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3. RFID分野セキュリティ技術マップ
無線を介して個体識別を行う RFID（Radio Frequency Identification）とは、JIS
では「誘導電磁界又は電波によって, 非接触で半導体メモリのデータを読み出し，書
き込みのための近距離通信を行うものの総称。
」（JIS X 0500 データキャリア用語）
と定義されている。その応用は様々であるが、特に流通業界においてモノを識別・管
理するための基盤技術として実用化が進められている。本章では、RFID システム（以
下本章では同システム全体を RFID と表記する）における電子タグ（IC タグや無線タ
グとも呼ばれる。以降、本章では文献引用等を除きタグと表記する）及びそのリーダ/
ライタ・端末装置を組込みシステムと捉え、調査の対象とする。
なお、RFID と非接触型 IC カードは、基本技術要素としては共通部分を持つため、
同一製品・事例が両方に分類される場合も存在するが、本章においては現在、主に開
発が進められている流通を目的とした製品を RFID の基本的なモデルとし、このモデ
ルを基点として調査・脅威分析を進める。その他の事例を、応用事例として文中で都
度参照する。

3.1.

RFIDのモデル

RFID の基本機能は、
電波を通じた非接触でのリーダ/ライタからの問合せに対して、
タグ自身のもつ固有 ID を応答することである。この機能は単にバーコードの代替と
して SCM（Supply Chain Management：物流管理）等に使用されるだけでなく、そ
れぞれが個別に固有 ID を持ち、一括での読み取りや大量の物流を同時に処理できる
という特長を有しており、商品の個別管理や管理・流通のコスト軽減等の効果、また
店舗における消費者のマーケティングや食品のトレーサビリティ等への応用が期待さ
れる。これらの点が物流・小売分野の需要に合致することから、RFID の利用用途の
主流となっている。この適用分野においては、コスト低減と効率化が目的であること
から、タグの製造コストを低減のために単純な機能に特化した構成の製品が多い[1][2]。
例えば、リーダ/ライタとの通信における認証・暗号機能、タグ内部の CPU、また特
定のアプリケーション向けのタグ内のメモリ等において機能の省略や単純化がなされ
ている。
一方、認証や暗号の機能を備えた高機能タグもあり、自動車のイモビライザや
Speedpass[3]等のトークンとして数年前から実用化されているが、コスト低減が強く
求められる用途への展開にはまだ障壁がある。この様に RFID は単機能のものと高機
能のものがあるが、大規模展開と低コスト化を目指した開発がすすめられている物
流・小売分野に向けたタグが今後急速に普及すると見られるため[1]、本章では、単機
能のものに焦点を当てることとする。なお、タグ自体の形状としては、トークンやカー
ド、また機器内部に埋め込まれているものもあるが、本章では便宜上形状にかかわら
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ず「タグ」と表記する。
本節では、RFID のアーキテクチャとライフサイクルを分析することで、その過程
における保護すべき情報資産を特定し、また、システムの構成要素と情報資産の関係
を明らかにする。

3.1.1. RFID のアーキテクチャ
対象とする RFID 分野の組込みシステムは、図 3.1に示すような一般的な RFID シ
ステム[4][2]の構成要素のうち、タグとそのリーダ/ライタ及び端末装置と定義する。
アプリケーション
固有の処理部

リーダ/ライタ制御
などの処理部

電波

モノ

タグ

リーダ/ライタ

端末装置

ネットワーク

サーバ

RFIDタグ上のデータ リーダ/ライタに直結し
の読み書きを実行
RFIDタグとの通信データを処理

RFIDが貼付
された対象物

ネットワークで接続されたリモート
サーバで、IDとモノを関連づける
データベースやバックエンドの業務
アプリケーションを実行
組込みシステム本体のセキュリティの検討範囲
組込みシステム周辺のセキュリティの検討範囲

図3.1 RFID のシステムモデル
表3.1 RFID のシステムモデルにおける構成要素

構成要素

説明

モノ

タグが貼付され、タグと対応付けられる対象物。物流・小売にお
いては製品自体やそれを運ぶ箱やパレット等が該当する。

タグ

本章における組込みシステム本体であり、電波を通じてリーダ/
ライタからのコマンドに対して応答や内部状態の変更を行う。

リーダ/ライタ

端末装置と直結されタグとの通信のための無線インタフェースを
有し、端末装置からの制御によって、タグに対するコマンドを発
行する装置。本章における組込みシステム本体であり、タグの情
報の読み取り及び書き込み、端末装置からのコマンド受付とその
応答等の処理を行う。
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端末装置

ハンディターミナルや POS（Point Of Sales System）レジ等、
リーダ/ライタと直結または一体化し、タグ内の情報読み取り、書
き込み等の特定の業務アプリケーションを実行する装置。内部は
リーダ/ライタの制御ドライバ等、タグの処理に関する基本的な構
成部分と、商品入庫・出庫記録の読み出し・履歴追加等、特定の
アプリケーションに依存する処理部分に論理的に分割して考える
ことができる。本章では、前者の基本的構成部分までを組込みシ
ステム本体とみなす。

ネットワーク

端末装置とリモートに配置されたサーバを接続する回線、または
網。

サーバ

ネットワークを通じて端末装置と接続されたサーバ。ID やモノの
情報を保有するデータベースや、会計処理等のトランザクション
処理を実行するサーバとして機能する。

組込みシステム本体であるタグの代表的な内部アーキテクチャの概要図を図 3.2に
示す。タグの構造としては、CPU や RAM 領域の有無等様々なアーキテクチャを持つ
製品があるが、今回は物流・小売の分野で多く使用されている ISO/IEC15693 や
ISO/IEC18000-6 のタグをモデルに検討を行った[2]。現在普及が進んでいるタグのメ
モリ容量は 100～500 ビット程度と小容量であり、暗号化回路等も搭載されていない
ものが多い。固有 ID の提供のみを行うタグでは、固有 ID 以外のデータ領域を持たな
いものもある。なお、図中の「認証用データ」とは、ISO/IEC18000-6 Type C のタグ
では、タグの情報へのアクセスや Kill 処理1を行う際に使用される照合用パスワード
を指す（後述の「RFID の規格の標準化」の節を参照）
。以下では、タグの「固有 ID」
のことを、特に支障がない限り単に「ID」と表記する。

1 RFID タグを機能停止させる処理
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アンテナ

RF
回路

給電
回路

リーダ/ライタ

制御部

ROMや
不揮発性メモリ

RAMや
レジスタ

・動作ロジック
・固有ID
・認証データ（必要な場合）
・その他のデータ領域

RF：Radio Frequency
ROM：Read Only Memory
RAM：Random Access Memory

・ワークエリア

図3.2 タグの内部アーキテクチャ

表3.2 タグの内部アーキテクチャにおける構成要素

構成要素

説明

アンテナ

リーダ/ライタとの通信を行うアンテナ。リーダ/ライタからの無線
信号に応じて電力を供給する受電デバイスとしての役割も果た
す。

RF 回路

電波と送受信するデータの間での変復調を行う。

給電回路

リーダ/ライタからの電波で発生した起電力をもとにタグに電力
を供給する。

制御部

全体の制御を行うロジック回路で、アンテナから受信したコマン
ドに従って、ROM や不揮発性メモリ内に記録された固有 ID や
データの応答等の処理を行う。

タグの動作を記述するロジック（プログラム）、及び固有 ID や認
証用データ、アプリ用データの格納に使用される。データ領域と
ROM や不揮発
しては、一般に数百ビット～数キロビットを持つ。データ領域は
性メモリ
必要に応じて書込み禁止（読み出し専用）に設定できるものもあ
る。
RAM やレジス タグの動作時の一時的な記憶領域として使用されるワークエリ
タ
ア。

組込みシステム本体であるリーダ/ライタと端末装置の内部アーキテクチャの概要
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図を図 3.3に示す[2]。端末装置の機能には、リーダ/ライタのタグの読み書き等のリー
ダ/ライタの制御を行う部分と、POS レジや物品管理等をサーバと連携して行う部分
があり、後者は今回の調査における組込みシステム周辺に相当する。実際には、端末
装置の構造としては、CPU や ROM/RAM 等のコントローラ部分は共通になっており、
そこで動作するソフトウェアの機能によって分かれている。よって、明確な境界は付
けにくいが、図中の赤線で囲んだ部分を今回の調査の対象である組込みシステム本体
とする。
なお、以下では、リーダ/ライタと端末装置における、RAM・ROM・不揮発性メモ
リの 3 つを総称して、記憶デバイスと呼ぶ。
• ソフトウェアの
設定データ

不揮発性
メモリ
アンテナ
タグ

RF
回路

• ソフトウェア

• ソフトウェア

• ソフトウェアの
設定データ
• 認証用データ（必要な場合）

ROM
(FlashROM)

ROM
(FlashROM)

処理装置
（CPU）

処理装置
（CPU）

ネットワーク
インタフェース

RAM

RAM

表示部

給電

電源
回路

不揮発性
メモリ

操作部

リーダ/ライタ
組込みシステム本体

ネット
ワーク

端末装置
・ワークエリア

・ワークエリア

図3.3 リーダ/ライタと端末装置の内部アーキテクチャ

表3.3 リーダ/ライタの内部アーキテクチャにおける構成要素

構成要素

説明

アンテナ

タグとの通信を行うアンテナ。タグに電力を発生させるための電
波を発生させる役割も果たす。

RF 回路

電波と送受信するデータの間での変復調を行う。

ROM に書き込まれた制御ソフトウェアに基づいて処理を行う。
端末装置からの制御コマンドにしたがって、処理を行い、結果を
処理装置(CPU)
端末装置に返す。処理としては、RF 回路を通じてタグに対して
コマンドを出し、それを受信し解釈する等である。
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ROM

リーダ/ライタのソフトウェア(ファームウェア)が格納されてい
る。

不揮発性
メモリ

リーダ/ライタのソフトウェアの動作に必要な設定データが格納
される。

RAM

リーダ/ライタのソフトウェアの動作に必要なワークエリアとし
て利用される。

表3.4 端末装置の内部アーキテクチャにおける構成要素

構成要素

説明

ROM に書き込まれたソフトウェアに基づいて処理を行う。リー
処理装置(CPU) ダ/ライタを制御し、またリーダ/ライタより読み込んだデータの処
理を行う。
ROM

