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1.  インテル Stratix 10 デバイス・セキュリティーの概要

インテル® がデザインするインテル Stratix 10 デバイスには、高度にコンフィグレーション可能な専用
のセキュリティー・ハードウェアおよびファームウェアが備えられています。 Security Methodology
User Guide には、インテルのプログラマブル・ソリューション製品のセキュリティー機能およびテクノ
ロジーに関する詳細な説明が記載されており、セキュリティー目標の達成に必要なセキュリティー機能
を選択する際に役立てることができます。 Security Methodology User Guide は、 インテル のリソ
ース & デザインセンターで提供しています。その入手については、インテルのサポートにお問い合わせく
ださい。

このドキュメントは、 Security Methodology User Guide の知識を前提としています。このドキュメ
ントで説明する手順は、インテル Quartus® Prime プロ・エディション開発ソフトウェアを使用してイ
ンテル Stratix 10 デバイスにセキュリティー機能を実装するためのものです。

このドキュメントの構成は次のとおりです。

• 認証と承認: 認証キーと署名チェーンを作成し、アクセス許可とキャンセル ID を適用し、オブジェ
クトに署名し、認証機能をインテル Stratix 10 デバイスにプログラムする手順を説明します。

• AES ビットストリーム暗号化: AES ルートキーを作成し、コンフィグレーション・ビットストリーム
を暗号化し、AES ルートキーをインテル Stratix 10 デバイスに対してプロビジョニングする手順
を説明します。

• デバイス・プロビジョニング: インテル Quartus Prime Programmer およびセキュア・デバイス・
マネージャー (SDM) プロビジョニング・ファームウェアを使用して、インテル Stratix 10 デバイス
にセキュリティー機能をプログラムする手順を説明します。

• 高度な機能: セキュアデバッグ承認、ハード・プロセッサー・システム (HPS) デバッグ、プラットフ
ォーム構成証明、物理的な改ざん防止、およびリモート・システム・アップデートなどの高度なセキュ
リティー機能をイネーブルする手順を説明します。

1.1. 製品セキュリティーへの取り組み

インテルは、革新的なセキュリティー機能を製品に組み込み、インテル製品のセキュリティーをサポート
し、維持することをお約束します。インテルの製品セキュリティーは、継続的な優先事項です。インテルで
は、インテルの製品セキュリティー・リソースをよく理解し、それをインテル製品の使用期間を通じて活用
することを強くお勧めします。
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2. 認証と承認

インテル Stratix 10 デバイスの認証機能をイネーブルするには、まず、インテル Quartus Prime プ
ロ・エディション開発ソフトウェアおよび関連ツールを使用して、署名チェーンを構築します。署名チェー
ンは、ルートキー、1 つ以上の署名キー、および該当する承認で構成されます。署名チェーンをインテル
Quartus Prime プロ・エディション・プロジェクトおよびコンパイル済みのプログラミング・ファイルに
適用します。デバイス・プロビジョニング (20 ページ) の手順に従って、ルートキーをインテル Stratix
10 デバイスにプログラムします。

関連情報
デバイス・プロビジョニング (20 ページ)

2.1. 署名チェーンを作成する

quartus_sign ツール、または sratix10_sign.py リファレンス実装を使用して、署名チェー
ン動作を実行します。このドキュメントでは、quartus_sign を使用した例を説明します。

リファレンス実装を使用するには、インテル Quartus Prime に含まれている Python インタープリタ
ーへの呼び出しを置き換え、--family = Stratix10 オプションを省略します。他のすべてのオプ
ションは同じです。例えば、quartus_sign コマンド (本セクションで後述) の

quartus_sign --family=stratix10 --operation=make_root root_public.pem root.qky

は、リファレンス実装の同等の呼び出しに変換して次のようにすることができます。

pgm_py stratix10_sign.py --operation=make_root root_public.pem root.qky

インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアには、quartus_sign、pgm_py およ
び stratix10_sign.py ツールが含まれています。Nios® II コマンド・シェル・ツールを使用する
と、適切な環境変数が自動設定され、これらのツールにアクセスできます。

次の手順で Nios II コマンドシェルを起動します。

1. Nios II コマンドシェルを起動します。

オプション 説明

Windows Start メニューで、Programs > Intel FPGA > Nios II EDS > <version> にカーソ
ルを合わせ、Nios II <version> Command Shell をクリックします。

Linux コマンドシェルで <install_dir>/nios2eds に切り替え、次のコマンドを実行します。

./nios2_command_shell.sh

このセクションにある例では、署名チェーンおよびコンフィグレーション・ビットストリーム・ファイルが現
在の作業ディレクトリーにあることを前提としています。キーファイルがファイルシステムに保持されて
いる例に従う場合、その例では、キーファイルが現在の作業ディレクトリーにあることを前提としていま
す。使用するディレクトリーを選択すると、ツールでは相対ファイルパスをサポートします。キーファイル
をファイルシステムに保持する場合、そのファイルへのアクセス許可の管理は慎重に行ってください。
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インテルでは、市販の Hardware Security Module (HSM) を使用し、暗号化キーを格納し、暗号化動
作を実行することをお勧めします。quartus_sign ツールおよびリファレンス実装に含まれている
Public Key Cryptography Standard #11 (PKCS #11) Application Programming
Interface (API) により、HSM との対話が、署名チェーン動作の実行中にできます。
stratix10_sign.py リファレンス実装には、インターフェイスの抽象化と、SoftHSM に対するイ
ンターフェイス例が含まれています。

このインターフェイス例を使用して、HSM に対するインターフェイスを実装します。HSM に対するインタ
ーフェイスの実装とその動作の詳細については、お使いの HSM ベンダーのドキュメントを参照してくだ
さい。

SoftHSM は、汎用暗号化デバイスのソフトウェア実装です。PKCS#11 インターフェイスを備え、
OpenDNSSEC® プロジェクトにより提供されています。OpenHSM のダウンロード、ビルド、およびイ
ンストール方法などの詳細については、OpenDNSSEC プロジェクトを参照してください。このセクショ
ンの例では、SoftHSM バージョン 2.6.1 を使用しています。このセクションの例では、さらに OpenSC
の pkcs11-tool ユーティリティーを使用し、SoftHSM トークンで追加の PKCS#11 動作を実行し
ます。pkcs11-tool をダウンロード、ビルド、 インストールする方法などの詳細情報は、OpenSC を
参照してください。

関連情報
• The OpenDNSSEC project

DNSSEC キー追跡のプロセスを自動化するためのポリシーベースのゾーン署名者。

• SoftHSM
PKCS#11 インターフェイスを介してアクセス可能な暗号化ストアの実装に関する情報。

• OpenSC
スマートカードを扱うためのライブラリーとユーティリティーのセットを提供します。

2.1.1. 認証キーペアをローカル・ファイルシステム上に作成する

quartus_sign ツールを使用して、認証キーペアをローカル・ファイルシステム上に作成します。これ
には、make_private_pem および make_public_pem ツールの動作を使用します。まず、
make_private_pem 動作を使用して、秘密鍵を生成します。使用する楕円曲線、および秘密鍵のフ
ァイル名を指定し、また、秘密鍵をパスフレーズで保護するかどうかを必要に応じて指定します。インテル
では、secp384r1 曲線を使用し、業界のベスト・プラクティスに従い、強力でランダムなパスフレーズを
すべての秘密鍵ファイルに対して作成することをお勧めします。さらにインテルでは、秘密鍵 .pem ファ
イルのファイルシステム権限を制限し、所有者のみが読み出すようにすることをお勧めします。
make_public_pem 動作を使用して、秘密鍵から公開鍵を取得します。キー .pem ファイルには、わ
かりやすい名前を付けると便利です。このドキュメントでは、
<keyuse><cancelID>_<keytype>.pem という規則を次の例で使用します。

1. Nios II コマンドシェルで、次のコマンドを実行して秘密鍵を作成します。次に示す秘密鍵は、署名
チェーンを作成する後述の例では、ルートキーとして使用されます。

オプション 説明

パスフレーズを使用する場合 quartus_sign --family=stratix10 --operation=make_private_pem \
--curve=secp384r1 root_private.pem
Enter the passphrase when prompted to do so. 

パスフレーズを使用しない場
合

quartus_sign --family=stratix10 --operation=make_private_pem \
--curve=secp384r1 --no_passphrase root_private.pem
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2. 次のコマンドを実行し、公開鍵を作成します。これには、前の手順で生成した秘密鍵を使用します。
公開鍵の機密性を保護する必要はありません。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=make_public_pem \
root_private.pem root_public.pem

3. コマンドを再度実行して、署名チェーンのデザイン署名キーとして使用するキーペアを作成します。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=make_private_pem \
--curve=secp384r1 design0_sign_private.pem

quartus_sign --family=stratix10 --operation=make_public_pem \
design0_sign_private.pem design0_sign_public.pem

2.1.2. 認証キーペアを SoftHSM で作成する

この章の SoftHSM の例には一貫性があります。一部のパラメーターは、SoftHSM のインストールと
SoftHSM 内のトークンの初期化によって異なります。

quartus_sign ツールは、HSM の PKCS #11 API ライブラリーに依存します。このセクションの例
では、SoftHSM ライブラリーのインストール先は、Linux では /usr/local/lib/
softhsm2.so、32 ビットバージョンの Windows では C:\SoftHSM2\lib
\softhsm2.dll、64 ビットバージョンの Windows では C:\SoftHSM2\lib\softhsm2-
x64.dll であることを前提としています。

SoftHSM 内でのトークンの初期化には、softhsm2-util ツールを使用します。

softhsm2-util --init-token --label s10-token --pin s10-token-pin \
--so-pin s10-so-pin --free

オプション・パラメーター、特にトークン label とトークン pin は、例としてこの章全体で使用されて
います。 インテルでは、HSM ベンダーの指示に従って、トークンとキーを作成し、管理することをお勧め
します。

認証キーペアの作成には、pkcs11-tool ユーティリティーを使用し、SoftHSM のトークンと対話し
ます。ファイルシステム例の秘密鍵および公開鍵 .pem ファイルを明示的に参照するのではなく、キー
ペアをラベルで参照すると、ツールによって適切なキーが自動で選択されます。

次のコマンドを実行して、後述の例でルートキーとして使用するキーペアと、署名チェーンのデザイン署
名キーとして使用するキーペアを作成します。

pkcs11-tool --module=/usr/local/lib/softhsm/libsofthsm2.so \
--token_label s10-token --login --pin s10-token-pin --keypairgen \
--mechanism ECDSA-KEY-PAIR-GEN --key-type EC:secp384r1 --usage-sign \
--label root --id 0

pkcs11-tool --module=/usr/local/lib/softhsm/libsofthsm2.so \
--token_label s10-token --login --pin s10-token-pin --keypairgen \
--mechanism ECDSA-KEY-PAIR-GEN --key-type EC:secp384r1 --usage-sign \
--label design0_sign --id 1

注意: このステップの ID オプションは、各キーに固有である必要がありますが、使用するのは HSM によって
のみです。この ID オプションは、署名チェーンで割り当てられるキーキャンセル ID とは関係ありませ
ん。
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2.1.3. 署名チェーン・ルート・エントリーを作成する

make_root 動作を使用して、ルート公開鍵を署名チェーン・ルート・エントリーに変換し、ローカル・フ
ァイルシステムの インテル Quartus Prime キー (.qky) フォーマット・ファイルに格納します。

次のコマンドを実行して、ルートエントリーを持つ署名チェーンを作成します。このとき、ファイルシステ
ムのルート公開鍵を使用します。

quartus_sign --family=stratix10 \
--operation=make_root root_public.pem root.qky

次のコマンドを実行して、ルートエントリーを持つ署名チェーンを作成します。このとき、前のセクション
で設定した SoftHSM トークンのルートキーを使用します。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=make_root \
--module=softHSM --module_args="--token_label=s10-token \
--user_pin=s10-token-pin \
--hsm_lib=/usr/local/lib/softhsm/libsofthsm2.so" root root.qky

2.1.4. 署名チェーン公開鍵エントリーを作成する

append_key 動作を使用して、署名チェーンの新しい公開鍵エントリーを作成します。前の署名チェ
ーン、前の署名チェーンの 後のエントリーの秘密鍵、次のレベルの公開鍵、次のレベルの公開鍵に割り
当てるアクセス許可とキャンセル ID、および新しい署名チェーンファイルを指定します。

ファイルシステムまたは HSM でのキーの使用方法に応じて、次のコマンド例のいずれかを使用して、前
のセクションで作成したルート署名チェーンに design0_sign 公開鍵を追加します。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=append_key \ 
--previous_pem=root_private.pem --previous_qky=root.qky \ 
--permission=6 --cancel=0 design0_sign_public.pem \ 
design0_sign_chain.qky

quartus_sign --family=stratix10 --operation=append_key --module=softHSM \
-–module_args="--token_label=s10-token --user_pin=s10-token-pin \
--hsm_lib=/usr/local/lib/softhsm/libsofthsm2.so" \
--previous_pem=root --previous_qky=root.qky \
--permission=6 --cancel=0 design0_sign \
design0_sign_chain.qky

append_key 動作は、さらに 大 2 回繰り返して、任意の 1 つの署名チェーンのルートエントリーと
ヘッダー・ブロック・エントリーの間に 大 3 つの公開鍵エントリーを追加することができます。

次の例が前提としているのは、同じアクセス許可を持つ別の認証公開鍵を作成済みであること、
design1_sign_public.pem というキャンセル ID1 を割り当て済みであること、さらに、このキ
ーの追加先は、前の例の署名チェーンであることです。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=append_key \ 
--previous_pem=design0_sign_private.pem \ 
--previous_qky=design0_sign_chain.qky \
--permission=6 \
--cancel=1 design1_sign_public.pem design1_sign_chain.qky 

quartus_sign --family=stratix10 --operation=append_key --module=softHSM \ 
--module_args="--token_label=s10-token --user_pin=s10-token-pin \
--hsm_lib=/usr/local/lib/softhsm/libsofthsm2.so" \
--previous_pem=design0_sign_private.pem \
--previous_qky=design0_sign_chain.qky \
--perission=6 \
--cancel=1 design1_sign_public.pem design1_sign_chain.qky 
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2.2. コンフィグレーション・ビットストリームに署名する

