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15 年以上にわたる国際的な車載
セキュリティプロバイダーとしての実績

■ 世界中で事業を展開し、すべての自動車

メーカーと Tier 1 サプライヤー向けの
セキュリティパートナーの地位を確立
■

Bosch グループ内の独立企業として
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■ セキュリティリスク分析

■ セキュリティの実装

■ 脆弱性のスキャンとファジング

■ セキュリティの統合
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■ セキュリティ認証
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工場鍵サーバー
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HSM 用セキュリティスタック
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CycurV2X セキュアな V2X 通信用 SDK
CycurGATE 車載ファイアウォール

セキュリティの管理

CycurACCESS 車両へのアクセスと鍵共有

CycurKEYS 暗号鍵と証明書をセキュアに
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CycurTLS 組み込みプラットフォーム用
トランスポート層セキュリティ

CycurV2X-SCMS V2X セキュリティ証明書管理
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セキュリティオペレーション
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インシデントおよび対応
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