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“調和のとれた相互連携”
Thomas Wollinger博士がコネクテッドカーの包括的なセキュリティを語る
大変革期を迎えた自動車業界。時代の岐路に立つ自動車産業を成功に導くファクターとして、自動車セキュリティが注目を
浴びています。ESCRYPT GmbH のマネージングディレクター Thomas Wollinger 博士が、人々の認識と行動がどう変わって
いくか、そして変革にはなぜ指揮者が必要なのかを説明します。

Wollinger 博士に伺います。自動車業界では、セキュリティの
問題に対する意識が高まり始めていますか？

Thomas Wollinger 博士：
はい、セキュリティへの意識が形になっていくのを実感し
ています。今後が楽しみです。この業界は、構造的な変化
に直面しています。自動車販売への依存度を下げ、データ
重視のサービスに重きを置いた、まったく新しいビジネス
モデルもその一つです。デジタル化とコネクティビティの
実現が加速するにつれ、私たちは静的制御装置を搭載した
従来の車両プラットフォームの終焉と、ネット接続された
分散 ECU を搭載したイーサネットベースのプラットフォー
ムの到来を目の当たりにしています。個別の組み込みセキュ
リティ機能では、もはや太刀打ちできません。車の枠を超
えた考え方と行動、そして包括的なアプローチが求められ
ているのです。
具体的にはどういうことですか？

Thomas Wollinger 博士：
私たちが将来について語るとき、ネット接続された自動運
転が話題に上ります。自動運転の実現にはデータのリアル
タイム通信が不可欠ですが、このことは攻撃の標的が増大
すること、そしてまったく新しい脅威が形成されることを
意味します。ネットワーク内に車両が移動するコンピュー
タとして存在するとき、IT セキュリティは「人の安全」と
いう重要な課題に直面することになります。
システムとしての自動車を完全に守る必要があるとともに、
車車間の通信や、車両と沿道に設置された装置との通信、
交通インフラ自体を守らなければなりません。さらに、自
動車ライフサイクルの最初から最後までを、見届けなけれ
ばなりません。公道を走る車を、未だ経験したこともない
サイバー攻撃手法から 15 年以上にわたって守る必要がある
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のです。それを達成することは取りも直さず、適切なプロ
セスと組織が最初から整備されていなければならないこと
を意味します。ESCRYPT が考える包括的な自動車セキュリ
ティは、システムとインフラストラクチャ全体に対して効
果的な防御を実施します。それをライフサイクル全体に適
用し、それに応じた組織的支援を行うのです。
理論は理解しました。では、それをどのようにして実行に移し
ているのでしょうか？

Thomas Wollinger 博士：

その最たる例が侵入検知・防御ソリューションです。車載
セキュリティソフトウェアがセントラル ECU とゲートウェ
イを監視します。電気系統の通信に異常が検出されると、
異常が記録されて、バックエンドのセキュリティオペレー
ションセンターに転送されます。集約されたデータはそこ
で各種ツールによって分析され、万が一サイバー攻撃であっ
た場合は、規定されたインシデントレスポンス措置に沿っ
て、フリート全体に対してセキュリティアップデートが実
施されます。1 台の車両が標的にされるとすぐに新たな攻
撃パターンが検出されるため、フリート全体を守るための
措置を直ちに講じることができるのが、その大きな利点で
す。IT セキュリティ機構がライフサイクル全体にわたって
持続的に効果を発揮し、組織によって守られるという、あ
る種の免疫機能を構築します。
つまり、自動車メーカーのフリートに対する IT セキュリティは、
セキュリティ対策そのものよりも、それらをどう連携させて管
理するかの方がはるかに重要になってきているのですね。

Thomas Wollinger 博士：
おっしゃるとおりです。OEM にとって、車両フリートを守
ることが今後、複雑かつきわめて重要な不変の課題になる
でしょう。そのためには予測のコンセプトや具体的なセ

Thomas Wollinger 博士 –
ESCRYPT GmbH

マネージングディレクター

キュリティ体制、適切なリソースが必要となります。そし
てセントラルセキュリティ管理機能が不可欠です。セント
ラルセキュリティ管理機能が、あらゆるセキュリティ対策
に調和のとれた相互連携を確保し、OEM のすべての関係者
と外部のサービスプロバイダー、サプライヤー、ワーク
ショップ参加者にガイダンスを提供するのです。これはま
さに指揮者がオーケストラを統率して演奏を作り上げる様
子を思わせます。
自動車メーカーは既に主要事業のプロセスや要件を指揮し
ています。それと同様に将来は、自動車のセキュリティも
指揮することが必要になるでしょう。効果的な IT セキュリ
ティがなければ、スマートモビリティを実現することはで
きないのです。

「ネットワーク内に車両が
移動するコンピュータとして
存在するとき、IT セキュリティは
「人の安全」という重要な課題
に直面することになります」
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車両をハッキングして身代金要求
WannaDrive ？ 包括的な IT セキュリティがランサムウェア撃退を支援

