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背景、課題と目標
背景
 ユーザが遠隔に位置する計算ノードにプログラム(Network
Function)の実行を依頼するサービスへの期待
• 例) Named Data NetworkingにおけるNetwork Function: NFaaS[1]

課題
 遠隔の計算ノードが信頼できない場合
• 要求したプログラムを正しく実行しない
• 正しく実行したとしても、正しくない結果を返送

目標
 ユーザが取得した実行結果が依頼したプログラムを正しく
実行した結果かどうか検証する方法を設計
[1] M. Król and I. Psaras, “NFaas: Named function as a service,” in Proceedings of ACM ICN, Sep. 2017.
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検証の課題とアプローチ
実行結果検証の課題
1. 計算ノードに依頼したプログラムが正しく実行されたこと
を検証する手法(Remote Attestation)は検討されている
が、返送された実行結果を依頼した計算ノードが生成し
たかどうかを検証する手法は検討されていない
2. プログラムが複数のサブプログラムに分割され、複数の
計算ノードで実行される場合の検証手法が検討されて
いない

アプローチ
1. プログラムの実行と実行結果の双方を検証
2. 他の計算ノードにサブプログラムの実行を要求する実行
形態をサポート
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計算モデル
 プログラムの実行を依頼するノード (要求ノード: 𝑅𝑁𝑃 ) はプロ
グラムを実行するノード (計算ノード: 𝐶𝑁𝑃 ) へプログラム P
の実行を依頼
 𝐶𝑁𝑃 は P を実行し、 𝑅𝑁𝑃 へ 実行結果 (𝑅𝑃 ) を返送
 P が複数のプログラム {𝑃1 , … , 𝑃𝑛 } を含む場合、 𝐶𝑁𝑃 は {𝑃1 , … , 𝑃𝑛 } を
他の計算ノード (𝐶𝑁(𝑃1 ,…,𝑃𝑛 ) ) へデリゲート可
• このとき、 𝐶𝑁𝑃 は 𝑅𝑁(𝑃1,…,𝑃𝑛) となる
• 𝐶𝑁(𝑃1,…,𝑃𝑛) は {𝑃1 , … , 𝑃𝑛 } を実行し、 𝑅𝑁𝑃1,…,𝑃𝑛 へ実行結果 (𝑅𝑃1,…,𝑃𝑛 ) を
返送

𝑃 の依頼
𝑹𝑵𝑷
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𝑃1 , ・・・, 𝑃𝑛 の依頼

𝑅𝑃 の返送
𝑅𝑃1 , ・・・, 𝑅𝑃𝑛 の返送
𝑪𝑵𝑷, 𝑹𝑵(𝑷𝟏, ・・・, 𝑷𝒏)
𝑪𝑵(𝑷𝟏, ・・・,

𝑷𝒏 )
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脅威モデル
 信頼されていない計算ノード
① 依頼を受けたプログラムを正しく実行しない
• 依頼とは異なるプログラムを実行
• そもそも依頼を受けたプログラムを実行しない
• 依頼とは異なるプログラムをデリゲート

② 依頼を受けたプログラムを正しく実行しても、その実行結果を返
送しない
・依頼とは異なるプログラムを実行
脅威 1:・依頼を受けたプログラムを実行しない
・依頼とは異なるプログラムをデリゲート

𝑃 の依頼
𝑹𝑵𝑷

𝑃1, ・・・, 𝑃𝑛 の依頼

𝑅𝑃 の返送
𝑅𝑃1 , ・・・, 𝑅𝑃𝑛 の返送
𝑪𝑵𝑷 , 𝑹𝑵(𝑷𝟏, ・・・, 𝑷𝒏)
𝑪𝑵(𝑷𝟏, ・・・,

𝑷𝒏 )

脅威 2: 実行結果を返送しない
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対策
 各要求ノードは対応する計算ノードに対して、以下を検証
① 計算ノードが実行したすべてのプログラム(要求ノードが依頼したプ
ログラムも含む)が信頼できるプログラムであったかどうか
• Remote Attestation で実現
• 信頼できるプログラム: 信頼できる第三者によってハッシュ値が公開され
たプログラム

② 依頼したプログラムの実行結果を返送したかどうか
• 署名で実現

 プログラムをデリゲートした計算ノードは、上記の検証に成功し
た場合のみ返送された実行結果をプログラムの実行に用いる
𝑹𝑵𝑷-𝑪𝑵𝑷 間で検証

𝑹𝑵𝑷
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𝑹𝑵(𝑷𝟏, ・・・,

𝑷𝒏 ) -𝑪𝑵(𝑷𝟏 ,

・・・,

𝑷𝒏 )

間で

検証

𝑪𝑵𝑷 , 𝑹𝑵(𝑷𝟏, ・・・,

𝑷𝒏 )

