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FinFET デザインの設計生産性ギャップ克服を実現する新しいカスタム設計ソリューション
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各社との協業を通じて開発されており、最先端ノードでの量産製品向けに既に使用されていま
す。また、主要ファウンドリの FinFET プロセス・テクノロジもサポートしています。
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担当テクニカル・スタッフ・メンバーの Mike Borza がご説明します。
最近の自動車はあらゆる面でネットワーク化が進んでおり、サブシステム

す。ロンドン警視庁によると、昨年イギリス国内で盗難被害にあった車両

および SoC を設計する際には従来の物理的な安全対策だけでなく、より広

の半分がキーレス車両であったと推定されています ※1。ドライバーの利便

範な安全対策が必要となってきます。最新のコネクテッド・カーは、ボディ

性を高めるため従来の機械式キーから無線方式のキーレス・イグニッショ

およびパネル・サブシステムから、自動車電子制御装置（ECU）、先進運転

ン・システムへの移行が進む中、暗号メカニズムの強度が十分でないとス

支援システム（ADAS）、インフォテインメント・プラットフォームに至る

マート・キーと車両との間でやりとりされる信号が傍受・解読される可能

まで、ハッカーによるセキュリティ攻撃の標的となりうる要素が多数存在

性があります。

します。日進月歩で巧妙化するセキュリティ攻撃の脅威に対して常に最新
の対抗策をとるには、脅威の種類、システムが抱える脆弱性、最新の標準規

車両の盗難以外にも、自動車には金銭目的で行われるセキュリティ攻撃が

格について理解しておくことが重要です。

いくつかあります。たとえば、中古車を不正な価格で販売するために自動
車のオドメーターを改ざんして走行距離を戻すという古典的な不正行為は、
今やハッカーの仕事となっています。また、駐車料金や高速料金の支払い

自動車のセキュリティに対する脅威

に使用するモバイル決済システムも自動車への搭載が進んでいます。ドラ

しているかも分かるため、家屋への侵入も容易になります。これ以外にも、

受けた場合の被害は甚大で、車両盗難はもとより、ドライバーと同乗者の安

窃盗目的の攻撃の標的となる弱点は数多く存在します。

全が脅かされる危険があります。また、法的訴訟によって自動車メーカー
企業ネットワークが攻撃を受けた場合と同様に、自動車がセキュリティ攻

のブランドが失墜する危険もあります。

撃を受けた場合も、攻撃者からの脅迫、不信感を募らせた購入者や車両の誤
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動作を経験した被害者からの訴訟などによってメーカーのブランドが失墜

です。現在最も一般的なのは、車両の窃盗という単純な動機による攻撃で

する可能性があります。しかも攻撃は金銭目的だけとは限りません。走行
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攻撃に脅かされるようになっています。しかも実際にセキュリティ攻撃を
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になります（もちろんその逆方向の攻撃もありえます）。また、自動車の現

ン、企業ネットワークがこれまで受けてきたのと同じようなセキュリティ
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場にして携帯電話の銀行アプリやその他の個人情報を攻撃することが可能

現できるようになっています。このため自動車も、ノートPC、スマートフォ
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進化しており、外部環境との接続によって自宅やオフィスと同じ環境を再
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図 1. 自動車のセキュリティに対する一般的な脅威
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前ページより続く

