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概要
本報告書は、我が国の情報セキュリティ研究開発戦略策定に資することを目的として、
欧米の研究開発動向や国内の有識者の意見等に基づき技術的な観点から検討を行い、今後
取り組むべき研究開発の重点分野及びその技術ロードマップについて示したものである。
技術的な根拠を与えるために、欧米の研究開発動向や国際標準における技術分野を整理
するとともに、それらに基づき、情報セキュリティ分野を網羅する研究カテゴリを設定し、
それぞれの研究カテゴリに関わる有識者にヒアリングを行うことで、研究カテゴリごとの
重点分野と重点化すべき理由を抽出した。これらの根拠を参考とし、情報セキュリティ分
野の有識者 5 名から構成される検討会において、情報セキュリティ分野全体を俯瞰し、抽
出された重点分野候補の重要性を考慮し、最終的に 10 の重点分野を抽出した。また、これ
らの重点分野の研究目標を達成するための技術ロードマップを検討し、それに基づき重点
分野の研究開発に必要な予算規模を示した。

欧米の研究開発動向
欧米の研究開発動向の調査においては、米国連邦政府の NITRD(ネットワーク情報技術研
究開発プログラム)と EU の研究開発プログラム FP7(第 7 期フレームワークプログラム）を
中心とした研究開発における戦略や基本方針を整理し、それらにおいて重点化される研究
開発分野の動向を調査し、それらの傾向性や方向性について分析した。
米国の情報セキュリティの研究開発は ICT 産業の競争力強化や国家安全保障等の側面か
ら様々な省庁で実施されるが、それぞれの省庁が対象とする研究分野・予算スキームが異
なるため、連邦政府全体で効果的な研究開発戦略を策定するために各省庁間の調整が図ら
れてきた。2006 年には NITRD CSIA の組織横断的な検討グループ CSIA IWG によって、
連邦政府全体の情報セキュリティの技術分野を整理して優先分野を示した『Federal Plan
For Cybersecurity and Information Assurance Research and Development』が取りまと
められた。これにより、機能的サイバーセキュリティと情報保証、インフラのセキュリテ
ィ確保、次世代システムとアーキテクチャなど 8 つの大分野から約 50 の重点分野がボトム
アップに抽出された。一方、2008 年にブッシュ大統領から示された『CNCI』や 2009 年に
オバマ大統領による『Cyberspace Policy Review』では、情報セキュリティに関する連邦政
府の研究開発体制を強化するとともに、画期的な（leap-ahead）技術や環境変化に対応す
る（game-changing）考えに基づく新たな研究開発を推進するトップダウンの方針が示さ
れた。
その結果 DARPA や NSF などを中心に情報セキュリティの研究開発予算が増額され、
NITRD CSIA 全体の 2011 年の予算（推定）は 4.06 億ドルに上り、2007 年の予算 2.13 億
ドルの 2 倍近い規模となった。本来 DARPA や NSF が行う基盤的研究は革新的な技術を対
象とし、大規模な設備投資を要する等リスクが高いものだが、トップダウンの方針が示さ
れたことで速やかに予算に反映されたものと考えられる。以上のように米国の情報セキュ
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リティの研究開発においては、トップダウンの方針に基づく予算措置と、実際に研究開発
を実施するための技術的な根拠に基づく研究分野の整理、各組織間の調整や実施計画の策
定等ボトムアップの検討が相互に繰り返されることで、現場のニーズに根ざした研究を拾
い上げるとともに、ダイナミックな社会変化に対して迅速に対応する機能を持たせている。
EU の ICT 分野の研究開発は基本的に欧州首脳理事会で採択された『リスボン戦略』や
欧州委員会によって策定された『i2010』などの上位戦略で示された方針に従い推進される。
FP7 はこのような上位戦略の実施プログラムとして、EU の研究機関や企業に対して研究開
発の助成を行う。バルセロナ会議や『新リスボン戦略』における研究開発への投資増加の
方針を受け、FP7 の予算は 533 億ユーロと FP6 の 191 億ユーロから大きく増額されている
（1 年あたりの予算では約 2 倍の増額）。また、EU では情報化社会の形成を見据えて ICT
分野の研究開発に力を入れており、
FP7 の Cooperation 研究では 10 の研究分野のうち、
ICT
分野のみで全体の予算の 3 割を占めている。中でも情報セキュリティは ICT の安全性や信
頼性を支える基盤的な技術として重視されている。FP7 では情報セキュリティに係わる研
究テーマは Challenge1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures に
分類され、情報セキュリティ技術に特化したものは Objective 1.4: Trustworthy ICT の枠組
みの中で実施されている。2011-2012WP では Challenge1 に 6.25 億ユーロの予算が割り当
てられており、これは 8 つある Challenge の中で最も多く、ICT 分野全体予算の 25％を占
める（その内 Trustworthy ICT は 0.8 億ユーロが割り当てられている）。
FP7 の Cooperation 研究における ICT 分野の研究開発の目的は欧州の ICT 産業の競争力
強化及び、ICT 技術の欧州域内での普及とされており、社会経済的側面に重点を置いたプ
ログラムが設定されている。そのため情報セキュリティに係わる研究テーマでもツールや
標準、メトリクス、評価手法、ベストプラクティス等の実用化を前提としたものが重視さ
れている。
また FP の研究スキームにも、欧州以外の地域との戦略的連携関係構築や、中小企業の研
究開発支援、一般に向けた成果のアピール等、競争力強化及び ICT 技術の普及を推進する
仕組みが取り入れられている。