𝑪𝑵(𝑷𝟏, ・・・,

𝑷𝒏 )
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Remote Attestation: 概要
 遠隔に位置するノード上で実行されたすべてのプログラムが
信頼できるプログラムかどうか検証する方式
 実行された: ロードされて実行が開始された

 プロトコル
 検証ノードは被検証ノードに対して実行したプログラムの検証を依頼
 被検証ノードは、実行されたプログラムに関する検証情報を返送
 検証ノードは返送された検証情報と信頼できる検証情報を比較
• 信頼できる検証情報: 信頼できるプログラムのハッシュ値

検証ノード

被検証ノード
検証の依頼
検証情報の返送

信頼できる検証情報との比較
2019/12/24
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Remote Attestation: 脅威モデル
 被検証ノードは信頼されていないプログラムを実行している
場合、それを隠蔽するために偽の検証情報を送信
C’
B
A

例) A, B, C は信頼できるプログラム、C’ は信頼できないプログラムとし、
被検証ノードは A → B → C’の順でプログラムを実行したとする
被検証ノード

■ Remote Attestation の目標は、被検証ノード上で A→B→ C’ が実行されたことを検証すること
被検証ノードは A→B→ C’ に関する検証情報を送信し、検証ノードは信頼できる検証情報と返送された検証情報を比較

C’
B
A

A→B→ C’

検証ノード

被検証ノード

比較
A→B→ C’
検証ノード

信頼できる
検証情報

■ 脅威は、被検証ノードが偽の検証情報 A→B→ C を送信すること
被検証ノードは A→B→ C’ に関する検証情報ではなく、 A→B→ C に関する検証情報を送信

C’
B
A

A→B→ C

検証ノード
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被検証ノード

比較
A→B→ C
検証ノード

信頼できる
検証情報
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Remote Attestation: 攻撃方法、対策と実現例
 具体的な攻撃方法
1)
2)

実行したプログラムとは異なる検証情報を生成し、検証ノードへ送信
以前の検証に使用した検証情報を検証ノードへ送信

 攻撃方法に対する対策
1) 実行したプログラムに関する検証情報を後から書き換えできない方
法で生成
2) Nonce を用いて検証
• 検証ノードは Nonce を送信し、被検証ノードは返送する検証情報の中に
Nonce を含める

 実現例
 TPM Based Remote Attestation (TBRA)[2] を用いて攻撃方法に対す
る対策1)を実現
• プログラムを実行する前に、そのプログラムの検証情報を TPM へ記録
– TPM: マザーボードに搭載された耐タンパ性を持つセキュリティチップ

・耐タンパ性: 内部にある秘密情報の解析や情報の改竄が困難である性質
[2] B. Parno, et al. Bootstrapping trust in commodity computers. In IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P), 2010.
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9

TBRA (1/3)
ノード構成と信頼の仮定
 TPM を含めたハードウェアは信頼できる
• (仮定) Hardware はロードしたプログラムを正しく実行
• (仮定) TPM は仕様通りに動作

 ソフトウェアは BIOS のみ信頼できる
• BIOS → Bootloader → OS → Application の順で実行
• (仮定) BIOS は書き換え不可
Application
OS
Bootloader
BIOS

被検証ノード

Hardware TPM

: 信頼できる領域
2019/12/24
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TBRA (2/3)
 検証情報の生成方法
 現在実行しているプログラムが次に実行するプログラムの検証情報をハッシュチェーンと
して TPM に記録 (攻撃方法に対する対策1))
• ハッシュチェーン: 実行したすべてのプログラムのハッシュ値を要素とする一つのハッシュ値

<手順>
1.

BIOS が自身のプログラムに関するハッシュ値 (𝑀𝐵𝐼𝑂𝑆)
を計算し、TPM のレジスタ (PCR) にハッシュチェーンを
生成するコマンド 𝑃𝐶𝑅Extend (𝑉𝑃𝐶𝑅 , 𝑀𝐵𝐼𝑂𝑆) を実行
 𝑃𝐶𝑅Extend (𝑉𝑃𝐶𝑅 , 𝑀) :𝑉𝑃𝐶𝑅 ← 𝐻(𝑉𝑃𝐶𝑅 ||𝑀)
•

2.
3.
4.
5.
6.
7.

