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デジタル化や自動化に伴い、
自動車メーカーや
サプライヤにセキュリティの新たな課題が浮上

急速に進化する
サイバーセキュリティ

Carl Benzが1886年に自動車を発表した際にも安全やセキュ

リティ上の懸念はありましたが、それは今日の自動車メーカーが

抱えているものとはまったく異なるものでした。機械的な安全性

からシートベルトの発明に至るまで、自動車のさまざまな開発が
繰り広げられ、1世紀後の今日ではサイバーセキュリティが現実
的な脅威となっており、自動車を対象とした多数のサイバー攻撃

が世間や政治家たちの注目を集めています。国連の作業部会で
は現在、業界全体が直面するパラダイムシフトを象徴するような

規制の策定を進めています。将来的には、車両の型式認証を取

得する際にサイバーセキュリティ管理システム（CSMS）を整備し

ていることが条件となるでしょう。つまり、サイバーセキュリティは、
自動車メーカーのすべての経営者にとって避けられない課題に
なっています。
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車載サイバーセキュリティの進化

Stephen Checkoway氏が率いる科学者のグループは、自動車に対

するハッキング手法の1つを2009年に初めて公表しました。それ
は、車両の内部ネットワークにアクセスするために、
ラップトップPC

2015年には、Charlie Miller氏とChris Valasek氏がジープの遠隔制
御に成功するという、さらに深刻な状況も発生しました。彼らは、SUV

のエンターテインメントシステムを利用してマルチメディアシステム、

を自動車の診断ポートに接続するというものであり、診断ポートを介

ワイパー、および空調システムにアクセスして車両のブレーキや速度

車の極めて重要なシステムを操作できるようにする方法でした。そ

路の真ん中で停止させました。
この作業には車両のインターネット接

してエンジンのスイッチを切ったり、
ブレーキを妨害するなど、自動

のような攻撃では、車両ネットワークやECUのさまざまな弱点を利

用して、不正操作したデータを自動車の組込みシステムに送り付け、

その機能を改ざんします。実際のハッキングにおいては、ハッカーた

ちは被害者の車両にラップトップPCを接続するのに苦労するかもし

を制御できるようにし、テストドライバーが運転する自動車を高速道

続があれば良く、2009年に公表された文書のような自動車とのケー

ブル接続は必要ありませんでした。その結果、Chrysler社は約140万
台の車両をリコールしてパッチを当てる必要に迫られました。

れません。
しかし、小型の遠隔制御型デバイスを使用して車両に損

今日では、新たな攻撃は定期的に報告されています。そして、その

また、2010年に20歳の若者が遠隔制御で100台以上の自動車

ていない車両があると、メーカーや所有者、道路利用者がリスクに

「Texas Auto Center」
というレンタカー会社では、オンラインシス

と複雑さが増大するのに伴い、サイバーセキュリティで求められる

顧客が料金を支払わなかった場合には、
このシステムを使用して点

キュリティ手法を取るためには、車両を閉じたシステムとして捉え

害を与え、道路利用者の安全性を脅かすことが可能だったのです。

を操作して、始動不能にすることに成功したという事例もあります。

大半が車両のデジタル化や外部接続機能を悪用しています。
こうし
た技術的発展に伴い浮き彫りとなっているのは、十分に保護され
晒されてしまうということです。自動車に搭載されるITシステムの数

テム経由で制御可能なハードウェアを自社のレンタカーに取り付け、 要件は急速に増加しています。そして、
リスクに基づいた適切なセ
火装置を無効化できるようにしていました。
この若者は少し前に解

ていてはいけません。自動車向けの新しいデジタル（オンライン）

ステムにアクセスできていました。そのため、
レンタカーのハードウ

間通信（car-2-car）、車両とインフラストラクチャ間の通信（car-2-

雇されていたのですが、元の従業員用アカウントからオンラインシ

エアを制御することができたのです。

サービスには、車両とメーカー間の通信（無線アップデート）、車車

infrastructure）、
スマートフォンやサードパーティプロバイダ製デバ

イスとの通信などがありますが、
これらは極めて大きな攻撃対象とな

り得る側面を持っています。それを防ぐには、体系的な分析と対策が
必要となります。■
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車載サイバーセキュリティの
新たな要件
自動車サイバーセキュリティの規制をさらに推し進め、標準化する
活動は世界中で展開されており、米国議会における立法案、EUのサ

