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あらまし

本研究では，局所差分プライバシにおけるプライバシ性の偽装の動機と偽装が行われることによる影響，

信頼できない２者間におけるデータの受け渡しの中で，送信者から主張されるプライバシ性の検証を行うための方法
についての提案を行う．TEE(Trusted Execution Environment) の実装の１つである Intel SGX を用いた方法によっ
て，プライバシ保護のためにノイズを付加する摂動プロセスの完全性を検証する方法を提案する．実験では，SGX を
用いてシステムの実装を行い定性的な評価を行うことで，本手法によって，信頼できない対象から得られたデータの
プライバシ性の検証が可能であることを示す．
キーワード Local Diﬀerential Privacy, Secure Hardware, Verifiable Computation
ケーションがいくつかの企業からすでにローンチされている．

1 はじめに
差分プライバシ [12] は機密性の高い情報を大量に収集して，
データのプライバシを保護しつつテーブル上の統計情報を公開
するための厳密なプライバシの定義であり，標準的な技術にな
りつつある．従来の差分プライバシは主に静的なデータベース
のレコードに対する集約関数を対象にして定義されている．出
力に適切な大きさのノイズを付加することで，データベース内
の秘匿レコードに対してプライバシを保護している．典型的な
差分プライバシにおける信頼モデルは主に，個人情報を提供す
るクライアント（提供者），個人情報を収集するサーバ（収集
者），サーバ内のレコードを元にして出力される統計情報を利
用するユーザ（利用者），という３者間におけるモデルであり，
信頼境界をサーバとユーザとの間に引いている．つまり，ユー
ザが信頼できない (malicious, untrusted) 対象として設定され
ているこれまでに差分プライバシを保証している統計的なアル
ゴリズムが数多く提案されている．[4] [13] [14] [23]．最近では，
より信頼モデルを厳しく定義した局所差分プライバシ (Local

Diﬀerential Privacy, LDP) [11] が提案されている．LDP にお
いては，個人情報を収集するサーバも信頼できない対象として
信頼モデルが設定されており，データを送信する前にクライア
ント側でランダム化してからサーバに送信している．また，よ
り新しいモデルとして，サーバ側から信頼できない malicious
なクライアントによるプライバシへの攻撃が注目されている．
我々の研究では，この malicious なクライアントの振る舞いに
注目する．
大量の個人から収集した個人情報を機械学習等に利用して知
見を得ることは現在の IT サービスべンダにおいて一般的であ
る．一方で，このことに対するプライバシの懸念は年々高まっ
ている．個人情報の生データを信頼できないサーバに提供する
ことに対するプライバシへの懸念から，LDP を用いたアプリ

Google Chrome ブラウザに実装された PROPPER [13]，IOS
の入力予測情報の収集 [1] などに対して、LDP に基づくプライ
バシ保護技術が導入されている．このような個人のデータ収集
における LDP の導入は今後もより多くのサービスに広がって
いくと見られる．また，情報市場や情報銀行等 [8] のモデルに
おいても，LDP と同様に提供者側でプライバシ保護を行って
から情報を市場に提供するモデルが提案されている．また，プ
ライバシと有用性のトレードオフを加味した個人情報のプライ
シングも議論されている [21]．

LDP は信頼できないサーバを仮定するモデルであるため，個
人情報のプライバシ性はデータの提供者であるクライアント側
がコントロールできることが望ましい．(以降，プライバシ性と
はプライバシの強さの度合いを表すパラメータのこととする．)

LDP はデータの所有者個々人がどの程度のプライバシを保護
するかを決定してプライバシ性を設定できる技術である．ここ
が従来の差分プライバシと本質的に異なっており，注目すべき
点である．我々はここで，個人情報の価値とプライバシ性のト
レードオフ [19] [16] に基づき，クライアント側にこの差分プラ
イバシのランダム性を利用したプライバシ性の偽装を行うモチ
ベーションが発生すると考える．例えば，1 − LDP と主張して
実際には 3 − LDP のランダム化を行っている場合，よりプラ
イバシ性は高くなるが，データの正確性は低下する．逆に言え
ば，嘘をついて低いプライバシ性を主張することでより大きな
価値を求めることができる．malicious なクライアントのデー
タの偽装は、収集者のデータの分布の推定に対する攻撃にもな
る [7] [6]．偽装されたプライバシ性によってデータが提供され
ることでサーバ側はデータの真の分布を正しく推定することが
困難になり，データの有用性が落ちる．また、有用性が落ちる
だけでなく、攻撃者がサーバ側の推定値をコントロールするこ
とが可能になる。しかし，LDP では，収集された各データはラ
ンダム性アルゴリズムによってランダム化されているために，

