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改ざん検知暗号 Minalpher に対する
階層的電力解析手法とその評価
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概要：近年，コンシューマ製品を含む IoT 機器のセキュリティへの関心が高まっており，暗号化と改ざん
検知を同時に実現可能な改ざん検知暗号が注目されている．Minalpher は代表的な改ざん検知暗号の 1 つ
である．一方で，ハードウェアセキュリティにおいて，電力解析の脅威が指摘されている．しかし，これ
までに Minalpher に対する電力解析の研究は見当たらない．そこで本研究では，Minalpher を対象に耐タ
ンパ検証に必要な電力解析手法を提案する．提案手法では，Minalpher の暗号アルゴリズムを考慮した，

2 段階の階層的電力解析を行う．また，周波数領域で解析を行うことで解析効率を向上させる．さらに，
FPGA を用いた評価実験により提案手法の有効性を実証する．
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Abstract: Recently, since there has been an increasing interest in the security of IoT devices which include
consumer products, falsiﬁcation detection ciphers have been attracted attention. Minalpher is one of the most
popular falsiﬁcation detection ciphers. Regarding hardware security, the risk of power analysis is pointed
out. However, power analysis for Minalpher has not been reported. Therefore, this study proposes a new
power analysis for Minalpher. The proposed method performs hierarchical power analysis using two stages.
Moreover, the proposed method performs the analysis in the frequency domain, and realizes the high attack
accuracy. Experiments using a FPGA prove the validity of the proposed method.
Keywords: hardware security, Minalpher, power analysis, tamper resistance

1. はじめに

機器のセキュリティを確保することは非常に重要である．
セキュリティの確保には，データ保護のための暗号化だけ

あらゆるモノがインターネットに接続される Internet of

でなく，悪意ある第三者からの不正なアクセスを防ぐため

Things（IoT）の普及にともない，コンシューマ製品を含

の改ざん検知（認証）を行うことが重要である．この暗号

む様々な機器が外部と接続される機会が増加してきた．ま

化と改ざん検知では，別々の暗号化方式と改ざん検知方式

た近年では，IoT 機器を対象とした不正な攻撃が報告され

を適切に組み合わせる必要があり，不適切な組合せではセ

ている [1]．これらの不正な攻撃では，IoT 機器の乗っ取り

キュリティ上の脆弱性が発生する．そこで近年，改ざん検

だけでなく，乗っ取った IoT 機器を踏み台にしたサイバー

知暗号が注目されている [2], [3], [4], [5]．改ざん検知暗号

攻撃の危険性が指摘されている．そのため，これらの IoT

は暗号化と改ざん検知を同時に実現するスキームであるた

1

め，暗号化方式と改ざん検知方式の不適切な組合せによる
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脆弱性を防ぐことができる [3]．これまでに改ざん検知暗
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号はいくつか報告されている．AES-GCM [4] は現在広く

