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ソフトウェア開発現場で必要となるセキュリティ要求

を具体化する必要がある．この過程で開発対象システム

工学の知識として，投資対効果の評価手法，セキュリテ

のアーキテクチャに基づいてシステム構成要素とセキュ

ィ要求工学プロセス，企業情報システムのセキュリティ・

リティ要求との関係を明らかにしておく必要がある．ま

アーキテクチャ，セキュリティ専門家とのチームワーク

たセキュリティ専門家と開発者によって円滑に情報共有

を考慮したプロジェクト管理などの取り組み事例につい

できるように協調的なチームが形成してプロジェクト管

て解説することにより，現場で使える実践的セキュリテ

理面を工夫する必要がある．

ィ要求工学の現状と課題を紹介する．
特にブレインストーミングに基づく簡便な資産分析手
法とモデル検査を用いた IC カードのセキュリティ特性
の自動的な確認手法など容易な現場導入が期待される手
法について具体的に説明する．
最後に，今後の情報システム開発におけるセキュリテ
ィ要求工学の実践的研究への期待について述べる．

上述したことをまとめると表 -1 のようになる．以下
ではこれらについて解説する．
◆セキュリティ要求工学の投資対効果評価
セキュリティ要求工学の投資対効果を評価するために
活用できる手法として Carnegie Mellon 大学の SIDD
（Security Investment Decision Dashboard ） が あ
る

1）

．SIDD はセキュリティ対策の投資対効果について

意思決定するための手法であって，セキュリティ要求工

セキュリティ要求工学を実践する上での課題
セキュリティ要求工学を産業界が導入する上での課題
を整理すると，次のようになるだろう．

学だけに限定した手法ではない．しかしシステム開発全
体の中でどのようなセキュリティ対策をとるべきかとい
う総合的な観点からセキュリティ要求工学の必要性を評
価することが重要である．

まずシステム開発プロセスの中でセキュリティ要求工

SIDD では 7 分類 33 指標を用いてセキュリティ対策

学を実施するためには，その投資対効果を明らかにする

技術を定量的に採点しダッシュボードで視覚的に提示す

必要がある．

ることにより，総合的に経営層が投資対効果を判断で

次にセキュリティ要求工学の導入が決まると，要求獲

きるという特徴がある．なお SIDD の 7 分類の内容は，

得，仕様化，要求確認，要求管理という要求工学の基本

コスト，重要度とリスク，フィージビリティ，変更容易

プロセスの中でどのようにセキュリティ要求を扱うのか

性，参画性，可測性，所要時間と工数である．

分類
投資対効果

実践的な課題
セキュリティ要求工学の客観的な導入判断基準

セキュリティ要求獲得
セキュリティ要求の仕様化
要求工学プロセス
セキュリティ要求の確認
セキュリティ要求の管理

アーキテクチャ

プロジェクト管理
表 -1

システム・アーキテクチャと資産分析の一貫性
複数システム間のセキュリティ・アーキテクチャ
企業間システムにおけるセキュリティ・アーキテク
チャの統合
セキュリティ専門家とシステム開発者の情報共有
セキュリティ要求工学の教育と適用法

セキュリティ要求工学の実践的な課題

◆セキュリティ要求工学プロセス
基本的なプロセスである要求獲得，仕様化，要求確認，
要求管理の点から課題を整理してみよう（図 -1）
．
【セキュリティ要求獲得】
セキュリティ要求獲得では，システムに含まれる資産
に対してセキュリティ上の脆弱性を分析することにより
セキュリティ要求を獲得する．たとえば 2008 年から開
始された EU による産学連携の Shields プロジェクトで
も資産分析手法を開発している

2），3）

．Shields プロジェ

クトについては後述する．
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RFID プライバシー保護オントロジー