脅かされることになります。

まとめと提言

車載ネットワーク

チを配布して最新の脅威にいち早く対応する方法を構築する必要があるで
しょう。

セキュリティは自動車メーカーにとって新しい問題で、なおかつ対策の重

の軽量化に努めており、現在の自動車で 2 番目に重量の大きいサブシステム

要性は高まる一方です。セキュリティと安全、信頼性は非常に密接に関連

自動車メーカーがセキュリティ・ソリューションを調達する際は、セキュ

はワイヤーハーネスとなっています。ケーブルの重量を最小限に抑えて車

しており、もはや安全と信頼性を切り離して考えることはできません。車

リティを重視する文化を持ち、セキュアな製品の開発実績が豊富なサプラ

車両内のいたるところに電子システムが搭載され、サブシステム同士の通

載ネットワークを実装するために Ethernet を共有する方法が一般的となり

載システムがサイバー攻撃に対して脆弱であれば、その自動車を安全と見

イヤが提供するシリコン実証済みのものを選ぶことが重要です。

信が増えるにつれ、自動車が攻撃を受けるリスクが高まっています（図 1

つつありますが、従来の車載バス規格 CAN よりも Ethernet や LAN テクノ

なすことはできなくなります。

P3掲載）。また、車載ネットワークに多くの機能が接続されるようになると、

ロジの方が攻撃の手口が多く知られており、システムはより多くのサイバー

1 つのサブシステムへの攻撃が成功した場合、そこを足場にして別のサブシ

攻撃にさらされることになります。

サブシステムの脆弱性

ステムが攻撃され、さらに被害が拡大します。実際問題として、1 つでもセ

メーカーはソフトウェアのセキュリティと信頼性に関してベスト・プラク
最近の自動車にはインテリジェントな運転支援機能が多数搭載されており、

ティスに基づいた方針を採用する必要があり、そのためにはソフトウェア

これらのサブシステムは車載ネットワークで相互に接続されています。し

開発プロセス全体でサイバーセキュリティへの対抗方針を示してくれるサ
プライヤを選ぶ必要があります。

キュリティが不完全なサブシステムがあると、そのサブシステムに接続し

物理的な配線は必ず攻撃に対して脆弱であるため、上位層に独立したセキュ

かしネットワーク接続はそれ自体が1つのセキュリティ・リスクとなります。

ている別のサブシステムに意図せぬ影響が及び、最終的には車両全体が被

リティ・アプローチを開発する必要があります。そのためにはデータおよ

つまり、車載ネットワークの中でさほど重要性の高くないサブシステムで

害を受けます。

びネットワーク・デバイスに暗号化 / 認証を導入し、分散型のインテリジェ

あっても、その部分のセキュリティが弱いとそこからの侵入を許し、車両全

ネットワーク型システムを設計する際は、最も脆弱なサブシステムを常に

ントなセキュア・ネットワーク内で相互識別および認証を実行する必要が

体に攻撃が広がる可能性があります。

意識することが重要です。インフォテインメント・センターにも基幹サブ

自動車メーカーは、ADAS、コネクテッド・カー、V2X（車両間、路車間、車両・

あります。事実、最近では侵入検知 / 修復などのネットワーク防御手法が

歩行者間、車両・住宅間など）通信、インフォテインメントなど主要な車載

車載ネットワークにも採用される例が増えています。

ります。
先進運転支援システム（ADAS）

ソフトウェア

システムと同程度のセキュリティ対策をしておかないと、そこからハッカー
自動車のセキュリティ規格はまだ発展途上の段階にあります。とすると、

が容易に侵入してさらなる攻撃を仕掛けてくる可能性があります。

盗難や悪意のある攻撃から車両を保護するために自動車メーカーは何をす
ればよいでしょうか。

自動車のソフトウェア・システムもハッカーによる攻撃の入口として利用

セキュアなシステムを構築するためには、設計が完了した後でセキュリティ
機能を付け足していくのではなく、仕様定義と設計の最初の段階からセキュ

される可能性があります。このことは、2015 年に発表された Jeep® へのセ

機能安全と同様、セキュアな車載システムを実現するには、設計チーム内の

リティを考慮したアプローチをとってゼロベースでシステムを構築する必

ADAS は非常に高い安全性が要求されるシステムであるため、バックアッ

キュリティ攻撃実験 ※2 で証明されています。これは、セキュリティ研究者

文化を変革し、今までとは違った意識とスキルセットを持つ必要がありま

要があります。設計段階からセキュリティを組み込んでおけば、無線経由

プ・カメラ、死角検出システム、車線逸脱検出システムなどの機能を担う IP

たちが10マイル（約16km）離れた場所からノートPCと携帯電話だけを使っ

す。たとえば、これまで FMEA（故障モード影響解析）などのツールを使用

で継続的にセキュリティ・パッチを配布して自動車の寿命の最後まで最新

を含め、万全のセキュリティ対策が必要です。ADAS は車載インフォテイン

て車両のオンボード・システムにアクセスして車両の制御を乗っ取ること

して部品の故障が車両全体の安全と信頼性に与える影響を理解していたの

の脅威に対応できるようになります。

メント・システムとも接続されており、ADAS の情報はインフォテインメン

に成功したというものです。

と同じように、サイバー攻撃の脅威とリスクを考慮してハッカーがシステ

ト・システムのディスプレイに表示されます。したがってインフォテイン

に対抗するには、企業ネットワークやエンドユーザーのコンピューティン

なパートナーを選ぶことが重要となります。このようなアプローチをとれ

レーキを乗っ取り、最後には車を減速させて路肩に停車させました。

グ機器のセキュリティ対策同様、自動車業界も継続的にセキュリティ・パッ

ば、日進月歩で巧妙化する脅威に対して確実に対抗できるでしょう。

取り組んでいます。その目標を達成する上で鍵となるのが、車両に内蔵さ
れたネットワーク接続機能です。Apple®、Google™、Microsoft® の各社が
発表しているコネクテッド・カー・プラットフォームは、モバイル機器の

セキュリティ規格

機能、インフォテインメント、自動車アプリ、デジタル診断 / 監視、高度な

自動車に関するセキュリティ規格は全体的にまだ発展途上にあります。機

ナビゲーション機能を車載コンソールから利用できるようにすることを目

能安全規格の ISO 26262 およびその ASIL 分類は 1 つの基準点となります

指しています。

が、セキュリティに照準を合わせた具体的な標準の規格化はまだ流動的で、
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固まっていません。
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高い安全性は求められませんが、車載ネットワークに接続しているためセ
キュリティ攻撃の入口として利用される可能性があります。
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