2.2.1. Quartus Key File の割り当て

インテル Quartus Prime プロジェクトで署名チェーンを指定して、そのデザインの認証機能をイネーブ
ルします。Assignments メニューから、Device > Device and Pin Options > Security >
Quartus Key File を選択し、このデザインに署名するために作成した署名チェーン .qky ファイル
を指定します。

図 -1: コンフィグレーション・ビットストリームのイネーブルの設定

または、次の割り当てステートメントをインテル Quartus Prime Settings ファイル (.qsf) に追加
することもできます。

set_global_assignment -name QKY_FILE signature_chain.qky 

この設定を含むコンパイル済みのデザインから .sof ファイルを生成するには、Processing メニュ
ーから、Start > Start Assembler を選択します。新しい出力 .sof ファイルに含まれる割り当て
は、指定された署名チェーンで認証をイネーブルするためのものです。

2.2.2. SDM ファームウェアに共同署名する

Secure Device Manager (SDM) ファームウェアへの共同署名は、コンフィグレーション・ビットスト
リームへの署名とは別に行います。新しい公開鍵エントリーを備えた署名チェーンを作成し、SDM ファ
ームウェアに署名するための排他的アクセス許可を持たせます。quartus_sign ツールを使用して、
該当する SDM ファームウェア・ファイルに署名します。次に、共同署名付きファームウェア・ファイルを提
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供します。その手順は、この次のセクションで説明しますが、コンフィグレーション・ビットストリームの署
名になります。共同署名付きファームウェアが含まれるのは、コンフィグレーション・ビットストリーム・セ
カンダリー・プログラミング・ファイルが作成されるときです。これは、他のコンフィグレーション・ビットス
トリーム・セクションに署名する前です。

SDM ファームウェア .zip ファイルを <install_dir>/quartus/common/devinfo/
programmer/firmware/Stratix10.zip から作業ディレクトリーにコピーします。次のコマ
ンドを使用して、新しい署名チェーンを作成し、SDM ファームウェアに署名します。

1. 新しい署名キーペアを作成します。

a. 新しい署名キーペアをファイルシステム上に作成します。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=make_private_pem \  
--curve=secp384r1 firmware1_private.pem 

quartus_sign --family=stratix10 --operation=make_public_pem \  
firmware1_private.pem firmware1_public.pem 

b. 新しい署名キーペアを HSM 内に作成します。

pkcs11-tool --module=/usr/local/lib/softhsm/libsofthsm2.so \
--token_label s10-token --login --pin s10-token-pin \
--keypairgen -–mechanism ECDSA-KEY-PAIR-GEN \
--key-type EC:secp384r1 --usage-sign --label firmware1 --id 1

2. 新しい公開鍵を含む新しい署名チェーンを作成します。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=append_key \ 
--previous_pem=root_private.pem --previous_qky=root.qky \ 
--permission=0x1 --cancel=1 \
firmware1_public.pem firmware1_sign_chain.qky

quartus_sign --family=stratix10 --operation=append_key \
--module=softHSM --module_args="--token_label=s10-token \
--user_pin=s10-token-pin \
--hsm_lib=/usr/local/lib/softhsm/libsofthsm2.so" \
--previous_pem=root --previous_qky=root.qky \
--permission=1 --cancel=1 firmware1 firmware1_sign_chain.qky

3. ファームウェア .zip ファイルに署名します。このツールでは、.zip ファイルを自動でアンパック
し、すべてのファームウェア .cmf ファイルに個別に署名してから .zip ファイルを再構築し、そ
れを次のセクションのツールで使用できるようにします。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=sign \
--qky=firmware1_sign_chain.qky \  
--pem=firmware1_private.pem Stratix10.zip signed_Stratix10.zip

quartus_sign --family=stratix10 --operation=sign --module=softHSM \
--module_args="--token_label=s10-token --user_pin=s10-token-pin \
--hsm_lib=/usr/local/lib/softhsm/libsofthsm2.so" --pem=firmware1 \
--qky=firmware1_sign_chain.qky Stratix10.zip signed_Stratix10.zip

2.2.3. quartus_sign コマンドを使用してビットストリーム署名をコンフィグレーションする

quartus_sign コマンドを使用してコンフィグレーション・ビットストリームに署名するには、ま
ず .sof を変換し、署名されていないロウ・バイナリー・ファイル (.rbf) フォーマットにします。必要に
応じて、変換の際に fw_source オプションを使用し、共同署名付きファームウェアを指定します。
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署名されていないロウ・ビットストリームを .rbf フォーマットで生成するには、次のコマンドを使用し
ます。

quartus_pfg -c -o fw_source=signed_Stratix10.zip design.sof \
-o sign_later=ON  unsigned_bitstream.rbf

キーの場所に応じて次のいずれかのコマンドを実行し、quartus_sign ツールを使用して、ビットス
トリームに署名します。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=sign \  
--qky=design0_sign_chain.qky --pem=design0_sign_private.pem \ 
unsigned_bitstream.rbf signed_bitstream.rbf

quartus_sign --family=stratix10 --operation=sign --module=softHSM\
--module_args="--token_label=s10-token --user_pin=s10-token-pin \
--hsm_lib=/usr/local/lib/softhsm/libsofthsm2.so" --pem=design0_sign \
--qky=design0_sign_chain.qky unsigned_bitstream.rbf signed_bitstream.rbf

署名付き .rbf ファイルを他のセカンダリー・プログラミング・ファイル・フォーマットに変換します。

例えば、Jam* Standard Test and Programming Language (STAPL) Playerを使用し、JTAG を
介してビットストリームをプログラムする場合、次のコマンドを使用し、.rbf ファイルを変換して、Jam
STAPL Player に必要な .jam フォーマットにします。

quartus_pfg -csigned_bitstream.rbfsigned_bitstream.jam

2.2.4. コンフィグレーション・ビットストリーム署名チェーンを検証する

署名チェーンと署名付きビットストリームの作成後、特定のルートキーでプログラムされたデバイスが、
署名付きビットストリームによって正しくコンフィグレーションされていることを確認できます。まず、
quartus_sign コマンドの fuse_info 動作を使用して、ルート公開鍵のハッシュをテキストファイルに
出力します。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=fuse_info public_root.qky 
hash_fuse.txt

次に、quartus_pfg コマンドの check_integrity オプションを使用して、.rbf フォーマット
の署名付きビットストリームの各セクションにある署名チェーンを検査します。check_integrity
オプションでは、ビットストリーム全体の整合性チェックのステータス、ビットストリーム .rbf ファイル
の各セクションにアタッチされた各署名チェーンの各エントリーの内容、および各署名チェーンのルート
公開鍵のハッシュの予想されるヒューズ値を出力します。fuse_info 出力の値は、
check_integrity 出力の Fuse の行と一致していることが必要です。

quartus_pfg --check_integrity signed_bitstream.rbf 

check_integrity コマンド出力の例を次に示します。

Info: Command: quartus_pfg --check_integrity output_file_signed.rbf 
Integrity status: OK 

Section 
Type: CMF 
Signature Descriptor ... 
Signature chain #0 (entries: 3, offset: 96) 
Entry #0 
Fuse: A1B9545C CAC4152D 9511A9AB 321778ED 1180A280 6DC58F2C 
5607433E 02A872E3 F52B2AE5 F7B8BDE0 53FA000D 8FC7AC04 
Generate key ... 
Curve : secp384r1 
X: FC28C88662DF1437DD98E61336467DC9CDA788F22F949D8F488DA755A9F8CC11AEC10006E2 
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   6490B3EAB8148E6C8AA8A1 
Y: 95D1EA0FF4C7374B350FDF39CFAE3AD8D0AEA9451EA66B5B1DFD4084DA68BC4DAD3AF5CF37 
   8D7C6FB62A10BA7C512276 
Entry #1 
Generate key ... 
Curve : secp384r1 
X: B11534AA67A30EF884B89819281522F1D0326BBAFF108BC483946717A14F9630C682ECDAE5 
   40FECBADF3E66BC92A110A 
Y: 0ED5F19E6A38D97148CE6F53B679227311198105BD9E1912AD41C075711F6185E1B095DE7F 
   E2F4855851E78F9BF3D2C6 
Entry #2 
Keychain permission: SIGN_CODE 
Keychain can be cancelled by ID: 5 
Signature chain #1 (entries: 0, offset: 0) 
Signature chain #2 (entries: 0, offset: 0) 
Signature chain #3 (entries: 0, offset: 0) 

Section 
Type: IO 
Signature Descriptor ... 
Signature chain #0 (entries: 5, offset: 96) 
Entry #0 
Fuse: 46D2D1CD 666F6FA3 8CA6DF11 F09F1E84 41162254 D5E811F0 0B72B678 52D29F2F 
Generate key ... 
Curve : prime256v1 
X: DD4E3FB89EC29E0F2C9435A8D74E0780F2282367EABF4F84FD207A80EFDA1552 
Y: 9A8A74E440002AE72FF67716FE889C49DD5D0FD4FBC7195324DE267BFF06FF49 

Entry #1 
Generate key ... 
Curve : prime256v1 
X: 7EF9D2C6D246339E6D58B937D4127F83FF590B64663FEC316A418847AAA82505 
Y: 29EE71EAFC4CDBB99414C2673EA7AD44B4EE4442E803D350590DA0D95A0F2EF5 

Entry #2 
Generate key ... 
Curve : prime256v1 
X: 3A9083FF4B91136EAC43041916C2E1FC887397ABCEA017DE42AF143DBEA17ED8 
Y: 4DDDD1670C3F846EFFC4B071BC8D291FD9477EE035AD9C46B696DD20F5702809 

Entry #3 
Generate key ... 
Curve : prime256v1 
X: 8A1FBB3D3F0E5961E7FFF7D8E94AFD1836752169A9E66B79BB5861BBDA79E53F 
Y: 361FE17E8C73DE0FB4277480FAED32363A3C134DD27D6961E6F046222F06D600 

Entry #4 
Keychain permission: SIGN_CORE, SIGN_HPS 
Keychain can be cancelled by ID: 0, 0, 0 
Signature chain #1 (entries: 0, offset: 0) 
Signature chain #2 (entries: 0, offset: 0) 
Signature chain #3 (entries: 0, offset: 0) 

Section 
Type: HPS 
Signature Descriptor ... 
Signature chain #0 (entries: 5, offset: 96) 

Entry #0 
Fuse: 46D2D1CD 666F6FA3 8CA6DF11 F09F1E84 41162254 D5E811F0 0B72B678 52D29F2F 
Generate key ... 
Curve : prime256v1 
X: DD4E3FB89EC29E0F2C9435A8D74E0780F2282367EABF4F84FD207A80EFDA1552 
Y: 9A8A74E440002AE72FF67716FE889C49DD5D0FD4FBC7195324DE267BFF06FF49 

Entry #1 
Generate key ... 
Curve : prime256v1 
X: 7EF9D2C6D246339E6D58B937D4127F83FF590B64663FEC316A418847AAA82505 
Y: 29EE71EAFC4CDBB99414C2673EA7AD44B4EE4442E803D350590DA0D95A0F2EF5 
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Entry #2 
Generate key ... 
Curve : prime256v1 
X: 3A9083FF4B91136EAC43041916C2E1FC887397ABCEA017DE42AF143DBEA17ED8 
Y: 4DDDD1670C3F846EFFC4B071BC8D291FD9477EE035AD9C46B696DD20F5702809 

Entry #3 
Generate key ... 
Curve : prime256v1 
X: 8A1FBB3D3F0E5961E7FFF7D8E94AFD1836752169A9E66B79BB5861BBDA79E53F 
Y: 361FE17E8C73DE0FB4277480FAED32363A3C134DD27D6961E6F046222F06D600 

Entry #4 
Keychain permission: SIGN_CORE, SIGN_HPS 
Keychain can be cancelled by ID: 0, 0, 0 
Signature chain #1 (entries: 0, offset: 0) 
Signature chain #2 (entries: 0, offset: 0) 
Signature chain #3 (entries: 0, offset: 0) 

Section 
Type: CORE 
Signature Descriptor ... 
Signature chain #0 (entries: 5, offset: 96) 

Entry #0 
Fuse: 46D2D1CD 666F6FA3 8CA6DF11 F09F1E84 41162254 D5E811F0 0B72B678 52D29F2F 
Generate key ... 
Curve : prime256v1 
X: DD4E3FB89EC29E0F2C9435A8D74E0780F2282367EABF4F84FD207A80EFDA1552 
Y: 9A8A74E440002AE72FF67716FE889C49DD5D0FD4FBC7195324DE267BFF06FF49 

Entry #1 
Generate key ... 
Curve : prime256v1 
X: 7EF9D2C6D246339E6D58B937D4127F83FF590B64663FEC316A418847AAA82505 
Y: 29EE71EAFC4CDBB99414C2673EA7AD44B4EE4442E803D350590DA0D95A0F2EF5 

Entry #2 
Generate key ... 
Curve : prime256v1 
X: 3A9083FF4B91136EAC43041916C2E1FC887397ABCEA017DE42AF143DBEA17ED8 
Y: 4DDDD1670C3F846EFFC4B071BC8D291FD9477EE035AD9C46B696DD20F5702809 

Entry #3 
Generate key ... 
Curve : prime256v1 
X: 8A1FBB3D3F0E5961E7FFF7D8E94AFD1836752169A9E66B79BB5861BBDA79E53F 
Y: 361FE17E8C73DE0FB4277480FAED32363A3C134DD27D6961E6F046222F06D600 

Entry #4 
Keychain permission: SIGN_CORE, SIGN_HPS 
Keychain can be cancelled by ID: 0, 0, 0 
Signature chain #1 (entries: 0, offset: 0) 
Signature chain #2 (entries: 0, offset: 0) 
Signature chain #3 (entries: 0, offset: 0)
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3. AES ビットストリームの暗号化

3.1. AES ルートキーを作成する

quartus_encrypt ツールまたは stratix10_encrypt.py リファレンス実装を使用して、
Advanced Encryption Standard (AES) ルートキーを Quartus 暗号化キー (.qek) フォーマッ
ト・ファイルで作成できます。

