許出願状況等

表 3．特許・論文等件数

要素技術 論文数 論 文 の 被

引用度数

特 許 等 件

数（出願を

含む）

特 許 権 の

実施件数

ラ イ セ ン

ス供与数

取 得 ラ イ

センス料

国 際 標 準

への寄与

要素技術 1 0 0 2* 0 0 0 0

要素技術 2 22 7 0 0 0 0 0

要素技術 3 0 0 (2)* 0 0 0 0

計 22 7 2 0 0 0 0

* 要素技術 1の特許等件数「2」 は要素技術 3の 特許等件数「(2)」と同じ特許を示して

いる。要素技術 1で構築した手法をベースにパナソニック株式会社と共同で開発した技術

の特許 2 件（表 4.の特許[1],[2]）であり、これは本事業終了後に得られた成果である。

提案した手法の評価実験のためのプログラムなどが、要素技術 3 で開発したプロトタイ

プをベースに作成されており、特許申請におけるこちらの貢献度も高いため、このような

表記とした。
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表 4. 論文、投稿、発表、特許リスト

題目・メディア等 時期

論文[1] D. Muramatsu, M. Inuma, J. Shikata, A. Otsuka,“Enhanced

Cancelable Biometrics for Online Signature

Verification,”IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of

Electronics, Communications and Computer Sciences

Vol.E93-A,No.6, Jun. 2010

H22.6

[2] D. Muramatsu, M. Inuma, J. Shikata, A. Otsuka, “Fusion

strategies for boosting cancelable online signature

verification,”to appear in SPIE Defense, Security and Sensing

2010, Orlando, 2010

[3] K. Yasuda, D. Muramatsu, S. Shirato and T.Matsumoto,

“Visual-Based Online Signature Verification Using Features

Extracted From Video,” Journal of Network and Computer

Applications,Vol.33(3),pp. 333-341,May 2010

H22.5

[4] D. Muramatsu，K.Yasuda，T. Matsumoto, “Biometric Person

Authentication Method Using Camera-Based Online Signature

Acquisition,”Proceedings of the 2009 10th International

Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2009),

pp. 46-50, 2009

H21

[5] D. Muramatsu, K. Yasuda, S. Shirato，T. Matsumoto,

“Camera-Based Online Signature Verification with Sequential

Marginal Likelihood Change Detectors,”The 13th International

Conference on Computer Analysis of Images and Patterns (CAIP

2009), LNCS 5702, Springer-Verlag, pp. 229-236, 2009

H21

(引用数

1)

[6] 村松大吾，白土聡，松本隆,“カメラを用いたオンライン署名認証

におけるカメラ位置の考察,” 2009 年暗号と情報セキュリティシ

ンポジウム予稿集, 電子情報通信学会, 2010 年

H22.1

[7] D. Muramatsu, T. Matsumoto, “Online Signature Verification

Algorithm with a User-Specific Global Parameter Fusion Model,”

The 2009 IEEE International Conference on Systems, Man and

Cybernetics (SMC 2009), San Antonio, Texas, 2009

H21

(引用数

1)

[8] D. Muramatsu,“Hill-Climbing Attacks and Robust Online H22
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Signature Verification Algorithm against Hill-Climbing

Attacks,” IEICE Transactions, vol.E93-D, No.3, 2010

[9] D. Muramatsu, “Online Signature Verification Algorithm Using

Hill-Climbing Method,” The 2008 IEEE/IFIP International

Symposium on Trust, Security and

Privacy for Pervasive Applications (TSP 08), Dec. 2008

H20

[10] K.Koishi, S.Kinoshita, D.Muramatsu, T. Matsumoto, “Online

Signature Verification Based on User-Generic Fusion Model with

Markov Chain Monte Carlo, Taking into Account User

Individuality,”J. Advanced Computational Intelligence and

Intelligent Informatics, Vol.13,No.4, pp.447-45, 2009

H21

[11] 清水 智行, 井沼 学, 姜 玄浩, 今井秀樹, “顔認証における非日

常顔を用いた固有顔法の安全性評価,” 2009 年暗号と情報セキュ

リティシンポジウム予稿集, 電子情報通信学会, 2009 年

H21.1

[12] 清水 智行, 井沼 学, 姜 玄浩, 今井秀樹, “顔認証における非日

常顔を用いた固有顔法の精度と安全性の評価,” 第16回バイオメ

トリックシステムセキュリティ研究会第１６回研究発表会予稿

集, 電子情報通信学会, 2009 年

H21.1

[13] 武藤 祐貴, 井沼 学, 今井 秀樹, “指紋認証における Fuzzy

commitment scheme と

Fuzzy vault scheme の安全性の評価と比較,” 2009 年暗号と情報
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学会, 2010 年

H22.1

[16] 姜 玄浩, 米澤 祥子, 井沼 学, 大塚 玲, 今井 秀樹, “Wolf

Fingerprints against Simple Count Matching Systems: An

Approach Using Minutia Patterns,” 第 32 回情報理論とその応

用シンポジウム (SITA 2009) 予稿集,情報理論とその応用学会,

2009 年

H21.12

[17] H. Kang, S. Yonezawa, M. Inuma, A. Otsuka, H. Imai,“Wolf H22.1
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Fingerprints against Simple Count Matching Systems:

Additional Experimental Results,” 2010 年暗号と情報セキュリ

ティシンポジウム（SCIS2010）予稿集, 電子情報通信学会, 2010

年

[18] H. Kang, S. Yonezawa, M. Inuma, A. Otsuka, H. Imai, “Wolf

Fingerprints against Minutiae Count Matching Systems,” IEICE

Electron. Express, Vol. 7, No. 10, pp.738-744, 2010 .

H22

[19] 中川拓哉，姜玄浩, 米澤祥子, 井沼学，大塚玲, 今井秀樹, “指

紋の統計情報を利用した合成ウルフ指紋の構成と理論的評価,”

電子情報通信学会 信学技報 情報セキュリティ研究会（ISEC）,

2010年

H22.3

[20] 柏木 希美, 大木 哲史, 小松 尚久, “バイオメトリック暗号を用

いたテンプレート再作成可能な話者照合方式に関する一検

討,”2010年暗号と情報セキュリティシンポジウム（SCIS2010）予

稿集, 電子情報通信学会, 2010年

H22.1

[21] M. Inuma, A. Otsuka, H. Imai, “Theoretical Framework for

constructing matching algorithms in biometric authentication

systems,”ICB 2009, LNCS 5558, pringer-Verlag, pp. 293-300,

2009

H21.6

(引用

5)

[22] 竹久 達也，伊沢 亮一，森井 昌克, “生体認証におけるサイドチ

ャネル攻撃の一考察,”2010 年暗号と情報セキュリティシンポジ

ウム（SCIS2010）予稿集, 電子情報通信学会, 2010 年

H22.1

特許

[1]

特願 2010-199329 端末特定システム、端末特定情報登録装置、無

線端末装置、端末特定装置、および端末特定方法

（パナソニック株式会社との共同出願）

H22.9

[2] 特願 2010-221379 生体認証システム、通信端末装置、生体認証装

置、および生体認証方法

（パナソニック株式会社へ発明譲渡の後、パナソニック株式会社

から単独出願）

H22.9
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３－２－ｆ 目標の達成度

表 5．目標に対する成果・達成度の一覧表

要素技術 目標・指標 成果 達成

度

キャンセラブ

ル・バイオメト

リクスに対す

る要件の定式

化と証明可能

な安全性をも

つ認証方式の

開発

キャンセラブル・バイオメトリ

クスに対する要件を定式化し、

現実的な仮定の下で、モダリテ

ィを限定せず、汎用性のある安

全で効率的なキャンセラブ

ル・バイオメトリクス認証方式

を構築する。

キャンセラブル・バイオメ

トリクスに対する要件を定

式化した。生体情報に関す

る現実的な仮定の下で、安

全性かつ高性能な認証プロ

トコルを開発した。

達成

既存方式の調

査とモダリテ

ィの特性に応

じたキャンセ

ラブル・バイオ

メトリクス認

証方式の提案

指紋、署名、音声、顔などの具

体的なモダリティに対する既

存の認証方式を調査・分析し、

各モダリティに対してより高

い安全性や認証精度をもつ方

式を開発する。

さらに、提案方式の特徴抽出ア

ルゴリズムや照合アルゴリズ

ムへのなりすまし攻撃に対す

る安全性の調査・研究を行う。

オンライン署名認証、顔認

証、指紋認証、話者認証に

おいて、従来方式の安全性

の調査・分析あるいは、従

来方式よりも安全で高性能

な認証方式を提案した。

また、指紋認証において、

ウルフ攻撃に対する安全性

を、人工的な合成サンプル

を用いた評価アプローチに

よって実験的に評価した。

達成

キャンセラブ

ル・バイオメト

リクスを組み

込んだ ID 連携

認証システム

のプロトタイ

プ開発

本事業で開発したキャンセラ

ブル・バイオメトリクス認証を

組込んだ ID 連携認証システ

ムのプロトタイプを作成する。

OpenID（インターネット上

で一つの ID とパスワード

で複数のウェブサイト上の

認証サービスが利用できる

システムである）とキャン

セラブル・バイメトリクス

を組み合わせた ID 連携シ

ステムのプロトタイプを作

成した。

達成
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４－ｆ 事業化、波及効果について

４－１－ｆ 事業化の見通し

本事業で開発したキャンセラブル・バイオメトリクス認証技術は、既存のバイオメト

リクス認証システム全てに応用可能な技術である。従来方式では、登録した生体情報は

信頼された管理者によって厳重に管理されなければならなかった。しかし、本事業の提

案方式では、登録生体データは本人以外のユーザには全くのランダムな情報であるため、

仮にそれを公開したとしても、他の（不正な）ユーザが本人に成りすますことはできな

い。よって、その特性を生かして、以下のサービスに応用可能である。ただし、現時点

で具体的な事業化の計画はなく、事業化に向けた問題点の分析等は不十分であるため、

本資料ではアイデアの提案のみとする。

（１）ネットバンキングやオンラインクレジット決済サービスなどでの本人確認

インターネットバンキングやオンラインクレジット決済サービスなど、より厳格な本

人確認を必要とするオンラインサービスにおいて、従来の暗証番号やパスワードの代替

手段あるいは補強手段としてバイオメトリクス認証を用いることができる。

（２）訪問者の身元確認

例えば、宅配便などにおいて、宅配サービス業者は、事前に正規配達員の登録生体デ

ータをインターネット経由で訪問先に送信しておく。訪問した配達員がＩＣカードと自

分の生体情報を（マンションに備え付けてある）ドアホンなどに提示することで、正規

の配達員であるかどうかが確認できる。

（３）コインロッカーの本人確認

最近では、駅構内に、Suica や PASMO などの対応のコインロッカーが見られるように

なった。しかしながら、このシステムは、預けた時に登録したカードを持っていればロ

ッカーを開けることができるため、荷物を預けた利用者がカードを落とした場合、拾っ

た人間が他人でも容易にロッカーを開けることができる。仮に、利用駅構内で拾われな

かったとしても、履歴などから利用した駅がわかるため、その危険性は変わらない。

コインロッカーにバイオメトリクス認証を導入して、カードのみによる本人確認の補

強手段、あるいは代替手段とすることによって、この問題が解決できる。荷物を預ける

際の登録生体データはロッカー内部のメモリに保存され、ローカーを開ける際の照合に

用いられた後消去される。本事業提案のキャンセラブル・バイオメトリクス認証方式で

あれば、仮に、ロッカー内の登録生体情報が漏洩しても安全であるため、登録生体デー

タ管理のために特別なコストをかける必要はない。
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４－２－ｆ 波及効果

（１）NEDO 戦略的国際標準化推進事業によるテンプレート保護技術標準化に向けた研

究開発

産総研では、本事業の成果を背景として、平成２２年度９月より「バイオメトリクス

認証におけるテンプレート保護技術に関する標準化」というテーマで、ニューメディア

開発協会と共同で NEDO からの委託を受けて研究開発を行っている。この研究開発では、

本事業で開発したキャンセラブル・バイオメトリクス認証方式も含め、国内で開発され

た高性能なテンプレート保護技術が活かされるような安全性基準の国際標準化を目指

して、種々のテンプレート保護技術を対象として、既存技術の安全性評価基準の調査・

検討、必要な実験等を行っている。また、標準化提案に際して、種々の技術の十分な性

能評価に必要となる充実したデータベース構築に向けた調査・検討も行っている。

（２）無線アクティブタグを用いた利便性の高い生体認証システムの開発

キャンセラブル・バイオメトリクス認証は、これまで、接触型、近接型のス

マートカードに秘密鍵を保存して、バイオメトリクスとの２要素認証を行う認

証方式が多くの研究者らによって提案されており、本事業でも、そのようなシ

ステム構成を想定したモデルで認証方式を提案した。しかしながら、この方式

では、利用者は、認証の際にわざわざカードを取り出してカードリーダに翳す

か、あるいは挿入するかしなければならず、バイオメトリクスの利点である利

便性が大きく損なわれてしまう。そこで、バイオメトリクス認証の利便性を損

なわずに、低コストで安全な個人認証システムを構築するためにアクティブ

RFID タグなどの遠距離無線端末装置に秘密鍵を保存して、認証時に、アクティ

ブタグから認証用クライアント端末に秘密鍵を送信して、バイオメトリクスと

の２要素認証を行うシステムを開発した。この方式は、アクティブタグとの無

線通信が安全でない場合や認証端末に攻撃者が侵入して能動攻撃を行った場合

でも安全な方式であり、本事業で開発したキャンセラブル・バイオメトリクス

認証方式をもとにして、産総研とパナソニック株式会社が共同で開発したもの

である。（３）で述べる「認証すべき RFID タグを正確かつ高速で特定する技

術の開発」と組み合わせ、虹彩認証や顔認証を用いることで、ウォークスルー

で通常の生体認証よりも安全な本人確認が可能となり、将来は、施設入退場や

空港のチェックインや搭乗時の本人確認などへの応用が期待できる。

（３）認証すべき RFID タグを正確かつ高速で特定する技術の開発

従来のFRID向けの共通鍵ベース、あるいは公開鍵ベースの認証方式を、正し
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い RFID タグの所有者であるかどうかを判定する個人認証システムに応用する

ことができる。とくに、遠距離型のアクティブタグを用いることで、利用者は

いちいち IC タグを取り出してリーダに提示する必要のない利便性の高いアク

セスコントロールシステムが実現可能である。しかしながら、このアクセスコ

ントロールシステムにおいて、タグリーダの周囲に、タグを所持しているユー

ザが大勢いると認証すべきユーザが誰なのかを特定できない、あるいは、特定

までに多大な処理時間を要するという問題が生じる。上述の RFID タグを用い

るキャンセラブル・バイオメトリクス認証方式によって、ユーザはいちいちタ

グを取り出すことなく生体情報をセンサにかざすだけで便利で安全な本人認証

を行うことができるようになったが、依然として認証すべきタグを特定する問

題は残っており、タグリーダと通信可能なRFIDがリーダの周囲に多数存在する

環境でもシステムが効率よく機能するためには、多数の応答可能な RFID の中

から、たった今、生体情報を提示したユーザの RFID を絞り込まなければなら

ない。さもないと全ての RFID に対してバイオメトリクス認証プロトコルを実

行しなければならず、処理時間の大幅な増大を招いてしまう。そこで、上述の

問題を解決するために、簡単な誤り訂正符号である反復符号を用いて、極めて

低リソースの RFID タグでも実装可能な安全性も考慮に入れたタグ特定プロト

コル（本研究ではタグ・フィルタリングプロトコルと呼ぶ）を開発した。本事

業提案の認証方式は、誤り訂正符号と公開鍵ベースの認証方式を組み合わせて

構成されているが、提案されたタグ・フィルタリングプロトコルは提案認証方

式の誤り訂正部分のみを切り取って構成されている。誤り訂正符号として簡単

な反復符号を用いることで高速化を図り、訂正方法を工夫することで認証精度

を向上させた。本方式も、産総研とパナソニック株式会社による共同開発であ

る。

５－ｆ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等

５－１－ｆ 研究開発計画

本事業は、２－３－Ｆ で述べた個別要素技術（１）から（３）のそれぞれに対して、

以下の研究開発計画図に示すような計画で行われた。

（１）「キャンセラブル・バイオメトリクスに対する要件の定式化と証明可能な安全性

をもつ認証方式の開発」

計画: 2008 年度中に、安全性の要件の検討を終え、バイオメトリクス認証方式の案を

作成する。2009 年度は、安全性要件や生体情報に関する仮定の妥当性・実用性を再

検討し、定式化する。また、提案された認証方式の安全性の証明し、論文等にまとめ、
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シンポジウムや学会等で発表していく。

計画の妥当性: 計画はおおむね妥当であった。安全性要件、提案認証方式に関

してまとめた論文は、事業期間中に、学会または雑誌に投稿予定であったが、

暗号理論の世界的権威であるAdi Shamir 教授（イスラエルワイツマン研究所）

に本研究内容を紹介した際にコメントをいただいたため、さらに内容を推敲

した後、ASIACRYPT 2011（2011 年 5 月投稿締切、12 月開催）に投稿予定であ

る。

（２）「既存方式の調査とモダリティの特性に応じたキャンセラブル・バイオメトリク

ス認証方式の提案」

計画: 2008 年度は、指紋、オンライン署名、顔を研究対象とし、主として、各モダリ

ティの認証アルゴリズムの調査、解析を行う。また、なりすまし攻撃の実験に必要な

装置等を購入し、予備実験や調査等を行う。2009 年度は、話者認証を加えて、引き

続きアルゴリズムの調査、解析を行うとともに、各モダリティの特性に応じて高い安

全性と認証精度を達成できるような認証アルゴリズムを提案し、実験による性能評価

を行う。また、なりすましに対する安全性に関しては、指紋認証を対象として、ウル

フ攻撃に対する理論的な脆弱性を解析すると同時に、人工的な合成サンプルを用いた

評価アプローチによる実験的な評価を行う。

計画の妥当性: 計画は妥当であり、計画通りの成果を上げることができた。

（３）「キャンセラブル・バイオメトリクス認証を組込んだ ID 連携認証技術のプロト

タイプ開発」

計画: 2008 年度は、OpenID に対して、テンプレート保護やキャンセラブルの機能を持

っていないバイオメトリクス認証システム(特徴抽出アルゴリズムと照合アルゴリズ

ム)を組み込む。2009 年度は、2008 年度に構築したシステムを土台として（１）で提

案したキャンセラブル・バイオメトリクス認証方式を組み込んだ OpenID のプロトタ

イプを構築する。さらには、秘密分散型データ管理システムによってデータを管理す

ることにより、より堅牢なシステムの構築を目指す。

計画の妥当性: 計画はおおむね妥当であり、計画通りの成果を上げることができた。
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表 6．研究開発計画