𝐻: ハッシュ関数, 𝑉𝑃𝐶𝑅 : PCR の値 (初期値 0) ,
ムのハッシュ値, || : 連結

𝑀 : プログラ

BIOS は Bootloader に関するハッシュ値 (𝑀𝐵𝑜𝑜𝑡𝑙𝑜𝑎𝑑𝑒𝑟 )
を計算し、 𝑃𝐶𝑅Extend (𝑉𝑃𝐶𝑅 , 𝑀𝐵𝑜𝑜𝑡𝑙𝑜𝑎𝑑𝑒𝑟 ) を実行
BIOS は Bootloader へ制御を渡し、起動
Bootloader は OS に関するハッシュ値 (𝑀𝑂𝑆 ) を計算し、
𝑃𝐶𝑅Extend (𝑉𝑃𝐶𝑅 ,𝑀𝑂𝑆 ) を実行
Bootloader は OS へ制御を渡し、起動
OS は Application に関するハッシュ値 (𝑀𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) を
計算し、 𝑃𝐶𝑅Extend (𝑉𝑃𝐶𝑅 ,𝑀𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ) を実行

6.
, 𝑀OS
2. 𝑃𝐶𝑅Extend
)
1.
𝐵𝑜𝑜𝑡𝑙𝑜𝑎𝑑𝑒𝑟
4.
𝑃𝐶𝑅Extend (𝑉
(𝑉𝑃𝐶𝑅
) )
𝐵𝐼𝑂𝑆
𝑃𝐶𝑅 , 𝑀𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
7.

5.
3.

被検証ノード

Application
OS
Boot loader
BIOS
87C・・・
A14・・・
34E・・・
Hardware D88・・・
TPM

OS は Application へ制御を渡し、起動
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TBRA (3/3)
 署名方法
 検証情報 (𝑉𝑃𝐶𝑅 ) と、Nonce をまとめて署名し、返送
• 署名鍵は、TPM に格納されており外部に漏れない
• 署名鍵は、製造時に信頼できる TPM のベンダーによって TPM に埋め
込まれ、証明書が発行されている
Nonce
検証情報
検証ノード

署名

被検証ノード

 検証方法
 (仮定) 被検証ノードの TPM で用いる署名鍵の証明書を持っている
 (仮定) 予め信頼できる検証情報からハッシュチェーンを生成
• 署名の検証
• 検証情報と生成したハッシュチェーンの値を比較
2019/12/24
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提案する検証手法の概要 (1/2)
 検証ノード = 要求ノード、 被検証ノード = 計算ノード とする
 対策の実現方法: TBRA の拡張
 対策①
• 計算ノード上で、ノード起動後から依頼したプログラムまでに実行されたす
べてのプログラムが信頼できるかどうか TBRA を用いて検証

 対策②
• 実行結果が対策①の検証に成功した計算ノードから返送されたことを検証

 計算ノードの動作
 依頼したプログラムを含めたすべての実行したプログラムの検証情報を
TBRA と同様に生成し、プログラムを実行
 生成した検証情報とプログラムの実行結果をまとめて署名
 依頼されたプログラムの実行結果、検証情報、署名を要求ノードへ送信
実行結果
検証情報
2019/12/24

要求ノード

署名

計算ノード
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提案する検証手法の概要 (2/2)
 要求ノードの動作
 予め信頼できるプログラムのハッシュチェーンを生成
• 要素: 信頼できる検証情報 + 自身が依頼するプログラムのハッシュ値

 署名の検証
• 計算ノードから返送された検証情報と署名が対応していることを確認

 要求ノードは検証情報と信頼できるプログラムのハッシュチェーンを比較
• 計算ノードで実行されたすべてのプログラムが信頼できるプログラムである
ことを確認 (対策①)
• さらに依頼したプログラムが実行されたことを確認 (対策②)
信頼できるプログラムの
ハッシュ値

実行結果

依頼するプログラムの
ハッシュ値

比較
検証情報

検証情報

信頼できるプログラムの
ハッシュチェーン

2019/12/24
要求ノード

信頼できるプログラムの
ハッシュチェーン

署名

要求ノード

要求ノード
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検証情報の生成(1/2)
 計算ノードのノード構成
 Hypervisor ベースの VM を想定
• 検証情報は
BIOS→Bootloader→Hypervisor→VM→P

 計算ノードの信頼の仮定

P
VM
Hypervisor
Boot loader
BIOS
Hardware TPM

 TPM も含めた Hardware および BIOS は信頼できる
• (仮定) TPM は仕様通りに動作
• (仮定) Hardware はロードしたプログラムを正しく実行
• (仮定) BIOS は書き換え不可

 信頼できる Hypervisor が実行されている場合、各 VM から
Hypervisor と他の VM にアクセス不可
• Hypervisor によって各 VM は完全に分離
– 依頼を受けたプログラムが動作する VM のみ検証

