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デザインセキュリティは、多くの場合あとから検討されます。しかし、セキュリティ

侵害が日常的に広範な業界に影響を与えている現在、早い段階で設計にセキュリティ

を組み込むことが必須となっています。この論文では、一見最も無害な製品において

もセキュリティを無視することができない理由を説明し、なぜハードウェアベースの

セキュリティ技術がソフトウェアベースの方式より脆弱性に対する保護が優れている

かを解説します。

要約
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はじめに

サイバー犯罪は大きな被害をもたらすが、未だに多くの企業は
手遅れになるまでデザインセキュリティについて検討しない。

ベビー 
モニターで
さえハック
されたこと
がある

2016年秋、大規模なインターネット障

害が発生し、Amazon、Twitter、Netflix、

PayPalなどのサイトがダウンしました。

犯人は、マルウェア｢Mirai｣の亜種を

ベースとするボットネットによって

ハックされたCCTVビデオカメラと

DVRでした。今年初めに、Appleと

Androidのスマートフォン、サムスン

のSmartTV、およびインターネット

対応自動車にアクセスする方法を発

見したというCIA内部文書の存在を

ウィキリークスが公表し、大きな

ニュースになりました。

攻撃の日常化とともに、私たちが安全だ

と思い込んでいる日常的な製品に対する

攻撃の話を耳にするようになりました。

ベビーモニター、玩具、セキュリティカ

メラ(皮肉なことですが)、あるいは医療

機器などがその例です。一部の攻撃は、

｢ホワイトハット｣(または倫理的)ハッカー

によって、単に攻撃が可能かどうかを判

断するために行われています。それ以外

の攻撃は、より邪悪な意図から生じるセ

キュリティ侵害です。ハッキングがさら

に大きな話題になったのが、最近行われ

た米大統領選です。
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図1. FBIの2015年度インターネット犯罪報告書は、インターネット利用犯罪に関して
同局のインターネット犯罪苦情センター(IC3)に寄せられた国民からの苦情を 

記録している。

IC3の開設以来、340万件以上のインターネット犯罪苦情が記録されている。
情報源：FBI
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サイバー犯罪の
被害額は 

2019年には 
2兆1000億ドル

に増大する 
可能性がある

Juniper Researchのレポートは、従来

のコンピュータ機器のデータ侵害に

よってサイバー犯罪の被害額が2019

年には2兆1000億ドルに増大すると予

想しています。同レポートでは、これら

の侵害の大部分が既存のITおよびネッ

トワークインフラストラクチャから生

じると説明しています1。さらに、スマー

ト、コネクテッド機器(特に機密の、個

人データを扱う製品)の増加にともなっ

て、混乱や損害の傾向もそれだけ大き

く、危険になっています。Forresterは、

2017年に大規模なモノのインターネッ

ト(IoT)のセキュリティ侵害が発生する

と予想しています。

同社では、最も脆弱性が高いのは迅速

にIoT技術を採用した分野だと確信し

ています。

• 運輸業界のフリート管理

• 行政機関のセキュリティおよび監

視アプリケーション

• 小売業界の在庫および倉庫管理ア

プリケーション

• 基礎生産業界の産業資産管理

さらに重要な問題として、Forresterは

ハッカーが分散型サービス妨害(DDoS)

攻撃を実行するためにIoT機器の利用

を続けることも予想しています2。FBI

のインターネット犯罪苦情センター

(IC3)は、インターネット利用犯罪の疑

いがある活動について一般からの苦情

を記録しています。同局の2015年イン

ターネット犯罪報告書によると、IC3

は2000年5月の編成以来340万件以

上の苦情を記録しており、過去5年間

にわたる平均は年間30万件近くになっ

ています。図1は、2010年以来受け付

けてきた苦情の記録です。同じFBIの

報告書に、インターネット利用犯罪に

伴う被害額も記載されています。図2

は、2015年度(このホワイトペーパー

公開時点での最新の報告書)における内

訳を示しています。

これらすべての脅威とリスクに直面し

ながら、なぜこれほど多くの業界でセ

キュリティが後回しにされているので

しょう？事実は単純で、多くの企業で

は製品開発サイクルの見かけ上のコス

トと時間が増大するという理由でセ

キュリティが二の次にされています。

しかし、デザインセキュリティを無視

すると、収益の喪失、ブランドの評判

低下、さらには人的被害まで、より大

きなコストが発生します。さらに、ソ

フトウェアベースのセキュリティ方式

は、多くの人が信じ込まされているよ

うな最も強力な保護を提供しません。

ハードウェアベースのセキュリティ

は、はるかに強固な方法を提供します。
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金融業界でさえ 
絶対安全ではない