2017 年 5 月に起きた WannaCry サイバー攻撃を受
けて自動車業界は、暗号化型ランサムウェアによっ
てもたらされる本当の脅威をかつてないほど痛切に
感じるようになりました。スマートモビリティと機
能のデジタル化が、サイバー犯罪者につけ入る隙を
与えていますが、それは車も例外ではありません。

オンライン恐喝の標的になりやすいのは商用車や車両フリート
です。被害に遭う可能性が高いのは、厳しい配送スケジュー
ルで生鮮食料品を輸送するトラックやバス会社、レンタカー会
社の保有車両、カーシェアリングのプール、高価な建設機械、
特殊用途の車両などが挙げられますが、これらはごく一例に
過ぎません。ランサムウェアを使用するサイバー攻撃者が、
こうした車両をデジタルの脅迫手段として利用することに成功
した場合、
身代金を受け取れる可能性はきわめて高くなります。
ランサムウェアによる攻撃には、準備の手間がほとんどかかりません。
今のところランサムウェアが車に危害をもたらした事例は
ありませんが、自動車以外の分野で実際に起こっている事
例を見れば、起き得る攻撃のシナリオは簡単に想像が付き
ます。サイバー犯罪者は通常、ボットマスターやビットコ
イン支払いシステムが含まれる既製のランサムウェアキッ
トや Ransomware-as-a-Service（サービスとしてのランサム
ウェア）ソリューションを利用します。ランサムウェアキッ
トの標的は、これまでのところ従来のデスクトップ PC や
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サーバーがほとんどです。しかしインターネットに接続さ
れたネットワークにおいて、そうした攻撃にさらされやす
い車の台数が増えたり、恐喝に対するフリートオペレーター
の 防 御 力 が 低 下 し た り す れ ば、Automotive Linux や
AUTOSAR を対象とした変異型のランサムウェアが必ず現れ
るでしょう。ランサムウェアの潜在的アクセスポイントは
既に数多く存在します。オンラインコンテンツを取得する
インフォテインメントシステムや、車載通信の受信機能（電
子メール、テキストメッセージ、インスタントメッセン
ジャーサービス、デジタルオーディオなど）、車内のポート
に接続されたスマートフォン／ナビゲーションシステム、
FOTA（Firmware updates Over The Air）、車両メーカーのリ
モート診断、クラウドサービスがその例として挙げられます。

ESCRYPT のセキュリティエンジニアは、テストモデルを使

用して、ランサムウェア攻撃をシミュレートすることに成
功しました。車載インフォテインメントシステムとして彼
ら が 選 ん だ の は、Linux OS を 実 行 す る Raspberry Pi コ ン
ピュータとタッチスクリーンです。コンピュータとタッチ

ランサムウェアがシステムの乗っ取りに成功した場合、デジタルの人質ともいうべき自動車をサイバー犯罪者の手から解放するのはきわめて難しいのです。

スクリーンは、通常の車両と同様、ゲートウェイ ECU と独
自開発のバスネットワークを使用して、OEM のファームウェ
アを搭載した純正のスピードメーター制御装置に接続され
ました。その後エンジニアたちは、USB ポートを利用して、
Raspberry Pi（ホスト ECU）を Python ベースのランサムウェ
アに「感染」させました。ねらい通り、スピードメーター
はランサムウェアクライアントによってロックされ、常に
最高速度が表示される状態に設定されました。同時に、匿
名のビットコイン口座を振込先とする身代金要求がイン
フォテインメントシステムのタッチスクリーンに表示され
たのです（図を参照）。ESCRYPT の専門家たちは、車両に
対するランサムウェア攻撃が簡単に実行できること、また、
IT セキュリティを絶えずアップグレードして、自動車のコ
ネクティビティがますます増大する現状に対処しなければ、
本当の脅威がもたらされると結論付けています。
ホリスティックなセキュリティ手法で攻撃を根本から防ぐ
攻撃に対して非常に多くの脆弱性があるにもかかわらず、
今日公道を走る車には往々にして、重要なデータや機能の
バックアップが備わっていません。また、定期的にセキュ
リティアップデートを受け取ることもありません。そのう
え大半は、ごく基本的な（ゲートウェイ）ファイアウォー
ルしか備えておらず、適切な防御機構を持った自動侵入検
知・防御システム（IDPS）を備えていることはまれです。
通常こうした車をアップグレードすることは難しく、コス
トがかかります。ランサムウェアをはじめとする各種形態
のサイバー攻撃から車の IT システムを保護する最も効果的
な方法は、自動車メーカーが車両プラットフォームの開発
段階で、根本から、包括的かつ効果的な情報セキュリティ
を取り入れることです。包括的なセキュリティ手法は、車
両システム全体に隅々まで行き渡っていなければなりませ
ん。車がスクラップされるまで、その IT インフラストラク
チャと車両のライフサイクル全体をカバーしていることが
必要となります。また、規定されているセキュリティプロ
セスやセキュリティガバナンスなど、組織的な側面もすべ