受け取ったデータからプライバシ性の偽装を判定することはで
きない．
そこで本研究では，LDP を用いたプライベートなデータの
収集において，malicious クライアントから収集するデータの
プライバシ性の検証を目的とする．クライアントはランダム化
されたデータと，そのデータが満たすプライバシ性をサーバ側
に送信する．その下で，特定のプライバシ性を満たしていると
主張されたランダム化されたデータに対して，そのデータを明
らかにすることなくプライバシ性をサーバ側で検証可能である
方法について議論する．つまり，プライベートなデータを送受
信する 1 つの通信プロトコル内で秘匿性と検証性を満たすシス
テムについて考える．
本論文においてはハードウェアやプロセッサレベルでのセ
キュリティを完備する Secure Hardware [30] を用いた手法を
考える．Trusted Execution Environment(TEE) [25] の実装の
１つである Intel Software Guard Extensions(SGX) [20] [9] の

Remote Attestation [15] を用いた方法を提案し，実験として提
案システムの実装 1・評価を行う．具体的には，SGX に LDP の
メカニズムの計算処理を委託することでプライバシ性の検証を
可能にする．その摂動プロセスの完全性を Remote Attestation
によってクライアント側から検証できるようにするというのが
本提案手法の要旨である．評価においてはプライバシ性と検証
可能性に加えて，TEE の設置対象についてサーバとクライア
ントの両者に対して検討を行う．加えて，今後の課題として，
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暗号・統計的手法などの，よりソフトウェア的な手法による課
題の実現について考察を与える．
この論文における貢献を以下に示す：
（1）差分プライバシに
おけるプライバシ性の検証の必要性を提起した（2）上記の必要
性について問題設定を行った（2）上記の問題に対して Secrue

Hardware を用いた解決策を提案し実装・評価を行った

に対してプライバシ性とデータの有用性のトレードオフに関す
る議論は行われている [19]．同様に，このトレードオフは差分
プライバシにおいても考慮される必要がある [16]．この価値基
準は，情報市場 [28] において重要な概念である．情報市場では，
個人情報を市場に出す際にランダム化してプライバシを保護

本論文の構成は以下の通りである．2 節では，本研究の背景

し，そのプライバシ性に応じて情報の価値が決定し価格づけさ

について述べる．3 節では，本研究に必要な事前知識について，

れ，情報の提供者はその対価を得ることになる．その際のプラ

4 節では，本研究における問題設定について 5 節では，提案手

イバシ性は個人情報の提供者が決定し，対価とプライバシーの

法とその実装・評価について述べる．6 節では，今後の課題と

トレードオフを自らが選択する事になる．このようなプライシ

よりソフトウェア的な解決方法についての検討について，7 節

ングはアプリケーションに依存せずに様々な状況に見られ，プ

では，まとめについて述べる．

2 研究背景

ライバシと反比例するインセンティブ設計がなされることが多
い．例えば，プライバシ性 ϵ に対して対価を Reward = c ×

1
√
ϵ

とするような設計にすると，プライバシ性が低いほど対価を下

本節では，差分プライバシの検証必要性について述べる．

げることになる．このように個人情報の提供者が自らプライバ

先に見た通り，差分プライバシの文脈において新たな信頼モ

シ性を決定してデータを提供する場合，データの提供者はプラ

デルが登場して malicious なクライアントの存在が議論の対象

イバシ性が低いと主張するほど高い対価・サービスを得られる

となっている．図 1 に，これまでのプライバシにおける典型的

ようになる．つまり，クライアントに LDP のプライバシ性を

な信頼モデルの変遷を示す．

偽装するインセンティブが働く．しかし LDP を満たすアルゴ

次に，malicious なクライアントの想定によって考えられる
いくつかの問題について見る．

リズムは非決定的であり，収集したデータを見るだけではその
データがクライアントが主張するメカニズムを通して本当に得
られたものなのかを判断することは一般にできない．よって差

2. 1 プライバシと有用性のトレードオフ
差分プライバシの概念が登場する以前から，データの匿名化

分プライバシの検証が必要となると考えられる．このタイプの
スキームでは，入力データの正しさは前提とする．入力データ
の正しさが保証されていないとこのようなスキームは成立しな

