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電波再帰反射攻撃の攻撃成立条件評価
星野 遼1

衣川 昌宏2

林 優一3

森達哉1

概要：電波再帰反射攻撃 (RFRA:RF Retroreflector Attack) はサイドチャネル攻撃の一種である．攻撃者
がハードウェアトロイが埋め込まれた標的デバイスに電波を照射すると，デバイス内の信号を変調した反
射波が外部に漏えいする．その反射波を受信・復調することによってデバイス内の信号を遠隔から読み取
る攻撃が成立する．これまでに RFRA の基本原理や実験室での成功例が数例報告されてきたが，RFRA
がどのような条件下で成立するかは未解決の問題であった．本研究の目的は，RFRA の攻撃成立条件を実
験的な手法で明らかにすることである．攻撃が成立する条件を明らかにすることで，有効な攻撃対策手法
を講じることができる．攻撃成立条件として，本研究では攻撃者と標的との距離，電磁波照射を行うアン
テナに入力する信号の強度，攻撃が成立する標的信号周波数に着目した．本研究ではいくつかの周波数の
信号に対し RFRA を実行し，攻撃可能な標的信号の周波数を調査した．また，距離や強度といったパラ
メータが各周波数の標的への攻撃にどのような影響を及ぼすかを検証した．実験の結果，安価なセット
アップであっても 100 kHz 程度の標的信号への攻撃が成功することを明らかにした．また標的信号の周波
数が 100 kHz 未満の場合，照射電波強度が 0 dBm (1 mW) 程度の微弱な信号であっても，2 m の距離ま
では攻撃が成功することを明らかにした．さらに実際に標的となるハードウェア例として，PS/2 キーボー
ド入力を標的とした実験を行った結果，照射電波強度が 8 dBm (約 6.3 mW) の条件下で，距離が 1.4 m
以内であれば 100 %の割合で攻撃が成功すること，ただしそれから少しでも距離を延ばすと直ちに成功率
が 0 %になることを示した．
キーワード：電波再帰反射攻撃，サイドチャネル攻撃，ハードウェアトロイ，ハードウェアセキュリティ

Empirical study of the RF retro-reflector attack
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Abstract: RF retrorefeflector attack (RFRA) is a side-channel attack that aims to leak the target s internal
signals by irradiating radio frequency to the targetted device. There have been few studies that presented the
basic mechanism of RFRA and demonstrated the success of attack, to the best of our knowledge, the conditions for successful attack have not been studied so far.This work aims to empirically study the conditions for
successful RFRA. Extracting such conditions should help to come up with eﬀective countermeasures against
the attack. As the conditions for successful attack, we studied the distance between attacker and target,
power of illuminating RF, and the frequencies of the target signal. In my work, we experimentally evaluated
RFRA against a various frequency signal. We also studied the eﬀects of the distance and frequencies of the
target signal on the attack. Through the extensive experiments using experimental hardware circuits, we
revelaed that the attack worked for 100 kHz target within 2 meters (at low cost) in spite of fairly low power of
illuminating RF, i.e., 0 dBm. We also studied the real-world hardware – PS/2 keyboard, and demonstrated
that 100 % of key inputs were successfully recovered with the conditions of 8 dBm of illuminating RF and
1.4 meter of distance.
Keywords: RF retroreflector attack, side-channel attack, hardware trojan, hardware security
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表 1 各標的周波数のデバイス.
標的周波数
デバイス

1 kHz

音声信号 (イヤホン等)

10 kHz

PS/2 キーボード

1 MHz

USB キーボード

今回，多様なデバイスを想定した標的周波数として 1 kHz,

10 kHz, 100 kHz の 3 つのパラメータを選択し，RFRA 実
験を行った．また距離・強度というパラメータが各標的周
波数の信号への攻撃にどのような影響を及ぼすか検証した．
実験の結果明らかになったことは以下のとおりである．