て網羅している必要があります。
以上のような理由から、車両を包括的に保護するためには
相互連携された一連のセキュリティ対策が求められます。
車両自体は、組み込みのセキュリティコンポーネントを使
用して、既知のシグネチャを持ったマルウェアやハッカー
の攻撃から防御することができます。さらに、ランサムウェ
アによる攻撃など、車載ネットワーク通信における重大な
異常は、侵入検知・防御システム（IDPS）で検出してシャッ
トダウンすることができます。この検出は車両内部で実現
することができますが、もう一つの方法として、ネット接
続されたバックエンドのサイバーセキュリティオペレー
ションセンター（SOC）で車両フリート全体にセキュリティ
アップデートを配布すれば、新たに検出されたハッキング
パターンに対抗することもできます。しかし、ランサムウェ
アによる攻撃を許してしまった場合はどうすればよいので
しょうか？そのような場合、被害者には、迅速かつ効果的
な対応が求められます。例えば、あらかじめインシデント
レスポンス手順で対応策を規定しておくことができます。
その中には、緊急時の最後の手段として身代金要求に応じ
ることも選択肢の一つとして考えられます。
ひとつ確かなことは、ランサムウェアが車にもたらしうる脅
威に対応するためには、End-to-End の効果的なセキュリティ
が欠かせないということです。そしてこの対応はコストのか
かる負担として捉えるのではなく、むしろ成功の鍵になる
ファクターと捉える必要があります。フリートオペレーター
や自動車メーカーは、こうしたセキュリティを通じて、オン
ライン恐喝を撃退し、製品のリコールや損害請求を回避する
ために必要な対策を講じることができるのです。
執筆者

Dr.-Ing. Marko Wolf、ESCRYPT

カスタマイズエンジニアリング／コンサルティング／
テスティング統括
セキュリティ特集
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スマートファクトリーを守る
End-to-End でサイバー攻撃を防御 - コネクテッドファクトリーの必須条件
このところ人々はこぞってインダストリー 4.0 を標榜
し、プロセスの完全なネット接続、自動化、自動制御
に取組んでいます。その反面、産業用イーサネットと
インターネットプロトコル（IP）を介して製造設備に
アクセスできるようになると、それらの設備は新たな
リスクに対してガードが甘くなり、攻撃の標的となり
ますが、そういった話題はあまり取り上げられません。
サイバー攻撃者による侵入や恐喝から身を守るために
は、ホリスティック（包括的）な IT セキュリティソ
リューションが必要です。

ダウンタイムの影響は甚大です。製造工程が 24 時間フル稼
動している設備を想像してください。突然、いくつかの機
械のタッチスクリーンにエラーが表示されます。何が起こっ
たのかと担当者が調べたところ、重要なプロセスのデータ
に対するアクセスがブロックされていることに気付きます。
ほどなくして脅迫メールが届くのです。
これは作り話ではありません。2016 年以降、ドイツは、6
つの大規模サイバー攻撃に見舞われました。連邦情報技術
安全局（BSI）によれば、被害を被った企業は、数週間にわたっ
て操業を停止する事態に追い込まれ、報告された損失額は
数百万ユーロに達しています。BSI は、プラント制御システ
ムや産業用コンピュータに対する攻撃が増加傾向にあると
報じています。インターネットに接続された工程の数が増
加し、サイバー犯罪の新たな標的になっているのがその原
因です。BSI の局長を務める Arne Schönbohm 氏も、
「IT セキュ
リティインシデントが急増中です。発生頻度は高くなり、
巧妙さも新たなレベルに達しています」と懸念を隠せませ
ん。インダストリー 4.0 の黎明期において、これは紛れも
なく不穏な兆候です。*
パフォーマンスは高いが新たなリスクをもたらす産業用イーサネット
インダストリー 4.0 は、製造工程の効率、透明性、柔軟性
の向上に寄与するものの、それに伴いリスクの件数も増大
します。過去に使われていたフィールドバスは、コネクテッ
ド環境では産業用イーサネットに置き換わり、生産システ
ムにはインターネットプロトコル（IP）でアクセスできるよ
うになりました。このような方法でシステムを外部に開放
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すれば、制御ソフトウェアや機密データに対する不正アク
セスのリスクが上昇します。最近多発している攻撃は、そ
の多くが成功しており、きわめて高度な IT インフラストラ
クチャを持つはずのグローバル企業でさえも、そのリスク
を過小評価していることを物語っています。
中小企業も同様、サイバーセキュリティに必要な投資は十分と
は言えません。多くの企業は、ハッカーが自分たちの製造設備
に興味を持つはずがないと思い込んでいます。生産 IT システ
ムをノンストップで稼動させ、その結果、アップデートが疎か
になっていることが少なくありません。まさにそのことで、中
小企業は、手動での攻撃と自動化された攻撃の両方に対して
防御が甘くなっているのです。スマートファクトリーに接続さ
れていないマシンでさえも、攻撃のリスクにさらされています。
メンテナンス中に、例えば USB インターフェースへの不正アク
セスを介して攻撃を受けることも考えられます。さらに脅迫者
たちがサプライチェーンの一部を成す製造工程を標的にするこ
とで、広範囲なサプライチェーンが脅威にさらされる可能性も
あります。これらの脅威を知っても、まだサイバー犯罪への対
策を講じようとしない企業もあるでしょう。そういった企業に
対しては、産業 IT セキュリティ対策の導入を義務付ける新た
な法令（ドイツの IT セキュリティ法など）が策定されています。
専門家がなすべきこと
インターネットに接続された製造設備をサイバー犯罪の脅威
から確実に保護する唯一の方法は、包括的なセキュリティソ
リューションを整備することです。そのためには、生産環境に
混在する異機種 IT システムについての深い知識が要求されま

