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リ テ ィ 脆 弱 性 に つ い て 調 査 し た 論 文（「Security Analysis of Emerging

ムワークの機能を（計画的にせよそうでないにせよ）悪用しないように、企業

）が紹介されました。この論文は 2016 IEEE
Smart Home Applications 」

やその他のスマートホーム・プログラマーの善意に期待するという方法では、

Symposium on Security and Privacy で発表されたもので、市販されている

この問題はもちろん解決しません。たとえば Java や Flash などの環境も、こ

スマートホーム機器のプログラミング・フレームワークの動作を調査し、そ

れまであらゆる種類のマルウェアの攻撃ベクトルとして繰り返し悪用されて

の潜在的な問題点を報告しています。プログラミング・フレームワークとは、

きました。IoT はバッテリで動作する小型機器もあれば巨大なリモート・ク

個々の機器、ハブ、クラウド・ベースのコマンド / 制御サービス、スマート

ラウド・コンピューティング・リソースもあり、有線および無線ネットワー

フォン・アプリで構成されるエコシステム全体の共通基盤となるものです。

キング・テクノロジも数多く存在するなど、これまでとは桁違いに複雑です。

プログラミング・フレームワークにはデバイスの検出、デバイス機能のアド

これらのシステムには、面白半分または金銭目的で悪用が可能な脆弱性があ

バタイズ、サービスへのデバイス・イベントの通知、これらイベントへの応

ちこちに存在しており、こうしたセキュリティ・ホールを突くように巧妙に

答の制御などの機能があります。また、スマートホーム内部で誰が（何が）ど

設計されたマルウェアが必ず出現するはずです。
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の部分にアクセスできるかを制御する機能もあります。
小型機器からネットワーク・サービスまでをサポートしたこれらのフレーム
これまでも特定の機器が抱える実装上の不具合がセキュリティ研究者によっ

ワークは、設計段階からセキュリティを考慮しておく必要があります。また、

てセンセーショナルに取り上げられ、問題のある機器の動作が明るみになる

エコシステムに接続する製品はすべて基本的なセキュリティ機能を SoC に

ことでセキュリティ強化に拍車がかかるという事例がしばしばありました。

ハード化し、セキュアな通信環境をセットアップできるようにする必要があ

しかし今回の論文が特徴的なのは、フレームワークに備わっている機能を（程

ります。シノプシスのセキュリティ IP ソリューションは、未来の IoT テクノ

度の差こそあれ）認められた方法でのみ使用して、ユーザーのプライバシー、

ロジをセキュリティ攻撃から保護します。

データ完全性、そして物理的なセキュリティを攻撃しているという点です。
システムですが、同様のスマートホーム・フレームワークは多くの企業が開

ティを確保することの両立の難しさを改めて浮き彫りにしています。
今回の論文で明らかになったのは、クラウド・サービス上で動作する多くの
アプリケーションが、それぞれの機能の実行に必要とされるもの以上のデー
これはフレームワーク自体の権限システムが定義しているアクセス制御の粒

シノプシスのセキュリティ IP ソリューションは、さまざまな機器向け
SoC にセキュリティ機能を提供して、それらの実装により、SoC レベル
の Root of Trust を実現します。またハードウェア IP ではなく、ソフト
ウェアで実装するセキュリティ・ソリューションも提供しており、コン
テンツ・プロテクションやプラットフォーム・セキュリティに広く採用
されています。
暗号処理エンジン IP：
Hash / SHA-3 Look Aside Core、Conﬁgurable Lookaside AES Core、

度が大きすぎることに原因があります。つまり、ある機器のすべての機能が

ECC / RSA Public Key Accelerator、TRNG など

1 つのアクセス権限にまとめられてしまっており、単に機器を監視するだけ
の場合も機器を制御する場合もすべての機能へのアクセスが可能になってい
るケースが多く見られます。今回調査の対象となった SmartThings でも、ア
実際には機器のすべての機能へのアクセスが許可されるようになっていまし

暗号処理アルゴリズムをハードウェアまたはソフトウェアで実装。対称
型、非対称型、各種エンジンを提供
セキュリティ・サブシステム IP：
Security Protocol Accelerator SPAcc、SPAcc-LTE、SPAcc-MPM、

た。この論文では、スマートホームのオーナーがアプリケーションを操作し
てリモートから自動的にドアを施錠する例が挙げられています。このアプリ
ケーションがアクセスを必要とするのはドアを施錠するコマンドのみです
が、実際にはドアを解錠するコマンド（施錠コマンドよりもはるかに悪用リ
スクの高いコマンド）やユーザーがドアロックのキーパッドで入力する解錠

SSL / TLS / DTLS PDU Processor、ESP / AH PDU Processor など
●

プロトコル・アクセラレータ（TLS、IPsec、LTE-A、Wi-Fi®）

●

各プロトコルに準拠した組み込みセキュリティ・モジュール

プラットフォーム・セキュリティ：

コンテンツ・プロテクション：
HDCP2 ESM、DTCP-IP SDK（Software Development Kit）
、
HDCP2.2 IIA SDK など
●

●

すると考えられますが、将来的にはこれらのフレームワークがエコシステム

そうなろうとも思っていない）一般ユーザーにも簡単に運用できるように、

※1
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力が 1/3 で済みます。HSIC が使用されるのはモデムのみです。

スマートフォンは出荷台数が数千万に達しているため、数百もの機能（および
IP コア）をワンチップに集積したSoCを使用できます。これに対し、IoTシス
テムの場合はまだ出荷数が十分なレベルに達していないため、複数のディスク
リート IC を組み合わせて構築することになります。したがって、IoT 機器内部
およびプリント基板（PCB）上のコンポーネント接続が極めて重要となります。
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USB 2.0
デバイス