1：https://github.com/FumiyukiKato/verify-ldp

表 1 プライバシを偽装した際の Randomized Response の推定誤差

トに対してモデルの一部を提供することになるのでモデルに対

ϵ = 3 に偽造した割合 分布の推定値

して Poisoning Attack [3] 等の様々な攻撃が可能となる．また，

0

0.7500142

malicious なクライアントは送信するパラメータの差分をコン

0.1

0.7374262

トロールすることで，上のパラメータ偽装と同じく中央のモデ

0.3

0.7136567

0.5

0.6892408

ルを破壊することが可能である．ランダム化プロセスの検証に
止まらずに malicious なクライアントの行動の検証必要性が求

い．また，正しいデータを入力しないと適切なサービスを受け

められる．

られないため，クライアントは正しいデータ入力が前提である
ことなども考えられる．

3 前提知識

2. 2 プライバシ性の偽装攻撃

3. 1 局所差分プライバシ

LDP において，クライアントの一部が攻撃者となるもしくは

局所差分プライバシ (LDP) [11] は，従来の差分プライバシと

攻撃者に乗っ取られて入力データを任意に改変されてしまう場

は異なる．従来の差分プライバシは静的なレコードテーブルに

合，Randomized Response や Heavey Hitter などの典型的な

対する分析や統計情報の公開に焦点を当てている．アウトプッ

いくつかのアルゴリズムに対して脆弱性があることが Albert [7]

トをユーザに対して公開する際にランダム化メカニズムを適用

らによって示された．攻撃者は入力データと対応するパラメー

している．しかし，LDP はデータの収集時に適用される．デー

タの偽装を行うことでサーバが計算したい推定値をコントロー

タの提供者はデータを送信する前に自らの環境でランダム化メ

ルすることができる．そのため，ここからも差分プライバシの

カニズムをて適用し，ランダム化されたデータを収集者に対し

プライバシ性の検証が必要と言える．

て送信する．従来の差分プライバシでは提供者は収集者を信頼

一定の割合のクライアントがプライバシを偽装して情報を提

しているため生データを渡すが，LDP では収集者を信頼して

供した場合に有用性が落ちることは簡単な実験から確認するこ

いないため生データを直接渡すことはしない．これは，信頼境

とができる．ϵ − LDP を満たす LDP アルゴリズムの中で非

界をサーバとユーザの間に引くか，クライアントとサーバの間

常に簡単なものとして Randomized Response [31] がある．こ

に引くかという信頼モデルの違いとして解釈することができる

のメカニズムにおいては，以下のような distortion matrix に
従ってバイナリの出力をランダムに変えることで ϵ − LDP を

LDP のモデルは以下のように定義される．クライアントが
x ∈ X の秘匿データを持っているとする．X を秘匿データの定

保証する．

(
distortion matrix =

（図 1）．より厳しい信頼境界を引いていることが分かる．

eϵ
1+eϵ
1
1+eϵ

1
1+eϵ
eϵ
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)

義域とし，Y を出力データの定義域とする．各クライアントは

(1)

クライアントは事前に計算によって y = M (x) を得る．クライ

これに従い，もとの分布を下のように推定することができる．

λ(eϵ + 1) − 1
π(ϵ) =
eϵ − 1
λ : observed distribution
π : estimated distribution

自分の環境にランダム化メカニズム M : X −
→ Y を持っており，
アントはサーバに y を送信する．ここで，確率分布 P を用いて
定義 1. 任意の (x, x′ ) ∈ X , 任意の Y ∈ Y に対して

(2)

ϵ
′
P[M (x) ∈ Y ] <
= e · P[M (x ) ∈ Y ] + δ

(3)
(4)

を満たす時，メカニズム M は (ϵ, δ)-local diﬀerential privacy を
満たす．もし δ = 0 ならば M は ϵ-local diﬀerential privacy(ϵ-ldp)

設定としては，提供者は全員 1 − LDP を満たしていると主張

を満たす．

しており，一定の割合 (=r) の人間がプライバシ性を偽装して

3 − LDP を満たす Randomized Response を用いてランダム

一般に LDP モデルの定義は唯一ではなく，ユーザが複数い

化を行っている．真の分布が P (x = 1) = 0.75 であり，収集対

る場合や，より広い範囲のプロトコルで LDP を保証するよう

象者が 100 万である．結果は，表 1 のようになり，偽装者の割

な定義もありうる．モデルの定義の仕方は対象としているシナ

合が増えると推定値のズレも大きくなる．

リオや問題設定によって異なる．本研究では，２者間の１度の
通信におけるランダム化メカニズムの検証を対象にしているた

2. 3 そ の 他
Federated Learning [17] は中央のサーバで学習モデルを保持
しつつ，各クライアントのデバイスにそのモデルの一部をダウ

め，上のような典型的な定義になっている．

3. 2 Intel SGX

ンロードする．各デバイスの中で個人データを用いて学習を行

Intel Software Guard Extensions(Intel SGX, SGX) [20] [9]