厳重な規制の下にある金融業界には、

各種の規格が存在します。これには、

全体的な情報セキュリティ管理システ

ムの中における情報セキュリティ管理

のベストプラクティスを推奨するISO

27000シリーズ、第三者リスク評価

組織のShared Assessments Program

に よ っ て 管 理 さ れ るSIG (Standard

Information Gathering)調査票、およ

びクレジットカード詐欺を減らすため

に考案された独自の情報セキュリティ

規格であるPCI DSS (Payment Card

Industry Data Security Standard)など

があります。これらの規格を採用しな

い金融機関は、万一セキュリティ侵害が

発生した場合に多額の制裁金を請求さ

れます。こうした規制にもかかわらず、

SecurityScorecard の 2016 Financial 

Industry Cybersecurity Report3によ

ると、同社のプラットフォーム上で

7000以上の金融機関を分析した結果、

以下のような驚くべき事実が判明しま

した。

• 米国の市中銀行上位20行の75%

がマルウェアに感染していた

• 金融機関のほぼ5つに1つが重大

なセキュリティ脆弱性のあるメー

ルサービスプロバイダを使用して

いる

• 米国の主要市中銀行の95%はネッ

トワークセキュリティがCまたは

それ以下のグレードと評価された

4 of 10

年間30万件
のインター
ネット利用
犯罪に関する
苦情がFBIに
よって記録
されている

図2. FBIのインターネット犯罪苦情センターによって記録された 
インターネット利用犯罪

FBIによって記録されたサイバー犯罪

$1,070,711,522

288,012

127,145

$8,421

報告された被害額

苦情件数

被害を伴う苦情件数

被害を伴う苦情の
平均被害額

情報源：FBI
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厳しく規制
された金融

業界でさえ、
まだ攻撃に

対して 
脆弱である
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1つ注意すべき点として、PCI DSSはソ

フトウェアベースのセキュリティのみを

扱っています。POS (Point-of-Sales)金

融トランザクションの場合、ハードウェ

アベースのセキュリティの方がはるかに

堅牢な方式です。PCI SSC (Payment 

Card Industry Security Standards 

Council)は、全世界の産業界向けセキュ

リティ規格の維持、発展、促進に携わっ

ています。主要ペイメント製品企業に

よって設立された同カウンシルは、ペイ

メントシステム用の堅牢な、ハードウェ

アベースのセキュリティ制御を提供する

PTS (PIN Transaction Security)規格の

PCI-PTSも策定しています。これらのガ

イドラインは、タンパーやその他の物理

的およびデータ侵害に対する保護方式を

策定する上で役立ちます。

この領域にいくつかの問題点があるに

も関わらず、同サイバーセキュリティ

レポートでは、情報サービス、テクノ

ロジー、および建設業界と並んで、金

融サービスをサイバーセキュリティ評

価に基づく最も成績優秀な業界に格付

けしています。最も成績が悪いのは、

運輸、エネルギー、非営利、および食

品の各業界です4。実際、金融業界が(非

常に強い規制があり本質的にデータに

ついて敏感であるにも関わらず)まだ

攻撃に対してこれほど脆弱であること

には不安を覚えます。さらに心配なの

は、ほとんどの業界にはそのような従

うべき規格が存在せず、セキュリティ

を考えるのは設計者自身の責任になる

という事実です。

スマートデバイスはさらに
セキュアではない

他にもさまざまな業界で、セキュリティ

が重要な設計の考慮事項になります。

• 産業界：以前の孤立したシステム

から完全にネットワーク化された

システムへと移行しており、機器

がリモート攻撃に晒される可能性

がある

• 医療業界：医療記録や機器/装置

が攻撃を受けた場合、プライバ

シー、データ完全性、患者の安全

性などの問題が生じる

• オンラインバンキング：身元を視

覚的に保証することが困難なた

め、危険を抱えている

• 小売業界：モバイル販売チャネル

を持っている場合、安全なトラン

ザクションと通信を確保する必要

がある

• 通信業界：データの傍受やシステム

ダウンにつながる各種の攻撃に対

する保護のため、エンドツーエン

ドのセキュリティが必要である

• 自動車業界：コネクテッドカーの

登場で、リモートハッキングなど

の脅威に対する保護が必要になっ

ている(2015年にホワイトハット

ハッカーがセントルイスの幹線道

路上でジープへの侵入に成功した

ことが話題になった)
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• インフラ業界：スマートグリッド