ISO/SAE 21434

自動車業界では、TF-CS/OTAと並行して、国際標準化機構（ISO）お

イバーセキュリティ法、中国のICVプログラム、そして日本のJASPAR

よびSAE Internationalで、車両のサイバーセキュリティに関する

3つの傾向があります。それは、自動車業界の特徴を重視したサイ

で定義されたCSMSと同様にサイバー攻撃からの保護を目的として

の明示、各種規制の義務化と型式認証時のサイバーセキュリティの

における妥当なプロセスの確保に重点を置いています。CSMS要件

による新しいガイドラインなどがあります。
これらには共通する主な

バーセキュリティ対応、現場のセキュリティを支える際の課題や要件

導入という点です。
こうした傾向は、UNECE WP.29 TF-CS/OTAや

ISO/SAE 21434に見て取れます。これらには、特に車両の保護を

目的とする明示的な管理システムが定義されています。

ISO/SAE 21434規格の策定も進めています。この規格は、WP.29

います。また、適切なセキュリティ機構と車両のライフサイクル全体

の実装に関わるこの規格が国連規制案の付属文書の時点から一貫

して言及されていることを踏まえると、ISO/SAE 21434には特に注

目する必要があります。なぜなら、
この規格により、業界全体で使用

する用語が共通化され、重要な活動に関する共通の理解が生まれる

UNECE WP.29 TF-CS/OTA

現在、国連の自動車基準調和世界フォーラム（WP.29）では、新しい車
両の型式認証にサイバーセキュリティの実装を求めるという規制案

を策定しています。また、TF-CS/OTAタスクフォースでは、サイバーセ

ためです。
メーカーやサプライヤは、
これらを土台にインターフェー

スやプロセスを共通化し、責任を共有できるようになります。ISO/
SAE 21434の最終版は2020年末に完成する見込みです。■

キュリティ管理システム（CSMS）の認証制度の運用、および型式認証

時の特定車種に対するCSMSの適用という2つの主要な要件を提案

しています。EUでは、
これらの要件の2022年からの義務化を計画し
ています。

自動車業界の通常の開発期間を考慮した場合、
メーカーやサプライ

ヤが次の製品で型式認証を確実に受けられるようにするためには、

これらのサイバーセキュリティ要件の実装を今すぐ開始する必要が

あります。そのためには、
リスクベースの手法に基づき、車種、外部イ

ンターフェース、および各種のサブシステムに適したリスクレベルを
継続的に判断、達成、維持できるようにすることが必要です。
これに

は、サイバーセキュリティの観点からサプライヤ、サービスプロバイ

ダー、およびその他のサードパーティーとの依存関係や情報を適切
に管理することが含まれます。

CSMSへの対応においては、絶えず変化する脅威環境と車種の寿命

の長さを考慮して、量産開始後の段階および車両稼働時の段階で

継続的にリスク管理を行うことが重視されます。つまり、技術的およ

び組織的レベルで自動車セキュリティに対処することが必要になり

ます。メーカーやサプライヤは、ISO 27000シリーズなどの情報セ
キュリティ標準を使用してきたこれまでの経験を活用することはで

きますが、CSMS構築における主要な課題は自動車の特徴に配慮す

ることにあります。また、製品とサプライチェーンが高度に複雑であ

ることも念頭に置きつつ、機能安全との相互作用や環境規制の順守、
盗難防止対策なども考慮しなければなりません。
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自動車業界への影響

自動車業界が政府から規制を課されるのは珍しいことではありませ

機能を強化してきましたが、国連規制の発動により、サイバーセキュ

んが、自動車製品のセキュリティに関連する法規制はこれまでほん

リティの実装は義務化されることになるだけでなく、
メーカーやサプ

報セキュリティの成熟度の透明な評価を求めるOEMメーカーの声

ジタル変革期において、それは企業にとって規制順守の問題である

の一握りでした。
ドイツ自動車工業会（VDA）では、サプライヤの情

の高まりを受け、情報セキュリティ評価（ISA）向けのチェック項目一

覧を作成しました。OEMメーカーはプロトタイプといった機密デー

ライヤにとって事業の成功や競争力向上の前提条件となります。デ

だけでなく、企業戦略や製品ロードマップに沿って最大限の効果を
発揮できる最善の方法を模索しなければならないという問題でもあ

タをサプライヤがどの様に取り扱っているかをチェック項目一覧に

ります。
これを実現するためには、サプライチェーン全体を通して継

Security Assessment Exchange）モデルを活用しています。

とが可能な総合的かつ体系的な技術的手段の導入が必要となりま

TISAXに加え、ISO/SAE 21434でも、サイバーセキュリティや製品セ

絞った改善ロードマップを導き出す手法であるギャップ分析の需要

基づいて任意にチェックできるよう、TISAX（Trusted Information

キュリティの要件が設定されました。
自動車業界は近年、車両の保護

が高まってきています。■
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専門家のサポート
自動車業界では、他のさまざまな業界と同様、
この分野の技能を備