重点分野
以上のような欧米の研究開発に関する調査から我が国の状況を考慮して重点分野の候補
を抽出するとともに、情報セキュリティ分野を網羅する 10 の研究カテゴリを俯瞰し、それ
ぞれのカテゴリについて国内の有識者にヒアリングを実施し、研究カテゴリごとに専門的
な見地から重点分野候補及びその根拠等を抽出した。図 1 に示す通り、欧米の研究開発動
向に基づき抽出した我が国にとっての重点分野候補及び国内の有識者による専門的な知見
に基づく重点分野候補を技術的な根拠として、それら重点分野候補の共通性に基づき重点
分野を集約し、国として優先すべき観点及び期待効果の観点を考慮して、重点分野を抽出
した。
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技術的・専門的な裏付けに基づく課題と目標
欧米の研究開発、国際標準の
動向に基づく重点分野候補

有識者ヒアリングに基づく
重点分野候補

共通性に基づき集約
国として優先すべき観点

期待効果等の観点
重点分野

重点分野の方向性の明示
（重点分野の共通コンセプト）

図 1：重点分野の抽出方法
検討会において抽出した重点分野は以下の通りである。
表 1：我が国が取り組むべき重点分野
重点分野
(1) ID 管理とバイオメトリクス
を統合するシステム・アーキテク
チャの設計・構築
(2) 障害に対する自動リカバリ
ー可能なネットワーク・アーキテ
クチャの構築技術
(3) 大規模ネットワークにおけ
るマルウェア収集挙動分析と広
域攻撃観測の統合技術
(4) プライバシー情報の利活用
を促進する自己情報コントロー
ル技術
(5) システムのセキュリティ・コ
ンフィグレーションを上位から
下位まで自動保証する技術
(6) フォレンジックス等を支援
するためのデータ管理・追跡技術
(7) 攻撃者の分析予測モデル
(8) サイバーセキュリティ研究
の基盤体系化

(9) セキュリティ部品が正しく
実装されていることを保証する
製品評価認証制度
(10) 情報理論的安全性を備えた
暗号技術

達成目標
ID 管理、バイオメトリクス、アプリケーションを SOA, SAML 等により統
合した ID 認証基盤の共通アーキテクチャを実現する。
自己治癒型ネットワークにより、一定の被害の発生を事前に防止するネッ
トワークを実現する。具体的には、ネットワークに冗長性と多様性を持た
せたダイバシティ・ネットワークや仮想化ネットワークの研究を進める。
ユビキタスネットワーク環境におけるマルウェア収集挙動分析と広域攻撃
観測の統合化を実現する。
プライバシー情報を保護したまま、分析を行う技術の開発により、プライ
バシー情報の有効活用を促進する。また、自己情報を柔軟にコントロール
する技術を開発する。
形式手法などを用いて、セキュリティ・ポリシやコンフィグレーションに
基づきシステムの上位から下位のレイヤまでトータルに自動検査する技術
を開発する。
デジタル情報が一般化した経済社会におけるガバナンス確保の基盤とし
て、ネットワーク上のデータ管理及び追跡技術を確立する。
内部攻撃者、ネットワーク攻撃者の行動観測によるプロファイリング、イ
ンセンティブやゲーム理論に基づく行動モデルの分析により、攻撃者の予
測モデルから脅威を洗い出し、対策の最適化を行う技術を開発する。
サイバーセキュリティをサイエンスとして評価できる体系を開発し、研究
の選別や適切な普及方法を可能にする。また、実証実験やデータ基盤を整
備するために、データを継続的に観測する方法、データを共有するための
フォーマットの標準化やその仕組みを開発する。
適切なコストで実現できる評価認証技術の開発と標準化により、システム
の部品であるセキュリティ製品を適切に普及させることができる。バイオ
メトリクスなどの認証技術とそのための基盤を世界に先駆けて具体化する
ことで、我が国の産業競争力を向上させる。
情報理論的な暗号により、長期利用に耐えうる暗号基盤を確立し、また、
情報理論的暗号により線形演算に基づく処理が可能となり組込みシステム
等へ暗号利用を拡大させる。