い，そのモデルのパラメータの差分を中央に送信することでプ

は Trusted Execution Environment(TEE) [25] の実装の 1 つ

ライベートに学習を行うスキームである．送信するパラメータ

である．TEE とは，計算機実行環境内に高いレベルのセキュリ

の差分はクライアントのプライバシを保証する摂動プロセスを

ティで保護された環境を作成して，保護された環境内で情報の

経てサーバに送信される．ここでは，malicious なクライアン

保護や秘匿計算，実行環境の検証などを行えるようにした機構

のことである．Intel SGX をはじめ，ARM の Trustzone [2] な
どいくつかのプロセッサベンダから TEE が実装されたプロセッ
サが商業的にローンチされている．また MIT Sanctum [10] は

OSS として RISC-V の拡張機能として開発されている．Subramanyan [29] らは TEE の不可欠な特徴として，TEE 内のプ
ログラムの改竄を検知することができる検証性，保護メモリ領
域内のプログラムの実行結果が侵害されない完全性，意図しな
い情報が保護領域の外には一切漏れない機密性の 3 つの要素を
提案している．また，Intel SGX も特定の条件を満たした攻撃

図 2 Remote Attestation

者に対して，これらの性質を満たすとの証明を与えられた．

Intel SGX の実態は Intel の一部のプロセッサに搭載された
特別な命令セットのことである．SGX の命令セットは特定の特

SGX に対してセキュアチャネルを張って任意の通信が可能と
なる．

権モードでしか実行することができないことがハードウェアレ
ベルで保証されている．それらの特別な命令によって enclave

4 問題設定

と呼ばれる暗号化された保護領域をメモリ上に確保し，その
保護領域上で計算を実行する．SGX のコア機能には OS やハ

4. 1 準

備

イパーバイザ，root 権限を持った攻撃者なども干渉できないた

本研究のシナリオでは，クライアントから中央のサーバが

め，ソフトウェアレベルで enclave に対して攻撃を行うことは

LDP を満たした個人情報データを収集する．その中でも，ク

できないようになっている．ただし、SGX に対しては、サイ

ライアントがサーバに対してデータを送信する１度の通信プロ

ドチャネル攻撃を中心に多くの脆弱性と攻撃手法が研究されて

トコルを対象にしてプライバシ性の検証を可能にすることを目

おり [18] [26] [5]、それらに対する改良についても研究が行われ

的とする．より一般的な設定として，n 人のクライアントに対

ている [27] [24] [32]．

してサーバがデータを収集して出力を出すというプロトコル

3. 2. 1 Remote Attestation

Π で LDP を保証することを考えると以下のようになる: n 人

TEE お よ び SGX の 重 要 な 機 能 と し て Remote Attesta-

のクライアント i ∈ {1, ..., n} がそれぞれ個人情報 xi ∈ X を

tion [15] が あ る ．Remote Attestation と は リ モ ー ト 環 境 の

持っている．クライアント i はそれぞれローカルの環境にメカ

enclave の実行環境および実行プログラムの動作の完全性を

ニズム Mi を持っている．サーバ S はクライアントの出力デー

検証できる機能である．以下に概要を述べる。（図 2）検証者

タ (y1 , ..., yn ) を受け取り，値を出力する関数を持つ．つまり

(Service Provider, SP) は SGX を搭載したリモートの信頼でき

S : Yn −
→ Z で Z は S の出力がとりうる値の集合である．プ

ないアプリケーション (Independent Software Vendor) に対し

ロトコルは Π = ((M1 , ..., Mn ), S) というタプルで定義される．

てリクエストを送信する。信頼できないアプリケーションはプ

このとき，以下のようにプロトコル全体の LDP を定義できる．

ラットフォーム内の enclave に対して SGX 実行環境のレポート

定義 2. ( [7], Definition 2.1) 任意の i ∈ {1, ..., n}，任意の

作成を依頼する。検証者は受け取ったレポートを信頼できる検
証機関 (Attestation Service) に送信し検証をリクエストする．
この場合の検証機関はプロセッサベンダである Intel が提供す
る Intel Attestation Service(IAS) 2 である．IAS はプロセッサ

