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ガイド公開にあたって
自動車には様々なソフトウェアが導入されており、自動車一台に搭載される車載コンピュータ
（ECU：Electronic Control Unit）は 100 個以上、ソフトウェアの量は約 1,000 万行と言われてい
る。また近年、スマートフォンが急速に普及してきていることにより、カーナビやテレマティクス端
末といった車載機器とインターネットを、スマートフォンを介して連携したサービスが検討・実用化
されている。さらに、車載システムや車載ネットワーク等においても、一般的な PC と同様の汎用的
なソフトウェアやプロトコル（Ethernet、TCP/IP 等）が利用されるようになった。この結果、自動
車についても情報システムと同様に、自動車と周辺システムを合わせて自動車システムとして捉え、
情報セキュリティ上の脅威に備える必要性が高まってきている。
自動車では従来、乗員の安全を確保するための高度な技術・ノウハウを蓄積しており、誤操作・誤
動作による障害が発生した場合においてもフェイルセーフ機構によって「セーフティ」を担保する事
を可能としている。一方、攻撃者による悪意ある攻撃等から資産を守る「セキュリティ」は、リスク
を 0%にすることが不可能であり、リスクとコストのバランスをとる等、従来のセーフティとは異な
った考え方が求められる。
情報システムではセキュリティの問題に対し、システムの脅威分析結果に基づいたセキュリティ設
計と実装を行うと共に、そのシステムの運用時点において新たに発覚した脆弱性（セキュリティ上の
弱点）の対策を含めて、対応を行っている。自動車システムにおいても、従来のセーフティの機能と、
従来の情報システムで得られたセキュリティ対策の知見を組み合わせた形で、対応していく事が重要
である。
本ガイドでは、自動車システムで考えられる脅威と、それに対するセキュリティ対策を具体的に示
すことで、自動車システムのセキュリティ設計を強化できるようにすることを目的としている。また、
自動車システムのライフサイクルの各フェーズ（企画・開発・運用・廃棄）において行うべき事項を
示すことで、自動車システムの企画や開発段階だけでは無く、運用や廃棄段階も含めたセキュリティ
のトータルマネージメントを行えるようにすることも目的とする。
本ガイドが活用されることで、自動車システム業界がセーフティに加え、セキュリティ面でもより
品質の高い製品を、消費者に提供できるようになることを期待する。

2013 年 3 月 25 日
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ガイド改定にあたって
2013 年に本ガイドを公開してから、自動車業界を取り巻く環境は大きく変わりつつある。交通事
故を劇的に減らすために、障害物を検知して衝突を回避する「自動ブレーキ機能」の導入が進み、先
行車との車間やレーンをキープする機能を組み合わせた自動運転の実用化に向けた期待が膨らみつ
つある。カーナビやテレマティクス端末といった車載機器も、その機器自身やスマートフォンを介し
たクラウドとの接続がより密接になり、様々な新しいコネクティドサービスが実現されるようになり
つつある。
また、クラウドとの接続点をエントリポイントとして、自動車に対するサイバー攻撃の手法の検討
が数多く行われてきた。本ガイドの第 1 版が策定された当時に報告された手法と本質的に大きな差は
ないが、手法の検討過程が明らかになっていることと、CERT アドバイザリとして脆弱性が公表され、
製品リコールにつながるなど、社会に大きなインパクトを与えるようになりつつある[1]。
その一方で、重要インフラをはじめとする制御システムもサイバー攻撃のターゲットとしてとりあ
げられるようになっており、制御システムを対象とする国際標準規格として IEC 62443 の策定が進
められている。製造業における製造設備もまたサイバー攻撃対策の必要性が認識されるようになりつ
つあり、IEC 62443 に対する取り組みが始まったところである。自動車産業においても、ECU や自
動車の製造工程において、暗号鍵などの機密情報の漏えいや改ざんなどの脅威も重要になる、との認
識から本ガイドを加筆、改訂することにした。
本ガイドの改定にあたっては、このような状況を鑑み、製品のライフサイクル（企画、開発、運用、
廃棄）のフェーズの中で、開発フェーズにフォーカスし、セキュリティの設計が行われた後で製品に
それらの成果物が組み込まれていく製造工程において、第１版では触れられていなかった脅威に対す
る対応の記載を強化するとともに、所有者や利用者に製品が届けられるまでの運送に関しても対応す
べき項目を加筆することにした。
自動車業界としてもサイバー攻撃に対するセキュリティの取組みの検討や標準化が開始されつつ
ある[2]。本ガイドが活用されることで、コネクティドサービスや自動運転の普及に合わせ、自動車
業界がセーフティに加え、セキュリティ面でもより品質の高い製品を、消費者に提供できるようにな
ることを期待する。
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1.

はじめに

1.1.

自動車セキュリティの現状と課題

自動車における情報処理技術の活用が進む中、自動車の情報セキュリティの重要性が高まってきて
いる。その背景には以下の 3 つの要因を背景とした悪意ある攻撃の機会や脅威の増加という状況があ
る。
①

自動車システムのソフトウェア化・ネットワーク化
自動車の本来機能（走る・曲がる・止まる）に加え、多種の機能を実現するためのソフトウェア規

模の増大やネットワーク接続の拡大が進んでいる。さらに、自動車用 OS（Operating System）とし
て Windows/Linux 等の採用、車載 LAN（Local Area Network）の Ethernet・TCP（Transmission
Control Protocol）/IP（Internet Protocol）化といった、「自動車システムのオープン化」が進んで
いる。これは、利用者に様々なサービス提供を可能にする反面、攻撃の難易度を低下させる可能性が
考えられる。
②

スマートフォンの普及
スマートフォンが急速に普及し、自動車と連携したクラウドサービス等の提供が始まっている。ス

マートフォンは、高機能なアプリケーションが動作し、ネットワーク接続を行うモバイルコンピュー
タとしての利用が容易であるため、パソコンと同様のセキュリティ脅威を考慮した上で、自動車との
連携を行う必要がある。
③

自動車システムの新しい利用形態の出現
カーシェアリングやクラウドサービスの普及により、自動車システムに関連する情報がクラウド等

で活用される可能性がある。これに伴い、自動車をシェアする他の利用者に情報が漏えいするケース
や、クラウドに送信された GPS（全地球測位システム：Global Positioning System）情報等から、
日常立ち寄る場所等が割り出され、プライバシ侵害につながる可能性も考えられる。
すでに 2010 年には米国の研究者等により、自動車内外からの通信によって自動車内のソフトウェ
アの脆弱性を攻撃することで、自動車の制御等に影響を与えることが可能であることが明らかとなっ
ている[3]。セキュリティ（Security：悪意のある人からの自動車・搭乗者・情報の保護）の侵害が、
安全性（Safety：悪路・事故・誤操作からの自動車・搭乗者の保護）の侵害につながらないよう、自
動車システムに関する「セキュリティ」への対策が急務である[4]。
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1.2. 本書のねらい
本書では、自動車メーカ・自動車部品メーカ等自動車業界の関係者にむけ、よりセキュアな自動車
システムの実現のために取り組むべき事項と、組織がセキュリティ確保に向けた取組みの実施度合い
を図るためのレベルを示すこととした。
まず、自動車システムに対する脅威と対策の具体イメージが想定できるよう、これらを本文に記述
するとともに、巻末に「脅威と対策のマッピング表（付録 1）
」を添付した。実装しようとする機能
に対し、想定される脅威と、その対策の検討の手がかりとして活用されることを目的とする。
次に、企画・開発・運用・廃棄のライフサイクルの各フェーズ、及びそれらを統括するマネジメン
トで行うべき取組み項目を記載している。各項目の取組みに対するレベルは組込み機器ベンダのヒア
リングをもとに 4 段階とし、各項目のレベルの目安は本文に記載するともに、巻末に「取組みレベル
の一覧表（付録 2）
」として添付した。これらを用いて、取組みレベルの達成度を自組織で評価し、
レベルの低い項目に対してより上位のレベルの取組み事項を実践することにより、よりセキュアな自
動車システムを実装し、また維持することを手助けすることを目的とする。
本書が想定する主な読者は、以下の通りである。
・ 自動車メーカ・部品製造メーカの企画開発関係者、予算・人員を決定する意思決定者（経営者）
・ その他自動車向けに様々なサービスを提供するサービス事業者
（後付け車載機等の開発メーカ、車載機と連携するスマートフォンアプリの開発者、車載システ
ムに関係したサービスの開発者・管理者 等）
なお、本書は過去に IPA が調査・公表した組込みセキュリティ[5][6][7]、自動車セキュリティ
[8][9][10]及び「組込みセキュリティへの取組みガイド[11]」を基に作成した自動車向けのガイドであ
る。
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2.

自動車システムとセキュリティ

本章では、自動車システムを定義し、その定義に基づいて脅威と対策を整理する。

2.1.

自動車システムのモデル

自動車に関するセキュリティを考える上では、自動車本体だけではなく、自動車に着脱される機器
や、自動車と通信を行う機器、それらを利用して提供されるサービスの全体像を捉えた上で検討を進
める必要がある。そこで、本書では、自動車メーカから提供される「自動車」
、ETC（Electronic Toll
Collection System）車載機やカーナビ等の「追加機器」
、ETC・テレマティクス等の「周辺サービス」
をすべて含んだ範囲を「自動車システム」と定義する。図 2-1 に本書が定義する自動車システムの
構成を示す。本書の目的は、自動車システムをセキュアに実装・維持することである。

周辺システム
テレマティクス
テレマティクス端末

ＩＴＳ

追加機器

ＥＴＣ
ETC車載機

自動車

位置情報提供

ナビゲーション
カーナビ

スマート
フォン

動画配信

タブレットPC

衝突検知用カメラ
遠隔制御

図 2-1 自動車システム

2.1.1. 自動車の構成
自動車におけるセキュリティを詳しく検討するために、本節では図 2-1 の「自動車」及び「追加機
器」に関して、より詳細な整理を行う。自動車は自動車メーカや価格帯（グレード）によって、自動
車の構造・機能等に違いがあるため、業界共通的な自動車のモデルを定義することは難しい。そのた
め IPA では、自動車システムのセキュリティ分析及び求められる信頼性の観点から、図 2-2 に示すよ
うな「IPA カー」と呼ぶ自動車のモデルを仮定した。
「IPA カー」では車載 LAN を最大限に抽象化し、
一本のバスに全ての機能が接続されるものとして定義した。また、
「IPA カー」では「走る」
「止まる」
「曲がる」といった「基本制御機能」に加え、快適性や利便性を高める「拡張機能」、利用者が車内
に持ち込まれる機器等「一般的機能」から構成されていると定義した。外部接続ポートはそれぞれの
機能に含まれる可能性があるが、ここでは「拡張機能」と「一般的機能」の間を繋ぐものとして抜き
出し、整理した。なお、
「基本制御機能」と「拡張機能」を合わせたものを、
「車載システム」と呼ぶ
こととし、この二つの機能カテゴリに関しては、「駆動系」や「インフォテイメント」といった、機
能の細分化を行っている。本ガイドでは「車載システム」における脅威と対策を検討することを目的
としている。
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「拡張機能」に含まれる機能は大きく二つに分類される。一つは、
「ボディ系」
「安全快適機能」
「診
断・保守」をまとめた「制御関連」であり、主に「走る・止まる・曲がる」といった自動車の物理的
な機能と密接に関連する。もう一つは、
「ITS 機能」「テレマティクス」
「インフォテイメント」をま
とめた「情報関連」であり、運転者に情報を提供するため機能と密接に関連する。これらの二つの機
能は、機能としての挙動はもちろんとして、機能を利用して提供されるサービスやセキュリティの問
題が発生した際のリスク等に違いがあると考えられるため、連携する機能や取り扱う情報等に適した
セキュリティを検討していくことが必要である。
一般には、基本制御機能や制御関連に分類される自動車の制御に関わる機能では可用性が重視され、
情報関連では機密性が重視されることが多い。

図 2-2 IPA カーのシステムモデル

表 2-1 に「基本制御機能」
「拡張機能」「一般機能」の概要を示す。
表 2-1 IPA カーを構成する機能
機能

説明

1.基本制御機能

自動車に必須の「走る・止まる・曲がる」に関係する機能。本機能の機器は自動車メーカ及び上流
自動車部品メーカ（Tier1 サプライヤ）が開発するもので、セーフティ機構が厳重に組み込まれて
いる。セキュリティの観点からは、可用性を確保するように検討すべき機能である。

2.拡張機能

運転者の快適性・利便性向上に関係する機能。自動車メーカやその調達先以外のサービス事業者が
開発することもあり、後付けの機器として販売後に機能が拡張されることがある。様々な情報を保
存・処理することから、可用性に加え、機密性についても検討すべき機能である。

3.一般的機能

自動車専用部品のみならず、スマートフォン・タブレット・PND（Portable Navigation Device）
等の情報機器を含めた持ち込み機器によって提供される機能。一般的機能を実現するハードウェ
ア・ソフトウェアは様々なサービス事業者により開発されるため、持ち込み機器の形態にそったセ
キュリティ対策が必要となる。

「基本制御機能」はセキュリティにおいても最も厳しく保護すべき部分であり、ゲートウェイ等に
より「拡張機能」「一般的機能」からのアクセスを制限する必要がある。また、インシデント発生時
には、
「拡張機能」
「一般的機能」と切り離しや、フェイルセーフ機構を用いた「基本制御機能」の最
低限の維持などを実施することも重要である。
7

