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ハードウェアセキュリティ機能を利用した
長期安全性の確保が可能な組込みシステム
磯崎 宏1,2,a)

金井 遵1

受付日 2014年11月19日, 採録日 2015年5月9日

概要：近年，暗号通信機能を備えた組込み装置が普及しつつあるが，特に，産業用制御システムで利用さ
れる組込み装置は PC などの情報系システムと比較して長期間敷設されることが想定される．このため長
期安全性を確保するために暗号処理のような保護対象の処理を安全に更新することが課題となる．暗号モ
ジュールをハードウェアとして実装すると不正な解析や改変に対する強度は高いが，1 台あたりの製造コス
トに加えて物理的な交換が必要となるため更新コストが高い．一方，ソフトウェアとして実装すると更新は
容易だが，解析されるリスクが高い．そこで本論文では，組込み向けプロセッサのセキュリティ機能である

TrustZone を活用することで，解析や改変に対するセキュリティ強度を保ちつつ保護対象の処理とデータ
を部分的に更新可能とするソフトウェアシステムを提案した．提案手法では汎用処理から，更新対象の暗
号モジュールと暗号モジュールの正当性を確認する検証処理を分離させてセキュア環境で実行させること
により，汎用処理が不正に改変された場合にも更新対象の処理とデータの保護を可能としている．さらに
提案手法を実装して評価した結果，提案手法はセキュリティ機能を実行するハードウェアの大部分が置き
換え可能であり，オーバヘッドは許容可能で小さいとの評価結果を得た．また，更新対象のモジュールを
暗号化することでモジュール内部の機密情報を秘匿したまま配布できるほか，検証者は任意のタイミング
で更新対象のモジュールのみ検証することができるため，従来手法と比較して装置外部から設計者の意図
したとおりモジュールが更新されているかを確認するリモート検証のコストが低いことも明らかとなった．
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Abstract: Recently, embedded devices with crypto function are widely deployed. More speciﬁcally, it is assumed that the embedded devices used in industrial control system will be deployed for a long period of time
comparing to information technology system such as PC. Therefore, making secure updatable method for
security sensitive process like cryptographic calculation to keep long term security is a signiﬁcant challenge.
When crypto module is implemented in hardware, it is diﬃcult for an attacker to illegitimately analyze
or modify the module while it will be more costly to update it since physical replacement is necessary in
addition to the per-device cost. On the other hand, when it is implemented in software, it is easy to update
it while it is more vulnerable to the attack. To solve this problem, we propose a software system which is
able to update security sensitive module only with enough robustness against tampering to utilize TrustZone
which is a security feature of an embedded processor. In our proposed system, the system is divided into
general-purpose processes and a crypto process that is to be updated and a veriﬁcation process which veriﬁes
the integrity of the crypto process, and the crypto process and the veriﬁcation process are executed in a
secure environment. As a result, even if the general-purpose processes are modiﬁed or the control is taken
over, it is possible to keep the crypto process secure. We demonstrate a full implementation of our proposed
system. The evaluation clariﬁed that the proposed system can replace most of functions implemented in
hardware and it clariﬁed overhead cost is reasonably small. Furthermore, the system makes it possible to
keep conﬁdentiality of the crypto module when distributing it. Moreover, the system minimizes a remote
attestation cost to verify the integrity of the system from outside since the veriﬁer is required to have less
knowledge about veriﬁcation target and can verify it at arbitrary time.
Keywords: security, embedded, TrustZone
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1. はじめに

境である OS やミドルウェアに脆弱性が存在すると，攻撃
者によって脆弱性が悪用され，アップデートの仕組みその

従来のコンピュータセキュリティは，主として暗号アル

ものが改変されたり，更新対象のソフトウェアに含まれる

ゴリズムや暗号プロトコルといった暗号要素技術によって

鍵などの機密データが不正に取得されたりするリスクが高

支えられてきた．暗号処理は計算量が多いため，従来の組

い [3]．このように，産業用制御システムで利用される組込

込みシステムでは，暗号処理を専用のハードウェアで実装

み制御装置においては，暗号処理をソフトウェアで実装し

し，それをソフトウェアからデバイスドライバを介して利

つつ，長期的に安全性を保つために更新可能な仕組みを実

用するといった構成で実現されることが多かった．しかし

現することが課題となっている．

ながら，暗号処理をハードウェアで実装してしまうと，鍵

暗号計算などの保護対象の処理の秘匿性を確保する手段

などの秘匿データや処理内容をハードウェア内に隠ぺいす

として，従来はハードウェアとして実装していた保護対象

ることで秘匿性は確保できるものの，処理内容を更新する

の処理を，ファイルアクセスや通信など汎用処理と分離さ

には物理的な交換が必要となってしまう欠点がある．特に

せ，保護対象の処理のみ解析や改変から保護されたセキュ

スマートメータなどの産業用制御システムで利用される組

アソフトウェア環境で実行させるアーキテクチャが考えら

込み制御装置は長期間にわたり利用されることを前提とし

れる．この実現のため，我々は ARM プロセッサに備わっ

ており，装置敷設後の暗号アルゴリズムや，その実装に対

ているセキュリティ機能である TrustZone を利用し，1 つ

する脆弱性の発見に備えて更新可能な仕組みを備えてお

のプロセッサで 2 つの OS を並行に実行させることのでき

く必要がある．実際に，北米ではスマートグリッドで利用

るソフトウェアプラットホーム LiSTEETM を提案し，汎

するシステムをアップデート可能なように設計・実装する

用 OS から機密性の高い処理を切り離して実行するプラッ

ことがガイドラインなどで規定されている [1], [2] が，ス

トホームが実現可能であることを示した [4]．さらに OS 切

マートメータは各家庭に設置されるため，鍵の漏えいなど

替え時に退避・復帰させるレジスタの数を削減することで，

セキュリティ事故が発生した場合，膨大な数の装置を物理

LiSTEETM の高速な OS 間遷移が実現可能であることを検

的にいっせいに交換することは現実的ではない．また，産

証した [5]．

業用制御システムはスマートメータなどの組込み制御装置

しかし文献 [5] では，すべての機能をモノリシックに構成

以外にも，端末装置と短距離通信で接続される PC などの

したアーキテクチャとなっている．このため，アップデー

操作装置，端末装置と長距離通信で接続されるサーバから

ト対象のモジュールに鍵など機密データやアルゴリズムの

構成される．特に組込み制御装置と通信する操作装置が汎

高速化手法といった実装上のノウハウが含まれる場合，保

用 PC で動作するアプリケーションソフトウェアであった

護対象の処理のみ後から配布して更新することはできな

場合には不正な解析などによって鍵などの機密データが漏

い．また，サーバはシステム全体のバイナリオブジェクト

えいするリスクは高くなる．このように，組込み制御装置

を配布する必要があり，特に配信先の装置数が多い場合，

には問題がなかったとしても，操作装置やサーバでデータ

処理負荷や通信量が高くなってしまう．この課題を解決す

が漏えいした場合には組込み制御装置のデータや処理内容

るにはモジュール性を向上させる必要がある．文献 [4] で

を更新する必要がでてくる．さらに，組込み制御装置と通

は概略構成に触れているものの，汎用処理の性能低下を抑

信する対向装置が DES のような古い暗号アルゴリズムし

制しつつ，保護対象の処理を部分的に更新する仕組みと保

か備えていない場合，相互接続性を確保するために古い暗

護対象に含まれる鍵や処理内容の秘匿性を確保する仕組み

号アルゴリズムをサポートする必要があり，対向装置の更

を実現するには，具体的にどのように処理をノンセキュア

新に合わせて暗号アルゴリズムや鍵長を更新することも考

環境とセキュア環境で実現すべきか，その構成が明らかに

えられる．そこで，暗号処理をソフトウェアで実装し，通

なっていない．また，保護対象の処理を更新した後，管理

信機能を利用してソフトウェアをアップデートさせること

者がシステムの状態を調査し，期待どおりに更新されてい

により，新しい鍵に更新したり暗号アルゴリズムを変更し

るかを確認することも求められるが，文献 [4], [5] では具体

たりすることが考えられる．しかしながら，ソフトウェア

的な構成が述べられていない．たとえば，スマートメータ

はハードウェアと比較して解析や改変が容易であり，信頼

から収集した電力消費量などのデータはサーバ側で集計さ

の基盤を構築することが困難であるため暗号処理の実行環

れるが，そのデータが正当なスマートメータから送信され
ているかどうかをシステム管理者が確認するためには，正
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しい鍵を持ち安全な実装がなされた保護モジュールによっ
て暗号化されたデータであることをサーバ側で確認するこ
とが必要である．そのための手法としてトラステッドブー
トが提案されている [6] が，トラステッドブートではブー
ト時にシステム全体の正当性を検証することができる一方
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で保護対象の処理とは無関係な処理を含むシステム全体を
検証する必要があり，検証者のコストが高い．特にスマー
トメータのような複雑なシステムでは保護対象の処理とは
無関係の様々な機能が搭載され，それらの機能はセキュリ
ティ上の理由とは独立に個別に更新されていくと予想され
るが，システム管理者がそれらすべての機能のバージョン
を管理することは現実的ではない．検証者のコストを最小
化するには，保護対象の処理に限り健全性を検証できる仕
組みが求められる．さらに，トラステッドブートではブー

図 1

TrustZone 対応プロセッサの状態遷移

Fig. 1 State transition of TrustZone capable processor.