オプションで、AES ルートキーとキー派生キーの導出に使用するベースキー、AES ルートキーの直接の
値、中間キーの数、および中間キーごとの 大使用量を指定できます。プロンプトが表示されたらデバイ
スファミリー、出力 .qek ファイルの場所、およびパスフレーズを指定してください。次のコマンドを実
行して、AES ルートキーを生成します。このとき、ベースキーにはランダムデータを使用し、中間キーおよ
び 大キーの使用数にはデフォルト値を使用します。

quartus_encrypt --family=stratix10 --operation=MAKE_AES_KEY aes_root.qek

3.2. Quartus の暗号化設定

デザインに対してビットストリーム暗号化をイネーブルするには、Assignments > Device >
Device and Pin Options > Security パネルを使用して適切なオプションを指定してください。
Enable configuration bitstream encryption チェックボックスを選択し、ドロップダウン・メ
ニューを使用して、目的の Encryption key storage location を選択します。
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図 -2: インテル Quartus Prime の暗号化設定

サイドチャネル攻撃ベクトルに対する追加の緩和策をイネーブルするには、Encryption update
ratio ドロップダウン、および Enable scrambling チェックボックスをイネーブルします。

3.3. コンフィグレーション・ビットストリームに署名する

コンフィグレーション・ビットストリームの暗号化は、ビットストリームに署名する前に行います。インテ
ル Quartus Prime Programming File Generator ツールでは、グラフィカル・ユーザー・インターフ
ェイスまたはコマンドラインを使用して、コンフィグレーション・ビットストリームを自動で暗号化し、署名
します。必要に応じて、部分的に暗号化されたビットストリームを作成し、quartus_encrypt および
quartus_sign ツール、または同等のリファレンス実装で使用します。

3.3.1. Programming File Generator のグラフィカル・インターフェイスを使用したコンフ
ィグレーション・ビットストリームの暗号化

Programming File Generator を使用し、所有者イメージを暗号化して署名します。

1. インテル Quartus Prime File メニューで、Programming File Generator を選択します。

2. Output Files タブで、出力ファイルタイプをコンフィグレーション・スキームに対して指定します。

3. AES ビットストリームの暗号化
683642 | 2021.09.02

フィードバック インテル® Stratix® 10 デバイス・セキュリティー・ユーザーガイド

15

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Stratix%2010%20%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683642%202021.09.02)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


図 -3: 出力ファイルの仕様

Output file type

Configuration scheme

Output file tab

3. Input Files タブで、Add Bitstream をクリックして、.sof に移動します。

4. 暗号化と認証のオプションを指定するには、.sof を選択し、Properties をクリックします。

a. Enable signing tool をオンにします。

b. Private key file には、ユーザーの署名キー秘密 .pem ファイルを選択します。

c. Finalize encryption をオンにします。

d. Encryption key file には、ユーザーの AES .qek ファイルを選択します。

図 -4: 入力 (.sof) ファイルの認証および暗号化のプロパティー

Specify encryption key

Enable authentication

Enable encryption

Specify private root .pem

5. 署名付きおよび暗号化されたビットストリームを生成するには、Input Files タブで Generate
をクリックします。

3. AES ビットストリームの暗号化
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パスワード・ダイアログ・ボックスでは、.qek のパスワードの入力を求めるプロンプトが表示され
ます。パスフレーズが正しければ、Programming File Generator によって
output_file.rbf が生成されます。

3.3.2. Programming File Generator のコマンド・ライン・インターフェイスを使用したコ
ンフィグレーション・ビットストリームの暗号化

quartus_pfg コマンド・ライン・インターフェイスを使用して、暗号化された署名付きコンフィグレー
ション・ビットストリームを .rbf フォーマットで生成します。

quartus_pfg -c encryption_enabled.sof top.rbf -o finalize_encryption=ON \
 -o qek_file=aes_root.qek -o signing=ON -o pem_file=design0_sign_private.pem 

.rbf フォーマットの暗号化された署名付きコンフィグレーション・ビットストリームを変換して、他のセ
カンダリー・プログラミング・ファイル・フォーマットにします。

3.3.3. コマンド・ライン・インターフェイスを使用した部分的に暗号化されたコンフィグレーショ
ン・ビットストリームの生成

部分的に暗号化されたプログラミング・ファイルを生成して、暗号化を確定し、後でイメージに署名でき
ます。quartus_pfg コマンド・ライン・インターフェイスを使用して、部分的に暗号化されたプログラミ
ング・ファイルを .rbf フォーマットで生成します。

quartus_pfg -c -o finalize_encryption_later=ON \ 
 -o sign_later=ON top.sof top.rbf 

quartus_encrypt コマンド・ライン・ツールを使用して、ビットストリーム暗号化を確定します。

quartus_encrypt --family=stratix10 \  
--operation=ENCRYPT --key=aes_root.qek top.rbf encrypted_top.rbf 

quartus_sign コマンド・ライン・ツールを使用して、暗号化されたコンフィグレーション・ビットスト
リームに署名します。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=sign \
--pem=design0_sign_private.pem --qky=design0_sign_chain.qky \
encrypted_top.rbf signed_encrypted_top.rbf

quartus_sign --family=stratix10 --operation=sign --module=softHSM \
--module_args="--token_label=s10-token --user_pin=s10-token-pin \
--hsm_lib=/usr/local/lib/softhsm/libsofthsm2.so" --pem=design0_sign \
--qky=design0_sign_chain.qky encrypted_top.rbf signed_encrypted_top.rbf

3.3.4. パーシャル・リコンフィグレーション・ビットストリームの暗号化

ビットストリーム暗号化のイネーブルは、パーシャル・リコンフィグレーションを使用する一部のインテル
Stratix 10 FPGA デザインでできます。

パーシャル・リコンフィグレーション・デザインでは、Hierarchical Partial Reconfiguration (HPR) ま
たは Static Update Partial Reconfiguration (SUPR) を使用する場合、ビットストリーム暗号化は
サポートしません。同じ暗号化キーを使用して、静的領域とすべてのペルソナを暗号化してください。デザ
インに複数の PR 領域が含まれている場合は、すべてのペルソナを暗号化してください。パーシャル・リコ
ンフィグレーション・ビットストリームの暗号化をイネーブルするには、すべてのデザインリビジョンで同
じ手順に従います。

3. AES ビットストリームの暗号化
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パーシャル・リコンフィグレーション・ビットストリームの暗号化をイネーブルするには、
Assignments > Device > Device and Pin Options > Security メニューを選択します。
暗号化キーの格納場所を選択します。

図 -5: パーシャル・リコンフィグレーション・ビットストリームの暗号化設定

ベースデザインとリビジョンをコンパイルすると、ソフトウェアによって 1 つの .sof ファイルと 1 つ以
上の .pmsf ファイルが生成され、ペルソナを表します。暗号化された署名付きプログラミング・ファイ
ルを .sof および .pmsf ファイルから作成します。その方法は、パーシャル・リコンフィグレーション
をイネーブルしていないデザインの場合と同様です。

次のコマンドを使用して、コンパイル済みのペルソナ .pmsf ファイルを変換し、部分的に暗号化され
た .rbf ファイルにします。

quartus_pfg -c -o finalize_encryption_later=ON \ 
-o sign_later=ON encryption_enabled_persona1.pmsf persona1.rbf

quartus_encrypt コマンド・ライン・ツールを使用して、ビットストリーム暗号化を確定します。

quartus_encrypt --family=stratix10 \  
--operation=ENCRYPT --key=aes_root.qek persona1.rbf encrypted_persona1.rbf

3. AES ビットストリームの暗号化
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quartus_sign コマンド・ライン・ツールを使用して、暗号化されたコンフィグレーション・ビットスト
リーム暗号化を確定します。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=SIGN \ 
--qky=design0_sign_chain.qky \ 
--pem=design0_sign_private.pem encrypted_persona1.rbf \ 
signed_encrypted_persona1.rbf 

quartus_sign --family=stratix10 --operation=SIGN \ 
--module=softHSM --module_args="--token_label=s10-token \
--user_pin=s10-token-pin --hsm_lib=/usr/local/lib/softhsm/libsofthsm2.so" \
--qky=design0_sign_chain.qky --pem=design0_sign encrypted_persona1.rbf \
signed_encrypted_persona1.rbf 

3. AES ビットストリームの暗号化
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4. デバイス・プロビジョニング

初期セキュリティー機能のプロビジョニングは、SDM プロビジョニング・ファームウェアでのみサポート
されます。インテル Quartus Prime Programmer を使用して、SDM プロビジョニング・ファームウェ
アをロードし、プロビジョニング動作を実行します。

4.1. SDM プロビジョニング・ファームウェアを使用する

インテル Quartus Prime Programmer によってプロビジョニング・ファームウェアの自動ロードが行
われるのは、initialize 動作が選択され、コマンドによってプロビジョニング・ファームウェアを必要とす
るアクションが実行される場合です。これは例えば、認証ルート・キー・ハッシュのプログラミング、セキ
ュリティー設定ヒューズ、PUF 登録、ブラック・キー・プロビジョニングなどです。

または、Quartus Programming File Generator コマンド・ライン・ツールを使用して、ファームウェア
のみのヘルパーイメージを作成することもできます。デバイスタイプ、プロビジョニング・サブタイプ、およ
び必要な場合は共同署名付きファームウェア zip ファイルを指定します。

quartus_pfg --helper_image -o helper_device=1SX280LH2 -o subtype=PROVISION \ 
-o fw_source=signed_Stratix10.zip signed_provision_helper_image.rbf

インテル Quartus Prime Programmer ツール を使用して、ヘルパーイメージをプログラムします。

quartus_pgm -c 1 -m jtag -o “p;signed_provision_helper_image.rbf” --force

プロビジョニング・ヘルパー・イメージをすでにプログラムしている場合は、この章で説明している例から
初期化動作を省略できます。

ファームウェアの共同署名を使用する場合は、共同署名付きヘルパーイメージをプロビジョニングされ
ていないデバイスで使用できます。これは、プロビジョニングされていないデバイスにより、SDM ファー
ムウェア上のインテル以外の署名チェーンが無視されるためです。

4.2. 認証ルートキーのプロビジョニング

所有者ルート・キー・ハッシュをプログラムするには、まずパワーオンリセット後にプロビジョニング・ファ
ームウェアをロードし、所有者ルート・キー・ハッシュをプログラムして、すぐにパワーオンリセットを再度
実行してください。

インテル Quartus Prime Programmer のグラフィカル・インターフェイスを使用して所有者ルート・
キー・ハッシュをプロビジョニングするには、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの Tools メ
ニューから Programmer を選択します。

1. インテル Stratix® 10 デバイスのイメージを右クリックし、Edit > Add QKY/CCERT/Fuse
file ... を選択します。
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Right-Click the 
Stratix 10 Device

Add QKY File

2. 所有者ルート公開鍵ファイルに移動し、Open をクリックします。

3. 不揮発性 eFuse をプログラムするか、または仮想 eFuse を使用して実際のハードウェアのシミュ
レーションを行うかを選択できます。

注
意: 

ヒューズのプログラミングが正しくないと、デバイスが使用できなくなる可能性があります。イ
ンテルでは、すべての eFuse プログラミング・シーケンスのテストを実行することをお勧めし
ます。これは、仮想ヒューズを使用して、 初のデバイスで物理 eFuse をプログラミングする
前に行います。

— 仮想 eFuse を選択するには、Programmer Tools メニューで Options を選択します。
Enable device security using a volatile security key のオプションがオンにな
っていない場合は、オンにします。デフォルトでは、このオプションはオンです。次に OK を選択
します。

Volatile 
eFuses

— 実際の不揮発性 eFuse を選択するには、Programmer Tools で Options を選択します。
Enable device security using a volatile security key オプションをオフにしま
す。

4. Start をクリックして、所有者ルート公開鍵ハッシュをプログラムします。

5. デバイスの電源を再投入します。

6. 所有者ルート公開鍵のヒューズ値とハッシュ値が一致していることを確認するには、インテル
Quartus Prime 開発ソフトウェアで Program/Configure オプションをオフにし、Verify オ
プションをオンにします。

4. デバイス・プロビジョニング
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Verify QKY File

7. Start をクリックして、所有者ルート公開鍵ハッシュ・プログラミングを確認します。

コマンド・ライン・インターフェイスを使用して認証ルート・キー・ハッシュをプログラムするには、次のコ
マンドを実行して、プロビジョニング・ファームウェアのヘルパーイメージをロードします。

quartus_pgm -c 1 -m jtag -o “p;signed_provision_helper_image.rbf”

その後、次のいずれかのコマンドを実行して、ルートキーの .qky ファイルをプログラムします。

// For physical (non-volatile) eFuses
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o “p;root.qky” --non_volatile_key

// For virtual (volatile) eFuses
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o “p;root.qky”

デバイスの電源を再投入します。

4.3. キーキャンセル ID ヒューズのプログラミング

インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアのバージョン 21.1 以降では、インテル
および所有者キーキャンセル ID ヒューズのプログラミングには、署名付きコンパクト証明書を使用す
る必要があります。キーキャンセル ID コンパクト証明書の署名は、FPGA セクション署名権限を持つ署
名チェーンで実行できます。コンパクト証明書の作成には、プログラミング・ファイル・ジェネレーターの
コマンド・ライン・ツールを使用します。署名されていない証明書の署名には、quartus_sign ツール
またはリファレンス実装を使用します。

次の例では、インテルのキーキャンセル証明書をインテルのキー ID7 に対して作成します。7 は、該当す
るインテルのキーキャンセル ID (0 から 31 まで) に置き換えることができます。

次のコマンドを実行して、署名されていないインテルのキーキャンセル ID コンパクト証明書を作成しま
す。

quartus_pfg --cert -o ccert_type=CANCEL_INTEL_KEY -o cancel_key=7 \
 unsigned_cancel_intel7.ccert 

4. デバイス・プロビジョニング
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次のいずれかのコマンドを実行し、署名されていないインテルのキーキャンセル ID コンパクト証明書
に署名します。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=SIGN \
--qky=design0_sign_chain.qky --pem=design0_private.pem \
unsigned_cancel_intel7.ccert signed_cancel_intel7.ccert

quartus_sign --family=stratix10 --operation=sign --module=softHSM \
--module_args="--token_label=s10-token --user_pin=s10-token-pin \
--hsm_lib=/usr/local/lib/softhsm/libsofthsm2.so" --pem=design0_sign \
--qky=design0_sign_chain.qky \
unsigned_cancel_intel7.ccert signed_cancel_intel7.ccert