1. はじめに
• 評価用の回路を使った実験の結果，標的信号が 100

ソフトウェアによる防御が困難な新しいセキュリティ

kHz までの攻撃に成功し，照射電波強度が 0 dBm 程

脅威としてハードウェアトロイへの注目が集まっている．

度の微弱な信号であっても 2 m の距離までは攻撃が成

ハードウェアトロイは標的となるハードウェアに埋め込ま

功する．

れる回路であり，標的を破壊したり，情報を漏えいさせる

• 上記の条件であれば，ソフトウェア無線機を用いた安

ような悪意のある動作を意図的に引き起こす回路の総称

価なセットアップでも攻撃が成功する．

である．多くの場合，ハードウェアトロイは正規のハード

• PS/2 キーボードを標的ハードウェアとした実験を行っ

ウェア設計者が意図しないところで付加される．例えばコ

た結果，照射強度が 8dBm の条件下で距離が 1.4 m 以

スト削減等を理由に，ハードウェアメーカーが自社で設計

内であれば 100 %の割合で入力キーを正しく推定可能

した回路を安価に製造できるサードパーティのファウンド

であること，ただしそれ以上距離を延ばすと直ちに成

リを利用している場合，そのファウンドリ内の工程でハー

功率が 0 %になることを示した．

ドウェアトロイが埋め込まれる可能性がある．
ハードウェアトロイによる攻撃の一種に，電波再帰反射
攻撃 (RFRA; RF Retroreflector attack) と呼ばれる攻撃が
ある．攻撃者は後述する RFRA を実現する回路をハード
ウェア内に埋め込むことにより，ハードウェア内部の信号
を外部から傍受することが可能となる．RFRA を実現する

本論文の構成は以下のとおりである． 2 章に RFRA に関
するこれまでの研究報告をまとめる． 3 章で RFRA の基
本原理について説明する． 4 章で本研究で行った実験とそ
の結果について述べる． 5 章で本研究の制限や今後の課題
について議論し，最後に 6 章で本論文のまとめを行う．

回路はきわめてシンプルであり，安価に作成可能である．
このため，多くのハードウェアが RFRA の標的となる危

2. 関連研究

険性がある．RFRA の被害を未然に防ぐためには，攻撃が
成功する条件を明らかにし，有効かつ低コストな攻撃対策
手法を講じることが必要不可欠である．

本章では，RFRA の関連研究を示す．RFRA は広義に
は電磁波解析によるサイドチャネル攻撃の一種としてとら
えることができる．一般に電磁波解析によるサイドチャネ

次章で示すように，RFRA に関してはこれまでに基本
原理や実験室での成功例が数例報告されてきたが，RFRA
がどのような条件下で成立するかはいまだに明らかではな
い．そこで本研究は，RFRA の攻撃成立条件を実験的な手
法で明らかにすることを狙いとする．本論文では，攻撃成
立条件として考えられるいくつかのパラメータのうち，距
離，強度，標的信号周波数 (以下，標的周波数) に着目した．
標的周波数とは，RFRA を用いて攻撃を行う標的デバイス
が内部でデータ信号をやり取りする際の周波数を示す．例
えば，PS/2 キーボードはキーのインプットの情報を周波

ル攻撃は対象からの漏洩電磁波をパッシブに観測すること
で行われるが，RFRA は標的デバイスに対してアクティ
ブに電波を照射し，かつ標的デバイスからの反射波をパッ
シブにモニターすることによって，対象から情報漏洩を試
みる攻撃であることに最大の特徴がある．アクティブな電
磁波漏洩サイドチャネル攻撃に関する情報源はそれほど多
くないが，Anderson による文献 [1] はそのひとつである．
同文献では具体的な手順や回路等は示していないものの，

CIA 等の諜報機関はそのような技術を既に熟知しているで
あろうことを示唆している．

数 10 kHz で接続端末に伝送している．この場合，標的周
波数は 10 kHz である．RFRA を用いて攻撃できる標的周
波数の値が多様であるということは，多様なデバイスへの
攻撃が可能になることと同義である．例として，いくつか
の標的周波数を取り上げその周波数でデータの伝送を行っ
ているデバイスを表 1 に示す．
1

2

3
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Waseda University
仙台高等専門学校
Sendai Ko-sen
東北学院大学
Tohoku-Gakuin University

2013 年 12 月に Edward Snowden がリークした文章群
の中に NSA ANT (Advanced Network Technology) カタ
ログ [2] が含まれていた．NSA ANT カタログに含まれる
技術群の内，ANGRYNEIGHBOR と呼ばれる技術とその
関連技術は RFRA の原理に基づくものであり，このよう
な技術とその実装方法が世の中に知れ渡るきっかけとなっ
た．NSA ANT カタログのリークを受けて，ANT カタロ
グに載っている技術を自作するハッカーコミュニティが登
場した [3], [4]．NSA Playset の Michael Ossmann は電界
効果トランジスタとダイポールアンテナからなる回路を実
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図 1