IoT システムを設計する際には、複数の無線プロトコルのサポート、消費電
力の最小化、新しいセンサー入力の追加といった要求に対処できるように柔

PCI
Express®

て最も一般的なのは、内部接続と外部接続の両方をサポートしたインター
フェイスを採用することです。すると当然、選択肢に上がるのが USB です。
USB 機器が PC に接続するだけで動作することはコンシューマにも知られて
います。ほとんどのタブレット、PC、スマートフォンは少なくとも PCB 上に

loT SoC

図 1. 無線通信に USB 2.0 ホスト / デバイスを使用した IoT 向け SoC

3 つの内部 USB 接続を備えており、ここにキーボード、タッチパッド、タッ
チスクリーン、カメラ、モデムなど数十億（機能の数でいえば数千）もの

図 2 のように内部接続と外部接続の両方に USB を採用することにより、IoT

USB ペリフェラル・チップを接続できます。USB は PC、スマートフォン、

チップは主要な IoT 市場への適応性を高めることができます。

テレビ、セットトップ・ボックスなどで広く採用されているため、多くのベ
ンダーがこれらの機器に接続可能な USB インターフェイスを備えたチップ
を販売しています。

IoTの消費電力を削減するUSB
IoT チップに USB インターフェイスを採用すると、あらゆる無線規格を迅速
に追加できます。Bluetooth® Low Energy（BLE）や Wi-Fi® などのディスク
リート無線チップは量産によって単価が下落しており、IoT 機器メーカーはさ
まざまなベンダーの製品を自由に選んで全体的な部材コストを削減できます。
また、USB はコントローラ（および PHY）をすばやくオンにして、送信が完了
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したらまたすばやくオフにできるため、全体的な消費電力の削減にも効果が
あります。USB と無線チップが完全にアクティブになるのは、データ送信中
のみです。USB を採用すると、システムの部材コストを抑えたアーキテク

図 2. 外部有線 / 無線通信に USB 2.0 を使用した IoT システム

チャとすることが可能で、既存の USB ソフトウェア・ドライバも利用できる
ほか、デザインの全体的な柔軟性も向上します。

IoTのシステム・アーキテクチャ

IoT市場におけるUSB
ここでは、IoT の市場分野をコンシューマ向けウェアラブル機器、ビル構内の
短距離 M2M、スマートシティ向け M2M の 3 つに分けて考えます。

幅広い市場への展開を考慮してシステムレベルの柔軟性を最大限に高めるに
ウェアラブル機器の場合、バッテリ動作時間と充電時間が特に重視されます。

ターフェイスに絞り込むのが一般的です。これらのインターフェイスは、シ

これらの機器は、クレードルを使用するか本体の USB ポートを直接使用して

DLNA（Digital Living Network Alliance®）向け DTCP-IP ソフトウェ
ア開発キット

ステム内部で PCB 上の配線を利用して標準ペリフェラルおよびセンサーに接

充電します。クレードルには、簡単な電気的接点を使用するものとワイヤレ

続します。一般的な IoT チップには、少なくとも 3 つの USB ホスト・ポート

ス充電を行うものがあります。ウェアラブル機器は、収集したデータ（また

と1つのUSBデバイス・ポートがあります。これらのポートはシステム（製品）

は他の機器から受信したデータ）を BLE を使用してスマートフォンやタブ

内部で使用することも、外部でペリフェラルに接続することもできます。

レット、PC と同期します。タッチスクリーンやカメラを備えたウェアラブル

tRoot™ Secure Hardware Root of Trust
●

USB 2.0
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は、IoT チップの機能を 1 個のマイクロプロセッサ（MPU）といくつかのイン

各 IP を柔軟に管理する、高度な耐タンパー性を実現する最新のセキュ
リティ・ソリューション

理解しやすいものとしていく必要があります。
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発、展開しています。この論文は、消費者が複数の機器を簡単に相互接続し、
機器やサービスからのデータ・アクセスを制限して適切なレベルのセキュリ

を備えたウェアラブル機器のようなものから、スマートマシンやビル構内あ

軟なアーキテクチャを採用する必要があります。柔軟性を確保する方法とし

この論文で取り上げられたのは Samsung 社の SmartThings と呼ばれるエコ

個々の機能の寄せ集め以上の機能をスマートホーム全体で実現することと、

IoT（Internet of Things）市場のアプリケーションには、人間との対話機能
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複雑なコネクテッド・システムへの攻撃を防ぐ方法

IoT アプリケーションの柔軟性を高める内部 / 外部接続

ニュースリリース

スマートホームの構築を支えるセキュアな基盤

内部 USB 接続

機器もあります。

IoT 機器の場合、無線チップ、センサー、入力デバイスを内部で接続するため

ビル構内の M2M 製品は Wi-Fi または ZigBee®、場合によっては BLE を使用

に多くの内部ポートが使用されます。PCB 上で USB 接続を使用すると、機器

してクラウドのサーバに接続します。バッテリや太陽電池で動作する M2M

メーカーは豊富に販売されている無線などの各種チップを自由に選んで機能

製品もあります。商用電源で動作する M2M 機器の場合、小型の USB Type-C

を拡張できます。顧客からのカスタマイズ要求に対しても、それに応じた無

コネクタを 1 つだけ使用するのが理想的です。無線経由でプログラミングや

線規格、センサー、その他のペリフェラルを選択して対応できます。

デバッグが行えない場合は、このポートを使用して実行します。セットアップ
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