端末装置のソフトウェア(ファームウェア)が格納されている。

不揮発性
メモリ

端末装置のソフトウェアの動作に必要な設定データが格納される。
また必要に応じて、タグとの通信に必要な認証用データも格納さ
れる。

RAM

端末装置のソフトウェアの動作に必要なワークエリアとして利用
される。

ネットワーク
イ ン タ フ ェ ー ネットワークを介してサーバと接続するためのインタフェース。
ス
表示部

端末装置のソフトウェアの動作に応じて、その状態や処理結果を
表示する。

操作部

利用者による端末装置の操作を受け付ける。

電源回路

端末装置及びリーダ/ライタに電力を供給する。

○ RFID の規格の標準化
RFID が使用する周波数としては、135kHz 帯、13.56MHz 帯、2.45GHz 帯等が従
来から使用されており、物流・小売の分野では ISO/IEC15693 や ISO/IEC18000-3 の
規格に基づいた 13.56MHz 帯の電波を利用した RFID が 2005 年まで多く使用されて
きた。近年、国際的な物流に対応できるタグとして、UHF 帯である 800/900MHz 帯
が提案され、
日本国内でも 2005 年 4 月の法改正により利用が可能になった。この UHF
帯のタグは、通信距離等の性能面でも優れている。
UHF 帯のタグの標準化については、ISO/IEC18000-6 Type A と ISO/IEC18000-6
Type B、及び EPCglobal （タグの運用管理システム「EPC システム」を推進する国
際的な非営利法人、前身は Auto-ID センター）の定義する Class0 や Class1 等の仕様
が乱立していたが、EPCglobal Class1 Generation2 を元にした統一規格として、2006
年 6 月に ISO/IEC18000-6 Type C として規格が発行された[5]。この中の電波区間の
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通信プロトコル（エアインタフェース）の規格においては、暗号化や認証の仕組みは
特に定義されていない。
また、この ISO/IEC18000-6 Type C の規格に準拠し EPCglobal の流通用低価格タ
グに使用されるものは、識別のための ID をタグメーカの出荷後に書き込むため、原
理的に重複した ID を持った RFID を製造可能である。ID に使用するデータ領域はラ
イトワンス（一回のみ書込み可能）にできるが、ID が書き込まれていないタグを入手
することで、特定の ID を持ったタグを複数作成することが可能である。

UII：Unique Item Identifier
TID：Tag Identifier
（文献[1]より引用）

図3.4 ISO/IEC18000-6 Type C タグのメモリ構成例

ISO/IEC18000-6 Type C のタグのデータ領域は、例えば図 3.4に示すようになって
おり、128 ビットの ID（UII）の他、各 32 ビットのアクセスと Kill コマンド実行の
ためのパスワード、また、他にタグの製造者が利用できる領域が 64 ビット分、利用
者（アプリケーション）が利用できる領域が 240 ビット分用意されている。これらの
パスワードはいずれも共通鍵である。なお、タグとリーダ/ライタ間の通信速度は、上
り 5～640kbps、下り 40～160kbps となっている。
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3.1.2. RFID のライフサイクル
タグ、リーダ/ライタ及び端末装置のライフサイクルのモデルを、物流の場合で説明
を行う。物流での RFID は、カーナビや情報家電、IC カード等の組込みシステムとは
異なり、主として何らかの物品の流通段階で使用し、物品が販売されたり、消費され
たりした段階で廃棄されるケースが多い。ただし、一部の洋服の商品タグや万引き防
止用タグ等のように、小売や物流の段階で繰り返しリユース（再利用）される形態も
ある。[2][6][7]

共通ライフサイクル
開発

製造

運用

廃棄・リサイクル

製品開発段階
の脅威

量産段階での脅威

ユーザに流通
運用段階での脅威

廃棄時/廃棄後
の脅威

タグのライフサイクル（物流の場合）
開発

製造
固有ID書込

運用
モノへ貼付

廃棄・リサイクル

物流

小売

廃棄
リサイクル

リユース

チップ・タグ製造メーカ

物流業者

物品（製品）製造メーカ

小売業者

リーダ/ライタ・端末装置のライフサイクル（物流の場合）
開発

製造

運用

廃棄・リサイクル

物流業者

物品（製品）製造メーカ

エンドユーザ

小売業者

図3.5 RFID のライフサイクル

◆ タグのライフサイクル
○開発段階
タグ製造メーカまたはタグの IC チップメーカにおいて製品が企画され、製品
の設計書や仕様書等が作成される。設計書や仕様書には、機密にすべき情報（動
作手順、通信プロトコル、認証用データ、テスト仕様と手順、等）が記載され
ている。またこの設計書や仕様書に基づいて、ハードウェアの回路図やソフト
ウェアのコード等が開発され、初期設定のデータ等も決定される。これらの情
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報が守るべき対象となる。
○製造段階
タグ製造メーカにおいて、タグが製造される。タグ製造メーカによってタグ
が特定用途のために初期化され、タグによる管理対象となる物品の製造メーカ
においてタグが貼付（または埋め込み）され、物品とタグとの関連付けが行わ
れる。
タグ貼付の際のフロー概要を図 3.6に示す。この動作フローでは、リーダ/ラ
イタ・端末装置によりタグの ID を読み取り、その ID に対応する物品のエント
リを端末装置もしくはネットワークで接続されたサーバ内のデータベースに登
録する。ここでは、タグの ID と認証用データ及びアプリ用データが守るべき
対象となる。

モノ

RFIDタグ

R/W

端末装置

ネットワーク

サーバ

認証（必要な場合）
タグのID
関連情報の登録
DB

図3.6 物品貼付時のフロー

○運用段階
タグは貼付された物品とともに物流業者によって流通し、小売業者に渡り販
売される。流通、小売の各段階で流通履歴や販売履歴として通信記録・取引記
録、またその過程でやりとりされるモノの情報や履歴情報が、端末装置やネッ
トワークで接続されたサーバ内に蓄積されていく。また、これらの情報は、流
通・小売の各段階で管理のためにタグを使って参照される。
運用段階での RFID によるモノの情報の参照、及び情報の追加記録のフロー
概要を図 3.7に示す。このフローでは、リーダ/ライタでタグを読み取り、対応
する物品の流通・小売履歴やモノの情報を端末装置内やサーバ上から読み取り、
確認する。またはタグの ID に対応する物品の流通・小売の履歴情報及びそれ
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に付随する各種のアプリケーションデータや購入者情報等をトランザクション
データとして端末装置やサーバ上に書き込む。これらの情報が守るべき対象と
なる。

モノ

RFIDタグ

R/W

端末装置

ネットワーク

サーバ

認証（必要な場合）
タグのID

情報参照または書き込み

図3.7 情報参照・書込み時のフロー

○廃棄・リサイクル段階
タグが貼付された物品が小売業者から消費者に販売され、タグは流通・小売
の管理としての役割を終える。なお、リサイクルという言葉は、タグが貼付さ
れたモノがリサイクルされることで、結果としてタグも一緒にリサイクルされ
る、ということを意味し、また、リユース という言葉は、タグ自体が回収され、
別のモノに貼付される（再利用される）ということをここでは意味している。
この段階においては下記三通りのケースが存在する。
1.

機能停止（Kill）コマンドによりタグは機能停止されて消費者に引き渡さ
れる。

2.

タグは機能停止（Kill）されず貼付された物品と共に消費者の手に渡る。

3.

タグは店頭にて回収され、再度別物品に貼付されて利用される。

ここでは、タグ内の情報及び端末装置やサーバ上のモノの情報や取引情報が
守るべき対象となる。
◆ リーダ/ライタ・端末装置のライフサイクル
○開発段階
リーダ/ライタや端末装置の製造メーカにおいて製品が企画され、製品の設計
書や仕様書等が作成される。設計書や仕様書には、機密にすべき情報（動作手
順、通信プロトコル、認証用データ、テスト仕様と手順、製造指示等）が記載
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されている。またこの設計書や仕様書に基づいて、ハードウェアの回路図やソ
フトウェアのコード等が開発され、初期設定のデータ等も決定される。これら
の情報が守るべき対象となる。
○製造段階
製造メーカにおいてリーダ/ライタ・端末装置の製造が行われ、ハードウェア
内にソフトウェア（OS・ミドルウェア・アプリケーション）がインストールさ
れる。タグとの通信において認証を実施するリーダ/ライタでは、認証用データ
の書込みも実施される。製造された製品は各種設定データが設定され出荷され
る。これらの情報が守るべき対象となる。
○運用段階
流通業者・小売業者等で流通履歴の書込み、管理情報の参照等に利用される。
フローについては、タグの項を参照のこと。ソフトウェアやハードウェアに加
え、運用における、及び端末装置やサーバ上のモノの情報や取引情報等が守る
べき対象となる。
○廃棄・リサイクル段階
製品が廃棄される。機器が転売されたり中古市場に流れたりする可能性があ
ることから、製造段階や運用段階と同様の情報が守るべき対象となる。

3.1.3. RFID 上の保護すべき情報資産
ここでは RFID 分野における組込みシステム本体であるタグ及びリーダ/ライタ・端
末装置上の保護すべき情報資産についてまとめる。前述のライフサイクルで検討を行
った守るべき対象のうち、図 3.1に示すシステムモデルの組込みシステム本体に含ま
れる保護すべき情報資産を一覧にすると、表 3.5のようになる。
表3.5 保護すべき情報資産の一覧

○ タグ上の保護資産
保護資産
ID
認証用データ

発生

説明

製造段階

タグの固有 ID。

製造段階

タグとリーダ/ライタ・端末装置間の認証用データ
（ 対 応 し て い る も の の み ）。 例 え ば 、
ISO/IEC18000-6 Type C のタグでは、アクセスと
Kill のパスワードがこれに該当する。
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アプリ用データ

運用段階

物品管理アプリケーション等特定のアプリケーシ
ョンに固有のデータ。ID 以外のモノの情報等で、
特に使用されない場合もある。

○リーダ/ライタ・端末装置上の保護資産
保護資産

発生

説明

ソフトウェア

製造段階

OS、ミドルウェア、アプリケーション等。

ソフトウェアの
設定データ

製造段階
運用段階

各ソフトウェアに固有の設定データ（通信用アド
レス、アプリケーションの機能の有効・無効、各
種初期値等）
。

認証用データ

製造段階

タグとリーダ/ライタ・端末装置間の認証用データ
（対応しているもののみ）。

トランザクション
運用段階
データ

運用段階で利用の際に端末装置内に保存される通
信履歴、取引履歴等。（対応しているもののみ）

○その他
保護資産
タグの設計情報

発生

説明

開発段階

製品企画・設計段階で発生する仕様書・設計書等
の設計情報（動作手順、通信プロトコル、認証方
式、テスト仕様と手順、等）
。

リーダ/ライタ・端
開発段階
末装置の設計情報

これらの保護すべき情報資産を、組込みシステムにおけるライフサイクルと対応づ
けたものを図 3.8に示す。
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開発段階

ID

タグ

製造段階

認証用データ

・通信の認証に使用されるデータ

・タグ内のアプリケーション用のデータ
（物品管理、RFIDアプリケーションなど）

ソフトウェア（OS,
ミドルウェア,アプリ）

・リーダ/ライタ、端末装置の制御や通信を行うソフトウェア一式

ソフトウェアの
設定データ

・設定データ

認証用データ

・通信の認証や暗号化に使用されるデータ

・端末装置内の通信記録、取引記録、物品記
録、顧客情報

トランザクション
データ

設計情報

他

廃棄段階

・タグの固有ID

アプリ用データ

リーダ/
ライタ・
端末装置

運用段階

・設計図、仕様書など

図3.8 RFID におけるライフサイクルと保護すべき情報資産

3.2.

