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コールドブート攻撃対策のためのキャッシュ暗号化とディスク暗号化の統合

1 はじめに
スマートフォンやタブレットの普及にともない、端末の盗
難による情報漏洩のリスクが高まっている。そこで、Android
ではディスク暗号化の機能を提供し、ディスクからの情報漏
洩を防いでいる。一方、近年では、端末のメモリから強制的
に情報を盗み出すコールドブート攻撃が脅威になっている。

図 1 Cache-Crypt におけるファイルの読み書き
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書き込み時の暗号

化・復号化のデータ量

図 4 読み込み時の暗号
化・復号化のデータ量

図 2 Cache-Crypt+ におけるファイルの読み書き

Crypt+ では 512 バイトのセクタ単位で暗号化を行う。また、
暗号アルゴリズムの初期ベクトルにセクタ番号を用いる。

3.1

ファイルの読み込み

Cache-Crypt+ では、図 2 上のようにディスクからの読み込
み時には dm-crypt での復号化を行わず、暗号化されたままの

図5

状態でページキャッシュに読み込む。その際に、後で Cache-

ファイルの読み書き性能

Crypt+ が復号化を行うために必要となる情報をページキャッ
シュに登録しておく。この情報には暗号鍵やセクタ番号など
が含まれる。アプリがそのデータを読み込む時には、ページ
キャッシュに登録された情報を用いて復号を行う。復号した

場合だけ復号処理を行う。

4 実験

データをアプリのバッファにコピーし、その後で再度ページ
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リ、457GB の HDD を搭載したマシンを用い、Linux 3.4.112

3.2

ファイルへの書き込み

を動作させた。
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Cache-Crypt+ が dm-crypt と同じ暗号処理を行えるよう
にするために、書き込みに先立って暗号鍵やセクタ番号など
の情報をページキャッシュに登録する。これは、書き込み時に
ページキャッシュを確保し、ディスク上の領域を割り当てる際

すように、Cache-Crypt+ は Cache-Crypt よりも書き込みで
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5 まとめ

に行う。この登録は dm-crypt を用いて暗号化されたディスク

本研究では、Cache-Crypt によるキャッシュ暗号化と dm-

に書き込む場合にのみ行う。dm-crypt で暗号化されているか

crypt によるディスク暗号化を統合することで暗号化・復

どうかを判別するために、まず、書き込み先がデバイスマッパ

号化のオーバーヘッドを減らす Cache-Crypt+ を提案した。

のデバイスかどうかを判定する。次に、デバイスマッパ・テー

Cache-Crypt+ ではアプリとページキャッシュの間でのみ暗

ブルを調べて dm-crypt であるかどうかの判定を行う。

号化・復号化を行い、ディスクとページキャッシュの間では暗

3.3

ページキャッシュの状態管理

Linux はページキャッシュを 4KB 単位で管理しているが、
Cache-Crypt+ での暗号化は 512 バイト単位で行われる。そ
のため、ページキャッシュの状態を 512 バイトのセクタ単位
で管理し、それぞれについて暗号化されているかどうかを記録

号化データをそのまま扱う。今後の課題は、Cache-Crypt の
遅延暗号化を Cache-Crypt+ に組み込むことや、Android 端
末を用いて Cache-Crypt+ の性能評価を行うことである。
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