す。詳細な現状分析を通じて、リスクを体系的に特定して評
価し、セキュリティ目標を規定するためです。
セキュリティコンセプトの策定段階で、マシンが 24 時間体
制で稼動する設備のメンテナンスとアップデートを考慮に
入れる必要があります。また、個々のシステムには複数の
オペレーターがアクセスするため、パスワードによる保護
があまり役に立たないという現状も加味しなければなりま
せん。社内の IT 部門は、オフィス IT の扱いには比較的慣れ
ているでしょうが、生産システムを対象としたホリスティッ
クなセキュリティソリューションを単独で構築することは
まれです。そこで重要となるのが専門家の存在です。

ステムに移すことが推奨されます。それによってまず、製
造工程の通信が外部から隔離され、不審なネットワークト
ラフィックがフィルタで除去されます。また、そうすれば、
生産活動を停止させることなく、ウイルス対策ソフトウェ
アや防御機能、アプリケーション認識情報、ユーザー ID を
更新することができます。ゾーンモデルは、ファイアウォー
ルで個々の生産ゾーン間の通信を監視する防御手段にもな
ります。発信元と宛先の情報に基づき、不正なネットワー
クトラフィックをファイアウォールで遮断できるのです。
こうしたゾーンを設定するためには、IT の専門家が製造工
程の専門家と緊密に連携する必要があります。そして、セ
キュアな環境がこのような形で分割されていても、アップ
デートや変更、レポートの法令遵守といった作業が管理し
やすいものとなるよう徹底することが大切です。

組織構造やプロセス、人々の考え方に IT セキュリティをしっか
り根付かせるためには、すべてのレベルでセキュリティを考慮
ベストプラクティス：設計段階から考慮された End-to-End の
に入れ、適切なガバナンスを構築する必要があります。PDCA
サイクル（Plan、Do、Check、Act：計画、実行、評価、改善） セキュリティ
を用いてソリューションの効果を検証することも、情報セキュ
リティマネジメントシステム（ISMS）を整備するのと等しく重
一方、新しいスマートファクトリーでは事情が異なります。
生産ラインで使用されるソフトウェアやハードウェアの制御
要となります。ホリスティックな保護の柱となるのは、リスク
を防止することと、重大なインシデントを特定すること、そして、 システムに対して直接、産業サイバーセキュリティを計画段
階で統合できるからです。最初からコンポーネントとシステ
そのようなインシデントから防御するために速やかに対策に着
手することです。End-to-End のセキュリティソリューションは、 ムの保護、セキュリティ体制、継続的 IT セキュリティ管理
未来の脅威についての結論も引き出せなければなりません。そ
の調和を図り、プラントと機械のライフサイクル全体をカ
うして初めて企業は、ネット接続された製造設備を構成するす
バーするように設計することができます。このように Endべての IT コンポーネントとシステムの完全性、可用性、信憑
to-End のセキュリティを設計段階から考慮することは、製
性を確保し、関連するデータの機密を守ることができるのです。 造設備そのものが、インターネットに接続された IT システ
ムと化すことを意味し、セキュリティは、インダストリー 4.0
具体的なセキュリティ対策
の非常に重要な要素として位置付けられることになります。
異機種が混在する IT システムの性質上、既存の生産ライン
を保護するのは容易ではありません。そのような理由から、
個々のマシンやセキュリティゾーンの防御手段を上流のシ

ベストプラクティス：設計段階から考慮された End-to-End のセキュリティ

執筆者

Norman Wenk、ESCRYPT
エンタープライズ IT セキュリティコンサルティング、
グループマネージャ

*）出典：BSI-Magazin 2018/1
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ソリューションポートフォリオ
セキュリティの
設計
セキュリティに関する
コンサルティングと設計

戦略的セキュリティ
コンサルティング

▪▪ 戦略的セキュリティ開発、
セキュリティのビジョンとロー
ドマップ
▪▪ セキュリティの標準化、
ロビーイング、戦略的協業

セキュリティの
トレーニング

セキュリティの基本
セキュリティリスク分析
セキュアな製品設計
セキュアなコネクテッド
製品
▪▪ 自動車セキュリティ
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