またセキュリティ要求に対してどのようなセキュリ

だけでなく複数個所で同時に必要となることも多いの

ティ機能があるかという知識をあらかじめオントロジー

で，可能な限り独立させて定義しどこで参照するかを明

として体系的に整理しておくことによりセキュリティ機

確化しておく必要がある．

能要求の獲得を支援できる．筆者らは RFID によるプラ
イバシー要求知識について図 -1 に示すようなセキュリ
4）

【セキュリティ要求の確認】

ではプライバシー保護というセキュリティ要求に対して

高信頼性が要求される IC カードシステムなどでは
ISO 15408 の EAL レベル 7 のように開発対象システム

セキュリティ機能要求とセキュリティ機能を関連付けて

が所望のセキュリティ要求を満足することを示すために

いる．

形式手法を用いた厳密な証明が求められている．しかし

ティオントロジーを構成している

．このオントロジー

ながらどのような形式手法を採用するかだけでなく，ど
【セキュリティ要求の仕様化】
セキュリティ要求は，非機能要求であると同時にアス

のように形式手法を適用すればよいかについて，まだ十
分なコンセンサスが得られていないため，開発対象シス

ペクト要求でもある．アスペクト指向要求定義では，開

テムごとに形式手法の適用法を模索している状況である．

発対象システム全体で共通する関心事（アスペクト）を

たとえば後述する IC カードシステムに関する形式手

分離独立させて定義することによって要求定義の重複を

法を用いた CC（Common Criteria，コモンクライテ

削減することができる．また要求 B の構成要素が要求

リア）認証の事例では，次のような手順を構築してい

A を必要とするとき要求 A が要求 B をクロスカットす

る．まずセキュリティ要求に対して脅威分析を実施して

るという．

セキュリティ特性を抽出し，次いで IC カードとその利

たとえばプライバシーや機密性は複数の機能に分散す

用環境に対する状態モデルを作成することにより，この

るだけでなく同時に必要となることもあるのでクロス

2 つのプロセス間のメッセージ交換によって状態モデル

カット要求である．

がセキュリティ特性を満足することをモデル検査してい

したがってセキュリティ要求は仕様書の中で分散する
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5）

る ．

実践的セキュリティ要求工学 に向けて
必ずしも形式手法に限定するわけではないが，現場の
開発者にとって受容性の高い簡便で信頼性の高いセキュ
リティ要求の確認手法を開発する必要がある．

満たすべきソフトゴールを定義していると考えられる．
以下では，これらの課題に対してセキュリティ要求
工学を導入する上で参考になると思われる Shields プロ
ジェクトと形式手法による IC カードの CC 認証の取得

【セキュリティ要求の管理】

事例を紹介する．

セキュリティ要求の仕様化でも述べたように，セキュ
リティ要求はクロスカット要求であるため，セキュリ
ティ機能要求との関係だけでなくセキュリティ要求間の

Shields プロジェクト 2）

依存関係も管理する必要がある．またセキュリティ要求

Shields プロジェクトの目的はセキュリティ技術者と

獲得でも指摘したように，開発対象システムに含まれる

ソフトウェア開発者の壁を越えることによりセキュリ

資産に対してセキュリティ要求を定義するため，開発対

ティの脆弱性を解消することである．このため次のよう

象システムのアーキテクチャとの対応関係を管理する必

な技術を開発するようである．

要がある．つまり，機密性やプライバシーなどの抽象的

• セキュリティ専門家がセキュリティの脆弱性を容易か

なセキュリティ要求ではなく，具体的な資産に対するセ

つ迅速に識別して開発者のコミュニティと開発支援

キュリティ要求を定義するためにはシステムのアーキテ

ツールを通じて情報共有できるように支援する

クチャが定義されている必要がある．この理由はアーキ
テクチャが明確でなければ保護すべき資産としての構成
要素を識別できないからである．また資産に対する運用
手順も明確にする必要がある．そうしないと資産に対す
る脅威を定義できないからである．

