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「サイバーセキュリティの搭載は、車両の型式
認定のための前提条件となりつつあります」
Moritz Minzlaff 博士に聞く、戦略的課題としての車載セキュリティ

車両のセキュリティ要件の増加に伴い、新たな規格と法規が必要になっ

した後でもリスクベースの保護をしっかりと確立できるかということです。

てきています。このインタビューでは、自動車業界が対応すべき問題につ

出荷された車はその後何年にもわたって絶えず変化する脅威のランドス

いて、ESCRYPT のベルリンオフィスでシニアマネージャを務める Moritz

ケープにさらされるのですから。

Minzlaff 博士に説明いただきました。

る取り組みが現在本格化していますが、ここでは特にどのような開発分野が

OEM メーカーやサプライヤが、車両保護を企業活動における永続的な取り
組みとして定着させるために今すべきことは何でしょうか ?
それには 2 つの側面からアプローチする必要がありますが、まずは製品の

注目されていますか ?

セキュリティ要件を特定することが必要です。車両やコンポーネントには

現在、誰もが注目している 2 つの取り組みがあります。その 1 つは、プロ

多様な接続形態があり、搭載される機能や安全関連度、自動運転レベル

Minzlaff 博士、車載セキュリティ分野で拘束力のある規格と法規を作成す

セスレベルでの基準を設定する ISO/SAE

21434 であり、もう 1 つは、サ

などもさまざまですが、それぞれに専用の保護が必要となります。これら

イバーセキュリティを車両の型式認定の前提条件にしようとする動きであ

を識別して必要なセキュリティレベルを特定し、それを実装するには、開発、

る UNECE

WP.29 です。UNECE の規定と ISO の仕様はどちらも、今後 3

生産、品質保証、販売、カスタマーコミュニケーションといったすべての

年以内に施行される予定です。つまり、準備のための時間はあまり残され

関係者が連携して作業する必要があります。また、責任や役割は、社内だ

ていません。

けでなくサプライチェーン全体で明確に定義しなければなりません。

それでは、近い将来、車両の型式認定に一定の IT セキュリティが求められる

また、「棚卸し」、つまり監査やアセスメントを標準的な手順で実施するこ

ようになるということですね。

とも必要でしょう。自社のどの領域が基準を満たし、どの領域がそうでな

その通りです。将来的に、OEM メーカーは UNECE 仕様に従って適切な

いか。将来的な規制要件のどの側面に既に対応できているか。どのような

リスク処理を行える体制を整えなければ、EU や日本などの市場で車両型

既存のプロセスをベースにすれば、将来のプロセスを構築できるか。この

式の認定ができなくなります。ISO/SAE

ようにしてギャップ分析を行えば、今後の開発においてセキュリティのどの

21434 は、このハードルを越える

ための鍵となる動きであり、自動車産業に共通のセキュリティ規格を提供

Moritz Minzlaff 博士
ESCRYPT シニアマネージャ

分野に投資すれば最も効果的かを明らかにすることができます。

することを目的としています。また、これ以外にも多くの規制や法律が地
域レベルで絶えず進展しているということにも留意しなければなりません。

ESCRYPT のようなセキュリティ専門企業と提携することは有効でしょうか ?
もちろんです。なぜなら、当社の独立した視点と業界全体にわたるグロー

提供することも可能です。また、お客様が現在実施しているセキュリティ

自動車メーカーやサプライヤが直面している特有の課題には、どのような

バルなノウハウを活用すれば、お客様の専門知識を理想的に補完できる

対策をさまざまな側面から検証し、さらなる開発が必要な部分を正しく

ものがありますか ?

からです。ネットワーク接続を備えた車両を継続的に保護するための唯一

特定することで、サイバーセキュリティの確立に向けて投資すべき対象を

大きな課題として挙げられるのは、セキュリティが将来的にはサプライ

の方法は、関係者が連携して包括的なアプローチを取ることです。そのた

見つけるお手伝いをすることができます。残された時間は短いですが、

チェーンとライフサイクル全体にわたって総合的にアプローチしなければ

め、ESCRYPT では、標準的なコーポレート IT セキュリティと組み込み型

UNECE 仕様に準拠した型式認定を達成できないことのリスクは膨大であ

ならないものとして捉えられていることです。もはや、セキュリティ機能を

セキュリティを統合したソリューションを提供しています。将来のサイバー

り、また達成するにしても期限に間に合わないことや多大なコストがかか

備えた 2 〜 3 個の中央 ECU を車両に搭載するだけでは不十分なのです。

セキュリティに対応するための唯一の方法は、車両やアプリからクラウド

るといったことは避けなければなりません。ESCRYPT には深いエンジニア

車両メーカーは、プラットフォーム全体を通じてクリティカルな要素を特定

に至るまで、すべての領域を対象にした対策を取ることです。

リング経験があります。当社のノウハウをご活用いただければ、お客様は

ります。つまり、ライフサイクル管理が今後、非常に重要な問題になると

当社では、さまざまなメーカーやサプライヤと連携してすべての主要マー

を切り拓くことができます。■

いうことであり、どうすれば、ネットワーク接続を備えた車両の生産を開始

ケットで広範なプロジェクトを遂行してきた経験を基に、ベンチマークを

し、フェーズアウトまでのすべての段階において安全を保証する必要があ
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「ネットワーク接続を備えた車両を
継続的に保護するための唯一の方法は、
関係者が連携して包括的なアプローチ
を取ることです。」

