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・秘匿 （Confidentiality） 盗聴の防止

・認証 （Authentication） なりすまし防止

・完全性 （Integrity） 情報の偽造防止

キーワード： （１） 秘匿から認証へ （２） 小型・低消費電力

現代暗号（1970年代～）が実現するセキュリティ機能

近年組み込み機器での暗号利用が急速に拡大

暗号を一度も用いずに一日を過ごすことが困難な時代に
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【目的】 付属機器の認証による

クローニングの防止

機器認証を実現する暗号技術

暗号機能

暗号化機能

乱数生成機能

乱数乱数乱数乱数 R をををを送信送信送信送信

R をををを暗号化暗号化暗号化暗号化してしてしてして返信返信返信返信

プリンタプリンタプリンタプリンタ本体本体本体本体

インクインクインクインク

カートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ

Challenge-and-Response 認証方式

（（（（プリンタプリンタプリンタプリンタががががカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジをををを認証認証認証認証するするするする例例例例））））

プリンタトナーカートリッジ認証の例

チップの小型化（低価格化）が必須
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ＥＴＣ

車載器

ＳＡＭ

ＥＴＣ

カード

利用者の認証

課金情報の暗号化

社会インフラとしての暗号技術

Secure Application Module
耐タンパセキュリティチップ

高速道路自動料金収受システム（ETC）
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半導体にかかわる不正事例 （別途紹介）
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暗号の「安全性」とは？

• 力技的解読

［例］ 専用ハードウエアや分散計算により鍵を全数探索する

• 数学的解読

［例］ 暗号を未知数（鍵）を含む方程式とみなして解を求める

• 物理的解読

［例］ 装置の物理的状態から得られる情報を解読に利用する

暗号の安全性 ＝ 暗号の解読のされにくさ

解読手法の数だけ安全性の指標が存在する
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DES 暗号解読ハードウエア

EEF’s DES Cracker

1856個のｶｽﾀﾑ LSI を用いて

DESを解読 $250,000 (1998)

Copacobana of Univ. Bochum and Kiel

120個のFPGAを用いて6.4日で

DESを解読 $10,000 (2007)

http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard
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Remote Keyless System

• 建物や車へのアクセスをリモートで行うシステム

• Keeloq (Microchip社),  HITAG(Phillips社)，
AVR411 (Atmel社)  などが知られる

• Rolling Code 型認証と、Challenge and Response 
型認証がある

Challenge R

Response Enc(R)

Enc(n)  (n: incremental counter)Rolling Code 型型型型

Challenge and Response 型型型型
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Keeloqの暗号解析

Challenge and Response 型

数学的解読数学的解読数学的解読数学的解読（平文サイズや鍵長がそもそも短いことによる）

解読に必要な平文数 216
，計算量244.5

“How to Steal Cars – A Practical Attack on Keeloq” (Indesteege et al, 2008)
http://www.cosic.esat.kuleuven.be/keeloq/ 

Rolling Code 型

物理的解読物理的解読物理的解読物理的解読（（（（サイドチャネルサイドチャネルサイドチャネルサイドチャネル解析解析解析解析））））により manufacturer key を

導出。2つのメッセージを100mの距離から観測して解読

“On the Power of Power Analysis in the Read World: A Complete Break of
the Keeloq Code Hopping Scheme” (Eisenbarth et al, 2008)
http://www.emsec.rub.de/keeloq/ 
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サイドチャネル解析

• 暗号をもちいた装置／システムから副次的に得られる情報

（サイドチャネル情報）を利用した非破壊暗号解読手法の総称

• 解読につながり得るサイドチャネル情報は数多い

– 消費電流、電磁波、動作タイミング、電磁波、故障時の情報

• 電流解析により IC カードの内部情報が読み取れるとの論文

（Paul Kocher 1999）以来、暗号研究の中心的テーマのひとつ

サイドチャネル解析に対する対策は、暗号技術を用いた

LSIにおける耐タンパセキュリティ実現のための最重要課題

サイドチャネル解析は、しばしば数学的解析よりはるかに有効に

LSI内部の情報を特定できるため、実システムへの脅威となる
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yp = xd mod (p-1) mod p

yq = xd mod (q-1) mod q

y = q(q-1 mod p)yp + p(p-1 mod q)yq mod n

Fault

q = gcd( ye-x, n )

サイドチャネル解析の例：フォールト攻撃

y = xd mod n (=pq)

ye = x mod p

ye = x mod q

y に誤りがない時

ye
≠≠≠≠ x mod p

ye
＝＝＝＝x mod q

y に誤りがある時

n = gcd( ye-x, n )

等価

RSA暗号でChinese Remainder 

Theorem を使っている場合に

故障攻撃で素因数分解される

可能性がある [Joye et. al., 1999]

e, n :     公開鍵

d, p, q : 秘密鍵

秘密鍵

RSA暗号演算

不規則なクロック，低温化，電磁波照射などの方法によって

デバイスに一時的に誤りを発生させその出力情報を解析する
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Physical UncloningFunction(PUF)

デバイス1

レスポンス

チャレンジ

≠

【同一PUF回路】

デバイス2

機器を構成するデバイスの複製困難な物理的特性（電流，遅延，

初期値等）を用いて、デバイス固有の情報を生成・利用する技術

不揮発領域に秘密情報を格納する方式より耐タンパ性の向上が

期待でき，鍵管理を含めたセキュリティ機能が汎用LSIで実現する

遅延差に起因するグリッチの

情報をＰＵＦに利用する例

同一のPUＦ回路からデバイスごとに異なる

出力を安定的に取り出し、認証等に用いる
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PUFの応用② 不正コピー防止

生成したIDを暗号化のための

鍵に変換する

LSI #1だけが実行（復号）できる

プログラムを作ることができる

正規品

ID

管理台帳

○○○○

不正品

ID

管理台帳

××××

LSI #1

実行

可

LSI #2

実行

不可

プログラム コピープログラム

PUFは究極の不正防止技術か？

PUFの応用① LSIの真贋判定

LSIに「見えないラベル」を

同一設計で貼ることができる

見えないランダムなIDを LSI毎に

割り振るのと同じ効果が得られる

PUFの効率性と安定性を実証し組込機器への採用を目指す

本プロジェクトはSoCでPUFの評価ができる極めて貴重な機会
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まとめ

• 暗号利用の拡大とともに物理セキュリティが課題に

– 高い能力を駆使した模造・不正が行われる時代となった

– 暗号応用製品の小型化，ポータブル化が背景にある

– 目にみえない技術であるため危機感が共有されにくい

• セキュリティは上流工程での対策が必須

– 上流設計段階で脅威分析を行い、リスクとコストの

バランスから、対策を決定する

– すでに完成したシステムのセキュリティをあとづけで

高めることはきわめて困難

– 高セキュリティは守りではなく攻め（差別化）の技術