各機能カテゴリは、表 2-2 に示す機能により構成される。
表 2-2 IPA カーの機能
機能
1.基本制御
機能

A.駆動系

エンジンやモータ、燃料・電池、トランスミッションの制御等「走る」に関
する制御機能。

B.シャーシ系

ブレーキやステアリングの制御等「止まる・曲がる」に関する制御機能。

制
御
関
連
2.拡張機能
情
報
関
連

3.一般的機能

説明

C.ボディ系

ドアロック、エアコン、ライト、ウインカ等車体に関する制御機能。

D.安全快適機能

自動ブレーキ、車線維持制御、車間距離制御等、自動車を制御する機能との
連携により、自動的に安全性や快適な運転を実現する機能。

E.診断保守

OBD（On-Board Diagnostics）-II による故障診断・保守等の機能。

F.ITS 機能

ETC や ITS（高度交通システム：Intelligent Transport System）スポット
等路側機や車車間通信によって実現される機能。

G.テレマティクス

携帯電話網等の通信機能による位置情報収集や、ドアロック・ライト点灯等
のような遠隔サービス機能。

H.インフォ
テイメント

カーナビ、オーディオ機器、その他、搭乗者に対する娯楽や情報提供を行う
機能。

I.持ち込み機器

スマートフォンや携帯型カーナビ、エコメータ等車内に持ち込む機器による
機能

J.外部接続

車載 LAN の外部接続インタフェース (Bluetooth、Wi-Fi：Wireless Fidelity、
OBD-II、USB: Universal Serial Bus ポート、SD スロット)

なお、
「I.持ち込み機器」自身のセキュリティについては、既に分析が進んでいるパソコンやスマ
ートフォン等のセキュリティ対策が利用できるが、スマートフォンが車載システムの各機能と連携し
て使用されるケースが増加してきているため、拡張機能のセキュリティを検討するにはスマートフォ
ンも含めて実施する必要がある。
また、「J.外部接続」は攻撃の口とはなるが、それ自身が攻撃対象とはならないものとする。その
為、本ガイドでは「A.駆動系」から「H.インフォテインメント」の機能についての脅威やセキュリテ
ィ対策について、整理・分析するものとする。
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2.1.2. 周辺システムを含めて実現されるサービス
自動車システムで利用されるサービスは、車載システム・持ち込み機器と周辺システムが連携する
ことで実現されるが、サービス提供形態によりセキュリティ対策の実施容易性が異なってくる。本書
では周辺システムを含めて実現されるサービスを表 2-3 の三種類に分類した。自動車システムを利
用したサービスを検討する際などに活用されたい。
表 2-3 サービスの分類
サービス種別

説明

X.シングルベンダサービス

自動車メーカ等が 1 社のみで提供するサービス。
・サービスの提供元が単一なので、セキュリティ検討が容易である。
・開発者内で閉じた、独自プロトコルの利用も可能。

Y.マルチベンダサービス

自動車メーカ等が中心となり、複数の事業者が協調して提供するサービス。
・複数の事業者間で情報を共有して、セキュリティを検討する必要がある。
・サービス提供社間での互換性を確保することが必要。

Z.その他サービス

様々な事業者がインターネット経由で一般に提供することができるサービス。
・セキュリティの確保は事業者に依存するため、統一的なセキュリティの検討は困難
である。
・オープンなプロトコル等が利用されるため、脆弱性が発見された場合の影響が広範
囲になる可能性があり、また、影響範囲内全ての改修が困難である。

2.1.3. 自動車において保護すべき情報等資産
セキュリティ対策では、情報が漏えいする事を防ぐ機密性の確保や、必要な時に正しく利用するこ
とができるための可用性、それに情報の破壊や改ざん等から守る完全性の三つの確保を目的とする。
機密性や可用性を検討するためには保護対象を明確にする必要があるため、本節では自動車において
保護すべき対象について表 2-4 にまとめた。保護すべき情報等資産には自動車を走らせる上で発生
する情報や、自動車の利用者が自動車に登録する情報等の他に、車載ソフトウェアや外部との通信そ
のものが該当する。
表 2-4 自動車において保護すべき情報等資産の例
保護すべき対象区分

説明

基本制御機能の動作

基本制御機能の一貫性と可用性、基本制御機能の実行環境や、動作のための通信

自動車固有情報

自動車車体に固有の情報（車両 ID・機器 ID 等）
、認証情報コード、走行・動作履歴等蓄積情
報を含む

自動車状態情報

自動車の状態を表すデータ、位置、車速、目的地等

ユーザ情報

ユーザ（運転者・搭乗者）の個人情報、認証情報、課金情報、利用履歴・操作履歴等

ソフトウェア

ECU（Electronic Control Unit）のファームウェア等自動車の基本制御機能・拡張機能に関わ
るソフトウェア

コンテンツ

ビデオ、音楽、地図等のアプリケーション用データ

設定情報

ハードウェア・ソフトウェア等の動作設定データ

9

2.2.

自動車システムにおいて想定されるセキュリティ上の脅威

本節では、自動車システムにおいて想定されるセキュリティ上の脅威の例を記載する。
脅威検討においては、攻撃者が意図的に引き起こす脅威に加え、利用者が偶発的に引き起こすミス
等による脅威も見逃してはならない。本書では前者を「攻撃者による干渉」に起因する脅威、後者を
「利用者による操作」に起因する脅威として脅威分類を行っている。なお、本書では利用者は悪意を
持たず、禁止されているような操作を故意に実行することはないものとし、運転者であっても悪意を
持って操作を行う者は攻撃者とみなしている。
2.2.1. 利用者による操作に起因する脅威
利用者による操作に起因する脅威の概要と想定される事例を表 2-5 に示す（詳細は「付録 1：車載
システムにおける機能と脅威・対策のマッピング表」参照）
。
表 2-5 利用者による操作に起因する脅威
脅威

説明

設定ミス

自動車内のユーザインターフェイスを介して、利用者が行った操作・設定が誤っていたことにより
ひきおこされる脅威
・インフォテイメント機能で意図しないサービス事業者に個人情報を送付してしまう、テレマティ
クスの通信の暗号機能を OFF にしてしまい通信情報が盗聴される、等

ウイルス感染

利用者が外部から持ち込んだ機器や記録媒体によって、車載システムがウイルスや悪意あるソフト
ウェア（マルウェア等）等に感染することによりひきおこされる脅威。
・インフォテイメント機器に感染したウイルスが車載 LAN を通じて更に他の車載機に感染、等
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2.2.2. 攻撃者による干渉に起因する脅威
攻撃者による干渉に起因する脅威の概要と想定される事例を表 2-6 に示す（詳細は「付録 1：車載
システムにおける機能と脅威・対策のマッピング表」参照）。攻撃者は悪意をもってシステムに干渉
する。禁止されている操作、脆弱性を引き起こしやすい異常操作・入力等を故意に行う。
表 2-6 攻撃者による干渉に起因する脅威
脅威

説明

不正利用

なりすましや機器の脆弱性の攻撃によって、正当な権限を持たない者に自動車システムの機能を利用
される脅威。
・解錠用の通信をなりすます事により、自動車の鍵を不正に解錠する、等

不正設定

なりすましや機器の脆弱性の攻撃によって、正当な権限を持たない者に自動車システムの設定値を不
正に変更される脅威。
・ネットワーク設定を変更し、正常な通信ができないようにする、等

情報漏えい

自動車システムにおいて保護すべき情報が、許可のされていない者に入手される脅威。
・蓄積されたコンテンツや、各種サービスのユーザ情報が、機器への侵入や通信の傍受によって不正
に読み取られる、等

盗聴

自動車内の車載機同士の通信や、自動車と周辺システムとの通信が盗み見られたり奪取されたりする
脅威。
・ナビゲーションや渋滞予測を行うサービスのために自動車から周辺システムに送付される自動車状
態情報（車速、位置情報等）が途中経路で盗聴される、等

DoS 攻撃

不正もしくは過剰な接続要求によって、システムダウンやサービスの阻害をひきおこす脅威。
・スマートキーに過剰な通信を実施し、利用者の要求（施錠・解錠）をできなくさせる、等

攻撃者がなりすましのメッセージを送信することにより、自動車システムに不正な動作や表示を行わ
せる脅威。
偽メッセージ
・TPMS（タイヤ空気圧監視システム：Tire Pressure Monitoring System）のメッセージをねつ造し、
実際には異常がない自動車の警告ランプをつける、等
ログ喪失

操作履歴等を消去または改ざんし、後から確認できなくする脅威。
・攻撃者が自身の行った攻撃行動についてのログを改ざんし、証拠隠滅を図る、等

不正中継

通信経路を操作し、正規の通信を乗っ取ったり、不正な通信を混入させる脅威。
・スマートキーの電波を不正に中継し、攻撃者が遠隔から自動車の鍵を解錠する、等
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2.2.3. 直接的な脅威と間接的な脅威
車載システム中の機能が攻撃される場合、車載 LAN を経由して攻撃を受ける場合と、各機能に直
接接続された物理接続インタフェースを経由して外部から直接攻撃を受ける場合が考えられる。それ
ぞれの場合で、脅威の影響範囲や対策可能な範囲が異なる。
なお、本書では、脅威の検討にあたり、下記を仮定した。
仮定１： 「A.駆動系」
・
「B.シャーシ系」
・
「D.安全・快適機能」
・
「E.診断保守」の各機能は、車載
LAN のみをインタフェースとする。このため、直接的な攻撃は受けない。
仮定２： 上記以外の機能については、外部に直接接続する物理接続インタフェースを持つ。この
ため、直接的な攻撃の対象となりうる。
外部への物理接続インタフェースの想定の詳細については、
「付録 1：車載システムにおける機能
と脅威・対策のマッピング表」を参照のこと。
■直接的な脅威
本書では各機能が保持する車載 LAN 以外の物理接続インタフェース（例えば無線通信や USB：
Universal Serial Bus ポート等）を経由した攻撃等による脅威を「直接的な脅威」と呼ぶ。例えば、
ボディ系の機能は、スマートキーや TPMS（Tire Pressure Monitoring System）用の無線インタフ
ェース等を、インフォテインメント系の機能では USB ポート等を持っている場合がある。過去には
攻撃事例として、
「TPMS の警告メッセージが偽造され、不正に警告ランプが点灯させられる」こと
が報告されている。また、「携帯電話網に接続されているテレマティクスやインフォテイメントの機
能が、外部からの DoS（Denial of Service）攻撃や不正利用にあう」という報告もある。図 2-3 では、
過去の事例等に基づき、
「直接的な脅威」が考えられる機能と、その脅威の内容を示した。

図 2-3 自動車システムにおいて想定される脅威（直接的な脅威）
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■間接的な脅威
また、車載 LAN を経由した攻撃等による脅威を「間接的な脅威」と呼ぶ。例えば、通常、駆動系、
シャーシ系の機能は、車載 LAN 以外の外部インタフェースを持たず、全ての通信は車載 LAN を通
じて行われると想定される。このため外部からの直接的な攻撃を受ける可能性はないと考えられるが、
直接的な攻撃を受けた他の機能にウイルスが感染し、車載 LAN を通じて不正コマンドの発行や不正
プログラムの書き込みが試みられる等、本来であれば信頼すべき自動車内の他の機能から攻撃を受け
る可能性がある。図 2-4 では、過去の事例等に基づき、
「間接的な脅威」が考えられる機能とその脅
威の内容を示した。
車載 LAN への侵入路は、物理的なポートを持つ機能の他に、OBD-II（On Board Diagnostics）
から直接車載 LAN を介した攻撃が行われる事も想定される。また、全ての機能が車載 LAN に繋が
っているという前提である IPA カーでは、駆動系やシャーシ系への攻撃も可能であるという前提に
立っているが、実際の自動車の構成としては、これらの基本制御機能と他の機能の間にはゲートウェ
イ等が設けられ、安全性が確立されていることが多い。

図 2-4 自動車において想定される脅威（間接的な脅威）
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2.3.