次のコマンドを実行して、署名されていない所有者キーキャンセル ID コンパクト証明書を作成します。

quartus_pfg --ccert -o ccert_type=CANCEL_OWNER_KEY -o cancel_key=2 \
unsigned_cancel_owner2.ccert

次のいずれかのコマンドを実行して、署名されていない所有者キーキャンセル ID コンパクト証明書に
署名します。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=SIGN \
--qky=design0_sign_chain.qky --pem=design0_private.pem \
unsigned_cancel_owner2.ccert signed_cancel_owner2.ccert

quartus_sign --family=stratix10 --operation=sign --module=softHSM \
--module_args="--token_label=s10-token --user_pin=s10-token-pin \
--hsm_lib=/usr/local/lib/softhsm/libsofthsm2.so" --pem=design0_sign \
--qky=design0_sign_chain.qky \
unsigned_cancel_owner2.ccert signed_cancel_owner2.ccert

署名付きキーキャンセル ID コンパクト証明書を作成したら、インテル Quartus Prime Programmer
を使用して、JTAG 経由でデバイスにコンパクト証明書をプログラムします。

//For physical (non-volatile) eFuses 
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o "pi;signed_cancel_intel7.ccert" --non_volatile_key 
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o “pi;signed_cancel_owner2.ccert” --non_volatile_key 
 

//For virtual (volatile) eFuses 
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o "pi;signed_cancel_intel7.ccert"  
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o “pi;signed_cancel_owner2.ccert”  

さらに、FPGA または HPS メールボックス・インターフェイスを使用して、コンパクト証明書を SDM に
送信することもできます。

4.4. セキュリティー設定ヒューズのプロビジョニング

インテル Quartus Prime Programmer を使用して、デバイス・セキュリティーの設定ヒューズを調べ、
それをテキストベースの .fuse ファイルに書き込みます。

quartus_pgm -c 1 -m jtag -o “ei;programming_file.fuse;1SX280LH2”

.fuse ファイルには、ヒューズの名前と値のペアのリストが含まれています。この値によって、ヒューズ
が飛んだかどうかや、ヒューズフィールドの内容を特定できます。

次の例では、.fuse ファイルのフォーマットを示しています。

# Co-signed firmware                       = "Not blown" 
# Device not secure                        = "Not blown" 
# Disable HPS debug                        = "Not blown" 

4. デバイス・プロビジョニング
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# Disable Intrinsic ID PUF enrollment      = "Not blown" 
# Disable JTAG                             = "Not blown" 
# Disable PUF-wrapped encryption key       = "Not blown" 
# Disable owner encryption key in BBRAM    = "Not blown" 
# Disable owner encryption key in eFuses   = "Not blown" 
# Disable virtual eFuses                   = "Not blown" 
# Force SDM clock to internal oscillator   = "Not blown" 
# Force encryption key update              = "Not blown" 
# Intel key cancellation                   = "1" 
# Lock security eFuses                     = "Not blown" 
# Owner encryption key program done        = "Not blown" 
# Owner encryption key program start       = "Not blown" 
# Owner fuses                              = 
 "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000000000000000000000000000000000000" 
# Owner key cancellation                   = "" 
# Owner public key hash                    = "" 
# Owner public key size                    = "" 
# QSPI start up delay                      = "10ms" 
# RMA Counter                              = "0" 
# SDMIO0 is I2C                            = "Not blown"

.fuse ファイルを変更して、目的のセキュリティー設定ヒューズを設定します。# で始まる行はコメン
ト行として扱われます。セキュリティー設定ヒューズをプログラムするには、先頭の # を削除し、値を
Blown に設定してください。例えば、Co-signed Firmware セキュリティー設定ヒューズをイネー
ブルするには、ヒューズファイルの 初の行を次のように変更します。

Co-signed firmware = "Blown"

また、Owner Fuses の割り当てとプログラムは、要件に応じて行うこともできます。

次のフィールドは、.fuse ファイルメソッドでは書き込みできません。ただし、検査動作の出力時に含ま
れ、検証に使用されます。

• Device not secure

• Intel key cancellation

• Owner encryption key program start

• Owner encryption key program done

• Owner key cancellation

• Owner public key hash

• Owner public key size

• QSPI start up delay

• RMA counter

• SDMIO0 は I2C

インテル Quartus Prime Programmer を使用して、.fuse ファイルをプログラムし、デバイスに戻
します。 i オプションを追加すると、Programmer では、プロビジョニング・ファームウェアを自動でロ
ードし、セキュリティー設定ヒューズをプログラムします。

//For physical (non-volatile) eFuses 
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o "pi;programming_file.fuse" --non_volatile_key 
//For virtual (volatile) eFuses 
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o "pi;programming_file.fuse"
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4.5. AES ルートキーのプロビジョニング

署名付き AES ルート・キー・コンパクト証明書を使用して、AES ルートキーをインテル Stratix 10 デバ
イスにプログラムする必要があります。

4.5.1. AES ルート・キー・コンパクト証明書

quartus_pfg コマンド・ライン・ツールを使用して、AES ルートキー .qek ファイルを変換し、コン
パクト証明書 .ccert フォーマットにします。キーの格納場所の指定は、コンパクト証明書の作成時に
行います。quartus_pfg ツールを使用して、署名されていないコンパクト証明書を作成して後で署
名することができます。AES ルート・キー・コンパクト証明書に正常に署名するには、AES ルートキー証
明書の署名許可 (許可ビット 6) がイネーブルされている署名チェーンを使用してください。

次のコマンド例のいずれかを実行して、AES キーコンパクト証明書の署名に使用する追加のキーペアを
作成します。

quartus_sign --family = stratix10 --operation = make_private_pem \ --curve = 
secp384r1 aesccert1_private.pem

quartus_sign --family = stratix10 --operation = make_public_pem \ 
aesccert1_private.pem aesccert1_public.pem

pkcs11-tool --module = / usr / local / lib / softhsm / libsofthsm2.so \ --
token_label s10-token --login --pin s10-token-pin \ --keypairgen –mechanism 
ECDSA-KEY-PAIR-GEN \ --key-type EC：secp384r1 --usage-sign --label aesccert1 --
id 2

次のいずれかのコマンドを実行して、正しいアクセス許可ビットが設定された署名チェーンを作成しま
す。

quartus_sign --family = stratix10 --operation = append_key \ --previous_pem = 
root_private.pem --previous_qky = root.qky \ --permission = 0x40 --cancel = 1 \ 
aesccert1_public.pem aesccert1_sign_chain.qky

quartus_sign --family = stratix10 --operation = append_key \ --module = softHSM 
–module_args = "-token_label = s10-token \ --user_pin = s10-token-pin --hsm_lib 
= / usr / local / lib / softhsm /libsofthsm2.so "\ --previous_pem = root --
previous_qky = root.qky \ --permission = 0x40 --cancel = 1 aesccert1 
aesccert1_sign_chain.qky

次のいずれかのコマンドを実行し、目的の AES ルートキーの格納場所に応じて、署名されていない
AES コンパクト証明書を作成します。

//Create eFuse AES root key unsigned certificate 
quartus_pfg --ccert -o ccert_type=EFUSE_WRAPPED_AES_KEY \ 
-o qek_file=aes.qek unsigned_efuse1.ccert 

//Create BBRAM AES root key unsigned certificate 
quartus_pfg --ccert -o ccert_type=BBRAM_WRAPPED_AES_KEY \
-o qek_file=aes.qek unsigned_bbram1.ccert

//Create IID PUF AES root key unsigned certificate 
quartus_pfg --ccert \
-o ccert_type=IID_PUF_WRAPPED_AES_KEY \ 
-o qek_file=aes.qek \ 
-o IV=1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF unsigned_puf1.ccert
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quartus_sign コマンドまたはリファレンス実装を使用して、コンパクト証明書に署名します。

quartus_sign --family = stratix10 --operation = sign \ --pem = 
aesccert1_private.pem --qky = aesccert1_sign_chain.qky \ unsigned_<location> 
1.ccertsigned_<location> 1.ccert

quartus_sign --family = stratix10 --operation = sign --module = softHSM \ --
module_args = "-token_label = s10-token --user_pin = s10-token-pin \ --hsm_lib 
= / usr / local / lib / softhsm / libsofthsm2.so "--pem = aesccert1 \ --qky = 
aesccert1_sign_chain.qky unsigned_<location> 1.ccertsigned_<location> 1.ccert

インテル Quartus Prime Programmer を使用し、AES ルート・キー・コンパクト証明書を JTAG 経由
でインテル Stratix 10 デバイスにプログラムします。Quartus Programmer は、
EFUSE_WRAPPED_AES_KEY コンパクト証明書タイプを使用する場合、デフォルトで仮想 eFuse を
プログラミングします。--non_volatile_key オプションを追加して、物理ヒューズのプログラミングを
指定します。

//For physical (non-volatile) eFuse AES root key 
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o "pi;signed_efuse1.ccert" --non_volatile_key  

//For virtual (volatile) eFuse AES root key 
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o “pi;signed_efuse1.ccert”   

//For BBRAM AES root key  
Quartus_pgm -c 1 -m jtag -o “pi;signed_bbram1.ccert” 

SDM プロビジョニング・ファームウェアとメイン・ファームウェアでは、AES ルートキー証明書のプログ
ラミングをサポートします。FPGA ファブリックまたは HPS の SDM メールボックス・インターフェイス
を使用して、AES ルートキー証明書をプログラムすることもできます。

4.5.2.  Intrinsic ID® PUF AES ルートキーのプロビジョニング

Intrinsic* ID PUF でラップされた AES キーの実装には、次の手順が含まれます。

1. JTAG を介して Intrinsic ID PUF を登録する。

2. AES ルートキーをラップする。

3. ヘルパーデータとラップされたキーをクアッド SPI フラッシュメモリーにプログラミングする。

4. Intrinsic ID PUF のアクティベーション・ステータスを照会する。

Intrinsic ID テクノロジーを使用するには、Intrinsic ID とのライセンス契約が別途必要です。適切な
ライセンスがない場合、インテル Quartus Prime プロ・エディション開発 ソフトウェアによって、登録
やキーのラッピングなどの PUF 動作が制限されます。

4.5.2.1. Intrinsic ID PUF の登録

PUF の登録には、SDM プロビジョニング・ファームウェアを使用する必要があります。プロビジョニン
グ・ファームウェアは、電源の再投入後にロードされる 初のファームウェアである必要があります。ま
た、PUF 登録コマンドの発行は、他のコマンドの前に行う必要があります。プロビジョニング・ファームウ
ェアでは、PUF 登録後に他のコマンドをサポートします。これには、AES ルートキーのラッピングやクア
ッド SPI のプログラミングなどがあります。ただし、コンフィグレーション・ビットストリームをロードする
には、デバイスの電源を再投入する必要があります。

インテル Quartus Prime Programmer を使用して、PUF 登録をトリガーし、PUF ヘルパーデー
タ .puf ファイルを生成します。
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図 -6: Intrinsic ID PUF の登録

Enrollment 
quartus_pgm

PUF Enrollment
Secure Device
Manager (SDM)PUF helper data 

Helper Data
wrapper.puf

i 動作と .puf 引数の両方を指定すると、Programmer によって、 プロビジョン・ファームウェア・ヘル
パー・イメージが自動でロードされます。

quartus_pgm -c 1 -m jtag -o “ei;help_data.puf;1SX280LH2”

共同署名付きファームウェアを使用している場合、共同署名付きファームウェアのヘルパーイメージの
プログラミングは、PUF 登録コマンドを使用する前に実行します。

quartus_pgm -c 1 -m jtag -o “p;signed_provision_helper_image.rbf” --force
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o "e;help_data.puf;1SX280LH2"

4.5.2.2. AES ルートキーをラップする

IID PUF でラップされた AES ルートキー (.wkey) ファイルを生成するには、署名付き証明書を
SDM に送信します。

インテル Quartus Prime Programmer を使用して、証明書の生成、署名、送信を自動で行い、AES ル
ートキーをラップすることができます。または、インテル Quartus Prime Programming File
Generator を使用して、署名されていない証明書を生成することもできます。署名されていない証明書
に署名するには、独自のツール、または Quartus 署名ツールを使用します。次に、Programmer を使用
して署名付き証明書を送信し、AES ルートキーをラップします。署名付き証明書を使用して、署名チェー
ンの検証ができるすべてのデバイスをプログラムすることができます。

図 -7: インテル Quartus Prime Programmer を使用して AES キーをラップする
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1. Programmer を使用して IID PUF でラップされた AES ルートキー (.wkey) を生成するには、
次の引数を使用します。

• AES ルートキー証明書のアクセス許可を持つ署名チェーンを含む .qky ファイル

• 署名チェーンの 後のキーの秘密 .pem ファイル

• AES ルートキーを保持している .qek ファイル

• 16 バイトの初期化ベクター (iv)

quartus_pgm -c 1 -m jtag --qky_file=aes0_sign_chain.qky \
--pem_file=aes0_sign_private.pem --qek_file=aes.qek \
--iv=1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF -o "ei;aes.wkey;1SX280LH2"

2. 別の方法として、Programming File Generator を使用して、署名されていない IID PUF でラッ
プされた AES ルートキー認証を生成するには、次の引数を使用します。

quartus_pfg --ccert -o ccert_type=IID_PUF_WRAPPED_AES_KEY \
-o qek_file=aes.qek --iv=1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF unsigned_aes.ccert

3. 署名されていない証明書に署名する際に、独自の署名ツール、または quartus_sign ツールを
使用する場合は、次のコマンドを使用します。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=sign \
--qky=aes0_sign_chain.qky --pem=aes0_sign_private.pem \
unsigned_aes.ccert signed_aes.ccert

4. 次に、Programmer を使用して、署名付き AES 証明書を送信し、ラップされたキー (.wkey) フ
ァイルを返します。

quarts_pgm -c 1 -m jtag --ccert_file=signed_aes.ccert \
-o "ei;aes.wkey;1SX280LH2"