RFIDの動向

3.2.1. 国内外の動向
○利用動向
e-Japan 戦略Ⅱにおいて、IT 利活用による｢元気・安心・感動・便利｣社会を目指す
ための食・医療等７つの分野での先導的取り組みや新しい IT 社会基盤整備をすすめ
ることとされ、RFID はその基盤的ツールとして位置付けられている。2003 年から
2006 年にかけて、経済産業省や総務省の主導のもと、多くの RFID の利活用実験や実
証実験、実用化に向けての技術開発等が行われてきている。特に、2006 年 1 月に電波
法令が改訂され、日本においても 950MHz の UHF 帯の RFID が実環境で利用可能と
なったことで、世界的な物流分野を視野に入れた展開が始まっている。
RFID 適用サービスの検証の動きとして、「電子タグ響プロジェクト報告書」[1]、
「ユ
ビキタスネットワーク時代における電子タグの高度利活用に関する調査研究会 最終
報告」[6]、「ユビキタスネットワーキングフォーラム 電子タグ高度利活用部会 利活
用実証実験専門委員会 ベストプラクティクス集」[8]等で、多くの適用可能性のある
分野における実証実験が行われている。
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RFID の市場規模は、文献[9]によると、2006 年に 406 億円（見込）
、2012 年には
3,682 億円にまで拡大し、タグの発行枚数も 2006 年には 4,600 万枚（見込）が、2012
年には 21 億枚と大きく増加する見通しと予測されている。
物流・小売分野での実用化のために、経済産業省や総務省また企業や業界団体を中
心として多くの実証実験が行われ、様々な業界における RFID の有効性や技術的・運
用上の課題が得られている[10][8]。コンテナを使った物流においては、製品メーカか
らの商品・ケース・パレット・コンテナという物流の階層ごとのアイテムにタグを貼
付し関連付けを行う実験や、海外、特に米国との物流における技術的な課題等を確認
する実験が行われている。出版やレコード業界においても、書籍や CD/DVD メディア
の物流及び小売での適用実験が行われている。アパレル業界と百貨店においては、商
品種類や返品が多いアイテムである服や靴でのタグを使った物流管理や商品管理の実
験が行われている。このような、服や靴の商品管理については既に実用化された例も
ある[8] 。
利用形態としては、図 3.9に示すタグの貼付コストとタグ自体のコストの関係から、
当初は比較的単価の高い商品からタグの貼付（あるいは内蔵）が始まっているが、大
規模な物流・小売用に使用するためのタグインレット2の製造単価の目標値である 5 円
（1 億個/月 製造時）の目処がついてきている[1]。

（文献[6]より引用）

図3.9 タグの用途と目標単価

海外では、EPCglobal が推進する物流分野への適用が、米国における小売最大手の
WalMart 社等を中心に広がりつつある。一方、欧米では RFID のような非接触で読み
2

タグインレットとは、半導体チップとアンテナコイルを封入したフィルム状の物でタグの中身のこと
を指す。
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取り可能な ID を持ったデバイスを、個人が所有する服や物に内蔵することについて
反対意見が根強く、例えば CASPIAN という消費者団体等からプライバシの保護に関
する批判も出ている[11]。そのような批判に対応して、前述のタグの機能停止（Kill）
という機能が追加された経緯がある。
トレーサビリティ：
RFID の利活用に関する報告書[6]では、食品トレーサビリティの分野において、
2005 年頃に、タグが食品に添付され流通経路や生産者等の情報がトレース可能になり、
消費者もその情報にアクセスすることができるようになり、また、2010 年頃には、レ
ストラン等で料理の食材情報や調理情報をタグから得ることができるようになると予
想されている。
また、家電製品業界・電子部品・電子機器業界における製品の物流・小売・製品の
リサイクルの実証実験[10]では、RFID を活用した環境トレーサビリティ実証実験が
行われており、部品や製品のライフサイクルにおける RFID を使ったトレーサビリテ
ィの有効性を確認している。
物品管理：
RFID を使った資産管理（インベントリ）システムが複数のインテグレータから発
売されており[12]、例えば、資産の位置のリアルタイムの管理、不正な機器の持ち出
しの検知、機密情報の漏えい防止等に使用されている。
RFID の利活用に関する報告書[6]では、図書館の書籍管理において、2005 年頃に、
書籍にタグを貼付することで貸出・返却の処理が迅速化され盗難検出も可能になり、
また、2010 年頃には、書架にリーダが設置され書籍の検索や整理が容易になると予想
されている。なお、専門家によれば、この図書館での書籍管理は既に実用化の段階に
入っている。
金融分野：
固有の ID を返すだけの単機能のタグを金券や紙幣にすき込んで、紙幣や証券類に
おける偽造防止や決済に使用する動きがある。RFID の利活用に関する報告書[6]では、
紙幣や証券類における偽造防止の分野において、2005 年頃に、金券にタグを埋め込む
ことで金券の偽造を防止し決済の短縮化や合理化が実現され、また、2010 年頃には、
紙幣にタグが埋め込まれ偽造防止や金融取引の決済の簡略化・正確化が行われると予
想されている。なお、この場合は、ID の一意性と改竄防止が担保されているタグを使
用する必要がある。
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医療分野：
物品管理と同様に、薬や処方箋等を識別するような医療分野での応用が考えられて
いる。RFID の利活用に関する報告書[6]では、医療・服薬の分野において、2005 年頃
には、処方・投薬を支援するシステムが実現され医療事故の防止に役立ち、また、2010
年頃には、家庭の薬箱をネットワークで結び遠隔医療や在宅医療の効率化が可能にな
ると予想されている。
○標準化
物流・小売分野では、2006 年 6 月に ISO/IEC18000-6 Type C として発行された規
格に基づく 900MHz 帯の RFID をターゲットにしているが、日本での UHF 帯の実証
実験[1]でも良好な結果が得られており、現在、物流・小売や物品管理に主として使用
されている 13.56MHz 帯を使う ISO/IEC15693 や ISO/IEC18000-3 の RFID につい
ては、今後の物流・小売分野での標準となり低価格化が期待される ISO/IEC18000-6
Type C の RFID に徐々に移行していくと考えられる。
また、ユーザエリアを大きくしたタグの動向として、タグそのものに履歴を入れら
れるような数キロバイトのユーザエリアがあるものが実用化されている。例えば、ボー
イング社では容量が 8k バイトのタグを使い、貼付された部品の製造や修理の履歴情
報をタグに記録しようとしている[13]。
○インシデント事例
今後普及が考えられる物流・小売分野においては、これまで実施された実証実験を
通じて、プライバシや金銭に関係するセキュリティインシデントの可能性が挙げられ
ているが、まだ普及前につき実際のインシデントは見当たらない。文献[8]では、空港
の手荷物におけるセキュリティと利便性の確保の必要性、個人のプライバシ保護技術
の必要性、等に言及している。文献[6]では、情報セキュリティ確保とプライバシ保護
について、基本的な考え方とタグのセキュリティクラスについてのレベル分けの案が
提示されている。文献[14]では、今後 RFID が消費者の個人情報を取り扱うことに関
して、関係団体・消費者等に広く周知するために 10 項目からなるプライバシ保護の
ガイドラインを策定している。
一方、タグ自体を利用したセキュリティインシデントの可能性がいくつか挙げられ
ている。具体的には、偽装 ID によるなりすましの可能性【事例 T2】
、可用性に関する
問題としてタグの不正な機能停止の可能性【事例 T4】
、タグのユーザエリアへのウィル
ス混入とその拡大の可能性【事例 T3】等がある。
なお、RFID のセキュリティインシデントの事例として、米国で顧客識別用の RFID
の秘密鍵が解読された問題【事例 T1】や、非接触クレジットカードの脆弱性の報告【事
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例 T5】があるが、これらは認証を目的とした高機能型の RFID のインシデントであり、
物流・小売分野で使用される RFID とは別のもので調査の対象外である。
○研究・開発事例
物流・小売分野での大規模展開を見据えて、なりすまし・漏洩やプライバシ問題に
焦点をあてた研究開発が大学や企業を中心にして行われている。タグ自体にセキュリ
ティ機能を組み込む研究【事例 R1】や、個人が持つ物品に対する不正なアクセスを防
ぐための方式【事例 R2】や、プライバシ問題の回避方法【事例 R3】等に関する提案
が実際に行われている。

3.2.2. 将来予測
前述の動向や文献をもとに、3 年以内、3～5 年以内及び 5 年後以降の三段階に分け
て、RFID をめぐる状況やその技術的推移、サービスの変化等の想定を行う。
3.2.2.1. 3 年後まで