脅威に対するセキュリティ対策

車載システムに発生する脅威に対するセキュリティ対策技術として、下記に示すようなものが利用
可能である。なお、各技術の詳細については付録１を参照すること。
表 2-7 脅威に対するセキュリティ対策技術
区分

セキュリティ対策

説明

セキュリティ
要件定義

要件管理ツール

要件管理ツールは、複雑なプログラムの要件を整理し、要件と設計・機
能の対応付け管理等を行うことができるツールである。セキュリティ要
件への活用によりセキュリティ機能の実装漏れを防ぐことができる。

セキュリティ
機能設計

セキュリティ
アーキテクチャ
設計

システムのユースケースやモデルを明確化し、脅威・リスク分析を行い、
セキュリティ方針に準拠して、対応方法・対応箇所を設計する手法であ
る。セキュリティ対策の漏れ等による脆弱性の発生を防止できる。

セキュ
リティ
機能の
利用

暗号化

暗号化には、情報資産等そのものを保護する「コンテンツ暗号化」と、
通信時に盗聴される事を防ぐ「通信路暗号化」がある。暗号方式によっ
て、処理速度やデータ量等に違いがあるため、要件に応じた暗号方式を
選択することが重要となる。

認証

利用者や通信相手、追加されるプログラム等が正規のものであるかどう
か、また改ざんされていないかどうか、認証する為の手段である。パス
ワードやハッシュ値等のソフトウェア処理の他に、IC チップのような
専用のハードウェアを利用するものもある。

アクセス
制御

利用者の実行権限や、機能や通信の実行範囲等の管理を行う。利用者や
機能の影響範囲を適切に設定することで、想定外の利用を防ぐととも
に、他の機能で発生した問題から、主要な機能を保護することが出来る。

セキュア実装

セキュア
プログラミング

バッファオーバーフロー等の既知の脆弱性を防止するためのプログラ
ミング技術である。脆弱性のもととなる関数の利用禁止や、誤解を生み
やすいコード表記の禁止等を定めることも含まれる。

セキュリティ評価

セキュリティ
テスト

完成したシステムに脆弱性がないことを確認する手法である。既知の脆
弱性を検知するツールや、未知の脆弱性を調査するファジング等の手法
がある。

その他の対処

マニュアル等の整備

マニュアル等によって、利用者に正しい利用方法やセキュリティの問題
が発生したときの対処方法を伝えることは重要である。また、工場出荷
時の設定でもセキュリティ上の問題が発生しないように配慮する必要
がある。

製造時の攻撃対策

認証や通信路の暗号化を実施するために、車載機器に対し事前に暗号鍵
等の機密情報を書きこむことが増えつつある。工場の製造ライン上で、
これらの機密情報が盗聴されたり改ざんされたりすることがないよう
に配慮する必要がある。これを実現するために、制御システムセキュリ
ティの国際規格である IEC 62433 等を活用し製造ラインの開発を実施
すべきである。
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【Coffee Break】 ハードウェア面でのセキュリティ
昨今では、未知のソフトウェアの脆弱性を悪意の第三者が発見し、それを用いた攻撃（ゼロデイ攻撃）
が行われるなど、攻撃手法も高度になりつつある。そこで、根本的な対策として、ソフトウェアを利用し
た対策だけではなく、ハードウェアも用いてセキュリティ基盤を構築し、コンピュータシステムの安全性、
ひいては情報処理の安全性を確保する試みが検討されている。
このようなハードウェアによるセキュリティ基盤を構築するための技術である TPM （Trusted
Platform Module）は、乱数生成や公開鍵・秘密鍵を用いた暗号化の処理等の暗号化機能を提供すること
ができるハードウェアである。TPM の規格を策定している TCG（Trusted Computing Group）[12]は、
2015 年 4 月に自動車向けの TPM 2.0 Automotive Thin Profile を発表した。このような取組みは、自動車
に対するセキュリティの必要性が高まる上で、より活発になるであろう。
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2.4.

機能・脅威・対策技術のマッピング

2.4.1. 機能・脅威・対策技術のマッピング表の見方
これまでに説明した、IPA カー、セキュリティ上の脅威、脅威に対するセキュリティ対策の関係を
検討した結果を「付録 1：車載システムにおける機能と脅威・対策のマッピング表」に示す。
表の各軸は以下の通りである。
① 左上半分の縦軸は、車載システムの機能を示す。
② 中央左右の横軸は、車載システムで発生する脅威を示す。
③ 左下半分の縦軸は、脅威に対抗するセキュリティ対策を示す。
表の上半分は、車載システムの機能（①）に対して、発生する脅威（②）の対応を表す。表におい
て●は直接的な脅威、▲は間接的な脅威を表す（直接的な脅威、間接的な脅威については 0 節を参照
のこと）
。なお、
「A.駆動系」、
「B.シャーシ系」への脅威については、可能性は考えられるが、一般に
セーフティ機構で厳重に保護されており、セキュリティ上の脅威が発生したときの機能への影響度が、
他の機能と同一ではないと考えられることから、灰色での表記としている。
表の下半分は、車載システムで発生する脅威（②）に対する、セキュリティ対策（③）の対応を表
す。ここで○は、脅威ごとに有効と考えられる対策を示す。これらの対策技術のいずれか（単体もし
くは複数の組み合わせ）を適用することによって、脅威の発生の防止や、脅威が発生した時の影響範
囲を最小化するなどの、セキュリティ対策を行うことが可能となる。
「付録 1：車載システムにおける機能と脅威・対策のマッピング表」では、車載システムの機能（①）
から始めて、発生する脅威（②）
、その脅威に対抗するセキュリティ対策（③）を一つの表からたど
れるようにした（図 2-5）
。

図 2-5 機能・脅威・対策技術のマッピングの利用方法
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3.

自動車システムにおけるセキュリティへの取組み

3.1.

自動車システムのライフサイクル

3.1.1. 自動車システムのライフサイクルとは
自動車のセキュリティを向上させるためには、自動車にかかわる様々な情報等資産を対象とし、そ
の価値に応じた適切なセキュリティ対策を施す必要がある。これには、自動車システムのライフサイ
クルを念頭においた分析が有効である[5][11]。本書では、自動車システムのライフサイクルを「企画」
「開発」
「運用」
「廃棄」の 4 つのフェーズに分けて説明する。自動車におけるライフルサイクルの各
フェーズでは図 3-1 に示すような組織や者が関与することが考えられる。
企画

製造設備

構築

運用
製品製造に使用

設計

実装

製造

製品

企画

開発

運用

廃棄

自動車メーカ（製造者）
部品メーカ

ディーラー

中古車販売店

所有者・利用者
関与者

カーシェア・レンタカー事業者
整備工場
自動車用品販売店

自動車解体業者

その他サービス事業者

図 3-1 自動車システムのライフサイクル
自動車のライフサイクルの中で、特に開発フェーズにおいて、製品の製造設備もまた準備されるこ
とになる。製造設備は製品の企画、設計段階で平行して企画、構築され、製品が製造される間は運用
され続ける。近年の製造設備は、IT を用いて実現されているものであり、設備自身がサイバー攻撃
の対象となると共に、設備を誤動作させることにより、製造される製品への悪影響（例えばマルウェ
アへの感染や機密情報の漏えい）もあわせて対策を実施することが必要である。

表 3-1 自動車ライフサイクル中の自動車に関わる関係者
自動車に関わる関係者

説明

自動車メーカ

自動車製造メーカ。自動車の製品企画・開発（設計・実装・製造）
・販売・保守を行
う。自動車に対する製造責任を負う。

部品メーカ

自動車メーカから委託を受け、車載システムの構成部品等を開発・納入する。

ディーラー

利用者に対して自動車を販売する。工場を併設し、整備工場を兼ねる場合もある。

所有者

自動車を所有する人（カーシェア・レンタカー業者は除く）
。

利用者

自動車を運転・利用する人（所有者と同一の場合あり）
。

カーシェア・レンタカー業者
整備工場
自動車用品販売店

利用者に対し自動車の貸し出しを行う事業者。
車検等での自動車点検・整備、自動車修理等を行う。
後付車載機や自動車用品の販売・取り付けを行う業者。
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中古車としての売却は「廃棄」の扱いとしているため、図 3-1 では廃棄フェーズに
記載。
その他サービス事業者
中古車販売店
自動車解体業者

テレマティクスやコンテンツ配信等車載機や持ち込み機器のソフトウェアを開発・
配布し、自動車向けサービスを提供する事業者。
利用終了した自動車を引き取り、転売する。
廃車となった自動車を引き取り、処理する業者。

以下では、ライフサイクルの各フェーズの役割と、それぞれのフェーズにおけるセキュリティの考
慮点の概要をまとめる。
1. 企画フェーズ
自動車メーカが製品企画を行うフェーズである。開発する自動車の利用者層、利用方法、提供
サービス等のコンセプトを策定するとともに、機能・非機能含めた各種の要求仕様がまとめら
れ、要件定義として確定される。企画フェーズにおいて、自動車システムのライフサイクル全
体を通じた予算が検討されるため、どの程度、製品のセキュリティを重視するかの「セキュリ
ティへの取組み」のレベルが決定される。要件定義にセキュリティ要件を含んでおくこと、要
件定義自体に脆弱性を含まないようにすることが重要となる。
2. 開発フェーズ
企画フェーズで策定した要件定義に基づいて、自動車メーカや部品メーカがハードウェアやソ
フトウェアを設計し、自動車の実装・製造を行うフェーズである。開発フェーズでは、「要件
定義された内容を正しく実装すること」、
「実装時に脆弱性が含まれないようにすること」、
「も
し、脆弱性が含まれていても出荷前に可能な限り発見して修正すること」が必要である。また、
製品を製造する際に、ソフトウェアや暗号鍵の書き込み等を製造設備からネットワークを介し
て行うことも想定されるため、製造工程での情報漏えいや改ざん、マルウェア混入を防ぐため
の対策実施も必要である。
3. 運用フェーズ
自動車メーカから輸送された自動車を、ディーラー等を介して利用者が入手し、使用するフェ
ーズである。自動車の使用中は位置情報等の自動車状態情報やダウンロードしたソフトウェア、
利用者の操作履歴や自動車の走行履歴等、様々な情報が発生・蓄積される。
自動車においてはカーシェアリングやレンタカー、社用車のように、所有者と異なる利用者が
自動車を使用し、利用者が短期で交代するケースも多い。この場合、蓄積された様々な情報に
対し、プライバシ保護等の観点からの配慮も必要である。また、出荷後に脆弱性が発見された
場合に、利用者・所有者に通知し、ディーラーや整備工場等と連携して対応する体制構築も必
要となる。
4. 廃棄フェーズ
買替えや故障等により利用者が自動車を手放すフェーズである。手放す方法には、中古車とし
て中古車販売店等を通じ他の所有者に売却する場合と、抹消登録手続きを行い廃車とする場合
がある。
廃棄の際には個人情報等の機密データを消去する方法を、利用者に認識させる仕組みが必要で
ある。
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3.2.

セキュリティの取組みレベルとフェーズ毎の取組み方針

これまでの整理を基に、本書では、セキュリティに対する取組み方針をフェーズ毎に 4 レベルに分
類した（表 3-2）
。レベルの分け方については、IPA が組込み機器ベンダにヒアリングを実施し、IPA
独自にレベル分けを行った。ここでは、
「企画」
「開発」
「運用」
「廃棄」の各フェーズでの方針に加え、
それらを統括する全ライフサイクル共通の「マネジメント方針」を加えている。この 4 レベルの分類
の基本となる考え方は「組込みシステムのセキュリティの取組みガイド」[11]と基本的に共通とし、
自動車特有の項目に関しては記載を追加した。
表 3-2 ライフサイクルにおける「セキュリティへの取組み」のレベル
マネジメント方針

企画方針

開発方針

運用方針

廃棄方針

レベル 1

セキュリティへの取組み セキュリティに配慮した 出荷後の製品にセキュリテ 残存情報について
を行っていない。
企画・設計がなされていな ィ問題が発生した場合の対 の取り扱いが考慮
い。
策を検討していない。
されていない。

レベル 2

セキュリティへの取組み
は現場（企画担当、開発
担当等）に一任されてお
り、問題を案件毎に個別
に対処している。

レベル 3

セキュリティへの取組み 組織の方針に基づき、セキ
に対して、組織としての ュリティに配慮した開発
方針策定を行い実施して が行われている。
いる。

組織の方針として出荷後の
製品にセキュリティ問題が
発生した場合の対策を定め
ている。

廃棄時のセキュリ
ティリスクの軽減
方法が用意されて
いる。

セキュリティへの取組み
に対して、組織としての
方針策定及び実施に加
え、監査のプロセスを有
する。

組織の方針として出荷後の
製品にセキュリティ問題が
発生した場合の対策を定め
るとともに、セキュリティ関
連情報を扱う外部向け窓口
を持つ。

公的機関が推奨す
るセキュリティリ
スクの軽減方法が
用意されている。

レベル 4

セキュリティについての
検討が現場（企画担当、開
発担当等）主導で実施され
ている。

組織の方針に基づき、セキ
ュリティに配慮した開発
を実施し、その内容に対す
る評価を客観的に実施し
ている。

出荷後の製品にセキュリテ 残存情報の消去方
ィ問題が発生した場合の対 法が仕様書等に明
策を現場（窓口担当者、開発 記されている。
責任者等）が製品毎に定めて
いる。