量産段階での車載セキュリティを適切に構築し、今後の課題の解決への道
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ハイブリッド CAN-Ethernet
ネットワークでの侵入検知

CAN IDS（CycurIDS）のパフォーマンスは、その構成品質に大きく左右
されます。そのため、OEM メーカーが提供する初期ルールが優れていた

セントラルゲートウェイ

としても、最新の攻撃ベクトルの分析に基づいた新しい検出メカニズムで

ファイアウォール & ルータ

継続的に補完し、可能な限り少ない誤警告で高い検出率を達成できるよ

CycurGATE

うにする必要があります。つまり、初期構成に使用するツールボックスの
Ethernet スイッチ

品質を高くし、ルールセットを継続的に開発していくことが重要です。IDS
（CycurIDS）などのソフトウェアはすぐに使用できるよう設定されており、

これに対して、車載 Ethernet ファイアウォール（CycurGATE）は、ハイブリッ
ド電気システムにおいてセキュアかつスムーズな Ethernet 通信が必要な

ECUs

場合に使用することが推奨されます。この車載 Ethernet ファイアウォール

ADAS

を Ethernet スイッチに直接実装すると、ECU やホストコントローラへの
干渉リスクを伴わずにパケットフロー全体を監視できるようになります。こ
のようなファイアウォールでは、協調型の設計によりハードウェアとソフト

ECUs

ECUs

VLAN A

ゾーン 3

車載ファイアウォールを Ethernet スイッチ内に実装

VLAN A

ゾーン 1

つでも利用できます。

ゾーン 2

ハイブリッド電気システムにおける CAN 攻撃向けの検出システムとしてい

2 つの世界に最適なセキュリティ対策の構築

ECUs

診断
テスター

インフォテイメント

DoIP

図 2：ゲートキーパーおよびルーター機能を担う
車載 Ethernet ファイアウォール

ウェアのバランスを取っており、スイッチ上でのファイアウォールによるハー
ドウェアアクセラレーションが可能なため、大半のデータパケットをワイ
ヤースピード（理論上の最大速度）で処理できます。これは主に、サービ