平成20年
10～12月

平成21年
1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 平成 22年

1～3月

(１)キャンセ
ラブル・バイ
オメトリクスに
対する要件の
定式化と証明
可能な安全
性をもつ認証
方式の開発

(２)既存方式
の調査とモダ
リティの特性
に応じたキャ
ンセラブル・
バイオメトリク
ス認証方式
の提案

(３)バイオメト
リクス認証を
組込んだID 
連携認証シス
テムのプロト
タイプ開発

要件の定義と認証方式の
提案

要件の妥当性の検討
安全性の証明

論文執筆・投稿
学会・雑誌等での発表

既存方式の調査・分析

なりすまし攻撃に対する脆
弱性の調査

モダリティに応じたアルゴリ
ズムの提案
なりすまし攻撃に対する研
究・実験的評価

論文執筆・投稿
学会・雑誌等での発表

実装のための準備
OpenIDに通常のバイオ
メトリクスを組み込んだシ
ステムの構築

OpenIDにキャンセラブ
ル・バイオメトリクスを組み
込んだシステムの構築

秘密分散型データ管理シ
ステムと組み合わせたより
堅牢なシステムの構築

生体分布の仮定
の検証
安全性要件
提案方式の応用

評価実験結果
のフィードバック

提案方式の
実装

実験の高
速化に関す
る知見など

認証精度向上の
ための工夫

実装上の脅威、
高速化に関す
る知見

５－２－ｆ 研究開発実施者の実施体制・運営

本事業は、経済産業省から産業技術総合研究所への委託により実施されたものである

が、以下に記載する研究開発体制図にあるように、中央大学、早稲田大学、ジャパンデ

ータコム株式会社に研究の一部を再委託して実施された。ただし、早稲田大学との共同

研究は 2009 年度のみである。個別要素技術(２)の「既存方式の調査とモダリティの特

性に応じたキャンセラブル・バイオメトリクス認証方式の提案」の指紋認証に関する研

究を主に中央大学に再委託し、話者認証に関する研究を主に早稲田大学に再委託し、個

別要素技術(３)の「キャンセラブル・バイオメトリクス認証を組込んだ ID 連携認証シ

ステムのプロトタイプ開発」をジャパンデータコム株式会社に再委託して行った。ただ

し、すべての内容に関して、密に連絡を取り合い、定期的に担当研究者によるミーティ

ングを行うなどして、開発の進捗状況の報告、確認、検討を行った。

産総研と中央大学はバイオメトリクスの認証アルゴリズムや認証精度の研究やなり

すまし攻撃に対するセキュリティ評価技術の開発において顕著な実績を残している。ま

た、情報理論的に安全な暗号プロトコル、プライバシー保護のための匿名認証技術、デ



- 170 - 
 

ジタル画像処理技術、信号処理技術、電子透かしによるコンテンツ保護技術、結託耐性

符号、不正利用者追跡技術等の研究開発を行ってきており、これらの応用が、本事業の

目的達成に有用である。

早稲田大学は、バイオメトリクス認証におけるテンプレート保護技術に関して理論面

と実装面の両方からアプローチを行い、多くの実績を残している。前述の新世代情報セ

キュリティ研究開発事業においても再委託契約を結んで共同研究の実績がある。また、

ITU-T の X.gep（テンプレート保護型生体認 証の評価方法に関するガイドライン）のエ

ディタとして標準化活動にも取り組んでいる。

また、ジャパンデータコム株式会社は、移動体向け電子商取引システムの開発及び実

証実験や、秘密分散方式を利用した｢完全分散型バックアップシステム｣と呼ばれる堅牢

なデータ保存システムの開発など、安全な情報通信システムに関する多数の実装例をも

っている。とくに、本事業で開発するキャンセラブル・バイオメトリクス認証技術のい

くつかは「完全分散型バックアップシステム」と併せて実装することによって、より強

固な安全性を示す。しかも、このシステムは大がかりな装置を用いなくとも、安全なデ

ータ管理が比較的容易に実現できるため、目標とするシステム開発を短期間で遂行する

ことが可能である。

本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、独立行政法人 産業技術総合研究

所が経済産業省からの委託を受けて実施した。また、再委託先として学校法人 中央大

学、学校法人 早稲田大学、ジャパンデータコム株式会社が参加した。また、研究開発

の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダー（産業技術総合

研究所 情報セキュリティ研究センター 招聘研究員 井沼 学）を設置した。また、研究

の進捗・達成状況に応じて適宜審査して評価するための新世代情報セキュリティ研究開

発事業推進委員会が経済産業省により設置された。



- 171 - 
 

図 6．研究開発実施体制

５－３－ｆ 資金配分

個別要素技術（２）「既存方式の調査とモダリティの特性に応じたキャンセラブル・

バイオメトリクス認証方式の提案」に対する資金配分は中央大学や早稲田大学への再委

託費、実証実験のための実験機器やソフトウェア賃借・購入費、データベース購入費を

含む。要素技術（３）の「キャンセラブル・バイオメトリクス認証を組込んだ ID 連携

認証システムのプロトタイプ開発」は、ジャパンデータコム株式会社への再委託費であ

る。資金配分は妥当であった。

表 7．資金度配分 （単位：百万円）

年度 平成 ２０ ２１ 合計

要素技術１ 3 3 6

要素技術２ 20 20 40

要素技術３ 16 17 33

合計 39 40 79

要素技術１：キャンセラブル・バイオメトリクスに対する要件の定式化と証明可能な安全性をもつ認証方式の開

発

要素技術２：既存方式の調査とモダリティの特性に応じたキャンセラブル・バイオメトリクス認証方式の提案

要素技術３：キャンセラブル・バイオメトリクスを組み込んだ ID 連携認証システムのプロトタイプ開発

経済産業省

委託

産業技術総合研究所

プロジェクトリーダー（情報セキュリティ研究センター 井沼 学）

中央大学

おもに個別要素技術

（２）の指紋認証に関す

る研究を担当

ジャパンデータコム

株式会社

おもに個別要素技術

（３）を担当

新世代情報セキュリティ

研究開発事業推進委員会

評価

再委託 再委託

早稲田大学

おもに個別要素技術

（２）の話者認証に関す

る研究を担当

再委託
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５－４－ｆ 費用対効果

要素技術別にみると、要素技術 1では、現実的な安全性基準の定式化がなされ、学術・

産業両面からみて非常に重要な結果が得られ、費用対効果は大きいと言える。要素技術

2 では、各種生体認証への応用研究や理論を裏付ける実験的な研究など、数多くの成果

（論文数 22）が得られており、費用対効果は大きい。要素技術 3で開発されたプログ

ラムは、事業終了直前から始まったパナソニック株式会社との共同研究において開発さ

れたアクティブタグを用いた認証システムの評価用プログラムとして応用され、特許 2

件出願においても重要な役割を果たした。今後は、開発したソースコード公開による新

規ベンチャーの創出や新しい共同研究による応用技術の開発などが期待できる。費用対

効果は十分に高い。 全体として、十分な研究成果が得られており、費用対効果は大き

いが、今後、生体認証が認証インフラとして普及することによって更なる波及効果が期

待できると考える。

５－５－ｆ 変化への対応

特になし。
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Ｂ．暗号モジュールの実装攻撃の評価に関する調査研究

１－Ｂ 事業の目的・政策的位置付け

１－１－Ｂ 事業目的

暗号アルゴリズムを実装した暗号モジュールの消費電力や電磁波を観測し、そこに漏

洩する秘密情報を盗み出すサイドチャネル攻撃が現実的な脅威となっているが、安全性

評価の国際規格策定に不可欠な評価実験に利用できる標準環境がなかった。そこで、ユ

ーザが回路機能を書換え可能な汎用 LSI である FPGA（Filed Programmable Gate Array）

および、組み込み製品等に用いられる小型・低消費電力の特定アプリケーション向け

LSI である ASIC（Application Specific Integrated Circuit）を実装した標準実験装

置と、その上で動作させる各種暗号回路を開発する。また、国内外の研究機関での利用

を促進し、様々な実験を通して技術とノウハウの蓄積を行い、その情報を積極的に公開

することで情報機器の安全性を向上させるとともに、国際標準規格策定への貢献を行う。

１－２－Ｂ 政策的位置付け

本事業は、「セキュア･ジャパン 2008(平成 20 年 6 月 19 日情報セキュリティ政策会議

決定)」において、2006 年度、2007 年度に引き続き、“安全性・信頼性の高い暗号モジ

ュールの利用促進と、暗号モジュール試験及び認証制度(JCMVP)の推進”として位置付

けられている。

また、図 1.4～1.8 に示したように、2006～2010 年の技術戦略マップにも暗号技術の

実装、応用、普及、評価に関する事項が記載されている。
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要求
項目

要求
項目

要求
項目

要求
項目

要求
項目

デジタ
ル・フォ
レンジッ
ク技術

電子署
名・認証

アクセス
制御技
術

セキュリ
ティ

暗号技
術

セキュリ
ティ評価
技術

次世代暗号技術の開発・調査（量子暗号等） 次世代暗号技術の普及

アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況の公表

先進生体認証技術の研究開発 先進生体認証技術の普及・実装

高度なアクセス制御技術の開発

高信頼なセ
キュリティ技術
（暗号、暗号モ
ジュール、ＩＴ製
品等）の普及

セキュリティ評価技術の向上

セキュリティ技術（暗号、ＩＴ製品等）の評価の実施

暗号技術の実装・商用化

e-文書法の利用促進

電子署名の普及

デジタル・フォレンジック技術に関する調査・研究

デジタル・フォレンジック技術の実用化

図 1.4 技術戦略マップ 2006/2007/2008/2009 情報通信分野ロードマップ

ソフトウェアセキュリティ

基盤ソフトウェア基盤ソフトウェア

ヒューマンインタフェースヒューマンインタフェース

デ
バ
イ
ス
・機
器
類

デ
バ
イ
ス
・機
器
類

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

・プライバシー
－個人情報秘匿化

・権利保護
－ＤＲＭ互換性

・認証
－身体的・行動的バイオ
メトリックス、アクセス制御
－フレキシブル匿名認証

・ホームサーバ
－フォークソノミー連携

・センサ／スマートタグ
－小型環境情報取得
－低消費電力無線通信

・ディスプレイ
－ホーム/オフィス/

パブリックユース
高発光率、低消費電力、
光利用効率向上、
プロセス技術、
大画面、高精細

－パーソナル/モバイルユース
低消費電力、高性能

－電子ペーパー
－立体ディスプレイ
－プロジェクション

・知覚インタフェース
－音声認識

ハンズフリー認識
－音響認識
－画像認識

人物物体認識
－状況理解

ユーザ意図推定
周囲状況の理解

・表現インタフェース
－マルチモーダル表示
－立体視の利用

・コンテキストプラットフォーム
－ユーザ環境・プロファイル、
－情報間関係推論、データマイニング
－ディジタル家電インタフェース標準化

・ネットワーク相互接続
－ネットワーク機器分散制御
－最適ネットワーク自動再構成

・組込みOS
－マルチＣＰ対応、セキュアＶＭ、
バイオメトリクスデバイス制御

＜人中心型コンピューティングの実現＞

ユーザビリティ分野
における技術要素

・ ユーザの仕事と生活を支援

・ 機器・情報を使いやすく

・ 安心して安全に利用できる

・インタラクション技術
－GUI/実世界インタフェース

ウェアラブル
３Ｄレンダリング

－翻訳・通訳

・エクスペリエンスデザインのプロセス
－ユーザ・活動・文脈の記録と表現
－ユーザ・活動・文脈のデータに基づくデザインの創造・具現化

・暗号
－安全性の高度化

図 1.5 技術戦略マップ 2009 ユーザビリティ分野技術マップ
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ユ
ビ
キ
タ
ス
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
進
展

ネットワーク化の進展

コンピュータ分野の技術マップ （研究開発領域）

スーパー
コンピュータ

PC

プロセッサ
(含むシステム・ソフトウェア)

システム
(ネットワーキング)

プロダクト、アプリケーション

ハイエンド・マ
ルチプロセッサ

ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
・
プ
ロ
セ
ッ
サ

・映
像
・
信
号

・フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
ア
レ
イ
処
理

・再
構
成
可
能
プ
ロ
セ
ッ
サ

プ
ロ
セ
ッ
サSoC

・低
電
力

・メ
ニ
ー/

ヘ
テ
ロ
マ
ル
チ
コ
ア
プ
ロ
セ
ッ
サ

・チ
ッ
プ
内
イ
ン
タ
ー
コ
ネ
ク
ト

ミ
ド
ル
ウ
ェ
ア

・組
込
シ
ス
テ
ム
用M

W

・相
互
運
用
性
確
保

・保
守
情
報
管
理

コ
ン
パ
イ
ラ
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図 1.6 技術戦略マップ 2009/2010 コンピュータ分野技術マップ

（５）ノード・基地局・端末技術

高速ルーティング
テーブル検索

高速フローテーブル検索

大容量電気スイッチ

高速化 収容条件

多フロー対応 冗長系・パス高速切替

高速障害検出

高信頼

（６）無線変復調技術

位相偏移変調(PSK)

周波数偏移変調(FSK)

直交振幅変調(QAM)

振幅偏移変調(ASK)

単一搬送波変調方式

直交周波数分割多重
(OFDM)

符号分割多重
(CDMA)

多搬送波変調方式

周波数分割多重
(FDMA)

時分割多重
(TDMA)

（７）省電力化マネージメント技術

省電力ネットワーク
アーキテクチャ

電力可視化

システム

省電力プロトコル
（ノード連携省エネ）

トラヒック抑制技術

省電力ノード
アーキテクチャ

ノード

データ最適配分型
革新ルータ技術

省電力ノード設計

※オレンジ色は重要研究
開発項目を示す。

畳み込み符号

前方誤り訂正(FEC)

符号処理

ブロック符号

（８）情報家電ネットワーク

ユーザインターフェース
技術

端末・ゲートウェイ技術

高機能アプライアンス
技術

宅内網統合管理技術

リモート管理・
故障対応技術

QoS管理技術

セキュリティ管理技術

広域網連携技術

無線干渉技術

宅
内
網
高
速
化
技
術
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急
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報
提
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技
術
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プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
技
術

ネットワーク分野の技術俯瞰図（２／４）

図 1.7 技術戦略マップ 2009/2010 ネットワーク分野技術マップ
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（１３）量子ネットワーク （１４）暗号技術 （１５）認証技術

（１６）共通基盤技術

LD/PD

小型実装技術

直接変調レーザ

戦略技術

OTDM光源/受信器

光３R

波長変換

光-光スイッチ

先端技術

光バッファ/光メモリ

光集積技術

超高速CMOS技術

RF-CMOS技術

RF-MEMS技術

InPデバイス

GaNデバイス

高周波デバイス

ダイアモンドデバイス

超伝導デバイス

※オレンジ色は重要研究
開発項目を示す。

量子暗号

低雑音光源

量子暗号/通信光源

量子情報通信

量子通信PD

量子通信Y00

高速通信暗号技術 分散レポジトリ

大規模化
アクセス権管理

認証システム
の相互連携

認証基盤

政府認証基盤
の高機能化

暗号クレデンシャル
管理

アイデンティフィケーション

本人認証技術

ネットワーク分野の技術俯瞰図（４／４）

図 1.8 技術戦略マップ 2009/2010 ネットワーク分野技術マップ

１－３－Ｂ 国の関与の必要性

本事業は、暗号モジュールのサイドチャネル攻撃に対する安全性評価の国際規格策定

と、標準評価試験環境の構築を目的としており、また、米国の国立標準技術研究所(NIST)

との協力も不可欠であることから、国としての関与が不可欠である。さらに、国が利用

する暗号は、電子政府推奨暗号リストに掲載された暗号技術を利用することが推奨され

ているが、この暗号技術の安全性評価にも利用することを目的としている。

したがって、当該目的の観点から、国が実施すべき事項である。

２－Ｂ 研究開発目標

２－１－Ｂ 研究開発目標

本事業の大きな目的である、「暗号モジュールの安全性評価の国際規格策定と、標準

評価試験環境の構築」を達成するために、具体的には、以下の 3項目について研究開発

を進めた。またこれ以外にも、開発したハードウェアの国内外で事業化、暗号アルゴリ

ズムの改訂（国内電子政府暗号リスト改訂や次世代ハッシュアルゴリズム SHA-3 選定）

における標準性能評価環境としての利用、組み込み機器への市場拡大が期待される動的

再構成ハードウェアの基礎技術開発等にも広く活用されている。
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１．標準評価プラットフォームの開発

サイドチャネル攻撃の各種実験を実施するための共通プラットフォームとして、暗号

アルゴリズムのソフトウェア実装、機能が書き換え可能な LSI である FPGA（Field

Programmable Gate Array）上のハードウェア実装、量産に向いた ASIC (Application

Specific Integrated Circuit)によるハードウェア実装、を可能とする各種評価ボード

SASEBO（Side-channel Attack Standard Evaluation BOard）を開発し、また、国際標

準 ISO/IEC 18033 (Information technology- Security techniques - Encryption

algorithms) Part3: Block ciphers に掲載された全てのアルゴリズム Triple DES (Data

Encryption Standard)、AES(Advanced Encryption Standard)、MISTY1、Camellia、SEED、

CAST および公開鍵暗号アルゴリズム RSA を実装した専用 LSI の開発を行う。

さらに、サイドチャネル攻撃への対策を施した各種ハードウェアを設計し、製造プロ

セスの異なる LSI に実装し性能評価を行う。

２．解析実験の実施と評価ツールの開発

標準評価プラットフォーム上に暗号アルゴリズムを実装して動作させ、消費電力や電

磁波を精密に計測する手法を構築し、その波形を解析して暗号モジュール内部の秘密情

報を復元する様々なサイドチャネル攻撃実験を実施し、攻撃手法・防御手法の有効性を

検証する。その実験結果を用いて、計測と解析を自動的に行うサイドチャネル攻撃の評

価ツールのプロトタイプを開発する。

３．暗号モジュールのセキュリティ要件の調査と評価手法ガイドラインの策定

標準評価プラットフォーム SASEBO を用いた各種実験に加え、国内外の関連する情報

セキュリティおよびハードウェア実装に関する学術会議に参加し最新の研究成果を調

査し、また自ら発表を行い、さらに NIST や CRYPTREC 等の研究機関と協調しながら、サ

イドチャネル攻撃に対する評価のガイドラインを策定する。

２－２－Ｂ 全体の目標設定

表 2．1 全体の目標

目標・指標 設定理由・根拠等

暗号モジュールのサイドチャネル攻撃に

対する安全性評価の国際規格策定へ貢献

し、標準評価試験環境の構築と、開発技術

の利用促進を図る。

暗号モジュールの物理的な動作を解析

して秘密情報を取得するサイドチャネル

攻撃への対策が急がれているが、現行の暗

号モジュール試験・認証制度の国際標準規

格ISO/IEC 19790はサイドチャネル攻撃に
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対応していない。そのベースとなった米国