流通用タグはバーコードの代替としての利用が始まり、誰でも読み出せるという前
提で作られている。流通・小売の段階で使い終わったら、剥がしたり、機能停止した
りすることが望ましい。プライバシ問題を考慮し、タグの機能をリーダ/ライタからの
コマンドで停止することができる。機能停止（Kill）コマンドを実装することは、経
済産業省の研究報告書（UHF 帯電子タグの高度利活用・普及推進に関する調査研究）
[1]で推奨されている。
一方、リサイクルやリユースを考えると、販売時にタグが機能停止してしまっては
使い勝手が悪くなるという問題がある。服や靴等のアパレル分野では有効性は認識さ
れており、専用システムとして物流・小売で適用されている。ただし、タグのコスト
削減のために、販売時に回収するようなタグのリユースが行われている場合もある。
スーパーマーケットで販売しているような多品種・低価格な商品への適用は少し先
になる。
流通では、パレット単位での利用が考えられている。家電や薬等の高額商品や万引
き防止が経済的に有効な商品については、個別の製品にタグが貼付される可能性はあ
るが、それ以外の分野で個別製品に貼付されるかどうは現時点では不透明である。
なお、Kill コマンドを実行してタグを機能停止させると、製品リサイクルに不便な
ため、Partial Kill という一部削除を行う方式を採用しようという議論もある[15]。
物品・物流管理用のタグ自体にセキュリティ機能を持たせようという動きは少ない。
理由としては、バーコードに替わるための例えばタグ 1 個あたり数円という要求コス
トを満たすには、暗号化や認証等のセキュリティ機能を搭載する余地は少ない[1]。さ
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らに技術的には、暗号化の手順を行うと通信距離を長くできないという不便もある。
実際のところ、流通用のタグに必要とされる機能については、ウォールマート等の流
通業界からの要望に基づき決められているが、業界としては認証や暗号化については
余り積極的な動きが見られないのが現状である。認証機能については研究段階のもの
はあるが[16][17]、実利用はまだ先になる可能性が高い。
なお、タグのコストを十分に回収できる見込みのある分野では、偽造防止、取り外
しや再装着を防ぐような仕組みを持ったタグが求められている。この分野においては、
より高機能なタグが使用される可能性が高く、多少コストが高価であっても許容され
ると考えられる。
○ 想定サービス例
流通の分野では、商品の箱やパレット及びコンテナ単位でのタグの貼付が行
われ、流通過程での管理が行われる。使用されるタグは、ISO/IEC18000-6
Type C となる。物流過程でのみ使用されるため、タグの機能停止（Kill）は
行われず廃棄あるいはリユースされる。
小売の分野では、商品単価がタグのコストより十分高いものからタグを貼付
した SCM や商品管理が普及する。具体的には、アパレル（服、靴）
、家電、
等である。使用されるタグは、ISO/IEC18000-6 Type C と、これまで主に使
用されていた ISO/IEC18000-3（13.56MHz）となる。導入当初、国内では
タグの機能停止（Kill）は行われず、利用者が手元で再利用することが可能
である可能性が高い。
また、金銭的な効果が明確な、書籍の万引き及び転売防止のために、一部の
書籍にタグが内蔵される。使用されるタグは、同様に ISO/IEC18000-6 Type
C または ISO/IEC18000-3（13.56MHz）となる。タグの機能停止（Kill）は
プライバシ保護の観点から行われる可能性が高い。
一時的に使用される入場券やチケット類の一部にタグが内蔵され、受付効率
化や偽造防止として利用される。使用されるタグは、複数事業者で使用する
ものではないため、物流・小売分野のように特に限定されず、システム開発
ベンダによって最適なものを採用すると考えられる。また、タグが回収され
るか、利用者によって廃棄されるかについても、利用形態に依存するため一
意には決まらない。
3.2.2.2. 3～5 年後まで

物流・小売の分野では、低価格のタグが本格的な実用化段階を迎え、単価の安い消
耗品や食品等にタグが貼付される。バーコードの普及のきっかけになったときと同様
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に、小売大手が、自社向けの納品物にタグの貼付（内蔵）を義務付けることで、これ
までメリットが少なくタグの内蔵に懐疑的だったメーカが標準的にタグを製品に付け
るようになる。[6][2]
また、これまでネットワークとはまったく無縁であった身の回りの様々なモノが、
タグやセンサを装着することによってネットワークにつながり、ネットワークの一部
に取り込まれていくこととなる。冷蔵庫や電子レンジ等の情報家電や、タグを装着し
た野菜や医薬品等、これまでネットワークにつながっていなかったモノも含め、無数
のタグとモノを管理する必要が生じ、そのための高度で横断的なプラットフォーム技
術の確立が求められる[19]。
RFID の利用が広く普及することから、タグのユーザエリアへのウィルス混入の可
能性[20]や、個人の同定による行動追跡の可能性や、個人の所有物の情報が漏れたり
情報を読み取られたりというプライバシ問題が起こる可能性が高くなる[19][21]。それ
に伴い、ID 情報の管理や社会的受容性等に係る検討や実証が継続的に行われると想定
される。
○ 想定サービス例
物流・小売に使用されるタグは、ISO/IEC18000-6 Type C となる。国内では
すぐにはタグの機能停止（Kill）は行われず、利用者が手元でタグの ID を使
ったサービスを利用することが可能になる。また、食品のトレーサビリティ
のシステムが標準的に導入されるようになり、肉や野菜等の消費者がタグの
付いた商品を手持ちのリーダで参照することによる様々なアプリケーション
の導入が始まる。
同時に、無人化された自動レジが実験的に導入され、タグを使った自動精算
の仕組みの検証が行われる。
タグの ID を使った、購入の履歴管理が小売店ごとに行われるようになり、
マーケティングや広告に使用されるようになる。個人情報とプライバシの議
論が日本でも行われるようになる。
一部の金券及び紙幣にタグ（チップ）が埋め込まれ、高額商品や偽造防止の
用途で使用されるようになる。
3.2.2.3. 5 年後以降

普及品や消耗品も含め大部分の商品にタグが貼付されるようになる。また、金券及
び紙幣にタグ（チップ）が埋め込まれるようになる。
リーダ/ライタとタグの間での認証方式が実用段階に入り、また無線区間での暗号化
も行われるようになる【事例 R1】
。端末装置にセキュリティチップが搭載されること
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で、端末装置やリーダ/ライタの間でのハードウェア認証、搭載されるソフトウェア（フ
ァームウェア）やアプリケーションデータのチェックが厳密に行われるようになる
[6][2]。
○ 想定サービス例
リーダが装備された冷蔵庫や食品棚といった家庭用製品が登場し、リアルタ
イムでの在庫管理やその情報を使った調理アドバイス等のサービスが提供さ
れる[22]。
リーダが個人向けに販売されることにより、
PC や携帯電話に接続されたリー
ダをタグが貼付あるいは内蔵された物品にかざすことで、物品自身の情報や
連携する Web サイト等を参照することができる。また、そのタグを使って、
家庭内や会社内での物品管理（インベントリ）が実用化されると考えられる。
新しく発行される金券及び紙幣に ID 応答機能をもった単純なタグ（チップ）
が埋め込まれるようになり、金券及び紙幣の偽造防止、鑑別、識別に使用さ
れる可能性がある。

3.3.

RFIDの脅威と対策

3.2節で述べた RFID の動向と専門家に対するヒアリングをもとに、保護すべき情報
に対する脅威を各段階で分析し、その対策の検討を行う。

3.3.1. 脅威の定義
タグ、リーダ/ライタ（POS レジ等の端末装置上の関連機能も含める）を組込みシ
ステム本体ととらえているが、これらの組込みシステム上に存在する保護するべき情
報資産に対する、
「可用性」、
「機密性」
、
「完全性」を脅かすものを脅威と定義する。脅
威の分類には、2 章で説明を行った、
「漏洩」
、
「改竄」
、
「なりすまし」、
「権限昇格」
、
「否認」
、「DoS」の 6 分類を使用している。
文献[23][2]等を参考に、RFID におけるそれぞれの脅威の具体例を表 3.6に掲げる。
表3.6 RFID における脅威の分類

脅威

漏洩
(Information
disclosure)

説明

例

悪意の第三者によるタグまたはリー 悪意の第三者によるタグ
ダ/ライタ・端末装置上の情報資産の の ID の読み出し等
読み出し、またはタグ及びリーダ/ラ
イタ・端末装置間もしくはその他シス
テム内の通信エンティティの間での
通信の傍受。
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権利を持たない者によるタグまたは タグま たは リー ダ/ラ イ
リーダ/ライタ・端末装置上のデータ、 タ・端末装置のデータの
改竄
ソフトウェアの不正な変更、またはタ 不正な変更。
（Tampering） グまたはリーダ/ライタ・端末装置間
もしくはその他システム内エンティ
ティとの通信データの変更。
なりすまし
(Spoofing)

悪意の第三者による ID 偽装等。
タグの違う物品への張り
タグまたはリーダ/ライタ・端末装置 替え、不正なリーダ/ライ
に対する正当でない通信相手。
タ等

権限昇格
(Elevation of
Privilege)

タグまたはリーダ/ライタ・端末装置 読み出し権限のない情報
へアクセスするエンティティによる の読み出し・書き換え等
権利の範囲を超えたタグまたはリー
ダ/ライタ・端末装置上の情報資産へ
のアクセス。

否認
(Repudiation)

権利を持つ者による組込みシステム （RFID ではこの脅威は
の利用及びその否定。
存在しない）

DoS
(Denial of
Service)

サービスや各構成要素が提供する機 タ グ ば ら 撒 き 、 不 正 な
能を利用することを妨害すること。
Kill コマンド発行による
カード機能停止、通信路
の輻輳発生等。

なお、タグ、リーダ/ライタ・端末装置の物理的な破壊・窃盗等（対策例：盗難防止
用チェーン、監視カメラ、頑強な筐体等）は本書での検討の対象外とする。

3.3.2. 脅威マップと分析表
以下では、
「3.1.3 RFID 上の保護すべき情報資産」で整理した情報資産及び「3.1.2
RFID のライフサイクル」で整理した組込みシステムのフローをもとに、脅威の分類
と対策の整理を実施する。
○保護すべき情報資産と脅威のリストアップ
「3.1.3 RFID 上の保護すべき情報資産」で整理した、ライフサイクルの各段階に
おいて存在する情報資産に組込みシステム本体を加えたものを縦軸とし、脅威の発
生箇所（システム・アーキテクチャ内に存在するエンティティと通信路）を横軸と
して、
RFID 分野における保護すべき情報資産の脅威を整理した
（図 3.10、
図 3.11）。
その上で、事例調査等に基づいて、脅威の対策を整理している（表 3.7、表 3.8）
。
図 3.10と表 3.7では運用のライフサイクルに着目し、図 3.11と表 3.8ではそれ以外
の段階としている。
なお、脅威マップの見方については、
「2.3 マップのイメージ」を参照のこと。
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RFID – 運用段階
ライフ
サイクル

対象

保護すべき
情報資産

全体

（全体）

１

２

３

４

５

６

モノ

タグ

リーダ/ライタ

端末装置

ネットワーク

サーバ

なりすまし

Ａ

なりすまし

漏洩

タグ

Ｃ

Ｄ

なりすまし

なりすまし

権限昇格

権限昇格

漏洩

改竄

漏洩

改竄

漏洩

改竄

漏洩

改竄

アプリ用データ

漏洩

改竄

漏洩

改竄

漏洩

改竄

漏洩

改竄

漏洩

改竄

漏洩

改竄

漏洩

改竄

漏洩

改竄

漏洩

改竄

改竄

運用
ソフトウェア

Ｆ
リーダ/
ライタ・
端末装置

DoS

権限昇格

DoS

認証用データ

Ｅ

なりすまし

DoS

改竄

漏洩

ID

Ｂ

DoS

権限昇格

漏洩

ソフトウェアの
設定データ

Ｇ

認証用データ

H

トランザクション
データ

漏洩

漏洩

改竄

図3.10 RFID における脅威マップ（運用段階）
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RFID –開発・製造・廃棄段階