2.1 Minalpher

利用されている改ざん検知暗号であるが，セキュリティ上

Minalpher は 2014 年に発表された改ざん検知暗号で

の問題や，実装面において計算量が多いという問題などが

あ る ．Minalpher は 改 ざ ん 検 知 暗 号 の 標 準 規 格 を 決 め

指摘されている．本研究で対象とする Minalpher [2], [3] は

る Competition for Authenticated Encryption: Security,

代表的な改ざん検知暗号の 1 つであり，AES-GCM と比較

Applicability and Robustness（CAESAR）[19] に応募して

して安全性や実装面で優れている [3]．

おり，1 次選考を通過している．また，Minalpher は一般的

一方で暗号ハードウェアのセキュリティにおいて，サイド

に広く用いられている AES-GCM [4] よりも，実装面や安全

チャネル攻撃の危険性が報告されている [6], [7], [13], [14]．

性で優れている [2]．Minalpher について，Authenticated

サイドチャネル攻撃は，暗号ハードウェア動作時に発

Encryption with Associated Data（AEAD）モードの暗号

生する消費電力値や漏洩電磁波などの物理情報（サイ

文生成部分を中心に説明する．

ドチャネル情報）を利用し，内部の鍵情報を不正に解

Minalpher の概要を図 1 に示す．図 1 に示すように，

析する攻撃である．消費電力値を用いた解析を電力解

オフセット値生成部分と暗号文生成部分で構成してお

析 [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]，漏洩電磁波を用いた解析

り，256 bit の置換を行う P 関数を繰り返し適用する．オ

を電磁波解析 [13], [14], [15], [16] と呼ぶ．電磁波解析は，解

フセット値生成部分では，128 bit の秘密鍵 K と 24 bit

析に使用するプローブの形状や測定する位置や角度によっ

の定数値 flag m ，104 bit のナンス N の合計 256 bit の値

て解析精度が大きく異なることが知られている [15], [16]．

Kflag m N を P 関数に入力する．そして，P 関数の出力

電力解析はこのような制約はなく，容易に実施できるため

と Kflag m N の排他的論理和である L を利用してオフ

脅威とされている．

セット値 ϕi（i = 1, · · · , m）を計算する．このオフセット値

これまでに，標準暗号 Advanced Encryption Standard

の計算は，式 (1) に示す体上で行う．式 (1) の g(y) と f (x)

（AES）[17] を対象とした電力解析は数多く報告されてい

を式 (2) と式 (3) に示す．また，オフセット値は文献 [2], [3]

る．しかし，改ざん検知暗号に対する電力解析はほとんど
報告されていない．関連研究としては，AES-GCM を対象
としたものがある [18]．また，Minalpher に対する具体的

より図 2 に示す処理で計算できる．

GF (2256 ) ∼
= (GF (2)[x]/(f (x)))[y]/(g(y))
32

3

2

+y +y +x

な電力解析の研究は見当たらない．また今後の IoT 機器

g(y) = y

のセキュリティ確保のためには，IoT 機器での利用が期待

f (x) = x8 + x7 + x5 + x + 1

(1)
(2)
(3)

される改ざん検知暗号 Minalpher のサイドチャネル攻撃に
対する耐性（耐タンパ性）を検証することは非常に重要で
ある．
そこで本研究では，Minalpher を対象に耐タンパ検証に
必要な電力解析手法を提案する．提案手法では，Minalpher
の暗号アルゴリズムを考慮した 2 段階の階層的電力解析を
行う．また，提案手法では時間領域ではなく周波数領域で
階層的電力解析を行うことで，解析効率を向上させる．さ
らに，Field Programmable Gate Array（FPGA）を用い
た評価実験により提案手法の有効性を実証する．

2. 準備
2.1 節では Minalpher について，2.2 節では電力解析の概

図 1 Minalpher の概要

Fig. 1 Outline of Minalpher.

要について説明する．

図 2

y の乗算 [2], [3]

Fig. 2 Multiplication of y.
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表 1 S-Box 表

Table 1 S-Box table.

図 3 P 関数

Fig. 3 P function.

暗号文生成部分では，メッセージ M とオフセット値 ϕi
の排他的論理和である M ⊕ ϕi を P 関数の入力とする．そ
して，P 関数の出力とオフセット値 ϕi との排他的論理和
演算により暗号文 C を計算する．ここで，メッセージ M
は 256 bit を 1 つのブロックとして，m 個のブロックに分
割して処理する．
次に，P 関数について図 3 を用いて説明する．図 3 に示
すように，合計で 17.5 ラウンドの処理を行う．ラウンド関
数は，S 関数，T 関数，M 関数，E 関数で構成しており，1

図 4

ラウンド関数

Fig. 4 Round function.

ラウンド目から 17 ラウンド目まではラウンド関数による
処理を，17.5 ラウンド目では S 関数と T 関数による処理
を行う．

表 2

SR 表

Table 2 SR table.

ラウンド関数の詳細について，図 4 を用いて説明する．

Minalpher は 4 bit 単位で各処理を行っており，ラウンド関
数では，256 bit の入力値を 4 × 8 の行列 A，B に分割して
処理する．まず，S 関数では Sub Nibbles（SN）関数によ
る処理を行う．SN 関数では，行列 A，B に対して，表 1
に示す S-Box 表による置換処理を 4 bit 単位で適用する．
次に，T 関数では Shuﬄe Rows（SR）関数と Swap Matrices