インテリジェントな負荷分散

ス妨害攻撃の防御に有効です。ただし、ネットワーク層のパーティション

車載 Ethernet ファイアウォールを中央 Ethernet スイッチに実装すること

はすべて維持されているため、パーティションで区切られた領域間におい

に加えて、ホストベースのファイアウォールを ECU に直接統合することも

ても、ファイアウォールがデータをセキュアに交換することができます。こ

可能です。この場合は、リアルタイムでチェックを行ったり、個々のデータ

れは、パケットフィルタが送受信データをフィルタリングし、ステートフル

パケットのルーティングの有無やルーティング先を決定したりできる十分な

パケットインスペクションとディープパケットインスペクションを使用して各

パワーを持ったファイアウォールなど、高性能なソリューションが必要とな

データをチェックすることで可能になっています。

ります。ただし、この手法では、ステートフル SOME/IP 通信の周波数な
どの複雑な攻撃検出パターンをカバーすることはできないため、Ethernet

これにより、車載 Ethernet ファイアウォール（CycurGATE）によって電

IDS を追加して、メッセージ頻度やシーケンス、ペイロード、データ、サー

気システムを不正アクセスや不正操作から保護しつつ、オンボード通信も

ビスに基づいて異常パターンを検出し、これらを攻撃試行として記録およ

制御できるようになります（図 2）。車載 Ethernet ファイアウォールは、

びレポートできるようにする必要があります。また、最適なパフォーマンス

Ethernet/IP だけでなく、（SOME/IP などの）一般的な車載プロトコルに

を達成するためには、スイッチとマイクロコントローラ間で負荷配分をイ

も完全に対応しており、ネットワークへのアクセスと VLAN の監視を MAC

ンテリジェントに行うことが重要です。ファイアウォールと侵入検知の機能

レベルで行います。通信は、常時更新可能なホワイトリストとブラックリス

は、スイッチやターゲットコントローラに部分的に実装することができます。

トによってフィルタリングされます。そのため、新しい攻撃パターンにも迅
今日の分散化された E/E アーキテクチャでは、ネットワーク接続を備えた自

ところで、CAN-Ethernet ハイブリッドアーキテクチャとそのデータプロセ

動運転車両で生じる課題に対応できなくなっています。そのため、ビークル

スのセキュリティは、実際にはどのような形で保護するのでしょうか ? 基本

コンピュータと車載 Ethernet を使用して、従来の ECU と CAN バスを補

的には、通信のシールディングとパーティショニングという 2 つの手法が用

完することが必要になっています。そして、このような車両ネットワークは、

いられます。サイバー攻撃を早期の段階で検出するためには、通信をシー

専用設計の攻撃検知方式とデータトラフィック監視方式を用いて保護する必

ムレスに監視することが必要です。また、攻撃を受けた場合の侵入深度を

要があります。

最小限に抑えるためには、ドメイン固有の仮想サブネット（VLAN）が必
要です。ハイブリッド電気システムではいずれに対応できますが、CAN お

CAN、LIN、および FlexRay データバスによって接続された多くの ECU

よび Ethernet の世界では異なる系統的アプローチが必要になります。

を含む今日の車両電気システムを補完するには、ビークルコンピュータ

要がありますが、それ以外の領域では、マイクロプロセッサベースの中央

CAN 向けの効率的な攻撃検知
CAN バスを監視するには、侵入検知システム（IDS）をゲートウェイまた
は ECU に統合します。このシステムは、OEM メーカーが指定する「正常
動作」と CAN データトラフィックを比較することにより、異常を検知します。

コンピュータを仮想マシンで分割する方式に切り替わるでしょう。その方

組み込みセキュリティコンポーネントは、たとえば、周期的メッセージや

がネットワーク接続を備えた自動運転車両で生じる課題に対しより適切に

不正な診断要求の異常を検出し、潜在的攻撃として分類し、ログやレポー

対応できるからです。

トを作成します（図 1）。

（VC）と広帯域の車載 Ethernet であるということは、現在の業界の明確
な開発方針となっています。現在の車両電気システムは、高度なリアルタ
イム要件や周期的反復機能を実装しなければならない領域では今後も需
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CAN IDS、車載 Ethernet ファイアウォール、および Ethernet IDS を組み
合わせると、大きな遅延を伴わずにハイブリッド E/E アーキテクチャを確

速かつ効果的に対応できます。
…
0.010000
0.011000
0.012000
0.020000
0.021000
0.022000
0.031000
0.031500
0.032000
0.041000
0.042000
0.043000
0.044000
0.051000
0.052000
…

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
110
120
100
110
120
110
110
120
110
120
7DF
7E8
110
120

Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx
Rx

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8A
03
03
11
1F
02
86
E5
02
6E
00
02
02
FE
68

FF
3E
F7
F4
AA
AA
4A
2B
04
7B
5A
10
50
4B
05

FF
3E
30
00
00
00
2F
41
78
FF
00
03
03
2F
78

0C
E2
27
3E
00
00
01
0C
00
FF
00
00
AA
01
00

42
10
C7
E2
00
00
81
00
FF
3F
0F
00
AA
81
FF

5F
FF
7E
60
00
00
05
00
00
FF
55
00
AA
07
00

FD
4A
D9
6C
C0
C0
80
00
00
1F
02
00
AA
80
00

97
3F
9C
B9
00
00
7F
00
30
8B
00
00
AA
7F
30

タイミング
■
■
■

周波数偏差
メッセージの振り分け
タイムアウト

実に保護することが可能です。また、これらを中心的なコンポーネントと
して統合セキュリティコンセプトに組み込めば、ネットワーク接続を備えた
未来の自動運転車両に伴うリスクを防止し、機能的安全を確保できるよう
になります。■

診断
■
■

サービスタイプ
サービス条件

執筆者

Jan Holle 博士、ESCRYPT プロダクトマネージャ、侵入検知システム
Siddharth Shukla 修士、ESCRYPT プロダクトマネージャ、
車載ファイアウォール

図 1：周期的メッセージの異常と診断要件の不正使用を検出する CAN IDS
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■ セキュア診 断：AUTOSAR で は、 セキュアなメモリ内で IT セキュリ
ティイベントを記録することができます。また、UDS サービス 0x27
（SecurityAccess）と 0x29（認証）を使用することで、このデータへ
の認証済みのアクセスも監視します。たとえば、診断テスト装置がログ
に記録されているセキュリティインシデントにアクセスすることができる

セキュリティニーズに基づいた
AUTOSAR 設定
例：認証済み の ECU 通信

のは、以前にチャレンジレスポンス通信を実行したか、または証明書を

セキュリティ関連メッセージの識別

使用して自身の認証を行った場合のみです。

SecOCでのメッセージの設定
暗号スタック内での鍵とアルゴリズムの選択

セキュリティエンジニアリングプロセス

車両間での設定の調整

最も重要なことは、AUTOSAR に含まれるセキュリティモジュールを車両

セキュリティクリティカルなコンポーネントのコードレビュー

プラットフォームに適用し、セキュリティ要件に合わせて個別に調整するこ

ECUのポテンシャルのテスト

とです。つまり、リスク分析、コンフィギュレーション、およびテストという

SecOCモジュールの機能テスト

3 つの重要なステップに基づいて、AUTOSAR をセキュリティエンジニアリ
ングプロセス全体にわたって統合する必要があるということです。SecOC
を例にすると、次のようになります（図 2）。
■ リスク分析：まず、すべてのメッセージのリスク分析を行い、SecOC で
保護すべきメッセージを特定します。異なるセキュリティプロファイルが
保存されている場合、メッセージは正しいプロファイルに割り当てられ
ます。
■ コンフィギュレーション：次に、データ交換に関連するすべての ECU に
ついて、リスク評価とセキュリティプロファイルに従って SecOC と暗号
スタックが設定されます。ここでは、1 つの ECU で不適切な設定があ