• 開発者が日常的に使用する開発支援ツールでセキュリ
ティの脆弱性を検出し除去することを支援する

• ソフトウェア製品がセキュリティの脆弱性を解消して
いることを開発組織が検証することを支援する

また企業情報システムのガバナンスを考えると，シス

Shields は EU-FP7 の ICT- プロジェクトでスウェー
デ ン Linköping University の Nahid Shahmehri 教

テムごとのセキュリティ要求ではなく，企業情報システ

授がリーダである．この国際的な産官学連携プロジェ

ム全体に対する統合的なセキュリティ要求の管理が重要

ク ト に は， ス ウ ェ ー デ ン の Linköping University の

になると思われる．たとえば，企業が顧客の口座に対し

ほか，ノルウェーの SINTEF，スペインの European

て異なるサービスを提供している場合，サービスごとに

のサービスで漏洩したのと同じ認証情報を用いていたと

Software Institute， ド イ ツ の Fraunhofer IESE フ ラ
ン ス の Institut National des Télécommunications
と Montimage，ハンガリーの SEARCH-LAB とイタリ
アの TXT e-Solutions が参画している．

するとこのサービスも悪用される可能性がある．このよ

以下では，このプロジェクトの中で取り組まれている

顧客の認証機能が提供される．もし一方のサービスでパ
スワードなどの認証情報が攻撃されて漏洩した場合，他

うな問題に対処するためにはサービスごとにセキュリ

資産分析手法について説明する．

ティ要求を獲得するだけでなく，企業が提供するシステ

セキュリティ要求工学で資産の識別が重要であるにも

ム全体でどのようなセキュリティ要求が必要となるかを

かかわらず具体的な抽出手法が明確になっていないた

考慮した上で，個別のシステムにおけるセキュリティ要

め，セキュリティの専門家でない一般のシステム開発

求の必要性を明らかにすることが重要となる．

者にとって資産分析は容易ではない．このため SINTEF

さらに企業間の情報流通に関するセキュリティ要

では以下の 3 ステップからなる資産識別手法を提案し

求の管理も重要である．たとえば Boeing 社の DAM

ている．このプロセスには要求分析者を含むシステム開

（Digital Access Management）では，企業間情報流

発者，顧客，セキュリティ専門家，エンドユーザが参加

通で必要となるアクセス権管理 E2ERM（Enterprise to

する．ただしセキュリティ専門家とエンドユーザは必ず

Enterprise Rights Management）の標準化を提唱して

しも参加しなくてもよい．

いる

6）

．

DAM では，企業間で情報交換する場合に流通対象と

【ブレインストーミング 】

なる情報だけでなく，情報に関するアクセス権というメ

まずポストイットと筆記用具を用意して，個人に与え

タ情報も保護対象となるとして資産として扱う必要があ

られるアイディアを着想するための制限時間（例：5 分）

ると指摘している．また OS やミドルウェアなど異なる

を決める．
「資産は何か」などの質問を用意して参加者

情報基盤間で相互接続性や拡張性などの DAM に対する

全員に見えるように貼り出す．参加者がアイディアを

要求条件を提示している．これらの非機能要求は DAM

カードに 1 つずつ制限時間内で書き出していく．時間

という企業間除法流通におけるセキュリティ機能要求が

がきたらポストイットを壁に貼り全員でグループ化して
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結果をまとめる．

リティ専門家とソフトウェア開発技術者との間でなかな
か情報共有が進んでいないのは日本でも同様であろう．

【文書からの資産抽出】

EU ではセキュリティ技術とソフトウェア工学技術の融

開発対象システムに関する機能要求を記述した文書か

合を目指した研究開発が国際的かつ産学連携で進んでい

ら重要な資産を見落としていないかどうかを調べる．こ

るところにも技術開発に対する EU の高い戦略性を見る

の結果もし必要だと判断したらブレインストーミングを

ことができる．特定の国，
特定の企業，
特定の大学によっ

繰り返す．

て開発されるのではないことがグローバルに通用するセ
キュリティ要求工学技術を育てるために必要であろう．

【分類と優先付け】
資産が識別されたら分類して，顧客，システム提供
者， 資 産 の 攻 撃 者 と い う 3 つ の 立 場 ご と に 機 密 性 C

形式手法を用いた IC カードの
セキュリティ開発技法

: Confidentiality， 整 合 性 I : Integrity， 可 用 性 A :
Availability に関する優先順位を 3 段階（1：高，2：中，
3：低）で評価する．