J

ライフ
サイクル

対象

開発

タグ・
リーダ/
ライタ・
端末装置
タグ

K
製造

リーダ/
ライタ・
端末装置

L

M

保護すべき
情報資産

１

２

３

４

５

タグ

リーダ/ライタ

端末装置

設計情報

漏洩

漏洩

漏洩

ID
認証用データ

漏洩

モノ

ソフトウェア
ソフトウェアの
設定データ
認証用データ

漏洩

ID
アプリ用データ

漏洩

認証用データ

漏洩

改竄

漏洩

ネットワーク

改竄

改竄

タグ
N

O
P

Q

R

ソフトウェア

廃棄・
リサイ
クル
リーダ/
ライタ・
端末装置

漏洩

ソフトウェアの
設定データ

漏洩

漏洩

認証用データ

漏洩

トランザクション
データ

漏洩

漏洩

図3.11 RFID における脅威マップ（開発・製造・廃棄リサイクル段階）
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６
サーバ

表3.7 RFID における対策マップ（運用段階）
※表中の矢印は、脅威が重視される期間を示すものであり、脅威が存在する期間と一致するものではない。
※１電気通信事業者が提供するネットワークのセキュリティ対策に関しては、総務省の「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」が参考となるが、組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため詳細には触れない。
※２サーバ上のセキュリティ対策に関しては、経済産業省の「情報システム安全対策基準」が参考となるが、組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため詳細には触れない。

No.

A-1

A-2

脅威
分類

なりすまし

なりすまし

3年

内容
対タグ：あるモノに貼付（内蔵）された正規のタグが
別のモノに張り替えられ、誤認識が発生する。
対モノ：あるモノに貼付（内蔵）された正規のタグが
別のタグに張り替えられ、誤認識が発生する。
対リーダ/ライタ・端末装置：正規のタグと同じ ID を
持ったタグを対応しないモノに張ることにより、誤認
識が発生する。
【事例 T1】【事例 T5】
タグの機能停止（Kill）コマンドを不正発行すること
で、タグが使用できなくなってしまう。
【事例 T4】
※タグの単純な物理的破壊は今回調査の対象外とす
る。

A-2

DoS

A-2

権限昇格

正規のタグの ID やアプリ用データを書き換えてしま
うことで、タグに異なる権限を持たせる。
【事例 T3】

A-3

なりすまし

対タグ：不正なリーダ/ライタにより、タグに不正な
読み書きが行われる（「A-3 権限昇格」と対となる）。
対端末装置：不正なリーダ/ライタにより、端末装置
に対してタグを読んだふりをして、不正な値を送信す
る。
【事例 T3】

A-3

権限昇格

正規のリーダ/ライタを不正に使用し、権限のないタ
グを不正に利用する（「A-3 なりすまし」と対となる）。
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5年

対策
・ モノの外面に目視で読み取れるように、ID やモノの内容を
表示する。
・張り替えられたことが分かるようなタグ[24]を採用する。
・タグ内のアプリ用データにモノの名前を書き込んでおく。
・ モノの外面に目視で読み取れるように、ID やモノの内容を
表示する。
・張り替えられたことが分かるようなタグ[24]を採用する。
・タグ内のアプリ用データにモノの名前を書き込んでおく。
・ タグ及びアプリケーションの設計情報、特に、記載されてい
る認証用データの漏洩防止対策を行う。
・ タグとリーダ/ライタ間の認証技術をより強固なものにする。
・ コマンドの内容を容易に解析できないように、無線通信区間
における通信データの暗号化を行う。
・ タグ及びアプリケーションの設計情報、特に、記載されてい
る認証用データの漏洩防止対策を行う。
・ タグとリーダ/ライタ間の認証技術をより強固なものにする。
・ コマンドの内容を容易に解析できないように、無線通信区間
における通信データの暗号化を行う。
・ リーダ/ライタの耐タンパー性を向上させる。
・ リーダ/ライタと端末装置間の認証技術の導入を行う。
・ タグ及びアプリケーションの設計情報、特に、記載されてい
る認証用データの漏洩防止対策を行う。
・ タグとリーダ/ライタ間の認証技術をより強固なものにする。
・ コマンドの内容を容易に解析できないように、無線通信区間
における通信データの暗号化を行う。
・ リーダ/ライタと端末装置間の認証技術の導入を行う。
・ 端末装置の耐タンパー性を向上させる。

No.

脅威
分類

3年

内容
対リーダ/ライタ：不正な端末装置により、リーダ/ラ
イタが不正に利用される。
正規な端末装置を不正に使用し、権限のないタグにア
クセスする。

A-4

なりすまし

A-4

権限昇格

A-5

DoS

ネットワーク上のワームや不正ソフトウェアによる
端末装置に対する DoS 攻撃が行われる。

A-6

なりすまし

なりすましたサーバによる、端末装置及びリーダ/ラ
イタに対する不正なアクセスが行われる。

A-6

DoS

サーバ上の不正なプログラム等による、端末装置に対
する DoS 攻撃が行われる。

A-6

権限昇格

サーバ上の不正なプログラム等による、端末装置やタ
グの不正な利用の脅威等。

B-1

漏洩

タグの ID が目視によって読み取れる。

B-2

漏洩

タグの ID が不正に読み取られる。
【事例 T1】【事例 T5】

B-2

改竄

タグの ID が不正に書き換えられる。
【事例 T3】
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5年

対策
・ リーダ/ライタと端末装置間の認証技術の導入を行う。
・ 端末装置の耐タンパー性を向上させる。
・ リーダ/ライタと端末装置間の認証技術の導入を行う。
・ 端末装置の耐タンパー性を向上させる。
・ 端末装置の耐タンパー性を向上させる。
・ ネットワークとの接点における、ファイアウォールや IPS
（不
正侵入防御装置）等を導入する。
・ 端末装置とサーバ間での認証技術を導入する。
・ 端末装置の設計情報の漏洩防止対策を行う。
・ 端末装置とサーバ間での認証技術を導入する。
・ 端末装置の設計情報の漏洩防止対策を行う。
・ ネットワークとの接点における、ファイアウォールや IPS
（不
正侵入防御装置）等を導入する。
・ 端末装置とサーバ間での認証技術を導入する。
・ 端末装置の設計情報の漏洩防止対策を行う。
A-1 と背反する問題であり、利用形態によって、どちらを優先
させるべきか決める。
・ タグ及びアプリケーションの設計情報、特に、記載されてい
る認証用データの漏洩防止対策を行う。
・ タグとリーダ/ライタ間の認証技術をより強固なものにする。
・ タグの応答の内容を容易に解析できないように、無線通信区
間における通信データの暗号化を行う。
【事例 M1】
・ タグ及びアプリケーションの設計情報、特に、記載されてい
る認証用データの漏洩防止対策を行う。
・ タグとリーダ/ライタ間の認証技術をより強固なものにする。
・ ID や認証用データの格納領域は、ライトワンスとし上書き
ができないようにする（可能ならば、ID が ROM 化されてい
るタグを採用する）。
【事例 M1】

No.

脅威
分類

3年

内容

B-2

DoS

タグの ID を消去あるいは適当に書き換えられること
により、モノの識別ができなくなってしまう。

B-3

漏洩

リーダ/ライタによって、読み取ったタグの ID が漏洩
する。
【事例 T1】【事例 T5】

B-3

改竄

不正なリーダ/ライタによって、タグの ID を不正に書
き換えられる。

B-4

漏洩

端末装置から、読み取ったタグの ID が漏洩する。

B-4

改竄

不正な端末装置によって、読み取ったタグの ID を書
き換えられる。

B-5

漏洩

タグの ID がネットワーク上で漏洩する。

B-5

改竄

タグの ID がネットワーク上で改竄される。

B-6

漏洩

タグの ID がサーバから漏洩する。
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5年

対策
・ モノの外面に目視で読み取れるように、ID やモノの内容を
表示する。
・ タグ及びアプリケーションの設計情報、特に、記載されてい
る認証用データの漏洩防止対策を行う。
・ タグとリーダ/ライタ間の認証技術をより強固なものにする。
・ ID や認証用データの格納領域は、ライトワンスとし上書き
ができないようにする（可能ならば、ID が ROM 化されてい
るタグを採用する）。
【事例 M1】
・ リーダ/ライタと端末装置の通信の内容を容易に解析できな
いように、その区間における通信データの暗号化を行う。
・ ID の結びつきを販売時等に変更する。【事例 R3】
・ タグ及びアプリケーションの設計情報、特に、記載されてい
る認証用データの漏洩防止対策を行う。
・ タグとリーダ/ライタ間の認証技術をより強固なものにする。
・ タグの応答の内容を容易に解析できないように、無線通信区
間における通信データの暗号化を行う。
・ リーダ/ライタの耐タンパー性を向上させる。
・ リーダ/ライタと端末装置間の認証技術の導入を行う。
・ リーダ/ライタと端末装置の通信の内容を容易に解析できな
いように、その区間における通信データの暗号化を行う。
・ 端末装置内の RAM や不揮発性メモリに、ID を平文で格納し
ない。
・ 端末装置の耐タンパー性を向上させる。
・ リーダ/ライタと端末装置間の認証技術の導入を行う。
・ 端末装置の耐タンパー性を向上させる。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。

No.