ト時の状態しかシステムの健全性を確認できない致命的な
制約もある．このため，健全性を確認した後に攻撃によっ

ロセッサは，ユーザモードと特権モードの 2 種類のモー

て保護対象の処理が改変され，改変された状態で運用され

ドが定義されている．特権モードではすべての命令の実行

続けたとしても検証者は気が付くことができない．これを

と，メモリのアクセスが許可されているが，ユーザモード

解決するには，検証時に保護対象の処理の状態を取得し，

では実行可能な命令やレジスタに対するアクセスが制限さ

健全であるかを確認できる必要がある．また，この確認は

れている．汎用のシステムでは，OS を特権モードで実行

ネットワークを介して任意のタイミングで行えることが望

し，アプリケーションプログラムをユーザモードで実行す

ましい．その場合，保護対象の処理が健全であることを示

るといったように，ユーザモードと特権モードを切り替え

す情報が通信経路上や汎用処理を実行する OS 上で改ざん

ながら様々な処理を行う．

されては困るため，何らかの方法で保護する必要がある．

TrustZone 対応の ARM プロセッサでは，この 2 種類の

このように，検証者のコストを低減させつつ，任意のタイ

モードに直行する概念として，新たにセキュア状態とノ

ミングでシステムの健全性をネットワーク経由で確認でき

ンセキュア状態が定義されている．図 1 に TrustZone 対

ることが理想的だが，その手法が明らかになってない．

応プロセッサの状態遷移を示す．プロセッサの状態は NS

そこで本論文では，LiSTEETM を用いて汎用処理から，

ビットと呼ばれるプロセッサのレジスタの設定によって決

保護対象の暗号処理とその処理の正当性を確認する検証処

定され，プロセッサはこの 2 つの状態を選択的に切り替え

理を分離させ，保護対象の処理と検証処理をセキュア環境

ながらプログラムを実行する．この仕組みを利用し，メモ

で実行させることにより，汎用処理が改変された場合でも

リアクセス制御機構に対してセキュア状態からのみアクセ

更新対象の処理とデータを保護することが可能なシステム

ス可能な領域，セキュア状態・ノンセキュア状態両方から

を実現する．提案手法では，汎用処理の機能低下を最小限

アクセス可能な領域といったように各メモリ領域のアクセ

に抑え，ハードウェアを交換せずに，暗号処理に含まれる

ス権限を適切に設定することで，保護対象と非保護対象の

情報を秘匿しつつ配布して安全にアップデートさせる方法

データとコードを分離することができる．たとえば，プロ

を提供することで，長期安全性を確保する制御装置を実現

セッサが特権モードであってもノンセキュア状態の場合に

することができる．さらに，保護対象の処理を更新した後，

はセキュア状態で管理するメモリ領域へのアクセスを禁止

保護対象の処理に限定して状態を確認する手段を提供する

するといった設定が可能となる．

ことで検証者のコストを最小化するとともに，ブート時に

さらに，TrustZone 対応のプロセッサはセキュア状態と

限定せず任意のタイミングで保護対象の検証を行うことが

ノンセキュア状態を相互に切り替えるためのモニタモード

できる方法を提供することにより，システム全体の安全性

を定義している．モニタモードでは前述の NS ビットの設

を向上することができる．

定に関係なく，プロセッサはセキュア状態で動作する．

以下，2 章と 3 章では本研究で利用する TrustZone と

プログラムは SMC 例外命令と呼ばれる特殊命令を実行

TPM の機能について述べる．4 章では提案手法の設計に

することによってプロセッサをモニタモードに遷移させる

ついて述べる．5 章で実装について述べ，6 章で評価を行

ことができる．SMC 命令が実行されると，プロセッサは

う．7 章で関連研究について述べ，8 章でまとめと今後の

状態を強制的にモニタモードに遷移させ，さらに，あらか

課題について述べる．

じめ登録されているモニタ用のベクタに格納されている命

2. TrustZone
本章では，LiSTEETM が動作する ARM プロセッサが持
つ TrustZone の機能について述べる．

TrustZone とは，一部の ARM プロセッサに備わってい
るハードウェアセキュリティ機能である [7], [8]．ARM プ

c 2015 Information Processing Society of Japan


令を実行する．モニタモードで動作するプログラムは現在
のモードの状態をメモリに保存し，メモリに退避してあっ
た遷移後のモードの状態をリストアする処理を行う．この
ようにして，1 つのプロセッサの中に，セキュア状態とノ
ンセキュア状態を仮想的に構築し，切り替えながら実行す
ることができる．
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ができる．さらに，PCR の値に TPM の秘密鍵によって

3. TPM

公開鍵アルゴリズムで署名を計算することもできるため，

本章では，TPM（Trusted Platform Module）の機能と，
その利用例について説明する．

ネットワークで接続されたサーバなど検証対象のシステム
が意図したとおりに起動したかどうかをリモートで検証す

TPM とは，乱数生成機能，鍵生成機能，セキュアハッシュ
計算機能などの暗号処理機能をハードウェアとして備えた

ることもできる．

puting Group で機能や暗号アルゴリズム，インタフェース

4. 提案方式 LiSTEETM 仮想ハードウェアの
設計

が規格化されており，PC をはじめとする多くの民生機器に

本章では，提案方式 “LiSTEETM ” の設計について説明

搭載されている．TPM は，ホスト CPU とは独立したハー

する．なお，本論文では一連の機能をひとまとめにした概

ドウェアであり，TPM を操作するためのインタフェース

念的な用語としてモジュールを定義する．

セキュリティチップである [9]．非営利団体 Trusted Com-

が仕様で規定されているため，それ以外の経路で TPM 内
部のデータを操作したり，処理内容を変更したりすること
はできない．つまり，ホスト CPU で動作するソフトウェ

4.1 全体アーキテクチャ
図 2 に LiSTEETM の 全 体 ア ー キ テ ク チ ャ を 示 す ．

アから TPM の処理内容を取得したり，変更したりするこ

LiSTEETM は，暗号処理などの保護対象の処理を実行

とができないようになっており，TPM をソフトウェアレ

する LiSTEETM 仮想ハードウェア，ファイルアクセス

ベルの攻撃からシステムを保護するためのセキュリティア

やネットワーク処理などの汎用の処理を行うリッチ OS，

ンカーとして利用することができる [10]．

LiSTEETM 仮想ハードウェア処理とリッチ OS の切替え

また，TPM は PCR（Platform Conﬁguration Register）

処理を行う LiSTEETM モニタの 3 つから構成される．前

と呼ばれる，プログラムやデータなどある一時点でのメモ

述したセキュリティ要件を満たすためには，保護対象のモ

リの状態を保存するレジスタを備えている．入力データ

ジュール，その保護対象のモジュールを検証，復号，実行

は，入力前の PCR の値と結合され，その値に対するハッ

する LiSTEETM 仮想ハードウェア，LiSTEETM モニタ，

シュ値が新しい PCR の値となる．PCR に任意の値を設定

そして初期化コードとそれらの実行状態を信頼の基盤とな

したり，任意のタイミングでリセットしたりすることはで

る TCB（Trusted Computing Base）に含める必要がある．

きない．この PCR を使い，BIOS，OS，ミドルウェア，ア

• LiSTEETM 仮想ハードウェア

プリケーションといった順で装置の起動時から実行したプ

LiSTEETM 仮想ハードウェアは，再暗号処理などの処

ログラムのハッシュ値を PCR に積算値として順々に蓄積

理と鍵などの秘匿データからなる保護対象モジュール，

し，最終的に検証したい状態の PCR 値と，あらかじめ計

保護対象のモジュールを検証したり復号したりする保

算しておいた予測値を比較する．このようにして，設計者

護・更新モジュール，暗号処理を行う TPM モジュー

の意図したとおりにシステムが起動したことを確認するト

ル，保護・更新モジュールの実行時間を監視する時間

ラステッドブートの実現手段として TPM を利用すること

管理モジュールと，それらの処理モジュールをメモ

図 2 LiSTEETM の全体アーキテクチャ

Fig. 2 System architecture of LiSTEETM .
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リからロードして実行したり LiSTEETM モニタに対

ない．このため，LiSTEETM 仮想ハードウェアがディスク

してリッチ OS に遷移したりするよう指示する処理を

デバイスやネットワークデバイスなどからデータを取得す

TM

行う共通処理モジュールから構成される．LiSTEE

るには，まずリッチ OS がデバイスの制御およびデータの

仮想ハードウェアはセキュア状態の特権モードで動作

リード・ライトを実行する．そして，共有領域と設定されて

する．

いるメモリ領域にリッチ OS がデータをライトする．なお，

• リッチ OS

リッチ OS のデバイスドライバによって共有領域をリッチ

ファイルアクセスやネットワーク通信などの汎用処

OS 上の仮想アドレス空間にマップしているため，リッチ

理と，保護対象の処理の実行を依頼する処理を行う．

OS からは，通常のメモリ領域にアクセスするのと同様の

LiSTEETM ではリッチ OS として Linux をサポートし

仕組みでデータのリード・ライトを行うことができる．そ

ている．デバイスドライバが LiSTEETM 仮想ハード

の後，OS 間遷移機能を用いて LiSTEETM 仮想ハードウェ

ウェアとのデータ送受信や LiSTEETM モニタと通信

アに処理を遷移させる．LiSTEETM 仮想ハードウェアは共

して OS 間遷移命令を送信することで，リッチ OS か

有領域からデータをリードし，セキュア領域内でデータを

らは LiSTEETM 仮想ハードウェアが仮想的にハード

処理する．LiSTEETM 仮想ハードウェアからリッチ OS に

ウェアモジュールとして動作するように見せることが

データを送信する場合には，まず LiSTEETM 仮想ハード
ウェアが共有領域にデータをライトする．その後，OS 間

実現できる．

• LiSTEETM モニタ

遷移機能を用いてリッチ OS に処理を遷移させる．リッチ

LiSTEETM 仮想ハードウェアとリッチ OS は排他的に
TM

実行する必要があるため，LiSTEE

仮想ハードウェ

OS は共有領域と設定されているメモリ領域からデータを
リードする．このようにして LiSTEETM 仮想ハードウェ

アとリッチ OS からの要求に基づいて，TrustZone の

アとリッチ OS の間でデータを交換する．

機能を使いコンテキスト切替え処理を行う．また，起

OS 間遷移機能

動時にメモリアクセス制御機構に対してメモリのアク
セス権限を適切に設定する．

リッチ OS と LiSTEETM 仮想ハードウェアを切り替え
ながら実行するための機構として，モニタモードで動作
する LiSTEETM モニタは OS 間遷移機能を提供している．