2019/12/24
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検証情報の生成(2/2)
 Hypervisor 起動までは、TBRA と同様に検証情報を生成
 VM およびプログラム P は Hypervisor のプロセスとして実行
される仮想的な TPM (vTPM[3]) へ検証情報を生成
 VM は任意の数を実行できるが、PCR の数は限られているため
1. Hypervisor は VM に関するハッシュ値 𝑀𝑉𝑀 を計算し、
𝑃𝐶𝑅Extend (𝑉𝑣𝑃𝐶𝑅 , 𝑀𝑉𝑀 ) を実行
 𝑃𝐶𝑅Extend (𝑉𝑣𝑃𝐶𝑅 , 𝑀) : 𝑉 ← 𝐻(𝑉𝑣𝑃𝐶𝑅 ||𝑀)
• 𝑉𝑣𝑃𝐶𝑅 : vTPM のレジスタ (𝑣𝑃𝐶𝑅) の値 (初期値 0)

2. Hypervisor は VM へ制御を渡し、起動
3. VM は P に関するハッシュ値 𝑀𝑃 を計算して 𝑃𝐶𝑅Extend (𝑉𝑣𝑃𝐶𝑅 ,𝑀𝑃 ) を実行
4. VM は P へ制御を渡し、起動
4.
2.

P
VM

3. 𝑃𝐶𝑅Extend (𝑉𝑣𝑃𝐶𝑅 , 𝑀𝑃 )

53C・・・
46F・・・

Hypervisor vTPM

Hardware D88・・・
TPM

1. 𝑃𝐶𝑅Extend (𝑉𝑣𝑃𝐶𝑅 , 𝑀𝑉𝑀 )

2019/12/24
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[3] S. Berger, et al. “vTPM: Virtualizing the trusted platform module,” in Proceedings of USENIX Security Symposium, Aug. 2006.

プロトコル手順





(1) 𝑅𝑁𝑃 はプログラム 𝑃 を 𝐶𝑁𝑃 に依頼
(2) 𝐶𝑁𝑃 は VM および P に関する検証情報を生成
(3) 𝐶𝑁𝑃 は 𝑃 を実行して 𝑅𝑃 を取得
(4) 𝐶𝑁𝑃 は TPM 上で 𝑅𝑃 , 𝑉𝑃𝐶𝑅 , 𝑉𝑣𝑃𝐶𝑅 に対して署名
𝑆𝑖𝑔𝑛 𝑇𝑠𝑘 (𝑅𝑃 , 𝑉𝑃𝐶𝑅 , 𝑉𝑣𝑃𝐶𝑅 ) を実行
 𝑆𝑖𝑔𝑛 𝑇𝑠𝑘 () : TPM の署名鍵 𝑇𝑠𝑘 による署名

 (5) 𝐶𝑁𝑃 は 𝑅𝑁𝑃 へ 𝑅𝑃 , 𝑉𝑃𝐶𝑅 , 𝑉𝑣𝑃𝐶𝑅 , 𝑆𝑖𝑔𝑛 𝑇𝑠𝑘 (𝑅𝑃 , 𝑉𝑃𝐶𝑅 , 𝑉𝑣𝑃𝐶𝑅 ) を返
送
2) VM と P の検証情報
を生成して実行を開始

1) 𝑷 の実行依頼

3) 実行結果 𝑅𝑃 を得る
P
VM
46F・・・

Hypervisor vTPM

𝑅𝑁𝑃
2019/12/24

5) Return
𝐶𝑁𝑃 Hardware D88・・・
𝑅𝑃 , 𝑉𝑃𝐶𝑅 , 𝑉𝑣𝑃𝐶𝑅 ,
TPM
𝑆𝑖𝑔𝑛𝑇𝑠𝑘 (𝑅𝑃 , 𝑉𝑃𝐶𝑅 , 𝑉𝑣𝑃𝐶𝑅 )
4) 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑇𝑠𝑘 (𝑅𝑃 , 𝑉𝑃𝐶𝑅 , 𝑉𝑣𝑃𝐶𝑅 ) を生成
Z17

将来適用可能なアプリケーション
互いに通信を行うノードが潜在的に信頼できない環
境を想定したアプリケーション
例1: 自動運転などの IoT デバイス同士でデータをやりとり
するアプリケーション
例2: クラウドセンシングサービス
• IoTデバイスや個人のスマートフォンから収集したセンサーデータ
を用いたサービス

 信頼できないノードから送信されるあらゆるデータ (実行
結果) を検証することが可能
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まとめ
計算ノードのプログラム実行に関する検証を
Remote Attestation を拡張して実現
 Remote Attestation によって、計算ノードが実行したすべ
てのプログラムが信頼できるか検証可能

 プログラムの実行結果と実行したプログラムに関する検
証情報を紐づけることで、実行結果を生成した計算ノード
が分かる
 計算ノードが実行したすべてのプログラムが信頼でき、依
頼したプログラムを実行している場合、返送されたプログ
ラムが依頼したプログラムであるとみなす
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