ホワイトペーパー

CycurHSM で証明書処理の
セキュリティレベルを高める方法

CycurHSM を使用して
信頼の連鎖を実装

CycurHSM バージョン 2.5.6 以降では、X.509 証明書がサポートされており、HSM が保護
する証明書に基づいて信頼の連鎖を実装することが可能です。また、HSM の各種機能を使用
すると、セキュアな認証サービスや承認サービスを構築することができます。

HSM を使用する場合、もともと公開されている要素である証明書を処理する際のセキュリティ
レベルをどのようにして向上しているのかを理解することが極めて重要です。HSM では、信頼の
基点の一部として、HSM コードフラッシュの一部分、つまり保護されたメモリ空間の一部となっ
ている親証明書（または「ルート」証明書）と呼ばれる一連の証明書を使用しています。

HSM では、セキュアな証明書処理における基本的な操作として、証明書の登録を行います。
このプロセスでは、HSM が証明書をセキュアな RAM にコピーし、それを親証明書や挿入され
た証明書と照合してその真正性を確認します（デジタル署名検証）。
この機能を使用することにより、セキュアな ECU 証明書ストアの構築が可能になります。すなわ
ち、HSM ファームウェアの信頼レベルがこれらの証明書に引き継がれます。登録された証明書
に対して、基本的な解析操作を実行することが可能です。CycurHSM では、発行者、サブジェ
クト、およびシリアル番号フィールドの読み出しはサポートされていますが、未知の X.509 カス
タム拡張子はサポートされておらず、無視されます。
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セキュアな証明書ストアの構築

CycurHSM を使用すると、多数の証明書を保護することができます。 また、CycurHSM を設定することで、不正操作が検出された場合に
ただし、利用可能な HSM のコードフラッシュは通常、極めて限定されて
鍵および証明書に対するアクセスを拒否することができます。これに
います。HSM の一般的な構成では、1536 バイトのサイズの X.509 v3
より、攻撃者は壊れた証明書を再現したり、改ざんした信頼の連鎖を
挿入することができなくなります。
証明書に対応する 3 つのスロットが用意されています。なお、実際の
値は異なる場合があり、それらはご使用の CycurHSM バージョンに
付属する Delivery Note に記載されています。
つまり、X.509 証明書の機能がない場合でも、既に確立された信頼済
み証明書ストアを利用できるようになります。
（OEM 各社のソフトウェア
アップデート仕様のために ECUブートローダ内で証明書ストアを適切に
多数の証明書を保護する場合、それらをアプリケーション側の連続した
メモリブロック内に格納する構成が推奨されています。また、
CycurHSM 処理できないなど）この手法を実行できない場合は、X.509 証明書の
のトラステッドブート機能を使用して、このメモリブロックの真正性を

機 能を使 用 することができます。信 頼レ ベル が 確 立されるのは、

保証することも可能です。トラステッドブートソフトウェアの証明書に対応

下図のように、アプリケーション側の証明書が HSM により保護された

する部分は、ユーザーが定義します。HSM では、起動時、またはラン

空間内の親証明書に関連付けられた証明書チェーンの一部である

タイム中にバックグラウンド（RTMD）でこのブロックを確認します。

場合です。

HSM コードフラッシュの親証明書
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HSM により
保護された空間

証明書をアプリケーション側に格納

証明書チェーンの処理

ユーザーコード（擬似コード）

証明書チェーンの処理では、HSM ハードウェアの一般的な制限を考慮

1. 証明書ストアで中間証明書 N を検索します。
2. 中間証明書 N を HSM に登録します。
3. 証明書ストアで中間証明書 N+1 を検索します。
4. 中間証明書 N+1 を HSM に登録します。
5. 中間証明書 N を HSM から解放します（RAM の解放）。
6. 必要なユーザー証明書に達するまでステップ 3 〜 5 を繰り返します。
7. 下記を使用して証明書に対する目的の操作を実行します。
▪▪ CycurHSM の証明書パーサー（公開鍵や基本情報を抽出）
▪▪ ユーザーコード／アプリケーション側の CycurLib などの

する必要があります。ほとんどの HSM システムでは、利用可能なセキュ
アな RAM は限られており、一般的な値は 40 kB です。また、鍵または
証明書の登録に予約されている空間は通常 5 kB に制限されています。
なお、実際の値は異なる場合があり、それらはご使用の CycurHSM の
各バージョンに付属するDelivery Note に記載されています。
この制限に対応するため、HSM の証明書によって署名された証明書
から開始する場合、アプリケーション側のチェーンで次の証明書を検索
および抽出するという手法を取ります。CycurHSM では、過去に登録