以下では、これらの取組み方針についてもう少し詳しく説明する。
なお、以下の各項目では、レベル 4 をセキュリティへの取組みの「本書におけるひとつの到達点」
としている。しかし、さらにその先には、理想的な形態として、業界としての横断的な取組みが考え
られる。部署内での取組みを組織としての取組みに広げ、チェック機構を設けることが本書における
記載範囲であるが、さらに各組織での取組みを業界としての統一レベルにつなげていくことができれ
ば、より効果的なセキュリティ対策が可能となると考えられる。
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3.2.1. マネジメント方針
マネジメント方針は、経営層のセキュリティに対する取組み方針を指す。ここでは、経営層と現場
の間でどのように意識の共有や方針の策定及び実施が行なわれているかが主な基準となる。なお、こ
こでいう現場には、企画・開発の担当者に加え、運用段階での顧客サポート等を行う担当者・担当部
署も含む。マネジメントに関する各レベルの取組み内容をまとめると以下のようになる。
レベル１
セキュリティへの取組みを行なっていないレベルである。
経営層がセキュリティを現場の問題と考え組織全体の方針を定めておらず、現場は十分な投資
や開発期間がない、等の理由でセキュリティルールの策定やセキュリティ教育を実施できてい
ない等の場合が該当する。本レベルでは全体の方針が定められていないため、仮に開発時にセ
キュリティを考えようとしたとしても、場当たり的なセキュリティ対策となる可能性がある。
レベル２
セキュリティへの取組みは現場に一任され、問題は案件毎に個別処理しているレベルである。
経営層と現場は、共にセキュリティを組織として取り組む問題だと認識しているものの、具体
的な方策が定められておらず、実質的に現場任せになっている場合もこのレベルに該当する。
本レベルでは担当人員によって対応に差が生じる、ある製品で培った経験が他の製品で活かさ
れにくいという問題があるほか、経営層による組織全体の方針が示されていないため関係部
署・関係者間が連携しにくく、ライフサイクルを通しての整合性のある対策が取りにくい、等
の問題が発生しうる。
レベル３
セキュリティへの取組みに対して組織としての方針を策定及び実施しているレベルである。
経営層と現場は問題意識を共有しており、方針を文書化したり、現場へのセキュリティ教育を
実施し、現場で起こった問題の知識共有等を行なったりしている場合が該当する。
組織としての基準があることから、品質の底上げが期待できるが、実施内容の確認までは行っ
ていないため、方針自体の過不足や、基準を正しく満たしているかどうかの確認等、客観的な
視点に立った評価という側面ではまだ課題がある。
レベル４
セキュリティへの取組みに対して組織としての方針策定及び実施に加え、実施内容に対する監
査のプロセスを有するレベルである。監査のプロセスを有することにより、継続的な見直しと
改善を行うことが可能となる。
経営層と現場が、製品を製造する上での社会的責任や役割を認識し、客観的に自社の取組みを
評価する仕組みを導入したり、そのための組織を整備したりする場合等が該当する。経営層と
現場が一丸となった取組みが求められ、本書において一つの目標となる水準である。
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3.2.2. 企画・開発方針
「企画・開発方針」は、製品を企画・開発する上でのセキュリティの取組み方針である。ここでは、
企画・開発の様々なアクティビティがセキュリティルールに基づいて行なわれているかが主な基準と
なる。企画、開発フェーズにおける各レベルの取組みをまとめると以下のようになる。
レベル１
セキュリティに配慮した企画・設計がなされていないレベルである。
製品を企画・開発する上でのセキュリティに関する基準を設けておらず、企画フェーズで特に
セキュリティリスクの検討を行なっていない場合等が該当する。この結果、評価時や運用フェ
ーズになって初めてセキュリティ上の問題が顕現化することが多い。また、問題が発生した場
合には、想定外の問題であるため、対応に非常に時間やコストがかかる可能性が高い。
レベル２
セキュリティについての検討が現場主導で実施されているレベルである。
担当者は製品の脆弱性等の問題を解決するためには相応の対策が必要になることを認識して
おり、開発担当者がセキュリティ実装やセキュリティ評価について知識を保有し、実施してい
る場合等が該当する。
セキュリティ品質は開発担当者の技術や知識に依存し、ライフサイクルを通じての関係者連携
も不十分である。企画フェーズで策定された要件定義自体にセキュリティ上の問題がある、企
画フェーズでの想定と開発フェーズでの実装の齟齬が脆弱性の発生要因となる、開発時の想定
手順が運用で徹底されない、等の懸念がある。
レベル３
組織の方針に基づいて、セキュリティに配慮した開発・製造が行われているレベルである。
脆弱性分析結果に基づいたセキュリティ実装が行えるよう、組織の方針に基づき開発・製造が
進められている場合等が該当する。このレベルになると上流でセキュリティリスクを排除でき
る可能性が高まり、また自動車システムへの攻撃が発覚した際などの問題発生時の迅速な対処
も期待できるようになる。
レベル４
組織の方針に基づきセキュリティに配慮した開発を実施し、その内容に対する評価を客観的に
実施しているレベルである。客観的評価のフィードバックにより、見直しと改善が行われる。
セキュリティの標準規格に則って製品の開発を行うことにより、信頼のおける製品開発が可能
となる。本書における一つの目標となる水準である。
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3.2.3. 運用方針
「運用方針」は、製品出荷後に発生する脆弱性等のセキュリティ問題への取組み方針である。ここ
では、出荷後の製品へのセキュリティ対策の実施状況が主な基準となる。運用に関する各レベルの取
組み内容をまとめると以下のようになる。
レベル１
出荷後の製品にセキュリティ問題が発生した場合の対策について、検討が行われていないレベ
ルである。
内部での情報共有や自発的な利用者への通知が行なわれることはなく、セキュリティに関する
問題が発生した場合に程度に応じて仕様の一部と判断するか、対策を行なうかを判断する場合
等が該当する。
レベル２
出荷後の製品にセキュリティ問題が発生した場合の対策内容を利用者窓口担当者、開発責任者
等が製品毎に決めているレベルである。
セキュリティに関する問題が発生した場合、利用者窓口担当者が部署内で都度対応している、
開発責任者や開発者が製品の脆弱性を判断し、深刻な場合には利用者に公開している、等の場
合が該当する。
製品の脆弱性が発見されても対応体制が整備されていない、製品の脆弱性を意識しない利用者
が気づかずに製品を使い続け問題が拡大する、脆弱性関連情報が組織内でうまく共有されてい
ないため、同じ問題が繰り返される、等の可能性がある。
レベル３
組織の方針として、出荷後の製品にセキュリティ問題が発生した場合の対策が策定され、発生
した問題は開発部門等にフィードバックされ適切な対策を実施できるレベルである。
脆弱性は全社的に管理されており、期日内の対策検討及び、深刻な場合には関係者への通知等
を徹底している場合等が該当する。出荷した製品においてセキュリティの問題が発生した場合
にも、被害拡大を押さえることが出来る。
レベル４
組織の方針として、出荷後の製品にセキュリティ問題が発生した場合の対策が策定されている
と共に、セキュリティ関連情報を扱う外部向けの窓口を設置し、組織外とのリスクコミュニケ
ーションができるレベルである。
発見された脆弱性関連情報は社外の機関等に報告・共有する IRT や攻撃を監視する SOC など
を構築し、積極的に社外の脆弱性関連情報を活用している場合等が該当する。この水準では、
類似の事例が発生している場合に、その事例を参考にして自組織のセキュリティ対策にフィー
ドバックすることが期待でき、本書における一つの目標となる。
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3.2.4. 廃棄方針
「廃棄方針」は、利用者が製品を手放す際の機密情報の消去等に関わる取組み方針である。ここで
は、残存情報の取り扱いが主な基準となる。廃棄に関する各レベルの取組み内容をまとめると以下の
ようになる。
レベル１
残存情報についての取扱いが考慮されていないレベルである。廃棄方法は規定されておらず、
仕様書やユーザガイドに記載がない場合等が該当する。
レベル２
残存情報の消去方法が仕様書やユーザガイドに明記されているレベルである。
製品開発者が、廃棄時のセキュリティリスクの通知と推奨の処理手順の明記は必須と考えてい
る場合等が該当する。ただし、製品によっては残存情報の消去に専用のツールが必要になる場
合もあり、実質的に対策が困難な場合もある。
レベル３
廃棄時のセキュリティリスク軽減方法が用意されているレベルである。データ破壊ツールや車
載システムの回収機構を整備している場合等が該当する。
レベル４
廃棄時において、公的機関が推奨するセキュリティリスクの軽減方法が採用されているレベル
である。このレベルでは、利用者が廃棄する製品に残存情報が残らないことを納得できるとい
う点で、本書における一つの目標となる水準である。
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4.

セキュリティへの取組みの詳細

前章では、ライフサイクルの各フェーズでの取組み方針と、レベルの概要を記載した。以下では各
フェーズでの具体的な取組み項目とその内容、及びレベルの目安を記載する。なお、レベルの目安に
関しては、巻末「付録 2」に一覧表としてまとめている。

4.1.

マネジメントにおける取組み

ここでは、ライフサイクルの各フェーズを統括するマネジメントでの具体的取組み項目を記載する。
4.1.1. セキュリティルールの策定
セキュリティに対する取組みは、ライフサイクルを通じた関係者全員の参加が必要である。自組織
の人員だけではなく、部品メーカ・生産委託先工場・利用者・ディーラー・整備工場等についても、
教育・啓蒙、協力体制構築等を通じて巻き込んでいくことが必要となる。また、セキュリティに対す
る取組みは、ライフサイクルを通じて一貫した整合性あるものでなくてはならない。このため、経営
層による自組織の方針決定と、実現のためのルール策定の取組みが必要となる。セキュリティルール
策定にあたっては ISO（国際標準化機構：International Standard Organization）/IEC（国際電気
標準会議：International Electrotechnical Commission） 27002[13]等が参考になる。以下では規定
すべき具体的な項目を記載する。
1) 基本方針の策定
組織全体の情報セキュリティに対する取組みの方向性を、事業上の要求事項、及び関連する
法制及び規則に則って規定する。
2) 対策基準・管理規則の策定
ライフサイクル共通
「組織内の体制と役割分担に関する規定」、
「社内の人的リソースに関する規定」、
「組織外部
との関係の規定」
、
「法令・規定の順守、標準への準拠」等
企画・開発フェーズ
「要件定義に関する規則」
、
「設計に関する規則」、
「開発体制・環境に関する規則」、
「調達に
関する規則」
、
「生産委託先工場に関する規則」等
運用フェーズ
「インシデント発生時の対応規定」
「外部に対する情報提供規則及びフォーマット」等
廃棄フェーズ
「廃棄された製品に関する規則」等
セキュリティルール策定における取組みレベルを表 4-1 に掲げる。
表 4-1 セキュリティルール策定における取組みレベル
レベル

取組み概要

レベル 1

セキュリティルールの策定は行っていない。

レベル 2

セキュリティルールは現場が自主的に策定している。

レベル 3

組織としてセキュリティルールを策定し、規則集として明文化している。

レベル 4

組織としてセキュリティルールを策定し、規則集として明文化しており、担当者が規則を順守している
ことを確認するための手段も規定している。
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【Coffee Break】 制御システムセキュリティの取組み
制御システムにおいても、自動車同様にプラントや管理システムがインターネットに繋がる「ネットワ
ーク化」や、汎用プロトコルや OS が利用される「オープン化」が進んでいる。社会に影響を与える攻撃
事例も既に発生しており、2010 年にはイランの核施設の遠心分離機制御プログラムが使えなくなった
[14]。このような背景を受け、日本では 2011 年 10 月に経済産業省により官民一体となったタスクフォー
スが立ちあげられた。この流れを受ける形で活動している二つの取組みをここで紹介する。
１．制御システムセキュリティ関係組織の連携
2012 年 3 月、重要インフラの制御システムに対するセキュリティ強化や輸出事業促進を目的に、国内
の産学官組織が連携した、「技術研究組合 制御システムセキュリティセンター（CSSC : Control System
Security Center）」[15]が設立された。CSSC では制御システムのセキュリティ技術に関する研究や、制
御システムの評価認証、制御システムセキュリティテストベッドの開発などを行っている。
2017 年 1 月現在、CSSC では以下の 7 つの事業を実施しており、それぞれ各国の関連組織と連携を図
りながら、制御システムのセキュリティ確保に向けた取組みを進めている。
●システムセキュリティ検証
制御システムおよびコンポーネントに関する最新セキュリティ検証ツールを提供し、セキュリティ検
証パターンの蓄積と共有を図る。装置検証としては通信タフネス性評価、機能評価、システム検証として
は、ファジング、侵入を含む通信タフネス性評価、および、固定機能評価、プラントシミュレータと連携
した動的機能評価を提供する。
●高セキュア化構成・技術の確立
制御システムで要求される性能、安定稼働、長期保守、既存システム/標準との相性などの要件を満足
するセキュア構成・技術についての研究開発を行っている。
●セキュリティ国際規格
制御セキュリティに関する国際規格 IEC 62443 に対するイニシアティブを確保するために、国際規
格案の早期入手、開発技術に基づく提案を行うとともに、セキュリティ関連企画軍からの標準ガイドライ
ンを構築している。
●国際規格準拠認証
第三者による客観的な評価基準に基づく国際認証の早期取得をめざし、検証ツールを用いながら国内
認証機関と連携した短期間認証を提供する。
●インシデントサポート
制御システムを対象としたインシデント対応を支援するため、対応マニュアルの提供、インシデント
ライブラリの整備と利用環境の提供を実施する。
●人材育成
制御システムエンジニアをターゲットにしたセキュリティ教育として、セキュリティ構築教育や疑似
体験を含めた障害切り分け教育を提供する。
●普及啓発
様々な制御システムを対象として、セキュリティアラートやセキュリティ対策効果の体験の場を提供
する。
２．制御システムにおける評価認証スキームの確立
IPA では、国内制御システムのセキュリティ確保および海外事業促進のための評価認証スキーム確立を
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目的とした、制御システムの評価認証スキームの確立にむけて活動している[16]。統一・国際的なセキュ
リティ基準として、現在策定が進められている国際規格 IEC 62443 を選定し、規格に対する国内意見の
寄書を行うなど標準化活動に貢献すると共に、評価認証スキーム確立に向けた、実証実験を含むパイロッ
トプロジェクトを提案している。
一般的な情報システムの認証基準である ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム：Information
Security Management System）を基盤として策定された IEC 62443-2-1 に基づき、制御システム版の
ISMS である CSMS（Cyber Security Management System）の適合性評価制度の確立に向けて、日本国
内の各機関が国内認証スキームの確立に向けて活動を進めている。また、制御システムを構成する製品や
ツールの認証基準である IEC 62443-4-1 及び IEC 62443-4-2 については、先行して評価認証スキームを立
ち上げている海外（主に米国）との相互承認も可能とするべく、海外組織との連携も進められている。
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4.1.2. セキュリティ教育の実施
攻撃方法は、研究者や攻撃者によって日々研究されており、新しい脆弱性も日々発見されている。
新たな脅威に対抗するには、安全性を確保する IEC 61508 や IEC 26262 への取組みに加えて、製品
を開発する側においても情報セキュリティに関する知識を学習し、セキュリティ実装・評価、安全な
利用方法等に精通しておくことが望ましい。セキュリティ教育においては、基本事項を徹底するとと
もに、日々変化する攻撃手法や技術の進化に合わせる意味でも定期的なリフレッシュ教育を実施する
ことが必要である。
教育は、製品の要件定義を取りまとめる企画担当者、開発者や製造関係者、ひいては製造設備の構
築関係者、利用者窓口等の運用フェーズで関わる担当者も含めていくことが望ましい。開発以外の部
署とも、基本的な情報の扱いや製品の安全な利用方法、脅威の事例、最新の動向等についての知識を
共有することで、セキュアな製品の企画・開発が可能となる。
以下具体的な教育すべき項目を掲げる。
1)