TM

4.2 LiSTEE
TM

の機能

NS ビットの設定によるプロセッサの状態切替えとともに，

は保護対象モジュールの実行機能，保護対象

OS のコンテキスト保存と復帰処理も LiSTEETM モニタ

モジュールの更新機能，保護対象モジュールの検証機能の

が行う．TrustZone では，NS ビットによって仮想的にセ

3 つの機能から構成される．

キュア状態とノンセキュア状態の 2 つの状態を提供してい

(1) 共通基本機能

るが，リッチ OS と LiSTEETM 仮想ハードウェアは同一の

アクセス制御ポリシ設定機能

レジスタを利用しているため，そのまま遷移先のコードを

LiSTEE

TM

LiSTEE

モニタは初期化処理として装置起動時に

実行させると遷移元のコンテキストを破壊してしまう恐れ

TrustZone のメモリアクセス制御機構を利用してメモリア

がある．したがって，LiSTEETM モニタは切替え元のコン

クセス制御のポリシを設定する．メモリを，LiSTEETM 仮

テキストをメモリに退避し，メモリに退避してあった切替

想ハードウェアとリッチ OS のデータ交換に用いる共有領

え先のコンテキストを復帰する処理を行う必要がある．ま

域，リッチ OS およびリッチ OS 上で動作するアプリケー

た，リッチ OS からモニタモードに遷移するための SMC

TM

ション用のノンセキュア領域，そして LiSTEE

仮想ハー

ドウェア用のセキュア領域の 3 つの領域に分割する．共有
TM

領域とノンセキュア領域は，LiSTEE

仮想ハードウェア

命令を発行するためにリッチ OS 用のデバイスドライバも
実装している．

(2) 保護対象モジュールの実行機能

とリッチ OS 双方からアクセス可能なように設定する．な

LiSTEETM 仮想ハードウェアの実行手順について説明す

お，共有領域とノンセキュア領域のアクセス制御の設定は

る．ここでは LiSTEETM 仮想ハードウェアとして再暗号

同一であるが，ここでは目的を明確化するために別々の用

化処理を例にとって説明する．スマートメータなどの組込

語として説明する．一方，セキュア領域は LiSTEETM 仮

み制御装置では，センサ装置などの近接装置と通信する際

想ハードウェアからのみ参照可能なように設定しておく．

に通信プロトコルとして ZigBee で通信し，サーバなど宅

データ転送機能

外装置と通信する際には通信プロトコルとして TCP/IP で
TM

リッチ OS と LiSTEE

仮想ハードウェアの通信機構

として，LiSTEETM ではデータ転送機能を提供している．
TM

前述のように，LiSTEE

通信するといったように複数のネットワークインタフェー
スを備える場合がある．各ネットワークインタフェースで

仮想ハードウェアはコードサイ

用いる暗号アルゴリズムやデータ長はプロトコルによって

ズの肥大化によって脆弱性を包含してしまうリスクを最小

異なるため，プロトコル変換の過程でデータの再暗号化が

化するため，デバイス制御用のデバイスドライバを内包し

必要となることが多い．再暗号化を行うには，データを一
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トのデータを処理する時間となる．なお，LiSTEETM 仮
想ハードウェア内でデータをパディングすることにより，

128 ビット以下のデータも処理することが可能であるため，
リッチ OS から LiSTEETM 仮想ハードウェアに転送する
データサイズは暗号アルゴリズムに依存しない．このよう
に，再暗号化処理はセキュア状態で実行されるため，再暗
号化処理とは直接関係のない OS などの汎用処理部分に脆
弱性があり，攻撃者がその汎用処理部分を完全に制御して
しまったとしても，不正なデバッグによる解析攻撃や処理
フローの改変攻撃を防止することが可能である．

(3) モジュール更新機能

図 3 保護対象モジュールの実行の流れ

Fig. 3 Execution flow of protected module.

LiSTEETM では，LiSTEETM 仮想ハードウェア全体では
なく，再暗号化モジュールなど保護対象のモジュールのみを

度平文に戻す必要があるため，この処理を保護することが

更新する方法を提供している．前述のように，LiSTEETM

重要となる．また，暗号処理と同時に通信処理も行うため，

仮想ハードウェア自体にはディスクデバイスにアクセスする

リッチ OS の処理も同時並行して行う必要がある．この処

デバイスドライバ機能を備えていない．そこで，LiSTEETM

理について図 3 を用いて説明する．

仮想ハードウェアの再暗号化モジュールを更新するには，

まず，リッチ OS 側でセンサデバイスやネットワーク，

まずリッチ OS が更新対象のモジュール，この場合，新し

ディスクから暗号化されたデータをロードし，そのデータ

い再暗号化モジュールのバイナリオブジェクトファイルを

をメモリの共有領域に書き込み（処理 (1)），OS 間遷移命

ディスクからロードし，共有領域と設定されているメモリ

モニタに遷

領域にライトする．LiSTEETM モニタは初期化処理時に

移し，LiSTEETM モニタは OS 間遷移機能でリッチ OS か

再暗号化モジュールを配置するメモリ領域をセキュア領域

TM

令を呼び出す（処理 (2)）．処理が LiSTEE
TM

ら LiSTEE

仮想ハードウェアに処理を切り替える（処
TM

に割り当てている．LiSTEETM 仮想ハードウェアの保護・

仮想ハードウェアの再暗号化モジュー

更新モジュールは，このセキュア領域のメモリマップに関

ルは共有領域から暗号化されたデータを読み込み（処理

する情報を有しており，共有領域に書き込まれた新しい再

(4)），セキュア領域内で再暗号化処理を実行した後（処理

暗号化モジュールのバイナリオブジェクトをセキュア領域

(5)），再暗号化済みデータを共有領域に書き戻して（処理

の元々再暗号化モジュールが配置されていた領域に上書き

(6)），共通処理モジュールに戻り，OS 間遷移命令を呼び出

する．この際，再暗号化モジュールのバイナリオブジェク

理 (3)）
．LiSTEE

TM

す（処理 (7)）
．すると，再び LiSTEE

モニタに処理が遷

トが再暗号化モジュール用に割り当てられたサイズ以下で

移し，OS 間遷移機能でリッチ OS に処理を切り替える（処

あることを確認する．再暗号化モジュール用に割り当てら

理 (8)）
．最後にリッチ OS は再暗号化されたデータを共有

れた領域のサイズに収まるのであれば，新しい再暗号化モ

領域から読み込む（処理 (9)）
．再暗号化対象のデータが終

ジュールのバイナリオブジェクトのサイズが更新前の再暗

了するまで，この一連の手順を繰り返し実行する．リッチ

号化モジュールよりも大きかったとしても問題なく上書

OS が OS 間遷移命令の実行を依頼してから，再び状態が復

きすることができるが，それ以上のサイズの場合には再暗

帰されるまでの間，リッチ OS の処理は中断されたままと

号化モジュールの更新を行わず，保護・更新モジュールは

なる．再暗号化対象のデータサイズが大きい場合，再暗号

エラーとして OS 間遷移機能を利用して LiSTEETM 仮想

化処理に要する時間が長くなるため，リッチ OS の処理が

ハードウェアからリッチ OS に遷移する．LiSTEETM 仮想

中断する時間も長くなる．リッチ OS の処理が停止可能な

ハードウェアの共通処理モジュールが再暗号化モジュール

許容時間はアプリケーションによって異なるが，再暗号化

を呼び出す際，再暗号化モジュールの先頭アドレスの命令

するデータを分割して転送することで OS 間遷移を含めた

を実行する．したがって，更新後の再暗号化モジュールが

1 回の再暗号化処理にかかる時間を短くし，リッチ OS の処

先頭アドレスから実行するように構成されていれば，更新

理が長時間にわたり停止することを防止できる．なお，一

後の再暗号化モジュールを実行することができる．

般的に暗号処理では 1 回の処理で暗号化するデータサイズ

また，保護対象のモジュールは通信経路上やリッチ OS

は暗号アルゴリズムによって異なる．たとえば，鍵長 128

上で改変される危険性があるため，認証されたモジュール

ビットの AES の場合，データの暗号化サイズは 128 ビッ

のみアップデートを許可する検証の仕組みを備えている．

ト単位となる．したがって，データサイズが 128 ビットの

まず，保護対象モジュールの開発者に保護対象モジュール

倍数でしか暗号化できず，分割の最小単位は 128 ビット

のバイナリオブジェクトに署名するための鍵（署名用の秘

となる．よって，リッチ OS 側の最小停止時間は 128 ビッ

密鍵）をあらかじめ渡しておく．LiSTEETM 仮想ハード
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ウェアの TPM モジュールには署名用の秘密鍵に対応する