証明書解析用ライブラリ

された「ルート証明書検索」の証明書が考慮されます。この 2 番目の
証明書を挿入した後は、RAM を確保するため、過去の証明書を解放
することをお勧めします。この方法に従うことにより、任意の長さの証明
書チェーンを処理することができます。

中間証明書 1

ルート証明書

▪▪ シリアル番号
▪▪ 発行者名
▪▪ サブジェクト名
▪▪ 機関鍵識別子
▪▪ サブジェクト鍵

等しい

識別子

▪▪ 公開鍵
▪▪ 署名

▪▪ シリアル番号
▪▪ 発行者名
▪▪ サブジェクト名
▪▪ 機関鍵識別子
▪▪ サブジェクト鍵

中間証明書 2

等しい

識別子

検証

▪▪ 公開鍵
▪▪ 署名

ユーザー証明書

▪▪ シリアル番号
▪▪ 発行者名
▪▪ サブジェクト名
▪▪ 機関鍵識別子
▪▪ サブジェクト鍵

等しい

識別子

検証

▪▪ 公開鍵

▪▪ シリアル番号
▪▪ 発行者名
▪▪ サブジェクト名
▪▪ 機関鍵識別子
▪▪ サブジェクト鍵
識別子

検証

▪▪ 署名

© ESCRYPT GmbH. All rights reserved.
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証明書署名要求

CycurHSM を使用すると、証明書に基づいた ECU 認証を確立でき
ます。通常、システムのセキュリティ設計には、証明書署名要求（CSR）
が含まれています。CSR が作成されるのは、ECU の量産時や、実際
の使用において証明書を更新する必要がある場合です。

CSR の作成において、セキュリティ上の重要な操作は非対称鍵ペアの
生成です。CycurHSM では、RSA や各種の ECC ベースの鍵生成を
サポートしています。ユーザーは生成された秘密鍵を HSM から抽出

X.509 の機能を使用した CSR の格納
CSR を作成したら、ユーザーはそれを各 PKI に送信し、ID 証明書を
作成します。この証明書は ECU に送信されます。ユーザーは、次に
この証明書を HSM に登録します。これが可能なのは、ID 証明書の署名
を検証するための適正な公開鍵を有するPKI の親証明書が HSM に
含まれているためです。ユーザーは、登録された証明書を X.509 証明
書スロットの 1 つに保存します。この方法では、CSR 自体は格納されま
せんが、要求された証明書が格納されます。

することはできませんが、公開鍵をアプリケーション側にエクスポート
セキュアな汎用データストアを使用した CSR の格納

することは可能です。

CSR の一般的な生成ステップは次のようになります。
1.CycurHSM から鍵ペアの生成を要求します。
2. 生成された公開鍵を抽出します。
3.CSR のデータ構造体を作成します。
4. 生成された秘密鍵を使用して、CSR データ構造体の署名を要求

CSR 自体を格納する必要がある場合、セキュアな汎用データストアを
使用します。この場合、CycurHSM バージョンに十分な大きさのデー
タブロックが設定されていることが前提条件となります。CSR を作成
したら、ユーザーはこのデータブロックにそれ以上処理を加えずに CSR
を保存します。データブロックは、
「書き換え不可」に設定することがで
き、量産時などに格納された CSR はその後変更できなくなります。ユー
ザーは、証明書を要求する際にいつでも CSR を読み込むことができ、

します。

5. 署名を付けて CSR を完成させます。

要求された証明書を汎用的な（保護されていない）データブロックに

CSR の形式はユーザー固有であり、セキュリティ上重要ではないこと

されている信頼の連鎖を構築することはできません。■

格納することもできますが、この方法では、本書のセクション 2 で説明
に留意してください。つまり、データ構造と各内容の作成に対する責任
はユーザーが負うことになります。

CSR は、必要に応じて次の 2 つの方法で格納できます。
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まとめ

CycurHSM は、OEM の証明書サービスの要件を
達成するための強力なソリューションを提供しており、
特に FCA が要求するセキュリティ機能に対応することが
できます。CycurHSM の X.509 証明書処理機能には、
主に次のような利点があります。

■■ 証明書に基づいた強力な信頼の基点を構築し、
ファームウェア認証などに対応
■■ 信頼／証明書ストアの不正操作を防止
■■ ツールボックスのアプローチにより、
カスタマイズの自由度が向上
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