セキュリティルール
マネジメントにおいて策定されたセキュリティルールを教育する。

2)

セキュリティ技術に対する知識
① セキュリティの基本概念
情報システムでは攻撃者の存在や情報技術の発展等の理由によって、運用段階における
100%のセキュリティを開発段階だけでカバーする事は不可能である。その為、安全やコス
トとのトレードオフの検討や、運用中に発見される脆弱性を見込んだ体制の構築が必要とな
るが、これはセーフティの考え方とは大きく異なるものがある。自動車システムの開発を行
う上では、セーフティとセキュリティの基本概念の相違点について、予め理解しておくこと
が必要である。
② 既知の脆弱性、脅威・攻撃手法の類型
過去に発見された脆弱性はデータベースとしてまとめられているものもある（[17]等）。また
脆弱性を利用する脅威・攻撃手法にもパターンがある。これらについて教育し、同様の脆弱
性が排除できるようにする。なお、自動車本体のみならず、スマートフォン等の持ち込み機
器の脆弱性等についても、知識を習得すべきである。
③ セキュア・プログラミング
脆弱性は実装時にも作りこまれる場合がある。開発者にはあらかじめセキュア・プログラミ
ングについての知識を教育しておく必要がある。セキュア・プログラミングに関する情報は
セキュア・プログラミング講座[18]や、e-Learning サイト、書籍等で紹介されている。
④ セキュリティ評価・デバッグ手法
設計工程及び実装工程においてセキュリティ対策が正しく行われたことをテストすること
も必要である。テストには専用のツールが存在している。テスト手法、テスト用ツールの扱
い等については予め学習しておくとよい。
⑤ プライバシ情報の扱い
自動車システム内には、認証情報、課金情報、利用履歴・操作履歴等のユーザ情報が保存・
蓄積される。また、様々な自動車状態情報（表 2-4）の活用も進んでいる。これらは利用者
のプライバシに関わる情報となりうる。このため、プライバシを侵害することのないよう、
27

プライバシ情報の扱いについて、OECD（経済協力機構：Organization for Economic
Co-operation and Development）プライバシ 8 原則[19][20]・個人情報保護法[21]等基本的
な考え方や脅威への対策に関する知識を習得しておくことが望ましい。
表 4-2 セキュリティ教育の実施における取組みレベル
レベル

取組み概要

レベル 1

セキュリティ教育は実施していない。

レベル 2

セキュリティに関する分科会（小集団活動）が自主的に活動している。必要に応じて現場の責任者や担
当者が主導して知識習得や勉強会が実施されている。

レベル 3

セキュリティ教育が業務に組み込まれている。セキュリティに関する講習会・研修会の受講が奨励され
ている。

レベル 4

セキュリティ教育が業務に組み込まれている。専門家による研修カリキュラムが義務付けられている。
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4.1.3. セキュリティ情報の収集と展開
自動車システムに関わる最新のセキュリティ情報を収集し、教育や企画・開発フェーズのアクティ
ビティに迅速にフィードバックしていくことが重要となる。また、必要に応じて開発者だけではなく、
利用者にも情報を展開することが望ましい。
収集及び展開すべきセキュリティ情報の項目例を下記に掲げる。
1)

自動車システムに対する脆弱性と脅威、セキュリティインシデント等の事例
自動車システムのセキュリティの脅威に関する情報は、国内外のニュースや研究論文等で掲載
されるほか、IPA 等のセキュリティ関連機関から配信されている[8][9][10]。その他、自動車
のセキュリティ等の研究発表が USENIX[22]や Escar（Embedded Security in Cars）[23]で
行われている。また米国では Auto-ISAC[24]が活動を開始した。日ごろからこれらの情報に注
意を払い情報収集を行っていくことが必要である。

2)

自動車セキュリティの標準化動向
自動車技術会[25]や PRESERVE
（Preparing Secure Vehicle-to-X Communication Systems）、
SAE（Society of Automotive Engineers）International[26]などの国内外の自動車関連の業界
団体が、自動 車のセキュリティに関 しての検討を行ってい る。 また、検討結果を 基に
ISO(International Organization for Standardization)や AUTOSAR（AUTomotive Open
System Architecture）での標準化も始まりつつある。これらの成果には、非公開のものもあ
るが、概要等は掲載される場合もある。業界団体への参加・情報交換、展示会での情報収集等
に努めていくことが必要である。

3)

ソフトウェア製品・オープンソースの脆弱性情報
自動車システムのセキュリティに影響のあるソフトウェア製品・オープンソース、スマートフ
ォン等の持ち込み機器の開発元ベンダやコミュニティが提供している最新の脆弱性情報を把
握しておくこともセキュリティ対策上重要である。
国内で広く利用されている IT 向けソフトウェア製品・オープンソースの脆弱性の収集には、
IPA の提供する脆弱性対策情報データベース「JVN iPedia」[17]や脆弱性対策情報収集ツール
「MyJVN」[27]の利用が有効である。その他の情報収集には SecurityFocus[28]等の web サ
イトでも取得できる。

4)

認証・暗号等情報保護に関わる技術の動向
暗号/認証技術に関しては、技術の進歩や新しい攻撃手法に対応するため、常に最新の技術動
向を把握しておくことが必要である。国内で利用が推奨されている暗号技術の一覧は、
CRYPTREC（Cryptography Research and Evaluation Committees）が提供する報告書[29]
に記載されている。

これらの情報は単に収集するだけでなく、関係者間で共有することが重要である。
表 4-3 セキュリティ情報の収集における取組みレベル
レベル

取組み概要

レベル 1

セキュリティ情報は特に収集していない。

レベル 2

現場の責任者や担当者が主導して必要に応じて情報収集を行っている。

レベル 3

組織として情報収集を行い、収集結果は関係者に伝達される仕組みを構築している。

レベル 4

セキュリティ情報の収集と蓄積を積極的に実施し、セキュリティ情報の活用に努めている。
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4.2.

企画フェーズにおける取組み

本節では、企画フェーズでの具体的取組み項目を記載する。企画フェーズでは、製品コンセプトが
策定され、コンセプトに従った要件定義の策定と、予算の確保が行われる。
4.2.1. セキュリティに配慮した要件定義の策定
企画段階では、製品の機能・性能や市場性の検討のみではなく、自動車システム全体を通したセキ
ュリティについても検討することが必要である。検討すべき事項としては以下が考えられる。
1)

自動車システムの利用方法
開発予定の自動車システムがいつ・どこで・どのような利用者または関係者に、どのように利
用されるのか想定する。この際、特に下記のような点に注意して想定を行うようにすることが
望ましい。

2)

-

サービスを提供する周辺システムの形態（周辺システムは表 2-3 参照）

-

後付け車載機等によるサービス提供の想定

-

運用フェーズ及び、廃棄フェーズに関する想定

-

保守の一貫としてのセキュリティ・メンテナンスの想定

-

周辺システムが車載システム内の基本制御機能や拡張機能に与える影響

自動車システムが保持する資産
想定する自動車システムにおいて、保護すべき資産を明確にしておく(資産例は表 2-4 参照)。

3)

自動車システムに想定される脅威とリスク評価
開発を予定している自動車システムに発生しうる脅威を想定し、それぞれの影響（深刻さ）を
評価しておく。
表 4-4 セキュリティに配慮した要件定義の策定における取組みレベル

レベル

取組み概要

レベル 1

要件定義策定において、セキュリティは考慮されていない。

レベル 2

担当部門または担当者レベルでセキュリティ要件の定義を実施する。

レベル 3

組織としての基準に基づき、セキュリティ要件の定義を実施している。

レベル 4

セキュリティ要件の定義が CC 等の国際標準に基づいて実施されている。
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4.2.2. セキュリティ関連予算の確保
セキュリティ問題発生時の対応コストは下流工程になるほど大きくなる。なるべく上流でセキュリ
ティ対策費用を予算に組込み、対策を実施することで全体のコストが最小化され、セキュリティ問題
発生時の大きなリスクを回避することにもつながる。セキュリティ対策は企画フェーズ以降の各フェ
ーズ（開発・運用・廃棄）において必要になることから、それぞれについて適切なセキュリティ対策
予算を確保しておくことが必要になる。具体的には、以下のような費用を予め見込んでおくことが重
要である。
1)

開発フェーズの費用
① セキュリティライブラリ・ツール等のライセンス費用
② セキュリティ評価のツール等の費用
③ セキュアな製造設備の構築・維持に関わる費用

2)

運用・廃棄フェーズの費用
① セキュリティアップデート等運用フェーズにおける維持・管理の仕組みの設計・構築費用
② 利用者・所有者・その他運用フェーズでの関係者向け情報提供サイト、窓口提供等の費用
③ インシデント発生時の対応体制維持費用、対応費用
表 4-5 セキュリティ関連予算の確保における取組みレベル

レベル

取組み概要

レベル 1

セキュリティに関わる予算は用意されていない。

レベル 2

開発等の現場の責任者または担当者から要求があったときに予算確保が検討・承認される。

レベル 3

セキュリティ確保のために一定の基準でライフサイクルの各フェーズにおいて予算を割り振ることが前
提として業務に組み込まれている。

レベル 4

組織にセキュリティ部門等を設置するための予算を確保し、活動している。
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4.2.3. 開発外部委託におけるセキュリティへの配慮
大規模なシステム開発では、開発の一部が社外に委託されることがある。自動車システムの開発に
おいても、設計に基づく一部の実装は外部委託することが多く、またその委託先も更に再委託を実施
することがある。自動車システムのセキュリティを確保するためにはこれらの外部委託先についても、
自組織に準じた取組みを求める必要がある。状況により自組織のルールをそのまま適用することが難
しい場合も考えられるが、その場合も外部委託先に対応を一任せず、以下のような外部委託における
セキュリティルールを策定することが必要である。
1)

契約
① 委託契約書には製品およびその開発環境におけるセキュリティに関する項目を設定し、セキ
ュリティ要件を明記する
② セキュアな開発を進めるためのプロセスについての合意事項を委託契約に盛り込む
③ 責任分界を規定し、セキュリティ上の問題が発生した際の責任範囲を契約書上で明確化する

2)

開発人員の質の担保
① セキュリティ技術・セキュリティルールに対する教育を義務付ける
② 合同レビュー会等開発時のセキュリティに対する取組みを確認する仕組みを規定する

3)

納品物の質の担保
① 利用モジュールの選定基準、コーディング規約、レビュー・テスト規約等を明示する
② セキュリティ評価やデバッグ手法の取り決め、検証ツール等の利用について規定する
③ セキュリティ要件充足の確認方法と検収条件を明確化する
表 4-6 開発外部委託におけるセキュリティへの配慮における取り組みレベル

レベル

取組み概要

レベル 1

開発を外部委託する場合に、セキュリティ対策に関する取組みには考慮されない。セキュリティに関す
る機能が含まれていても通常の開発委託と同様の扱いとしている。

レベル 2

開発を外部委託する場合のセキュリティ対策は、担当者または一部のグループ等による任意の活動に依
存し、同じ部門内でも統一的な活動となっていない。セキュリティ対策は開発責任者や開発担当者の知
識・経験に基づき実施され、明確な判断基準が存在しない。

レベル 3

開発の外部委託では、セキュリティ対策を目的として組織的な対策を考慮することが要求されている。
外部委託におけるセキュリティ対策の結果は部門内または部門間で監査する業務フローが規定されてい
る。