連邦標準 FIPS140-2 を策定した NIST はサ

イドチャネル攻撃への評価指針を導入す

べく FIPS140-3 への改訂作業を進めてい

るが難航していた。

そこで、暗号実装において世界でトップ

レベルにある産総研が NIST と協力し、国

際標準規格策定へ貢献することとなった。

また、サイドチャネル攻撃は新しい技術

であるため、様々な攻撃・防御手法が日々

提案されているが、その効果を検証し国際

標準規格へ反映していく必要がある。これ

を産総研や NIST だけで行うことは不可能

なため、世界の研究者が追試・検証できる

ように、標準評価試験環境を構築する。

さらに、国際標準規格に従って運用され

る評価試験・認証制度においては、標準の

評価試験環境（装置およびツール）が不可

欠であり、これに対しても本事業で開発の

標準評価試験環境を活用する。

２－３－Ｂ 個別要素技術の目標設定

表 2．2 個別要素技術の目標

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等

１．標準評価プラットフォ

ームの開発

サイドチャネル攻撃評価

実験のため、暗号のソフト

ウェア実装、回路情報が再

構成可能な FPGA および量

産向の ASIC によるハード

ウェア実装を可能とする共

通プラットフォームと、ま

た国際標準 ISO/IEC 18033

の全てのアルゴリズムと

RSA 暗号を実装した専用

各研究機関において独自

の装置による実験が行なわ

れていたため、暗号モジュー

ルのセキュリティ要件、試験

要件および判定基準を定め

るためには、その標準となる

共通の評価プラットフォー

ムが必要となっていたる。ま

た、市販の特定の暗号製品を

ターゲットとして研究者が
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LSI の開発を行う。 一同に攻撃することも不可

能である。

そこで、実装攻撃評価専用

のボードとLSIの開発が本事

業の目的である国際標準規

格策定には不可欠である。

２．解析実験の実施と評価

ツールの開発

標準評価プラットフォー

ム上の暗号回路の消費電力

や電磁波の計測手法を構築

し、取得波形を解析するサ

イドチャネル攻撃実験を行

って攻撃手法・防御手法の

有効性を検証する。

また、計測と解析を自動

的に行うサイドチャネル攻

撃の評価ツールを開発す

る。

開発したボードやLSIを標

準評価用として、第三者によ

る実験評価を行うためには、

その制御や電力や電磁波形

の測定、そしてその解析を行

うサイドチャネル攻撃実験

ツールの開発が不可欠であ

る。

また利用者が新たな攻撃

法や対策手法を開発したと

きに、このツールをベースに

実験を行うことで、その有効

性の検証が容易となり、標準

規格策定への技術の蓄積が

可能となる。

３．暗号モジュールのセキュ

リティ要件の調査と評価手

法ガイドラインの策定

標準評価プラットフォー

ム SASEBO の実験結果、国内

外の関連学会参加、NIST や

CRYPTREC 等との協力によ

り、サイドチャネル攻撃に

対する評価のガイドライン

を策定する。

標準化においては、第三者

による評価実験や、公の場で

の議論が不可欠である。企業

から暗号製品の解析結果等

が公表されることはないた

め、SASEBO をターゲットとし

た解析実験を行い、国内外の

学会活動を通じて最新の動

向を調査し、さらに、他の公

的研究機関と協調しながら

ガイドラインの策定を行う

ことが重要である。
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３－Ｂ 成果、目標の達成度

３－１－Ｂ 成果

３－１－１－Ｂ 全体成果

図 3.1 に本事業の全体像を示す。この中で、サイドチャネル攻撃に対する安全性評価

の国際規格策定に共通で利用する標準実験装置・攻撃対象暗号モジュールとしてとして、

各種暗号 LSI、標準評価プラットフォーム SASEBO (Side-channel Attack Standard

Evaluation BOard)および評価ソフトウェアを開発し、世界標準として普及させると同

時に、産総研の知財部門から民間企業を通じてその事業化も行ってきた。

また、標準プラットフォームを提供するだけでなく、自ら様々な最先端の研究も行っ

ている。複数の大学と共同研究を進めることで、様々な評価手法そして対策手法を提案

し、国内外の学会において数多くの論文発表を行った。

さらに、その知識と技術を国際標準の策定に結びつけるため、暗号モジュール試験の

国際標準 ISO/IEC 19790 改訂に向け、その元となる FIPS140-3 の改訂作業で米国 NIST

と共同研究を進めている。また、国内では ISO/IEC 19790 に基づいて運用されている暗

号モジュール試験及び認証制度 JCMVP の普及に協力し、IPA と NICT が共同で運営する

CRYPTREC においても、本事業の成果活用を進め、国内企業への技術提供を行っている。

さらに、暗号実装に関して最も権威が高く、情報機器や IC カード関連企業が多数参

加する国際会議 CHES (Cryptographic Hardware and Embedded Systems)で、本事業の

成果をアピールし、2011 年は東京への誘致を実現し、今後 3 年に一度の国内開催を目

指している。

このように技術面だけでなく学術の分野においてもそのアドバンテージを示し、さら

に企業からはほとんど提供されることのなかった暗号実装の情報公開を積極的に行う

ことでこの分野での国際的な認知度と信頼性を高めている。さらに公的な研究機関とい

う中立性を生かし、安全性評価手法の標準化活動へ主体的に参画し、その周辺での事業

化も推し進めることで、情報セキュリティ産業の発展にも大きな貢献している。
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ISO/IEC 19790
ISO/IEC 24759

電子政府暗号評価

共同研究 標準規格策定・運用

電気通信
大学

標準評価ボード

ICカード解析ツール

事業化

米国・欧州
へ供給

国内
へ供給

中央大学

ICカード評価

技術協力

東北大学

立命館大学

ボード・LSI開発製造

横浜国立
大学

学術貢献

国際会議運営

暗号LSI 解析ツール

標準実験
環境提供

技術サポート最先端技術

新規
解析技術

国内外の研究機関
利用

東京エレ
クトロン
デバイス

SHA-3
FIPS140-3

SASEBO-GII

DPAコンテスト

神戸
大学

森田テック

産総研技術移転室

論文
発表

(本事業以外)

(再委託)

図 3.1 本委託事業の全体像

３－１－２－Ｂ 個別要素技術成果

（１）標準評価プラットフォーム

平成 18 年度は、専用 LSI 設計および試験環境整備の準備として、回路情報が変更可

能なハードウェア FPGA (Field Programmable Gate Array)を用いた図 3.2 のサイドチ

ャネル攻撃用標準評価ボード SASEBO (Side-channel Attack Standard Evaluation

BOard)を開発した。
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図 3.2 平成 18年度開発の Xilinx 社製 FPGA ボード SASEBO

また平成 19 年度は、18 年度とアーキテクチャの異なる FPGA を用いた図 3.3 の評価

ボード SASEBO-B と、ISO/IEC 18033-3 (Information technology- Security techniques

- Encryption algorithms Part3: Block ciphers) に掲載された全ての標準ブロック暗

号アルゴリズム実装した図 3.5 の専用 LSI を搭載した図 3.4 の SASEBO-R ボードを開発

し、様々な評価実験を行うとともに、FPGA 実装と IC カード等に用いる ASIC 実装の違

いによるサイドチャネル攻撃耐性の比較実験を行う環境を整えた。

図 3.3 平成 19年度開発の ALTERA 社製 FPGA ボード SASEBO-B

図 3.4 平成 19年度開発の暗号 LSI ボード SASEBO-R
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図 3.5 平成 19年度開発の暗号 LSI の外観およびシリコンチップ

最終年度は、各種攻撃手法の研究に加え、対策手法の提案・効果を評価するため、サ

イドチャネル攻撃への対策を施した暗号 LSI の開発を行い、ISO/IEC 18033-3 標準ブロ

ック暗号、公開鍵暗号 RSA に加えて、新たに楕円曲線暗号 ECC を実装した図 3.6 の 90nm

と 130nm の半導体製造微細化技術を用いた 2 種類の LSI を開発した。AES(Advanced

Encryption Standard)暗号に対しては、サイドチャネル攻撃および故障利用解析攻撃へ

の対策を施したマクロ 7 種を含む 14 種の実装を行い、RSA は一つのマクロで、複数の

対策法を含む 12種類の動作モードをサポートしている。この LSI は平成 19 年度開発の

専用暗号 LSI 測定用評価ボード SASEBO-R に実装することで各種対策の有効性の検証を

可能とした。

図 3.6 平成 20年度開発のサイドチャネル対策版暗号 LSI(左:130nm、右:90nm)

さらに、国内外の研究機関から SASEBO 利用の多くのリクエストがあり、様々な実験

を通じた設計ノウハウが蓄積されたことから、メモリやインタフェース等の機能拡張を

行った図3.7の SASEBO-Gの開発を行った。SASEBO-GおよびSASEBO-BはそれぞれXilinx

社および ALTERA 社の回路構成を変更可能な LSI である FPGA (Field Programmable Gate

Array)を実装したボードであり、このボードを用いてサイドチャネル攻撃(つまり安全

性評価手法)の実験だけでなく、対策技術の開発と性能評価を行うことが可能である。

しかしながら、対策を施した回路は規模が増大し、これらの FPGA ボードでは実装不可

能なものが出てきた。そこで、SASEBO-G の Virtex-II Pro の 4～7倍のロジック容量を

持つ最新の FPGA デバイス Virtex-5 を実装した図 3.8 の SASEBO-GII ボードを新たに開

発することとなった。SASEBO-GII は大容量化を実現しただけでなく、ボードサイズを

1/3 に縮小し、USB ポートに PC を接続するだけで制御・コンフィギュレーション・給電

を可能とし、かつ高い精度の電力解析を可能とするためにノイズ低減にも十分配慮した

レイアウトを行うなど、様々な工夫を施している。
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図 3.7 平成 20年度開発の Xilinx 社製 FPGA ボード SASEBO-G

図 3.8 平成 20年度開発の Xilinx 社製 FPGA ボード SASEBO-GII

SASEBO/-G/-B/-Rはサイドチャネル攻撃の研究で実績のある限られた研究機関や暗号

モジュール評価機関に対してのみ配布を行ってきたが、標準評価ボードとしての知名度

が向上するにつれ、国内外から利用を望む多くのリクエストが寄せられるようになった。

そこで、まず SASEBO-GII を事業化し、東京エレクトロンデバイス株式会社および凸版

印刷株式会社より国内外への一般販売を開始した。それに引き続き、SASEBO-G/-B/-R

も凸版印刷株式会社から市販を行っている。

本事業年度内において、SASEBO ボードは図 3.9 に示した国内 27、海外 25 の研究機関

へ供給を行った。国内供給は主に、IPA と独立行政法人情報処理推進機構(NICT:

National Institute of Information and Communications Technology)が共同で運営に

当たっている電子政府で利用する暗号アルゴリズムの評価を行う CRYPTREC

(Cryptography Research and Evaluation Committees)内の電力解析ワーキンググルー

プを通じ、そのグループメンバーへ行われている。この結果、事業期間内において国際

会議・英文論文誌 19 件、和文論文誌・国内研究会 50 件の論文発表が行われた。

委託事業終了後も、SASEBO のさらなる普及に向け一般販売を開始し、各種サポート

ツール開発やドキュメント整理を行い、展示会でのデモンストレーションや新聞発表な

ど様々なプロモーション活動を行った。この結果、SASEBO は 100 を超える研究機関で
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利用され、さらに多くの論文発表が行われている。また、サイドチャネル攻撃以外にも、

暗号アルゴリズム標準化における回路実装の性能評価や、ハードウェアシステムの動作

中に機能変更を行う新しい技術である部分動的再構成などへの応用が広がっている。

Ruhr Univ. Bochum (ドイツ)
Darmstat Univ.
IAIK, Graz Univ. (オーストリア)

UCL Crypto Group (ベルギー)
Katholieke Univ. Leuven
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Indian Institute of Techinology (インド)

Weizmann Institute (イスラエル)

ETRI (韓国)
ICU
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NECマイクロシステム
東北大学
横浜国立大学
電気通信大学
防衛大学
早稲田大学
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Worcester Polytechnic
Institute

Univ. Cincinati

図 3.9 SASEBO の利用研究機関（平成 21年 3 月現在）

（２）解析実験の実施と評価ツールの開発

開発した各種 SASEBO ボードおよび暗号 LSI を用い、様々なサイドチャネル攻撃の実

験を行い、その過程で得られた消費電力波形・電磁波形取得および解析のノウハウを基

に、図 3.10 のサイドチャネル攻撃評価ツールを開発した。

このツールは、評価実験を効率的に行う目的だけでなく、試験機関の能力のテストに

も利用する。試験機関で利用する計測装置や技術者のスキルは一定でないため、同じツ

ールを使っても常に同じ評価結果が得られるわけではない。そこで、各試験機関におい

て、測定系の精度や試験者の解析技術も同じレベルに統一するため、SASEBO ボード上

にテスト用の暗号回路を実装し、このツールで同じ解析精度が得られるかどうかで、“試

験機関を試験する”こととした。このように試験機関のスキルアップと評価の精度統一

に向け、ISO/IEC 19790 および FIPS 140-2 に基づいて暗号モジュールの評価試験を実

施している JCMVP を含む CMVP (Cryptographic Module Validation Program)試験機関

には NIST 等を通じて SASEBO ボードを供給済みである。また、試験結果や試験過程など

を第三者が追試・検証できるように、それらを記録可能な拡張性の高いデータフォーマ

ットの策定も同時に行った。
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図 3.10 サイドチャネル攻撃評価ツール

暗号モジュールの評価試験制度は、暗号モジュールのセキュリティを向上させること

で情報機器の普及を促進し、情報機器業界の市場拡大を図るものである。従って、次世

代の標準規格化とそれに必要な技術開発のみ国が関与すべきであり、規格策定後はその

利益を享受する業界で制度運営のためのコストを負担するモデルが重要となる。そこで、

我々は SASEBO ボードの事業化だけでなく、評価ツール開発および試験機関の技術者の

育成に関して、民間企業の活用を進めている。暗号モジュールの最も大きな市場は IC

カード関連であり、その IC カード評価ツールを市販している企業は世界に 3 社ある。

それは、サイドチャネル攻撃を提案し関連特許を多数の企業にライセンスしている米

Cryptography Research 社、オランダの IC カード評価機関 BrightSight 社、IPA でもそ

のツールを導入している同じくオランダの Riscure 社である。この各社のツールには既

に SASEBO が組み込まれており、産総研が開発する評価手法を各社が実装し、それを我々

がチェックした後に CMVP/JCMVP 等の試験に利用することになっている。また、各社に

おける試験機関のトレーニングも計画している。

（３）暗号モジュールのセキュリティ要件の調査と評価手法ガイドラインの策定

現行の暗号モジュールのセキュリティ要件を定めた国際規格 ISO/IEC 19790 と、試験

機関が評価を行うための具体的な試験手順を定めた ISO/IEC 24759 は、それぞれ NIST

が定めた FIPS 140-2 および DTR (Deriverred Test Requirements)を基にしている。こ

の FIPS 140-3 への改訂とそれと並行して進められる ISO/IEC の改訂において、サイド

チャネル攻撃への対応が大きな課題となっていた。そこで、NIST の Computer Security

Division へ研究者を派遣して共同研究を進め、暗号モジュールの評価手法における技

術的な議論を密に行った。その結果、FIPS 140-3 の 2nd ドラフトにおいて、サイドチ
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ャネル攻撃のセクション“Non Invasive Attack（非破壊攻撃）”を産総研が担当して執

筆することとなった。

規格策定およびその評価環境の構築に加えて、試験を受ける暗号モジュールのベンダ

ーは、暗号モジュールをどのように設計し、またどのような資料を準備するのかといっ

た具体的な情報も必要である、そこで、SASEBO に AES 暗号を実装した暗号モジュール

SASEBO-AES を開発し、現行の ISO/IEC 19790 の一致規格 JIS X 19790 に基づいて運用

されている JCMVP 制度において試験を受け、ハードウェアモジュールとして初の認証を

取得した。そして、そのハードウェアのソースコード等、全ての設計情報や評価に用い

た資料を Web 公開した。その他、評価手法のガイドライン策定のために SASEBO を用い

て行った様々な実験結果も同様に公開している。Web 公開においては、図 3.12 の日本

語、そして同時に英語の Web サイトを立ち上げた。事業終了後も、継続して最新の情報

を提供しており、増えた情報を整理するため 2010 年には図 3.13 のように Web サイトを

一新している。

図 3.11 暗号ハードウェアモジュールとして初めて SASBO-AES が取得した認証書
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図 3.12 様々な資料を公開した SASEBO の Web サイト

図 3.13 SASEBO の新 Web サイト

３－１－３－Ｂ 特許出願状況等

表 3.1 特許・論文等件数

要素技術 論文数*1 論 文 の 被

引用度数

特 許 等 件

数（出願を

含む）

特 許 権 の

実施件数

ラ イ セ ン

ス供与数*2

取 得 ラ イ

センス料

国 際 標 準

への寄与

要素技術

1、2、3

68 数百 1 0 4 100 万円/年 1

計 68 数百 1 0 4 100 万円/年 1

*1 委託事業終了後の本事業成果を用いた論文発表を含む

*2 特許以外の産総研知財のライセンス数
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表 3.2 論文、投稿、発表、特許リスト

題目・メディア等 時期

英文

論文

IEICE Electronics Express, “Profiling Attack using

Multivariate Regression Analysis”

H22.8

Synthesiology, “Secure Implementation of Cryptographic

Modules -Development of Standard Evaluation Environment for

Side Channel Attacks-”

H22.7

IEEE Transactions on Computers, “Comparative Power Analysis

of Modular Exponentiation Algorithms”

H22.6

IEEE Transactions on Computers, “High-Performance Hardware

Architectures for Galois Counter Mode”

H21.7

IEICE Transactions, “A High-Resolution Phase-Based Waveform

Matching and Its Application to Side-Channel Attacks”

H20.1

和文

論文

情報処理学会論文誌, “RSA 暗号プロセッサ自動生成システムの設

計と評価”

H22.9

Synthesiology, “暗号モジュールの安全な実装を目指して ― サ

イドチャネル攻撃の標準評価環境の構築 ―”

H22.1

電子情報通信学会論文誌, “暗号モジュールへのサイドチャネル

攻撃とその安全性評価の動向”

H22.2

電子情報通信学会論文誌, “RSA 暗号プロセッサの FPGA 実装に対

する平文選択型 SPA の評価”

H21.12

国際

会議

The Second SHA-3 Candidate Conference, “How Can We Conduct

Fair and Consistent Hardware Evaluation for SHA-3 Candidate?”