(x, x′ ) ∈ X ，任意の Y ∈ Y に対して
ϵ
′
P [Mi (x) ∈ Y ] <
= e · P [Mi (x ) ∈ Y ] + δ

Mi

Mi

にハードコーディングされた秘密情報と対になっている非対称

を 満 た す 時 ，プ ロ ト コ ル Π

鍵を持っているため，enclave 内から IAS に対してセキュアに

(ϵ, δ)-local diﬀerential privacy を満たす．もし δ = 0 ならば

レポートを送信することが可能である．レポートの中身は，展

Π は ϵ-local diﬀerential privacy を満たす．

開された enclave 環境の初期状態のハッシュ値，encalve をビ

また，これと定義１を合わせて以下の定理が自明に導かれる．

=

((M1 , ..., Mn ), S) は

ルドした際にイメージにハードコーディングされたビルドユー
ザの署名などが格納されている．検証者は検証結果を受け取り

定 理 1. 全 て の ク ラ イ ア ン ト の メ カ ニ ズ ム M に 対 し て

リモートの enclave の動作の完全性を検証することができる．

(ϵ, δ)-local diﬀerential privacy を満たすならばプロトコル全

レポートは SGX 内の秘密鍵で暗号化されて署名されているの

体で (ϵ, δ)-local diﬀerential privacy を満たす

で改竄や盗聴は暗号学的に不可能である．SGX 内の秘密鍵に

よってクライアントとサーバ２者間の１回の通信のメカニズム

対しては特定の Encalve イメージ内の命令から間接的にしか

のプライバシ性の検証が可能であればプロトコル全体の検証も

アクセスできないように制御されているため，不正に秘密鍵を
取得することもできない．Remote Attestaion においては SP

可能である．したがって本研究の問題設定としてはクライアン
トサーバ間の１度の通信プロトコルを対象とする．

が enclave との鍵交換も同時に行っているので、以降検証者は

4. 2 問 題 設 定
2：https://software.intel.com/en-us/sgx/attestation-services

機密データの提供者であるクライアントを C ，その機密デー

タを x ∈ X ，摂動を行うメカニズムを M，メカニズム適用後

た方法を提案し，実験として実装・評価を行う．LDP のメカニ

のランダム化された秘匿データを y ∈ Y ，データの収集者で

ズムの計算処理を SGX に委託して SGX 内で処理を行うこと

あるサーバを S とする．ここで，M はプライバシバジェット

でこれを実現するが，実現の仕方には 2 つのバリエーションが

ϵ > 0 とデータを引数に取ってランダム化したデータを返す関

あると考える．サーバ側に SGX を置いたシステムとクライア

数であり，M : R × X −
→ Y である．また，メカニズム M は

ント側に SGX を置いたシステムである．これらをそれぞれ Ss

C と S の両者がその詳細を知っている．M は，第一引数に ϵ

と Sc とする．

が与えられたとき，任意の ϵ > 0 に対し，ϵ-ldp を満たすメカ

Ss では，中央のサーバのみに SGX が必要である．そのた

ニズムとなる．そして第２引数に与えられたデータをランダ

め，実利的には導入しやすい型と言える．クライアント側に

ム化してデータ (∈ Y) を出力する．局所差分プライバシでは，

encalve の実行イメージを送る必要も無い．簡略化した実行フ

C は S に対して生データ x を公開せずに，y と ϵ のみを公開

ローは以下のようになる．

する．その上で，S は C のランダム化後のデータ y が本当に

1. クライアントからプロトコルの開始のリクエストが来て，サーバ

M(ϵ, x) = y であるかということを検証する．つまり，S が受

はクライアントに対しては encalve の完全性を示すレポートを発

け取ったデータが，C が主張するメカニズムのみが実行された
状態であるかを確かめる．これらは，クライアントがデータを
入力してサーバがランダム化されたデータを得るまでを一連の
プロトコルとして以下のタプルで与えられる．

行して送信する．

2. クライアントはサーバから送られてくる暗号化されたレポート
を IAS に対して検証依頼を行い，Remote Attesation によって
サーバサイドの enclave 内の検証を行う．

3. enclave 内の検証が終わると同時に，サーバ上の SGX と ECDHE

Ψ = (C, x, S, y, M, ϵ)

(5)

よってまとめると，プロトコル Ψ は以下の 2 つの性質を満

によって鍵交換が完了する．

4. 秘密情報から共通鍵を作成してクライアントサイドのデータを暗
号化して，ブライバシバジェットと共にリモートの SGX 環境に

たす必要がある．
検証可能性 S は公開情報 y と ϵ からメカニズム M が正しいパ
ラメータ ϵ を与えられてクライアントの入力に対して実行され
た結果が y であることを十分に高い確率 phigh で確信できる．
すなわち以下のような条件を満たす．ただし，S は次の機密性
の条件を満たすために x についての知識を持つことはできない．

P[M(ϵ, x) = y] >
= phigh

(6)

機密性 S は公開情報 y と ϵ 以外の機密データ x に関する情報
を得られない．つまり，以下のように，S がプロトコル Ψ に
よって観測できる情報 obs(Ψ) 得ても，ϵ-ldp が満たす

′

P[M(x) = y|obs(Ψ)] <
= e · P[M(x ) = y|obs(Ψ)]

5. 暗号化されたデータは SGX 内で復号される．また SGX 内で，
与えられたプライバシバジェットを使用してメカニズムを適用す
る．メカニズムでは SGX の真正乱数生成モジュールを用いて発
生させた乱数によってランダム化される．