図 2

RFRA の概要．

RFRA におけるバックスキャッタ通信の原理．

装し，ソフトウェア無線機を使った実験によって RFRA

バックスキャッタ通信を用いたハードウェアトロイの実装

が成立することを実証している [5]．同氏が使ったソフト

と動作原理を図 2 に示す．ハードウェアトロイは標的とな

ウェア無線機と GNURadio の回路パターンは公開されて

る内部の信号を電界効果トランジスタのゲートで受信する．

おり，本研究でもその一部を利用している．

また電界効果トランジスタのドレーンとソース側にはダイ

林らは，上述の標的素子に接続されたトランジスタとダ

ポールアンテナとして動作する素子が接続される．ここで

イポールアンテナで構成される RFRA の回路をさらに単

は簡単のため，標的信号が ON/OFF の二値で表現される

純化することでハードウェアトロイとしての実用性が高ま

信号とする．すなわち，標的信号は ON と OFF の長さに

ることを明らかにしている [6]．具体的には標的となるハー

よって表現される．このとき，標的信号が ON のときには

ドウェアが接続された有線ケーブルに含まれるシールド線

ゲートに電圧が印加されるため，ソースドレーン間が閉回

を非意図的なアンテナとして活用し，同ケーブル内でデー

路となり，電流が流れる．このときダイポールアンテナが

タを送受信する通信線にトランジスタを埋め込むことに

受信した照射波と同じ周波数の交流電流が発生する．その

よって RFRA が成立することを実証した．既存回路にお

結果，発生した交流電流が作り出す電界によってダイポー

いてケーブルのシールド線のような非意図的なアンテナと

ルアンテナから電磁波が放射され，これが反射波となる．

漏洩信号を伝達する素子が隣接されていれば RFRA を行

ダイポールアンテナの各エレメント長を受信する照射電波

うハードウェアトロイを追加実装することは比較的容易で

の 1/4 波長に設定することにより，照射電波がハードウェ

ある．このようにして実装されたハードウェアトロイは攻

アトロイの共振周波数となり，効率的に反射波を生成する

撃者が外部からアンテナとして働く素子に共鳴する特定の

ことが可能となる．一方標的信号が OFF のときにはゲー

周波数を照射したときのみ動作のトリガーがかかるため，

トに電圧が印加されないため，ソースドレーン間に電流が

プローブによる検知は困難である．

流れない．すなわち受信した照射波による電流変化が生じ
ないため，アンテナからの電磁波放射も生じない．以上で

3. 電波再帰反射攻撃の概要

示したように，反射波は標的信号の ON/OFF によって変

本章では，RFRA の概要と原理を概説する．攻撃全体の
概要を図 1 に示す．攻撃者は標的となるデバイスに向け，

調されるため，反射波を復調することによって ON/OFF
の長さ，すなわち標的信号を取り出すことができる．

搬送波となる電波を照射する．標的デバイスには後述する

以上の説明では簡単のため標的信号を ON/OFF の二値

ハードウェアトロイがしかけられており，これを用いて，

と仮定したが，一般には標的信号は任意の値をとることが

攻撃対象とする内部信号を入射波によって AM 変調した反

できる．標的信号の強度で AM 変調された信号が反射波と

射波を生成する．攻撃者は反射波を受信・解析することに

して送出されるので，攻撃者は受信した反射を AM 復調す

よってハードウェア内部の信号を遠隔から読み取ることが

ることで元の信号を復元することが可能である．

できる．
以下では上述のような動作をするハードウェアトロイの

4. 実験

実装例と，その原理となるバックスキャッタ通信のメカニ

本章では，RFRA を実装した回路を用いた実験の概要と

ズムを概説する．一般にバックスキャッタ通信は電源無し

結果を示す．4.1 節では実験の環境と概要を示す．4.2 節で

に無線通信を行う技術である．バックスキャッタ通信では

は周波数の違いにおける攻撃成功度の変化を示す．4.3 節

周囲を飛び交う電波にデバイス内部の信号を乗せて反射す

では攻撃者と標的の距離の違いにおける各標的周波数への

ることにより，内部の信号を電波で送信することができる．

攻撃成功度の変化を示す．4.4 節では送信用 SDR の出力強
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Controller
Generate carrier wave (TX)
Receive backscatter (RX)

SDR (TX)