プロダクション
キーサーバー
量産時に暗号鍵を安全に
書き込む暗号化サーバー

CycurHSM

自動車に特化した
HSM用セキュリティ
スタック

セキュリティの
活用
セキュリティ製品・
ソリューション

ECU製造現場

セキュリティの
管理
セキュリティの運用と管理
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マネージド

PKIサービス

証明書発行／期限切れ／
失効などのセキュリティ
の重要側面をOEM内部で
コントロール

セキュリティ
オペレーション
センター（SOC）

管制センターとして機能し、
車両運用の全側面から異常や
イベントを追跡

製品セキュリティ
コンサルティング

製品セキュリティ
エンジニアリング

▪▪ セキュリティのリスクと
脅威分析、防御要件
▪▪ セキュリティのコンセプトと
デザイン
▪▪ セキュリティ関連の役割と
プロセス
▪▪ カスタムコンサルティング

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

セキュリティテスト

▪▪ 機能セキュリティテスト
▪▪ 脆弱性のスキャンと
ファジング
▪▪ 侵入テスト
▪▪ コードセキュリティ監査
▪▪ セキュリティ認証
▪▪ セキュリティテスト管理

セキュリティの仕様
セキュリティの実装
セキュリティの統合
セキュリティ製品
セキュリティ管理

CycurV2X-SCMS
V2Xセキュリティ

証明書管理システム

CycurKEYS

暗号鍵と証明書を
セキュアに管理

CycurTLS

組み込みプラットフォーム用
トランスポート層
CycurGUARD
セキュリティ
（TLS）
侵入の
監視と
CycurGATE
解析
車載ファイア
CycurACCESS
ウォール
車両へのアクセスと
鍵共有

認証マネジメント

サイバーディフェンス
センター

CycurV2X セキュアな
V2X通信用SDK
CycurIDS 侵入検知

バックエンド

CycurLIB 暗号ライブラリ

脅威の情報収集と犯罪科学調査
既知／新規の脅威に関するエビデンス
ベースのナレッジから、確かな情報に
裏付けられた意志決定と対応

脆弱性管理

欠陥を発見し、OEMによる事前の
脅威防御戦略の施行を可能に
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ハイブリッド V2X 通信のための
セキュリティ
コネクテッドドライビングの汎用データ通信を標準ソリューションで実現

コネクテッドドライビングは、未来のモビリティの本
命ともいうべきコンセプトの一つです。その実現には、
V2V （ Vehicle-to-Vehicle ） と V2I （ Vehicle-toInfrastructure）の両方の通信においてリアルタイムの
データ交換を可能にするソリューション、協調型高度
道 路 交 通 シ ス テ ム（C-ITS：Cooperative Intelligent
Transport System）が必要となります。将来は、この
V2X（Vehicle-to-Everything）通信が同時に複数の技術
規格に基づいて機能するようになると専門家は予測し
ています。それでもセキュリティの維持が最優先事項
であることには変わりありません。

これまで V2X の直接通信には主に、ITS-G5 という、専用狭
域通信（DSRC：Dedicated Short-Range Communication）規
格が使用されてきました。つまり、沿道に設置された装置
と車両とが基本的に直接無線 LAN 通信でデータを交換しま
す。しかしこの状況は変わろうとしています。V2X データ
通信に加え、高速無線通信のための LTE-V 規格（現在は
4G、間もなく 5G）を併用する取り組みが既に進んでいます。
LTE-V 規格に準拠した無線チップがデバイスに搭載されて
いれば、デバイス同士が直接データを送受信する「アドホッ
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クデータ交換（C-V2X Autonomous）」という形で、車以外
の道路利用者（歩行者、自転車など）を通信プロセスに含
めることができるようになるのです。この混合通信のコン
セプトは、今後も数多く標準化され、追加されていくでしょ
う。例えば、MEC（Mobile Edge Computing）を使い、近距
離セルラーネットワーク経由でメッセージ（渋滞警告など）
を配信したり、携帯電話の基地局を介した従来の無線通信
を使ってバックエンドサービスやクラウドと通信を行った
りすることが挙げられます（図 1 参照）。

一貫性のあるインテリジェントな構造のプロトコルスタック
特定のユースケースとエンティティに応じて、異なるチャ
ンネルや規格への対応を意図したさまざまな V2X 通信が登
場すると考えられます。そうなれば当然、そのようなハイ
ブリッド V2X 通信のセキュリティを最も効率のよい方法で
確保するにはどうすればよいか、という問題が浮上します。
異なる伝送チャンネルにそれぞれ独自のセキュリティソ
リューションを適用するのは、どう見ても正しいやり方で
はないでしょう。そこで求められるのは、ユースケースの
違いにかかわらず V2X 通信の全領域で効果的に作用するセ
キュリティの概念なのです。