6. クライアントから送信されたプライバシバジェットとランダム化
されたデータは，信頼できないメモリ領域にコピーされてサーバ
に取り出される．

同様に，Sc では各クライアントに SGX が必要である．サー
バでビルドした encalve イメージを予めクライアント側に配布
する必要がある．

∀x, x′ ∈ X
ϵ

送る．

1. クライアントはプロトコル開始のリクエストを送信して，サーバ

(7)

はクライアントに対しては encalve の完全性を示すレポートを依
頼する．

本論文における問題設定は，上に述べた問題設定を簡単化し
て以下のように制限を加える．データはバイナリとして，メカ
ニズムは Randomized Response に固定する．

2. クライアントはサーバに対してクライアントの encalve 環境の完
全性を証明する暗号化されたレポートを送信する．サーバは IAS
に対して検証依頼を行い，Remote Attesation によってクライ

X , Y = {0, 1}

(8)

M (R × X −
→ Y) : Randomized Response

(9)

これらの設定の下で，プロトコル Ψ において，検証可能性 (式

6) と機密性 (式 7) を満たすことを目的とする．
これらは通常は相反する性質であり，極端な例を考えると，
なんの工夫もない通常の LDP であれば秘匿性は満たされるが，
当然検証可能性を満たすことはできない．生データをサーバに
送ってメカニズムを単純にサーバ側で実行するようにすれば，
検証可能性を満たすが，秘匿性を満たすことはできない．しか
し，これらを同時に実現することが必要である．

アント側の enclave 内の検証を行う．

3. enclave 内の検証が終わると同時に，SGX と鍵交換が完了する．
4. クライアントは enclave に対して機密データとプライバシバジェッ
トを入力する

5. 入力されたプライバシバジェットを用いて encalve 内でメカニズ
ムを適用してデータをランダム化する．

6. プライバシバジェットとランダム化したデータは暗号化されて
サーバに送信される．

7. サーバはクライアントから受け取ったデータを復号してランダム
化したデータとプライバシバジェットを得る．

解決したい信頼モデルの話を振り返ると，Sc で実装を行う方
が直感的である．信頼できないクライアントの動作をサーバ側

5 提案手法
3 節で述べた Intel SGX の Remote Attestation [15] を用い

が検証するというシナリオであるので，TEE をクライアント
側におくことで，サーバは信頼していないクライアント側に信

頼できる領域を広げている．Ss では，信頼できないクライアン

実行される enclave の H ′ の確認を行うことができる．すなわ

トの動作をサーバ側の enclave 内で行うことを強制していると

ち，検証可能性が満たされる．対して Ss の場合は，クライアン

いう解釈ができる．その代わりに，クライアントに enclave の

トは正しい H ′ を事前に得ることはできない．Ss では，encalve

検証を可能にしている．ただし，Ss は導入する TEE がサーバ

内のプログラムがサーバ上に存在しており，その動作がクライ

側だけで済むため，比較的実装が容易である．また，Ss の方式

アントに透過的でないため，サーバの動作を透過的に検証する

は，計算をリモートの TEE にプライベートに委託するという

ことができない．透過的にというのは，プログラムの動作が確

TEE を用いた一般的な秘匿計算のスキームに近い．

認できるという意味である．つまり，サーバの enclave の正常な

5. 1 実

装

Intel Xeon E-2174G プロセッサを用いて Ubuntu16.04 の
OS 上に Intel 社の提供する sgxsdk を用いて本システムの実装
を行った (https://github.com/FumiyukiKato/verify-ldp)．実

動作の検証はできてもサーバが主張する動作が本当に行われて
いるかどうかは検証できない，という状況が発生する．例えば，
サーバ上の enclave 内で Randomized Response を用いてデー
タをプライベートに収集するサービスをローンチしたと考える．
このとき，サーバは Remote Attestation による検証のために

装したシステムは，サーバがリクエストを受け付けており，ク

H ′ をクライアントに対して公開する．加えてサーバは，その

ライアントから TCP 上で SSL セッションを貼り，SSL 上で上

H ′ は Randomized Response のみが正しく動作しているシス

のプロトコルにしたがってランダム化データを通信する．クラ

テムであると主張する．クライアントは Remote Attestation

イアントは，プライバシバジェットとデータを入力し，サーバ

を用いて H ′ を検証することで検証可能性を満たすことができ

はプライバシバジェットとランダム化データを得る．enclave を

る．この例だと，実行時やローンチ後の不正の有無はクライア

検証する側はプロトコルごとに実際に IAS と通信して Remote

ント側で検証可能であるが，最初からサーバ側が不正を働いて

Attestation を行い，レポートを確認して検証を行う．

いた場合はクライアント側は検知できない．透過性がサーバ側

5. 2 評

の主張のみに依存している点が問題である．よって，Ss と Sc

価

本システムが満たすべき 2 つの条件，検証可能性と秘匿性に
ついて見る．
検証可能性
検証可能性は以下のようになる．サーバ・クライアントに関
わらず，検証を行う側はリモートの enclave に対して Remote