との排他的論理和演算を行う．

（SM）関数による処理を行う．SR 関数では表 2 に示す

SR 表による転置処理を行う．具体的には，行列 A に対し
ては，各行に対しそれぞれ

−1
SR 1 ，SR 2 ，SR −1
1 ，SR 2

用する．行列 B に対しては，各行に対しそれぞれ

を適

SR −1
1 ，

2.2 電力解析の概要
電力解析は，暗号ハードウェア動作時に発生する消費電
力値を利用して内部の秘密鍵を推定する解析である．代

SR −1
2 ，SR 1 ，SR 2 を適用する．SM 関数では，2 つの行列

表的な電力解析には，差分電力解析（Diﬀerential Power

を入れ替える処理を行う．

Analysis: DPA [6]）や相関電力解析（Correlation Power

そ し て ，M 関 数 で は Xor Matrix（XM）関 数 と Mix

Columns（MC）関数による処理を行う．XM 関数では，
行列 A と行列 B との排他的論理和演算を行う．MC 関数
では，行列演算を行う．
最後に，E 関数ではラウンド定数 Round Constant（RC）

c 2017 Information Processing Society of Japan


Analysis: CPA [7]），テンプレート攻撃（Template Attack:
TA [8]）などがある．
CPA では，データレジスタ間のデータ遷移数（ハミング
距離）と，このときに生じる消費電力値との間に線形な関
係があることを仮定し，この関係を解析に利用する．CPA

127

情報処理学会論文誌

コンシューマ・デバイス & システム

Vol.7 No.2 125–134 (May 2017)

図 5 電力解析の概要

Fig. 5 Outline of power analysis.

の概要を図 5 に示す．具体的には，図 5 に示すようにある
暗号中間値と既知の暗号文とのハミング距離を計算する．
このとき，暗号中間値は未知の値であるため，暗号中間値
を既知の暗号文を用いて計算する．この計算では，既知の
図 6

暗号文と鍵の予測値を用いた計算を行う．そして，算出し
た暗号中間値からハミング距離 h を計算する．解析では，

階層的電力解析手法の概要

Fig. 6 Outline of hierarchical power analysis.

ハミング距離 h と消費電力値 w とのピアソンの相関係数

ρ を求める．ピアソンの相関係数 ρ の計算式を式 (4) に示

まず 3.1 節では，階層的電力解析手法について，時間領域

す．ここで，D は解析に使用するデータ数を，t は時間軸

で適用した場合を例に説明する．そして 3.2 節では，周波

上の任意のサンプル点，wt は消費電力値 w の平均，h はハ

数領域での階層的電力解析の適用方法について説明する．

ミング距離 h の平均である．そして，このピアソンの相関
係数 ρ を最大とする鍵の予測値を正解として推定する．
D


3.1 階層的電力解析手法
3.1.1 概要

(wi,t − wt )(hi − h)

ρt =  i=1
D
D


 (w − w )2
(hi − h)2
i,t
t
i=1

階層的電力解析の概要を図 6 に示す．図 6 に示すよう

(4)

i=1

に，階層的電力解析は 1 段階目の電力解析と 2 段階目の
電力解析で構成する．1 段階目の電力解析では，暗号文生
成部分を対象として，オフセット値を解析する．このオフ
セット値の解析では，既知の暗号文と消費電力波形のペア

3. 提案手法

を D1 個使用して，電力解析を行う．
次に，2 段階目の電力解析では，1 段階目の電力解析を

提案手法では，Minalpher のオフセット値生成部分を

D2 回行い，D2 個のオフセット値を取得する．そして，D2

対象として電力解析を行う．なぜなら，Minalpher はオフ

個の消費電力波形とオフセット値のペアを使用して，オフ

セット値生成部分で秘密鍵を用いた処理を行っているから

セット値生成部分に対して電力解析を行い，秘密鍵 K を

である．この電力解析では，複数のオフセット値を利用し

推定する．

て秘密鍵を推定する．しかし，Minalpher の暗号アルゴリ

3.1.2 1 段階目の電力解析手法

ズムの構成上，オフセット値は外部に出力されない．すな

まず，1 段階目の電力解析について図 7 を用いて説明す

わち，攻撃者はオフセット値を直接取得することができな

る．1 段階目の電力解析は Minalpher の暗号文生成部分を

い．そこで提案手法では，オフセット値を推定するための

対象とする．そして，図 7 に示すように P 関数の 17.5 ラ

電力解析を導入する．すなわち，2 段階での階層的電力解

ウンド目を対象として CPA をベースとした解析を行う．

析を行う．

具体的には，17 ラウンド目計算終了後の暗号中間値 x を計

一方で，これまでに電力解析の研究では，AES を対象

算する．この計算は既知の暗号文 C [1] とオフセット値 ϕ1

に，時間領域ではなく周波数領域で電力解析を行うことで，

の予測値を利用して，式 (5) を用いて行う．ここで，S( )