にアジア圏で初めて採用して合格した NTT データの事

資産の機密性，整合性，可用性の重要性に基づいて優

例を紹介する．この事例では ADV_SPM.3 という形式

先順位の高い資産を採用する．
このような資産識別手順であれば開発現場に容易に導

以下では，形式手法を IC カードのセキュリティ開発

手法のセキュリティポリシー適用を含んだ CC 認証に対
して SPIN による検証を実施している．

入できることは明らかだろう．しかし，どのような資産
が獲得できるかがブレインストーミング参加者のスキル
に依存するという課題もあるだろう．これに対処するた
め，資産抽出のための事前質問やチェックリストを用
意しておくなどの工夫が必要になるとしている．また機

◆評価対象の概要
評 価 対 象 TOE（Target Of Evaluation） は NTT
デ ー タ が 開 発 し た Xaica-Alpha 上 の 電 子 パ ス ポ ー ト
（e-Passport）アプリケーションである．

能要求を前提にして資産を識別する点についても，開発

評価対象が満たすべき要求定義書（調達仕様書）とし

対象システムを利用する上での社会的な受容性，エンド

て PP0017（Protection Profile，0017）を用いる．こ

ユーザの安全性，相互接続性などの抽象資産を見落とす

こで電子パスポート用の PP であることを番号 0017 が

可能性がある．このような抽象資産は，システム内の情

示している．この PP に基づいて Security Target（セ

報やシステム構成要素から抽出される資産ではない．開

キュリティ設計書）を作成する．セキュリティ設計文書

発対象システムが顧客やエンドユーザに対して提供すべ

のセキュリティ要求を評価するための CC には，構成管

き価値の低下や消失によって失われる資産である．これ

理 ACM，展開と運用 ADO，開発 ADV，ガイダンス文

らの抽象資産については，システムが提供すべき価値を

書 AGD，ライフサイクル支援 ALC，テスト ATE，脆

ソフトゴールとして抽出し，その価値の低下や消失を抽

弱性アセスメント AVA がある．形式手法の適用が求め

象資産に対する脅威，その対策を抽象資産に対するセ

られるのは EAL5 以上の ADV_SPM.3 である．ここで

キュリティ要求として抽出することになるだろう．ただ

ADV_SPM（Security Policy Modeling） フ ァ ミ リ ー
の最高レベルが ADV_SPM.3 である．ADV_SPM.3 で
は形式的手法（formal description）によるポリシーの
定義と無矛盾性の証明（demonstration）が要求される．
換言すると ADV_SPM.3 ではシステムが満たすべきセ
キュリティポリシー TSP とセキュリティ機能要求 SFR

し顧客価値向上などはソフトゴールであり，それを実現
するのは機能要求とする方が一般的だと思われる．
ここで資産を整理しておくと次のようになるだろう．
抽象資産：システムを利用することで生まれる価値
メタ情報資産：システムに含まれる情報資産に関す
る情報
情報資産：システム構成要素とそれが持つ情報
物理資産：システム構成要素とその情報の保持・出
力媒体
ところで，Shields プロジェクトは 2008 年 1 月 1 日

の対応関係を開発者が証明する必要がある．
以下では，IC カード Xaica-Alpha 上の電子パスポー
ト（e-Passport）アプリケーションを評価対象として