Directional
antenna
(TX,RX)
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Amplifier

Target’s signal
generator

図 5

Illuminated CW

表 2

backscatter

SDR (RX)

作成したハードウェアトロイ．

使用機材
Hardware Trojan

Directional Coupler

図 3 実験環境のブロック図．

実験に用いた機材．
製品名

送受信アンテナ

Ettus Research LP0410

ソフトウェア無線機

HackRF One

SDR 制御用ソフトウェア

GNU Radio Companion

攻撃側 PC

ASUS X555LA-5500U

方向性結合器

ZFDC-20-4+

電界効果トランジスタ

3sk293

オシロスコープ

Tektronix TBS1022

安定化電源

KIKUSUI PMC35-3A

信号信号発生器

SIGLENT SDG1025

信号増幅器

ZHL-2-12+

表 3 本実験のパラメータ.

図 4 周波数 1 kHz の標的信号．これがオリジナルの信号であり，

諸元

設定値

照射電波周波数

500 MHz

RFRA により傍受した反射波の復調することでこの波形を得

ダイポールアンテナ・エレメント長

15 cm

ることが攻撃成功を意味する．

攻撃者・標的端末間距離

100, 200, 300, 400, 500 cm

照射電波強度

-10, 0, 10 dBm

度の違いにおける各標的周波数への攻撃成功度の変化を示

標的信号周波数

1, 10, 100 kHz

す．4.5 節では実世界の標的として PS/2 キーボードを採

標的信号電圧

4.0 V

用し，入力キーの推定成功率と攻撃者と標的間の距離・強
度の関係を調べる．

ナを 1 つにすることで攻撃のセットアップを簡素化できる
利点がある．HackRF One のもう一つの制限として，サン

4.1 実験の環境と概要

プリング周波数の上限が 20 MHz である．本実験では扱わ

まず本実験の環境を図 3 に示す．また，実験に用いた機

なかったが，例えば標的周波数 1 MHz に対し攻撃を行う

材を表 2 に示す．この実験では多様なデバイスへの攻撃，

場合は一周期に 20 プロット程度の精度しか出すことがで

つまり多様な標的信号周波数への攻撃を想定した．そのた

きない．つまり，より高い周波数の標的信号に対して高精

め標的となるハードウェアを模した回路として，信号発生

度で攻撃を成功させるためには，高いサンプリング周波数

器を用いて多様な周波数の信号を発生させる．ここでは簡

を設定できる送受信機が必要になる．この中でも測定機器

単のため，図 4 のような単一周期で ON/OFF を繰り返す

を除いた攻撃に必要な装置は 20 万円以下で揃えることが

矩形波を標的信号とした．図は標的周波数 1 kHz の信号で

でき，安価な攻撃セットアップを用いていることも本研究

あり，周期が 1 ms であることがわかる．標的周波数が 10

の特徴である．

kHz であれば周期 100 µs，100 kHz であれば周期 10 µs と
なる．

また，本実験で使用したパラメータを表 3 に示す．これ
らの環境で RFRA 実験を行う．送信用 HackRF One から

攻撃者による電波照射と反射波の受信にはソフトウェア

評価用回路に向けて電波を照射し，受信用の HackRF One

無線装置 (SDR:Software Defined Radio) である HackRF

で反射波を受信する．本実験では一回の攻撃につき 10 秒〜

One を用いた．HackRF One の制限として半二重通信であ

15 秒程度の照射と受信を行い，反射波のデータを保存す

るため，送信と受信用に HackRF One を 2 台用いた．また

る．受信側のサンプリング周波数を 20MHz に設定すると，

方向性結合器を利用することにより，送受信を 1 つのアン

一回の攻撃で 1GB〜2GB 程度のファイルが得られる．こ

テナで実現している．これにより送信した照射波を直接受

れを各パラメータで 2 回ずつ行いデータを収集する．それ

信してしまう影響を抑制することができる．また，アンテ

ぞれのデータに復調処理を施し，標的信号を抽出するプロ
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Amplitude (A.U.)

Amplitude (A.U.)

Time (ms)

図 8

標的周波数 100 kHz の信号への攻撃における傍受信号．

Amplitude (A.U.)

標的周波数 1 kHz の信号への攻撃における傍受信号．

Amplitude (A.U.)

図 6

Time (ms)

Time (ms)
Time (ms)

(a) 相関係数:約 1.0

標的周波数 10 khz の信号への攻撃における傍受信号．

Amplitude (A.U.)