解析効率が向上することが報告されている [10], [11], [12]．

は S 関数による処理（表 1 を用いた置換処理）を，T ( ) は

そこで提案手法では，周波数領域で階層的電力解析を適用

T 関数による処理（表 2 を用いた転置処理）を表している．

する．周波数領域で解析を行うことで，時間軸上での位相
ずれ誤差による影響などを抑え，高効率な解析を実現する．

c 2017 Information Processing Society of Japan
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図 8 2 段階目の電力解析手法

1 段階目の電力解析手法

Fig. 8 Power analysis in the second stage.

Fig. 7 Power analysis in the ﬁrst stage.

また，S( )，T ( ) はそれぞれ 4 bit 単位で計算を行うことが
できる．したがって，オフセット値の予測値には 24 = 16 通
りの候補を試す．そして，式 (6) より暗号中間値 x と暗号文

C [1] とのハミング距離 h を計算する．ここで，HD(X, Y )
は 2 つの値 X と Y のハミング距離を計算する関数である．

h = HD(x, C[1])

(6)

オフセット値の推定では，ハミング距離 h と消費電力値

w のピアソンの相関係数 ρ を式 (4) より計算する．そして，

図 9

ピアソンの相関係数 ρ を最大とするオフセット値 ϕ1 の予

L の計算

Fig. 9 Calculation of L.

測値を正解値として推定する．また，オフセット値の導出
に関して，すべてのオフセット値である 256 bit の値では
なく，秘密鍵 K に関連する部分である 128 bit の値のみを
導出する．

3.1.3 2 段階目の電力解析手法

ミング距離 h を算出する．

x = S(T (L ⊕ K))

(7)

秘密鍵 K の推定では，1 段階目の電力解析と同様にし

次に，2 段階目の電力解析について図 8 を用いて説明す

て，算出したハミング距離 h と消費電力値 w とのピアソン

る．2 段階目の電力解析は Minalpher のオフセット値生成

の相関係数 ρ を式 (4) より計算する．そして，ピアソンの

部分を対象とする．図 8 に示すように，1 段階目の電力解

相関係数 ρ を最大とする秘密鍵 K の予測値を正解鍵とし

析と同様にして，P 関数の 17.5 ラウンド目を対象とする．

て推定する．

したがって，17 ラウンド目計算終了後の暗号中間値 x と L

以上より，D1 個のデータによる 1 段階目の電力解析を

とのハミング距離を計算する．このとき，L は 1 段階目の

D2 回，D2 個のデータによる 2 段階目の電力解析を 1 回

電力解析で推定したオフセット値 ϕ1 を利用して計算する．

実行することで，秘密鍵 K のすべてを推定することがで

L の計算方法を図 9 に示す．図 9 に示す処理により，オ

きる．

フセット値 ϕ1 から秘密鍵 K に関連する 128 bit 分の L の
値を計算することができる．また，この 1 段階目の電力解

3.2 周波数領域での階層的電力解析手法

析は 2 段階目の電力解析で使用するデータ数である D2 回

提案手法では，周波数領域で階層的電力解析を行うこと

分行う．そして，対象とする暗号中間値は L と秘密鍵 K

で，解析効率を向上させる．周波数領域での階層的電力解

の予測値を用いて，式 (7) で計算する．また，式 (7) の計

析の概要を図 10 に示す．図 10 に示すように解析では，

算は 4 bit 単位で行う．そして，暗号中間値 x と L とのハ

消費電力波形ではなく，消費電力波形を離散フーリエ変換

c 2017 Information Processing Society of Japan
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して取得したパワースペクトル波形を使用する．このパ