AUTOSAR セキュリティ

ると、保護されるメッセージが検証されず、破棄される場合があるとい
また、車載セキュリティの統合を目指すということが AUTOSAR

う点に注意が必要です。

Adaptive

■ テスト：ECU を量産向けにリリースする前には、セキュリティの観点から、

の基本理念であり、ハードウェアセキュリティモジュールなどの IT セキュリ

（SecOC モジュール、暗号スタックなどの）セキュリティクリティカル

ティソリューションの追加や、侵入の検知や防止向けのソリューションの実

なコンポーネントのコードレビュー、ECU の侵入テスト、SecOC モジュー

包括的な車両保護の実装が必要な Adaptive プラットフォーム

図 2：セキュリティ要件に従った AUTOSAR コンフィギュレーション
（例として SecOC を使用）

装などを考慮に入れて開発していく必要があります。■

ルの機能テストといった複数のテストを実施する必要があります。
執筆者
統合されたセキュリティアプローチに従う必要がある AUTOSAR Adaptive
ネットワーク接続を備えた自動運転車両の実用に向けて、安全関連の車載

Alexandre Berthold 博士、ESCRYPT コンサルティングおよび

■ 暗号スタック：実装される暗号化手順とキーストアを決定し、統一され

機能の数は増え続けています。つまり、車両プラットフォームへの入念な

エンジニアリングチームリーダー

ウェアアーキテクチャと高度な IT セキュリティが必要となってきています。

たインターフェース経由でさまざまなアプリケーションに必要な鍵マテリ

セキュリティ対策と高度なセキュリティレベルの実装が以前にも増して重

AUTOSAR では、このような要求に対応するため、Adaptive プラットフォー

アルを提供します。その後、
アプリケーションは暗号化の実装に関係なく、

要になっています。今後、多くの OEM メーカーが高度な接続性をベース

Michael Peter Schneider 博士、ESCRYPT プロジェクトマネージャ、
AUTOSAR セキュリティ

ムとクリティカルセキュリティコンポーネントを提供しています。

提供されたインターフェースのみにアクセスし、異なる ECU にも移植で

にした新たなビジネスモデルを確立していくことになるでしょうが、そこで

自動運転や接続性に関する機能が向上するにつれ、より柔軟なソフト

AUTOSAR Classic は、ほとんどの車両プラットフォームに対応する標準
■

きる状態を維持します。また、AUTOSAR 暗号スタックは複数の暗号化

はセキュリティの保護も必要になります。つまり、セキュリティアプリケー

の実装にも同時に対応できます。

ションをこれまで以上に強固に統合できるようにするために、AUTOSAR

Adaptive のさらなる開発が必要になるのです。

来的には、車両はソフトウェアによって支配されるシステムとなり、ビー

SecOC、TLS、および IPsec：AUTOSAR Classic 固有のプロトコルで
ある SecOC は、特に CAN 通信のセキュリティを保護します。SecOC

クルコンピュータが中央アプリケーションとして E/E アーキテクチャを形

では、メッセージの認証と新鮮度は保証しますが、機密性は保証しな

成することになるというのが一般的な予想です。そのため、当社では、

いため、OEM メーカーは固有のセキュリティレベルの微調整が可能で

AUTOSAR Classic に置き代わる新たな未来志向のルールセットとして
AUTOSAR Adaptive を開発しました。AUTOSAR Adaptive は、車載セキュ

ますます高まっています。この両規格は、通信の真正性と機密性をサポー

的なミドルウェアであり、一般的な要求基準を満たしています。ただし将

リティプロセスにおける新たな基準となります。

す。一方、車載 Ethernet においては、TLS および IPsec の重要性は

現在、アーキテクチャの違いから、部分的に共通または異なるセキュリティ

SecOC

TLS

IPSec

セキュア
ログ / 診断

識別および
アクセス管理

トします。また、TLS は外部通信にも適しています。
■ アイデンティティおよびアクセス管理：AUTOSAR

AUTOSAR のセキュリティモジュール
AUTOSAR には、たとえば、車載通信のセキュリティや機密データの保護
を始めとして、さまざまな IT セキュリティアプリケーションがすでに組み込
まれています。しかし、AUTOSAR Classic と AUTOSAR Adaptive では

暗号スタック

Identity and Access
Management モジュールを使用すると、承認されたアプリケーショ

Classic 4.4

ンのみに特定のリソースへのアクセス権を付与できるようになります。

AUTOSAR では、これらのアクセス権は自由に設定でき、いつでも更新

Adaptive R19-03

することが可能です。
図 1：AUTOSAR Classic および Adaptive のセキュリティアプリケーション（2019 年 8 月現在）

アプリケーションを実装しています（図 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
コンサルティング、テスト、
およびトレーニング