図 7

グラムに通す．以上の手順で攻撃を行い傍受した電波を復
調すると，図 6〜8 のような結果を得ることができる．図は
それぞれ，1 kHz, 10 kHz, 100 kHz の標的周波数の信号を
攻撃した結果である．いずれも標的周波数以外のパラメー
タは，距離 100 cm，強度 10 dBm となっている．本実験

Time (ms)

では標的信号を単一周期で ON/OFF を繰り返す矩形波と

(b) 相関係数:約 0.8

している．今回検証した全ての標的周波数について，妥当
な周期を持つ矩形波を復調することができていることがわ
Amplitude (A.U.)

かる．

4.2 節〜4.4 節にて，標的周波数・距離・強度というパラ
メータが各標的周波数への攻撃の成功度合いに及ぼす影響
を調査する．本研究では攻撃の成功を測るための尺度とし
て，元の信号と傍受した信号の相関係数を用いる．相関係
数とは，二つのデータ系列の相関，つまり類似性を評価す

Time (ms)

る指標である．相関係数 ρ は，正の分散を持つ確率変数を

(c) 相関係数:約 0.6

X，Y，共分散を σXY ，標準偏差を σX ，σY とすると以下

ρ=

σXY
σX σY

Amplitude (A.U.)

の式で計算され，-1 以上 1 以下の実数を値に取る．

(1)

観測したデータ系列と元信号の相関係数は必ずしも実際
の信号推定の精度，すなわち攻撃成功率とは一致しないが，
傾向を把握するためには有効である．相関係数を用いた攻

Time (ms)

撃の成功を測る尺度を本論文では攻撃成功度と呼ぶ．

(d) 相関係数:約 0.4

達成した攻撃成功度と実際に傍受できる信号波形の目安
として，攻撃成功度 約 1.0, 0.8, 0.6, 0.4 を満足した観測信

図 9 各相関係数 (攻撃成功度) と実際の傍受信号波形の例．示した
波形は標的周波数 1 kHz の信号を攻撃した際のものである．

号を取り出し，図 9 に例示する．おおむね攻撃成功度が 0.6
以上では矩形を確認することができ，(d) のように攻撃成

4.2 標的となる信号の周波数と成功度

功度が 0.4 の場合はノイズが多く，元の矩形波形の判別は
困難となる．

標的となる信号の周波数が攻撃成功度に与える影響を
図 10 に示す．なお，距離を 100 cm，電波出力強度を 10
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図 11

距離と攻撃成功度の関係．

1.2
1.2
1

0.8
0.6

距離 100cm
距離 200cm

0.4

0.8

攻撃成功度

攻撃成功度

1

距離 300cm

0.2

0.6

max
min

0.4

ave
0.2
0

0
1

10

100

100

200

-0.2

300

400

距離(cm)

標的周波数(dBm)

(a) 標的周波数 1 kHz の信号への攻撃．
図 10

標的周波数と攻撃成功度の関係．
1.2

dBm として実験を行った．1 つのパラメタ設定につき 100

1

0.8

攻撃成功度

個のサンプルを抽出し，平均値を計算しプロットしている．

1 kHz と 10 kHz の間には攻撃成功度に大きな差がある
ものの，10 kHz と 100 kHz にはあまり差が出ていない．

0.6

max

0.4

min
ave

0.2

0

高周波になると攻撃成功度が下がる原因の一つとして，周

100

200

300

400

-0.2

波数が上がるに従って波長が短くなるため，同じ距離で比

-0.4

距離(cm)

較した場合，高い周波数の方が減衰率が高いため，環境ノ
イズが一定の場合にも S/N が低下することが考えられる．

(b) 標的周波数 10 kHz の信号への攻撃．

また，安価なソフトウェア無線機や PC を利用しているこ
1.2

とも一因と考えられる．
攻撃成功度

1

4.3 攻撃者と標的端末の距離と成功度
攻撃者から標的端末への距離が攻撃成功度に与える影響
を図 11 に示す．なお，いずれの標的周波数に対しても，

0.8
0.6

ave

0

-0.4

dBm に設定して実験を行った．こちらも 1 つのパラメタ

min

0.2

-0.2

送信用 SDR から出力しアンプで増幅した信号の強度は 10

max

0.4

100

200

300

400

500

距離(cm)