の中でも，最新のアルゴリズムと長い鍵長を選択しておく．

公開鍵が埋め込まれている．保護対象モジュールの開発者

(5) 保護対象モジュールのリモート検証機能

は，バイナリオブジェクトのハッシュ値を計算し，署名用の

TPM を用いたトラステッドブートでは，装置起動時か

秘密鍵を使って保護対象モジュールに署名を施し，バイナ

らロードした全モジュールのハッシュ値を PCR に順々に

リオブジェクトに添付して配布する．保護・更新モジュー

格納し，その PCR の値に対して TPM の秘密鍵で計算し

ルは再暗号化モジュールのバイナリオブジェクトを共有領

た署名値を検証することで，検証者がシステム上で意図し

域から読み込んでセキュア領域に上書きする際，再暗号化

たモジュールがロードされていることを確認していた．一

TM

仮想ハード

方，LiSTEETM では，LiSTEETM 仮想ハードウェアの保

ウェアの TPM モジュールが管理する公開鍵を使って署名

護・更新モジュールが保護対象モジュールのバイナリオブ

の検証処理を行い，一致した場合のみロードを許可する．

ジェクトをセキュア領域にコピーする際にそのモジュール

モジュールのハッシュ値を計算し，LiSTEE

TM

これにより，LiSTEE

仮想ハードウェアが未検証の再暗

の平文のバイナリオブジェクトのハッシュ値を計算する．

号化モジュールを実行してしまうことを防止することがで

そして，TPM モジュールの PCR の値をリセットし，計算

きる．なお，署名検証処理はセキュア状態で実行される．

したハッシュ値を PCR に格納する．保護対象モジュール

したがって，保護対象の処理とは直接関係のない OS など

の更新は装置起動後から任意のタイミングでなされるが，

の汎用処理部分が改変されたとしても，検証処理が改変さ

従来の PCR は任意のタイミングでリセットすることがで

れたり検証処理に用いる鍵などのデータが改変されたりす

きないため，PCR の機能をそのまま移植するだけでは十

ることはない．また，更新対象を保護対象モジュールであ

分でない．そこで，TPM モジュールの PCR では，PCR

る再暗号化モジュールに限定することができるため，リッ

の値を任意のタイミングでリセットできるようにする代

チ OS とは独立にアップデートすることができる．また，

わりに，リセットの呼び出しを保護・更新モジュールに限

署名に用いる暗号アルゴリズムと鍵はその時点で標準とし

定している．これにより，PCR の不正なリセットを防ぎ

て推奨されているものの中でも，最新のアルゴリズムと長

つつ，保護対象モジュールの更新時にハッシュ値を格納で

い鍵長を選択しておく．

きるようにしている．さらにシステム外部から PCR の値

(4) モジュール保護機能

を検証できるようにするために，まず保護・更新モジュー

保護対象モジュールには秘密のデータが含まれている場

ルは TPM モジュールに PCR の署名値を要求する．TPM

合がある．たとえば，再暗号化モジュールにはデータを復

モジュールは自身に格納された秘密鍵を使い，公開鍵アル

号するための鍵と，再暗号化するための鍵が含まれてい

ゴリズムによって PCR に対する署名を生成して，保護・

る．しかし，保護対象モジュールのバイナリオブジェクト

更新モジュールに返す．保護・更新モジュールは，その値

はリッチ OS によってファイルとして管理されているため，

を共有領域に書き込む．リッチ OS は共有領域から署名済

逆アセンブルなどの静的解析によってそれらの鍵が不正に

ハッシュ値を取得する．このようにして，意図した保護対

TM

解読される危険性がある．そこで，LiSTEE

では保護対

象モジュールをあらかじめ暗号化して保護する方法を提供

象モジュールが動作していることをシステム外部から確認
することができる．

している．まず，保護対象モジュールの開発者に保護対象
モジュールを暗号化するための鍵（暗号鍵）をあらかじめ渡
しておく．保護対象モジュールの開発者は，その暗号鍵を

4.3 処理フロー
これまでに述べた機能について，モジュール更新時とリ

使って，保護対象モジュールのバイナリオブジェクトを暗

モート検証時の処理フローを整理して説明する．

号化して配布する．リッチ OS がネットワーク経由で暗号

(1) モジュール更新時の処理フロー

化された保護対象モジュールのバイナリオブジェクトをダ

まず，保護対象モジュール開発時の処理について述べる．

ウンロードし，共有領域に暗号化された保護対象モジュー

保護対象モジュールの開発者は保護対象モジュールを開発

ルのバイナリオブジェクトを書き込む．LiSTEETM 仮想

し，バイナリオブジェクトを生成する．そして，保護対象

ハードウェアの保護・更新モジュールは保護対象モジュー

モジュールを暗号化するための鍵（暗号鍵）を用いてバイ

ルのバイナリオブジェクトをセキュア領域にコピーする

ナリオブジェクトを暗号化する．さらに，暗号化されたバ

TM

際，LiSTEE

仮想ハードウェアの TPM モジュール内に

イナリオブジェクトに対するハッシュ値を計算して署名用

埋め込まれた鍵（復号鍵）によって，バイナリオブジェク

の秘密鍵を用いて署名を生成し，バイナリオブジェクトに

トを復号する．セキュア領域以外では保護対象モジュール

添付する．

が平文になることはないため，保護対象モジュール内の定

次に，保護対象モジュールの更新処理について図 4 を

数や，モジュールの処理内容を秘匿することができる．な

用いて説明する．前処理として，LiSTEETM モニタが初

お，バイナリオブジェクトの暗号・復号に用いる暗号アル

期化処理時に再暗号化モジュールを配置するメモリ領域を

ゴリズムと鍵はその時点で標準として推奨されているもの

セキュア領域に割り当てる（処理 (1)）．さらにリッチ OS
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で繰り返し行う．そして，保護・更新モジュールは TPM
モジュールの PCR の値をリセットし，最終的に得られた
平文のオブジェクトファイルに対するハッシュ値を TPM
モジュールの PCR に格納する（処理 (13)）．
保護対象モジュールのサイズが大きい場合，保護対象モ
ジュールの復号処理や署名の検証処理に時間がかかってし
まう可能性がある．組込み制御装置は本来の機能を実現す
るための様々な処理を実行しているが，モジュールの更新
処理を実行している間，リッチ OS は停止してしまうため，
問題となる場合がある．たとえば，本研究の応用例である
図 4 保護モジュールの更新処理のフロー図

スマートメータの場合，家庭内の電力消費状況をネット

Fig. 4 Execution flow of update process of protected module.