レベル 4

レベル 3 での取組みに加え、セキュリティを専門とする部門が存在し、委託先の指導を行う。
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4.2.4. 新技術に関連する脅威への対応
スマートフォンやタブレット等の自動車内に持ち込まれる機器と外部のサーバ等が連携し、様々な
サービスが提供されるようになりつつある。このようなサービスには、例えば車載 Ethernet 等の
TCP/IP 関連技術や、車載カメラによる車両制御技術等のように、様々な新技術が利用されることが
予想される。このような、ネットワーク化、オープン化は新しい利用方法を生み出す一方、新たな脅
威ともなり得る。
1)

車載 Ethernet に関わる脅威
車載カメラの伝送帯域の確保等をきっかけに車載 LAN の Ethernet 化・TCP/IP 化の動きが進
んでいる[30][31]。TCP/IP により自動車外部からのアクセス・接続が容易となる一方、従来、
物理的・電気的に分割されてきた様々な機能が同一ネットワーク上に統合される（フラット化）
ため、基本制御機能への脅威を緩和するため、ネットワークの分割、影響範囲最小化等の検討
が必要であると考えられる。

2)

クラウド活用、スマートフォン連携に関わる脅威
OTA（Over The Air）等の実現に向けてクラウドの活用が進むと、車載機側の Web クライア
ントの脆弱性が悪用される機会が増大する。また、ウイルスに感染したスマートフォンが自動
車に持ち込まれる可能性も高い。さらに車載機は情報家電等と同様に今後 HTTP（HyperText
Transfer Protocol）によって連携していく傾向が強まる可能性がある。このためセキュリティ
機能を含めた車載システムへの攻撃を想定し、セキュリティ対策を検討する必要がある。
特にスマートフォンについては、連携が進む一方でセキュリティへの指摘も多くある。スマー
トフォン自体は自動車メーカが供給するものではないため、脅威の発生源になり得ることを想
定し、車載システムへの対策、搭載アプリケーションへの対策を行う必要がある。スマートフ
ォンのセキュリティについては[32][33][34]等に情報がある。

3)

充電に関わる脅威
今後ハイブリッド車や電気自動車（EV：Electric Vehicle）の普及が想定される。自動車用の
充電インタフェースである CHAdeMO (CHArge de MOve)[35]等では、充電用の電力供給だ
けでなく、充電制御用の通信も行われる。このため、充電ステーションのなりすましや、制御
命令の改ざん等の脅威対策が必要となる。自動車の充電は駐車場で手軽に利用できる環境が想
定されており、安心して利用できる対策が必要である。また、スマートグリッドとの連携等新
たな利用方法と脅威への対策検討も必要である。
表 4-7 新技術に関連する脅威への対応における取組みレベル

レベル

取組み概要

レベル 1

企画段階において新技術導入によるセキュリティへの影響の検討はほとんど行われず、セキュリティ要
件の定義も考慮されない。

レベル 2

企画段階で行うべき新技術導入によるセキュリティへの影響の検討は、企画担当者の判断で実施される。

レベル 3

組織として企画段階で行うべき新技術導入によるセキュリティへの影響の検討項目が規定されている。

レベル 4

組織として企画段階で行うべき新技術導入によるセキュリティへの影響の検討項目が規定されており、
その内容を監査する仕組が存在している。
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4.3.

開発フェーズにおける取組み

本節では、開発フェーズでの具体的取組み項目を記載する。開発フェーズでは、企画フェーズで策
定された要件定義に基づき、設計・実装・製造が行われる。開発フェーズにおいては、要件定義を正
しく実装し必要な脆弱性対策を行うとともに、意図せず脆弱性が入りこむことのないよう注意する必
要がある。また、万一脆弱性が含まれていても発見できることが必要である。
4.3.1. 設計
開発の上流にあたる設計工程においては、セキュリティを考慮したシステム設計を行う事が重要で
ある。設計にあたっての取組み事項を以下にまとめる。
1)

要件定義の確実な実装
システムが複雑になると定義されたセキュリティ要件が設計・実装から漏れたり、要件と設
計・実装の対応づけが困難となることがある。これに対して、脅威を抽出したうえで要件を整
理し、設計・機能との対応付けを管理するツールである要件管理ツールを利用することが有効
である。

2)

セキュリティアーキテクチャ設計
システムを開発する上では、その利用方法やモデルを明確にした上で、脅威・リスクの分析を
行い、それに応じたセキュリティ対策を実装する事が必要である。ある脅威に対する対策の実
装箇所は複数考えることができる。実装箇所と対策方法についてシステム全体で一貫性のある
設計を行うことが有効である。
利用期間の長い自動車システムでは、運用フェーズ以降で機能やセキュリティ上の問題からソ
フトウェアの更新が求められる可能性が高い。そのため、ソフトウェア更新機能を設計してお
くことが望ましい。

3)

セキュリティ機能の利用
セキュリティアーキテクチャ設計に基づいて、暗号化や認証、アクセス制御といったセキュリ
ティ機能を適切に利用する。
暗号化には通信路を暗号化する方式と、送付するコンテンツを暗号化する方式が考えられる。
システム内に蓄積された情報の漏えいを防ぐには、耐タンパ性を持つモジュールを利用するこ
とも有効である。
システムに対するアクセスでは通信相手が正当な権限を保持していることを確認するには、認
証機能を利用する事が必要である。認証には利用者の正当性を確認する「ユーザ認証」と、通
信相手が正しい機器であることを確認する「機器認証」、通信内容の偽造を防止する「メッセ
ージ認証」
、不正なプログラムを識別する「プログラム認証」等がある。
攻撃者の侵入や、操作ミス等によるセキュリティ上の問題の発生を防ぐには、アクセス制御を
行う事が有効である。アクセス制御には、パケットフィルタリング等による通信範囲の制限や、
機能やユーザに基づいた権限管理を行う方法が考えられる。

4)

監査機能の実装（ログ、アラート等）
利用者の操作や外部からのアクセスは、成功・失敗に関わらず記録を改ざんされない形でロ
グとして保持しておく。これは問題発生時の原因や責任所在の究明に利用できる。攻撃に気
づく為の手段として、不審な通信や処理に対してアラートを出す仕組みも有効である。
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表 4-8 設計における取組みレベル
レベル

取組み概要

レベル 1

設計段階においてセキュリティ対策の検討はほとんど行われず、仕様書にも記載されない。

レベル 2

設計段階におけるセキュリティ対策の検討は、開発責任者や開発担当者の判断で実施される。

レベル 3

組織として設計段階で行うべきセキュリティ対策の検討のプロセス等のルールが制定されておりそれに
基づいた設計プロセスが実施されている。

レベル 4

組織として設計段階で行うべきセキュリティ対策の検討のプロセス等のルールが制定されておりそれに
基づいた設計プロセスが実施されている。実施プロセス、定義したセキュリティ要件等についセキュリ
ティ部門が監査する仕組みが機能している。

【Coffee Break】 無線通信路への警戒
無線通信路は盗聴や不正中継が容易なことから有線に比較して攻撃ポイントとなりやすい。また、無線
のプロトコルスタックやアプリケーションの実装によっては、TPMS や GSM（Global System for Mobile
communications）のように基地局や通信相手のなりすましが検知不可能なものや、Bluetooth のように汎
用的に使われているプロトコルスタックについて多数の脆弱性が発見されている例もある[36]。
無線通信路は信頼性が低いものと想定し、利用を最低限に限定する、重要なデータを無線通信路だけに
依存して送らない、アプリケーションレベルでの対策を行う、GSM よりも 3G/4G 等なるべく安全とされ
る無線技術を利用する等の対策を行うことが必要である。
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【Coffee Break】 EVITA プロジェクトの脅威分析
EVITA（E-safety Vehicle Intrusion proTected Applications）プロジェクト（以下 EVITA）は EU の
予算による車載 LAN のセキュリティ技術の研究開発プロジェクトである。プロジェクトは 2011 年 11 月
に終了しているが、成果として公開された文書には、プロジェクトで用いられた脅威分析の考え方が解説
されており参考になる。
EVITA では、システムの構造・利用事例・システム上で攻撃対象となる機器等の資産を明確化した上
で、脅威の特定と、各脅威に対するリスク分析を行っている。
脅威の特定では Dark-Side scenario 分析と呼ばれる手法を用いている。この手法では ISO 61508 等で
ハザード分析に利用する fault tree とよく似た、攻撃ツリー（attack tree）を用いて脅威・攻撃手法（attack
method）・特定の機器への攻撃（Asset Attack）の関連性を体系化している。図 4-1 に攻撃ツリーの例を
示す。
攻撃ツリーによる体系化は、攻撃者も目的と具体的な攻撃手法・攻撃対象となる機器等との関連を整理
し、リスク分析の基礎ともなる。攻撃ツリーの最上位（Level 0）は「認められていないブレーキ操作」
（Unauthorized Break）、
「エンジンを利用不能にする（Engine DoS-Attack）」など攻撃者の利益と結び
ついた攻撃目的（Attack Goal）である。攻撃目的は、利用事例と攻撃者の動機・能力を考慮し想定して
いる。Level1 には攻撃目標（Attack Objective）として、攻撃目的を達成するためのアプローチを記載す
る。攻撃目標は、さらにそれを達成するための具体的な機器などの資産に対する攻撃（Asset Attack）に
分解される。
リスク分析では、脅かされる対象を「操作性能（Operational）」
「安全（Safety）」
「プライバシ（Privacy）」
「財産（Financial）」に分類し、カテゴリごとに深刻度の評価基準を 0～4 の 4 段階で取り組めている。
脅威は複数のカテゴリに及ぶことがあるため、脅威に対する評価はカテゴリ毎の深刻度の合算となる。
こうした脅威の体系化やリスク分析の手法は、実際のシステム設計・開発において参考となるだろう。

攻撃目的
[8] 認められていない
ブレーキ操作

攻撃目標

[8.1] 安全制御装置に
間違った動作をさせる

[8.2] 安全制御装置に周囲
の自動車が突然ブレーキ操
作したと思い込ませる

攻撃手法1

攻撃手法2

[8.1.1] 安全制御装置を
書き換え
(不正コードを注入)

さらに具体的な
攻撃対象の特定

[8.1.2] 安全制御装置の
侵入可能な脆弱性
[8.2.1] 通信バス上で周囲
の自動車のブレーキ通知が
あったようにみせかける

通信ユニットに
周囲の自動車の
ブレーキ操作があった
ようにみせかける

防護が必要な
システム/要素
自動車内の
通信ユニットに
盗聴、介入、改ざん、
注入を行う

ヘッドユニットに対して
本体電気系統に対して

組み
合せ

[8.3] 環境センサに危険な
状況を検出したと思い込ま
せる

[8.2.2.1] 周囲の自動車
からの情報を置き換え
[8.2.2.2] 他の自動車から
のブレーキメッセージを転送
する無線通信

[8.3.1] 環境センサまたは
CSCバス上の動作機器のど
れか

CSC: Chassis and Safety Controller

図 4-1 攻撃目的「認められていないブレーキ操作」の攻撃ツリー
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4.3.2. 実装時のセキュリティ対策
設計でセキュリティに十分考慮したとしても、実装で脆弱性が新たに含まれてしまう可能性がある。
下記に参考となる情報、及び注意点を掲げる。
脆弱性を排除する手法としてセキュア・プログラミングがある。認証や暗号機能を提供するライブ
ラリの使い方を誤ると、認証処理をバイパスしてシステムを操作されたり、暗号化したデータを解読
されたりすることがある。また、プログラムで想定していない長さや文字コードのデータを外部から
入力することにより、システムに誤動作が引き起こされることもある。セキュア・プログラミングの
ヒントは、
「セキュア・プログラミング講座」[18]や、e-Learning サイト、書籍等で紹介されている。
フレームワークの利用、コーディング規約の規定等も有効である。
また、オープンソース等の利用にあたっては、既知の脆弱性がない最新バージョンを利用している
ことを確認するとともに、開発途中に利用中のバージョンで脆弱性が発見された場合には、バグ対策
と同様に対応を実施することが必要である。最新の脆弱性情報の収集には、JVN iPedia[17]の活用が
有効である。
表 4-9 実装時のセキュリティ対策における取組みレベル
レベル

取組み概要

レベル 1

実装時のセキュリティ対策についてはほとんど考慮されない。

レベル 2

実装でのセキュリティ対策は、開発責任者や開発担当者の知識と経験に基づいた任意の活動に依存し、
組織としての明確な判断基準は存在しない。

レベル 3

セキュリティ対策を目的としてコーディングやレビュー等をはじめとする実装段階でのルールが組織的
に策定され、このルールに従って作業が実施される。

レベル 4

レベル 3 の取組みに加え、セキュリティの専門部門が存在しコーディングやレビューでの指導を行うほ
か、専門部門がルール策定に関与している。
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4.3.3. セキュリティ評価・デバッグ
テスト工程では下記のようなセキュリティ評価・デバッグを実施し、適宜ツールを利用しながら、
製品出荷前に脆弱性を検出し、その対処を行うことが必要である。
1)

ソースコードレビュー
ソースコードレビューでは、開発者以外の技術者がコードをクロスチェックすることで、ミス
や 思い違い等によるバグや脆弱性を排除する。レビューには専門的な知識が必要となる。セ
キュリティ教育等を通じ、ノウハウ・ルールを共有する等の組織的な取組みが求められる。