設定につき 100 個のサンプルを抽出し，最大値，最小値，
(c) 標的周波数 100 kHz の信号への攻撃．

平均値を計算している．
多少のばらつきが見られるものの，攻撃成功度は距離が
伸びるにつれて下がることがわかる．また 1 kHz は攻撃成

功していないが，標的周波数 100 kHz の結果では 400 cm

功度にばらつきが少ないのに対し，10 kHz，100 kHz は攻

や 500 cm での攻撃でも攻撃成功度が算出されている．つ

撃成功度にばらつきが多い．こちらも 4.2 節に挙げたもの

まり標的周波数 100 kHz での攻撃では距離が遠くなっても

と同様の理由が考えられる．

標的信号らしき信号を抽出している．これは標的信号抽出
時の誤判定であり，100kHz の方が長距離でも傍受しやす

4.4 アンプで増幅した SDR の出力強度と成功度

いという結果を示しているのではないと考える．現に算出

アンプで増幅した SDR の出力強度と攻撃成功度の関係

された攻撃成功度は最大でも 0.47 程度と低く，攻撃はほぼ

を表 4 に示す．各セルの値は，あるパラメータ設定で攻撃

成功していない．しかし距離 100 cm 〜 300 cm の結果を

を行った際の攻撃成功度を示しており，m が平均値，σ が

参照すると，強度が強いほど攻撃成功度が上がる傾向が見

標準偏差，min が最小値，max が最大値を示している．数

て取れる．

値が記載されていないセルは，そのパラメータ設定での攻
撃が全く成功していないことを示している．本実験では，

4.5 実ハードウェアへの攻撃

攻撃した際の傍受信号を復調処理にかけた後，復調後の

RFRA を実際のハードウェアに適用した例を示す．ハー

データに標的信号がある場合にその信号を抽出している．

ドウェアとして PS/2 キーボードを用いる．PS/2 キーボー

つまり攻撃が成功していなければ標的信号は抽出されず，

ドは PC とシリアル通信で接続され，その通信データの周

攻撃成功度は算出されない．しかし，表を見ると標的周波

波数 (標的周波数) は 10 kHz である．図 12 に PS/2 キー

数 1 kHz，10 kHz においては距離 500 cm で攻撃が全く成

ボードのケーブルにハードウェアトロイを埋め込んだ様
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100cm
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-10dBm

m

σ
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m

σ
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σ

m
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-
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m
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m

10dBm
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m

σ
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0.6212
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-

-
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0.2675
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σ
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σ
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σ
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σ
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-
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-
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-

-

-
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-

-

-

-

-
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-
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σ

m
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σ
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σ

m
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m

σ
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0.7321

0.1020

0.2498

0.8482

0.2902

0.1048 -0.0363

0.4928

0.0865

0.0762 -0.0550

0.2462

0.0715

0.0844 -0.0619

0.2012

0.0017

0.0527 -0.0764

0.0744

0dBm 0.8877

0.0736

0.6382

0.9451

0.5895

0.1721

0.0913

0.7744

0.1341

0.1130 -0.0885

0.3355

0.1080

0.0642

0.0085

0.2061

0.0718

0.1113 -0.2896

0.2310

0.1199

0.2882

0.9620

0.7513

0.2597

0.1143

0.9336

0.3035

0.1788 -0.1461

0.6465

0.0826

0.0842 -0.0976

0.2137

0.2199

0.1429 -0.0711

0.4685

10dBm
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表 4

強度と攻撃成功度の関係．標的周波数 1 kHz (上)．標的周波数 10 kHz (中)．標的周波
数 100 kHz (下)

(a) キーボードの’q’ を押下した時の PS/2
の信号．
2000

PS/2 キーボードのケーブルに埋め込んだハードウェアト

1000

Amplitude (A.U.)