H22.8

EMC2010, “Information Leakage from Cryptographic Hardware via

Common-Mode Current”

H22.7

EMC2010, “Electromagnetic Information Leakage for

Side-Channel Analysis of Cryptographic Modules”

H22.7

HOST2010, “Hardware Implementations of Hash Function Luffa” H22.6

COSEADE2010, “Biasing power traces to improve correlation

power analysis attacks”

H22.2

COSADE2010, “DPA Characteristic Evaluation of SASEBO for

Board Level Simulations”

H22.2

SiPS2009, “Is the Differential Frequency-based Attack

Effective against Random Delay Insertion?”

H21.10

SMM19, “Side Channel Attack to Magnetic Near Field of

Cryptographic LSI and its Countermeasure by means of Magnetic

H21.9
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Thin Film”

CHES2009, “A Design Methodology for a DPA-Resistant

Cryptographic LSI with RSL Techniques”

H21.9

ECCTD'09, “Differential Power Analysis of AES ASIC

Implementations with Various S-box Circuits”

H21.8

ECCTD'09, “Development of Side-channel Attack Standard

Evaluation Environment”

H21.8

WISA2009, “Mechanism behind Information Leakage in

Electromagnetic Analysis of Cryptographic Modules”

H21.8

EMC2009, “An Analysis of Information Leakage from a

Cryptographic Hardware via Common-Mode Current”

H21.7

EMC2009, “Spectrum Analysis on Cryptographic Modules to

Counteract Side-Channel Attacks”

H21.7

ISCAS2009, “Evaluation of Simple/Comparative Power Analysis

against an RSA ASIC Implementation”

H21.5

SASIMI2009, “An Experimental Comparison of Power Analysis

Attacks against RSA Processors on ASIC and FPGA”

H21.3

Reconfig’08, “Enhanced Correlation Power Analysis using Key

Screening Technique”

H20.12

IWSEC2008, “Bitstream Encryption and Authentication using

AES-GCM in Dynamically Reconfigurable Systems”

H20.11

ICCD2008, “Systematic design of high-radix Montgomery

multipliers for RSA processors”

H20.10

FPL’08, “Chosen-Message SPA Attacks against FPGA-based RSA

Hardware Implementations”

H20.9

FPL’08, “Bitstream Encryption and Authentication with

AES-GCM in Dynamically Reconfigurable Systems”

H20.9

CHES2008, “Collision-based Power Analysis of Modular

Exponentiation Using Chosen-message Pairs”

H20.8

CHES2008, “High-performance Concurrent Error Detection

Scheme for AES Hardware”

H20.8

ISCAS2008, “Enhanced Power Analysis Attack Using Chosen

Message Against RSA Hardware Implementations”

H20.5

ISCAS2008, “High-performance ASIC Implementations of the

128-bit Block Cipher CLEFIA”

H20.5
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JWIS2007, “ASIC performance comparison for the ISO standard

block ciphers”

H19.8

ISCAS2007, “A High-performance ASIC Implementation of the

64-bit Block Cipher CAST-128”

H19.5

ISCAS2007, “SPA against RSA processor with High-Radix

Montgomery Multiplier on an FPGA”

H19.5

ISCAS2007, “PA using Phase-Based Waveform Matching against

Random-Delay Countermeasure”

H19.5

国内

研究会

デザインガイア 2010, “近磁界測定によるサイドチャネル評価実

験”

H22.12

デザインガイア 2010, “確率密度関数の推定法と MIA 成功率に関

する一考察”

H22.12

デザインガイア 2010, “シフト事後処理を用いた PUF 基盤認証シ

ステムの精度評価”

H22.12

CSS2010, “ハッシュ関数 Luffa の FPGA 実装評価” H22.10

RECONF 研究会, “FPGA 上の Arbiter PUF の定量的評価” H22.9

電気関係学会東北支部連合大会, “楕円曲線暗号ハードウェアの

電力解析による安全性評価”

H22.8

DICOMO2010, “暗号LSIの電源ノイズシミュレーションによるサイ

ドチャネル解析”

H22.7

DICOMO2010, “ハッシュ関数 Luffa のハードウェア実装” H22.7

第 24 回エレクトロニクス実装学会講演大会, “シミュレーション

によるサイドチャネル解析に向けた標準評価ボードの予備測定”

H22.2

SCIS2010, “サイドチャネル標準シミュレーションモデル構築に

向けた標準評価ボードの DPA 特性測定”

H22.1

電気学会電磁環境技術委員会設立 10 周年記念研究会, “暗号モジ

ュールの電磁的な情報漏洩の解析”

H21.11

CSS2009, “重回帰分析を用いたサイドチャネル攻撃の高精度化” H21.10

FIT2009, “周波数領域での暗号モジュールの電力解析” H21.9

FIT2009, “RSA 暗号プロセッサジェネレータの設計と評価” H21.9

電子通信学会環境電磁工学研究会, “オンチップ集積化マイクロ

磁界プローブを用いた暗号 LSI の近傍磁界計測”

H21.3

SCIS2009, “CPA に対するデカップリングキャパシタの影響の予備

検証”

H21.1

SCIS2009, “最近傍にて計測した磁界を用いた差分電磁波解析” H21.1
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SCIS2009, “べき乗剰余演算に対する比較電力解析の応用” H21.1

SCIS2009, “サイドチャネル攻撃評価用 ISO/IEC 標準暗号プロセ

ッサ”

H21.1

CSS2008, “標準評価基板上の ASIC への差分電力解析実験” H20.10

CSS2008, “電源ライン上の漏洩情報を用いたサイドチャネル攻

撃”

H20.10

CSS2008, “鍵候補の篩い分けによる CPA の高速化と鍵推定精度の

向上”

H20.10

DICOMO2008, “特定入力ペアを用いたRSA暗号に対する電力解析攻

撃の実験的評価”

H20.7

第21回 回路とシステム軽井沢ワークショップ,“暗号ハードウェ

ア実装技術 ～アプリケーションから電力解析攻撃まで”

H20.4

SCIS2008, “RSA 暗号に対する平文選択型電力解析攻撃の検討” H20.1

CSS2007, “128 ビットブロック暗号 CLEFIA の ASIC 実装” H19.10

CSS2007, “RSA 暗号に対する平文選択型 SPA の実験的評価” H19.10

DICOMO2007, “サイドチャネル攻撃標準評価 FPGA ボードを用いた

暗号ハードウェアに対する電力解析実験”

H19.7

DICOMO2007, “特定入力パターンを用いたRSA暗号ハードウェアの

単純電力解析”

H19.7

DICOMO2007, “波形フィルタリングによる暗号モジュールへの高

精度電力解析”

H19.7

イベント

出展

SECURITY SHOW 2010, “サイドチャネル攻撃安全性標準評価ボード

SASEBO-GII”

H22.3

Embedded Technology 2009, “サイドチャネル攻撃安全性標準評価

ボード SASEBO-GII”

H21.11

東京FPGAカンファレンス, “サイドチャネル攻撃安全性標準評価ボ

ード SASEBO-GII”

H21.9

Embedded Technology 2008, “暗号 LSI からの漏洩情報を利用する

サイドチャネル攻撃 -安全性評価試験の標準プラットフォーム開発

-”

H20.11

プレス

発表

産総研・東北大学共同プレス発表, “暗号ハードウェアとして初め

て JCMVP 認証を取得 －暗号製品の安全性向上と国際標準化活動

に貢献－”

H19.12

産総研主な研究成果, “サイドチャネル攻撃評価/部分再構成評価

用ボード SASEBO-GII を開発 －暗号モジュールの安全性評価にお

H21.10
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ける国際標準化活動に貢献－”

新聞

報道

日刊工業新聞, “暗号「FPGA ボード」情報処理機構の認証取得” H19.12

日経産業新聞, “「サイドチャネル攻撃」対応 東エレデバイスの

評価ボード」”

H21.10

電波新聞, “サイドチャンネル攻撃と部分再構成を評価 産総研開

発のボード販売”

H21.11

化学工業日報, “暗号攻撃標準評価ボード 新応用技術を開発” H21.11

日本情報産業新聞, “安全性評価ボード 暗号評価機関で標準に” H21.11

日刊工業新聞, “暗号モジュールを評価 産総研が手法開発 IC カ

ードの安全性向上 国際標準化への貢献も”

H22.5

寄稿 JIT ニュースレター, “暗号モジュールの安全な実装と標準評価指

針策定への取り組み”

H20.10

産総研 TODAY, “暗号モジュールの標準評価ボードを開発 ハード

ウエアのセキュリティ向上と国際標準規格策定に貢献”

H22.2

セミナー

講演

RSA Conference Japan 2007, “暗号技術の最新動向” H19.4

第 26 回 STARC アドバンスト講座, “暗号ハードウェアの応用と実

装攻”

H19.10

IPA 暗号フォーラム 2008・大川賞受賞記念シンポジウム, “暗号技

術の今後”

H20.11

第 17 回 FPGA/PLD Design Conference 特別講演, “回路の消費電力

から暗号を解読するサイドチャネル攻撃の実際”

H22.1

日銀：第 22 回情報セキュリティ・セミナー, “IC カードにおける

セキュリティ評価の現状と取組み”

H22.10

産総研

知財

特願 2008-130361 誤り検出機能を備える、符号化又は復号 H20.5

H20PRO-873 暗号モジュール安全性評価ソフトウェア H20.6

H21PRO-993 SASEBO-GII FPGA ボード回路設計データ H21.4

H21PRO-994 SASEBO-R FPGA ボード回路設計データ H21.4

H21PRO-995 SASEBO-G FPGA ボード回路設計データ H21.4

H21PRO-996 SASEBO-B FPGA ボード回路設計データ H21.4

H21PRO-1043 SASEBO-GII FPGA ボード制御プログラム H21.9

H21PRO-1053 SASEBO-R FPGA ボード・暗号 LSI 制御プログラム H21.10

H21PRO-1054 標準暗号 LSI 動作試験プログラム H21.10



- 194 - 
 

３－２－Ｂ 目標の達成度

表 3．3 目標に対する成果・達成度の一覧表

要素技術 目標・指標 成果 達成度

１．標準評価プ

ラットフォー

ムの開発

サイドチャネル攻撃評価

実験のため、暗号のソフトウ

ェア実装、回路情報が再構成

可能な FPGA および量産向の

ASIC によるハードウェア実

装を可能とする共通プラッ

トフォームと、また国際標準

ISO/IEC 18033 の全てのア

ルゴリズムと RSA 暗号を実

装した専用 LSI の開発を行

う。

様々な評価実験のため、回

路アーキテクチャの異なる 5

種 類 の 評 価 ボ ー ド

SASEBO/-G/-GII/-B/-R を開

発した。最新の SASEBO-GII

は SASEBO-Gに対して4～7倍

のロジック容量を有しなが

ら、ボード面積は 1/3 と大幅

な小型化と高集積化を実現

している。また、サイドチャ

ネル攻撃実験以外の用途と

して最先端の部分再構成機

能も有し、より高度なハード

ウェアセキュリティシステ

ムの研究を可能とした。

これらのボード上で様々

なサイドチャネル攻撃実験

を 行 う た め に 、 ISO/IEC

18033-3 標準の全てのブロッ

ク暗号および公開鍵暗号の

標準であるRSA暗号の回路設

計を行った。さらに様々なサ

イドチャネル攻撃対策回路

も開発し、これら暗号回路を

90nmおよび130nmの半導体製

造技術で製造したLSIを 4種

類開発した。

これらのプラットフォー

ムは事業化され、100 を超え

る研究機関にて、利用されて

いる。

達成
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２．解析実験の

実施と評価ツ

ールの開発

標準評価プラットフォー

ム上の暗号回路の消費電力

や電磁波の計測手法を構築

し、取得波形を解析するサイ

ドチャネル攻撃実験を行っ

て攻撃手法・防御手法の有効

性を検証する。

また、計測と解析を自動的

に行うサイドチャネル攻撃

の評価ツールを開発する。

SASEBO ボードおよび暗号

LSI を用いた様々な実験を通

して得られた消費電力・電磁

波形取得および解析のノウ

ハウを実装した評価ツール

を開発した。

評価制度の普及と市場の

拡大に民間の活力を利用す

るため、欧米 3 社の IC カー

ド評価ツールで SASEBO をサ

ポートした。そして、我々が

開発する評価手法をツール

に組み込み、CMVP/JCMVP 等の

試験に利用するのと同時に、

試験機関や情報機器メーカ

ーの技術者のトレーニング

やコンサルテーションも民

間で実施できるよう計画し

ている。

達成

３．暗号モジュ

ールのセキュリ

ティ要件の調査

と評価手法ガイ

ドラインの策定

標準評価プラットフォー

ム SASEBO の実験結果、国内

外の関連学会参加、NIST や

CRYPTREC等との協力により、

サイドチャネル攻撃に対す

る評価のガイドラインを策

定する。

関連主要学会や展示会で積

極的に論文発表やセミナー

講演、SASEBO を用いた評価シ

ステムのデモンストレーシ

ョンを行った。

CRYPTREC においても電力

解析ワーキンググループを

通じた SASEBO の提供とサポ

ートを行った。このような活

動を NIST にアピールするこ

とで研究員を派遣し共同研

究を始めることとなり、FIPS

140-3 の 2nd ドラフトでは物

理セキュリ ティ・非破壊攻

撃のセクションの記述を産

総研が担当することとなっ

た。2012 年の CMVP /JCMVP

達成
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運用開始に向けて、評価環境

の技術開発も産総研が主体

的に進めている。

さらに JCMVP の普及に向

け、 SASEBO ボードに AES 暗

号を実装し、現行の国際規格

に基づきハードウェアモジ

ュールとして初めてJCMVP認

証を取得した。そして、その

全ての設計情報とソースコ

ードを安全な実装の例とし

て、SASEBO の Web サイトで公

開した。

４－Ｂ 事業化、波及効果について

４－１－Ｂ 事業化の見通し

本事業で開発した SASEBO ボードは、産総研から東京エレクトロンデバイス(株)およ

び凸版印刷(株)にライセンスを供与して既に事業化を行い、国内外での販売を行ってい

る。現在，およそ 100 の企業、大学、評価機関において、研究および標準化活動に利用

されている。さらに本事業終了後も、SASEBO シリーズの開発は JST の別プロジェクト

で継続し、図 4．1の IC カードインタフェース機能を有する SASEBO-W は、2010 年 12

月 7-9 日にパリで開催された世界最大の IC カード見本市 CARTES2010 へ出品を行った

(図 4.2)。SASEBO-W を CMVP/JCMVP で標準試験装置として利用するため、IC カード計測・

解析ツール等も開発を続けており、2011 年春には国内での販売および、欧州では

Riscure 社および Secure IC 社、北米では Cryptography Research 社を通じた事業展開

も検討中である。
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図 4.1 SASEBO-W

図 4.2 CARTES2010 に出展した SASEBO-W と SASEBO-GII

４－２－Ｂ 波及効果

総務省と経済産業省の共同プロジェクト CRYPTREC では現在、2010 年問題などの暗号

アルゴリズムの危殆化に対処するため、電子政府推奨暗号リスト改訂作業が進められて

いる。本事業で開発した SASEBO ボードはサイドチャネル攻撃への安全性評価実験等を

目的に開発されたものであるが、電子政府推奨暗号リスト改訂においては、提案された

暗号アルゴリズムのハードウェアの処理速度や実装に必要となるリソース等の性能評

価の標準プラットフォームとしても利用されることとなった。そのため、産総研は、

SASEBO-GII 上に暗号ハードウェアの性能評価環境を構築した。

さらに、経済産業省の 2009 年から 3 年間の委託事業「高度大規模半導体集積回路セ
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キュリティ評価技術開発」においては、IC チップのセキュリティ評価にも採用される

こととなり、その中で、欧州を中心とする IC チップメーカー、ユーザ、評価機関、認

証機関から構成される作業部会である JHAS (JIL (Joint Interpretation Library)

Hardware Attacks Sub-working group)への日本からの技術貢献として SASEBO が提供さ

れている。

暗号によるシステムセキュリティは攻撃者に対する防御技術であるが、安全で信頼性

の高い情報システムの構築には、エラーや故障といった偶発的な問題への対策も不可欠

である。 SASEBO-GII は、ハードウェアの動作中に部分的に機能を更新可能な部分動的

再構成技術を実装しており、これによってシステムを止めることなく故障やエラーを起

こした部分の書き換えや、別の回路リソースを用いた置き換えによる復旧が可能となる。

また、遠隔地や宇宙空間など、ハードウェアの交換が困難な場合に、ネットワーク経由

で回路の書き換えを可能とする技術の研究開発も始まっている。このように SASEBO に

よってセキュリティを確保するだけでなく、高い信頼性、いわゆるディペンダブルなシ

ステムの構築に向けた研究への展開が進んでいる。

これらの技術は、安心・安全な情報ネットワーク・インフラの構築に不可欠な基盤技

術であり、図 4.3 のように、な様々な製品やサービスの拡大に大きくきく貢献する。金

融・電子マネー・ID・交通等に市場が急拡大している IC カードシステム、通信・処理

性能が飛躍的に向上し様々なサービスが携帯電話や情報端末、ネットワーク配信や各種

デジタル放送サービス、デジタルコンテンツや個人情報など様々なデータを保存するス

トレージ機器など、具体的にはデジタルデータを扱う下記のようなほとんどの情報シス

テム製品・サービスへの波及効果が見込まれる。

図 4.3 広がる暗号技術の応用

さらに、情報セキュリティ産業の活性化だけでなく、学術研究活動への貢献も行った。
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東北大学、横浜国立大学、電気通信大学、中央大学、立命館大学、神戸大学と暗号ハー