2) ソースコードの静的解析ツールの適用
ソースコードのチェックには、専用ツールが存在している。静的解析ツールは、構文エラーや
記述ミス等のチェックに加え、信頼性・保守性等様々な指標を計測する機能をもつものもある。
直接セキュリティに関わるものではないが、ソースコードの品質を上げることで、バグ等によ
る脆弱性の発生を防止することができる。
3) コーディング規約の検証
コーディング規約により脆弱性の原因となる関数の使用を禁止したり、紛らわしい記述を統一
したりすることで、コードから脆弱性を排除し、また、ソフトウェアの保守性・可搬性を高め
ることができる。コーディング規約は、各組織で独自で既定されるほか、MISRA C[37]等、
車載ソフト用の公開規約もある。コーディング規約確認ツールは様々なベンダから供給されて
いる。こうしたツールを利用し、チェックを徹底することも製品の品質向上に有効である。
4) ファジング
「ファジング」とは、テストデータを検査対象に大量に送り込み、その応答や挙動を確認する
ことで脆弱性を検出する手法である。ファジングを実施する際は、システムに応じて生成する
テストデータの形式・パターン・入力方法・確認手法を定める必要がある。具体的なファジン
グに関しては「ファジング活用の手引き」[38]を参照するとよい。
5)

既知の脆弱性検査
ソフトウェアの既知の脆弱性を検査するツールとして、TCP/IP を実装したソフトウェアに対
する既知の脆弱性のチェックツール[39]、脆弱性スキャナ Nessus[40]、OpenVAS[41]、ポー
トスキャナ Nmap[42]、攻撃コードによる脆弱性検証ツール Metasploit[43]、Web サーバ向け
診断ツール Nikto2[44]等、様々なツールが公開されている。システムが利用するプロトロル
等によって、これらのツールを使い分け、既知の脆弱性の混入を防ぐことが有効である。
表 4-10 セキュリティ評価・デバッグにおける取組みレベル

レベル

取組み概要

レベル 1

セキュリティ評価テストは特に実施されず、テストにもセキュリティに関する項目がない。

レベル 2

セキュリティ評価テストは開発責任者または担当者の知識・経験に依存した形で仕様が策定され、セキ
ュリティ評価の品質は担当者の知見にゆだねられる。

レベル 3

組織的に策定されたセキュリティ評価手順・項目・基準に従ってセキュリティ評価が実施されている。

レベル 4

組織的に策定されたセキュリティ評価手順・項目・基準に従ってセキュリティ評価が実施され、結果は
セキュリティを専門とする部署の監査を受けている。
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4.3.4. 利用者等への情報提供用コンテンツ等の準備
セキュリティ問題は利用者が自動車システムを実際に使用する運用フェーズにおいて発生するも
のである。このため、利用者、及びディーラー、整備工場、自動車用品販売店等の運用フェーズでの
関係者に対して、ユーザガイドや自動車内ディスプレイにおける注意・警告メッセージの表示等を通
じて自動車システムに組み込んだセキュリティ機能等に関する情報を提供することが必要である。
利用者等に提供するセキュリティ関連情報としては、以下のような項目が挙げられる。
① 安全な使い方
自動車システムを安全に利用するための手段（パスワードを設定する等適切な設定を行う、疑
わしい事業者のサービスには加入しない、ソフトウェア更新の実施等）を説明することが望ま
しい。また、そうした手段をとらなかった場合に想定される危険性についての説明も加えるこ
とが必要である。
② 問題発生時の対応
セキュリティに関する何らかの問題が発生した場合に、利用者がその場で取れる対処（車載機
等の電源 OFF、パスワードの変更等）についての説明や、連絡窓口等の情報を提供すること
が望ましい。
③ 廃棄手順
自動車には利用者の個人情報、その他プライバシに関わる情報が登録されることがある。これ
らを適切に利用者が消去できるよう、以下を明記することが望ましい。
-

情報消去機能の使い方

-

情報消去状態の確認方法

利用者以外の関係者（ディーラー、整備事業者、自動車用品店、中古車販売店、カーシェア・
レンタカー業者等）に対する情報提供についてもあわせて考慮する必要がある。
表 4-11 利用者等への情報提供用コンテンツ等の準備における取組みレベル
レベル

取組み概要

レベル 1

情報提供用コンテンツ等にセキュリティに関わる記述はない。

レベル 2

情報提供用コンテンツ等にセキュリティに関わる記述があり、セキュリティ上の注意点、トラブル対応
手順、等が記載されている。記載内容は開発責任者もしくは担当者の判断に既存する。

レベル 3

情報提供用コンテンツ等にセキュリティに関わる記述があり、セキュリティ上の注意点、トラブル対応
手順、等が記載されている。情報提供用コンテンツ等へのセキュリティ関連事項の記載と、記載内容は
組織的に定められた基準に従って記載されている。

レベル 4

情報提供用コンテンツ等にセキュリティに関わる記述があり、セキュリティ上の注意点、トラブル対応
手順、等が記載されている。情報提供用コンテンツ等へのセキュリティ関連事項の記載と、記載内容は
組織的に定められた基準に従って記載され、定期的に更新、専門部署におけるチェックをうけている。
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4.3.5. 製造時の攻撃対策
近年の自動車製造設備は、TCP/IP などのネットワークを介して生産管理を行うとともに、部品に
対するソフトウェアの書き込み処理や鍵のインストール、ひいてはソフトウェアの検査などを、ネッ
トワークを介して実施している場合も多い。このような方式は生産効率を高められる反面、サイバー
攻撃の影響が製造対象の部品にも及ぶ可能性がある。このような事態を防ぐために、製造設備に対す
る攻撃を防止するセキュリティ対策を実施することが重要である。
製造設備に対するセキュリティ対策の基準としては、IEC 62433 が参考になる。IEC 62443 に上
げられている項目は大まかに以下のような内容である。
① 製造設備の開発、運用のマネジメントに関する項目
ISMS（Information Security Management System）と同様に、製造設備を開発、維持し、
利用していく関係者が実施すべきマネジメントに関する項目である。製造設備関連組織及びそ
の要員が、製造設備を対象として 4.1 節で述べたマネジメントに関する項目を実施することに
相当する。
② 製造設備のシステム的なセキュリティ対策に関する項目
製造設備を実現するシステムに対し、そのセキュリティ設計を確実に行うための開発プロセス
に関する要件と、システム全体として備えるべきセキュリティ機能要件、および、システム内
での通信が攻撃された際の堅牢性を確保するための要件が定義されている。
③ 製造設備を構成する各機器のセキュリティ対策に関する項目
製造設備を構成する各機器に対し、そのセキュリティ設計を確実に行うための開発プロセスに
関する要件と、機器単体として備えるべきセキュリティ機能要件、および、機器がシステム内
の他の機器と行う通信が攻撃された際の堅牢性を確保するための要件が定義されている。
表 4-12 製造時の攻撃対策における取組みレベル
レベル

取組み概要

レベル 1

製造設備の設計、運用仕様にセキュリティに関わる記述はない。

レベル 2

製造設備の設計、運用仕様にセキュリティに関わる検討が行われており、セキュリティ上の注意点、ト
ラブル対応手順、等が策定されている。策定内容は開発責任者もしくは担当者の判断に依存する。

レベル 3

製造設備の設計、運用仕様にセキュリティに関わる検討が行われており、セキュリティ上の注意点、ト
ラブル対応手順、等が策定されている。策定内容は組織的に定められた基準に従って記載されている。

レベル 4

製造設備の設計、運用仕様にセキュリティに関わる検討が行われており、セキュリティ上の注意点、ト
ラブル対応手順、等が策定されている。策定内容は組織的に定められた基準に従って記載され、定期的
に更新、専門部署におけるチェックをうけている。
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4.4.

運用フェーズにおける取組み

運用フェーズは、製品が所有者の手に渡り利用されるフェーズであり、ディーラー、整備工場、自
動車部品店、カーシェア・レンタカー事業者、その他様々なサービス事業者が自動車に関わる。
4.4.1. 運送時におけるセキュリティの確保
自動車メーカからディーラーに自動車が運送される際に、車載機器が保管する暗号鍵など機密情報
が漏えいしたり、車載機器にマルウェアを感染させたりする脅威も考えられる。所有者・利用者が安
心して自動車を利用できるようにするため、以下に示す対応を行う必要がある。
1)

車載機器の保護
車載機器内の機密情報へのアクセスや、機器にプログラムやデータをインストールするための
手段は、通常利用の権限で実施するのではなく、特権が必要な作業とする。また特権の付与は
作業者のみが知っているパスワードなどの情報を用いて制御するのではなく、暗号トークンな
どを利用するなど工夫する。

2)

アクセス履歴の記録と監査
特権を必要とする作業に関しては、実施時刻、作業者などの情報をログとして保管し、セキュ
リティ上の問題が発生した場合、その記録を確認できるような仕組みを準備する。アクセス記
録の監査は、セキュリティ上の問題が発生していなくとも定期的に確認する運用を行うことも
必要である。
表 4-13 運送時におけるセキュリティの確保の取組みレベル

レベル

取組み概要

レベル 1

運送時におけるセキュリティの確保に必要な機能の準備や運用に関わる記述はない。

レベル 2

運送時におけるセキュリティの確保に必要な機能の準備や運用に関わる検討が行われており、セキュリ
ティ上の注意点、トラブル対応手順、等が策定されている。策定内容は開発責任者もしくは担当者の判
断に依存する。

レベル 3

運送時におけるセキュリティの確保に必要な機能の準備や運用に関わる検討が行われており、セキュリ
ティ上の注意点、トラブル対応手順、等が策定されている。策定内容は組織的に定められた基準に従っ
て記載されている。

レベル 4

運送時におけるセキュリティの確保に必要な機能の準備や運用に関わる検討が行われており、セキュリ
ティ上の注意点、トラブル対応手順、等が策定されている。策定内容は組織的に定められた基準に従っ
て記載され、定期的に更新、専門部署におけるチェックをうけている。
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4.4.2. セキュリティ上の問題への対処
自動車におけるセキュリティ上の問題は、利用者のプライバシ侵害や、盗難等の損害にとどまらず、
「安全」を脅かし人命にかかわる可能性もある。セキュリティ上の問題に対して迅速に行動するため、
以下に示す対応を行う必要がある。
1)

緊急通報窓口の設置
利用者や関係者からセキュリティに関する情報を受け取る窓口を設置する。届けられた情報が
いち早く関係者に伝わるようにすることが必要である。セキュリティ上の問題が発生したこと
を想定し、対応フローが機能するかどうか定期的に訓練を行うことが有効である。組織におけ
るインシデントハンドリングについては[45][46]等が参考となる。

2)

関係者との対応体制構築
セキュリティ上の問題が発生した場合、自組織のみならず関連する組織（例えば部品メーカ、
ディーラー、整備工場等）の関係者も含めた対応体制の構築が必要となる場合がある。その際
に、役割分担、情報共有体制を迅速に構築できるよう、連絡手段等を取り決めておく必要があ
る。

3)

利用者への通知
自動車システムに脆弱性が発見され、その修正プログラム等を作成・配布することを想定し、
可能な限りあらかじめ「利用者への通知方法」を準備することが必要である。可能であれば、
利用者に対する通知方法を複数持つが望ましい。例えば、IPA や JPCERT/CC に届け出るこ
とにより、脆弱性対策情報データベース（JVN iPedia[17]）や脆弱性対策情報ポータルサイト
（JVN[47]）を用いて通知することができる。どのような情報をどこまで公表するかというこ
とに関しては、IPA が公開する「ソフトウェア製品開発者による脆弱性対策情報の公表マニュ
アル」[48]が参考になる。
表 4-14 セキュリティ上の問題への対処における取組みレベル

レベル

取組み概要

レベル 1

運用フェーズで発生・発見されるセキュリティ上の問題（脆弱性）に対する取組みは実施されていない。

レベル 2

運用フェーズで発生・発見されたセキュリティ上の問題は、顧客窓口部門の判断で処理され、対応に関
する組織で統一されたルール・基準は存在しない。

レベル 3

運用フェーズで発生・発見されたセキュリティ上の問題は、組織で定められた対応フロー・基準に従い
処理され、必要な関係者に情報提供される。

レベル 4

運用フェーズで発生・発見されたセキュリティ上の問題は、組織で定められた対応フロー・基準に従い
処理され、業界団体や利用者等外部への公表・共有が行われる。
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4.4.3. 利用者や自動車関係者への情報提供
実際にセキュリティ問題が発生した時のみならず、日ごろから、利用者や自動車関係者に対し継続
的に情報提供を行い、新しい利用法・サービスに伴う注意点や、既存製品の脆弱性情報、安全な使い
方等を繰返し伝え意識を高めていく必要がある。
1)

利用者に向けた情報提供
セキュリティ情報を含めた、自動車を利用する上で利用者が意識すべき情報を発信しつづける
ことが必要である。提供手段は web 等のように利用者が自ら確認する方式よりも、利用者に
情報が自動的に届く仕組みを検討することが望ましい。

2)

自動車関係者に向けた情報提供
自動車関係者に提供すべき情報には、新サービスとその利用方法・新たに想定される脅威とそ
の対処方法、脆弱性情報、インシデント発生時の対応手順、セキュリティアップデートのリリ
ース情報と提供方法等がある。ディーラー等に対し新製品情報と一緒にセキュリティ情報を共
有する、等の方法も考えられる。また、ディーラーや中古車販売店は、利用者に直接説明を行
う機会を持つため、利用者が自動車を安全に利用する上で最低限必要な事項を通達することも
有効である。
表 4-15 利用者や自動車関係者への情報提供における取組みレベル