ワーク経由でサーバに送信したり，サーバからの依頼に基
づいて家庭内の電力調整を行ったりするなど，いわゆるデ

が暗号化・署名付きバイナリオブジェクトをネットワー

マンドレスポンスサービスに対応する必要がある．保護対

ク経由でダウンロードし，ディスクに保存しておく（処

象モジュールの検証処理に要する時間が長くなってしまう

理 (2)）
．以上が前処理であり，以降は実際にモジュールを

と，リッチ OS の停止時間が長くなり，サーバからの指示に

更新する処理となる．まず，リッチ OS がディスクから暗

対応できなかったり，サーバとの通信が途絶えたりしてし

号化・署名付きバイナリオブジェクトを読み込み，共有領

まい，このデマンドレスポンスサービスを実現することが

域に書き込む（処理 (3)）．リッチ OS が SMC 命令を発行

できない．具体的な要求性能はシステム全体の運用形態や

し，LiSTEETM の OS 間遷移機能で LiSTEETM 仮想ハー

実現形態によって異なるが，たとえばスマートグリッドを

TM

ドウェアに遷移する（処理 (4)，(5)）
．LiSTEE

仮想ハー

想定したシステムでは管理サーバから送信されるデータに

ドウェアの保護・更新モジュールは TPM モジュールから

対する許容遅延が 50〜300 ミリ秒と報告されている [11]．

バイナリオブジェクトを復号するための復号鍵と，バイナ

プロセッサの処理性能を向上させることで遅延時間を短縮

リオブジェクトに添付されている署名を検証するための公

することも可能だが，コスト増しになってしまう．そこで，

開鍵を取得する（処理 (6)）
．次に暗号化・署名付きバイナ

LiSTEETM 仮想ハードウェアの時間管理モジュールがタイ

リオブジェクトの復号とハッシュ値の計算を行うが，バイ

マー割り込みを利用して検証処理の実行時間を計測し，一

ナリオブジェクトのサイズは復号やハッシュのブロック

定の時間が経過すると，OS 間遷移命令を呼び出して強制

サイズと比較して大きい．したがって，暗号化・署名付き

的にリッチ OS に処理を切り替える．このため，リッチ OS

バイナリオブジェクト全体を一度に読み込むのではなく，

の停止時間を許容範囲に抑えることができる．なお，バイ

ブロック単位で一部分を共有領域から読み込み，セキュア

ナリオブジェクトを復号する際のデータ，ハッシュ値を計

領域の保護・更新モジュールが管理するデータエリアにコ

算するデータ，そして平文となったバイナリオブジェクト

ピーし（処理 (7)）
，ハッシュ値を計算しつつ復号する（処

は，リッチ OS からはアクセスできないセキュア領域に格

理 (8)）
．そして，平文となったバイナリオブジェクトの一

納される．したがって，仮にリッチ OS が攻撃者によって

部分をセキュア領域の保護・更新モジュールが管理する一

不正に改変され，保護・更新モジュールが復号やハッシュ

時領域に追加していく（処理 (9)）
．この処理はバイナリオ

値の計算をしている途中でリッチ OS に遷移したとしても，

ブジェクト全体の復号が完了するまで繰り返し行う．最終

リッチ OS は復号の際に計算するハッシュの中間値，PCR

的に得られた暗号化バイナリオブジェクト全体に対する

に格納するハッシュの中間値，平文となったバイナリオブ

ハッシュ値と，バイナリオブジェクトに添付された署名，

ジェクトを盗み見たり不正に書き換えたりすることはでき

それに TPM モジュールから取得した公開鍵を使って署名

ない．また，不正に改変されたリッチ OS が共有領域にロー

の検証を行う（処理 (10)）．署名の検証が失敗した場合に

ドされた暗号化・署名付きバイナリオブジェクトを書き換

は，セキュア領域にコピーした平文バイナリオブジェクト

えたとしても，保護・更新モジュールが平文となったバイナ

TM

仮想

リオブジェクトを更新前の保護対象モジュールが配置され

ハードウェアからリッチ OS に遷移する．検証が成功した

ていた部分にコピーする処理は，署名検証が成功した場合

場合には，保護・更新モジュールは平文となってセキュア

に限り実行されるため，不正な保護対象モジュールが実行

領域の一時領域に保存したバイナリオブジェクトを読み込

されることもなければ，不正な保護対象モジュールによっ

み，ハッシュ値を計算しつつ更新前の再暗号化モジュール

て以前の保護対象モジュールが上書きされることもない．

が配置されていた部分にコピーする（処理 (11)，(12)）
．こ

(2) リモート検証時の処理フロー

を消去し，エラーとして OS 間遷移機能で LiSTEE

の処理はバイナリオブジェクト全体のコピーが完了するま
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表 1 メモリマップ

Table 1 Memory map.

また，LiSTEETM ではノンセキュアの OS として Linux

3.6.1 をサポートしている．実行環境として，TrustZone の
機能をサポートしている CoreTile Express A9x4 プロセッ
サを搭載した評価ボード Motherboard Express uATX を
選択した．メモリマップは，0x60000000〜0xA0000000 が

DRAM に割り当てられている．メインメモリのメモリマッ
プを表 1 に示す．
リッチ OS には，モニタモードに遷移するために SMC
命令を発行するデバイスドライバを実装した．

LiSTEETM 仮想ハードウェアの再暗号化モジュールは

図 5

リモート検証のフロー図

Fig. 5 Execution flow of remote attestation.

XOR で暗号化されたデータを復号し，平文のデータを鍵
長 128 ビットの AES ECB モードで暗号化する再暗号化処

用いて説明する．前提として，検証装置は TPM モジュー

理を実装した．なお，パディング処理は実装していない．

ルに格納された署名用の秘密鍵に対応する公開鍵を有して

TPM モジュールは鍵長 1,024 ビットの RSA 暗号を使っ

いるものとする．まず，リッチ OS が検証装置からネット

た署名生成処理と署名検証処理を実装した．保護・更新モ

ワーク経由でリモート検証の要求を受信する（処理 (1)）．

ジュールは再暗号化モジュールを更新する際，元々再暗号

リッチ OS は SMC 命令を発行し，LiSTEETM の OS 間遷

化モジュールが配置されていた領域に更新対象の再暗号化

TM

移機能で LiSTEE

仮想ハードウェアに遷移する（処理

TM

(2)，(3)）．LiSTEE

モジュールのバイナリオブジェクトを上書きする処理を実

仮想ハードウェアの保護・更新モ

装した．更新後の再暗号化モジュールが更新前と同様に実

ジュールは TPM モジュールに対して PCR の署名値を要

行されるようにするために，更新後の再暗号化モジュール

求する（処理 (4)）．TPM モジュールは自身に格納されて

のバイナリオブジェクトをコンパイルする際，元の暗号化

いる署名用の秘密鍵を用い，現在の PCR の値に対する署

モジュールと同じアドレスマップを与えてコンパイルする

名を生成し，保護・更新モジュールに送信する（処理 (5)）
．

必要がある．また，更新される再暗号化モジュールはその

保護・更新モジュールは TPM モジュールから受信した署

ままメモリ上に配置されるイメージそのものとなっており，

名を共有領域に書き込み（処理 (6)）
，OS 間遷移機能でリッ

保護・更新モジュールはコード部分とデータ部分を区別せ

チ OS に遷移させる．リッチ OS は共有領域から PCR の

ずに再暗号化モジュールをメモリにロードする．保護・更

署名を読み込み，ネットワーク経由で検証装置に送信す

新モジュールは TPM モジュールに格納された復号鍵を取

る（処理 (7)）
．検証装置は公開鍵を用いて署名を検証する

り出し，鍵長 128 ビットの AES CBC モードで暗号化さ

（処理 (8)）
．PCR の値は現在実行中の保護対象モジュール

れた再暗号化モジュールを復号する処理を実装した．さら

のハッシュ値であるから，検証者は意図した保護対象モ

に，再暗号化モジュールに付与された署名を検証し，署名

ジュールが実行されていることをリモートから任意のタイ

検証処理が成功した場合に限り，新しい再暗号化モジュー

ミングで検証することができる．

ルのバイナリオブジェクトを更新前に割り当てたメモリ領
域に上書きする処理を実装した．なお，領域を動的に変更

5. 実装

する機能は備えていないため，再暗号化モジュールの復号

本章では LiSTEETM の実装について述べる．
TM

LiSTEE

TM

モニタ，LiSTEE

済みバイナリオブジェクトが，再暗号化モジュール用に割

仮想ハードウェアのコン

り当てられた領域サイズに収まるのであれば上書きするこ

パイラとして ARM C/C++ Compiler 5.01 を利用し，リッ

とができるが，あらかじめ割り当てた以上のサイズになっ

チ OS（Linux）のコンパイラとして gcc 4.4.1 を利用した．

てしまうと再暗号化モジュールを更新することはできな
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い．また，再暗号化モジュールとリッチ OS との間で共有

一次命令キャッシュは 32 KB，一次データキャッシュは

領域を介してデータの送受信を行う際のデータサイズは共

32 KB，二次キャッシュは 512 KB である．またメインメモ

通の値となるように再暗号化モジュールの実行前にあらか

リは 1 GB を搭載しており，共有領域，ノンセキュア領域，

じめ設定しておく．このデータサイズは共有領域のサイズ

セキュア領域として，それぞれ 14 MB，768 MB，242 MB

を超えないように設定する必要がある．たとえば，リッチ

を割り当てた．

OS から再暗号化モジュールにデータを送信する際，設定
したサイズのデータ送信が完了すると，OS 間遷移機能を

6.2 機能評価

利用して再暗号化モジュールに処理を遷移させ，再暗号化

(1) モジュールの安全な更新について

モジュールは設定されたサイズ分だけデータを読み込む．
時間管理モジュールが実行経過時間を計測するために，
タイマー割り込みは 2 つのタイマーを利用している．1 つ

保護対象モジュールの更新機能とモジュール保護機能に
よって保護対象モジュールを安全に更新することができ
る．LiSTEETM 仮想ハードウェアはセキュア状態で実行