実績のあるアプローチ

ティだけでなく、自動車業界で求められる特殊な要件についても理

OEMメーカーや高度な自動運転の大手サプライヤに至るまで、関連

えた人材が不足する状況になると予想されます。サイバーセキュリ
解している専門家は多くありません。
また、一般的に自動車製品のセ

キュリティに関する企業内の知識は、デジタル化によって急激に高

ESCRYPTとKPMGは、高級スポーツカーメーカーから世界トップ5の
するすべての市場や分野で自動車業界をサポートしています。両社は、
提携パートナーと共に築き上げてきた数十年にわたる経験に基づ

まっているサイバーリスクのレベルに追いついていません。そのた

き、実績のある手法に基づいてさまざまなサービスを提供しています。

解決するのは困難です。さらに、サイバーセキュリティの実装が型式

グと継続的な改善という3つのステップが必要になります。

め、企業が自社のリソースでセキュリティ上のあらゆる課題を迅速に
認証の条件になった場合、最初の作業の時点でできる限り効率的に
すべての要件を確実に実装しておくことが極めて重要になります。

ESCRYPTとKPMGの提携

ESCRYP TおよびKPM Gでは、各規格に準拠したセキュリティソ

リューションを開発するノウハウに基づき、
メーカーやサプライヤの

CSMSを展開するためには、a）準備、b）実装、およびc）コミッショニン

既存の強みの活用

デジタル化によってもたらされる課題の全体的な複雑さや、型式認

証で間もなく義務化されるサイバーセキュリティ実装の負担を考

慮すると、ゼロから仕組みを作り出すという考え方は避けることが

重要です。必要なことは、既存の強みを生かしつつ、各規格に準拠

事業を成功に導く専門的なコンサルティングサービスを提供してい

した完全なサイバーセキュリティ管理システムを構築し、そこに部

つつ自動車サイバーセキュリティのコンセプトを実用化させるため

キュリティ管理システム（ISMS）、品質管理システム、および機能安

セキュリティ管理システムの評価および展開のエキスパートです。両

とKPMGでは、関連規格との潜在的なギャップを特定し、既存の強

とって実用的かつ包括的なアプローチが実現します。たとえば、セ

提供することで、お客様がこのようなプロセスを実現できるようサ

ます。ESCRYPTは、量産時に求められるセキュリティレベルを維持し
の豊富な経験を備えています。KPMGは情報セキュリティとサイバー
社が協力することにより、
これらの強みが組み合わされ、お客様に

キュリティソリューションの開発と運用への影響を考慮しつつ、組織

レベルやプロセスレベルで必要な変更を実装し、最適化する手法を
設計することが可能です。

分的なソリューションを統合することです。既存の強みとは、情報セ
全を達成するための確立された手法などを意味します。ESCRYPT

みを明確化するための専門的な監査とフィット／ギャップ分析を
ポートします。そして、お客様がベンチマークを確立し、投資対効果

を最大化しながら、最速かつ考え得る最善のルートで目標を達成

できることを最優先として考慮します。■

CSMSを展開するための実績のある体系的な手法
準備

実装

コミッショニング

スコーピング

サイバーセキュリティ組織

モニタリングと評価

棚卸し

リスクと機会

継続的改善

統合管理システムに
対応した
協調的な枠組み

人材とツール
エコシステムとの協調

CSMSの運用と
PDCAサイクルの
開始
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ISO/SAE
21434
対応

型式
認証
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連絡先
イータス株式会社

KPMGコンサルティング株式会社

〒220-6217

kc@jp.kpmg.com

ESCRYPT事業部

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5

TEL: 03-3548-5111

クイーンズタワーC 17F

テクノロジーリスクサービス

sales.jp@etas.com

万仲 隆之

TEL: 045-222-0900（代）

ESCRYPT GmbH

Wittener Straße 45

44789 Bochum, Germany
TEL: +49 234 43870-200

ディレクター

テクノロジーリスクサービス

シニアマネジャー
保坂 範和

info@escrypt.com

www.escrypt.com

home.kpmg/jp/kc
home.kpmg/jp/socialmedia
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