ドウェアの安全性に関する共同研究を進め、その研究成果を論文誌や国内外の学会で発

表した。また、暗号の国際学会として最も権威の高い IACR (International Association

for Cryptologic Research)が主催する数少ない国際会議の中で、暗号ハードウェアを

メイントピックとする CHES (Cryptographic Hardware and Embedded Systems)の 2011

年開催を、General Chair として東京に誘致することとなった。アカデミーの中でサイ

ドチャネル攻撃の技術の集約を目的とし、CHES 2009 では特別セッションが開催された

DPA コンテストの主催者 Telecom Paris Tech 大学と協力し、第二回の DPA コンテスト

から SASEBO-GII を標準として使用することが決定し、第三回以降は企業スポンサーの

協力により、SASEBO-GII に加えて SASEBO-W など新規開発のボードも投入していく予定

である。

５－Ｂ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等

５－１－Ｂ 研究開発計画

表 5.1～5.3 にそれぞれ、平成 18～20 年度の 2.5 ヶ年の研究計画を示す。
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表 5.1 平成 18年度研究開発計画

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

ボード仕様検討 ボード論理設計

平成18年度 (予算額：5,464万円，間接費を除く)

入札・調達

ボード製造

ボード検証
基礎実験

SCIS2007CHES2006

標準評価
プラットフォーム

の開発

解析実験の実施

暗号モジュール
のセキュリティ
要件の調査

表 5.2 平成 19年度研究開発計画

標準評価
プラットフォーム

の開発

解析実験の実施
と評価ツール

の開発

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

暗号モジュール
のセキュリティ
要件の調査と

評価手法ガイドラ
インの策定

SASEBOを
80枚量産

SASEBOの基礎
データ取得

CRYPTREC電力解析WG
でSASEBO-G供給

全SASEBO-Gに対し
AESのDPA実験

SASEBO上に実装した
AESとRSAに対する

DPAとSPA攻撃に成功

ISO/IEC1８０３３-3標準暗号
およびRSAの回路IP公開

CHES2007でSASEBOの
開発プランをアナウンス

SASEBO-R用電源
回路試作

海外にSASEBO
供給開始

暗号LSI論理設計

海外向LSI
レイアウト設計

LSI製造暗号LSIレイアウト設計

LSI製造

LSIボード(SASEBOｰR)
設計・製造

ALTERAボード(SASEBOｰB)
設計・製造

解析実験環境整備

ボードの評価

SASEBO-AES開発

IEEE ISCAS 2007

認証証発行
プレスリリース

Webで技術情報公開

SP及びVE[0.1版]作成

SP及びVE評価・修正

試験用コード・環境開発

実機試験・回路修正

DICOMO 2007 ISC 2007

CSS 2007

56bit

128bit

CHES2007
SCIS 2008

JWIS 2007

LSIの解析

平成19年度 (予算額：1億1,650万円，間接費を除く)
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表 5.3 平成 20年度研究開発計画

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

実装攻撃対策版
LSIの方式検討

海外にSASEBO-R/-B
供給開始

レイアウト設計 製造

FPGAボード(SASEBO-G)
設計・製造

IEEE ISCAS 2008

調査・実験データ解析

DICOMO 2008 ISC 2008

CSS 2008

90nm

CHES2008 SCIS 2009

制御・解析エンジン開発

解析ツールGUI・インタフェース設計

国内にSASEBO-R/-B
供給開始

解析環境・ツールを用いた電力解析攻撃評価実験

NISTにプロトタイプをデモ

安全性評価手法の検討 最終報告書
作成

レイアウト設計130nm

暗号LSI論理設計

評価

評価

暗号LSI論理設計

FPGAボード(SASEBO-GII)
設計・製造 評価

製造

FIPS140-3ドラフト
策定作業

Reconfig 08

NISTに最新の成果と
SASEBO-GII等の次期計画を説明

標準評価
プラットフォーム

の開発

解析実験の実施
と評価ツール

の開発

暗号モジュール
のセキュリティ
要件の調査と

評価手法ガイドラ
インの策定

平成20年度 (予算額：1億3,860万円，間接費を除く)

５－２－Ｂ 研究開発実施者の実施体制・運営

本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、(独)産業技術総合研究所情報セキ

ュリティ研究センター（プロジェクトリーダー ハードウェアセキュリティ研究チーム

長 佐藤証）が経済産業省からの委託を受けて実施した。また、再委託先として東北大

学大学院情報科学研究科青木研究室、平成 20 年度には横浜国立大学大学院環境情報研

究院松本研究室が参加し、主要な外注を三菱電機株式会社に発注した。図 5.1 に本事業

の体制図を示す。

再委託先の東北大学青木研究室は、高性能暗号回路実装の研究において国内外の学会

で数多くの論文を発表しており、また実装攻撃に対する精度の高い耐性評価を行う上で

極めて有効な独自の信号処理技術を有している。特に、暗号 LSI の開発は本事業におい

て最も重要な要素技術の一つであるが、暗号回路はセキュリティ製品の最もコアとなる

技術であるため、企業からソースコードの提供を受けることは極めて困難であり、青木

研究室が独自に開発し所有していた高性能暗号回路マクロの使用が不可欠であった。東

北大学は SASEBO を用いた実装攻撃実験に関して数十本の論文・学会発表を行なってお

り、また研究室の Web サイトで SASEBO に関する情報を発信するなど、本事業の広報活
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動も積極的に行なっている。

横浜国立大学の松本勉教授は、IPA と NICT が共同で運営する CRYPTREC（Cryptography

Research and Evaluation Committees）暗号モジュール委員会および電力解析ワーキン

ググループの委員長を務めており、本事業に参加する以前にも、研究室は CRYPTREC に

参加する企業や大学の研究組織に提供するSASEBOボード全80枚のボードのアナログ特

性の個体差の測定を行っており、また、LSI ボードの仕様策定にも多くの有益な助言を

いただき、SASEBOでの実装攻撃実験に関する論文発表をどこよりも早く行なっていた。

平成 20 年度は、サイドチャネル攻撃対策手法を実装し、その効果を解析することが大

きなテーマであり、松本研究室は強みである各種対策手法を施した暗号回路実装におい

て本事業に参加し、複数の AES 回路の FPGA 実装とその評価を担当した。

評価の対象である暗号 LSI の開発は、暗号回路の論理設計は産総研、東北大学、横浜

国立大学で実施可能であるが、物理レイアウト、タイミング検証、論理-レイアウト検

証といった、LSI の製造に近い部分は企業の協力が不可欠であった。そこで、暗号 LSI

の開発実績を有し、かつ暗号理論やサイドチャネル攻撃の研究で世界的にも有名な三菱

電機に外注を行った。また LSI の開発においては、三菱電機が特許を有するサイドチャ

ネル攻撃対策手法 RSL (Random Switching Logic)を実装した AES 暗号回路を学術研究

用として無償で提供を受けることができた。

本事業の主目的は暗号モジュールに対する新たな安全性の評価指針を策定すること

にあるため、国際規格 ISO/IEC 19790、24759 のベースとなった米国連邦標準規格

FIPS140-2に基づく暗号モジュールの試験認証制度 CMVPを運用する NISTに研究員を派

遣し、FIPS140-3 への規格改訂作業で技術面を中心に連携を行った。また、日本版の

JCMVP を実施している IPA とも連携・協力し技術情報の交換を行った。さらに、サイド

チャネル攻撃に対する安全性評価指針の策定に必要な知識と技術の蓄積を行うため

CRYPTREC 暗号モジュール委員会に参画し、下部組織である電力解析ワーキンググルー

プで、参加企業・大学の研究機関に SASEBO を用いた様々な実験を実施してもらった。
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図 5.1 研究開発実施体制

５－３－Ｂ 資金配分

年度毎の各要素技術への事業費の配分を表 5.4 に示す。事業費のおよそ半分は、4種

類の実装評価用ボード（SASEBO、 SASEBO-R、 SAEBO-B、 SASEBO-G）および 4種類の暗

号 LSI(国内用/輸出用 × 対策なし/対策あり)の作成に要している。ハードウェアの開

発・製造には大きな費用が必要であるため、事業費の半分は妥当であると言える。本事

業の目的である暗号モジュールの新たなセキュリティ要件、試験要件および判定基準の

策定には、まず、設計試料や技術情報が公開された標準プラットフォームの上で、第三

者評価可能な実装実験を行う環境を整えることが不可欠であり、この目的を 18 年度の

半年と 19年度でほぼ達成している。最終 20 年度はそれらのボードや LSI を用いた実験

で得られた知見を踏まえて、試験評価法だけでなく攻撃への対策法の検討も行うための

LSI をした。

実装攻撃解析環境の開発にはおよそ 1/3 の事業費が充てられている。また、そのうち

の半分以上が最終 20 年度に割り当てられているが、19 年度目までに開発したボードや

LSI を用いた実験結果を踏まえて、解析環境の整備を本格的に行い、完成度の高い解析

ツールの開発を進めるためである。

さらに 20年度は、暗号モジュールの評価指針を取りまとめるため、NIST へ研究員を

派遣やツールのデモンストレーションなど、それまでの文献調査・研究にとどまらず、

より積極的に標準化機関とのディスカッションを行ない、FIPS140-3 のドラフト策定に

携わった。それと同時に、開発したボードの事業化を開始した。
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表 5.4 資金度配分 （単位：百万円、 管理費を含まず）

年度 平成 １８ １９ ２０ 合計

１．標準評価プラットフォー

ムの開発

27.6 87.9 49.3 164.8

２．解析実験の実施と評価ツ

ールの開発

26.2 21.6 59.9 107.7

３．暗号モジュールのセキュ

リティ要件の調査と評価手

法ガイドラインの策定

0.8 7.0 29.4 37.2

合計 54.6 116.5 138.6 309.7

５－４－Ｂ 費用対効果

評価ボードは自らの実験に用いる他、標準評価用として研究機関へ供給し、様々な実

験結果のフィードバックを得ることができた。そのため、SASEBO が 80 枚、

SASEBO-R/-B/-G他はそれぞれ100枚ずつ製造し、1枚あたり16～19万円となっている。

日本規格協会情報技術標準化研究センター(INSTAC)においても、平成 17 年に実装攻撃

用評価ボードとして CPU ボードと FPGA ボード（INSTAC-32 ボード）を開発しているが、

セットでおよそ 70 万円と高価なものであった。また、INSTAC-32 ボードは、CRYPTREC

暗号モジュール委員会で購入し実験を行ったもののボード間の特性のばらつきも大き

く、標準ボードとしての利用には適さなかった。SASEBO は INSTAC-32 と比較し、コス

トが極めて低く抑えられている上にボード間の特性のばらつきもほとんどない。そのた

め、国内外の研究機関への供給が可能となり、標準評価ボードとして高い評価を受けて

いる。また、Riscure 社が販売しているサイドチャネル攻撃評価を行う IC カードリー

ダーは、1 台 350 万円と INSTAC-32 よりも高価である。さらに、最終年度に開発した

SASEBO-GII ボードは 10万円を切る価格で市販化し、海外販売も進めることで、本研究

分野の活性化に大きく貢献している。

暗号 LSI は、組み込み機器用として委託事業実施期間中に、最も一般的な 130nm CMOS

スタンダードセル技術を用いて製造した。この製造技術を用いた LSI の開発には億単位

の費用が発生するため、通常は数～数十万個の量産品への適用に限定される。そこで、

今回は試作を目的とし、複数の異なる LSI を一枚のシリコンウェハーに実装するシャト

ル便を利用した。このため開発費用はそれぞれの LSI の設計者で案分され、製造コスト

を抑えることが可能となる。具体的には、2 種類(国内用/輸出用)×100 個×2、672 万

円であった。しかしながら、通常は製造先で行なわれる良品／不良品の検査等が一切行

なわれないため、設計とテストに多大な労力が払われた。その結果、98%という極めて
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高い良品率を得ることができた。また、20 年度は東北大学から発注してアカデミック

ディスカウントを利用することで、LSI 製造に関して、1,000 万円の経費削減を行うこ

とができた。

開発したボードや LSI は論理的な機能が正しく動作することに加え、アナログ的なば

らつきやノイズを抑えることが実装攻撃実験において非常に重要である。また、オシロ

スコープや PC といった一般的な機器で可能な実験に加えて、磁界プローブや特殊な制

御装置を用いて、最新の論文に発表されるような、より進んだ攻撃も行なっておく必要

がある。そのような回路理論や数式では表せない、アナログ的なノウハウを活用した実

験を行うための装置の経費には、「２．解析実験の実施と評価ツールの開発」として解

析ツールのプロトタイプ開発費も含まれており、さらに実験・研究成果をまとめた論文

は知名度の高い国際会議にも採択されていることからも、投資対効果は非常に高いこと

がわかる。

「３。暗号モジュールのセキュリティ要件等に関する調査と新たな指針の策定」は、

文献調査のための学会参加費、論文購読料、技術資料作成の他、NIST に研究員を常駐

させるための旅費も含んでおり、適正な範囲と言える。

対費用効果として、委託事業の成果のビジネス展開についても報告する。

単純にボード単体での市場を計算するならば、凸版印刷(株)および東京エレクトロン

デバイス(株)から製品化されたサイドチャネル攻撃標準評価ボード SASEBO シリーズは

これまでにおよそ 600 枚が出荷されている。ボードの単価は約 20 万円なので、この製

品直接の経済効果は 1億 2千万円と見積もることができる。2011 年に発売予定の IC カ

ード機能付 SASEBO-W は、さらに販売台数の増加が見込まれている。しかし、本事業は

ボード販売の経済効果を目的としたものではなく、開発した暗号実装の技術を情報機器

に応用し、そのセキュリティの向上と市場拡大を目指したものである。

特にこの事業の成果は、IPA が運営する「暗号モジュール試験及び認証制度（JCMVP)」

の普及に貢献している。この事業では第三者試験機関が安全性評価を行うが、「(社)IT

セキュリティセンター」「(株)電子商取引安全技術研究所」「(財)日本品質保証機構」の

三機関が JCMVP 試験機関として認定され業務を行っている。また、セキュリティは製品

の主機能ではないので、直接個々の製品の単価や出荷数から経済効果を測ることは難し

いが、JCMVP 制度が立ち上がり、この認証を取得した国内製品は現在までにソフトウェ

アやハードウェアを含め 11 件となっている。米国・カナダの CMVP 制度との相互認証も

目指しており、既に十数年の実績を持つ北米では年間に約 160 の製品が認証を取得し、

年々増加傾向にある。また CMVP 試験機関は 25程度に増やすことが予定されている。情

報端末が爆発的に普及している今日、暗号モジュールはそのコア技術であり、今後、国

内でも JCMVP 認証を取得する製品が急速に増加すると見られている。その中で、サイド

チャネル攻撃が対象となる予定の 2012 年度以降は、本事業で開発し公開している

SASEBO を中心とする様々な技術やノウハウは、市場に対して大きな波及効果をもたら
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すと考えられる。

さらに、SASEBO ボードは国際標準 ISO/IEC 15408 に基づく IC カードの安全性評価事

業においても活用されている。IC カード評価は現在欧州に後れを取っており、昨年、

IC カードメーカーを中心とする欧業界団体 JHAS へ、日本が加盟を果たしたところであ

る。SASEBO はここでも標準評価ボードとして高く評価されている。2009 年の IC カード

の出荷数は全世界で 52 億枚に達し、セキュリティ需要の拡大で 2010 年には約 14％の

売上成長が見込まれるとの調査報告があり、今後の SASEBO の経済効果は計り知れない。

５－５－Ｂ 変化への対応

本事業では実装攻撃として、暗号モジュールの消費電力や電磁波や処理時間等を測定

し、その中に漏れている内部情報を解析するサイドチャネル攻撃を主なターゲットとし

ている。しかしながら、暗号モジュールの電源を操作したり電子線を照射するなどして

誤動作を起こし、より多くの秘密情報を漏洩させようという故障利用解析攻撃の研究が

盛んとなってきている。サイドチャネル攻撃と比較してかなり高価な装置が必要とされ、

またこのような誤動作が起こせたならばといった思考論理実験の域を出ないものも多

いが、今後の研究によりその現実性が増していくものと考えられる。故障利用解析攻撃

も基本的にサイドチャネル攻撃と同様、暗号モジュールを破壊して内部を解析するもの

ではないが、単に漏洩情報を観測するだけでなく、その内部処理に介入するより能動的

な攻撃である。また、暗号モジュールを改造あるいは破壊してその内部情報を直接観測

する侵襲攻撃は、さらに高価な装置と高度な技術が必要となるが、これらの攻撃の実現

可能性と対策手法も、今後の研究の発展に向け準備を進めた。具体的には、故障利用解

析攻撃実験のために、新たに開発したボード SASEBO-G/-GII/-R/-B ではクロック信号に

ノイズを混入できる機能を付加しており、暗号 LSI はそのような異常な信号が処理にど

のような影響を与えるか調べるために、内部状態を観測できる機能を付加している。ま

た、暗号モジュールの破壊攻撃に対しては、図 5.2～5.4 に示すように、SASEBO-R 上の

暗号 LSI のパッケージを開封し暗号回路動作中の内部の電力波形を直接測定したり、発

熱や発光現象を観測する実験を行っている。
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図 5.2 SASEBO-R 上の暗号 LSI 内部の電力測定

図 5.3 SASEBO-R 上の暗号 LSI 内部の熱測定

図 5.4 SASEBO-R 上の暗号 LSI 内部の発光測定
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Ｃ．クラウドコンピューティングセキュリティ技術開発（クラウド環境におけ