NTT データ技術開発本部で実施した形式手法の適用事
例について紹介する．

から 2010 年の 6 月 30 日までの予定で始まったばかり
のところだが，セキュリティとソフトウェア開発を統合
的に捉えるこのような取り組みは実践的なセキュリティ
要求工学では重要である．企業内だけで見てもセキュ
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◆適用する形式手法の選択
開発現場への形式手法の適用では，まずどのような形
式手法を選択するかを決める必要がある．

実践的セキュリティ要求工学 に向けて

5
分類

性質

セキュリティ
ターゲット

TOE セキュリティ

評価対象モデル
セキュリティ機能要求（SFR）

ポリシー
脅威

TSF
TOE セキュリティ設計
TOE 実装（全部）

状態モデル

検証式

TOE モデル
• 初期状態
• 資源
• インタフェース
• 振舞い

形式モデル

LTL 式

ST

環境モデル
想定操作
セキュリティ対策方針
セキュリティ機能要求（SFR）

環境モデル
• ユーザ
• シナリオ

SPIN ソースコード

表 -2

モデル化の方法

と対策を明らかにする．この対策に基づいてセキュリ

IC カード開発に形式手法を適用した従来の事例では，
B-method や Isabel などの形式的仕様記述言語などが
ある．一方 SPIN のような状態モデルに基づくモデル検

ティ機能要求 SFR と対応するセキュリティ機能 TSF を

査ツールを適用した事例は報告されていなかった．実際

装を作成する．ただし TOE 設計と TOE 実装で検証対

にフランスの認証機関でもこれまでモデル検査によっ

象とするのは TSF と関連する部分だけであり，関連しな

て認証に合格した事例を経験していなかった．このため

い部分については省略することが認められている．

定義する．TSF に基づいて TOE 設計ならびに TOE 実

IC カード分野で実績のある形式的仕様記述言語に対し
て，そうではないモデル検査ツールを採用することには
懸念があった．
しかし今回の適用では以下の理由から形式的仕様記述
言語ではなくモデル検査を採用することにした．