脅威
分類

3年

内容

B-6

改竄

サーバ上のタグの ID が改竄される。

C-2

漏洩

タグのアプリ用データが不正に読み取られる。
【事例 T1】【事例 T5】

C-2

改竄

タグのアプリ用データが不正に書き換えられる。
【事例 T3】

C-3

漏洩

C-3

改竄

C-4

漏洩

端末装置から、読み取ったタグのアプリ用データが漏
洩する。

C-4

改竄

不正な端末装置によって、読み取ったタグのアプリ用
データを書き換えられる。

C-5

漏洩

タグのアプリ用データがネットワーク上で漏洩する。

C-5

改竄

タグのアプリ用データがネットワーク上で改竄され
る。

C-6

漏洩

タグのアプリ用データがサーバから漏洩する。

C-6

改竄

サーバ上のタグのアプリ用データが改竄される。

リーダ/ライタによって、読み取ったタグのアプリ用
データが漏洩する。
不正なリーダ/ライタによって、タグのアプリ用デー
タを不正に書き換えられる。
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5年

対策
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。
・ タグ及びアプリケーションの設計情報、特に、記載されてい
る認証用データの漏洩防止対策を行う。
・ タグとリーダ/ライタ間の認証技術をより強固なものにする。
・ タグの応答の内容を容易に解析できないように、無線通信区
間における通信データの暗号化を行う。
【事例 M1】
・ タグ及びアプリケーションの設計情報、特に、記載されてい
る認証用データの漏洩防止対策を行う。
・ タグとリーダ/ライタ間の認証技術をより強固なものにする。
・ 可能なら、アプリ用データの格納領域は、ライトワンスとし
上書きができないようにする。
【事例 M1】
・ リーダ/ライタと端末装置の通信の内容を容易に解析できな
いように、その区間における通信データの暗号化を行う。
・ リーダ/ライタの耐タンパー性を向上させる。
・ リーダ/ライタと端末装置間の認証技術の導入を行う。
・ リーダ/ライタと端末装置の通信の内容を容易に解析できな
いように、その区間における通信データの暗号化を行う。
・ 端末装置内の RAM や不揮発性メモリに、アプリ用データを
平文で格納しない。
・ 端末装置の耐タンパー性を向上させる。
・ リーダ/ライタと端末装置間の認証技術の導入を行う。
・ 端末装置の耐タンパー性を向上させる。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。

No.

脅威
分類

3年

内容

D-2

改竄

タグの認証用データが不正に書き換えられる。

E-3
E-4

漏洩

不正な読み出しと解析によりソフトウェアが漏洩す
る。

E-3
E-4

改竄

ソフトウェアが改竄される。

F-4

漏洩

不正な読み出しにより設定データが漏洩する。

F-4

改竄

設定データが改竄される。

G-2

漏洩

タグへのアクセス時に無線を傍受することで、使用す
るリーダ/ライタ・端末装置が保有する認証用データ
が漏洩する。
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5年

対策
・ タグ及びアプリケーションの設計情報、特に、記載されてい
る認証用データの漏洩防止対策を行う。
・ タグとリーダ/ライタ間の認証技術をより強固なものにする。
・ ID や認証用データの格納領域は、ライトワンスとし上書き
ができないようにする。
・ リーダ/ライタ及び端末装置の耐タンパー性を向上させる。
・ ソフトウェアを解析されにくくするためのリバースエンジ
ニアリング対策を行う。
・ ソフトウェアを記憶デバイス上に平文で格納しない。
・ さらに、その平文に戻すための鍵をセキュリティチップ等の
耐タンパー性のあるデバイスへ格納する。
・ ソフトウェアを解析されにくくするためのリバースエンジ
ニアリング対策を行う。
・ ソフトウェアや初期データの改竄を検出できるように、ハッ
シュ関数や電子署名等を使用した照合を導入する。
・ さらに、その鍵をセキュリティチップ等の耐タンパー性のあ
るデバイスへ格納する。
・ リーダ/ライタ及び端末装置の耐タンパー性を向上させる。
・ 設定データを記憶デバイス上に平文で格納しない。
・ さらに、その平文に戻すための鍵をセキュリティチップ等の
耐タンパー性のあるデバイスへ格納する。
・ リーダ/ライタ及び端末装置の耐タンパー性を向上させる。
・ 設定データの改竄を検出できるように、ハッシュ関数や電子
署名等を使用した照合を導入する。
・ さらに、その鍵をセキュリティチップ等の耐タンパー性のあ
るデバイスへ格納する。
・ タグ及びアプリケーションの設計情報、特に、記載されてい
る認証用データの漏洩防止対策を行う。
・ タグとリーダ/ライタ間の認証技術をより強固なものにする。
・ タグの応答の内容を容易に解析できないように、無線通信区
間における通信データの暗号化を行う。
【事例 M1】

No.

脅威
分類

3年

内容

G-3

漏洩

タグへのアクセス時に使用する認証用データがリー
ダ/ライタから漏洩する。

G-4

漏洩

タグへのアクセス時に使用する認証用データが漏洩
する。

G-4

改竄

端末装置で記憶している認証用データが改竄される。
性

H-4

漏洩

通信記録、取引記録等のトランザクションデータが漏
洩する。

H-4

改竄

通信記録、取引記録等のトランザクションデータが改
竄される。

対策

5年

・ リーダ/ライタの耐タンパー性を向上させる。
・ リーダ/ライタと端末装置間の認証技術の導入を行う。
・ 端末装置の耐タンパー性を向上させる。
・ 認証用データを記憶デバイス上に平文で格納しない。
・ さらに、その平文に戻すための鍵をセキュリティチップ等の
耐タンパー性のあるデバイスへ格納する。
・ 端末装置の耐タンパー性を向上させる。
・ 認証用データの改竄を検出できるように、ハッシュ関数や電
子署名等を使用した照合を導入する。
・ さらに、その鍵をセキュリティチップ等の耐タンパー性のあ
るデバイスへ格納する。
・ 端末装置の耐タンパー性を向上させる。
・ トランザクションデータを記憶デバイス上に平文で格納し
ない。
・ さらに、その平文に戻すための鍵をセキュリティチップ等の
耐タンパー性のあるデバイスへ格納する。
・ 端末装置の耐タンパー性を向上させる。
・ トランザクションデータの改竄を検出できるように、ハッシ
ュ関数や電子署名等を使用した照合を導入する。
・ さらに、その鍵をセキュリティチップ等の耐タンパー性のあ
るデバイスへ格納する。

表3.8 RFID における対策マップ（開発・製造・廃棄リサイクル段階）
※表中の矢印は、脅威が重視される期間を示すものであり、脅威が存在する期間と一致するものではない。

No.

脅威
分類

J-2

漏洩

J-3

漏洩

3年

内容
タグの設計情報が漏洩する。
タグのハードウェア解析により内部ロジックが漏洩
する。
リーダ/ライタの設計情報が漏洩する。
リーダ/ライタのハードウェア解析により内部ロジッ
クが漏洩する。
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5年

対策
・ 設計情報の情報管理体制の強化を行う。
・ 設計情報だけでは解析ができないような耐タンパー性を持
つような回路設計を行う。
・ 設計情報の情報管理体制の強化を行う。
・ 設計情報だけでは解析ができないような耐タンパー性を持
つような回路設計を行う。

No.

脅威
分類

3年

内容

J-4

漏洩

端末装置の設計情報が漏洩する。
端末装置のハードウェア解析により内部ロジックが
漏洩する。

K-2

漏洩

タグの ID や認証用データが漏洩する。

L-3

漏洩

リーダ/ライタのソフトウェアやその設定データ等が
漏洩する。

L-3

改竄

製造時に書き込まれるリーダ/ライタのソフトウェア
やその設定データ等が改竄される。

L-4

漏洩

端末装置のソフトウェアやその設定データ等が漏洩
する。

L-4

改竄

製造時に書き込まれる端末装置のソフトウェアやそ
の設定データ等が改竄される。

M-2

漏洩

機能が有効な状態で廃棄されたタグの ID やアプリ用
データが漏洩する。

M-2

改竄

機能が有効な状態で廃棄されたタグの ID やアプリ用
データが改竄され、不正な用途に使用される。
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5年

対策
・ 設計情報の情報管理体制の強化を行う。
・ 設計情報だけでは解析ができないような耐タンパー性を持
つような回路設計を行う。
・ 重要な情報はセキュリティチップ等の耐タンパー性のある
デバイスへ格納する。
・ 設計情報の情報管理体制の強化を行う。
・ ソフトウェアや初期データを蓄積するサーバやメディアに
対する製造時の情報管理体制の強化を行う。
・ 製造現場でのソフトウェアを流す通信路やメディアに平文
で置かない。
・ 認証用データの改竄を検出できるように、ハッシュ関数や電
子署名等を使用した照合を導入する。
・ さらに、その鍵をセキュリティチップ等の耐タンパー性のあ
るデバイスへ格納する。
・ ソフトウェアを解析されにくくするためのリバースエンジ
ニアリング対策を行う。
・ ソフトウェアや初期データを蓄積するサーバやメディアに
対する製造時の情報管理体制の強化を行う。
・ 製造現場でのソフトウェアを流す通信路やメディアに平文
で置かない。
・ 認証用データの改竄を検出できるように、ハッシュ関数や電
子署名等を使用した照合を導入する。
・ さらに、その鍵をセキュリティチップ等の耐タンパー性のあ
るデバイスへ格納する。
・ 廃棄時にタグの機能停止を行う。
・ ID の結びつきを販売時等に変更する。【事例 R3】
・ ID や認証用データの格納領域は、ライトワンスとし上書き
ができないようにする（可能ならば、ID が ROM 化されてい
るタグを採用する）。
・ 廃棄時にタグの機能停止を行う。
・ ID の結びつきを販売時等に変更する。【事例 R3】

No.

脅威
分類

3年

内容

O-3

漏洩

リーダ/ライタ内にあるソフトウェアが漏洩する。

O-4
P-4

漏洩

端末装置内にあるソフトウェアやその設定データが
漏洩する。

Q-3

漏洩

リーダ/ライタ内にある通信や認証用データが漏洩す
る。

Q-4

漏洩

端末装置内にある通信や認証用の認証用データが漏
洩する。
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5年

対策
・ 廃棄時に容易にソフトウェアを削除（無効化）できるような
実装にしておき、その廃棄手順の徹底を行う。
・ リーダ/ライタの耐タンパー性を向上させる。
・ ソフトウェアを記憶デバイス上に平文で格納しない。
・ さらに、その平文に戻すための鍵をセキュリティチップ等の
耐タンパー性のあるデバイスへ格納する。
・ 廃棄時に容易にソフトウェアや設定データを削除（無効化）
できるような実装にしておき、その廃棄手順の徹底を行う。
・ 規定時間経過後に電源が投入された場合に、自動的に記憶域
を削除するような実装を行う。
・ 端末装置の耐タンパー性を向上させる。
・ ソフトウェアや設定データを記憶デバイス上に平文で格納
しない。
・ さらに、その平文に戻すための鍵をセキュリティチップ等の
耐タンパー性のあるデバイスへ格納する。
・ 廃棄時に容易に認証用データを削除（無効化）できるような
実装にしておき、その廃棄手順の徹底を行う。
・ リーダ/ライタの耐タンパー性を向上させる。
・ 認証用データを記憶デバイス上に平文で格納しない（RAM
等のワークエリアを含む）。
・ さらに、セキュリティチップ等の耐タンパー性のあるデバイ
スへ認証用データを格納する。
・ 廃棄時に容易に認証用データを削除（無効化）できるような
実装にしておき、その廃棄手順の徹底を行う。
・ 規定時間経過後に電源が投入された場合に、自動的に記憶域
を削除するような実装を行う。
・ 端末装置の耐タンパー性を向上させる。
・ 認証用データを記憶デバイス上に平文で格納しない（RAM
等のワークエリアを含む）。
・ さらに、セキュリティチップ等の耐タンパー性のあるデバイ
スへ認証用データを格納する。

No.