そうなれば当然、そのような
ハイブリッド V2X 通信の
セキュリティを最も効率の
よい方法で確保するにはどう
すればよいか、という問題が
浮上します。
解決の鍵は、あらゆる V2X デバイスとエンティティ間の
V2X 通信で用いられるプロトコルスタックに、一貫性のあ

るインテリジェントな構造を持たせることにあります（図
2 参照）。V2X メッセージは、アプリケーションレベルまた
はデバイスレベルで生成されて、トランスポート／トラン
スミッションレベルに中継されます。そこで各 V2X メッセー
ジに、セキュリティコンポーネントインターフェースを介
してセキュリティヘッダが追加されます。ヘッダには、メッ
セージの署名や関連する証明書が含まれています。また必
要であれば、第 2 のステップでメッセージを対称的に暗号
化することもできます。V2X メッセージを受信者が復号で
きるよう、ヘッダには対称キーに関連した情報が追加され
ます。V2X ネットワーク経由で通信を行うエンティティの

図 2：ハイブリッド通信での一貫した V2X セキュリティを実現するソ
フトウェアスタック

データを確実に保護するために、各 V2X メッセージには、
暗号化の前に署名が追加されます。ハイブリッド通信ネッ
トワーク内であっても、この方法なら、V2X データ交換に
求められるセキュリティ要件（データの完全性、送信者の
信憑性、送信者の認証、再生検出、機密性、プライバシー
保護、信頼性、信頼の失効）はすべて満たされます。

CONCORDA プロジェクトでの路上試験
車両のハイブリッド通信は、コネクテッドドライビングの
ための実用的で役に立つ技術です。より多くのシステムや
道路利用者、サービスを V2X データ交換に統合するための
道を開くことになります。同時に IT セキュリティは、これ
までも、そしてこれからも、V2X にとって必要かつ最も重
要な条件であり続けるでしょう。インテリジェントな概念
を確立すれば、結果として、V2X のさまざまな通信チャン
ネルと規格の垣根を越え、均質で一貫した効率的な IT セキュ
リティがもたらされます。
オランダ、ベルギー、ドイツ、フランス、スペインでは現在、
CONCORDA（Connected Corridor for Driving Automation）プ
ロジェクトとして、テストルートで実験が進められていま
す。CONCORDA は欧州連合から一部資金提供を受けており、
ESCRYPT、Deutsche Telekom、Nokia、Bosch、Volkswagen
を含む複数の企業が協同で行っています。2020 年の半ばま
でには、ITS-G5、LTE 接続、そして一貫性のある IT セキュ
リティアーキテクチャを備えたハイブリッド V2X 通信シス
テ ム が、 そ の 役 割 を 実 際 に ど の よ う に 果 た す か が、
CONCORDA によって示されるでしょう。
執筆者

図 1：ハイブリッド V2X 通信のアーキテクチャ

Dr. Norbert Bißmeyer、ESCRYPT、プロジェクトマネージャ
Jan-Felix van Dam、ESCRYPT、セキュリティエンジニア
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内側から守る
自動車セキュリティ
ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）が ECU メインプロセッサを
内側から守る

ECU（Electronic Control Unit）は車内通信と機能制

御をつかさどる重要な部品であり、不正アクセスか
ら確実に保護する必要があります。ハードウェアセ
キュリティモジュール（HSM）は、ECU のメインプ
ロセッサにセキュリティ機能を埋め込むことによっ
てこの課題に対応します。HSM とセキュリティのソ
フトウェアスタックの組み合わせは、車の効果的な
セキュリティシステムを支える重要な柱となります。
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車両のチューニング作業においてパワートレインの ECU に
アクセスしてシステムのパラメータを変更するとき、あな
たの頭の中には、騒音や排ガス規制とは別のことが真っ先
に思い浮かぶでしょう。何にも増して気がかりなのは、電
子的に制御された車両システムに自分がアクセスできると
いう事実です。
悪意のあるハッカーがパワートレインやシャーシの ECU に
問題を引き起こしたらなどとは、恐ろしくて考えたくもな
いでしょう。車両の電気系統にあるすべての ECU が標的に
なる可能性があります。ましてやコネクテッドビークルと
もなればなおさらです。ソフトウェアが不正に操作された
り、きわめて重要なキーマテリアルにアクセスされたりす
るのを防ぐために、最新の車両には、外部と遮断する堅牢
な IT セキュリティ機構が必要です。それこそが、ECU の心
臓部にセキュリティ機能を埋め込むハードウェアセキュリ
ティモジュール（HSM）の意義なのです。
自動車専用の HSM