目のタイマーは IRQ に割り当て，Linux の割り込みハン

されるため，仮にリッチ OS の制御が攻撃者に奪われたと

ドラが呼び出されるようにしておく．Linux はタイマー割

しても，署名検証処理をスキップされたり，結果を改変さ

り込みが IRQ に割り当てられることを想定しているため，

せられたりすることはなく，安全にアップデートすること

Linux のソースコードを修正する必要はない．2 つ目のタ

ができる．また，保護対象モジュールの更新時に保護対象

イマーは FIQ に割り当て，FIQ が発生した場合に時間管

モジュールに付与された署名を検証することで，不正な保

理モジュールにジャンプするようベクタテーブルを設定

護対象モジュールに更新することを防止できる．これらを

しておく．時間管理モジュールは保護・更新モジュールが

検証するために，実際に 5 章で示した実装に従い，リッチ

連続して一定時間以上実行されていると判断すると，共通

OS から保護対象モジュールが更新できるか確認した．そ

処理モジュールを介して OS 間遷移命令を呼び出す．これ

の結果，LiSTEETM 仮想ハードウェア内で更新した保護

により，リッチ OS が長時間停止することを防止できる．

対象モジュールが動作することを確認した．また，リッチ

保護・更新モジュールが保護対象モジュールを更新してい

OS を意図的に改変し，セキュア領域に格納された保護対

る最中にタイムアウトしてリッチ OS に遷移し，その後，

象モジュールをリッチ OS から改変することを試みたが，

リッチ OS から再暗号化処理を行う目的で OS 間遷移命令

保護対象モジュールを改変できないことを確認した．さら

が呼び出されないようにする必要がある．この排他制御と

に，暗号化された保護対象モジュールを共有領域にロード

して，リッチ OS のデバイスドライバは対象モジュールを

し，保護対象モジュール部分および署名部分を共有領域の

更新している間，リッチ OS 上で動作するアプリケーショ

うえで改変した．そして，この改変した保護対象モジュー

ンから再暗号化処理を行う目的での OS 間遷移要求があっ

ルで更新されるかそれぞれ試みたが，いずれの場合も署名

た場合に OS 遷移命令を発行せず，当該タスクをブロック

検証処理でエラーとなり，保護対象モジュールが更新され

状態にし，他のタスクに切り替える処理のみを行う．また，

ないことを確認した．

保護・更新モジュールの更新を再開するため，一定時間後

また，保護対象である再暗号化モジュールは暗号化され

に OS 遷移を実行する．リッチ OS 側のデバイスドライバ

た状態でサーバからネットワーク経由で配信することがで

は更新完了後に，ブロック状態にしたタスクを実行可能状

き，アップデート時の復号処理はセキュア状態でなされ，

態にし，実行を再開する．

平文となった実行モジュールはセキュア領域に配置され

TM

なお，LiSTEE

TM

モニタと LiSTEE

仮想ハードウェ

る．このように，保護対象モジュールは，通信経路上では

アは同一のバイナリオブジェクトとして構成した．また，

暗号化されており，実行時にはアクセス制御によって保護

マルチコアには対応していない．

されているため，配布時と実行時の両方で改変されたリッ
チ OS から保護対象モジュールに含まれる秘密のデータが

6. 評価

取得される恐れはない．さらに提案方式ではリッチ OS や，
TM

を実機上で試作した評価結果につ

再暗号化モジュール以外の LiSTEETM 仮想ハードウェア

いて述べる．設計上の項目については機能で評価し，実装

を更新する必要もなく，保護対象モジュールのみ更新すれ

上の項目についてはパフォーマンス測定を行った．そし

ばよい．このため，アップデート時にシステム全体を再起

て，保護対象の処理をハードウェアで実現した場合と比較

動する必要もなく，ダウンタイムを最小限に抑えること

した評価結果について述べる．

ができる．また，保護対象モジュールの更新に時間がかか

本章では LiSTEE

る場合，更新処理を分割して実行することができるため，

6.1 評価の方針と評価環境
評価環境としては，実行環境と同様に評価ボード Mother-

board Express uATX を用いた．コアクロックは 400 MHz，
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象のモジュールの保護に用いる暗号アルゴリズムおよび鍵

る．一方，提案方式では，保護対象モジュールのロード時

長は別々のものを用いている．特に保護対象モジュールが

にハッシュ値を計算して実行直前の状態を検証値として利

利用する鍵長に関しては一般的に処理性能やコストなどを

用する．このため，トラステッドブートと比較して，検証

考慮して，その当時で利用可能な最新の暗号アルゴリズム

時と実行時の時間を短縮することができ，検証値と現在の

が採用されるとは限らない．たとえば，2000 年代後半に

システムの状態が異なってしまうリスクを大幅に削減する

は AES が存在していたにもかかわらず，産業用システム

ことができる．もちろん，トラステッドブートはシステム

では Triple DES が利用可能な暗号アルゴリズムと見なさ

全体の正当性をブート時に検証する手法としては有効であ

れていた [12]．そこで，保護対象モジュールの秘匿に用い

るため，リッチ OS を含むシステム全体の検証にはトラス

る暗号は保護対象モジュールが利用するものよりも最新

テッドブートを用い，保護対象モジュールの検証には提案

のアルゴリズムや長い鍵長を採用することで，ハードウェ

手法を用いるといったように相補的に利用することも可能

アを交換せずに長期にわたり運用することができる．他に

である．

も，正当な鍵を持つ装置のみ特定のサービスを提供可能と

これらを検証するために，実際に 5 章で示した実装に従

する仕組みも実現できる．たとえば，文献 [13], [14] では

い，リッチ OS を介してリモートから署名を要求した．そ

スマートメータが収集した計量データの収集や，デマンド

の結果，LiSTEETM 仮想ハードウェアがリッチ OS に署名

レスポンス処理などアプリケーションごとに通信用の鍵を

を返し，その署名の値を TPM モジュール内の秘密鍵に対

別々に管理する仕組みを提供している．アプリケーション

する公開鍵と保護対象モジュールのハッシュ値で検証し，

ごとに別々な鍵を用意し，それぞれ異なる鍵を持つ保護対

成功することを確認した．また，保護対象モジュールを更

象モジュールを提供することで，装置が提供可能なアプリ

新したが，署名の値が更新した保護対象モジュールに対

ケーションを追加・削除できる．このようなサービスの追

応したハッシュ値であることも確認した．さらに，リッチ

加と削除は，装置の寿命と比較して頻繁に行われると予想

OS を更新したが，LiSTEETM 仮想ハードウェアがリッチ

されるため，鍵を更新するたびに装置を更新しなければな

OS に返す保護対象モジュールのハッシュ値には変化がな

らない場合と比較して，コストを抑えることができる．一

かった．これにより，検証対象以外のモジュールを更新し

方で，保護対象モジュールの更新処理の頻度は更新対象モ

た場合でも検証値が変化しないことを確認した．なお，提

ジュールの利用頻度と比較して頻繁に発生するわけではな

案方式ではリッチ OS が署名に用いる秘密鍵を有していな

い．このため，保護対象モジュールの保護に用いる暗号ア

いため，正当な署名を計算することはできないが，署名済

ルゴリズムおよび鍵長を長く設定したとしても，全体性能

みハッシュ値を検証者に送信せずに破棄したり，意味のな

に与える影響は少ない．

い値に書き換えて送信したりすることが可能である．この

(2) モジュール検証について

場合，LiSTEETM 仮想ハードウェアが正しい署名済みハッ

保護対象モジュールのリモート検証機能によってモジュー

シュ値を共有領域に書いたとしても管理者は署名済みハッ

ルを検証することができる．トラステッドブートでは，OS

シュ値の検証に失敗してしまうが，そのようなサービス妨

を含むシステム全体の正当性を検証することが可能であ

害攻撃は今後の課題とする．なお，管理者はモジュールの

る．しかしながら，デバイスドライバなどセキュリティ機

検証に失敗したことで，組込み制御装置が正当な状態では

能には直接関係のない汎用的なモジュールを更新した場

ないと判断することができるため，サービス妨害攻撃を

合でも検証値が変化してしまうため，モジュールを更新す

受けたとしても検証自体の目的は果たしている．同様に，

るたびに期待値も更新する必要があり，検証者のコストが

リッチ OS が暴走したり改変されたりして，LiSTEETM 仮

高かった．一般的に，システム全体からすべての脆弱性を

想ハードウェアを無意味に何度も呼び出すことにより，そ

排除することは困難であり，検証者はセキュリティ上，信

の実行を妨害する攻撃も考えられるが，そのようなサービ

頼の基盤となる部分の改変が起きていないか，すなわち保

ス妨害攻撃も今後の課題とする．

護対象のモジュールのみ検証できることが理想的である．

(3) モジュールのデータ保護について

提案方式では，保護対象モジュールのみが検証対象となっ

保護対象モジュールの実行機能によって保護対象モジュー

ているため，保護対象の処理とは関係のないリッチ OS を

ルのデータを保護することができる．リッチ OS がアクセ

更新したとしても期待値を更新する必要はない．したがっ

ス可能な共有領域には暗号化されたデータと暗号化された

て，検証者の検証コストを大幅に削減することができる．

再暗号化モジュールしか配置されない．LiSTEETM 仮想

また，トラステッドブートではブート時にモジュールの

ハードウェアの実行イメージと，中間データを格納してお

ハッシュ値を計算するため，仮にブート後にシステムが改

くためのスタックおよびヒープ領域はセキュア領域に確保

変されてしまうと，ブート時と改変後のシステムの状況が

されている．したがって，リッチ OS が改変されて攻撃者

異なるにもかかわらず検証値と期待値が一致してしまい，

の制御下にあったとしても，リッチ OS がこれらセキュア

システムが改変されたことを検出できないという欠点があ

領域に置かれたデータにアクセスすることはできず，暗号

c 2015 Information Processing Society of Japan
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処理を行う過程で生成する中間データを含め LiSTEETM

みで再暗号化処理を行った場合と，リッチ OS と LiSTEETM

仮想ハードウェアが扱うデータが，リッチ OS に取得され

仮想ハードウェアが連携して，LiSTEETM 仮想ハードウェ

たり改変されたりする恐れはない．なお，提案方式では

ア上で再暗号化処理を行った場合について性能計測を行っ

リッチ OS を攻撃することによりシステムを停止させたり，

た．本評価では 10 [MB] のランダムなデータをあらかじめ

再暗号化したデータを無効な値に置き換えたり，再暗号化

メモリ上に配置し，16 [B]，32 [B]，64 [B]，256 [B]，1 [KB]，

したデータの送信を遮断したりすることが可能だが，その

4 [KB]，16 [KB] ごとのブロックに分割して再暗号化処理を

ようなサービス妨害攻撃は今後の課題とする．

行った場合について，それぞれ実行性能（スループット）

(4) モジュールのサイズについて

を計測した．リッチ OS と LiSTEETM 仮想ハードウェア

一般的に，ソフトウェアの規模が増大するにつれ，実装

が連携して処理を行う場合には，たとえばブロックの大き

上の不備などの要因により脆弱性が含まれるリスクも高

さを 16 [B]，合計データサイズを 10 [MB] とした場合には，

くなる．システム全体の規模を最小化し，綿密にレビュー

合計 2 × 10 × 1,0242 /16 = 1,310,720 [回] の OS 遷移が発生

することが理想的ではあるが，OS などの汎用的な機能は

することとなる．ここで，10 × 1,0242 /16 を 2 倍している

オープンソースなど外部のソースコードを活用することも

理由は，一往復でリッチ OS から LiSTEETM 仮想ハード

考えられるため，開発者自身の努力によってバグを削減す

ウェアに遷移し，またリッチ OS に戻ってくるため，2 回

ることが困難な場合が多い．そこで，綿密に検証すべき部

の OS 遷移が発生するためである．実行性能の評価結果を

分のソースコードのサイズを最小化して，その部分に限定

図 6 に，リッチ OS と LiSTEETM 仮想ハードウェアが連

してレビューを行えるような構成になっていることが求め

携した場合と，リッチ OS のみで処理を行った場合の性能

TM

られるが，LiSTEE

仮想ハードウェアのサイズはシス

比を図 7 に示す．

テム全体に比べて十分に小さい．前述のように保護対象モ

評価よりブロックサイズが小さい場合には OS 間遷移の

ジュール，LiSTEETM 仮想ハードウェア，LiSTEETM モ

オーバヘッドが大きく現れ，リッチ OS のみで処理を行う

ニタが TCB に相当する．LiSTEETM 仮想ハードウェアと

場合に比べてブロックサイズが 16 [B] では 62%程度性能

再暗号化モジュールのソースコード量は 6,300 行程度であ

が低下する．一方，ブロックサイズが 256 [B] では性能低

り，コードとデータのサイズはそれぞれ 12 KB，約 5 KB
である．このうち，再暗号化モジュールのソースコード
は 1,200 行で，コードとデータのサイズはそれぞれ 2 KB，

