AI・ビッグデータによる進化のスパイラル
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暗号アルゴリズムの社会実装において、ハードウェアレベルの攻撃は深刻な脅威である[1][2]。半導体集積回路
（ IC ）チップのノイズや誤動作の観測データから秘密情報を読み取るサイドチャネル攻撃、さらには予期しない動作
を通じて情報の改竄や漏洩を誘発するハードウェアトロージャンの可能性および対策技術について解説する。

しており、半導体製品が扱うデータの秘匿性を守る暗号

1. はじめに
多様なInternet of things（ IoT ）デバイスの普及につれ

アルゴリズムの多機能化・高度化への期待が膨らんでい

て、秘密情報やプライバシーに関連するデータの秘匿性

る[3]。本稿では、このような背景の下、ますます顕在化

がますます重要になっている。ほとんどのIoTデバイス

のおそれのあるサイドチャネル情報を利用した攻撃と対

は半導体集積回路（ IC ）チップを搭載し、暗号化・復号

策について解説する。

処理を担う暗号ICによるデータ処理が一般化している。
近年、ICチップ動作時の消費電流、これにより生ずる電

2. ICチップの電磁環境とサイドチャネル攻撃

圧ノイズや電磁ノイズを観測することで、ICチップ内部

半導体ICチップの外寸は例えば5mm角程度と小さく、

の論理動作を覗き見る、サイドチャネル攻撃が広く知ら

その内部で数万個（ 一般には、より大きい数 ）の論理ゲー

れている。数学的に堅牢に設計された暗号アルゴリズム

トのスイッチング動作により集中的に電源電流の消費が

について、第三者が平文（ 入力文 ）と暗号文（ 出力分）の

生じている。この電流は、ICチップ内の電源回路・電源

関係から秘密鍵の情報を暴くことは、計算量的に高い困

供給網を経由し、さらにICチップのパッケージ、プリン

難さから一般にほぼ不可能と理解されている。しかしな

ト基板を経て電源ユニットあるいは電源装置から供給さ

がら、暗号アルゴリズムをハードウェア（ あるいはソフ

れる。図1に示すように、このようなモジュールの実体

トウェア）により実装すると、その演算時間や消費電力

寸法は100mmのオーダーであり、半導体ICチップに比

などの付加的な情報、すなわちサイドチャネル情報から、
内部の論理演算を推定し、鍵データを特定できる可能性
が広く示されている。さらに、特定の外部条件のもとで
ICチップ内部の秘匿データを信号経路あるいはサイド
チャネルに暴露するような、悪意ある付加機能の施され
たハードウェアトロージャンの脅威も議論されている。
いずれも、ICチップの設計・製造後に露呈されるセキュ
リティ課題であり、実装攻撃と呼ばれる。
半導体製品の国際的な流通量はとどまることなく拡大
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べれば1-2桁大きく、ICチップの消費電流に起因する①