これらの重点分野を技術的な根拠として、今後の研究開発分野の主要コンセプトを整理す
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ると以下のようになる。
主要コンセプト
(該当する重点分野の番号)
ディペンダビリティ の確保（要素
技術からシステムトータルのセキ
ュリティ確保）
(5), (1), (2)
自律・適応性（オートノマス・ア
ダプタビリティ）の向上
(4), (2), (3)

能動的なセキュリティ（プロアク
ティブ・セキュリティ）の向上
(7), (3)
研究開発促進のための基盤の確立
(8), (7), (9)

概要
要素技術が成熟する中、国として取り組むべき課題として、レイヤやコンポ
ーネントから構成されるシステムのトータルなセキュリティを確保する仕
組みやフレームワークの確立が求められる。
ユーザの多様化のみならず、ベンダのスキルレベルのばらつきが問題となっ
ている。一般への情報システムの普及拡大により専門的なセキュリティをユ
ーザに期待することも困難となっている。一方、プライバシー情報の積極活
用と保護のバランスなど多様なニーズに対応したセキュリティの管理技術
が求められる。
脅威の変化、ダイナミックなリスクに即応できる技術や、攻撃の後追い対策
による防御側の不利な状況を根本解決するための技術が求められている。
実証研究のためのデータの共通化・整備、研究の効率化のための評価体系の
確立、他のセキュリティ分野の前提技術の開発が有効である。

技術ロードマップ
抽出した各重点分野について、それぞれの目標を達成するためのステップをブレークダ
ウンし、それぞれの技術的な困難性、解決策の具体性、国際的な研究の進展具合、課題の
緊急性や、国としての予算配分等を考慮して下図の通り技術ロードマップを作成した。
重点分野

2011

2016

ID管理とバイオメトリクスを統合するシス 国内提案取りまとめ
テム・アーキテクチャの設計
障害に対する自動リカバリー可能なネッ
トワーク・アーキテクチャの構築技術
大規模ネットワークにおけるマルウェア
収集挙動分析と広域攻撃観測の統合
プライバシ情報の利活用を促進する自己
情報コントロール技術
システムのコンフィグレーションを上位か
ら下位まで自動保証する技術

ミドルウェアアーキテクチャ開発
インタフェース・プロトコル開発

ダイバーシティネットワークアーキテクチャ開発
自己治癒機能の開発

両技術の統合化

IPv6の広域観測技術の開発

プライバシー設定・制御技術、秘密計算等の開発
医療情報システムとプライバシー情報活用技術の開発
コンフィグレーション管理フレームワーク

コンフィグレーションの自動検証技術の開発

信頼性評価技術の開発

ネットワークフォレンジック技術
プロファイリング技術開発

攻撃者の予測モデルの構築技術

国際標準化

マルウェア挙動解析技術の開発

証拠データ保全技術の開発

フォレンジックス等を支援するための
データ管理・追跡技術

2021

統合化と活用基盤の開発

ゲーム理論によるモデリング
評価フレームワークの開発

サイバーセキュリティ研究の基盤体系化
セキュリティ部品が正しく実装されている
ことを保証する製品評価認証

データ活用基盤の開発
検査基準の開発
製品評価制度の開発と標準化

限定用途での量子通信技術の実現
情報理論的安全性を備えた暗号技術

ICカード、スマートフォン、自動車等のリアルタイム制約を満たす実装技術の実現

図 2：技術ロードマップ
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求められる予算規模
重点分野及び技術ロードマップに対して、国内外の研究開発予算規模や重点分野への投
資配分を参考にして、予算規模を検討した。
米国の研究開発予算(NITRD CSIAプログラム)は、2007 年度から 2011 年度まで増加傾向
にあり、5 年間で 73%程度増加し、2010 年度は 332 億円 (3.69 億ドル) 1であった。これは
情報システムの普及浸透に応じて情報セキュリティに関わる損害事故の増加や、脅威に関
する将来の環境変化に対応して研究開発すべき要素が増えていることによる。一方、我が
国の情報セキュリティ研究開発予算は、2006 年度から 2010 年度まで減少傾向にあり、5
年間で 40%程度減少し、2010 年度は 48.5 億円であった。将来の環境に対応した研究開発
の推進など米国における動向などを考慮すれば、我が国が国際的な技術水準を維持するた
めには、GDP水準を考慮して、少なくとも年間 123 億円程度の予算が必要と考えられる。
この規模をもとに、国内の科学技術分野における重点分野への投資配分を考慮すると、重
点分野への配分は 98 億円となる。本報告書では、重点分野に対するこのような予算配分を
前提として、各重点分野の目標達成に必要な課題内容を考慮し、大規模投資と中規模投資
の２段階に分類し、予算配分案を検討した。

2012 年の予算資料では 2010 年から DHS の予算が NITRD CSIA に計上されているが（2011 年までの
予算資料では計上されていない）
、ここでは DHS 予算が計上されていない 2007 年予算との比較のため、
2010 年の NITRD CSIA の予算（4.07 億ドル）から 2010 年の DHS の予算（0.38 億ドル）を引いた額を
示している。
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