200 B である．また，LiSTEETM モニタのソースコード量
は 900 行程度であり，コードとデータのサイズはそれぞれ

5 KB，19 KB である．一方，Linux 3.6.1 のソースコード
は 1,500 万行以上であるため，TCB のサイズは相対的に小
さく，コードレビューによってバグを除去したモジュール
を構築することが現実的に可能なサイズであるといえる．

6.3 性能評価
暗号処理をセキュアな環境で実行する際のオーバヘッド
を最小化する必要がある．仮に性能低下が発生してしまう

図 6

再暗号化の実行性能

Fig. 6 Throughput of re-encryption process.

と，プロセッサの処理性能を向上させる必要があり，結果
的にコスト増になってしまう．保護対象モジュールをセ
キュアな環境ではない一般的な環境で実行した場合と比較
して，大きな性能低下がないことが求められる．そこで実
行性能が低下しないことを確認するために，再暗号化処理
の実行性能を測定した．また，リッチ OS の停止時間も短
いことが理想である．そこでリッチ OS の停止時間が許容
範囲であることを満たしているか確認するためにリッチ

OS 側で ping プログラムを用いてネットワーク通信のレイ
テンシ低下を測定した．それぞれの性能評価結果について
以下で述べる．

(A) 再暗号化処理の実行性能評価
再暗号化処理の実行性能を評価するために，リッチ OS の
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図 7 再暗号化の実行性能比（リッチ OS のみ = 1.0）

Fig. 7 Performance ratio of re-encryption process (Rich OS
only = 1.0).
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下が 8.5%，1 [KB] では 1.2%，16 [KB] では 0.1%とリッチ

違いはない．一方，LiSTEETM 仮想ハードウェアとリッ

OS のみで処理を行う場合に比べて，ほぼ差異がなくなる．

チ OS で連携して再暗号化処理を行った場合にはブロック

暗号アルゴリズムの計算量にもよるが，適切なブロックサ

サイズが 16 B で 0.45 [ms]，256 B で 0.48 [ms] まではリッ

イズを選択することで，オーバヘッドは許容範囲内に収ま

チ OS のみで処理を行った場合と大きな差はない．しか

ると考えられる．

し，1 KB で 0.75 [ms]，4 KB で 1.3 [ms] と，ブロックサイ

一 方 ，ブ ロ ッ ク サ イ ズ を 大 き く す る と リ ッ チ OS と
TM

LiSTEE

ズが大きくなるにつれてリッチ OS の停止時間が長くな

仮想ハードウェアの間でデータ受け渡しを

るため，RTT も大きくなる．ブロックサイズが 1 [KB] の

行うためのメモリ共有領域を大きくする必要があること

場合，1 ブロックあたりの処理時間，すなわちリッチ OS

や，次に評価するリッチ OS の停止時間が長くなることか

の停止時間は，1 [MB] あたりの遷移回数が 1,000 [回] で

ら，一概にブロックサイズを大きくすればよいわけではな

あることと図 7 より性能が 3.38 [MB/s] であることから，

い．暗号アルゴリズムによって，性能低下率やメモリ使用

(1,000/3.38)/1,000 = 約 0.30 [ms] であり，この値はリッチ

量，リッチ OS の停止時間に鑑みて適切なブロックサイズ

OS のみで処理を行った場合との RTT の差である 0.31 [ms]

を選択する必要があるといえる．

とほぼ一致する．

なお，TrustZone ではセキュア状態とノンセキュア状態

再暗号化処理の実行性能評価でも述べたように，ブロッ

で実行性能に差はないことから，セキュア状態で再暗号化

クサイズを大きくするとスループットは高くなるが，リッチ

処理を行った場合の性能比はリッチ OS のみで処理を行っ

OS の停止時間は長くなるトレードオフの関係にある．今

た場合と変わらない．

回の XOR から AES への再暗号化処理の場合，リッチ OS

(B) ネットワークレイテンシの評価

のみで処理を行った場合に比べ，ブロックサイズが 256 [B]

リッチ OS が長時間停止すると，ネットワークアクセス

でスループットは 8%低下，RTT は 0.04 [ms] 増大，1 [KB]

や GUI 操作に対する反応などの応答速度が遅くなること

でスループットは 1.2%低下，RTT は 0.32 [ms] 増大する．

が予想される．リッチ OS の停止時間がリッチ OS 上で動

どちらもセキュリティが向上することを考えると，スルー

作するアプリケーションの応答速度に与える影響を評価す

プットの低下率，RTT の増加率ともに十分小さいといえる．

るため，ネットワークアクセスの応答速度を計測する ping

応答速度の制約や性能低下の許容範囲，さらにメモリ使用

プログラムを用いてネットワークアクセスのレイテンシ

量の制約などからブロックサイズを決定することになるが，

（RTT）を計測した．アクセス先はローカルネットワーク

たとえば保護対象モジュールの実行性能を優先する場合に

内のサーバとし，1 [Gbps] で有線接続されている．評価は

はブロックサイズ 1 [KB] を，リッチ OS の実行性能を優先

リッチ OS がアイドル状態（idle），リッチ OS のみで再暗

する場合にはブロックサイズ 256 [B] を選択すればよい．

号化処理を行った場合（リッチ OS のみ），16 [B]，32 [B]，

64 [B]，256 [B]，1 [KB]，4 [KB]，16 [KB] ごとのブロック
TM

に分割して LiSTEE

また，提案方式では OS 間遷移に要する時間は往復で

1.66 us であり，サイクル数に換算すると 664 サイクルと

仮想ハードウェアと連携して再暗

なる．提案方式以外にもソフトウェアのみで実現する方法

号化処理を行った場合について行った．評価結果を図 8 に

として，暗号計算などの機密データを扱うプロセスを機密

示す．

情報にアクセスしないプロセスに分離することによって

評価結果より，アイドル状態とリッチ OS のみで処理

機密データを保護するアプローチが考えられる．このよ

を行った場合の RTT は 0.43 [ms] と 0.44 [ms] でほとんど

うなリッチ OS のみで処理を行う構成ではデータの交換時
にプロセスのコンテキストスイッチが発生するが，Linux
ではコンテキストスイッチに 1,000 サイクル弱のサイク
ル数を要する [15] ため，提案方式ではこれよりも低いコ
ストで OS 間遷移を行うことができる．また，要件の一
例として文献 [11] では許容遅延が 50〜300 ミリ秒と示さ
れている．仮にデータサイズが 1 KB で，128 ビット単位
で処理したとしても，図 7 で示した実行性能評価から，

1.29 MBps/1,024 = 約 1.26 ミリ秒で再暗号化処理が完了
し，50〜300 ミリ秒の許容遅延に比べ十分小さい．したがっ
て，OS 間遷移に要する時間と再暗号化処理に要する時間
を考慮しても十分応答できる．このように提案方式では安
全性の向上に加え，暗号計算以外の処理が停止する時間も
図 8 ネットワークレイテンシ評価結果

Fig. 8 Evaluation result of network latency.
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理時間を計測した．その結果，鍵長が 1,024 ビットでバイ
ナリオブジェクトのサイズが 1 [MB] の場合，タイマーな
しで 19.4 [s] のところ，1 [ms] ごとに遷移させた場合には

19.43 [s] となり，100 [us] ごとに遷移させた場合は 19.7 [s]
となった．これにより，仮にタイマーによる定期的なリッ
チ OS への遷移を行ったとしても，OS 遷移に要する時間
は短いため署名検証処理に与える影響は少ないといえる．

6.4 ハードウェアで実現した場合の比較評価
保護対象の処理をハードウェアで実現した場合の比較評
図 9

モジュール更新の処理時間

Fig. 9 Performance result of module update process.