［手順１］TSP 仕様の作成

TSP 仕様ではセキュリティ特性とセキュリティ規則
を定義する．
セキュリティ特性として IC カードの運用ライフサイ

IC カードと R/W という 2 つのプロセス間のメッセー
ジ交換を SPIN により簡易に記述できるだけでなく網羅

クルならび，IC カード内のレジスタ，変数，認証フラ

的にシミュレーションできる．

どを定義する．

状態モデルによって，IC カード発行前，使用中，ロッ

グなどのデータやコマンドなどの機能とファイルや鍵な
セキュリティ規則としてファイル操作とコマンド実行

ク中などの R/W による IC カードの操作状況ならびに，

の事前条件，変数と内部的な振舞いの変化，事後条件を

使用中やロック中などの鍵状態，パスワードによる IC

定義する．

カードの認証状態，ファイル状態など IC カード内の資
源状態を容易に記述できる．
セキュリティターゲット ST として作成したセキュリ

［手順 2］TSP 状態モデルの作成

TSP の状態モデルでは TSP 仕様に基づいて AP 仕様
と不変特性を定義する．

ティ評価対象 TOE に対する IC カードの状態モデルと

AP 仕様ではセキュリティ特性とセキュリティ規則を

R/W の状態モデルの下で，LTL 式で記述したセキュリ

定義する．セキュリティ特性では外部ユーザ，配布鍵，

ティポリシーに関する検証式を満足することをモデル検

IC カード運用フェーズなどの IC カードの外部環境の特
性とコマンド機能，ファイル，暗号鍵などの IC カード

査によって証明できる．
モデル検査ツール SPIN の知識を習得した形式手法の
専門家としての研究者がいた．

内部の特性に基づいて環境状態モデル（環境モデル）と

IC カード状態モデル（TOE モデル）を定義する．セ
キュリティ規則では，コマンド系列や鍵配布規則などを

◆形式手法によるセキュリティ要求の検証手順

定義する．TOE モデルと環境モデルの関係を図 -2 に示

形式手法を用いた IC カードシステムのモデリングで

す．以下で述べるように，環境モデルと TOE モデルを

は，表 -2 に示すように，検証対象としてのセキュリティ

それぞれ R/W プロセスと IC カードプロセスに対応さ

ターゲットの抽出，評価対象モデルと環境モデルの定

せることで SPIN によるモデル検査を実施できることに

義，形式手法ツールによるモデル検査という手順で実施

なる．

した．
検証対象として ADV の観点からセキュリティター
ゲットならびに TOE 設計と TOE 実装を抽出した．こ

不変特性として，セキュリティ特性の組合せ，リスク，
資源のデッドロックを定義する．セキュリティ規則と不
変特性に基づいて検証式を作成する．

のとき保護すべき資産を特定して資産に対する脅威分析
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特集
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環境モデル

ユーザ

評価対象（IC カード）モデル

TOE

R/W

インタ
フェース

振舞い

資源
初期
状態

コマンド
シナリオ
操作
コマンド
操作

レスポンス

図 -2

［手順 3］リスク定義

環境モデルと評価対象モデルの関係

えば，IC カードのセキュリティ状態が認証済み，鍵状

2 条件を証明する．
（条件 1）TSP モデルがリスク状態に到達しないこと
（条件 2）TSP モデルが必要な状態に到達すること
具 体 的 に は， 環 境 モ デ ル に 対 し て R/W プ ロ セ ス，
TOE モデルに対して IC カードプロセスを定義する．
R/W プロセスでは，IC カードユーザを変更する手続
きと IC カードにコマンドを送信しレスポンスを受信す
る手続きを用意する．IC カードプロセスでは R/W プ

態がロック中，IC カード内のファイル状態が書込み可

ロセスからコマンドとパラメータを受信する手続きと，

能などの組合せに関するリスクを定義する．ただし複数

R/W プロセスにコマンドのレスポンスを送信する手続

の鍵やファイルがあるので網羅的に調べる必要がある．

きを用意する．ただし，これらの手続きでは，セキュリ

まず“X だけが…できる”
という TSP 記述に対して，
“X
以外のだれでも…できる”という否定的な記述を作成す
ることで系統的に TSP に対するリスクを定義すること
ができる．
次に IC カードシステムの構成要素の状態の組合せに
対して不変特性に基づいてリスク状態を定義する．たと

このリスク定義に基づいて，次に述べるようにして，
環境モデルと TOE モデル間のメッセージ交信の過程で

ティ要求に関する処理だけを記述することを注意して
おく．
これらの手続きはコマンドごとに異なるが IC カード

IC カードシステム構成要素の状態の組合せがリスク状
態に到達しないことを SPIN によって形式的に検証する

の操作シナリオには共通する処理が多いことから，表 -3

ことができる．

に示すような共通テンプレートを用意することにより，

［手順 4］検証

promela 記述作業の軽減を図った．

検証の実演では，認証機関に対して以下の 5 つの要
件を示す必要があった．

R/W プロセス

IC カードプロセス

振舞い

主制御処理
コマンド送信処理
レスポンス受信処理
ユーザ変更処理

主制御処理
コマンド受信処理
コマンド対応処理
レスポンス送信処理
認証処理
アクセス制御処理
ファイルアクセス処理

インタフェース

コマンド処理
レスポンス処理

コマンド処理
レスポンス処理

資源

なし

鍵
ファイル
許容エラー回数

初期状態

なし

エラーカウンタ状態
ライフサイクル状態

分類

【要求 1】TSP モデルに矛盾がないこと
【要求 2】TSP の規則および性質が TSP モデルに対応し
ていること
【要求 3】TSP の振舞いモデルが矛盾しないこと

SFR に対して TSP モデルが完全であること
【要求 4】すべての TSP が SRF で表現されていること
【要求 5】セキュリティポリシーが SF によって実装され
ていること
要求 1，2，4，5 については作成した TSP モデルを
レビューすることによって示す．
要求 3 に対して形式手法ツール SPIN を用いて以下の
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表 -3