図 12

ロイ．

1500

子を示す．ここでは実験用にモニター用ケーブルやキー

500
0

-500

-1000

ボードを切り替えるための回路が付属しているため，ハー

-1500

ドウェアトロイとしては大型である．また便宜上アンテナ

-2000

を外部に露出する形で実装しているが，実施の攻撃では文

Time (ms)

献 [6] のようにシールド線をアンテナとして用いることも

(b) 傍受した信号．

可能である．この標的デバイスに照射電波強度を 8 dBm，
距離を 1 m として攻撃を仕掛けた際に観測された信号を

1

図 13 に示す．図より攻撃が成功裏に完了していることが
Bit

見て取れる．続いてある距離のもとでランダムにキーボー
ドを 100 回打鍵し，100 文字の内，何文字を正確に推定で
きるかを調べる．照射電波強度は 8 dBm，照射電波周波数

0

は 500 MHz とした．結果を表 5 に示す．結果は特徴的で
Time (ms)

あり，140 cm 以内の距離では 100 %の正解率であったの

(c) 傍受信号をデータ処理し，デジタル化

に対し，それ以上距離を伸ばした場合は一気に 0 dBm ま

した信号．

で落ち込んだ．実験では距離を 20 cm 刻みで変更したた

図 13

PS/2 キーボードへの攻撃例．

め，140 cm と 160 cm の中間で何が起きているか定かで
はないが，恐らく 150 cm 付近で相転移があると考えられ
る．より粒度の細かい実験，および理論解析による相転移

5.1 評価尺度
今回一般的な標的に対する攻撃成功条件を見積もる尺度

点，すなわち攻撃限界点の推定は今後の課題としたい．

5. 議論
本章では，本研究の制約や今後の課題を議論する．

として相関係数を用いた．これは元の信号と傍受した信号
の類似度を測る尺度の 1 つであるが，時系列データ間の類
似性を測る尺度は他にもある．RFRA の成功度を測るの
－ 472 －

表 5

キーボード打鍵推定結果．
距離 (cm)
成功率
〜100

100/100

120

100/100

140

100/100

160

0/100

180

0/100

より精緻に攻撃成立条件を導き出すことが期待出来る．主
要なパラメタを取り入れた理論モデルの構築と，モデルに
よる性能評価は今後の重要な課題である．

6. まとめ
本研究の狙いは RFRA の攻撃成立条件を実験的に明ら
かにすることであった．これを達成するため，本実験では

にどの尺度が最適であるかは自明ではない．一般的に使え

RFRA の攻撃成立条件として標的周波数，距離，強度と

る尺度を考案することは今後の課題である．一方，具体的

いう 3 つのパラメータに着目し，攻撃成功度にどのような

なアプリケーションが定まれば攻撃成功度の評価は容易で

影響を及ぼすかを調査した．標的端末を模した評価用回路

ある．例えばキーボードであれば打鍵したキーと推定した

への攻撃実験の結果，安価な機器を用いたセットアップで

キーの正解率を見れば良い．

も，100 kHz の標的周波数の信号への攻撃が成功すること
を明らかにした．また 0 dBm (1mW) という微弱な照射
電波でも 2 m 程度の距離までは攻撃が成功してしまうこ

5.2 実験パラメタ
今回の実験はさまざまなパラメタが介在している．例え

とがわかった．また実アプリケーションへの応用例として

ば照射電波強度，距離，アンテナの向き，照射電波周波数，

PS/2 ーボード入力へ攻撃を行った結果，照射電波強度が 8

標的信号周波数，アンテナ長，トランジスタ種別などであ

dBm (約 6.3mW)，距離が 1.4 m 以内の条件下で，100 %の

る．これらすべてを網羅的に探索するには研究リソースが

割合で攻撃が成功すること，およびそれよりも少しでも距

不足していたため，今回の報告では一部を割愛せざるを得

離を延ばすと成功率が 0 %になることがわかった．このよ

なかった．より網羅的な調査，障害物や環境電磁波等の影

うに攻撃が成立するための距離の条件は自明ではないしき

響を含めた条件の追加は今後の課題である．

い値に対して極めて敏感である．そのようなしきい値を事
前に見積もるためには RFRA の攻撃成否を判定する理論
モデルの構築が必要不可欠であり今後の課題である．

5.3 使用機器のスペック
今回の攻撃に必要となる機器として，ソフトウェア無線
機器に HackRF One，ソフトウェア無線の制御ソフトウェ

謝辞

アにオープンソースの Gnu Radio，これらを操作するため

本研究の実施にあたって電波暗室の利用を快く許可いた

に ASUS 製のノート PC を利用した．これらは比較的安

だいた早稲田大学基幹理工学部の嶋本薫教授と，暗室・機

価で揃えることが可能である．これらの機器で攻撃が成功

材の利用にご協力頂いた稲田輝氏に感謝致します．

したことは，攻撃者も低いコストで攻撃が可能ということ
を意味する．一方で，より高価な機材を利用することで攻
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