戦略的セキュリティ

セキュリティトレーニング

製品セキュリティ

製品セキュリティ

セキュリティテスト

コンサルティング

■ セキュリティの基本

コンサルティング

エンジニアリング

■ 機能セキュリティテスト

■ 戦略的セキュリティ開発、

■ セキュリティリスク分析

■ セキュリティのリスクと脅威分析、

■ セキュリティの仕様

■ 脆弱性のスキャンとファジング

■ セキュリティの実装

■ 侵入テスト

セキュリティのビジョンと

■ セキュアな製品設計

ロードマップ

■ セキュアなコネクテッド製品

■ セキュリティのコンセプトとデザイン

■ セキュリティの統合

■ コードセキュリティ監査

■ 車載セキュリティ

■ セキュリティ関連の役割とプロセス

■ セキュリティ製品

■ セキュリティ認証

■ カスタムコンサルティング

■ セキュリティ管理

■ セキュリティテスト管理

■ セキュリティの標準化、

ロビーイング、戦略的協業

防御要件

セキュリティの活用
製品およびソリューション

バックエンド

認証マネジメント

ECU 製造現場

サイバーディフェンス
センター

プロダクションキーサーバー

量産時に暗号鍵を安全に
工場鍵サーバー

CycurHSM 車載用の品質を備えた
HSM 用セキュリティスタック
CycurIDS 侵入検知
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

マネージド PKI サービス
証明書の発行／期限切れ／

オペレーション、モニタリング、
インシデントおよび対応

8

セキュリティ特集

失効などのステータス管理を

OEM メーカー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）

CycurACCESS 車両へのアクセスと鍵共有
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
（TLS）

CycurLIB 組み込みシステム用の

CycurKEYS 暗号鍵と証明書をセキュアに
管理

CycurV2X-SCMS V2X セキュリティ証明書管理
システム

CycurGUARD 侵入の監視と解析

脅威の情報収集と犯罪科学調査

脆弱性管理

既知／新規の脅威に関するエビデンス

欠陥を発見し、OEM メーカーによる

管制センターとして機能し、

ベースのナレッジから、確かな情報に

事前の脅威防御戦略の施行を可能に

車両運用の全側面から異常や

裏付けられた意志決定と対応

イベントを追跡

セキュリティ特集
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ECU へのデジタルな予防接種

管理者

セキュアなチャンネルの データフロー
データフロー

OEM の
バックエンド

現場の管理者

ネットワーク接続を備えた車両の IT セキュリティの確立は、ECU 製造現場から既に始まっています

工場

PC & smart
card reader

オフィス

組み込みデバイス

ゲートウェイ/
ファイアウォール
テスター

HSM

HSM

データベース

データベース

プロダクション
キーサーバー

KMS の
バックエンド

テスター

テスター

図 1：KMS（鍵管理ソリューション）とプロダクションキーサーバーによる鍵配布および書き込みの統合

生産ライン検査システム（EOL）経由の鍵の書き込み

ユーザーは、必要に応じて KMS バックエンドとの接続頻度を自由に決定

鍵マテリアルは、接続された生産ライン検査システムによって、ECU の製

することができます。ストックがあらかじめ指定された最小数を下回ってい

造時に現場で書き込まれます。これらの鍵マテリアルは次に、プラントの

る場合は、新しい鍵がサーバーから自動的に要求されます。これによって、

プロダクションキーサーバーから個々の鍵パッケージを読み出し、それを

生産時に ECU に書き込むうえで十分な鍵マテリアルが常に使用可能とな

「デジタル予防接種」のように、製造時点で個々の ECU に「注入」しま

り、潜在的なコスト要因であるネットワーク接続の中断による生産停止を

す。それと同時に、PKS はどの暗号鍵がどの ECU に書き込まれたかを記

防止することができます。プロダクションキーサーバーは常時動作します。

録します。最後に、PKS は要求に応じて、製造現場から中央 KMS バック
エンド経由で OEM メーカーに検証ファイルを返送します。これにより、自

世界中の ECU 製造現場で使用

動車メーカーは ECU に鍵マテリアルが正しく書き込まれたことを確認する

ほぼすべての車載 IT セキュリティ機能の基礎は、ECU データに暗号鍵を

ことができます。

セキュアかつ正確に割り当てることです。KMS-PKS 統合ソリューションを
使用すれば、セキュアな鍵管理から、セキュアなストレージ、鍵マテリア
ルの ECU への書き込み、記録および検証に至るまで、複雑な暗号マテリ

セキュアなデータ交換に必要な暗号鍵マテリアルを安全かつ要件に沿って

OEM メーカーの鍵マテリアルのセキュアな配布

ECU に導入するにはどのようにすればよいのでしょうか ? 中央鍵管理バック

この場合、中央バックエンドとしての標準的な鍵管理ソリューション（KMS）

エンドと分散型プロダクションキーサーバーで構成された統合ソリューション

と、製造施設に設置された KMS と通信するための分散型プロダクション

は、その答えとなります。

このソリューションでは、セキュリティと
可用性を共に高く維持できます。

キーサーバー（PKS）を結合すると、効果的なソリューションが実現します。

アルの配布メカニズムを OEM メーカーが適切に制御できるようになりま
す。このプロセスが世界中の多くの自動車メーカーの ECU 製造に使用さ
れているのはそのためなのです。■
執筆者