R-4

脅威
分類

漏洩

3年

内容

端末装置内にある通信記録、取引記録等のトランザク
ションデータが漏洩する。
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5年

対策
・ 廃棄時に容易に認証用データを削除（無効化）できるような
実装にしておき、その廃棄手順の徹底を行う。
・ 規定時間経過後に電源が投入された場合に、自動的に記憶域
を削除するような実装を行う。
・ 端末装置の耐タンパー性を向上させる。
・ トランザクションデータを記憶デバイス上に平文で格納し
ない。
・ さらに、その平文に戻すための鍵をセキュリティチップ等の
耐タンパー性のあるデバイスへ格納する。

前記図表に基づいて、RFID の脅威と対策について分析を行う。
3.3.2.1. 脅威と対策の想定（3 年後まで）

暗号・認証機能を有するタグ製品もあるが、将来予測（3.2.2.1節）で記述した通
り、RFID に関しては、当面、タグ上の情報の暗号化やアクセス時の認証機能を持
たず、リーダ/ライタがあれば誰でも ID を読める（機密性を設定できない）タグ製
品が多数を占めると想定される。
RFID は、
リーダ/ライタにより、
タグを比較的遠距離から読むことが可能であり、
範囲内に複数のタグが存在する場合でも読み取る機能を有するリーダ/ライタも多
い。このため、同じ規格のタグを紛れ込ませて誤認識や読み取りエラーを誘発させ
るような、可用性に対する脅威も想定される。また、無線通信を妨害することによ
り、可用性が侵害されるリスクも、存在すると考えられる。
将来予測（3.2.2.1節）で記述した通り、当面書換えが可能なタグ製品は一部に限
られると想定されるため、改ざん等の脅威は少ないと想定される。ただし、製造段
階での偽造や、別のタグの張り替え等による脅威は存在すると考えられる。
上記の整理と、図 3.10・図 3.11、表 3.7・表 3.8から、3 年以内の RFID に関す
る脅威は以下のように整理を行った。
（1）タグに対する脅威と対策
○漏洩（表 3.7 B‑
2, C‑
2, G‑
2、表 3.8 J‑
2, K‑
2, M‑
2, N‑
2）
市販のリーダ/ライタで誰でも可読なタグは、そもそもタグ本体での高い機密性が
設定できないため、漏洩という脅威も存在しないと考えられるが、コストの関係か
ら、機密性を設定すべき情報資産を安価なタグに格納してしまうケースが存在する
ことが考えられる。また、個々のタグ上の情報では脅威とならない場合でも、家庭
から出たゴミ袋内の商品タグから個人のプライバシが侵害される等、タグ上の情報
を集積することにより、開発者や利用者が意図しない脅威が発生するケースは想定
される。
特に物流・小売分野で広く普及する可能性が高い ISO/IEC18000-6 Type C 等の
タグにおいては、アクセスと Kill のためのパスワードが共通鍵であることから、漏
洩することで容易にアクセスや Kill コマンドの実行が可能となる可能性が高い。ま
た、共通鍵のパスワードも 32 ビットと鍵長が短く、ブルートフォースアタック等
で簡単に解読されるリスクがある。
なお、実用化されている一部の暗号・認証等の機能を有する高機能タグにおいて
は機密性を設定することが可能である。しかし、暗号解読により情報漏洩（不正使
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用）が発生した事例もあり【事例 T1】
、普及期を考慮すると少なくとも 3～5 年後
までは脅威が存在すると想定される。
■基本的対策
・ タグ上の情報の機密性が要求されるアプリケーションにおいては、暗号・
認証機能を有するタグを使用する
・ 流通用途等のタグに関しては、Kill コマンド等により機能を停止させる
■求められる技術・開発
・ より強度の高い暗号・認証機能を有するタグの開発
・ 暗号・認証機能を有するタグの低価格化 等
○改竄（表 3.7 B‑
2, C‑
2, D‑
2、表 3.8 M‑
2）
タグには、前述の通り、ID を書き換えられるタグ、書き換え可能なメモリ領域を
有するタグ等の製品があり、正規のリーダ/ライタの不正利用、不正なリーダ/ライ
タの利用等により、不正な内容に改竄する脅威が想定される。
【事例 T2】
【事例 T3】
■基本的対策
・ タグ内の情報書き換えが不要であり、かつ、改竄による被害が大きい場合
には、タグのリサイクルは考えず、書き換え不可能なタグを採用する
・ タ グ － リ ー ダ / ラ イ タ 間 で 認 証 を 行 う （ EPCglobal が 推 奨 す る タ グ
（ISO/IEC18000-6 Type C）では、図 3.4における 32 ビットの Access
Password を設定しておくことで、パスワードが一致するリーダ/ライタか
らのコマンドしか受け付けなくなる）
・ リーダ/ライタの不正利用を防ぐ（運用上の対策であるため本章では詳細検
討は行わない）
■求められる技術・開発
・ タグ－リーダ/ライタ間の高速・高強度の認証技術の開発

等

○なりすまし（表 3.7 A‑
1, A‑
2）
ここでは、偽造タグが貼られている状態、またはタグと対応するべきモノが消失
したり、モノが不正に入れ替わっている状態を「なりすまし」と定義している。
【事
例 T2】
例えば、モノに貼付されたタグが故意または偶然により剥がれたり、張り替えら
れた場合、
・ モノが持ち去られ、タグだけ残されても、管理者が盗難に気付かない
・ タグを別のモノに張り替えたり、偽造タグを貼り替えたりすることで、誤
った流通を行わせる
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といった被害が発生する可能性がある。また、書き換え不可能なタグについて
も、製造段階において不正な内容を書き込んだものが出現する可能性がある。
■基本的対策
・ タグ－リーダ/ライタ間で認証を行う（偽造タグ防止）
・ 剥がされると無効となるタグを使用する（「剥離検知型 IC シール」[24]
等）
■求められる技術・開発
・ タグとモノとを結びつける技術の開発

等

○権限昇格（表 3.7 A‑
2）
タグ上の情報を改竄し、例えば入退室タグのアクセス権限を不正に拡張すること
が想定されるが、技術的には改竄と同等である。また、物流・小売分野では、この
脅威は該当しないと考えられる。
○DoS（表 3.7 A‑
2, B‑2）
タグに関連する RFID アプリケーションの無効化は、物理的な破壊や張り替え以
外にも、同規格の RFID を周辺にばら撒くことによるアクセスの妨害、違法無線に
よるタグの通信妨害等の脅威が想定される。
ただし、近年、インターネット上の不正行為も、フィッシングによる ID・パスワー
ド詐取等、直接金銭を狙う方向に向いており、組込みシステムの脅威の想定に関し
ても、
「Kill コマンドの不正発行により商品タグを機能停止し、万引きする」等、目
的が明確な脅威に焦点を絞ることが考えられる。【事例 T4】
■基本的対策
・ Kill コ マ ン ド 用 の 認 証 手 順 の 導 入 （ EPCglobal が 推 奨 す る タ グ
（ISO18000-6 Type C）では、32 ビットの Kill Password を設定しておく
ことで、パスワードが一致するライタからのコマンドしか受け付けなくな
る）
■求められる技術・開発
・ より外乱に強い RFID の開発（可用性の向上）
（2）リーダ/ライタ・端末装置に対する脅威と対策
○漏洩（表 3.7 B‑
3, B‑4, C‑
3, C‑
4, E‑
3, E‑
4, F‑
4, G‑
3, G‑
4, H‑
4、表 3.8 J‑
3,
J‑
4, L‑
3, L‑
4, O‑
3, O‑
4, P‑
4, Q‑
3, Q‑
4, R‑
4）
リーダ/ライタ･端末装置は、リーダ/ライタ・端末装置上の情報資産（3.1.3節参照）
だけでなく、タグ内の情報資産についても、漏洩元となる可能性を有している。特

3-37

に、タグそのものはネットワークに接続されていないため、遠隔地から情報を不正
に入手することは困難であるが、リーダ/ライタ・端末装置はネットワーク接続され、
かつタグの情報を集約しうる分、リスクが高いと想定される。
リーダ/ライタ及び端末装置上で動作するソフトウェアとその動作時に必要とす
る設定やワークエリアには、読み書きの対象となるタグの ID やアプリ用データだ
けでなく、認証用データやトランザクション情報等も含まれており、他分野にも共
通なソフトウェアの脆弱性に関する対策をとる必要がある。特に、設計情報やリ
バースエンジニアリングから得られる情報は多く、この点に関する基本的な対策を
講じる必要がある。
○改竄（表 3.7 B‑
3, B‑4, C‑
3, C‑
4, E‑
3, E‑
4, F‑
4, G‑
4, H‑
4、表 3.8 L‑3, L‑
4）
改竄は前述の設計情報やソフトウェアや ID の漏洩で得られる情報をもとに行わ
れることが多く、まず漏洩に対する対策を行う必要がある。その上で、改竄された
ソフトウェアやハードウェアを検出し、実行を停止するような仕組みが必要となる。
特に重要な情報については、耐タンパー性のあるセキュリティチップに格納し、解
析や改竄ができないようにする必要がある。
○なりすまし（表 3.7 A‑
3, A‑
4, A‑
6）
正規のものではない、あるいは、不正な改造を行ったリーダ/ライタや端末装置が
正規のものであるような動作を行い、タグやネットワークと通信することを「なり
すまし」と定義している。また、A-6 のようにサーバがなりすますことで、端末装
置やタグに不正アクセスする可能性もあり、これも同時に扱っている。
なりすましを防ぐには、機器間での相互認証が有効であるが、タグに関してはそ
のような複雑な機能を搭載する余地はないと考えられるため、リーダ/ライタと端末
装置またサーバの間で相互認証や通信データの暗号化の仕組みが必要となる。
○権限昇格（表 3.7 A‑
3, A‑4, A‑6）
リーダ/ライタと端末装置のソフトウェアやハードウェアを不正に改造し、権限を
越えるアクセスを行うこと等が想定されるが、技術的には改竄と同等であるため、
ここでは割愛する。
○DoS（表 3.7 A‑
5, A‑6）
DoS については、端末装置に対して、ネットワークやサーバから攻撃がある可能
性を想定している。ネットワークからの DoS 攻撃については、一般的なネットワー
クの DoS 対策が参考となる。
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3.3.2.2. 脅威と対策の想定（3～5 年後まで）