注意: プロビジョニング・ファームウェアのヘルパーイメージを以前にロードしてあれば、例えば
PUF を登録する場合などは、i 動作は必要ありません。

4.5.2.3. ヘルパーデータとラップされたキーをクアッド QSPI フラッシュメモリーにプログラミングする

Quartus Programming File Generator のグラフィカル・インターフェイスを使用して、PUF パーティ
ションを含む初期 QSPI フラッシュイメージを作成します。QSPI フラッシュに PUF パーティションを追
加するには、フラッシュ・プログラミング・イメージ全体を生成してプログラムする必要があります。PUF
データ・パーティションの作成、および PUF ヘルパーデータとラップされたキーファイルを使用したフラ
ッシュイメージの生成は、Programming File Generator コマンド・ライン・インターフェイスではサポ
ートされていません。

次の手順では、PUF ヘルパーデータとラップされたキーを使用してフラッシュ・プログラミング・イメージ
を構築する方法を示します。

1. File メニューで、 Programming File Generator をクリックします。Output Files タブで
次のとおり選択します。

4. デバイス・プロビジョニング
683642 | 2021.09.02

インテル® Stratix® 10 デバイス・セキュリティー・ユーザーガイド フィードバック

28

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Stratix%2010%20%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683642%202021.09.02)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


a. Device Family には Stratix 10 を選択します。

b. Configuration mode には Active Serial x4 を選択します。

c. Output directory には、出力ファイル・ディレクトリーを指定します。この例では、
output_files になっています。

d. Name には、生成されるプログラミング・ファイルの名前を指定します。この例では
output_file を使用しています。

e. Description には、生成するプログラミング・ファイルを選択します。この例では、デバイス・コ
ンフィグレーションには JTAG Indirect configuration File (.jic) を使用し、デバイス
のヘルパーイメージには Raw Binary File of Programming Helper Image
(.rbf) を使用しています。この例では、Memory Map File (.map) と Raw
Programming Data File (.rpd) を生成します。ロウ・プログラミング・データ・ファイル
が必要になるのは、サードパーティーのプログラマーを使用する予定がある場合のみです。

図 -8: Programming File Generator の Output Files タブでの JTAG Indirect
Configuration の選択

Output directory

Configuration mode

Output file tab

Device Family

JTAG Indirect (.jic)
Memory Map File 
Programming Helper 
Raw Programming Data

Input Files タブで次のとおり選択します。

1. Add Bitstream をクリックして、.sof ファイルを指定します。

2. .sof ファイルを選択し、Properties をクリックします。

a. Enable signing tool を On にします。

b. Private key file に .pem ファイルを選択します。

c. Finalize encryption を On にします。

d. Encryption key file に .qek ファイルを選択します。

e. OK をクリックして、前のウィンドウに戻ります。

3. PUF ヘルパー・データ・ファイルを指定するには、Add Raw Data をクリックします。Files of
type ドロップダウン・メニューで Quartus Physical Unclonable Function File
(*.puf) に変更します。.puf ファイルを指定します。

4. ラップされた AES キーファイルを指定するには、Add Raw Data をクリックします。Files of
type ドロップダウン・メニューで Quartus Wrapped Key File (*.wkey) に変更しま
す。.wkey ファイルを指定します。
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図 -9: コンフィグレーション、認証、および暗号化用の入力ファイルの指定

Add Raw Data
Add Bitstream

Properties

Private key file

Encryption key

Finalize encryption

Configuration Device タブで次のとおり選択します。

1. Add Device をクリックして、使用可能なフラッシュデバイスの一覧からフラッシュデバイスを選
択します。

2. 先ほど追加したコンフィグレーション・デバイスを選択し、Add Partition をクリックします。

3. Input file の Edit Partition ダイアログボックスで、ドロップダウン・リストから .sof を選択
します。デフォルトをそのまま使用するか、Edit Partition ダイアログボックスで他のパラメータ
ーを編集します。

図 -10: .sof コンフィグレーション・ビットストリーム ・パーティションを指定する

Edit Partition

Configuration
Device

Add Partition

Add .sof file

4. デバイス・プロビジョニング
683642 | 2021.09.02

インテル® Stratix® 10 デバイス・セキュリティー・ユーザーガイド フィードバック

30

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Stratix%2010%20%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683642%202021.09.02)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


4. .puf と .wkey を入力ファイルとして追加すると、Programming File Generator によって
PUF パーティションが Configuration Device に自動で作成されます。.puf と .wkey を
PUF パーティションに格納するには、PUF パーティションを選択し、Edit をクリックします。Edit
Partition ダイアログボックスで、ドロップダウン・リストから .puf ファイルおよび .wkey ファ
イルを選択します。PUF パーティションを削除する場合は、コンフィグレーション・デバイスを削除し
て再度追加し、Programming File Generator によって別の PUF パーティションを作成できるよ
うにしてください。

図 -11: .puf ファイルと .wkey ファイルを PUF パーティションに追加する

Edit Partition
PUF Partition Edit 

Generate
Flash Loader Select

5. Flash Loader パラメーターに対して選択するインテル Stratix 10 デバイスファミリーとデバイ
ス名は、お使いのインテル Stratix 10 OPN と一致するようにします。

6. Generate をクリックし、Output Files タブで指定した出力ファイルを生成します。

7. Programming File Generator では、.qek ファイルを読み出します。AES キーの生成にパスフ
レーズを使用した場合は、パスフレーズの入力を求められるので、Enter QEK passphrase プ
ロンプトにパスフレーズを入力します。Enterキーをクリックします。

8. Programming File Generator によって生成が正常に行われたことがレポートされたら、OK を
クリックします。

インテル Quartus Prime Programmer を使用して、QSPI プログラミング・イメージを QSPI フラッ
シュメモリーに書き込みます。

1. インテル Quartus Prime の Tools メニューで Programmer を選択します。

2. Programmer で Hardware Setup をクリックし、接続しているインテル FPGA ダウンロード・
ケーブルを選択します。

3. Add File をクリックし、.jic ファイルを指定します。

4. デバイス・プロビジョニング
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図 -12: .jic をプログラムする

Programming file Program/Configure

JTAG scan chain

4. ヘルパーイメージに関連付けられているボックスを選択解除します。

5. .jic 出力ファイルに Program/Configure を選択します。

6. Start ボタンをオンにし、QSPI フラッシュメモリーをプログラムします。

7. ボードの電源を再投入します。その後、 クワッド SPI フラッシュ・メモリー・デバイスにプログラムさ
れたデザインが、ターゲット FPGA にロードされます。

PUF パーティションをクアッド SPI フラッシュに追加するには、フラッシュ・プログラミング・イメージ全
体を生成してプログラムする必要があります。

PUF パーティションがすでにフラッシュに存在している場合は、インテル Quartus Prime
Programmer を使用すると、PUF ヘルパーデータとラップされたキーファイルに直接アクセスできま
す。例えば、アクティベーションが失敗した場合は、PUF を再登録し、AES キーを再ラップできます。その
後、フラッシュ全体を上書きせずに、PUF ファイルだけをプログラムすることができます。

インテル Quartus Prime Programmer では、既存の PUF パーティション内の PUF ファイルに対して
次の動作引数をサポートします。

• p: program (プログラム)

• v: verify (検証)

• r: erase (消去)

• b: blank check (ブランクチェック)

PUF パーティションが存在する場合でも、 PUF 登録に関しては、同じ制限事項に従ってください。

1. i 動作引数を使用して、 初の動作に対してプロビジョニング・ファームウェア・ヘルパー・イメージ
を読み出します。例えば、次のコマンドシーケンスでは、PUF を再登録し、AES ルートキーを再ラッ
プし、古い PUF ヘルパーデータとラップされたキーを消去してから、新しい PUF ヘルパーデータと
AES ルートキーをプログラムして確認します。

quartus_pgm -c 1 -m jtag -o "ei;new.puf;1SX280LH2"
quartus_pgm -c 1 -m jtag --ccert_file=signed_aes.ccert \
-o "e;new.wkey;1SX280LH2"
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o "r;old.puf"
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quartus_pgm -c 1 -m jtag -o "r;old.wkey"
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o "p;new.puf"
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o "p;new.wkey"
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o "v;new.puf"
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o "v;new.wkey"

4.5.2.4. Intrinsic ID PUF のアクティベーション・ステータスを照会する

Intrinsic ID PUF を登録し、AES キーをラップし、フラッシュ・プログラミング・ファイルを生成し、クア
ッド SPI フラッシュを更新した後、デバイスの電源を再投入して、暗号化されたビットストリームから
PUF のアクティベーションとコンフィグレーションをトリガーします。SDM では、PUF アクティベーショ
ン・ステータスとコンフィグレーション・ステータスをレポートします。PUF のアクティベーションが失敗し
た場合、SDM では、PUF エラーステータスをレポートします。 quartus_pgm コマンドを使用して、コ
ンフィグレーション・ ステータスを照会します。

1. 次のコマンドを使用して、コンフィグレーション・ ステータスを照会します。

quartus_pgm -c 1 -m jtag --status --status_type=”CONFIG”

アクティベーションが成功した場合の出力例は次のとおりです。

Response of CONFIG_STATUS
        Device is running in user mode
        00006000  RESPONSE_CODE=OK, LENGTH=6
        00000000  STATE=IDLE
        00000000  Version
        C000000F  MSEL=JTAG, nSTATUS=1, nCONFIG=1
        80000002  CONF_DONE=0, INIT_DONE=1, CVP_DONE=0, SEU_ERROR=0, 
PROVISION_FW=1
        00000000  Error location
        00000000  Error details 
Response of PUF_STATUS
        00001000 RESPONSE_CODE=OK, LENGTH=1
        00000400 STATUS=PUF_ACTIVATION_SUCCESS, 
RELIABILITY_DIAGNOSTIC_SCORE=4

4.5.2.5. フラッシュメモリー内の PUF の位置

PUF ファイルの位置は、RSU 機能をサポートするデザインとサポートしないデザインでは異なります。

RSU をサポートしていないデザインの場合は、更新されたフラッシュイメージを作成する際に、.puf
ファイルと .wkey ファイルを含める必要があります。RSU をサポートするデザインの場合、SDM によ
る PUF データセクションの上書きは、ファクトリー・イメージまたはアプリケーション・イメージの更新中
には行われません。

表 1. フラッシュ・サブパーティションのレイアウト (RSU サポートがない場合)

フラッシュオフ
セット

サイズ (バイト) 内容 説明

0K 256K Configuration Management Firmware SDM で動作するファームウェア

256K 256K Configuration Management Firmware

512K 256K Configuration Management Firmware

continued...   
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フラッシュオフ
セット

サイズ (バイト) 内容 説明

768K 256K Configuration Management Firmware

1M 32K PUF データコピー 0 PUF ヘルパーデータおよび PUF でラップされた
AES ルートキーのコピー 0 を格納するためのデータ
構造

1M + 32K 32K PUF データコピー 1 PUF ヘルパーデータおよび PUF でラップされた
AES ルートキーのコピー 1 を格納するためのデータ
構造

表 2. フラッシュ・サブパーティションのレイアウト (RSU サポートがある場合)

フラッシュオフ
セット

サイズ (バイト) 内容 説明

0K 56K 決定ファームウェア も優先度の高いイメージを識別してロードするた
めのファームウェア。

56K 256K 決定ファームウェア

512K 256K 決定ファームウェア

768K 256K 決定ファームウェア

1M 8K + 24K パ
ディング

決定ファームウェア・データ 決定ファームウェア用に予約済み。

1M + 32K 可変 ファクトリー・イメージ 他のすべてのアプリケーション・イメージのロードに
失敗した場合に、バックアップとして作成する単純な
イメージ。このイメージに含まれている CMF は、
SDM 上で動作します。

Next 32K PUF データコピー 0 PUF ヘルパーデータおよび PUF でラップされた
AES ルートキーのコピー 0 を格納するためのデータ
構造

Next + 32K 32K PUF データコピー 1 PUF ヘルパーデータおよび PUF でラップされた
AES ルートキーのコピー 1 を格納するためのデータ
構造

Next + 256K 4K サブ・パーティション・テーブル・コピー 0 フラッシュストレージの管理を容易にするデータ構
造。

Next + 32K 4K サブ・パーティション・テーブル・コピー 1

Next + 32 K 4K CMF ポインター・ブロック・コピー 0 アプリケーション・イメージに対するポインターの優
先度順のリスト。イメージを追加すると、そのイメージ
が 上位になります。

Next + 32K CMF ポインター・ブロック・コピー 1 アプリケーション・イメージに対するポインターのリス
トの 2 番目のコピー。

可変 可変 アプリケーション・イメージ 1 1 番目のアプリケーション・イメージ

可変 可変 アプリケーション・イメージ 2 2 番目のアプリケーション・イメージ

4.5.3. ブラック・キー・プロビジョニング

インテルでは、-BK OPN サフィックスを持つインテル Stratix 10 FPGA には、ブラック・キー・プロビジ
ョニング機能を使用することを強くお勧めします。-BK サフィックスを持つデバイス、およびブラック・キ
ー・プロビジョニング・サービスのセットアップに関する詳しい情報については、インテルの販売代理店ま
たはインテルサポートにお問い合わせ ください。
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インテル Quartus Prime Programmer では、インテル Stratix 10 デバイスとブラック・キー・プロビ
ジョニング・サービス間での相互に認証されたセキュアな接続の確立を支援します。セキュアな接続は、
https 経由で確立されます。また、いくつかの証明書をテキストファイルを使用して識別する必要があり
ます。

bkp_tls_ca_cert  証明書では、ブラック・キー・プロビジョニング・サービス・インスタンスをブラッ
ク・キー・プロビジョニング・プログラマー・インスタンスに対して認証します。bkp_tls_*  証明書では、
ブラック・キー・プロビジョニング・プログラマー・インスタンスをブラック・キー・プロビジョニング・サービ
ス・インスタンスに対して認証します。

テキストファイルを作成し、インテル Quartus Prime Programmer がブラック・キー・プロビジョニン
グ・サービスに接続するために必要な情報を含めます。ブラック・キー・プロビジョニングを開始するには、
Programmer コマンド・ライン・インターフェイスを使用して、ブラック・キー・プロビジョニング・オプショ
ン・テキスト・ファイルを指定します。その後、ブラック・キー・プロビジョニングが自動で進行します。ブラ
ック・キー・プロビジョニング・サービスおよび関連ドキュメントへのアクセスについては、インテルサポー
トにお問い合わせください 。

