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攻撃：マルウェア

およびネットワークに接続された機器を、高度化する攻撃から保護する機能が求められます。しかもこうしたセキュリティ機能をシステム・
オン・チップ（SoC）に実装する際には、デザイン全体の消費電力とサイズの制約も満たさなければなりません。本稿では、IoT エッジ機器
に必要とされる一般的なセキュリティ機能を、面積と消費電力を抑えて実装する方法についてご説明します。また、システムの改ざんと知的
財産の盗用を防ぐ手段についてもご紹介します。
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ドッグ・タイマー

ソフトウェア（I/O ドライバ、ホスト・ドライバ、DSP 関数、セキュリティ・ソフトウェア）

が、IoT 市場の多くのアプリケーションにとっては十分なレベルです

ネットワークに接続した機器において、静止状態および移動中のデータの

性能を必要とするため、IoT エッジ機器への実装は容易ではありません。
暗号化機能を実装する方法は主に3つあり、それぞれに一長一短があります。
したがって、IoT システムを設計する際にはこれらのトレードオフを十分に
検討する必要があります。

この方法は専用のハードウェアを使用しないため、面積は最小に抑えられ

EM プロセッサ・ベースのプラットフォーム上で複数の方法を組み合わせて
シームレスに使用することができます。たとえば IoT 機器の場合は、AES を
専用のハードウェア・エンジン、SHA-2 を ARC CryptoPack によるアクセラ
レーション、そして楕円曲線暗号（ECC）アルゴリズムを独自ソフトウェア
で実行すると最適なソリューションが得られます。

図 1 は、上で説明した 3 つの方法で SHA-256 アルゴリズムを実装した場合
のパフォーマンスと面積を比較したものです。
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ます。柔軟性は最も高く、サポートするアルゴリズムや規格に変更が生じ
ても対応できます。ただしアルゴリズム実行時のデータ・スループットが

プラットフォームのセキュリティ

低い、レイテンシが大きい、消費電力が大きいといった短所があります
暗号化機能専用のハードウェアを使用する：この方法はパフォーマンスが
大幅に向上しますが、面積の増加が大きく、柔軟性も低下します
●

暗号化機能を高速化するプロセッサ・ハードウェア・エクステンションを
使 用 す る：シ ノ プ シ ス の DesignWare® ARC EM プ ロ セ ッ サ 向 け ARC®
CryptoPack オプションを使用する方法と、ARC APEX テクノロジを使用
ゴリズムの変更にも柔軟に対応でき、パフォーマンスも飛躍的に向上しま

機能によって確保する以外にも、機器またはプラットフォーム自身をいくつ

図 2. IoT プロセッサに対する潜在的な攻撃とその防止策

かの方法で保護する機能が求められます。具体的には、物理的な改ざんを
検知して防止策を実行する、信頼できないアプリケーションをサンドボックス
環境で実行してマルウェアからソフトウェアを保護するなどの機能です。
通常、プラットフォームのセキュリティを確保するには、本質的に信頼する
に足るハードウェアおよびソフトウェア・コンポーネントを起点として使用

す（ARC CryptoPack オプションを使用した場合、ソフトウェア実装の最

します（これを「Root of Trust（信頼の起点）」と呼びます）。この Root of

大 7 倍以上）。AES や SHA といったアルゴリズムの場合、プロセッサ・ゲー

Trust を起点としてプロセッサはセキュアにブートし、アプリケーション・

ト数は 5 ～ 10% 増加しますが完全なハードウェア・アプローチに比べれ

ソフトウェアをロードおよびベリファイしてから実行を開始します。

Root of Trust を構築する 1 つの方法として、専用のセキュリティ・プロ

内蔵したシノプシスの ARC EM プロセッサ向け Enhanced Security Package

セッサを追加し、完全に隔離したメモリー領域でセキュリティ機能を実行

には改ざん検知のほか、知的財産の盗用にあわないように命令を暗号化 /

するというものがあります。しかし SoC の面積および消費電力の制約を

復号化する機能もあります。さらに、SecureShield テクノロジには領域

考えると、この方法は必ずしも現実的ではありません。また、この方法では

単位のメモリー暗号化機能をサポートしたセキュア MPU も含まれます。

隔離された共有メモリーを追加したり、専用の CPU 間インターフェイスを

図 2 は、Enhanced Security Package を 追 加 し た ARC EM プ ロ セ ッ サ に

設けるなど、セキュリティを確保するためにプロセッサ間に何らかの通信

対して予想される各種攻撃とその防止方法の例を示したものです。ARC EM

手段を用意する必要があります。

プロセッサはIoTエッジ・アプリケーションに最適化されているため、セキュ
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現在の IoT（Internet of Things）エッジ機器には、ネットワーク全体で転送および格納されるデータを保護するとともに、ネットワーク

セッサとメモリーで実行できるため、システムのコストと消費電力が抑え
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られます。ただし複数の特権レベルによるアクセス制御、プロセッサが

IoT アプリケーション向け SoC を設計する際には、面積と消費電力の増加を
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セキュア・モードかどうかを示すバス・ステート信号、および特権レベルに

最小限に抑えながらセキュリティ要件の高まりに対処する必要があります。

基づいてメモリー領域の割り当てと保護を実行するメモリー・プロテクショ

特に、将来的な要件の高度化にもスケーラブルに対応でき、一般的なセキュ

ン・ユニット（MPU）をプロセッサがサポートしている必要があります。超

リティ課題に対処できるプロセッサ・ソリューションを選ぶことが重要とな

低消費電力コア上に TEE を構築する方法の 1 つに、シノプシスの ARC プロ

ります。
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要件をバランスよく満たす方法

セッサ向け SecureShield™テクノロジがあります。
ARC EM プロセッサ・ファミリーには IoT 市場向け機器を長期的にサポート

相対パフォーマンス
相対ゲート数

IoT エッジ機器やネットワークをダウンさせるような攻撃からプラット

できるスケーラブルなオプションが用意されており、超低消費電力コアの

フォームを保護する以外に、もう 1 つ課題となるのがソフトウェアの知的

内部に耐タンパー性を備えたセキュアな実行環境を構築できます。

財産保護です。SoC に使用するプロセッサ・ソリューションを選ぶ際には、
これらの点について考慮する必要があります。SecureShield テクノロジを
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IoT エッジ機器やネットワークをダウンさせるような攻撃からプラット

できるスケーラブルなオプションが用意されており、超低消費電力コアの

フォームを保護する以外に、もう 1 つ課題となるのがソフトウェアの知的

内部に耐タンパー性を備えたセキュアな実行環境を構築できます。

財産保護です。SoC に使用するプロセッサ・ソリューションを選ぶ際には、
これらの点について考慮する必要があります。SecureShield テクノロジを
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