3～5 年後においても、暗号・認証機能を有するタグ製品はコスト面から一部に留
まるのではないかと想定されるが、アプリケーションについては適用範囲が広がっ
ていると想定される（3.2.2.2節）。また、EPCglobal により、バーコード同様、誰
でも読めることによってメリットが発揮されるアプリケーションが普及すると想
定される。この場合は、タグの ID の偽造防止等に重きが置かれると考えられる。
読み取るべき対象のモノの傍に多くのタグを配置することで、その読み取りを妨
害することが容易にできてしまうため、タグが市場に出回り、悪戯や妨害等の行為
が発生すると想定される。
前述の通り、RFID のバーコード的な利用の範囲が拡大し、多少コストが増えて
も成り立つ分野において、偽造や改竄防止に重点が置かれたタグが利用されるよう
になると想定される。例えば、中国で生産される家電製品の海賊品を防止するため
にプリント基板にタグを埋め込むようなことも検討されており、このような用途も
拡大すると想定される。
また、不用意に廃棄された端末装置が市場に出回ることで、不正なタグの作成や
改変が行われる事例が発生すると想定される。また、廃棄された端末装置に残され
た取引履歴等の情報が流出し、それを使った詐欺行為や窃盗行為が発生すると想定
される。
上記のように整理した場合における、3～5 年後までの RFID に関する脅威は以下の
ようになる。
・ ID のトレースと名寄せによる個人の嗜好や行動の追跡、またその結果によ
るプライバシの侵害の可能性。これは RFID のトレーサビリティの機能を
悪用していることになる
・ 特定の端末装置プラットフォーム（特に OS）を狙った攻撃が増加し、機能
の停止や、内部データの盗難の発生の可能性
3.3.2.3. 脅威と対策の想定（5 年後以降）

脅威と対策としては、5 年以内のものも同様に存在するが、機器認証やタグの認証
機能が組込まれ、例えば端末装置にはセキュリティチップが組み込まれ暗号鍵や識別
ID 等の重要なデータはそこに格納される。またソフトウェア（ファームウェア）や設
定も記憶媒体上で暗号化されることが想定される。さらに、単純なパスワードでアク
セスや Kill コマンドの実行を保護することが限界になり、より安全性の高い方式が導
入されると想定される。
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新しい脅威としては以下のような大規模運用に伴うものが想定される。
・ タグの ID と関連する物品や個人の情報のインターネットへの大規模な流
出
・ ID やそのトレース情報を不正に書き換えることによる、業務の妨害行為や
詐欺行為の発生

3.4.

RFID分野付録

3.4.1. RFID の事例
文中で参照している、RFID 関係の事例について以下に挙げる。事例については、
「脅威」
、「対策」
、
「研究開発」の 3 つに分類し、それぞれ「T」
、「M」
、
「R」の頭文字
を付けた通し番号で識別するようにした。
○ RFID のセキュリティに関する脅威の事例
【事例T1】 TI 社の DST タグの暗号鍵が解読される
米国のガソリンスタンドで顧客識別用に使用されている、Texas Instruments
社（以下、TI 社）の DST（Digital Signature Transponder）タグが、2005 年
1 月に米 Johns Hopkins 大学の研究チームによって暗号が解読された[25]。
DST
タグは、自動車の盗難防止キー（イモビライザ）やガソリンスタンドの支払い
用トークン Speedpass[3]に使用されており、40 ビットの暗号鍵を内蔵しチャレ
ンジレスポンスで認証を行っている。研究チームは、専用 FPGA による 3,500
ドルの装置で 5 個のタグを 2 時間で解読できることを示した。また、任意波形
発生器を使って、タグのなりすましを行うことが可能であることを示した。
TI 社の DST を使ったタグやトークンは、1 億 5000 万個以上が出荷されてい
る。TI 社からこの発表に対して、過去 8 年間被害報告はなく、また、今後は 128
ビットの暗号鍵を使った製品の増産を行っていくというプレスリリースを、
2005 年 1 月 31 日に出している。128 ビット暗号鍵の製品では、Triple DES や
SHA-1 等のアルゴリズムを使用している。
また、この DST のセキュリティの解析に関する論文が発表されている[18]。
【事例T2】 偽装 ID によるなりすましの可能性
EPCglobal が使用する、製造後に書き込むタイプの ID を使うタグ（3.1.1節
参照）において、ID 書込み前のタグとライタが入手できれば、原理的に任意の
ID を持ったタグを作成可能であり、タグのなりすましが可能である[26]。この
タグはユビキタス ID センターの認定タグ（ucode タグ）の中で物理的複製が可
能なものと分類されている[27]。
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対策として、真贋判定機能をタグに組み込み、それを標準化する方向での動
きがある。タグのチップメーカにて、セキュリティ強化版のタグとして現在開
発中である[26]。
【事例T3】 タグを経由したウィルス侵入やトロイの木馬攻撃の可能性
ユビキタスフォーラムからタグを経由したウィルス侵入の可能性が報告され
ている[20]。なお、元になった論文は文献[28]である。技術的には、タグにウィ
ルスが感染するわけではなく、タグの ID やアプリ用データの部分に、データ
ベース操作やバッファオーバーフローを引き起こすようなデータを故意に埋め
込むことで、それを読み込んだ端末装置やサーバにおいて不正なアクセスを行
うものである。よって、脆弱性自体は端末装置やサーバにあり、それらについ
て基本的なセキュリティ対策を行うことが重要であり、特に新しい対策が必要
になるわけではない。
攻撃者は、SQL 等のデータベースにアクセスする際に、タグの ID やデータ
部分がそのままデータベースのキーに使用されることを期待し、次のような手
順で不正コードを広げる。①タグに SQL インジェクションや Web サーバのバ
ックドアの実行を引き起こすような不正コードを書いておく。②それを読み込
んだ端末装置は、結果として意図しない SQL を実行しデータベースに不正な
コードを書き込んでしまう。③それを読み出した端末装置は、別のタグに同様
の不正コードを書き込んでしまう。④また、そのタグの情報を表示する Web
サーバにおいては、バックドアとなるコマンドを実行してしまう。
よって、このような攻撃を防ぐには、SQL の問合せを実行する部分では、タ
グから読み取ったデータをエスケープ処理する、データベースから返された
データをエスケープ処理するといった通常の対策を端末装置やサーバ等で確実
に行っておくことが重要となる。また、リーダ/ライタや端末装置を不正に改造
することで、ID やデータの代わりに不正なコードを含む情報を読み出したり、
不正なコードを書き込んだりということも考慮しておく必要がある。
【事例T4】 タグの不正な機能停止（Kill）に関する分析
プライバシ問題を考慮して導入されたタグの機能停止（Kill）コマンドを不正
に使用することで、正常なタグのサービスを停止する等の DoS 攻撃が可能にな
る。論文[29]では、提案されている RFID 関係のプロトコルを分類し、不正な
Kill コマンドの実行に対する脆弱性を分析している。
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【事例T5】 米国における支払い用カードで使用されている RFID の脆弱性の報告
米国で使用されている非接触型のクレジットカード等に使用されている
RFID において、盗聴となりすましが簡単なハードウェアで実施可能であるこ
とが報告されている[30][31]。カードホルダの名前、クレジットカード番号、有
効期限等の情報を盗聴によって読み取ることが可能で、リプレイ攻撃によって
なりすましが可能であることを示した。
上記の問題は、技術的には ISO/IEC14443 の規格に準拠する非接触型カード
の事例であり、脆弱性と対策については IC カード分野に順ずる。
○ RFID のセキュリティに関する対策の事例
【事例M1】 書籍向け IC タグの試作システム（公開鍵暗号利用）[32]
書籍や雑誌向けの RFID システムでは、
暗号化した ID をタグに割り当てるこ
とで、悪意の第三者に ID を読み取られても内容が分からないようになっている。
暗号化された ID の復号は、ID を一元管理するセンタでしか実行できず、セン
タへのアクセス権を持つ RFID リーダ及び端末装置が必要になる。暗号化は公
開鍵暗号方式を採用しており、公開鍵で出版社が ID を暗号化することで鍵の管
理を容易にしている。
公開鍵暗号方式では、暗号化後の符号のサイズが大きくなるという問題があ
り、例えば 96 ビットの ID を RSA で暗号化すると 1000 ビット程度になってし
まう。それでは、利用できるタグが限られてしまい、またコストも高くなる。
開発したシステムでは、暗号化方式に楕円曲線暗号（ElGamal 暗号）を採用し、
ID のサイズを 160～320 ビットに抑えている。
【事例M2】 個人認証のための RFID に向けた組込み用プロセッサ
ブロードコム社が 2006 年 6 月に発表した組込み用プロセッサ BCM5890 で
は、RFID を使った安全な個人認証のためのシステムを開発できると発表して
いる[33]。
【事例M3】 家電偽造防止のためのプリント基板にタグを埋め込む
中国での家電偽造防止のために、プリント基板にタグを埋め込むことが家電
業界で検討されている。このようなタグでは、偽造防止や製品からの取り外し・
再装着を防ぐ仕組みが必要になる。また、米国では、高価かつ偽造される可能
性がある薬品についての応用例もある。このような用途では、コストについて、
物流分野で使用されるタグよりも、多少高価であっても許容される可能性があ
る。
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○ RFID のセキュリティに関する研究開発の事例
【事例R1】 RFID 向けのセキュリティ実装の提案
タグに簡単なセキュリティ機能を組込み、なりすましや漏洩を防ごうという
研究が各所で行われている 。文献[17]では、計算能力の限られるタグにどのよ
うにセキュリティを実装すべきかを検討している。
【事例R2】 RSA Blocker Tag による不正読み出しからの保護
RSA Laboratories で開発された Blocker Tag では、個人に渡った後のタグの
プライバシ等を保護することができる[34]。Blocker Tag は無数のタグをエミュ
レートし、既存のタグに対する読み出しに影響を与えることで、不正な読み出
しを防ぐことができる。ただし、このタグを不正に使うことで、既存の RFID
のサービスを妨害するような DoS 攻撃もできてしまうという課題がある。
【事例R3】 RFID システムにおけるプライバシを確保する方式の提案
タグの付いたモノが販売される等、モノと個人が結びついた場合に問題とな
るプライバシを保護する方法についていくつかの提案が行われている。文献
[35][36]では、ID と結び付けられた所有権を移転することでプライバシの問題
を回避する方式を提案している。文献[37]では、紙幣にタグ（チップ）を埋め
込んだときに、その所有者のプライバシを確保する方式について検討を行って
いる。
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