る暗号技術評価）

１－Ｃ 事業の目的・政策的位置付け

１－１－Ｃ 事業目的

クラウドコンピューティング環境では、利用者はデータやソフトウェアの所在を意識

することなく接続されたインターネット網の「クラウド（雲）」からデータ自体やソフ

トウェア・サービスの提供を受ける。クラウドコンピューティング環境においても暗号

技術は重要な基盤技術であり、安全性の観点からは暗号の強度が求められるが、ユーザ

利便性の観点からは応答性の確保も求められる。

これらを背景として、クラウドコンピューティング環境で使用される暗号システムの

処理性能の評価及び必要な処理性能の基準を示すことが望まれている。

本研究開発事業の目的は、共通鍵暗号及びハッシュ関数、公開鍵暗号の暗号技術のソ

フトウェア実装上の性能を評価し、今後のクラウドコンピューティング環境での普及促

進に求められる性能評価用プログラムを開発するものである。

また、本研究開発の成果は、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）における「電子

政府推奨暗号リスト」掲載の暗号技術の安全性評価に活用されることも念頭においてい

る。

１－２－Ｃ 政策的位置付け

政府全体の情報セキュリティ政策の中長期計画である「第２次情報セキュリ

ティ基本計画」（平成２１年２月情報セキュリティ政策会議決定）において、政

府機関で使われている推奨暗号について、その安全性を継続的に監視・調査す

るとしている。本事業は、これに則したものである。

なお、直近の「国民を守る情報セキュリティ戦略」（平成２２年５月情報セキ

ュリティ政策会議決定）においては、クラウドコンピューティングに対する高

度化・多様化する攻撃等に対応できる情報セキュリティ技術の実現についても

位置付けられている。

＜国民を守る情報セキュリティ戦略（抜粋）＞

インターネットを始めとする情報通信技術を利用者が活用するにあたっての脆弱性

の克服や、IPv6 や、クラウドコンピューティング、情報家電、携帯端末、センサーネ

ットワーク等の情報通信技術の環境の変化に対応した情報セキュリティ技術の開発、高

度化・多様化する攻撃等に対応できる情報セキュリティ技術（「グランドチャレンジ型」



- 209 - 
 

研究開発・技術開発）の実現・普及の実現を目指す。

１－３－Ｃ 国の関与の必要性

現状のクラウドコンピューティングは既存のテクノロジーの集大成というべ

きものであり、今後も発展が期待されるものの、クラウドコンピューティング

が次世代の基盤テクノロジーとなるためには、解決しなくてはならない課題が

あり、その中で最も重大な課題領域がセキュリティの確保、データプライバシ

ーの確保であることから、本事業の上位事業は、クラウドコンピューティング

に必要なセキュリティ技術とはどのようなものであるのかの検討に加え、具体

的な技術開発を行うこと企図したものである。

本事業においては、クラウドコンピューティングシステムで利用される暗号

技術の処理性能の評価及び必要な処理性能の基準を示すことを目的として、暗

号アルゴリズムの安全性が確認されている電子政府推奨暗号リストに掲載され

ている暗号を主な評価対象と想定して、実施したものである。したがって、国

が利用するための暗号を電子政府推奨暗号リストとしてリスト化し、推奨した

ものであることから、国で実施することが適当である。

２－Ｃ 研究開発目標

２－１－Ｃ 研究開発目標

本研究開発事業の目標は、クラウドコンピューティング環境で使用される暗号技術の

処理性能の評価及び必要な処理性能の基準を示すための性能評価プログラム、サンプル

となる暗号プリミティブ、及び開発した暗号プリミティブを性能評価プログラムを使っ

て利用可能とするためのドライバプログラムを開発することである。

性能評価プログラムは、指定した暗号アルゴリズムの実装（暗号プリミティブを利用

可能とする暗号ライブラリ）を元に、暗号化、復号化それぞれの処理速度、及び処理中

の使用リソースを計測し、結果を標準出力に出力する。

暗号プリミティブは、以下を実装する。

・ 共通鍵暗号：

� CIPHERUNICORN-E（64bit）
� Hierocrypt-L1（64bit）
� Misty1（64bit）
� MUGI（128bit）
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� AES（128bit/192bit/256bit）
� Camellia（128bit/192bit/256bit）
� CIPHERUNICORN-A（128bit/192bit/256bit）
� Hierocrypt-3（128bit/192bit/256bit）
� SC2000（128bit/192bit/256bit）

・ ハッシュ関数：

� SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384、SHA-512 
・ 公開鍵暗号：

� ECDSA 
� ECDH 
� RSASSA-PSS（2048bit）
� RSAES-OAEP（2048bit）

ブロック暗号については、ブロック暗号利用モード（ECB、CBC、CFB、OFB、CTR、

GCM、CCM）及びメッセージ認証子生成方式（CMAC、GMAC）を実装する。

上記の暗号プリミティブを、性能評価プログラムで動作させるためのドライバプログ

ラムを開発する。

これらの開発成果は、IA32、Intel64、AMD64 の各プロセッサで動作検証し、Linux
及び Microsoft Windows XP/Vista それぞれの 32 ビット、64 ビットモードで動作検証

を行う。

２－２－Ｃ 全体の目標設定

本研究開発の全体の目標を以下の表に示す。

表１．全体の目標

目標・指標 設定理由・根拠等

性能評価プログラム、サンプルとなる暗号

プリミティブ及びドライバプログラムを開

発する。

・共通鍵暗号、ハッシュ関数、公開鍵暗号

の暗号プリミティブを開発する。

・暗号化、復号それぞれの処理速度、処理

中の使用リソースを測定し、結果を出力す

る性能評価プログラムを開発する。

・開発した暗号プリミティブの性能評価を

行うためのドライバプログラムを開発す

る。



- 211 - 
 

２－３－Ｃ 個別要素技術の目標設定

本研究開発の個別要素技術の目標を以下の表に示す。

表２．個別要素技術の目標

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等

クラウドコンピューティ

ングセキュリティ技術研

究開発（クラウド環境にお

ける暗号技術評価）

性能評価プログラム、サン

プルとなる暗号プリミティ

ブ及びドライバプログラム

を開発する。

・共通鍵暗号（9 アルゴリズ

ム）、ハッシュ関数、公開鍵

暗号（4 アルゴリズム）の暗

号プリミティブを開発する。

・暗号化、復号それぞれの処

理速度、処理中の使用リソー

スを測定し、結果を出力する

性能評価プログラムを開発

する。

・開発した暗号プリミティブ

の性能評価を行うためのド

ライバプログラムを開発す

る。

３－Ｃ 成果、目標の達成度

３－１－Ｃ 成果

３－１－１－Ｃ 全体成果

本事業の実施計画書に基づき、暗号技術評価に資する性能評価プログラム、暗号プ

リミティブ、及びドライバプログラムを開発し、複数プロセッサ、複数 OS での動作

検証を行った。また、暗号アルゴリズム確認制度が利用できる暗号アルゴリズムにつ

いては、同制度を適用し、アルゴリズム実装の妥当性を確認した。以下の図は、開発

成果の全体像を示す。
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図１．本研究開発成果の全体像

表３．性能評価プログラムの動作環境

OS 名称 32bit モード 64bit モード

Linux カーネル 2.6 系 ○ ○

Microsoft Windows XP /Vista ○ ○

３－１－２－Ｃ 個別要素技術成果

（１）暗号プリミティブの開発

性能評価する暗号プリミティブについては、共通鍵暗号及びハッシュ関数と公開鍵暗

号を実装した。実装担当は、共通鍵暗号は東京理科大学とみずほ情報総研が共同で実装

し、ハッシュ関数はみずほ情報総研が実装し、公開鍵暗号は大阪電気通信大学とみずほ

情報総研が共同で実装した。また、暗号アルゴリズム確認制度の対応については、みず

ほ情報総研が担当した。下表で示す通り、共通鍵暗号は 1～9 を実装し、ハッシュ関数

と公開鍵暗号は 10～14 を実装した。本事業で実装する暗号プリミティブの確実性を確

認するために、暗号アルゴリズム確認制度を利用した。暗号アルゴリズム確認制度にお

ける試験機関にて暗号アルゴリズム確認を行い、同制度の認証機関である独立行政法人

情報処理推進機構からアルゴリズム確認書を得た。なお、本事業で実装する暗号プリミ
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ティブのうち、開発時点では暗号アルゴリズム確認制度の対象ではない暗号プリミティ

ブが存在したため、事業期間内で確認を受けられない暗号プリミティブについては暗号

アルゴリズム確認を行わなず独自の試験を実施した。

表４．実装した暗号プリミティブ

技術

分類
名称

アルゴリズム

仕様書

実装

担当

アルゴリズ

ム確認手法

共通鍵暗号：

1) CIPHERUNICORN-E
（64bit）

暗 号 技 術 仕 様 書

CIPHERUNICORN-E R JCMVP 確

認

2) Hierocrypt-L1（64bit）
暗 号 技 術 仕 様

書 :Hierocrypt-L1(May 
2002) 

R JCMVP 確

認

3) Misty1（64bit）
暗 号 技 術 仕 様 書

MISTY1(updated 
2002 年 5 月 13 日)

M JCMVP 確

認

4) MUGI（128bit）
疑似乱数生成器 MUGI 
仕様書 Ver. 1.3(2002年

5 月 8 日)
R JCMVP 確

認

5) AES（128bit/192bit/256bit） FIPS197 M JCMVP 確

認

6) Camellia
（128bit/192bit/256bit）

128 ビットブロック暗

号 Camellia アルゴリ

ズム仕様書(第 2 版：

2001 年 9 月 26 日)

M JCMVP 確

認

7) CIPHERUNICORN-A
（128bit/192bit/256bit）

暗 号 技 術 仕 様 書

CIPHERUNICORN-A R JCMVP 確

認

8) Hierocrypt-3
（128bit/192bit/256bit）

暗 号 技 術 仕 様

書 :Hierocrypt-3(May 
2002) 

R JCMVP 確

認

9) SC2000
（128bit/192bit/256bit）

共通鍵ブロック暗号

SC2000 暗号技術仕様

書(2001 年 9 月 26 日)
R JCMVP 確

認

ハッシュ関数：
10) SHA-1, SHA-224, SHA-256, 

SHA-384, SHA-512 FIPS180-3 M JCMVP 確

認

公開鍵暗号：

11) ECDSA ANS X9.62-2005 O, M 

左記仕様書

及び CAVS
のサンプル

データ

12) ECDH NIST SP 800-56A O, M 

左記仕様書

及び CAVS
のサンプル

データ

13) RSASSA-PSS（2048bit） PKCS#1 M JCMVP 確

認

14) RSAES-OAEP（2048bit） PKCS#1 M JCMVP 確

認

実装担当：「M」：みずほ情報総研、「R」：東京理科大学、「O」：大阪電気通信大学

アルゴリズム確認手法：「JCMVP 確認」：JCMVP の暗号アルゴリズム確認制度の適用
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ブロック暗号については、以下のブロック暗号利用モード及びメッセージ認証子生成

方式を実装した。暗号アルゴリズムの確認対応（ブロック暗号利用モードの確認）につ

いては、みずほ情報総研が実施した。ブロック暗号利用モードは下記の 15～21 を実装

し、メッセージ認証子生成方式は 22～23 を実装した。

表５．実装した暗号利用モード及びメッセージ認証子生成方式

技術分類 名称
アルゴリズム

仕様書

実装

担当

アルゴリズ

ム確認手法

ブロック暗号

利用モード

15) Electronic Codebook (ECB) SP800-38A M JCMVP 確認

16) Cipher Block Chaining (CBC) SP800-38A M JCMVP 確認

17) Cipher Feedback (CFB) SP800-38A M JCMVP 確認

18) Output Feedback (OFB) SP800-38A M JCMVP 確認

19) Counter (CTR) SP800-38A M JCMVP 確認

20) Counter with Cipher Block 
Chaining-Message Authentication 
Code(CCM) 

SP800-38C M JCMVP 確認

21) Galois/Counter Mode (GCM) SP800-38D M 左記仕様書

メッセージ認

証子生成方式

22) Cipher-based Message Authentication 
Code(CMAC) SP800-38B M JCMVP 確認

23) Galois Message Authentication 
Code(GMAC) SP800-38D M 左記仕様書

実装担当：「M」：みずほ情報総研、「R」：東京理科大学、「O」：大阪電気通信大学

アルゴリズム確認手法：「JCMVP 確認」：JCMVP の暗号アルゴリズム確認制度の適用

公開鍵暗号については、以下の演算ライブラリを実装したが、暗号プリミティブのド

ライバプログラムと同様にインターフェース仕様を決定し、個々の演算ライブラリを実

装した。実装担当は、大阪電気通信大学とみずほ情報総研が共同で実装した。主な演算

ライブラリは、以下の 24～27 である。

なお、上記の多倍長整数演算ライブラリについては、既に利用されているオープンソ

フトウェアを用いて想定するクラウドコンピュータ環境での性能を評価することによ

って、実際に利用価値のある検証結果を示すことから、GMP (GNU Multiple Precision 
Arithmetic Library) から派生したMPIR (Multiple Precision Integers and Rationals) 
1.3.1 を利用し、RSA 暗号アルゴリズムに関しては Intel プロセッサ上で動作する IPP 
(Intel® Integrated Performance Primitives) についても実装対応を行った。
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表６．実装した演算ライブラリ

24) 標数 2 の体上の演算(多項式基底で表現される元の加算、乗算、逆元)

25) 多倍長整数演算

26) 標数 2 の体上の楕円曲線演算

27) 標数奇素数の体上の楕円曲線演算

（２）性能評価プログラム

指定した暗号アルゴリズムの暗号化、復号の処理性能を計測し、結果を標準出力に出

力する性能評価プログラムを開発した。性能評価プログラムは、実装した暗号プリミテ

ィブで示した暗号プリミティブの選択機能、及びブロック暗号については共通鍵暗号に

附随して実装する暗号利用モード及びメッセージ認証で示した利用モードの選択及び

メッセージ認証子の選択機能を有する。また、必要に応じて公開鍵暗号に附随して実装

する各種の演算ライブラリ実装で示した演算を個別に選択する機能を有する。主な入力

パラメータのバリエーションによる選択機能、及び入出力を以下に示す。

表７．性能評価プログラムの主な入出力

主な入出力

パラメータ
内容

入力
a) 仕様範囲内の任意のサイズ・内容を持つ処理対象データ

b) 仕様範囲内のサイズの暗号化鍵・復号鍵

出力
c) 暗号化、復号それぞれの処理速度（単位時間あたりの処理データ量等）、

d) 処理中の使用リソース（物理メモリ量、仮想メモリ量等）

入力パラメ

ータのバリ

エーション

e) 暗号プリミティブ（1～14）の種類

f) 暗号プリミティブ（5～9）の鍵長

g) ブロック暗号利用モード（15～21）
h) メッセージ認証子生成方式（22～23）
i) 演算ライブラリを計測する場合の各種パラメータ（24～27）
j) 暗号化及び復号対象データ

（３）ドライバプログラム

開発成果である暗号プリミティブを性能評価プログラムを使って利用するための

ドライバプログラムを開発した。

（４）実装における考慮事項

異なる複数のプラットフォームで開発成果を試験する際には仮想化技術を適用した

試験環境を適用し、クラウドコンピューティングで適用される動作環境を踏まえた暗号

アルゴリズム確認を実施した。
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研究成果の性能評価プログラム及び暗号プリミティブは、ソースコードとして利用可

能であるため、利活用ニーズに応じたカスタマイズや修正が可能である。また、複数の

プラットフォームで動作検証しているため、利用環境に応じた適用を考慮している。

３－１－３－Ｃ 特許出願状況等

本事業に関連する特許出願はない。以下の暗号プリミティブは、わが国の暗号モジ

ュール試験及び認証制度の暗号アルゴリズム確認制度を利用し、暗号アルゴリズム実

装の妥当性を確認した。11 アルゴリズムに対して確認を実施し、うち 5アルゴリズム

は、わが国同制度で初めて暗号アルゴリズム確認を実施したものである。

（http://www.ipa.go.jp/security/jcmvp/avallists.html）

３－２－Ｃ 目標の達成度

本事業の目標に対する成果・達成度を以下に示す。

表８．目標に対する成果・達成度の一覧表

要素技術 目標・指標 成果 達成度

クラウドコンピ

ューティングセ

キュリティ技術

研究開発（クラウ

ド環境における

暗号技術評価）

性能評価プログラム、サ

ンプルとなる暗号プリ

ミティブ及びドライバ

プログラムを開発する。

・共通鍵暗号（9 アルゴリズム）、ハッ

シュ関数、公開鍵暗号（4 アルゴリズム）

の暗号プリミティブを開発し、うち 11
アルゴリズムについては暗号モジュー

ル試験及び確認制度の暗号アルゴリズ

ム確認を取得した。

・暗号化、復号それぞれの処理速度、

処理中の使用リソースを測定し、結果

を出力する性能評価プログラムを開発

した。

・開発した暗号プリミティブの性能評

価を行うためのドライバプログラムを

開発した。

達成

４－Ｃ 事業化、波及効果について

４－１－Ｃ 事業化の見通し

本事業の開発成果である性能評価プログラム及び暗号プリミティブは、わが国の情報

セキュリティ政策において広く利用できることが期待される。具体的には、CRYPTREC
における電子政府推奨暗号リストに掲載されている暗号技術の安全性評価での評価ツ
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ールとしての活用、及び暗号モジュール試験及び認証制度（JCMVP）で検証ツール構

築時の活用などが想定される。

４－２－Ｃ 波及効果

本事業の開発成果の活用方法としては、上記に加えて、たとえば、暗号プリミティブ

の実装をソースコードとして公開し、クラウド環境における検証済みの暗号プリミティ

ブとして利用するほか、各企業や研究機関が開発する暗号プリミティブ実装との比較検

証の材料とするなどの利用も期待される。

また、開発成果である暗号プリミティブで JCMVP の暗号アルゴリズム確認を取得し

た 11 アルゴリズムのうち 5 アルゴリズムはわが国の JCMVP として初めての実績であ

り、JCMVP の制度普及促進の効果も期待できる。

楕円曲線暗号による鍵共有を実現する ECDH については、複数のスキームについて

実装仕様を検討し、JCMVP の検証ツールの拡張を検討する際の参考となる情報を提供

した。

５－Ｃ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等

５－１－Ｃ 研究開発計画

本事業の研究開発計画の概要を以下に示す。

表９．研究開発計画

要素技術 平成２１年度

クラウドコンピューティング

セキュリティ技術研究開発

（クラウド環境における暗号

技術評価）

５－２－Ｃ 研究開発実施者の実施体制・運営

本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、みずほ情報総研(株)が経済産業省

からの委託を受けて実施した。また、再委託先として東京理科大学 金子敏信教授、大

阪電気通信大学 境隆一准教授、（株）アイアイジェイテクノロジが参加した。

暗号技術評価
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また、研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダ

ー（みずほ情報総研 金子 浩之 情報・コミュニケーション部 次長）を設置した。

図２．研究開発実施体制

本事業の目的に鑑み、暗号技術評価における性能評価プログラム、暗号プリミティブ、

及びドライバプログラムの開発は、各分野の暗号技術評価の専門家と共同開発を行う体

制とした。本開発全般における仕様策定、工程管理、及び品質管理はみずほ情報総研が

担当した。性能評価対象となる暗号プリミティブについては、共通鍵暗号をみずほ情報

総研及び東京理科大学が実装し、公開鍵暗号及びハッシュ関数をみずほ情報総研が実装

した。みずほ情報総研が実装しない一部の公開鍵暗号及び演算ライブラリ（これらは楕

円曲線暗号アルゴリズムに関連する部分）の実装は、大阪電気通信大学が実装した。実

装した暗号プリミティブについては、暗号アルゴリズム確認をみずほ情報総研が担当し

た。性能評価プログラムは（株）アイアイジェイテクノロジーが担当した。

各暗号プリミティブの実装を再委託するにあたっては、短期間で仕様書作成、実装、

検証を実施する必要があり、各担当作業間のインタフェース仕様のすり合わせを十分行

ない実装を行なうことで、結合時の整合不備の最小化を図った。また、JCMVP の暗号ア

ルゴリズム確認制度を利用した第三者評価により実装の確実性を確認することによっ

て検収を行った。同様に性能評価プログラムを再委託する場合も仕様書に基づいた開発

を行い、みずほ情報総研が仕様書に定めた検収基準を確認し検収を行った。

みずほ情報総研（株）

（プロジェクトリーダー：金子 浩之

研究開発担当：小川 博久 ）

大阪電気通信大学

境 隆一准教授

再委託

東京理科大学

金子 敏信教授

暗号アルゴリズム

確認

情報処理推進機構(IPA) 
JCMVP 

(株)アイアイジェイテク

ノロジ

研究開発、検証チーム
再委託

再委託

経済産業省

委託
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５－３－Ｃ 資金配分

本事業の資金配分を以下に示す。

表１０．資金度配分 （単位：百万円）

要素技術 平成２１年度

クラウドコンピューティング

セキュリティ技術研究開発

（クラウド環境における暗号

技術評価）

48.8

５－４－Ｃ 費用対効果

研究成果である性能評価プログラムは、CRYPTREC において、電子政府推奨暗号リ

ストの掲載暗号及びリスト改訂に向けた応募暗号の安全性評価における性能評価ツー

ルとして活用できる。また、研究成果である暗号プリミティブは、暗号モジュール試験

及び認証制度（JCMVP）で利用する検証ツールの構築及び関連施策に適用することが

できる。

さらに、研究成果である検証済みの暗号プリミティブを公開することにより、他の研

究開発での比較検証や、個別システム適用への検討等に適用することができる。これら

の活用に関しては、目的に応じた権利関係の整理・確認を個別に行うことにより、無償

で本研究成果を活用が可能であり、その効果は大きい。

また、開発成果である暗号プリミティブは、JCMVP の暗号アルゴリズム実装試験を

11 アルゴリズムで受けすべて合格となった。うち 5 アルゴリズムは同制度初の合格で

あり、JCMVP の Web サイトに実績として掲載されたことから、JCMVP の制度普及

が期待できる。

５－５－Ｃ 変化への対応

特になし。
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第４章 技術に関する施策評価
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第４章 技術に関する施策評価

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性

情報通信基盤は現代社会における重要な社会基盤となり、その環境が適切に運営さ

れ、有効に活用されることが社会活動において重要な課題である。その目的において、

政府が情報セキュリティ対策を積極的に行うことは重要な課題の一つである。

こうした中、当該施策の目的及び政策的位置付けは、政府全体の方針である「第２次

情報セキュリティ基本計画」、「国民を守る情報セキュリティ戦略」に対応して具現化さ

れており、また、国が関与していく事業として、経済産業省が関与する施策として概ね

妥当である。

なお、情報セキュリティの施策は、情報通信基盤を活用し経済の成長や、国民の幸福

に結びつくことが最終的な目的となるが、最終的な成果となるべき点を明確にすること

が望ましい。

また、施策の目標はあるものの、波及効果、実現時期が具体的に明示されていない。

評価手法について改善し、定量的評価をできるようにすることが望ましい。

さらに、施策の実施にあたっては、他省庁間との連携もより動的に行われることが望

ましい。

【肯定的意見】

・ 第 2次情報セキュリティ基本計画における「IT を安心して利用できる環境の構築」

及び国民を守る情報セキュリティ戦略における「世界最先端の『情報セキュリティ先

進国』」の実現にむけて、具体的なプロジェクトが展開されており、その目標や事業

化などは妥当である。

・ 施策の目的は、「第２次情報セキュリティ基本計画」、「国民を守る情報セキュリテ

ィ戦略」に対応して具体化されており、妥当である。

・ 施策の政策的位置付けは、「第２次情報セキュリティ基本計画」、「国民を守る情報

セキュリティ戦略」を実現するものであり、妥当である。

・ 情報セキュリティの確保はわが国の経済社会活動全体にとって極めて重要であり、

国の施策として妥当であり、経済産業省の関与が必要な施策である。

・ 施策に関する政府全体の取り組みとの整合性、位置付けについては、適合は認めら

れる。また、国の関与は、経済産業省が関与する施策としては適当と思われる。
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・ 施策の目的は妥当。政策的位置づけについても妥当。国の関与の必要性に関しては、

一部を除いて妥当。

・ 情報通信基盤は現代社会における重要な社会基盤となり、その環境が適切に運営さ

れ、有効に活用されることが社会活動において重要な課題であることは明らかである。

その目的において、政府が情報セキュリティ対策を積極的に行うことは重要な課題の

一つとして捉えられる。日本の世界における立場、可能な貢献などを鑑み、情報セキ

ュリティに関わる施策は今後とも進められるべきものと考える。

【問題点・改善すべき点】

・ 他省庁間との連携は、より動的に行われるべきである。

・ 施策の目標はあるものの、波及効果、実現時期は具体的に明示されていない。省庁

間連携が必要な施策はなかったのか。明記がないのでわからない。

・ 情報セキュリティの施策は、情報通信基盤を活用し経済の成長や、国民の幸福に結

びつくことが最終的な目的となる。残念ながら現在の施策の目的、政策的位置づけで

は、情報セキュリティ対策を行うことが目的となっており、最終的な成果となるべき

点が明確に書けていない点が、各施策が本当の成果に結びつく点に至っていない原因

と考えられる。例えば、「十分な情報セキュリティ対策を施すことで、モバイルコン

ピューティングが安全に普及し、それを活用することにより国際競争力が上がり、国

民は柔軟に業務を多様な場所から行うことができ労働力の効率的活用と、国民の幸福

につながった」といった目標と成果が結びつく施策となればさらによいものとなると

考えられる。

現在社会には既に活用できる技術が多数存在するが、それを積極的に活用して社会

がより安全に有効に活用するためのモーメントをつける部分に国の役割があると感

じる。

・ 「グリーンＩＴ加速化事業（新世代セキュアクラウド研究開発事業）」は、国が関

与する必然性は高くない。具体的には「（クラウドコンピューティングで利用する暗

号技術の）性能評価プログラム、暗号プリミティブ、ドライバプログラムを開発する」

という「グリーンＩＴ加速化事業（新世代セキュアクラウド研究開発事業）」の目標

は個別具体的すぎる。
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２．施策の構造及び目的実現見通しの妥当性

限られた予算の中から行われた情報セキュリティに関わる施策として国際的に評価

される成果等がある点は評価できる。

また、各事業において設定された目標は、達成されており、配置された事業は、施策

の目的を実現するために必要なものであり、予算配分に関しても概ね妥当である。

なお、施策、事業が社会に適応されるために必要な社会的な仕組み等、その障害をそ

れぞれの項目について明確にしてから取り組むことが望ましい。

また、本当に国がやるべき内容なのか、国の役割がどこにあるのか明示することが望

ましい。

さらに、施策の実施は、現在起きているセキュリティ事故を判断すると、予算の限界

はあるものの、もっと積極的に取り組むことが望ましい。

【肯定的意見】

・ 今回の評価対象の事業は、「企業・個人の情報セキュリティ対策促進事業」プロジ

ェクトと「グリーン IT加速化事業（新世代セキュアクラウド研究開発事業）」の一環

として実施されており、妥当な構造になっている。また、事業の予算配分に関しても、

概ね妥当である。

・ 各事業において設定した目標は達成されており、現時点において得られた成果は妥

当である。

・ 事業は、施策を実現するために配置されており、事業の必要性は、担保されている。

・ 配置された技術に関する事業（プロジェクト等）は技術に関する施策の目的を実現

するために必要なものであり、技術に関する事業（プロジェクト等）が概ね適切に配

置されていると考えられる。

・ 限られた予算の中から行われた情報セキュリティに関わる施策としては、1)国際的

な環境を支えるフレームワークの構築、2)国際的に評価される成果などを見つけるこ

とができる点は評価される。

・ 施策の構造は妥当。得られた成果については、一部を除いて妥当。

【問題点・改善すべき点】

・ 配置された技術に関する事業のスケジュールに関しては、「クラウド環境における

暗号技術評価」は 0.5 年と短く、最低でも１年間の開発期間を設定するよう改善すべ
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きである。また、他のクラウドコンピューティング関連事業との研究開発連携を考慮

すべきである。

・ 施策の実施は、現在起きているセキュリティ事故を判断すると、予算の限界はある

ものの、もっと積極的に取り組む必要があることは、言うまでも無いことと思われる。

・ 基盤となる研究開発の実施においては、基礎的な研究課題については同一テーマで

複数のプロジェクトを実行する方式が考えられる。

・ 施策、事業どちらについても当てはまる点として、その施策、事業が社会に適応さ

れるために必要な社会的な仕組み(エコシステム)、タイムライン、その障害をそれぞ

れの項目について明確にしてから取り組むことが重要と考える。その点が明らかにな

っていれば、成果が課題のどの部分を解決し、どのような効果を社会にもたらすのか

を測ることができる。さらに、これらの施策が本当に国がやるべき内容なのか、国の

役割がどこにあるのかをさらに明示することも必要と考える。例えば、すでに民間で

類似した事業を行なっている、または行う計画がある場合には、その方向性を支援す

るような施策、例えば実際の利用やトライアルなどを行うことで目的を達成すること

が可能な場合もある。情報セキュリティ技術に関しては、技術の開発よりも、その普

及促進が足かせとなっている場合も多いことから、適切な開発を支援しつつ、その普

及をすすめるための障害の除去も施策、事業の中に取り入れていくことが国の役割と

言えるのではなかろうか。

・ 「グリーンＩＴ加速化事業（新世代セキュアクラウド研究開発事業）」のアウトプ

ット、具体的には、「評価プログラム」や「システム連携手法」などにどの程度の価

値があるのかは現時点で判断のしようがない。
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３．総合評価

第２次情報セキュリティ基本計画における「『ITを安心して利用できる環境』の構築」

及び国民を守る情報セキュリティ戦略における「世界最先端の『情報セキュリティ先進

国』」の実現にむけて、具体的なプロジェクトが展開されており、総合的には、当初の

予定どおりの成果を達成できたと評価した。

なお、個々の事業や施策を行う上で、解決すべき課題は何か、そしてその成果はその

問題を解決する上で、どれだけの効果があるのかを明確にすることが望ましい。

また、経済産業省の活動が国民一人一人に理解を得ているか、伝わっているか熟慮し

た上で、積極的に取り組むことが望ましい。

【肯定的意見】

・ 第 2次情報セキュリティ基本計画における「『IT を安心して利用できる環境』の構

築」及び国民を守る情報セキュリティ戦略における「世界最先端の『情報セキュリテ

ィ先進国』」の実現にむけて、具体的なプロジェクトが展開されており、総合的には、

当初の予定どおりの成果を達成できたと評価した。

・ 施策全体として、実施してきたことについて特に問題はないと思われる。

・ 「コンピュータセキュリティ早期警戒体制の整備事業」と「企業・個人の情報セキ

ュリティ対策促進事業」については、全般として妥当である。

・ 施策の目的及び政策的位置付け、現時点において得られた成果は妥当であり、施策

の目的を実現するための技術に関する事業は、概ね適切に配置されていることから、

実施された施策は妥当である。

・ 情報通信基盤は国境を超えて共有される社会基盤となった。その基盤を安全に安心

して社会、経済活動に活用するために、国による情報セキュリティ対策事業は重要な

役割を担っている。今回の評価対象施策・事業の結果、国際的に影響力のある成果が

出ていることは評価できる。

【問題点・改善すべき点】

・ セキュリティ技術の研究開発事業を構成する際に、社会への普及貢献が非常にうま

く達成された技術開発もある反面、普及や事業化に対する配慮が欠けている事業もみ

られた。技術開発のフェーズの違いによるものであるが、要素技術の基礎研究レベル

においても事業化へ向けての道筋を申請段階でより明確にすべきである。
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・ 政府全体で現在の取り組みや広報的な面でメッセージが国民一人一人に理解を得て

いるか、伝わっているか、経済産業省の活動が同様に、国民に伝わっているかの熟慮

が必要かと思われる。

・ 体裁的に、報告書全体が、わかりにくい。評価項目を求めているが、項目にあった

内容を読み砕くことが大変難解であり、評価項目によっては、推測するしかないもの

もある。具体的な国の施策の年度ごとの目標や目的、波及効果については、特に、読

み取りにくい。

・ 個々の事業や施策を行う上で、解決すべき課題が何なのか、そしてその成果はその

問題を解決する上で、どれだけの効果があるのかを明確にすることが正しく評価を行

う上で必要と考える。「情報セキュリティ政策の推進」が成果目標とされているが、

なぜそれが必要なのか、そしてその成果が社会のどの問題をどのように解決できたの

かを評価出来ればさらに有効に施策・事業を推進できるものと考える。

現在の情報通信基盤を社会が活用する上での最重要課題の一つが情報セキュリテ

ィであることは共通の認識となっている。技術の進歩と共に、安全性を高める技術と、

悪意を持って攻撃に利用される技術は並行して進化している。安全に安心して信頼し

てその基盤を活用するためには、社会の広い範囲において安全に対する備えをするこ

とが最重要課題となる。その備えは、技術の研究開発のみならず、積極的に適切な技

術が社会で利用されるようにする施策も有効となる。直接的な、研究開発への投資に

加え、国際的な情報セキュリティ対策のフレームワーク構築や、省を超えての普及啓

発活動なども重要な要素となり、それらは本評価の中でその重要性が確認された。国

と民間の役割の分担を見直すことも今後の施策の実施においては重要な点となり、民

間主導で行われる技術の研究開発の適切な成果を積極的に活用することでその普及

促進を測ることも国だからできる施策と言える。セキュリティ対策は、情報通信基盤

を国家のために有効に活用することが基本の目的となる。その実現のために課題とな

っていることを的確に定義し、その問題の解決のための施策を行うことがこれからの

情報セキュリティ政策として求められていると考えられる。例えば、日本においては、

個人情報保護に関する社会の保守的な考え方からモバイルコンピューティングまた

はユビキタスコンピューティングの普及が大きく阻害されている。しかし、諸外国に

おいては適切な技術を適応することで、情報漏洩の危険を低減し、その対策が施され

た機器の紛失盗難は情報漏洩に該当しないといったガイドラインが出されることで

積極的にモバイルコンピューティングが活用されている。このようなガイドラインの

策定は大きな予算を必要とせずとも、民間との協力を柔軟に活用することで、積極的

に情報基盤を活用していくための施策として実現が可能と考えられる。
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・ 「グリーンＩＴ加速化事業（新世代セキュアクラウド研究開発事業）」については、

当初目標の設定と、その達成度のいずれについても十分とは言えない部分がある。
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第５章 技術に関する事業評価
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第５章 技術に関する事業評価

Ａ．新世代情報セキュリティ研究開発事業

（総合評価）

各テーマについて、当初予定の定性的目標は達成し、成果として社会に還元されてい

るものもある等、波及効果を含め、国家、グローバルに貢献できていると思われる。

なお、国が行う事業として方向性、目的、予想される成果を設定する段階で、正しく

現在の社会の問題と解決する課題を定義することで、もっと明確に事業目標を達成でき

たか否かを評価することが望ましい。

また、技術的な研究開発に重点が置かれていることから、開発された技術成果の事業

化などに対しても注力することが望ましい。

【肯定的意見】

・ 本研究開発事業は、①ＴＣＧ用構成証明ＴＴＰ及び仮想ドメインの技術的実現可能

性検証、②ユビキタスネットワーク向けセキュアアセットコントロール技術の研究開

発及び情報漏えいに堅牢な認証・データ管理方式とそのソフトウェアによる安全な実

装・検証手法に関する研究開発、③組込システムに対するセキュリティ評価技術の研

究開発等の３つのサブテーマから構成されており、「企業・個人の情報セキュリティ

対策促進事業」プロジェクトの一環として実施され、政策目標とも大変整合性の高い

事業である。個別的には、①（A）, ② (B), ③(B)と評価し，総合的には、目標は達

成された（B）と評価した。

技術的には、①において、実用 OS とアプリケーションを用いて TCG 国際標準仕様

に基づく構成証明実験に世界で初めて成功したなど特筆すべき成果があがっている

反面、③における組込システムに対するセキュリティ評価技術などの研究開発におい

ては、キャッチアップすべき課題が山積しているのが現状である。組込みシステムに

関するセキュリティ評価技術開発は、クラウドコンピューティング環境におけるセキ

ュリティ評価技術開発を継続して進めるべきである。

・ 各テーマについて、当初予定の定性的目標は達成し、波及効果を含め、国家、グロ

ーバルに貢献できていると思われる。

・ 複数の研究開発が本事業の中で行われており、いくつかの項目については、国が行

うことに対して意義があり、それが成果として社会に還元されているものもあること

は評価できた。
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・ 目標を達成しており、有意義な事業であった。

