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報が漏洩しないこと）に関する要件を正しく実現できているかどうかを，数
理論理学・計算機科学の手法を駆使して厳密に検証する技術を紹介します．

安心・安全なネットワーク・
サービスを目指して

を調達する際には，セキュリティに関
する信頼度の高いシステムの構築を図
る観点から，情報技術セキュリティ評
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することが推 奨 されています．

リティプロトコルにバグがあると，「誰

な確保が不可欠です．そのためには，

ISO/IEC 15408において５以上の高
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数理的技法とは
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表

情報技術セキュリティ評価基準
（ISO/IEC 15408）

EAL1 機能テスト
EAL2 構造化テスト
EAL3 方式的テスト，およびチェック
EAL4 方式的設計，テスト，およびレビュー

では発見困難なバグを見つけたりする

EAL5 準形式的設計，およびテスト

安全性が厳密に保証された情報シス

ことが可能となります．その効果に注

EAL6 準形式的検証済み設計，およびテスト

テムへの需要が急速に高まってきてい

目が集まり，数理的技法を活用する企

EAL7 形式的検証済み設計，およびテスト

ます．現在，政府機関が情報システム
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めています ．本技術を用いて，FOO

図１

の匿名性とプライバシを厳密かつ統一

数理的技法

的に証明することができました．

Ａ

投票サーバ
投票

Ｂ
投票

（返答なし）
（返答あり）

盗聴者
Ａへの返答が「ある」
⇒Ａは有権者（＝党員）だ！

図２

「返答の有無」による個人情報の漏洩
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①プロトコルの仕様（設計図）を作成

②仕様を論理式に変換

「IOA言語（MIT）」で仕様記述

IOA言語用のツールを利用

図３

集計者

キュリティ」研究部会第２回研究集会，日本
応用数理学会，2006.
(7) 真野・櫻田・河辺・塚田： ゲーム列による
安全性証明の形式化と自動化, 「数理的技法
による情報セキュリティ」研究部会第２回研
究集会，日本応用数理学会，2006.
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定理証明器：数学の問題を
自動的に解くツール

本技術による匿名性検証の流れ

掲示板
ell i,
sign（commit（c i, r i）,
prv（adm））, commit（c i, r i）
⁝

C

③定理証明器で匿名性を証明

i, sign（blind（commit（c i, r i）, b i）, prv（i））
①Viの識別子，投票券
投票者

Vi

A

選挙管理人

②投票券にブラインド署名
sign（blind（commit（c i, r i）, b i）, prv（adm））

図４

インターネット電子投票プロトコルFOO

（左から）塚田 恭章/ 真野

今後の展望
(3)

近年，数理的技法と暗号理論の境界
(6)，(7)

領域の開拓が急速に進んでいます

．

数理的技法の強力な検証技術を活用

(4)

し，暗号理論に裏付けされた匿名性・
プライバシを確立することにも積極的
に取り組んでいきます．
(5)
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数理的技法の探求を通じて，高度な安全
性が要求されるサービスの実現に貢献して
いきたいと思います．
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