やその他のユーティリティは、都

市の混乱や人的被害を招く攻撃に

対して保護される必要がある

明らかに、金融のような業界では、た

とえばクレジットカードシステムに侵

入することができる犯罪者には明確な

見返りがあります。リスクも大きいで

すが、この犯行をやりとおすことがで

きる人間が手にする報酬の可能性の方

が、そのリスクを上回ります。今日、

私たちの周りではスマート、コネク

テッドデバイスが増え続けており、そ

の1つ1つが従来の｢ダム｣デバイスとは

比べものにならないほど多くの潜在的

な脆弱性ポイントを備えています。場

合によっては、アクセス性のためにリ

スクが低減した例もあります。Gartner

によると、チャイムやホームセキュリ

ティシステムから、医療機器、ファク

トリー/ビル制御システム、自律走行車、

都市のインフラ機能まで、センシング、

コネクティビティ、および通信機能を

備えたさまざまなものの数が2020年

には208億に達すると予想されます5。

多くの場合、これらの機器とクラウド

の間で貴重なデータが転送されます

が、それらは途中の複数のポイントで

傍受される可能性があります。

残念なことに、セキュリティに関する

決定の多くが結局は予算の話になり、

しばしば間違った形で行われます。セ

キュリティ侵害のコストは、金額の点

でも評判や顧客の信用の点でも高く付

きます。図3は、消耗品を例として、

偽造が収支にどれほど影響するかを示

しています。しかし、多くの企業は未

だに独自のバランスゲームを続けてお

り、セキュリティを組み込むための時

間、労力、コストと、開発コストを抑

えながら市場投入までの時間を短縮し

なければならないプレッシャーとを天

秤にかけています。さらに、多くの場

合、セキュリティは製品に何の機能も

追加しないため、不幸にも後回しにさ

れます。しかし、図3を見れば明らか

スマート
デバイスが
セキュリティ
に関して
スマートとは
限らない

図3. セキュリティにはコストがかかるが、偽造による売上、利益、ブランドの評判
の喪失もコストがかかる

セキュリティICなし セキュア認証用ICを使用(単価0.50ドル)

1000万個の売上高(単価10ドル) $100M

偽造によるマイナス分0% $0M

純売上高 $100M

売上原価(1000万個、単価3.50ドル) -$35M

利益 $65M

1000万個の売上高(単価10ドル) $100M 

偽造によるマイナス分15% -$15M

純売上高 $85M

売上原価(1000万個、単価3ドル) -$30M

利益 $55M
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なように、実際にはセキュリティを棚

上げにすると最終的により多くのコス

トがかかることになります。

なぜハードウェアベースの
セキュリティがより効果的か

セキュリティについて真剣に考える際

には(この論文で示したデータポイント

に納得してもらえたことを期待します

が)、ハードウェアベースとソフトウェ

アベースのセキュリティ方式について

検討する必要があります。ソフトウェ

ア暗号化はコスト効率が良く実装と

アップデートが容易だと思われていま

すが、実際には｢機器のオペレーティン

グシステムのセキュリティと同じレベル

までの強度であり、OSにセキュリティ

欠陥があると暗号化コードによって提

供されるセキュリティも容易に侵害さ

れる｣と情報セキュリティ誌に記載され

ています6。もちろん、オペレーティン

グシステム(およびそれらのパッチ)は

通常は非常に複雑で、侵害につながる

可能性のある相互動作を完全に判定す

るのは困難であるため、システムには

潜在的に多数の脆弱性ポイントが残っ

ていることになります。

ハッカーは常にソフトウェアセキュリ

ティツールとネットワーク脆弱性を標

的にしているため、ソフトウェアベー

スの方式では、ボードやメインマイク

ロコントローラの制御を奪おうとする

者に設計が晒されることになります。

ZDNet は ｢Hardware-based security 

more effective against new threats  

(新しい脅威に対してより効果的なハー

ドウェアベースのセキュリティ)｣とい

う記事の中で、サイバー犯罪者は物理

層の改ざんを困難と考えるため、ハー

ドウェアベースのセキュリティを使う

と製品がより保護されると主張してい

ます。さらにこの記事は、RSAの担当

者の言葉を引用して、物理層はマル

ウェアがオペレーティングシステムに

侵入し仮想化層を突破する可能性を排

除するとしています7。

ハードウェアベースのセキュリティ

は、確実に、ソフトウェアベースのも

のより堅牢です。｢信頼の根幹｣の確立

は、ハードウェアベースの方式を基盤

とする信頼すべきソフトウェアから始

まります。電子機器のハードウェアを

侵害しようとする攻撃に対する唯一の

保護方法は、内蔵の書換え不可のメモ

リからソフトウェアを実行するセキュ

アマイクロコントローラを使用するこ

とです。このソフトウェアは、マイク

ロコントローラのROMに格納され、

変更が不可能であるため、本質的に信

頼することができる(したがって信頼

の根幹である)と考えられます。この

｢変更不可｣で信頼することができるソ

フトウェアを使用して、アプリケー

ションソフトウェアの署名を検証およ

び認証することができます8。
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ハードウェア
ベースの
方式による
｢信頼の根幹｣
は最も強力な
セキュリティ
を提供する