共通テンプレートの例

実践的セキュリティ要求工学 に向けて
これにより R/W プロセスの記述ではシナリオ対応処

ある．また抽象資産で示したようにゴール指向要求工学

理，ユーザによるコマンド操作処理，ユーザと外部環境

との関係の整理についても明確化する必要がある．さら

の状態を記述するだけで，コマンドの送受信処理を記

に形式手法とのシームレスな統合の可能性も見えてきて

述する必要がなくなった．IC カードプロセスの記述で

いることを示した．

は，基本となるコマンド処理はすべてテンプレートで用

しかし一般のシステム開発の現場にセキュリティ要求

意したので，開発者が必要に応じて追加したコマンドと

工学を導入していくためには，逆説的だが，ユビキタス

そのパラメータ，レスポンスならびに対応する資源，エ

コンピューティングでも社会の中にコンピュータが浸透

ラー処理と初期状態だけを記述することになった．この

することでコンピュータが見えなくなったように，セ

ような共通化を図ったことにより，モデルの記述規模は

キュリティ要求工学をソフトウェア開発ツールの中に埋

SPIN のソースコードのステップ数で約 0.5K 行となった．

め込んで隠蔽することにより開発現場から見えなくする
ことも重要な課題である．意識しなければ使えないうち

◆プロジェクト管理上の留意点

は技術としての成熟度がまだ低いのではないだろうか．

次に，形式手法を適用する場合のプロジェクト管理的

ということはまた，研究の余地が大きいということでも

側面として，チーム構成，
形式手法の教育，
内部レビュー，

あるので，この分野の研究開発が加速することを期待し

外部とのコミュニケーションの留意点について説明する．

ている．

形式手法の適用チームには，セキュリティターゲット

筆者の力不足から，本稿ではこれらの課題を統一的な

を作成したセキュリティ専門家，形式モデルを作成した

視点からロードマップ化することはできなかったが，セ

形式手法の専門家と IC カードシステムの開発者が参加

キュリティ要求工学が持つ現場導入への豊かな可能性に

した．

ついては紹介できたのではないかと思う．いずれにして

しかしセキュリティ専門家とシステム開発者には形式

も上述したような課題をシームレスに解決できるような

手法についての知識がなかったため，これらの技術者に

実践的セキュリティ要求工学とその環境が開発されるこ

対して形式手法の専門家が形式手法をまず教育した．

とを期待する．

TOE モデルに基づいて形式モデルが作成された段階
で各参加者の役割に応じて次のような観点から内部レ
ビューを実施した．セキュリティ専門家は ST，TSP，

CC 要求の観点から形式モデルの妥当性を確認した．形
式手法専門家は，形式化と論理的合理性の観点から形式
モデルの妥当性を確認した．システム開発者は TOE 設
計と実装の観点から形式モデルの妥当性を確認した．
外部の認証機関とのコミュニケーションでは，どのよ
うな形式手法を選択するかについて合意することと，形
式手法によって作成された TSP モデルが ADV_SPM.3
の条件を満足することの証明手順と証明結果を承認して
もらう必要がある．
なお形式手法の適用期間をまとめると，学習，モデリ
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ング，実装を含めて 3 人体制で約 2 年だった．また実
施工数については 3 人の技術者を平均して約 25％稼働
だったので 3 人× 2 年× 0.25 ＝ 1.5 人年である．この
中には上述した欧州の認証機関との交渉も含んでいる．

今後の展望
本稿では，実践的なセキュリティ要求工学にはどのよ
うな知識が求められるのかについて具体的な事例に基づ
いて紹介した．上述したように，セキュリティ要求工学
の投資対効果，セキュリティ要求獲得，
仕様化，
要求確認，
要求管理だけでなく，通常の要求工学との統一も必要で
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