Attestation を行って enclave の初期状態を検証する．enclave
の初期状態はメモリ状態などから計算されたハッシュ値によっ
て表現される．このハッシュ値を H とする．SGX では MREN-

CLAVE という構造体がこれに相当する．H は IAS 以外には
復号できない形で，SGX の特殊な命令で暗号化されている．

Remote Attestation が成功して IAS 側から復号された H ′ が

を比較すると，両者ともに enclave の起動後の改竄や攻撃に対
しては検証可能であるが，Ss の場合は，透過的な検証可能性が
なく，ビルド時点におけるサーバ側の不正に対して検証可能で
はない．Sc の場合は，起動後の改竄や攻撃に対してもビルド時
のプログラムの透過性についても検証可能である．
機密性
機密性については，[7] より，enclave 内におけるプログラムの
実行からはキャッシュ攻撃を含むサイドチャネル攻撃が可能
でない攻撃者に対しては，開発者が意図したメモリ領域以外
の情報を観測できない．正しくプログラムを書いた場合は，

obs(Ψ) = {y, ϵ} でしかない．よって，プロトコル内で機密性

返ってくる．検証者はこの IAS から返ってきた H ′ を確認する

(式 7) は満たされる．

ことができる．H および H ′ は enclave イメージのビルド時に

5. 3 攻撃の分析

決定されるマシンに非依存の値である．よって enclave イメー
ジのビルド後にイメージの書き換えなどを行うと H ′ が変更し
改竄が検知される．また起動時に enclave 内のメモリ状態の書
き換えなどを行っても H ′ が変更されて改竄が検知される．よっ
てこの H ′ が改竄されていなければ暗号学的に安全な強度で期
待通りの動作が行われる．ここで，H ′ の変更が無いことの確認
が行えたとすると，enclave 内にプライバシ性のパラメータと
データが渡されている，それらに対して enclave 内にプログラ
ムされたメカニズムが正しく適用されている，サーバ側がラン
ダム化された値を手にする，この一連の動作が暗号学的に安全
な確率で保証されるので，検証可能性 (式 6) は満たされる．し
かし，H ′ の確認するためには事前に正しい H ′ を手に入れてお

ここでは，本手法を用いてプライバシ性の検証を行うことで
どのような攻撃に対して有効な防御となるのかをまとめる．
攻撃者のモデルとしては，TEE を用いているので，データ
とプライバシ性を任意に入力できる能力のみを有するとするこ
とができる．メカニズムが確実に適用されるので攻撃者は任意
の指定したデータをサーバに送信することはできない．
攻撃の 1 つは，情報市場に類似するスキームおいて LDP に
おけるプライバシ性を偽装することでデータをより大きな価
値に偽装することである．この攻撃のモデルでは，入力は正し
いデータに限る．スキーム自体で入力が正しいデータであるこ
とを前提としている．また，偽の入力データが入力されること
は，データの提供者のプライバシを上げることには貢献する

く必要がある．Ss と Sc を比較した場合，Sc については，サー

が，データの価値を大きくすることにつながらない．本手法で

バ側がクライアント側で動かす enclave イメージをビルドして，

はデータとパラメータが入力された時点で，そのパラメータを

事前に正しい H ′ を取得してからクライアントにイメージを配
布することで Remote Attestation によってクライアント上で

用いてメカニズムが適用されてランダム化を行い，使用された
ランダム化のパラメータが確実にサーバ側に送られる．よって

この攻撃は防ぐことができる．

ネックになってスケールしない可能性がある．

もう 1 つの攻撃は，LDP で収集したデータに対するサーバ
側の推定値をコントロールする攻撃である．[7] で示された通り，
推定値は任意の入力が与えられることで攻撃者にコントロール
される可能性がある．先の攻撃とは異なり，入力されるデータ
とプライバシ性のどちらも考慮する必要がある．この攻撃の場

6 今後の課題
6. 1 手法の拡張
本論文においては，プロトコルは非常に単純化され，入出力

合は，入力されるデータが正しいデータに強制されている場合

の定義域はバイナリに対してのみでメカニズムは Randmized

は，プライバシ性を検証することで推定値を確実なものにする

Response を固定していた．これをより一般的なアルゴリズム

ことが可能である．しかし，攻撃者が偽のデータを入力するシ
チュエーションだと，プライバシ性の検証だけではこの攻撃を
防ぐことはできない．たとえメカニズムの適用を確実にしても

やスケーラビリティの必要なデータなどに対して適用すると実
装面や検証性に問題が出てくる可能性がある．より高度な応用
プロトコルに対するプライバシ性の検証への本手法の適用が