HSM は、セキュリティ機能を物理的にカプセル化した一種
のハードウェアです。その集積チップは IT セキュリティ用

途に特化して設計されており、通常、独自のプロセッサコア、
各種メモリ（RAM、ROM、フラッシュなど）、ハードウェア
暗号アクセラレータを備えています。加えて HSM は、車両
用途における特定の基準を満たす必要があり、また、コス
トを低く抑えるために、きわめて効率的な集積化が不可欠
となります。その主な要件として、ECU アプリケーション
と HSM との間の安全なインターフェースや、動作不良を分
析するためのデバッグ／テスト用インターフェースがあり
ます。HSM は、できるだけ短い待ち時間で暗号情報を処理
できること、また、自動車環境の標準的な温度に対して十
分な耐性を持ち合わせていることが求められます。

車載仕様のアーキテクチャを備えたハードウェアセキュリ
ティモジュールが、Infineon、ST Microelectronics、Renesas、
NXP など、すでにいくつかの大手チップメーカーから提供さ
れています。基本的に HSM は、自動車のユースケースで求
められるすべての IT セキュリティ機能を、その独自のプロ
セッサコアを使用して実行します。そうした機能には、128
ビット AES ハードウェアアクセラレータ、キーマテリアルを
生 成 す る た め の 完 全 乱 数 生 成 器（TRNG：True Random
Number Generator）、暗号化キーを格納するハードウェアで
保護されたストレージ、フラッシュ／デバッグ機能、システ
ムメモリと分離された HSM 独自の RAM などがあります（図
1 を参照）。
目的に合わせて作られたセキュリティソフトウェアとリアルタイ
ム通信
自動車 HSM は、セキュアなソフトウェアスタックがあっ
て初めてその真価を発揮します。HSM が車の IT セキュリ
ティの細胞核だとすれば、HSM セキュリティソフトウェア
はその遺伝コードです。ESCRYPT では、これを CycurHSM
セキュリティファームウェアの形で提供しており、ファー
ムウェアは、さまざまなメーカーの自動車 HSM 向けに作
られています。既存のハードウェアセキュリティ周辺装置
は、CycurHSM によって適切な HSM およびホストコント
ローラアプリケーションに関連付けられます。また、対称
暗号化メカニズムと非対称暗号化メカニズム、HSM ベース
の追加的なセキュリティ機能など、包括的な暗号ライブラ
リも、このファームウェアによって HSM に導入されます。
さらに、CycurHSM には、標準的な車載 ECU に HSM を統
合するために必要な AUTOSAR 準拠のインターフェースと
AUTOSAR 非準拠のインターフェースが含まれています。
ソフトウェアアーキテクチャの核となる要素は、リアルタイム

図 1：ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）のハードウェアアーキテクチャ
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オペレーティングシステムです。この ISO 26262 認定システ
ムは、車載 ECU に特化して作られており、リアルタイム HSM
機能（車内のセキュアなリアルタイム通信など）をサポート
します。このオペレーティングシステムは、ごくわずかな実
行時オーバーヘッドで動作し、また MISRA-C に準拠していま
す。CycurHSM には、優先度ベースのタスクスケジューリング
を実装するセッションマネージャが組み込まれていて、例え
ば、車載バス上の新しいメッセージを検証することは、タイ
ムクリティカルではない操作よりも優先されます。また、
HSM 内のキーマテリアルへのアクセスとその生成、保管、削
除とを管理するキーストアマネージャを実装し、さまざまな
長さの対称鍵と非対称鍵をサポートします。暗号ライブラリ
（CycurLIB）は、HSM の暗号アクセラレータを使用して暗号プ
リミティブ（ECC、RSA）を提供します。HSM で必要に応じて
SHE エミュレーションを実行することもできます。暗号ライ
ブラリにアクセスしながら、自動車固有の高度な要件（SHE+）
を満たすことが可能です。加えて、専用 HSM ドライバが、
HSM とホストプロセッサとの間の通信をセキュリティで保護
します。HSM とのインターフェースにある AUTOSAR 準拠の

▪▪ 高性能な暗号化が要求されるユーザー固有の用途向けに
ハードウェア／ソフトウェア協調設計の強力なプラットフォー
ムを提供
▪▪ HSM とのインターフェースが標準化されているため、シン
プルなカスタマーインテグレーションが可能
▪▪ 完全にプログラム可能。モジュール構造により特定のニー
ズを満たす構成が可能
▪▪ マルチコア対応
この機能セットによって、HSM ソフトウェアスタックは広範
なセキュリティユースケースに対応できるようになります。
標準化されたインターフェースを使用すれば、さまざまな IT
セキュリティ機能を実装できます。IT セキュリティ機能は
HSM 自体に実装できるほか、ホストプロセッサと協調して動
作するように実装することもでき、どちらの場合も、その基
盤として強力な暗号化技術を利用することができます。これ
らの機能はセキュアブートで起動します。つまり、ECU が起
動するたびに、フラッシュメモリに格納されているコードが
チェックされます。また、
実行時改ざん検知とセキュアフラッ

従来のAUTOSAR

HSMファームウェア

SHE +

CSM*
リアルタイム
オペレーティング
システム

Crylf

HSMレジスタ

暗号ライブラリ

HSM MCAL

CPU、INTC...