ブラック・キー・プロビジョニング・サービスをイネーブルするには、次の quartus_pgm コマンドを使
用します。

quartus_pgm -c <cable> -m <programming_mode> --device <device_index> \
--bkp_options=bkp_options.txt

コマンド引数により次の情報が指定されます。

• -c: ケーブル番号

• -m: JTAG などのプログラミング・モードを指定します。

• --device: JTAG チェーン上のデバイス・インデックスを指定します。デフォルト値は 1 です。

• --bkp_options: ブラック・キー・プロビジョニング・オプションを含むテキストファイルを指定
します。

4.5.3.1. ブラック・キー・プロビジョニング・オプション

ブラック・キー・プロビジョニング・オプションは、quartus_pgm コマンドを介して Programmer に
渡されるテキストファイルです。このファイルには、ブラック・キー・プロビジョニングをトリガーするため
に必要な情報が含まれています。

bkp_options.txt ファイルの例です。

bkp_cfg_id = 1
bkp_ip = 192.167.1.1
bkp_port = 10034
bkp_tls_ca_cert = root.cert
bkp_tls_prog_cert = prog.cert
bkp_tls_prog_key = prog_key.pem
bkp_tls_prog_key_pass = 1234
bkp_proxy_address = https://192.167.5.5:5000
bkp_proxy_user = proxy_user
bkp_proxy_password = proxy_password
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表 3. ブラック・キー・プロビジョニング・オプション
この表で示しているオプションは、ブラック・キー・プロビジョニングをトリガーするために必要です。

オプション名 タイプ 説明

bkp_ip 必須 ブラック・キー・プロビジョニング・サービスを実行しているサーバーの IP ア
ドレスを指定します。

bkp_port 必須 サーバーへの接続に必要なブラック・キー・プロビジョニング・サービス・ポー
トを指定します。

bkp_cfg_id 必須 ブラック・キー・プロビジョニング・コンフィグレーション・フロー ID を識別し
ます。
ブラック・キー・プロビジョニング・サービスによって作成されるブラック・キ
ー・プロビジョニング・コンフィグレーション・フローには、AES ルートキー、必
要な eFuse 設定、およびその他のブラック・キー・プロビジョニング承認オプ
ションが含まれます。ブラック・キー・プロビジョニング・サービスのセットアッ
プ中に割り当てられた番号によって、ブラック・キー・プロビジョニング・コンフ
ィグレーション・フローを識別します。
注意: 複数のデバイスによって、同じブラック・キー・プロビジョニング・サー

ビス・コンフィグレーション・フローを参照する場合があります。

bkp_tls_ca_cert 必須 ルート TLS 証明書です。これを使用して、インテル Quartus Prime
Programmer (Programmer) に対するブラック・キー・プロビジョニング・
サービスを識別します。ブラック・キー・プロビジョニング・サービス・インスタ
ンスの信頼された証明機関によってこの証明書が発行されます。
Programmer をコンピューターで実行する際、Microsoft® Windows® オ
ペレーティング・システム (Windows) を使用している場合は、この証明書を
Windows 証明書ストアにインストールする必要があります。

bkp_tls_prog_cert 必須 ブラック・キー・プロビジョニング・プログラマー (BKP Programmer) のイ
ンスタンス用に作成される証明書です。これは、https クライアント証明書で
す。これを使用して、この BKP プログラマー・インスタンスをブラック・キー・
プロビジョニング・サービスに対して識別します。ブラック・キー・プロビジョニ
ング・セッションを開始する前に、この証明書をブラック・キー・プロビジョニ
ング・サービスにインストールし、承認する必要があります。
Programmer を Windows で実行している場合、このオプションは使用で
きません。この場合は、bkp_tls_prog_key にこの証明書がすでに含ま
れています。

bkp_tls_prog_key 必須 BKP Programmer 証明書に対応する秘密鍵です。このキーによって、ブラッ
ク・キー・プロビジョニング・サービスに対する BKP Programmer インスタ
ンスの ID を検証します。
Programmer を Windows で実行する場合、.pfx ファイルは、
bkp_tls_prog_cert 証明書と秘密鍵を結合します。
bkp_tlx_prog_key オプションでは、bkp_options.txt ファイル
の .pfx ファイルを渡します。

bkp_tls_prog_key_pass 任意 bkp_tls_prog_key 秘密鍵のパスワードです。ブラック・キー・プロビジ
ョニング・コンフィグレーション・オプション (bkp_options.txt) テキス
トファイルでは必要ありません。

bkp_proxy_address 任意 プロキシサーバーの URL アドレスを指定します。

bkp_proxy_user 任意 プロキシサーバーのユーザー名を指定します。

bkp_proxy_password 任意 プロキシ認証パスワードを指定します。
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4.6. 所有者ルートキー、AES ルートキー証明書、およびヒューズファイルを Jam
STAPL ファイル・フォーマットに変換する

quartus_pfg コマンド・ライン・コマンドを使用して、.qky、AES ルートキー .ccert、およ
び .fuse ファイルを変換し、Jam STAPL Format File (.jam) および Jam Byte Code Format
File (.jbc) にします。これらのファイルを使用してインテル FPGA をプログラムします。それぞれのフ
ァイルに Jam STAPL Player と Jam STAPL Byte-Code Player を使用します。

単一の .jam または .jbc に含まれている機能には、ファームウェア・ヘルパー・イメージとプログラ
ム、ブランクチェック、キーおよびヒューズ・プログラミングの検証などがあります。

注意: AES ルートキー .ccccert ファイルを .jam フォーマットに変換した場合、.jam ファイルに含ま
れる AES キーの形式は、プレーンテキストですが、難読化されています。したがって、AES キーを格納す
る際は、.jam ファイルを保護する必要があります。そのためには、AES キーをセキュアな環境でプロビ
ジョニングします。

quartus_pfg 変換コマンドの例を次に示します。

quartus_pfg -c -o helper_device=1SX280LH2 root.qky RootKey.jam  
quartus_pfg -c -o helper_device=1SX280LH2 root.qky RootKey.jbc 
quartus_pfg -c -o helper_device=1SX280LH2 aes.ccert aes_ccert.jam  
quartus_pfg -c -o helper_device=1SX280LH2 aes.ccert aes_ccert.jbc 
quartus_pfg -c -o helper_device=1SX280LH2 settings.fuse settings_fuse.jam  
quartus_pfg -c -o helper_device=1SX280LH2 settings.fuse settings_fuse.jbc

Jam STAPL Player を使用してデバイスをプログラミングする方法の詳細は、AN 425: Using the
Command-Line Jam STAPL Solution for Device Programming を参照してください。

次のコマンドを実行して、所有者ルート公開鍵および AES 暗号化鍵をプログラムします。

// To load the helper bitstream into the FPGA.
// The helper bitstream include SDM firmware
quartus_jli -c 1 -a CONFIGURE RootKey.jam

// To program the owner root public key into virtual eFuses
quartus_jli -c 1 -a PUBKEY_PROGRAM RootKey.jam

//To program the owner root public key into physical eFuses
quartus_jli -c 1 -a PUBKEY_PROGRAM -e DO_UNI_ACT_DO_EFUSES_FLAG RootKey.jam

//To program the AES encryption key CCERT into BBRAM
quartus_jli -c 1 -a CCERT_PROGRAM EncKeyBBRAM.jam

// To program the AES encryption key CCERT into physical eFuses
quartus_jli -c 1 -a CCERT_PROGRAM -e DO_UNI_ACT_DO_EFUSES_FLAG EncKeyEFuse.jam

4. デバイス・プロビジョニング
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5. 高度な機能

5.1. Secure Debug Authorization

Secure Debug Authorization をイネーブルするには、デバッグ所有者は、認証キーペアを生成し、イ
ンテル Quartus Prime Pro Programmer を使用して、デバッグイメージを実行するデバイスのデバ
イス情報ファイルを生成する必要があります。

quartus_pgm -c 1 -m jtag -o “ei;device_info.txt;1SX280HH1” --dev_info 

デバッグ所有者は、生成された認証済み公開鍵とデバイス情報をデバイス所有者に転送します。デバイ
ス所有者は、quartus_sign ツールまたはリファレンス実装を使用し、デバッグ動作を目的とした署
名チェーンに対して、条件付き公開鍵エントリーを追加します。これには、デバッグ所有者からの公開鍵、
必要な承認、デバイス情報テキストファイル、および該当する追加の制限を使用します。

quartus_sign --family=Stratix10 --operation=append_key \ 
--previous_pem=debug_chain_private.pem --previous_qky=debug_chain.qky \ 
--permission=0x6 --cancel=1 \ 
--dev_info=device_info.txt --restriction=”1,2,17,18” \  
debug_authorization_public_key.pem secure_debug_auth_chain.qky

デバイス所有者は、完全な署名チェーンをデバッグ所有者に送り返し、署名チェーンとその秘密鍵を使用
して、デバッグイメージに署名します。

quartus_sign --family=Stratix10 --operation=sign \ 
--qky=secure_debug_auth_chain.qky --pem=debug_authorization_private_key.pem \
unsigned_debug_design.rbf authorized_debug_design.rbf 

デバッグ所有者は、セキュアな承認済みのデバッグデザインをプログラムできます。

quartus_pgm -c 1 -m jtag -o “p;authorized_debug_design.rbf” 

デバイス所有者は、セキュアデバッグ承認を取り消すことができます。それには、セキュアデバッグ承認
署名チェーンで割り当てられた明示的なキーキャンセル ID をキャンセルします。

5.2. HPS デバッグ証明書

JTAG インターフェイスを介した HPS デバッグ・アクセス・ポート (DAP) に対して、承認されたアクセス
のみをイネーブルするには、インテル Quartus Prime の Assignments メニューをクリックし、
Device > Device and Pin Options > Configuration タブを選択します。次に、HPS
debug access port (DAP)をイネーブルします。それには、HPS Pins または SDM Pins のいず
れかをドロップダウン・メニューから選択します。また、Allow HPS debug without certificates
チェックボックスが選択されていないことを確認します。
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図 -13: HPS ピンまたは SDM ピンのいずれかを HPS DAP に指定する

HPS debug access port (DAP)

次に、これらの設定でデザインをコンパイルしてロードします。

署名チェーンを作成し、HPS デバッグ証明書に署名するための適切なアクセス許可を持たせます。

quartus_sign --family=Stratix10 --operation=append_key \ 
--previous_pem=root_private.pem --previous_qky=root.qky \ 
--permission=0x8 --cancel=1 \ 
hps_debug_cert_public_key.pem hps_debug_cert_sign_chain.qky  

インテル Quartus Prime Programmer を使用して、デバッグデザインがロードされているデバイスか
ら、署名されていない HPS デバッグ証明書を要求します。

quartus_pgm -c 1 -m jtag -o “e;unsigned_hps_debug.cert;1SX280HH2”

署名されていない HPS デバッグ証明書に署名します。これには、quartus_sign ツールまたはリフ
ァレンス実装、および HPS デバッグ署名チェーンを使用します。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=sign \  
--qky=hps_debug_cert_sign_chain.qky \  
--pem=hps_debug_cert_private_key.pem \  
unsigned_hps_debug.cert signed_hps_debug.cert 

インテル Quartus Prime Programmer を使用して、署名付き HPS デバッグ証明書をデバイスに戻
し、HPS DAP へのアクセスをイネーブルします。

quartus_pgm -c 1 -m jtag -o “p;signed_hps_debug.cert"

HPS デバッグ証明書の有効期間は、それが生成されてからデバイスの次の電源再投入まで、または
SDM ファームウェアの異なるタイプまたはバージョンがロードされるまでのみです。署名付き HPS デ
バッグ証明書の生成、署名、プログラム、およびすべてのデバッグ動作は、デバイスの電源を再投入する
前に実行する必要があります。署名付き HPS デバッグ証明書は、デバイスの電源を再投入すると無効化
できます。

5. 高度な機能
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5.3. プラットフォーム構成証明

プラットフォーム構成証明を特定のインテル Stratix 10 デザインに対してイネーブルするには、
Device > Device and Pin Options > Security  > Attestation タブに移動し、Enable
Stratix 10 attestation commands チェックボックスを選択するか、
ENABLE_S10_ATTESTATION_COMMANDS=ON パラメーターをインテル Quartus Prime
settings (.qsf) ファイルに追加します。

図 -14: インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでプラットフォーム構成証明を選択する

構成証明検証サービスおよび関連ドキュメントへのアクセスについては、インテルサポートにリファレン
ス番号 14014604265 でお問い合わせください。

プラットフォーム構成証明は、V デバイスではサポートされていません。プラットフォーム構成証明がイ
ネーブルされている場合、一部の機能は使用できません。詳細は表 4 (40 ページ) を参照してくださ
い。

5.4. 物理的改ざん防止

次の手順を使用して、物理的改ざん防止機能をイネーブルします。

1. 検出された改ざんイベントに対する目的の応答を選択する

2. 必要な改ざん検出方法とパラメーターのコンフィグレーションを行う

3. 改ざん防止イベントの管理に役立つ改ざん防止 IP をデザインロジックに含める

改ざん防止機能は、V デバイスではサポートされていません。改ざん防止機能をイネーブルするには、V
デバイス以外のデバイスを使用してください。V デバイス以外のデバイスでは、構成証明と改ざん防止セ
キュリティー機能のいずれかまたは両方を使用する場合、Secure Debug Authorization 機能は使用
できません。そのため、プロビジョニング・ファームウェアを使用して、仮想所有者ルート・キー・ハッシュを
プログラムする必要があります。同様に、Secure Debug Authorization を使用する必要がある場合
は、デザインでデバイス構成証明と改ざん防止セキュリティー機能のいずれかまたは両方をオンにするこ
とはできません。

表 4. V デバイス以外のデバイスで使用可能なセキュリティー機能

セキュリティー機能 構成証明/改ざん防止

オン オフ

条件付き公開鍵エントリー サポートなし サポートあり

所有者ルートキー仮想ヒュージング プロビジョニング・ファームウェアのみ プロビジョニング・ファームウェアのみ

5. 高度な機能
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5.4.1. 改ざん防止応答

物理的改ざん防止をイネーブルするには、Anti-tamper response: ドロップダウンから応答項目
を選択します。このドロップダウン・ボックスは、Assignments > Device > Device and Pin
Options > Security > Anti-Tamper タブにあります。デフォルトでは、改ざん防止応答はディス
エーブルされています。