本来の分布には影響しないからである．この攻撃を防ぐために

今後の課題の 1 つである．また，プライバシ性の検証に限ら

は，正しい入力データの強制を行う仕組みが別に必要である．

ず，malicious なクライアントの行動検証には，TEE を使用す

逆に正しい入力データが強制される状況で，プライバシ性が偽

ることがプラクティカルな解決策の 1 つになる．手法のみに

装されてしまう場合を考えると，本当のデータと不当に大きく

注目すれば，2.3 で課題にあげた Federated Learning におけ

ずれたデータが高い信頼性を持ってサーバに収集されることに

る malicious クライアントの行動検証などに応用することもで

なる推定値が壊れてしまう．よって，この攻撃については，任
意の条件に対処するためにはプライバシ性の検証に加えて入力
データの検証が必要である．

5. 4 入力データの検証
先に述べた通り，入力データの検証はプライバシ性の検証が
より幅広い問題に適用されるために必要である．一般に入力
データの正しさは検証が困難であり，ゲーム理論によって正し
い情報を入力させる方法などが研究されている [22]．入力デー
タの中でも客観的なデータに対しては事実を Ground Truth と
して検証を行える可能性がある．我々は本研究に補足的に入
力データの検証を行うスキームを考える．アイデアとしては，

TEE の内部で入力の生データを暗号化してサーバに保存して
おく．本システムの Remote Attestation 後に以下のフローを
差し込む．
1. クライアントは TEE にデータとプライバシバジェットに加えて
鍵 Kc を入力する．

2. TEE の中で Kc を用いて生データを暗号化してサーバに送信
する．

3. サーバは暗号化された生データを保存しておく．

きる．

6. 2 その他の手法
本論文における TEE を用いた手法は，TEE を実装したハー
ドウェアが必須であり，かつ，IAS という信頼できる第三者を
仮定する必要がある．特に，後者の IAS を無条件に信頼しな
くてはならないという条件は厳しい．我々はこの手法をハード
ウェア的な解決策と考えている．これらをソフトウェア的な手
法に置き換えることが今後の課題の 1 つである．ソフトウェア
的な解決策として統計的手法やゼロ知識証明が考えられる．本
研究のシナリオでは，一回の通信プロトコルにおけるプライバ
シ性の検証を対象にしているため，統計的手法とは相性が悪い
と考えている．統計的手法を用いるならば，出力のサンプリン
グを何度も行うことで分布の推定を行い，どの程度のランダム
性が認められるのかを検証する方法が考えられる．しかし，１
クライアントに対して何度もデータを収集すると結局プライバ
シバジェットを多く消費してしまうことになるのでこのような
手法は現実的ではない．ゼロ知識証明による解決策は本手法に
おける厳しい仮定を取り除くことができる可能性があると考え
ている．ランダム性をゼロ知識証明によって検証することが目

サーバは暗号化した生データを保存しておくことでクライア

的となる．ゼロ知識証明は一般に２者間で完結するプロトコル

ントに鍵 Kc を要求して入力データを復号して確認することが

であるので TTP の仮定も必要なく，TEE も使用せずにソフト

できる．一方でサーバに保存されるデータは暗号化されている

ウェアのみで実装できる点が優れている．ただし一般にゼロ知

のでクライアントのプライバシは守られている．これによって

識証明は計算コストを伴うので，TEE による解決策と比較す

防げることは，入力データの偽装の証拠が残ることになるので

ると長所と短所があると考えている．よっていくつかのアルゴ

malicious と疑われるクライアントが発見できれば確実に偽装

リズムに対して TEE による手法とゼロ知識証明による手法を

を検証することができる．これが malicious なクライアントの

比較することが必要である．

偽装行動の抑制になる．

7 ま と め
5. 5 実 利 性
現状の実利的な課題としては，SGX で Remote Attestation
を用いると，クライアント・サーバ間の通信，IAS との通信が
合計 10 回程度必要であり，任意のやり取りにやや時間がかかっ
てしまう．また，全体のシステムとして IAS が単一のボトル

本研究では，局所差分プライバシにおけるプライバシ性の偽
装の動機と偽装が行われることによる影響，信頼できない２
者間におけるデータの受け渡しの中で，送信者から主張され
るプライバシ性の検証を行うための方法についての提案した．

Remote Attestaion を用いた方法によって，プライバシ保護の

ためにノイズを付加する摂動プロセスの完全性を検証する方法
を提案した．実験では，SGX を用いてシステムの実装を行い
定性的な評価を行うことで，本手法によって，信頼できない対

[18]

象から得られたデータのプライバシ性の検証が可能であること
を示した．今後は，上にあげた課題について検討することを考
えている．
[19]
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