HSMレジスタ

メモリ

暗号アクセラレータ

HSM

ホスト
ホスト環境

セキュアキー
ストア

ジョブマネージャ

暗号ドライバ（HSMインターフェース）

CPU、INTC...

セキュリティアプリケーション

エミュレーション

ESCRYPTセキュリティ製品（*新機能、4.2/4.3とは互換性がありません）

HSMの機能（SHE+）

図 2：ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）のソフトウェアアーキテクチャ

暗号サービスマネージャ（CSM：Crypto Service Manager）の
働きにより、AUTOSAR アプリケーションはいつでも HSM に
アクセスすることができます（図 2 を参照）
。
多機能で実装が容易
ハードウェアセキュリティモジュールの機能は、純粋にソ
フトウェアをベースとしたソリューションよりもはるかに
強力です。HSM のセキュリティ機能は物理的にカプセル化
されているため、ECU ホストコントローラは、その本来の
タスクに専念することができます。HSM セキュリティソフ
トウェアと相まって、このアプローチは、さまざまな利点
を備えたターンキーソリューションを実現します。
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シュ、ソフトウェアダウンロードプロバイダーの認証機能を
備えているほか、セキュアログ機能を備えているため、セキュ
リティを脅かすイベントは確実に記録されます。そのすべて
の場合において基本となるのは、要求元のインスタンスと
HSM との相互認証です。これは、セキュアデバッグにも当て
はまります。セキュアデバッグは、デバッグポートへの不正
アクセスから ECU を保護しつつ、ソフトウェアのデバッグ目
的で承認されているアクセスを許可するものです。この場合
も、通信と認証は HSM によって制御されます。
新世代の HSM ファームウェア

HSM のハードウェアとソフトウェアの開発が急速に進み、

自動車専用のハードウェアセキュリティモジュールを標準
搭載した ECU のマイクロコントローラも増えてきています。
ESCRYPT は、そうした進歩に後れを取ることなく、着実に
その HSM ソフトウェアスタックである CycurHSM の改良を
進めています。最新世代の CycurHSM は、従来よりもさら
に使いやすくなり、また、特色あるオプションを通じて、
独自仕様の IT セキュリティ機能を ECU に実装できるように
なっています。新しい HSM ファームウェアは、アプレット
マネージャを使用したり、さまざまな管理システムを使用
して個々のセキュリティ機能をアクティブ化したりするこ
とによって容易に設定することができます。また、ASPICE
に準拠したこのソフトウェアには、柔軟なキーストアアー
キテクチャが備わっています。
今後、加速的に導入が進むコネクテッドビークルと自動運
転技術を保護するためには、End-to-End の保護が何よりも
重要です。インターネットに接続された環境では、侵入検
知システム、車載ファイアウォール、安全な無線ソフトウェ
アアップデート、セキュア V2X などの技術を開発者が実装
することによって重要な要素をすべてセキュリティで保護
しなければなりません。End-to-End の保護とは、デジタル
車両の機能を構成する最も基本的なコンポーネントのレベ
ル、つまり個々の ECU のマイクロプロセッサ内に IT セキュ
リティ機能を埋め込むことを意味します。それこそが、ハー
ドウェアセキュリティモジュールの意義なのです。ハード
ウェアセキュリティモジュールは、今日の自動車における
セキュリティ開発において中核をなすものと考えられ、全
般にその将来は明るい見通しです（図 3 を参照）。
セキュアな車両のITインフラ
セキュアなV2X通信
セキュアなE/Eアーキテクチャ
セキュアなオンボード通信

ESCRYPT が
“Innovator
2018” を受賞
ドイツの有名なビジネス出版社 brand eins
が最近発表した、最も革新的なドイツ企業
の年間ランキングにおいて、ESCRYPT が最
優秀企業の一社に選ばれました。ESCRYPT
は Technology and Telecommunication カ テ
ゴ リ で 最 も 多 く の 専 門 家 の 支 持 を 集 め、
「Innovator of the year 2018」 賞 を 獲 得
しました。

25,000 人を超える専門家が、特定の選考基
準に従い、3,400 社以上の企業の中からイ
ノ ベ ー シ ョ ン リ ー ダ ー を 選 び ま し た。
ESCRYPT は「製品とサービス」、「プロセス
イノベーション」、「企業文化」という、あ
らかじめ規定された 3 部門で平均を上回る
支持を集めました。統括部長である Uwe
Müller 氏は、「このような賞をいただけて光
栄です。これほど励みになることはありま
せん。今後もイノベーションを弊社の原動
力として邁進していきたいと思います。」と
話しています。

セキュアなECU
ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）

図 3：ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）は自動車セキュ
リティの中核
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セキュリティニーズに

果敢に取り組む

セキュリティが勝利に導く

ESCRYPTは近年、自動車のセキュリティに新たな基準を打ち立てて
います。ESCRYPTの包括的なソリューションが車のデータを常に
見守り、改ざんや盗難から保護します。
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