利用する．この計算式を式 (8) に示す．

ワースペクトル波形の取得方法を図 11 に示す．図 11 に

D


示すように，時間領域での階層的電力解析で解析対象とし
ていた範囲の消費電力値を，離散フーリエ変換することで
パワースペクトル波形を算出する．
そして，導出したハミング距離 h と算出したパワースペ
クトル s とのピアソンの相関係数 ρ を求める．ピアソンの
相関係数 ρ の計算では，時間領域では消費電力値 w を用い
ていたのに対して，周波数領域ではパワースペクトル s を

(si,f − sf )(hi − h)

i=1

ρf = 
D

 (s

i,f

i=1

D

− sf ) 2
(hi − h)2

(8)

i=1

ここで，f は任意の周波数帯，sf はパワースペクトル s の
平均値である．
最後に，解析ではピアソンの相関係数 ρ を最大とするオ
フセット値や秘密鍵の予測値を正解として推定する．

4. 評価実験
評価実験では，提案手法の有効性を検証するために実機
を用いて評価する．まず 4.1 節では，実験環境について述
べる．そして，4.2 節では実験結果，4.3 節では考察につい
て述べる．

4.1 実験環境
評価実験は，図 12 と表 3 に示す環境で実施した．評価

図 10 周波数領域での階層的電力解析手法

Fig. 10 Hierarchical power analysis in frequency domain.

図 12 評価システム

Fig. 12 Evaluation system.
表 3 実験環境

Table 3 Experimental Environment.

図 11 パワースペクトル波形の算出方法

Fig. 11 Power spectrum waveform generation method.
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図 13 実験結果（1 段階目の電力解析）

図 14 実験結果（2 段階目の電力解析）

Fig. 13 Experimental result in the ﬁrst stage.

Fig. 14 Experimental result in the second stage.

ボードにはサイドチャネル攻撃標準評価ボード SASEBO-

GII [20] を使用した．そして，SASEBO-GII 上の FPGA

表 4

処理時間の比較

Table 4 Comparison of analytical time.

Virtex-5 に Minalpher を FPGA 実装した．ナンスや平文，
秘密鍵は，PC 上で乱数により生成したものを使用した．
また，この乱数は MATLAB の randi 関数（整数の一様分
布の疑似乱数）を用いて生成した．本実験で使用する秘密
鍵は乱数で生成したものを使用しており，その安全性は計
算量的に保障されている．また測定した消費電力波形は，
暗号 LSI の消費電流を 1 [Ω] のシャント抵抗により測定し