改ざん防止応答には 5 つのカテゴリーがあります。必要な応答項目を選択すると、1 つ以上の検出方法
をイネーブルするオプションがイネーブルされます。

図 -15: 使用可能な改ざん防止対応オプション

Enable device self-kill 応答は、各検出方法に対して個別に選択することができます。

いずれの検出方法の場合でも、Enable device self-kill 応答をイネーブルする場合は、permit kill
コンパクト証明書を生成し、コンパクト証明書に署名し、self-kill 応答をイネーブルしたデザインをロー
ドする前にコンパクト証明書をデバイスにプログラムしてください。

次のいずれかのコマンドを使用して、許可タイプのコンパクト証明書に署名できる署名チェーンを作成
します。この動作では、許可ビット 10 が使用されます。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=append_key \
--previous_pem=root_private.pem --previous_qky=root.qky \
--permission=0x400 --cancel=0 \
permit0_sign_public.pem permit0_sign_chain.qky

quartus_sign --family=stratix10 --operation=append_key --module=softHSM \
–module_args="--token_label=s10-token --user_pin=s10-token-pin \
--hsm_lib=/usr/local/lib/softhsm/libsofthsm2.so" \
--previous_pem=root --previous_qky=root.qky \
--permission=0x400 --cancel=0 permit0_sign permit0_sign_chain.qky

5. 高度な機能
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次のコマンドを使用して、署名されていない permit kill コンパクト証明書を作成します。

quartus_pfg --ccert –o ccert_type=DEVICE_PERMIT_KILL unsigned_permit_kill.ccert

次のいずれかのコマンドを使用して、permit kill コンパクト証明書に署名します。

quartus_sign --family=stratix10 --operation=sign \
--pem=permit0_sign_private.pem --qky=permit0_sign_chain.qky \
unsigned_permit_kill.ccert signed_permit_kill.ccert

quartus_sign --family=stratix10 --operation=sign --module=softHSM \
--module_args="--token_label=s10-token --user_pin=s10-token-pin \
--hsm_lib=/usr/local/lib/softhsm/libsofthsm2.so" \
--pem=permit0_sign --qky=permit0_sign_chain.qky \
unsigned_permit_kill.ccert signed_permit_kill.ccert

次のコマンドを使用して、コンパクト証明書をデバイスにプログラムします。

quartus_pgm –c 1 –m jtag –o "p;signed_permit_kill.ccert"

改ざん防止応答をイネーブルする場合は、使用可能な 2 つの SDM 専用 I/O ピンを選択して、改ざんイ
ベント検出および応答ステータスを出力します。それには、Assignments > Device > Device
and Pin Options > Configuration > Configuration Pin Options ウィンドウを使用しま
す。

5. 高度な機能
683642 | 2021.09.02

インテル® Stratix® 10 デバイス・セキュリティー・ユーザーガイド フィードバック

42

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Stratix%2010%20%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683642%202021.09.02)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


図 -16: 改ざんイベント検出に使用可能な SDM 専用 I/O ピン

5.4.2. 改ざん防止検出

SDM の周波数、温度、および電圧の検出機能は、個別にイネーブルできます。FPGA の検出には、Anti-
Tamper Lite Intel FPGA IP をデザインに含めておきます。

注意: SDM の周波数および電圧の改ざん検出方法は、内部リファレンスと測定ハードウェアに依存します。こ
れは、デバイス間で異なる場合があります。インテルでは、改ざん検出設定の動作特性を明らかにするこ
とをお勧めします。
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周波数改ざん検出は、コンフィグレーション・クロック・ソースで動作します。周波数改ざん検出をイネー
ブルするには、Assignments > Device > Device and Pin Options > General タブの
Configuration clock source ドロップダウンで、Internal Oscillator 以外のオプションを指
定してください。周波数改ざん検出をイネーブルする前に Run configuration CPU from
internal oscillator チェックボックスがイネーブルされていることを確認してください。

図 -17: SDM を Internal Oscillator に設定する

周波数改ざん検出をイネーブルするには、Enable frequency tamper detection チェックボック
スをオンにして、ドロップダウン・メニューから Frequency tamper detection range を選択しま
す。

図 -18: Frequency Tamper Detection をイネーブルする

温度改ざん検出をイネーブルするには、Enable temperature tamper detection チェックボッ
クスをオンにして、対応するフィールドで温度の上限と下限を選択します。デフォルトで入力される上限と
下限は、デザイン内の選択したデバイスの関連する温度範囲になります。
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電圧改ざん検出をイネーブルするには、Enable VCCL voltage tamper detection と Enable
VCCL_SDM voltage tamper detection チェックボックスのいずれかまたは両方を選択し、対応
するフィールドで Voltage tamper detection trigger の割合を選択します。

図 -19: Voltage Tamper Detection をイネーブルする

5.4.3. Anti-Tamper Lite Intel® FPGA IP

Anti-Tamper Lite Intel FPGA IP は、インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェア
の IP カタログで入手可能です。この IP により、改ざんイベントに対するデザインと SDM 間の双方向通
信が容易になります。

図 -20: Anti-Tamper Lite Intel FPGA IP

この IP によって提供される次の信号を、必要に応じてデザインに接続します。

表 5. Anti-Tamper Lite Intel FPGA IP I/O 信号

信号名 方向 説明

gpo_sdm_at_event 出力 SDM から FPGA ファブリック・ロジックへの信号。SDM により改ざんイベントが検
出されたことを示します。FPGA ロジックでは、約 5 ミリ秒で必要なクリーニングを
実行し、gpi_fpga_at_response_done および
gpi_fpga_at_zeroization_done 経由で SDM に応答します。SDM に

continued...   
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信号名 方向 説明

よる改ざん応答アクションは、gpi_fpga_at_response_done がアサート
された場合や、割り当てられた時間内に応答が受信されなかった場合に続行されま
す。

gpi_fpga_at_event 入力 FPGA から SDM への割り込み。ユーザーデザインの改ざん検出回路により改ざん
イベントが検出され、SDM タンパー応答のトリガーが必要であることを示します。

gpi_fpga_at_response_done 入力 FPGA から SDM への割り込み。FPGA ロジックによって必要なクリーニングを実
行したことを示します。

gpi_fpga_at_zeroization_d
one

入力 SDM から FPGA ファブリック・ロジックへの信号。FPGA ロジックによってデザイン
データの必要なゼロ化が完了したことを示します。この信号は、
gpi_fpga_at_response_done がアサートされるとサンプリングされま
す。

5.4.3.1. リリース情報

IP バージョン管理スキーム (X.Y.Z) 番号は、ソフトウェア・バージョンごとに次のとおり異なります。

• X は、IP の主要リビジョンを示します。インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを更新した場
合は、IP を再生成してください。

• Y は、IP に新機能が含まれていることを示します。IP を再生成して新機能を含めます。

• Z は、IP に軽微な変更が含まれていることを示します。IP を再生成して変更を含めます。

表 6. Anti-Tamper Lite Intel FPGA IP リリース情報

項目 説明

IP バージョン 20.1.0

インテル Quartus Prime のバージョン 21.2

リリース日 2021.06.21
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5.5. リモート・システム・アップデートでのデザイン・セキュリティー機能の使用

リモート・システム・アップデート (RSU) は、インテル Stratix 10 FPGA の機能として、コンフィグレー
ション・ファイルのアップデートを堅牢な方法で支援します。RSU は、認証、ファームウェア、共同署名、ビ
ットストリーム暗号化などのデザイン・セキュリティー機能と互換性があります。これは、RSU はコンフィ
グレーション・ビットストリームのデザイン内容に依存しないためです。

デザイン・セキュリティー機能を RSU イメージで使用するには、 インテル Stratix 10 コンフィグレーシ
ョン・ユーザーガイド の 5.5 Programming File Generator を使用したリモート・システム・アップデ
ート・イメージ・ファイルの生成 の手順に従って、RSU イメージを .sof ファイル入力で生成します。
Input Files タブで指定した各 .sof ファイルで、Properties... ボタンをクリックして、署名および
暗号化ツールに適切な設定とキーを指定します。プログラミング・ファイル・ジェネレーター・ツールは、
RSU プログラミング・ファイルの作成中に、ファクトリー・イメージとアプリケーション・イメージを自動
で署名して暗号化します。

RSU イメージのビルドには、.rbf フォーマット・ファイルを入力として使用します。.rbf フォーマッ
ト・ファイルの暗号化と署名は、それを RSU イメージの入力ファイルとして選択する前に行ってください。
ただし、RSU のブート情報 .rbf ファイルは、暗号化はしないで、署名のみを行ってください。
Programming File Generator では、.rbf フォーマット・ファイルのプロパティーの変更はサポート
していません。

次の例は、 インテル Stratix 10 コンフィグレーション・ユーザーガイド の 5.5. Programming File
Generator を使用したリモート・システム・アップデート・イメージ・ファイルの生成 のコマンドに必要な
変更を示しています。

.rbf ファイルを使用して初期 RSU イメージを生成する: コマンドの変更

5.5.1.2. .rbf ファイルを使用した初期 RSU イメージの生成 の手順 1 のコマンドを変更し、このド
キュメントの前のセクションの手順を使用して、必要に応じてデザイン・セキュリティー機能をイネーブル
します。

ステップ 2 で、ファームウェアの共同署名をイネーブルした場合は、ファクトリー・イメージ・ファイルから
のブート .rbf の作成で、次のとおり追加のオプションを使用する必要があります。

quartus_pfg -c factory.sof boot.rbf -o rsu_boot=ON \
-o fw_source=signed_stratix10.zip

アプリケーション・イメージを生成する: コマンドの変更

デザイン・セキュリティー機能を備えたアプリケーション・イメージを生成するには、5.5.2. アプリケーシ
ョン・イメージの生成 のコマンドを変更し、.rbf のデザイン・セキュリティー機能をイネーブルして使用
します。必要な場合は、元のアプリケーション .sofファイルの代わりに、共同署名されたファームウェ
アを含めます。

quartus_pfg -c cosigned_fw_signed_encrypted_application.rbf 
secured_rsu_application.rpd\
 -o mode=ASX4 -o start_address=<start_address> -o bitswap=ON
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ファクトリー・アップデート・イメージを生成する: コマンドの変更

RSU ファクトリー・アップデート・イメージを生成するには、 5.5.3. ファクトリー・アップデート・イメージ
の生成 のコマンドを変更し、デザイン・セキュリティー機能をイネーブルして .rbf を使用し、オプショ
ンを追加して、共同署名付きファームウェアの使用状況を示します。

quartus_pfg -c cosigned_fw_signed_encrypted_factory.rbf \
secured_rsu_factory_update.rpd \
-o mode=ASX4 -o start_address=<start_address> \
-o bitswap=ON -o rsu_upgrade=ON \
-o fw_source=signed_stratix10.zip 

関連情報
インテル Stratix 10 コンフィグレーション・ユーザーガイド: Programming File Generator を使用
したリモート・システム・アップデート・イメージ・ファイルの生成

5. 高度な機能
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6.  インテル Stratix 10 デバイス・セキュリティー・ユーザーガイドのアー
カイブ

インテル Quartus Prime の
バージョン

ユーザーガイド

21.1 Intel Stratix 10 Device Security User Guide Archive

20.4 Intel Stratix 10 Device Security User Guide Archive

20.3 Intel Stratix 10 Device Security User Guide Archive

20.1 Intel Stratix 10 Device Security User Guide Archive

19.3 Intel Stratix 10 Device Security User Guide Archive

19.1 Intel Stratix 10 Device Security User Guide Archive
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7.  インテル Stratix 10 デバイス・セキュリティー・ユーザーガイドの文書
改訂履歴

ドキュメント・バージ
ョン

インテル Quartus
Prime のバージョン

変更内容

2021.09.02 21.2 次の変更を行いました。
• Important Notice to Customers Regarding Features Added in Intel Quartus

Prime Pro Edition Software Version 21.1 および Planned Security Features のトピ
ックを削除しました。改ざん防止機能は、インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフ
トウェア・バージョン 21.2 以降でサポートされています。

• インテルサポートに関する情報を インテル Stratix 10 デバイス・セキュリティーの概要 に追加
しました。

• 署名チェーンの作成 を改訂しました。Hardware Security Module (HSM) および SoftHSM
に関する情報を追加しました。

• 入力 (.sof) ファイルの認証および暗号化のプロパティー を更新しました。
• 改ざん防止機能および構成証明機能を追加しました。

— 改ざん防止および構成証明の内容を含むセクションとスクリーンショットをグローバルに更
新しました。

— プラットフォーム構成証明 および 物理的改ざん防止 のセクションを更新し、機能の説明と
使用方法を含めました。

— 次のトピックを新たに追加しました。
• 改ざん防止応答
• 改ざん防止検出
• Anti-Tamper Intel® FPGA IP

• 既存のコマンド例に HSM コマンドをグローバルに追加しました。
• セキュアデバッグ承認 を改訂しました。デバッグ所有者の役割を明確にしました。

2021.04 30 21.1 次の変更を行いました。
• ドキュメント全体を次のように再構成しました。

— Security Methodology User Guide にセキュリティー機能の説明を含めました。
— この インテル Stratix 10 デバイス・セキュリティー・ユーザーガイド には、インテル

Quartus Prime 開発ソフトウェアによってインテル Stratix 10 FPGA デバイスにセキュ
リティー機能を実装するための具体的な手順が含まれます。

• リモート・システム・アップデートでのデザイン・セキュリティー機能の使用 を更新しました。初期
RSU イメージ、アプリケーション・イメージ、およびファクトリー・アップデート・イメージを生成す
る例を追加しました。

2021.02 17 20.4 次の変更を行いました。 インテル Stratix 10 デバイス・セキュリティーの概要 のトピックの
• 暗号化のセクションを改訂しました。テキストを追加して、高度なセキュリティーがイネーブルさ

れているデバイスでは、セキュリティーで保護されたファームウェアのみをロードできることを記
載しました。

• パーシャル・リコンフィグレーション・ビットストリーム暗号化 (PRBE) のトピックから Planned
Security Features のセクションを削除しました。インテル Quartus Prime 開発ソフトウェ
ア・バージョン 20.4 では PRBE 機能をサポートしています。