これは OEM メーカーにとって大きなメリットがあります。なぜなら、OEM
車両の制御ユニットは、サイバー攻撃に対する防御という点では文字通り

メーカー固有の ECU に自社の鍵マテリアルを書き込むプロセスを、ECU

常時接続をしないセキュアなストレージ

重要な役割を果たします（暗号鍵を使用するだけでは、ECU が自らを認

サプライヤの既存の生産インフラで完全に行えるようになるからです。

このソリューションの特別なメリットは、セキュリティと可用性を共に高く維

証し、電気システム内のデータ交換を外部の世界と同様に承認するだけに

Christian Wecker、ESCRYPT PKS 製品マネージャ
Michael Lueke、ESCRYPT KMS シニアプログラムマネージャ

持できるという点にあります。プロダクションキーサーバーは、堅牢で強

過ぎません）。ただし、ここで特に課題となるのは、さまざまな車両プラッ

このソリューションではまず、個々の自動車メーカーによって提供される鍵

力なハードウェアセキュリティモジュール（HSM）とサーバー自体のセキュ

トフォーム向けの ECU はそれぞれ、OEM メーカー固有の鍵マテリアルと

マテリアルを含んだデータパケットが KMS に送信されます。鍵マテリアル

リティソフトウェアの両方によって不正アクセスから保護されています。ま

証明書を事前に実装しておく必要があるということです（ECU 製造メーカー

は中央に保存され、必要に応じて各製造現場にセキュアにデータ転送さ

た、PKS は、データの同期化やアップデートを行う場合、および暗号デー

が ECU を製造する際に供給されていれば理想的です）。

れ、すぐに使用できる状態でプロダクションキーサーバーに保存されます

タに十分なバッファを作成する場合にのみバックエンドと接続します。こ

（図 1）。

れは、PKS がインターネットへの常時接続に依存していないことを意味し、
潜在的なオンライン攻撃に対して高い耐性があることを示しています。
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コア A

コア B

セキュリティ機能

セキュリティ機能

RTE

RTE

セキュリティ機能

セキュリティ機能

採用した次世代型のハードウェアセキュリティモジュールであれば、このよ
うなタスクにも十分に対応できます。
マルチコア／マルチアプリケーションのサポート
将来のアーキテクチャでは、セッション数を設定できる最新の HSM ソフ
トウェアスタックを搭載した新しい HSM ファームウェアにより、複数のコ
アで同時に要求が行われた場合に HSM コアが最大 16 セッションを並列

AR 暗号スタック

AR 暗号スタック

処理できるようになります。このマルチコア／マルチアプリケーションをサ

CSM

CSM

ポートするうえで鍵となるのは、特別なアーキテクチャを持つ HSM ファー

CryIf

CryIf

ムウェアドライバです。このドライバにより、仮想化されたさまざまなアプ

暗号ハードウェア

暗号ハードウェア

リケーションごとに個別にドライバを統合できるようになるため、さまざま
なソフトウェアパーツの個別での開発が可能になります。また、統合時に「リ
ンカ」ステップを使用すると、ドライバのさまざまなインスタンスがハード
ウェアの共有 RAM で共通の構造を使用できるようになります。ここでは、

HSM ファームウェア
HSM

セッション 1

セッション 2

セッション 3

各インスタンスが固有の構造（セッション）を作成するため、厳密にカプ
セル化された並列アプリケーションから出される複数のリクエストをドライ
バが常に管理できるようになります（図 1）。

図 1：複数のホストコアからの要求は並行セッションとして
HSM ファームウェアによって処理されます。

このセットアップの中央セキュリティコンポーネントとなるのは、ホスト

ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）は、オンボード通信（SecOC）

トから分離するための要素として、HSM モジュールに「インフロー制御」

を完全にセキュアに実行するうえで不可欠な要素であり、収束されるすべ

が引き継がれます。ブリッジレジスタでは、限られたリソースである HSM

てのデータの真正性を保証する機能を提供します。また、セキュリティ関

を最大限に活用しながらも、ホストコアから送られたリクエストキューが要

-HSM ブリッジです。このブリッジからは、ハードウェアセキュリティをホス

ハードウェアセキュリティ
モジュールの性能向上

連の ECU インターフェースをバイバスすることにより、サイバー攻撃者に

求されたセキュリティ機能を可能な限り迅速に実行できるようなセットアッ

よる中央プロセッサまたは車載ネットワークへの侵入を阻止します。しか

プが施されています。次世代型の HSM ソフトウェアを活用すれば、HSM

し、中央集中型の車載ネットワークの課題はそれだけではありません。多

のマルチアプリケーション／マルチコア機能の実用化が可能になります。

数の仮想マシンに分割されることが多い中央のビークルコンピュータにソ

OEM メーカーは、完全にテスト済みの量産可能な形式として、これらを
使用できます（図 2）。

フトウェアアプリケーションや複数の ECU の機能を担わせると、セキュリ
ティコンポーネントへの要求も増加します。これに対応するため、次世代

新しいサービス指向の HSM ソフトウェアにより、未来の電気システムアーキテクチャを保護

型のハードウェアセキュリティモジュールが既に開発されています。
ジョブプリフェランスとリアルタイム OS

未来の車両アーキテクチャでは、多くのソフトウェアがドメインコントローラ

しかし、このような集中化が発生すると、オンボード通信の増加に拍車が

に一元化され、車載 Ethernet が広帯域のオンボード通信を提供するよう

かかります。そのため、ドメインコントローラは複数の ECU に処理を分

HSM の IT セキュリティ機能は、個々のプロセッサのマイクロコントローラ
上にある HSM コアに物理的にカプセル化されています。そこでは、HSM
ソフトウェアスタックを介して IT セキュリティ機能が起動および動作します。