る。このため、ICチップ設計で一般的に採用される電源

電圧変動や②電磁波放射は各所で容易に観測可能であ

ノイズ低減手法だけでは遮蔽困難である。このような背

る。すなわち、オシロスコープと電圧プローブによりプ

景から、ICチップレベルのサイドチャネル攻撃シミュ

リント基板上の電位変動を測定し、あるいは、スペクト

レーションは、ICチップの脆弱性を設計段階で探索・回

ラムアナライザとアンテナによりプリント基板から数m

避する目的、および、ICチップ搭載製品のセキュリティ

離れた空間において電磁波を受信できる。

評価の視点から期待が大きい。

いずれも、ICチップ内部の論理動作と相関を有する物

暗号エンジン搭載ICチップを対象に、プリント基板に

理量であり、サイドチャネル情報の物理担体として捕捉・

形成された電源配線の電圧変動（ 電源ノイズ ）
を被観測

解析される。

物理量としたサイドチャネル攻撃の実験結果とシミュ

ところで、サイドチャネル攻撃には受動的と能動的な

レーションの例を図3に示す。国際的な共通鍵方式標準

手法が知られている。暗号エンジン搭載ICチップを例に

暗号の一つであるAES（ Advanced Encryption Standard ）

すれば、前者は暗号エンジン動作時に生ずる前項①②を

コアにより、ある秘密鍵に対して10,000個の異なる平

計測・解析する手法であり、後者は暗号エンジンに対し

文を暗号化処理したときの電源ノイズ波形をオシロス

て①②の経路から意図的な擾乱を導入して論理的な出力

コープで収集し、データパスの論理処理フローから導出

の変化を誘発・分析する手法である。いずれも攻撃成功

した電力相関モデルによりサイドチャネル漏洩を解析し

の報告事例がなされており、無視できない。

た。実測波形では3840波形、シミュレーションではわ

受動的な手法によるサイドチャネル攻撃のイメージを

ずか2710波形で、秘密鍵を推定できることが確認され

図2に示す。観測された波形データは、攻撃者あるいは

た。このAESコアはサイドチャネル対策が必要であるが、

設計者の視点のもと、コンピュータ上で各種の解析モデ

既存の回路構成法を適用すれば十分なサイドチャネル攻

ルを仮定して分析され、秘密鍵の情報抽出が試みられる。

撃耐性を獲得できると考えられる。ICチップ・パッケー

サイドチャネル攻撃の対策には、ICチップ設計段階に

ジ・プリント基板を統合した電源供給網のシミュレー

おけるシミュレーション予測と回路・レイアウトレベル

ションモデルを図3下図に示している。

の取組み[4]、あるいは、ICチップ製造段階における新奇
なデバイス構造やパッケージング構造・材料を導入する
取組み[5]、等が報告されている。ところで、サイドチャ
ネル情報は、暗号回路の論理演算に基づき、さらに演算
に必要なクロックサイクル数が大きい傾向にあることか
ら、論理動作周波数に比べて低い周波数領域にも分布す

図3

サイドチャネル攻撃の実験とシミュレーション

3. ICチップの真正性は守れるか？
半導体メーカから正規品として流通されるICチップに
ついて、市場の半導体製品のサンプリング調査、あるい
はICチップ搭載製品の受入調査、等を通じて、一定量の
非正規品が確認されている。ICチップの真正性に関する
図2
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プの電源供給ラインをオンチップモニタにより観測し、
電源ノイズ波形の変化から、意図的に付加された素子や
悪意ある観測のためのプローブの接続を見抜く技術[6][7]
等が試行されている。

図4

ICチップの真正性に対する懸念

できない再生品や模造品について、製品マークの印字位
置違い等が製造メーカにより指摘されている。例えば廃
棄された電子機器から丁寧に取り外され、再ラベリング
等により新品のように見せかけて販売されている可能性
があり、このような非正規品には、性能劣化や信頼性低
下のリスクが考えられる。

図5 ICチップ搭載ボードの改竄検知法

さらに、意図的な回路・デバイスの追加や回路・レイ
アウトの改竄により、例えば、サイドチャネル攻撃に対

4. おわりに

する脆弱性を助長する構造の導入や秘密情報にアクセス

ICチップの実装攻撃と対策技術について、サイドチャ

するバックドア機能の挿入、など、ハードウェアトロー

ネル攻撃およびハードウェアトロージャンの観点から解

ジャンと呼ばれる悪意ある物理実装の追加されたICチッ

説した。ICチップの実装攻撃は、国際的な流通を脅かす

プが製造される可能性および対策手法が世界的に議論さ

ものであり、耐性の獲得に向けた技術開発は、図6に示

れている。通常のICチップ設計開発体制において、悪意

すように、信頼の基点となるサプライチェーンの設計・

を持つ設計者による意図的な設計変更が見過ごされるこ

構築・運用、暗号技術の適正な導入と運用、これを支え

とは考えにくい。しかしながら、ICチップの設計と製造

る論理回路構築技術および設計技法の整備、実装攻撃を

の工程分離が進み国際分業が一般化されたこと、半導体

検知・回避・防御する集積回路技術の開拓、さらには攻

製品需要の拡大により流通チャネルの多様化が進んでい

撃を難易化する構造や材料技術の導入、など、垂直な技

ること、等を背景として、ハードウェアトロージャンの

術体系にマッピングされる。このような半導体製品の真

仕掛けられる懸念が、論理的に排斥されていない。この

正性保証技術は、安全・安心な社会を構成する技術基盤

ため、欧米を中心として、設計データの改竄検知手法や

としてますます重要になること、また、半導体製品の国

模造・偽造を防ぐリバースエンジニアリング難易化手法

際取引における戦略技術としての位置づけから、今後も

などの研究開発が盛んな状況にある。

継続的な研究開発が期待される。

一般に、半導体メーカは品質保証部門を保持するので、
ICチップ設計・製造の真正性を担保し、また純正品の流
通を保証できると考えられる。しかしながら、半導体製
品のサプライチェーンにおいて、ICチップ搭載プリント
基板の改竄は難易度が相対的に低く、悪意ある回路等の
挿入の可能性が、より具体的である。ボードレベルの設
計改竄は、電気特性の変化を伴う。そこで、図5に示す
ように、ICチップの内側から、プリント基板上の変化を

図6 ICチップの実装攻撃対策技術

読み取る技術の開発が進められている。例えば、ICチッ
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