• 署名ブロック のセクションのキーアクセス許可の内容を更新しました。ブラック・キー・プロビジ
ョニングの署名に使用するアクセス許可ビットを追加しました。

• ファームウェア ID=8 とそのファームウェア・リリースを Intel Firmware IDs の表に追加しま
した。

• Powering On In JTAG Mode After Implementing Co-Signed Firmware および
Programing eFuses のセクションの内容を再構築しました。

continued...   
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ドキュメント・バージ
ョン

インテル Quartus
Prime のバージョン

変更内容

• Step 1: Enrolling the Intrinsic ID PUF via JTAG を改訂しました。
— PUF 登録のテキストを改訂して、インテル Quartus Prime プロ・エディション

Programmer はプロビジョニング・ファームウェアを自動ロードすることを強調しました。
— 注記を追加し、リコンフィグレーションを正常に実行するために nCONFIG 信号を切り替え

ることを提示しました。
— テキストを更新して、適切なライセンスがない場合、インテル Quartus Prime

Programmer によって PUF 動作が制限されることを強調しました。
• ブラック・キー・プロビジョニング のセクションを改訂しました。ブラック・キー・プロビジョニング

機能を使用するデバイスに対する -BKOPN サフィックスの使用の推奨を追加しました。
• パーシャル・リコンフィグレーション・ビットストリームの暗号化 のトピックを更新しました。次の

セクションを新たに追加しました。
— Enabling Partial
— Generating Encrypted Partial Reconfiguration Persona
— Generating Partially Encrypted Partial Reconfiguration Partial

• Using eFuses のトピックを改訂しました。仮想 eFuse の後に物理 eFuse をプログラミングす
る際の制限を明確にしました。

• 次のトピックを新たに追加しました。
— 署名ツール (ソースコード付き)
— 暗号化ツール (ソースコード付き)
— セキュリティー・オプション eFuse
— リモート・システム・アップデートでのデザイン・セキュリティー機能の使用

• 軽微なエラーとタイプミスを修正しました。

2020.10 13 20.3 次の変更を行いました。
• Important Notice to Customers Regarding Features Added in Intel Quartus

Prime Pro Edition Software Version 20.3 の通知を改訂しました。IID PUF ベースの AES
キーストレージ機能は製品版の機能です。改ざん防止機能は、このリリースでは削除しました。

• インテル Stratix 10 GX 10M デバイスの制限を インテル Stratix 10 デバイス・セキュリティ
ーの概要: 暗号化 のセクションに追加しました。インテル Stratix 10 GX 10 デバイスでは、高
度なセキュリティー機能はサポートしていません。

• Owner Security Keys and Storage Options のセクションを次のとおり更新しました。
— Comparison of AES Key Storage Options の表で仮想ヒューズ、物理 e ヒューズ、およ

び BBRAM の一般的なアプリケーションを改訂しました。
— Owner AES Key のセクションのブラック・キー・プロビジョニングの説明を改訂しました。
— Owner AES Key Programming のセクションを削除しました。この内容は、Encryption

and Decryption の章に記載があります。
• Planned Security Features のセクションを次のとおり更新しました。

— Anti-Tampering のトピックを追加しました。
— Partial Reconfiguration Bitstream Encryption のトピックを追加しました。
— Black Key Provisioning のトピックを削除しました。

• Signature Chain Content の表を次のとおり更新しました。
— ビット 6: AES ルートキー証明書を Public Key Entry の説明に追加しました。
— Header Block Entry の説明を改訂しました。

• Canceling Intel Firmware ID のセクションを次のとおり更新しました。
— ファームウェア ID=7 とファームウェア・リリースを インテル Firmware IDs の表に追加し

ました。
— 新しいファームウェア ・バージョンにアップグレードした後、古いファームウェア・バージョン

を使用しないようにする手順を改訂および追加しました。
• Append Key to Signature Chain のセクションでファームウェアに署名するための引数値を

修正しました。ファームウェアに署名する値は 0 ではなく 1 です。
• Step 4a: Signing the Bitstream Using the Programming File Generator のセクショ

ンで、所有者のキャンセル ID を指定する割り当てを追加しました。
• Using the Co-Signed Feature のセクションの注記を改訂しました。このテキストは、共同署

名付き eFuses のプログラミングについての Using eFuses のセクションを指しています。

continued...   
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ドキュメント・バージ
ョン

インテル Quartus
Prime のバージョン

変更内容

• Prerequisites for Co-Signing Device Firmware のセクションを次のとおり更新しました。
— 引数名を --key_storage から --non_volatile_key に変更しました。
— quartus_pgm コマンドを更新しました。
— 命令リンクを更新しました。

• 次のトピックを新たに追加しました。Step 2c: Generating Partially Encrypted
Programming File Using the Command Line Interface

• Step 3a: Specifying Keys and Configuring the Encrypted Image Using the Intel
Quartus Prime Programmer に、クアッド SPI Intrinsic ID PUF ラップオプションを追加
しました。

• -i オプションの説明を更新し、Step 3b: Programming the AES Key and Configuring
the Encrypted Image Using the Command Line のセクションに注記を追加しました。こ
の注記では、共同署名付きヘルパーイメージのプログラミングは、.qek 暗号化キーのプログ
ラミング前にできることを示しています。

• Anti-Tamper Monitoring and Mitigation のセクションおよび関連するすべての改ざん防止
の内容を削除しました。

• (ベータ) ラベルをすべての IID PUF ベースの AES キーストレージの内容から削除しました。こ
のリリースでは、IID PUF は製品版の機能です。

• PUF 関連のすべての内容を改訂しました。
• ブラック・キー・プロビジョニングのサポートを追加しました。また、新しいセクションを追加し、

bkp_options オプションの説明などのブラック・キー・プロビジョニングのイネーブルについ
て説明しました。

• Using eFuses および Key Cancellation eFuses のトピックを次のとおり改訂しました。
— 仮想 eFuse の使用を強調する記述を追加しました。仮想 eFuse はテストのみを目的として

います。製造環境のセキュリティーを保証するものではありません。
• Using an HPS Debug Certificate のトピックを次のとおり改訂しました。

— テキストを次のとおり修正し、ビットストリーム・セキュリティーを確保するためのデバッグ証
明書の使用を強調しました。 インテルでは、このコンフィグレーション・ビットストリームが不
要になった後は、このようなビットストリームのリリースを制限し、署名キー ID を取り消すこ
とを強くお勧めします。

— HPS デバッグ証明書を作成するために必要な条件を次のとおり修正しました。
• JTAG 関連の条件を更新し、JTAG ディスエーブル・ヒューズにより JTAG がディスエー

ブルされることを強調しました。
• 新しい条件を追加し、HPS デバッグ・ディスエーブル・ヒューズにより HPS デバッグが恒

久的にディスエーブルされることを強調しました。
• Enabling HPS JTAG Debugging のトピックを次のとおり更新しました。

— permission の使用に関する記述を修正しました。HPS デバッグ証明書には、
permission=8 を指定する必要があります。

— キーファイル名を <design0_sign_chain.qky> から
<debug_cert_sign_chain.qky> に変更しました。

• 付録 File Types for Security の .puf ファイルの説明を更新しました。
• 次の quartus_pgm コマンド引数を付録 quartus_pgm Command Operation

Argument に新たに追加しました。
— -o p;file.ccert

— -o pvbi;file.puf

— -o pvbi;file.wkey

— -o ei;file.ccert;device_name

— -o ei;file.puf;device_name

— -o ei;file.wkey;device_name

• 軽微な誤りとスペルミスを修正しました。

2020.04 13 20.1 次の変更を行いました。
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ドキュメント・バージ
ョン

インテル Quartus
Prime のバージョン

変更内容

• Important Notice to Customers Regarding Features Added in Intel Quartus
Prime Pro Edition Software Version 20.1 のトピックを追加し、IID PUF ベースの AES キ
ーストレージおよび改ざん防止機能は、インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフト
ウェア・バージョン 20.1 のベータリリースであることを記述しました。

• PUF でラップした AES キーのサポートを追加しました。詳細は、Using a PUF-Wrapped AES
Key (Beta) を参照してください。この機能は、インテル Quartus Prime プロ・エディション開
発ソフトウェア・バージョン 20.1 のベータリリースです。

• 温度、電圧、または外部クロック周波数が指定値を超えたときに、改ざん防止応答をトリガーで
きるモニターのサポートを追加しました。詳細は、Anti-Tamper Monitoring and Mitigation
(Beta) を参照してください。この機能は、インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソ
フトウェア・バージョン 20.1 のベータリリースです。

• Comparison of AES Key Storage Options の表を追加し、4 つの可能な格納場所の機能を
説明しました。

• ファームウェア ID=6 とファームウェア・リリースを インテル Firmware IDs の表に追加しまし
た。

• ユーザーガイドを再編成しました。
• 署名付きコンフィグレーション・ビットストリームの整合性をチェックする quartus_pfg コ

マンドのサポートを追加しました。詳細は、Verifying a Configuration Bitstream
Signature を参照してください。

• 付録を追加し、セキュリティー用語の頭字語と定義を説明しました。
• 付録を追加し、セキュリティー機能を実装するファイルの種類を説明しました。
• 付録を追加し、 quartus_pgm コマンドに対する動作 (-o) 引数のヘルプを示しました。
• Updated Security Category の図を更新し、Permitted owner cancellation id およ

び Anti-Tamper タブを表示しました。
• JTAG ディスエーブル eFuse によりバウンダリー・スキャンが排除されるという記述を削除しま

した。インテル Quartus Prime20.1 のリリースでは、JTAG をディスエーブルしてもバウンダリ
ー・スキャンはディスエーブルされません。

• 軽微な誤りとスペルミスを修正しました。

2020.01 15 19.3 7.1.3. Step 2b: Generating Programming Files Using the Command Lineで
pem_file 引数を修正しました。正しいコマンドは、
pem_file=design0_sign_private.pem を使用し、次のとおりになります。

quartus_pfg -c encryption_enabled.sof top.rbf \ 
-o finalize_encryption=ON -o qek_file=aes.qek \
 -o signing=ON -o pem_file=design0_sign_private.pem

2020.01 06 19.3 次の変更を行いました。
• Step 1: Preparing the Owner Image and AES Key File のトピックで

quartus_encrypt コマンドを修正しました。ik_count および max_key_use 引数
の前には、-- を付ける必要があります。

• .rbf を .jam フォーマットに変換する方法を示すコマンドを Step 4: Signing the
Bitstream のトピックに追加しました。

• Converting Key, Encryption, and Fuse Files to Jam Staple File Formats のトピック
に次の注記を追加しました。
注
意: 

AES .qek ファイルを .jam フォーマットに変換すると、.jam ファイルに含まれる
AES キーの形式は、プレーンテキストですが、難読化されています。したがって、AES キー
を格納する際には、.jam ファイルを保護する必要があります。.jam ファイルを保護す
るには、AES キーをセキュアな環境でプロビジョニングします。

• Storing the AES Key in BBRAM using the JTAG Mailbox の記事 How can I write or
erase the Intel Stratix 10 AES BBRAM encryption key using the Mailbox Client
Intel FPGA IP interface and System Console? にリンクを追加しました。

2019.10 30 19.3 次の新しいセキュリティー機能を追加しました。
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ドキュメント・バージ
ョン

インテル Quartus
Prime のバージョン

変更内容

• 物理 (不揮発性) eFuse のサポートを追加しました。
• 仮想 (揮発性) または物理 (非揮発性) eFuse の指定方法を変更しました。 --

non_volatile_key パラメーターは、quartus_pgm コマンドに対する引数になりまし
た。したがって、eFuse の格納場所を変更するために再コンパイルする必要はありません。

• サポートされる公開鍵エントリーの数を 2 から 3 に増やしました。
• 署名付きのセキュアな HPS デバッグ証明書のサポートを追加し、HPS への不正なリモートアク

セスまたは物理的アクセスを防ぎます。
• 暗号化の更新比率を 127:1 から 31:1 に減らしました。
• Using the Authentication Feature の例を改訂しました。この例では、アクセス許可 6 を指

定し、キーによる署名が許可されるセクションが、コンフィグレーション・ビットストリームのコア
(アクセス許可 = 2) セクションと HPS (アクセス許可 = 4) セクションの両方になりました。
アクセス許可をコアと HPS のいずれかに制限するには、別々のキー チェーンを作成する必要が
あります。

• Owner Programmable eFuses の表に記述のある 10 個の eFuse のサポートを追加しまし
た。

• 高度なセキュリティー機能の例を追加しました。
• サイドチャネル緩和機能の説明を追加しました。
• 次のトピックを追加しました。

— Step 4a: Protecting the AES Key when Storing the AES in eFuses
— Step 4b: Protecting the AES Key when Storing the AES Key in BBRAM
— Encryption Command Detailed Description
— Make AES Key
— Encrypt the Bitstream
— Programming eFuses
— Canceling eFuses

• .jam コマンドの例を Using the .jam Files to Program Root Key and AES
Encryption Key の見出しの下に追加しました。

• AES Update Mode の図を修正しました。データブロック内のデータビット数は、128 ではなく
256 です。

• Figure 5: Three-Key Signature Chain のキャンセル ID 番号を修正しました。キャンセル
ID は 0 と 1 です。

• インテル Stratix 10 SX デバイスでコアと HPS に対して個別の署名キーを使用する推奨を削
除しました。Using the Authentication Feature の例を変更し、コアと HPS の両方に署名で
きるアクセス許可を 6 に設定しました。

• Anti-Tampering のトピックを改訂しました。
• Using eFuses のトピックを改訂しました。
• 軽微な誤りとタイプミスを修正しました。

2019.05 30 19.1 次の修正を行いました。
• Signing Command Argument Summary の表を修正しました。.key フォーマットへの参

照は、.qky フォーマットです。

2019.05 10 19.1 次の修正を行いました。
• Step 3b: Programming the AES Key and Configuring the Encrypted Image Using

the Command Line の quartus_pgm コマンドのヒューズ・プログラミング・ファイル名の
前にあったスペースを削除しました。

• Step 4 の Canceling Non-Volatile eFuses で、ファイル名の引数を -o
"p;my_fuse.fuse" に変更しました。

2019.05 07 19.1 初版
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