になると予想されています。これを実現するためには、IT セキュリティへの

散するのではなく、データを収集して処理し、車両に配信しなければなら

これにより、ビークルコンピュータのホストコントローラが実際のタスクに

新たなアプローチが必要です。次世代型のハードウェアセキュリティモジュー

なくなります。多くの場合、これらはリアルタイムで処理する必要がありま

専念できるようになると共に、HSM コアがセキュアなオンボード通信や実

ル（HSM）は、マルチアプリ機能とリアルタイム通信を統合するための中

す。そのため、データトラフィックは車載 Ethernet 経由で転送されること

行時の改ざん検知、セキュアブート、フラッシュ、ログ、デバッグなどのセキュ

心的なコンポーネントとして機能しつつあります。

になります。一方で、サブネットワークでの信号の送受信はいまだに CAN

リティ要件を処理できるようになります。そのため、HSM は純粋にソフト

バス経由で実行されています。そのため、IT セキュリティはこのようなハ

ウェアベースの IT セキュリティよりもはるかに強力なソリューションとなり

また、ビークルコンピュータ（VC）は、車両ドメインとソフトウェア制御

イブリッド（混合）アーキテクチャに対応する必要が生じます。

ます。

入出力デバイスとしての役割をますます担うようになり、実際のアプリケー

セキュアな製品設計

ソフトウェアアプリケーションと ECU 機能をビークルコンピュータ上に統合

ションの実行は VC 上で行われるようになります。これにより、IP が中央

求められる接続性の増加を見据えた場合、セキュリティの確保とそのアッ

すると、多数のアプリケーションが HSM のセキュリティ機能に同時にアク

コンピュータへと移行したり、E/E アーキテクチャの複雑性が減少してエン

プデートをハイブリッド車載ネットワークの設計時点で確実に組み込んで

セスして競合が発生しやすくなることが予想されます。こうなると、HSM

ジニアリングの作業負荷が軽減されるなど、OEM メーカーにとってさまざ

おく必要があります。特に、ハードウェアとソフトウェアの分離や多くのソ

は必要な IT セキュリティ機能を提供しながら、複数のアプリケーションの
データストリームをリアルタイムで管理しなければならなくなります。標準

機能との融合を図るためのアプローチです。つまり、周辺装置の ECU は

まな利点が提供されます。OEM メーカーは、車両世代ごとに特定の ECU

フトウェアアプリケーションの再配置によって新たな可能性が示される場合

とソフトウェアを購入するのではなく、ビークルコンピュータにソフトウェ

があることも考慮しなければなりません。IT セキュリティ機能は、中央集

的な HSM でこれを実行するには限界があります。まして、純粋なソフトウェ

アアプリケーションの開発工程や相互作用を蓄積することで、時間と費用

中型の車載ネットワークで一元的に管理することも可能ですが、同時に周

アベースのセキュリティソリューションではなおさらです。しかし、リアル

を節約することができます。

辺装置に搭載された ECU の保護も重要となります。

タイム OS を搭載し、インテリジェントかつ柔軟なセッションコンセプトを
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Bulk MAC インターフェースにより、リアルタイムパフォーマンスを提供
もう 1 つの課題は、大幅に増加する通信量を保護するための手法です。集
中型電気システムにおける CAN バスと車載 Ethernet の混在を解決し、すべ
ての通信プロトコルで車両間のデータ交換をセキュアに保護するためには

ホストコア A

ホストコア B

共有 / グローバル

RAM

(gleicher HSM-Firmware-Treiber)

hsm_shared

ブリッジ

HSM コア

図 2：マルチコア／マルチアプリケーションのサポート –
ジョブリクエストはブリッジレジスタと共有 RAM を介して処理されます。
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HSM
AUTOSAR OS

ホストの
仮想アプリケーション

ECU 2

Bulk MAC 検証

ECU 3

例：CAN バス

PDUの非対称処理

収集されたメッセージ
（期間 / メッセージ数など）

ECU n

図 3：bulk MAC インターフェースによるセキュアなリアルタイム通信の提供

多くの課題があります。革新的なソリューションである HSM は、このよう

最上位のネットワークレベルでのセキュリティ要件をカバーしたり、高い

な対策も提供していますが、もちろん性能上の限界はあります。その限

データ負荷でリアルタイムに処理する必要があるソフトウェアアプリケー

界は HSM のハードウェア暗号エンジンというより、むしろブリッジレジス

ションをセキュアに実行したりすることができます。マルチコア／マルチア

タに起因します。なぜなら、ブリッジレジスタでは、量や速度を問わず、

プリケーションタスク用に設計された次世代型の HSM は、bulk

データ交換を行わないからです。ここでの解決策の 1 つとなるのは、bulk

ターフェースを使用することにより、異種フォーマットが含まれている場合

MAC インターフェースという手法です。この手法では、ホストがあらかじ

でも高データ負荷のリアルタイム通信を確実に処理することができます。

MAC イン

Preliminary plan of Mark 51°7, Bochum. © skt umbaukultur – Partnerschaft von Architekten mbB – Bonn