・ 事業の目的、研究開発の目標、成果、目標の達成度、研究開発マネジメントについ

ては、いずれも妥当。

【問題点・改善すべき点】

・ 本研究開発事業は、上記①、②、③のサブテーマからなっているが、新世代情報セ

キュリティ研究開発事業としては、技術的な研究開発に重点が置かれ、開発された技

術成果の事業化などに対して注力されていない事業が多くみられた。特に、③組込シ

ステムに対するセキュリティ評価技術の研究開発における「組込みシステムのセキュ

リティ評価に必要となるハイエンドな技術開発」においては、欧州における評価手法

のキャッチアップからスタートしているため、他の事業と比べても十分なインパクト

を与えることができていないと評価した。

・ 事業化については、オープンソースとしての公開にとどまっていたり、企業との共

同研究が進行中で事業化は将来というものがほとんどで、ものたりない。

波及効果についても、「研究成果が業界標準になったら」などの条件付きのものが

多く、「期待」の水準にとどまっている。

「組込みシステムのセキュリティ評価に必要となるハイエンドな技術開発」に関し

ては、特許出願だけでなく、論文が１件もないことには疑問がある。

・ いずれのテーマについて、費用対効果については、定量的な成果が示されていない

ことが、大変残念である。億単位の国民予算を活用していることから明確な成果を定

量的に、目標を定め、評価が必要であったのではないか。

また、プロジェクトマネジメントの視点からすると、経済産業省からの自己採点に

は明記されているものの、当初の年度単位計画、年度評価について事業側の報告書上

に事業元から評価を得て次の段階に進めていることの明記をしてもよかったのでは

ないかと思われる。

・ 情報セキュリティは非常に広範囲に課題が分散しており、本事業だけですべての問

題を解決できるわけではない。そこで、国が行う事業として方向性、目的、予想され

る成果を設定する段階で、正しく現在の社会の問題と解決する課題を定義することで、

もっと明確に事業が目標を達成できたのか否かを評価すべきかと考える。評価用資料

に記述される、事業化・波及効果の評価はそれが社会の課題(事業開始時に定義した

物)をどのように解決するに至ったのか、または至らない場合は何が足りないのかを
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正しく評価すべきと考える。

また、本事業の多くが国立研究機関が受注をしている。事業内容は国が支援をして

行うべき内容の研究開発かもしれないが、実施主体も国立研究機関で有るべきなのか

は疑問の残る点である。

さらに、事業の成果の評価においてオープンソースとして世に公開することで、広

い波及効果があるとされている点も疑問で、オープンソースは、公開してからそのプ

ログラムを活用していくコミュニティを形成し、長期間にわたり利用者からのフィー

ドバックをその成果の品質の向上、維持管理に用いる必要がある。オープンソースの

成果物の評価においては、そのようなコミュニティが形成されているか、サポート支

援体制が適切に構築されているかを見極めなければ、成果として評価することはでき

ない。オープンソースとして貴重な資源を投入した研究成果が社会で活用されるよう

にするための手段が取られるような指導も必要と考えられる。
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Ｂ．暗号モジュール実装攻撃の評価に関する調査研究

（総合評価）

設定した目標を達成し、暗号モジュール試験及び認証制度(JCMVP)や安全性評価の国

際規格策定へも貢献した点が大変高く評価できる。特に、調査研究に関わった組織以外

において利活用の実績や予定が明確になっている点が評価できた。

なお、評価環境を独自、個別に構築した場合等定量的費用対効果の評価を示すことが

望ましい。

今後は、米国 NIST への技術者派遣だけに留まらず、さらなる国際連携を進め我が国

の技術標準を国際的な標準としてより積極的に貢献していくことが望ましい。

【肯定的意見】

・ 暗号モジュールが発生する電力や電磁波などを解析し、内部の秘密情報を盗み出す

サイドチャネル攻撃に関する安全性評価手法の確立と試験のための標準環境が整備

された。政策目標もセキュア・ジャパン 2008 に沿ったものだけでなく、暗号モジュ

ール試験及び認証制度(JCMVP)や安全性評価の国際規格策定へも貢献した点が大変高

く評価できる。また、今回の技術に関する事業評価のなかでもっとも事業化が進んだ

研究開発事業だという点も高く評価できる。

・ 製品化において低価格を実現し、国際貢献を含め大きな成果を挙げていることは、

定性的にはわかる。

・ 本調査研究がまさに民間では積極的に行うことができない内容であり、それを設定

した目標を達成し、さらに国際的な場においてさらなる活用を広めることに繋がって

いることが大きく評価できる。国立研究機関と国家予算を使って行う調査研究のモデ

ルとなる項目と考える。特に、調査研究に関わった組織以外において利活用の実績や

予定が明確になっている点が評価できた。

・ 研究開発の実施体制、開発費用の削減などについてはさまざまな工夫が施されてい

る。

実験装置として国内外に幅広く普及したのは、機能と実装コストを両立したことが

理由でありこの点は評価に値する。

・ 事業化、波及効果が明確であり、優れた事業である。
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【問題点・改善すべき点】

・ 米国 NIST への技術者派遣だけに留まらず、さらなる国際連携を進め我が国の技術

標準を国際的な標準としてより積極的に貢献していくべきである。

・ 評価環境を独自、個別に構築した場合等定量的費用対効果の評価が示されていない

ことが残念である。

・ 「国際標準規格策定への貢献」を目指したプロジェクトで、国際標準への寄与が「１」

というのは少ない。

変化の激しい分野における調査研究なので、もう少し研究開発期間を短くすること

はできなかったのだろうか。

本事業の目的は、「開発した暗号実装の技術がさまざまな情報機器に応用され、そ

のセキュリティの向上と市場拡大を目指したものであること」からすると、具体的な

波及効果が見えるのはまだ先になる。
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Ｃ．クラウドコンピューティングセキュリティ技術研究開発（クラウド環境における暗

号技術評価）

電子政府推奨暗号として推奨されている共通鍵暗号系、ハッシュ関数系、公開鍵暗号

系の11種類のアルゴリズムについてJCMVP制度の暗号アルゴリズム確認制度を利用し、

その安全性が評価された点は評価できる。

なお、本研究開発とクラウドコンピューティングの利活用促進という目的との関係性

を明確にすることが望ましい。

また、今回の技術開発について、より高度なクラウド環境での利用に向けて、さらな

る拡張・改良を期待する。

【肯定的意見】

・ 電子政府推奨暗号として推奨されている共通鍵暗号系、ハッシュ関数系、公開鍵暗

号系の 11 種類のアルゴリズムについて JCMVP 制度の暗号アルゴリズム確認制度を利

用し、その安全性を評価された点は評価できる。

・ 既存のプログラムや暗号プリミティブのカスタマイズ修正は、変化への対応にあた

らないのであろうか。

・ 事業化、波及効果が概ね期待され、有意義な事業である。

【問題点・改善すべき点】

・ 確認された暗号プリミティブの実装をソースコードとして公開して、クラウド環境

での利用を促進することを期待されているが、単にソースコードを公開しただけでは、

その波及効果は限定的である。

また、実際に利用されているクラウド環境での並列性を利用した実装なども考慮す

べきである。今回の技術開発が、あくまでも単体 Linux 上でのシーケンシャルな実装

に留まっており、より高度なクラウド環境での利用に向けて、さらなる拡張・改良を

期待する。

・ 変化への対応では、新たなアルゴリズムの台頭の場合に、費用的、期間的にどの程

度の対応が必要かの記述をしてもいいのではないか。

・ クラウドコンピューティングが重要であることは理解できるが、本研究開発がクラ

ウドコンピューティングの利活用を促進するためのものという理由付けが薄く感じ

る。さらに、評価用資料 p.172-173 に記述されている政策的位置づけは、情報セキュ
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リティ政策が大事だと言っているだけであるし、国の関与の必要性も国が暗号リスト

を管理するのだから必要だという説明は、この研究開発が必要だという説明には結び

ついていないように考える。

さらに、成果についてこれが reference code として広く利活用される、または利

用する対象が既に見えているようには報告書の記述は読み取れないため、事業化、波

及効果については判断ができない。

そもそもの目的の設定が適切に行われていなかったのではなかろうか。

・ セキュリティの重要施策を国が担うことに異存はないが、性能評価プログラムやサ

ンプルとなる暗号プリミティブ及びデバイスドライバの開発といったことまで国の

事業として手がける必然性については疑問がある。

技術研究開発でありながら、特許出願だけでなく、論文が１件もないことには疑問

がある。

事業化と波及効果についてはいずれも現時点では「期待」にとどまり、評価として

は「可」とせざるを得ない。
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第６章 今後の研究開発の方向等に関する提言
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第６章 今後の研究開発の方向等に関する提言

【技術に関する施策】

国民を守る情報セキュリティ戦略における「情報セキュリティ先進国」の実現へ向け

て施策をさらに加速すべきである。

また、ＩＴは重要な社会インフラであるとともに、イノベーションを進める上でも重

要である。このＩＴの利活用を進めていくためには、セキュリティの確保は大前提とな

ることから、セキュリティ技術をより高度なものとしていくことやセキュリティの国際

標準化を推進していくことが望まれる。

一般的に施策とは、資源を投入し新しい環境を整備したり、開発することに集中しが

ちであるが、それ以外にも情報セキュリティ技術を積極的に活用する指針を提供する

等、国ができることはあると考える。

情報セキュリティ人材の育成や情報セキュリティガバナンスに関しても事業を展開

していくことが望ましい。

クラウドの進展は目覚しいものがあるものの、安全対策面だけでなく、監査のやり方、

監査観点についての、指針や対策（体制、制度）の整備を急ぐことが望まれる。

研究開発の成果の事業化を推進するための施策が望まれる。

【各委員の提言】

・ 第 2次情報セキュリティ基本計画における「『IT を安心して利用できる環境』の構

築」及び国民を守る情報セキュリティ戦略における「世界最先端の『情報セキュリテ

ィ先進国』」の実現にむけて、具体的なプロジェクトが展開されてきており、情報セ

キュリティ先進国を目指した施策をさらに加速すべきである。

・ 現在の社会は IT インフラに大きく依存し、このインフラが社会に信頼性を提供で

きるかが、国民の社会生活、社会の発展に直接関わっている。その視点から、セキュ

リティ技術に関する施策は非常に重要であると考える。一般的に施策とは、資源を投

入し新しい環境を整備したり、開発することに集中しがちであるが、それ以外にも国

ができることはあると考える。例えば、民間が開発し市場に投入しているセキュリテ
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ィ技術を積極的に活用するための指針を社会に提供することで、社会がそれらの技術

を活用するようになり、結果として経済活動の向上や国民の安全、安心、幸福に寄与

することも可能だと考えられる。

・ 基盤的な研究開発は、１テーマ１プロジェクトではなく、多様な研究開発を推進す

ることが望まれる。

・ 研究開発の成果の事業化を推進するための施策が望まれる。

・ 国が関与する事業は、「標準化」「国際貢献」などに限定すべきで、個別のプログラ

ムや評価ボードの開発は民間主導で十分と考える。プログラムなどは、先行事例とし

て開発したということかもしれないが、そうであれば「標準化」や「波及効果」まで

しっかりと道筋をつけてこそ意義がある。

・ 今回の実施体制はいずれも委託先を決め、そこから再委託や外注をするというもの

だった。しかし「標準化」や「国際貢献」を目的とした事業では、案件ごとの委託で

はなく、企業や大学の有識者を集めた場で議論して、実務作業は企業や大学に持ち帰

って実施する形が望ましい。

・ 国際標準化に対する取組は、スピード感をもって取り組むことが望ましい。

・ 直接的な技術ではないが、情報セキュリティ人材の育成や情報セキュリティガバナ

ンスに関しても事業を展開していくべきである。

・ クラウドの進展は目覚しいものがあるものの、安全対策面だけでなく、監査のやり

方、監査観点についての、指針や対策（体制、制度）の整備が急がれる。
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【技術に関する事業】

産業界では、予想以上のスピードでクラウド化とユビキタス化が進化しており、技術

開発に関する事業展開は、コンピューティングとコミュニケーションのパラダイム変化

に動的に対応できることが望まれる。

産業界において必要な技術が変わっていくところをうまく呼応できるか、ダイナミッ

クに対応できるかが課題である。EU では、産業界で必要とされる技術を産業界から吸

い取るメカニズムとして、European Technology Platform（ETP）がある。日本におい

ても、このように産業界で必要とされる技術を吸い取るメカニズムを大枠で考えること

が望ましい。

セキュリティ技術の目標・目的の設定においては、いかに社会の問題を解決するのか

という視点で設定することや開発する技術が萌芽期的な技術、応用研究、産業化のどこ

に位置付けられるかを明示することが望ましい。

研究開発のテーマについては、国が行うべきもの、国が民間と協力して行うもの、民

間の事業を支援するものなどに種別に分類できる。限られた予算の中から、社会への影

響と重要性を評価した上で、それぞれの分類から適切に選ぶことが望ましい。

【各委員の提言】

・ 産業界では、予想以上のスピードでクラウド化とユビキタス化が進化しており、技

術開発に関する事業展開は、コンピューティングとコミュニケーションのパラダイム

変化に動的に対応できるべきである。今回の評価対象となった事業だけでなく、より

高度なセキュアなクラウドコンピューティング技術やネットワーク化された組込シ

ステムへの対応技術など、いずれも早急な技術開発が必要である。また、重要な社会

基盤を支える情報システムにおいては、セキュリティだけではなく、トータルなシス

テムのディペンダビリティを向上させる技術が求められており、セキュリティ技術単

独の閉じた開発でなく、より高度な情報システムを構築できる技術開発を目指すべき

である。

・ セキュリティ技術に関する事業全般について言えることとして、目標、目的を「～

を守る」、「～を開発する」ではなく、いかに社会の問題を解決するのかという視点で

設定すべきと考える。例えば、安心して利用出来る認証基盤を構築し電子政府や電子

商取引を現在よりも簡易に安全に行える環境を構築するなど。このような目標設定を

してあれば、成果がそれを実現できるのかを評価することで、実現までに足りないも



- 240 - 
 

の、欠けている部分を明確にすることができる。現在の目標設定、評価基準では将来

活用できるかもしれないものが成果として得ることができるかもしれないが、それを

実際に社会で活用するための方法と手段が明確でないために次のステップに繋げら

れないでいるように見える。

研究開発のテーマについては、国が行うべきもの、国が民間と協力して行うもの、

民間の事業を支援するものなどいくつかの種別に分類できるものと考える。限られた

予算の中から、社会への影響と重要性を評価した上で、それぞれの分類から適切に選

ぶことが重要と考える。高いセキュリティ技術ではなく、さらに民間と共同で行える

ようなテーマであったとしても、それが広く社会へ影響力を持つのであれば安全な環

境を社会に対して構築することを進める事業として行う価値が高いのかもしれない。

・ 民間にしろ行政にしろ、ＩＴに対する考え方が所有から利用に変化してきている。

このためクラウドは一過性のブームでは終わらず、システム基盤構築の中心になって

くる。クラウド環境と、タブレット端末やスマートフォン、あるいは高速の無線通信

サービスを組み合わせた分野でセキュリティに関する新たなニーズが生じると思わ

れる。

・ 技術開発の出口として、萌芽的な新しいＲ＆Ｄを行うもの、応用研究、産

業化していくものについて、どこに位置付けているのかマーキングしてある

と評価しやすい。

・ マーケットで必要な技術が変わっていくところをうまく呼応できるか、ダイナミッ

クに対応できるかが課題。EU では、公募案件や施策を打ち出す際に、現場で必要な

技術として何が必要かを産業界から吸い取るメカニズムとして、European

Technology Platform（ETP）がある。日本においても、このように産業界から吸い取

るメカニズムを大枠で考えると良い。
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第７章 評点法による評点結果
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第７章 評点法による評点結果

「情報セキュリティ分野に係る施策・事業」に係る評価の実施に併せて、以下に基づ

き、本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施した。その結果は「３．評点

結果」のとおりである。

１．趣 旨

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成１１年度に評価を

行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入の是非

について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第９回評価部会

（平成１２年５月１２日開催）において、評価手法としての評点法について、

(1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、

(2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評価を

行っていくことが確認されている。

また、平成２１年３月３１日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、

プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うことが規

定されている。

これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、

(1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、

(2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。

本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき、点数による評価を行うもので、評

価報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書を補足

する資料とする。

２．評価方法

・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同様>）

で評価する。

・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０点に

該当する。

・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参照し、

該当と思われる段階に○を付ける。

・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評点を

付ける。

・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。
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３．評点結果

（Ａ 新世代情報セキュリティ研究開発事業）

評点法による評価結果

評価項目 平均点 標準偏差

1. 目的及び政策的位置付けの妥当性 2.4 0.55

2. 目標の妥当性 2.2 0.45

3. 成果、目標の達成度の妥当性 2 0.00

4. 事業化・波及効果についての妥当性 1.4 0.55

5. マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 1.8 0.45

6. 総合評価 1.8 0.45
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（Ｂ 暗号モジュールの実装攻撃の評価に関する調査研究）

評点法による評価結果

評価項目 平均点 標準偏差

1. 目的及び政策的位置付けの妥当性 2.6 0.55

2. 目標の妥当性 2.4 0.55

3. 成果、目標の達成度の妥当性 2.4 0.55

4. 事業化・波及効果についての妥当性 2.4 0.89

5. マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 2 0.71

6. 総合評価 2.6 0.55
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（Ｃ クラウドコンピューティングセキュリティ技術開発（クラウド環境にお

ける暗号技術評価））

評点法による評価結果

評価項目 平均点 標準偏差

1. 目的及び政策的位置付けの妥当性 2 1.00

2. 目標の妥当性 2.2 0.84

3. 成果、目標の達成度の妥当性 2 0.71

4. 事業化・波及効果についての妥当性 1.4 1.14

5. マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 1.4 0.55

6. 総合評価 1.6 0.55
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