使用した．図 14 の縦軸は解析に成功した秘密鍵の bit 数

た電圧波形である．

を表している．図 14 より 3,000 波形を用いることで，すべ
ての秘密鍵の解析に成功していることが分かる．したがっ

4.2 実験結果
評価実験において，まず 4.1 節で述べた環境で予備実験

て，2 段階目の電力解析は成功しており，提案手法の有効
性が確認できる．

を行った．予備実験の詳細については，4.3 節の考察で述

最後に，解析に必要な処理時間を表 4 に示す．表 4 は 1

べる．この予備実験では，10,000 波形のデータを使用し

段階目の電力解析と 2 段階目の電力解析の実行にかかった

て 1 段階目の電力解析と 2 段階目の電力解析をそれぞれ周

処理時間を示している．また，1 段階目の電力解析と 2 段

波数領域で行った．そして，正解と不正解における相関係

階目の電力解析は，それぞれ 3,000 波形で解析に成功して

数を算出した．その結果，1 段階目の電力解析においては

いるため，3,000 波形を用いて解析を行った場合の結果を

4–14 MHz 帯に，2 段階目の電力解析においては 3–20 MHz

示している．表 4 より，1 段階目の電力解析は 1,230 [sec]，

帯に高い相関が観測された．

2 段階目の電力解析では 1,150 [sec] で解析が可能であるこ

まず，1 段階目の電力解析の結果を図 13 に示す．この

とが分かる．

実験では，暗号文生成部分を対象に 1 段階目の電力解析を
行い，オフセット値を推定した．また，実験は周波数領域

4.3 考察

で電力解析を行い，解析には予備実験で高い相関が得られ

ここでは，周波数領域での電力解析の有効性について検

た 4–14 MHz 帯の値を使用した．図 13 の横軸は解析に使

証する．この検証では，周波数領域と時間領域でそれぞれ

用した波形データの数を，縦軸は解析に成功したオフセッ

電力解析を行い，その解析結果を比較した．比較結果を

ト値の bit 数を表している．図 13 より 3,000 波形を用い

図 15 と図 16 に示す．図 15 と図 16 はそれぞれ，1 段階

ることで，すべてのオフセット値の推定に成功しているこ

目の電力解析と 2 段階目の電力解析の結果を示している．

とが分かる．したがって，1 段階目の電力解析が有効であ
ることが分かる．
次に，2 段階目の電力解析の結果を図 14 に示す．この

図 15 より，1 段階目の電力解析において，周波数領域で
は 3,000 波形でオフセット値の解析に成功しているのに対
して，時間領域では解析に 5,000 波形のデータを使用して

実験では，オフセット値生成部分を対象に 2 段階目の電力

いることが分かる．また図 16 より，2 段階目の電力解析

解析を行い，秘密鍵を解析した．このとき，実験の簡単化

において，周波数領域では 3,000 波形で秘密鍵の解析に成

のため，解析に使用するオフセット値は既知の値として取

功しているのに対して，時間領域では解析に 4,000 波形の

り扱う．また，実験では周波数領域で電力解析を行い，解

データを使用していることが分かる．したがって，解析に

析には予備実験で高い相関が得られた 3–20 MHz 帯の値を

必要な波形数が減少し解析効率が向上していることから，
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図 15 周波数領域と時間領域での解析結果の比較（1 段階目の電力
解析）

Fig. 15 Comparison of frequency domain and time domain in
the ﬁrst stage.
図 18 相関係数の比較（2 段階目の電力解析）

Fig. 18 Comparison of correlation coeﬃcient in the second
stage.

図 16 周波数領域と時間領域での解析結果の比較（2 段階目の電力
解析）

Fig. 16 Comparison of frequency domain and time domain in
the second stage.
図 19 周波数帯域の違いによる解析結果（1 段階目の電力解析）

Fig. 19 Comparison results in the diﬀerent frequency band in
the ﬁrst stage.

る．図 17 と図 18 に示すように，低周波数帯域において，
正解の値で相関係数のピークが表れていることが分かる．
特に，図 17 では 4–14 MHz の周波数帯域で，図 18 では

3–20 MHz の周波数帯域で相関係数が高くなっていること
が確認できる．
最後に，解析に使用する周波数帯域の違いによる解析結
果への影響について検証した．比較結果を図 19 と図 20
に示す．図 19 と図 20 はそれぞれ，1 段階目の電力解析と

2 段階目の電力解析における比較結果を示している．また
図 17 相関係数の比較（1 段階目の電力解析）

Fig. 17 Comparison of correlation coeﬃcient in the ﬁrst stage.

図 19 は，1 段階目の電力解析において 4–14 MHz 帯で高い
相関が表れたことから，周波数帯域をそれぞれ 0–4 MHz，

4–14 MHz，14–200 MHz，0–200 MHz と変化させて実験を
周波数領域での電力解析は有効であると考えられる．

行った．図 19 に示すように，4–14 MHz 帯と 0–200 MHz

次に，正解の値と不正解の値における相関係数につい

帯を用いた解析では，3,000 波形でオフセット値の解析に成

て比較した．比較結果をそれぞれ図 17 と図 18 に示す．

功した．一方で，4–14 MHz 帯と 0–200 MHz 帯以外の周波

図 17 と図 18 はそれぞれ，1 段階目の電力解析と 2 段階目

数帯域では，3,000 波形を用いた場合でもオフセット値をす

の電力解析における比較結果を示している．また，図 17

べて解析することはできなかった．また，波形数が 3,000

と図 18 の横軸は周波数を，縦軸は相関係数を表してい

波形よりも少ない場合において，4–14 MHz 帯を用いた解
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し，Minalpher の耐タンパ性を検証した．
今後は，より詳細な Minalpher の耐タンパ検証を行うた
めに，他のサイドチャネル攻撃の 1 つである電磁波解析に
も提案手法を適用する予定である．
謝辞 本研究の一部は，JSPS 科研費 16KT0188 の助成
を受けたものである．
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