価として，速度性能，機能，コストの観点から評価した．

(1) 速度性能評価
鍵長 128 ビットの AES 暗号をアクセラレーターの目的で

(C) モジュール更新の処理時間

ハードウェアとして実装した場合，実装方法にも依存する

モジュール更新の処理時間を評価した．本評価では，サ

がハードウェアモジュール単体で数百 Mbps〜数 Gbps の

イズが 1 [KB]，10 [KB]，100 [KB]，1 [MB] の保護対象モ

スループットが実現でき，提案方式と比較して 100〜1,000

ジュールのバイナリオブジェクトをディスクからロード

倍以上，高速に動作させることができる [16], [17]．しかし

し，セキュア領域の再暗号化モジュール用に割り当てられ

ながら，スマートメータのような応用を想定した場合，暗

たメモリ領域にコピーするまでの処理時間を計測した．評

号化対象のデータ量は少ないため，ハードウェアアクセラ

価結果を図 9 に示す．

レーターと比較して実行速度が遅い点は問題ない．

評価結果より，鍵長が 256 ビットでバイナリオブジェク
トのサイズが 1 [KB] と 10 [KB]，100 [KB]，1 [MB] の場合，

(2) 機能評価
ハードウェアと同等に実現可能な機能

それぞれ 0.35 [s]，0.36 [s]，0.4 [s]，0.9 [s] となり，バイナリ

LiSTEETM 仮想ハードウェアの再暗号化モジュールは

オブジェクトのサイズが大きくなるとモジュール更新処理

入力された暗号データを復号し，別の鍵と暗号アルゴリズ

に要する時間も長くなる．また，鍵長を変えて処理時間を

ムで暗号化するという意味においてハードウェアとして実

計測した．バイナリオブジェクトのサイズを 100 [KB] と

現されている再暗号化ハードウェアと機能的に等価であ

し，鍵長を 256 ビット，512 ビット，1,024 ビットとした

る．LiSTEETM 仮想ハードウェアの TPM モジュールに含

場合，それぞれ 0.4 [s]，2.51 [s]，18.89 [s] と処理時間が長

まれる署名生成処理はハードウェアとして実現されている

くなる．次に処理時間の要素を分析した．処理時間はハッ

TPM と機能的に等価である．ただし，4.2 節で述べたよう

シュの計算，復号処理，RSA の署名検証処理，メモリのコ

に，PCR については保護モジュールのロード時に値がリ

ピーから構成されるが，このうち RSA の署名検証処理の

セットできるように機能を変更している．

みを計測した．鍵長が 1,024 ビットでバイナリオブジェク

一般的に，ソフトウェアがハードウェアの処理内容を置

トのサイズが 100 [KB] の場合，全体の処理時間 18.89 [s] の

きかえることは不可能である．提案方式でも同様に，アク

うち，18.84 [s] を署名検証処理が占める．同様にバイナリ

セス制御ポリシ設定機能により保護対象処理を利用する

オブジェクトのサイズを 1 [MB] とした場合，全体の処理

リッチ OS から LiSTEETM 仮想ハードウェアのメモリ領

時間 19.4 [s] のうち，18.9 [s] を署名検証処理が占める．こ

域へのライトは禁止されるため，保護対象の処理が改変さ

れにより，処理時間の大半を RSA の署名検証処理が占め，

れることはない．また，ハードウェアによる実装では，保

ハッシュの計算，復号処理，メモリのコピーに要する時間

護対象処理の実行中に鍵などの秘匿データの漏えいを防止

は相対的に短いことを確認した．このように，モジュール

するために秘匿データをハードウェア内に隠ぺいすること

更新処理には時間がかかるが，前述のとおりモジュール更

が一般的である．提案方式では，セキュア領域として設定

新の実行頻度は低く，仮に処理時間のかかる公開鍵暗号を

された LiSTEETM 仮想ハードウェア内に秘匿データを含

用いたとしても，時間管理モジュールの機能によって，一

めるため，ノンセキュア状態で実行されるリッチ OS に秘

定の時間が経過すると検証処理を中断して強制的にリッチ

匿データが漏えいすることはない．また，多くの汎用 SoC

OS に処理を切り替えることができるため，リッチ OS の

ではファームウェアを暗号化してフラッシュメモリに保存

停止時間を許容範囲に抑えることができる．なお，図 9 で

する機能が備わっており，その機能を利用して LiSTEETM

示した評価結果はタイマーによる定期的なリッチ OS への

仮想ハードウェアと LiSTEETM モニタを保護して格納す

遷移を行っていない．そこで，時間管理モジュールのタイ

ることができる．このようにハードウェアが本質的に備え

マーを設定し，定期的にリッチ OS に遷移させる場合の処

ている保護機能は LiSTEETM 仮想ハードウェアでも同様
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に実現できている．
さらに，保護対象の処理を利用するアプリケーションプ

製造時のコストとは，1 台あたりの装置の製造コストで
ある．提案方式では，ARM プロセッサ以外の追加ハード

ログラムはデバイスドライバなどのインタフェースを介し

ウェアを必要としないため追加製造コストはゼロである．

てハードウェアの機能を利用する構成になっていること

一方，暗号アルゴリズムをハードウェアとして実装する場

が一般的である．提案方式でもデバイスドライバを介して

合，その分の追加製造コストが 1 台あたりに必要となる．

LiSTEETM 仮想ハードウェアを呼び出す構成をとってい

台数が少ない分には総コストは少ないものの，スマート

るため，LiSTEETM 仮想ハードウェアを利用するアプリ

メータのように何千万台も設置する場合，総コストは莫大

ケーション開発者は従来のハードウェア機能と同様のイン

なものとなる．

タフェースで呼び出すことができる．
ハードウェアでのみ実現可能な機能

運用時のコストとは，鍵やアルゴリズムをアップデート
する際に必要となるコストである．提案方式では，ネット

一般的なハードウェア実装に対して追加コストはかかる

ワーク経由で保護対象モジュールをアップデートするこ

ものの，ハードウェアでしか実現できない機能がある．本

とを想定しているため，モジュールを配布するサーバのメ

論文ではデータの再暗号化処理を保護対象の処理としてい

ンテナンスコストが必要となる．一方，暗号アルゴリズム

るため乱数を生成する必要はないが，他の利用シーンでは

をハードウェアで実現する場合，サービスマンが物理的に

精度の高い乱数を必要とされる場合が考えられる．ハード

ハードウェアを交換する必要がある．製造時のコストと同

ウェアで実現する場合，ハードウェアモジュール内で生じ

様，台数が少ない分にはそのコストは小さいが，台数に応

る物理現象を利用して真正乱数を生成することが可能で

じて交換コストも増えてしまう．さらに，交換の原因がセ

ある．

キュリティ上の理由の場合，装置を交換するまでの間，そ

また，TPM のように暗号機能を備えたセキュリティハー

の装置は攻撃を受けるリスクがあるため早期に交換するこ

ドウェアの中にはハードウェアレベルの耐タンパー機能

とが求められるが，何千万台もの装置を短期間でサービス

を備えているものもあり，電子プローブなどを利用した物

マンが交換することは現実的ではない．

理解析や，電力消費量などを計測して鍵を推測するサイド

このように，提案方式ではハードウェアで実現する場合

チャネル攻撃などの専門的なスキルと専用ツールを備えた

と比較して，製造時と運用時の両方でコストを削減するこ

攻撃者による高度な実装攻撃を防ぐことが可能である．

とができる．

提案方式でのみ実現可能な機能
ハードウェアで実現する場合，暗号処理に用いる鍵を

7. 関連研究

ハードウェアモジュールの中に含めてしまうと，鍵の値を

汎用 PC の世界では，仮想化技術を用いて 2 つの OS を並

更新することはできなくなる．多くの暗号ハードウェアモ

列に動作させる研究が数多くなされており，その一部は実

ジュールは鍵をソフトウェアから設定することで，その値

用化され広く普及している [19], [20]．しかし，現在市場に

を更新することが可能だが，この場合，ソフトウェアで平

広く流通している組込み向けプロセッサでは，ハードウェ

文の鍵を扱う必要があるため，鍵が漏えいするリスクが高

アによる仮想化支援機能がサポートされていない．ソフト

い．一方，提案方式では鍵を含めた保護対象モジュールを

ウェアのみで仮想マシンを実現することも考えられるが，

暗号化してサーバなどから配布することが可能であるため，

メモリ管理などの処理をすべてソフトウェアで実装する必

安全に鍵を更新することが可能である．同様に提案方式で

要があり，実行性能上課題がある．一方，組込み向けシス

はアルゴリズムを置換することも可能である．さらに保護

テムで 2 つの OS を同時実行させる方式として SafeG が提

対象モジュールは AES などの暗号アルゴリズムだけでな

案されている [21], [22]．SafeG は TrustZone の機能を利用

く，一連の処理を含めることができるため，処理内容を置

して，制御系 OS と情報系 OS を分離し，制御系 OS を保

換したり，機能を追加したりすることも可能である．たと

護する手法を提案しているが，制御系 OS 側のモジュール

えば，スマートメータの鍵をグループで効率的に管理した

を動的かつ安全に更新することは想定しておらず，また連

り，特定のスマートメータをリボークしたりするために，

続的に OS 間遷移を実行させ，リッチ OS と制御系 OS 間

MKB（Media Key Block）を用いたブロードキャスト暗号

で大量のデータ交換を行う方法については明らかにされて

が提案されている [18]．MKB では，各装置が MKB に含

いない．本研究の提案方式では，システムを再起動させる

まれる鍵を導出するために複雑な処理を実行する必要があ

ことなくセキュア状態で実行するモジュールを安全に更新

るが，提案方式を利用すれば MKB の高速処理アルゴリズ

することができる．さらに，本研究ではノンセキュア状態

ムなどのノウハウを隠ぺいしつつ，鍵導出処理の一部分の

とセキュア状態で大量のデータを交換する際のオーバヘッ

み更新することが可能である．

ドを測定し，ノンセキュア状態の OS が長時間停止するこ

(3) コスト評価

とを防止できることを明らかにした．また，SafeG の機能

コストは製造時と運用時に分類できる．
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的にデータ交換を行う仕組みが提案されている [23]．しか
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