もちろん、設計の構成を考える最も基

本的なレベルから開始することにも意

味があり、そのレベルおよびその上に

追加されるすべての層にセキュリティ

を組み込むことができます。最下層か

ら始まるハードウェアベースの｢信頼

の根幹｣方式を使うと、より多くの設

計への潜在的な侵入ポイントを閉鎖す

ることができます。さらに、一部の設

計(より大規模な分散型センサーネッ

トワークの一部を構成する小型セン

サーなど)が、複雑なソフトウェアの

ホスティングに利用されなくなりま

す。図4は、IoTセキュリティの3つの

主な要件を示します。

セキュリティマネージャ、セキュアマ

イクロコントローラ、およびセキュア

認証用ICなどのエンベデッドセキュリ

ティICは、各センサーノードからクラ

ウドまで、システム全体を保護するプ

ロセスを容易にしてくれます。それらの

ICはターンキーセキュリティソリュー

ションを提供し、複数層の高度物理セ

キュリティ、各種の暗号アルゴリズム、

セキュアブート、暗号化、セキュアキー

ストレージ、デジタル署名の生成と検

証などの機能や特長を実現することが

できます。

要件

信頼

機器認証

使用制御/機能有効化

セキュアブート/ダウンロード

IP保護
クローン防止

ファームウェア暗号化

セキュア通信

証明書の配付と検証

パケット暗号化

完全なTLSサポート

暗号化

図4. 3つの主な要件に対応する必須のIoTセキュリティニーズ

http://www.maximintegrated.com/jp


www.maximintegrated.com/jp

• 高度物理セキュリティを内蔵し、

チップ上に非インプリントメモリ

を備えたセキュリティマネージャ

は、わずかな物理または環境タン

パーの試みからもシークレット/

プライベート鍵および機密データ

を保護可能

• 暗号エンジンとセキュアブート

ローダを内蔵したセキュアマイク

ロコントローラは、暗号解読侵入、

物理タンパー、リバースエンジニ

アリングなどの脅威に対する保護

が可能

• セキュア認証用ICは、IP保護、ク

ローン防止、および周辺装置/IoT

機器/エンドポイント認証のため

のコスト効率に優れた手段を提供

設計のプロトタイプ作成を迅速に行う

ために、多数の高集積、検証済みリファ

レンスデザインも利用可能です。優れ

たリファレンスデザインは、単に基本

的な要素を含んでいるのみではなく、

ガーバーファイル、評価/開発ツール、

テストデータ、ドライバ、部品表(BOM)

などのリソースを提供します。リファ

レンスデザインを使用すると、これら

のボードに内蔵されたエンベデッドセ

キュリティICが備える認証およびその

他のセキュリティ機能を完全に評価す

る機会が提供されます。

まとめ

毎日のように報じられるハッキングの

ニュースは、デザインセキュリティを

見過ごすことができない十分な証拠で

す。ソフトウェアベースとハードウェ

アベースの方式を比較すると、ハード

ウェアを介してシステムの保護を実装

する方がより堅牢なオプションを提供

することは明らかです。今日のエンベ

デッドセキュリティICは、複数層の高

度セキュリティ、暗号アルゴリズムの

サポート、タンパー検出、およびその

他多数の保護を早い段階で設計に取り

入れるための、より容易で、低コスト

の方法を提供します。
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次の設計の安全を確保するエンベデッドセキュリティソリューションの詳細については、

｢DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューション｣ガイドをご覧ください。

さらに詳しく

今すぐダウンロード >

出典
1https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/cybercrime-cost-businesses-over-2trillion 

2http://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/11/01/internet-of-things-iot-2017-predictions-from-

forrester/#7d8c5a7a6bb6

5http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317

6https://www.infosecurity-magazine.com/magazine-features/tales-crypt-hardware-software/ 

7http://www.zdnet.com/article/hardware-based-security-more-effective-against-new-threats/

8http://www.embedded.com/design/safety-and-security/4438300/Securing-the-IoT--

Part-2---Secure-boot-as-root-of-trust-
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