ドメインコントローラ

ECU 1

め決められた期間にすべてのメッセージを収集したうえで、これらのメッ
セージをブリッジレジスタ経由で一括して HSM にポスティングします。こ
の場合、データ転送はたった一度だけで済みます。HSM ファームウェア
は HSM ハードウェアユニットで収集されたすべてのメッセージを一度に処

次世代型のハードウェアセキュリティファーム
ウェアは、OEM メーカー独自の製品バリ
アントにマッピングすることができます。

理し、その結果をホストに送信します（図 3）。
これにより、性能の大幅な向上が可能になります。ホストと HSM 間での

µs であっても、100 個のメッセージを処理する
ms にもなります。これは、リアルタイムシステムでは
無視できない問題です。しかし、bulk MAC インターフェースを使用する
と、100 個のメッセージの処理時間を 100 分の 1 にすることができます。

ESCRYPT の新しい
本社社屋の建設

各データ転送の時間が 10

と遅延時間は合計 1

各 OEM メーカーでは、接続性の増大と自動運転への移行を考慮して、E/

ロセスに多くの PDU を定義している OEM メーカーが bulk MAC インター

E アーキテクチャ向けの自社固有のセキュリティ基準を段階的に見直してい
ます。次世代型のハードウェアセキュリティファームウェアは、OEM メーカー

2022 年初めまでに、ボーフムのオペル工場跡地に ESCRYPT 本社の新社

フェースを使用すれば、明らかな優位性を得ることができます。膨大な量

独自の製品バリアントにマッピングすることも、中央集中型のセキュリティ

屋が完成します。新社屋は、最新の建築およびエネルギー基準に従って設計

の多様なメッセージを十分に高速に認証できるこのインターフェースを使

コンセプトに柔軟に統合することも可能です。また、このファームウェアは

されており、建設作業はこの夏に始まります。この社屋が完成すれば、最大

用することで、車両ネットワークにおけるセキュアなリアルタイム通信が実

最新のマイクロコントローラ上で動作し、ホストドライバをソースコードと

500 名の社員が魅力的な職場環境で働けるようになります。

現します。次世代型の HSM ソフトウェアには、この bulk

して提供するため、OEM メーカーや Tier

そのため、中央コンピュータとドメインコントローラをセットアップし、プ

MAC セットアッ

1 サプライヤは容易に再利用や

新のファームウェアを搭載したハードウェアセキュリティモジュールは、未

ESCRYPT（ボッシュグループ） のヴァイスプレジデントである Dr. Uwe
Müller は、「私たちは、この地域の近くに優れた大学や研究機関があること

将来にわたって使用できるハードウェアセキュリティファームウェア

来の中央集中型ハイブリッド車載ネットワークのセキュリティを保護するた

を意識して、ここを建設地として選びました」と述べています。オペル工場

車載ネットワークが集中型プラットフォームへと移行するにつれ、ハード

めの中心的なコンポーネントとなっています。■

プがすでに統合されており、量産準備が進められています。

カスタマイズを行うことができます。この優れた柔軟性と性能により、最

ウェアとソフトウェアの分離が進んでいますが、ハードウェアセキュリティモ
ジュール（HSM）は、これらのプラットフォームの IT セキュリティを保証す

跡地に建設される ESCRYPT の新社屋は、自動車産業の新たなアイデンティ
ティの象徴として、ネットワーク接続され、自動運転化され、電動化された

執筆者

Uwe Müller 博士
ESCRYPT（ボッシュグループ）、ヴァイスプレジデント

アプリケーションフィールド
サイバーセキュリティ―ソリューション

「私たちは、この地域の近くに
優れた大学や研究機関がある
ことを意識して、ここを建設地
として選びました」

モビリティの発展を支えていくでしょう。■

るうえでの中心的な役割を果たしています。HSM では、（今後も引き続き

CAN バスで処理される）周辺装置から中央コントローラへのデータストリー
ムにおける不正なアクセスや改ざんを（SecOC で）防止するだけでなく、

Tobias Klein、ESCRYPT リードプロダクトオーナー、HSM
Frederic Stumpf 博士、ESCRYPT プロダクトマネジメント統括、
サイバーセキュリティソリューション
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最強のヒーロー登場！

正義の味方がいつでもどこでも見守ります

ESCRYPT は車載セキュリティを再定義します。
全包括的なサイバーセキュリティソリューションにより、生産時、走行時、
バックエンドなどを問わず、常に車両フリートを保護します。

www.escrypt.com