レベル

取組み概要

レベル 1

利用者や自動車関係者へのセキュリティ関連情報の提供は実施していないか、継続的に行われていない。
セキュリティアップデート等の仕組みは特に提供していない。

レベル 2

利用者向けのセキュリティ関連情報や、セキュリティアップデート等の対応方法等の情報、自動車関係
者向けの脆弱性情報等は、web ページ等利用者・自動車関係者が能動的に情報を取得すれば入手できる
方法で通知されている。セキュリティアップデートは、利用者がディーラー等に依頼することで対応さ
れる。

レベル 3

利用者や自動車関係者へのセキュリティ関連情報は、利用者や自動車関係者が確実に知りえるような方
法で定期的に提供されている。セキュリティアップデートは、利用者がディーラー等に依頼することで
対応される。自動車関係者には販売・引渡し時の注意点が周知されている。

レベル 4

利用者や自動車関係者へのセキュリティ関連情報は、利用者や自動車関係者が確実に知りえるような方
法で定期的に提供されている。セキュリティアップデートは自動更新等のしくみにより提供されている。
自動車関係者への情報周知状況が定期的に確認されている。
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4.4.4. 脆弱性関連情報の活用
利用者や関係諸機関によって届けられた脆弱性関連情報は、利用者への対応のみならず、類似製品
への影響や再発防止のため、有効に活用する必要がある。度重なる脆弱性の発生は、企業ブランドの
低下につながり、システム的な問題だけではなく、経営に直結した問題となり得る。脆弱性関連情報
を活用することにより、フィードバックをうけた各部門がそれぞれ自部門でできる対策を実施し、連
携していくことで次回からの発生を防ぐことができる。
届けられた脆弱性関連情報を活用するためには、脆弱性関連情報やその対策を集約したデータベー
スの作成、脆弱性関連情報及び脆弱性対策を集約・管理するための作業フローの策定等が挙げられる。
表 4-16 脆弱性関連情報の活用における取組みレベル
レベル

取組み概要

レベル 1

運用フェーズで発生・発見された脆弱性関連情報は活用する取組みがなされていない。

レベル 2

運用フェーズで発生・発見された脆弱性関連情報は運用担当部門の主導により活用されている。

レベル 3

運用フェーズで発生・発見された脆弱性関連情報を組織で活用するための業務フローが確立されている。

レベル 4

運用フェーズで発生・発見された脆弱性関連情報、及びその対策を組織で活用するための業務フローが
確立されており、ライフサイクルの各フェーズにおける適切な関係者から閲覧可能となっている。
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4.5.

廃棄フェーズにおける取組み

廃棄フェーズでは、廃車または中古車としての売却が行われる。廃車の場合、利用者により抹消登
録手続きが行われた後、解体業者によりリサイクル部品回収等が行われる。中古車売却では、中古車
販売店等による引取りが行われる。
4.5.1. 廃棄方針の策定と周知
廃車または中古車としての売却いずれの場合も、利用者と自動車の関係は失われるため、利用者の
プライバシに関わる情報は消去することが必要である。さらに、廃車の場合には、製品としての自動
車の利用が終了するため、自動車固有の情報等も極力消去しておくことが望ましい。
表 4-17 は廃車または中古車としての売却の際に消去必要な情報の例である。廃車と売却では情報
の扱いに違いがでることに注意する。
表 4-17 廃棄（廃車・中古車売却）において消去されるべき情報
区分

説明

自動車
固有情報

廃車

売却

認証情報、故障履歴、動作履歴（エアバック動作、電池充電放電等）
、

消去

－

走行・動作履歴

消去

消去

ユーザ情報

ユーザ（運転者・搭乗者）の個人情報、認証情報、課金情報、利用履歴・操作履歴等

消去

消去

コンテンツ

ビデオ、音楽、地図等のアプリケーション用データ

消去

消去

ソフトウェア等の動作設定データ

消去

消去

設定情報

情報の消去を徹底するためには以下のような取組みが必要となる。
1)

情報消去機能の提供
情報の消去は、簡単な手順でできることが望ましい。可能であれば消去ツール（コマンド）を
準備しておく。消去の手順は利用者・所有者の責任において実施すべきものであるため、利用
者・所有者が自ら操作するか、利用者・所有者が解体業者に依頼して消去してもらえるように
しておくことが必要である。

2)

情報消去手順等の利用者・所有者への周知
消去対象となる情報、消去方法等を利用者・所有者に提供し、周知する。最低限下記のような
項目を周知しておくことが望ましい。
-

個人情報の消去は利用者（所有者）の責任において実行すること

-

情報消去の機能の使い方

-

情報消去後の確認方法

参考として携帯電話での利用停止時の個人情報消去の取組みが、社団法人電気通信事業者協会「個
人情報消去に関する指針」[49]に記載されている。具体的な対応事例については、個々の携帯電話通
信事業者の情報[50]等を参照されたい。
なお、こうした残存情報によるプライバシの侵害は、運用フェーズにおけるカーシェア・レンタカ
ー等でも発生することが考えられる。利用者が自動車を返却するときには、廃棄に準じ、車内の残存
情報をカーシェア・レンタカー業者が消去しておくことが望ましい。
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表 4-18 廃棄方針の策定と周知における取組みレベル
レベル

取組み概要

レベル 1

廃棄時におけるセキュリティ上の対処方法は特に考慮されていない。

レベル 2

廃棄、データ消去等に関し、ユーザガイドや web ページ等利用者が確認可能な方法で情報を公開している。

レベル 3

廃棄、データ消去等に関し、ユーザガイドや web ページ等利用者が確認可能な方法で情報を公開しており、
内容は組織として規定されたものになっている。

レベル 4

廃棄、データ消去等に関し、ユーザガイドや web ページ等利用者が確認可能な方法で情報を公開しており、
内容は組織として規定されたものになっている。製品のトラッキングが行われており、廃棄の際には組織
的に対応できる仕組みが考慮されている。
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付録 1：車載システムにおける機能と脅威・対策のマッピング表
1.基本制御
機能
①
脅
か 2.拡張機能
さ
れ
る
機
能

A.駆動系

▲

▲

▲

▲

▲

▲

B.シャーシ系

▲

▲

▲

▲

▲

▲

C.ボディ系

●

●

●

▲

●*

●*

●*

●*

D.安全快適機能

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

E.診断保守

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

F.ITS 機能

●

●

●

▲

●

●

●

●

●

●

G.テレマティクス

●

●

●

▲

●

●

●

●

●

●

H インフォテイメント

●

●

●

▲

●

●

●

●

●

●

ロ
グ
喪
失

不
正
中
継

○

○

主なインシデント発生原因

②
発
生
す
る
脅
威

利用者に
よる操作

設
定
脅威 ミ
ス

セキュリティ
要件定義

要件管理ツール

セキュリティ
機能設計

セキュリティアーキテクチャ設計

○
○

ユーザ認証

○

サーバ認証

攻撃者による干渉

不
正
利
用

不
正
設
定

情
報
漏
え
い

盗
聴

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

認 機器・端末認証
証 車載機（ECU）認証

○

Ｄ
ｏ
Ｓ
攻
撃

○

○

○

ア
ク
セ
ス
制
御

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

プログラム認証

○

権限設定・権限最小化

○

○

パケットフィルタリング

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ドメイン分割

○

ネットワーク分割

○

○

○

○

○

○

○

セキュリティコントローラ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

セキュア・プログラミング

セキュリティ
テスト

セ キ ュ リ ソースコードレビュー
ティ評価 静的解析ツール

○

○

○

○

偽
メ
ッ
セ
ー
ジ
○

メッセージ認証（検証）

セキュア実装

○
○

コーディング規約検証
ファジング

○

脆弱性検査
マニュアル等
の整備

○

暗 通信路暗号化
号 コンテンツ暗号化
化
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能
の
利
用

③
対
策
技
術

ウ
イ
ル
ス
感
染

●*

○

○

○

利用の工夫

○
○

○

○

○
○

利用者教育

○

規定値セキュリティ

○

○

○

○

○

●直接的な脅威：脅威は各機能が直接外部と接する物理接続インタフェース経由の攻撃で発生する
▲間接的な脅威：脅威は車載 LAN を経由した攻撃で発生する
A.駆動系・B.シャーシ系への脅威は、可能性は考えられるが、一般にセーフティ機構で厳重に保護されており、セキュリ
ティ対策を実施しなかった時の影響度が、他の機能と同一ではないと考えられることから、グレーでの表記としている。
○考えられる対策：これらの対策技術のいずれかを適用する事により、セキュリティ対策を行うことが可能である。
空欄は公開日現在（2013 年 3 月）の時点では、該当する脅威及び対策は無い。
* スマートキーのみが該当する脅威

50

【本書における各機能の物理接続インタフェース有無の想定】
機能分類

機能

1.基本制御 A.駆動系
機能
B.シャーシ系

2.拡張機能

外部への物理接続インタフェース有無の想定

無
無

C.ボディ系

有

D.安全・快適機能

無

例：スマートキー用 RF、TPMS 用無線等

E.診断保守

無

F.ITS 機能

有

例：DSRC（Dedicated Short Range Communication）等

G.テレマティクス

有

例：携帯電話回線等

H.インフォテイメント

有

例：携帯電話回線等

【利用者による操作に起因する脅威】正当な利用権限を持つ利用者が悪意なく実施した操作に起因
脅威

設定ミス

ウイルス
感染

説明
事例

インフォテイメント機能で意図しないサービス事業者に個人情報を送付してしまう、テレマティクスの通信
の暗号機能を OFF にしてしまい通信情報が盗聴される、ドアロックしたつもりができていなかった、等。

説明

利用者の操作が、意図せず異常動作等のセキュリティ上の問題を引き起こす脅威。不注意やガイダンスの不
備等おる利用者の誤った操作に起因して発生する。

発生条件

利用者が直接操作、設定可能な機能で発生する。

事例

インフォテイメント機器にスマートフォンからコンテンツを入れようとしてインフォテイメント機器に感染
し、そこから車載 LAN を通じて車載 LAN 上のほかの車載機に感染する、等。

概要

ウイルスや悪意あるソフトウェア（マルウェア等）等への感染（外部媒体やスマートフォン等の持ち込み機
器内のコンテンツやソフトウェアに混入して持ち込まれる場合が多いと考えられる）。

発生条件

ソフトウェアが動作する機能で発生する。

【攻撃者の干渉に起因する脅威】正当な利用権限を持たない攻撃者が悪意で行う操作に起因
脅威

説明
事例

所有者及び所有者が許可した利用者以外の攻撃者による鍵操作、権限のない整備工場や自動車用品店の職員
やそれらになりすました攻撃者による無許可の診断情報取得、設定変更、設定情報閲覧等。不正利用したア
カウントで遠隔イモビライザーを操作、自動車 100 台が動作不能[51]、等の実例がある。

概要

正当な権限を持つ利用者以外の者が機能を利用する脅威。

発生条件

利用者や整備工場の整備員等による直接操作が可能な機能において発生する。

事例

機器のパスワードや暗号化設定の削除や、自動車状態情報を利用者の意図に反して常時送付するように設定
変更してしまう、不正な値を設定値に書き込んで ECU や車載機の誤動作をねらう、等。

概要

攻撃者によって正当な利用者の意図に反した設定がなされる脅威。不正利用、情報漏えい等二次的脅威を引
き起こすことを目的として行われる。

発生条件

利用者や整備工場の整備員等による直接操作が可能な機能において発生する。車載 LAN 以外の外部インタ
フェースを経由して設定が可能な場合は直接的な脅威となり、車載 LAN を通してのみ設定が可能な場合(J.
外部インタフェースを通してのスマートフォン等の持ち込み機器からの設定等も含む)は、間接的な脅威とな
る。

事例

蓄積されたソフトウェアや、ダウンロードしたコンテンツ、操作履歴や利用者の各種サービスのアカウント
等の認証情報が、脆弱性や設定の不備を利用して不正に読み取られる、等。

概要

意図的な、自動車内に蓄積する情報、または自動車から発生する情報の漏えい。

発生条件

何らかの情報が蓄積されている機能で発生する。

事例

TPMS のメッセージ（暗号化されていない）が盗聴されメッセージ内のタイヤ固有番号が特定個人や車と結
びつきプライバシが侵害される、ナビゲーションや渋滞予測を行うサービスのために自動車からサービス事
業者のセンターに送付される車速・位置情報等の自動車状態情報やサービス事業者に送付される認証情報が
途中経路で盗聴される、等。

概要

自動車内の車載機同士の通信や、車載システムと外部サービス事業者システムとの通信が盗み見られたり奪
取されたりする脅威。

発生条件

通信を行う機能で発生する。

事例

テレマティクスや遠隔操作等のためのインターネットから許可していたポートに大量のパケットを送りつ
け、遠隔操作やサービスを邪魔する、等。スマートキーの無線が DoS 攻撃を受け、施錠操作が邪魔されてい
た[52]、等の実例がある。

概要

Denial of Service 攻撃。不正な接続要求によってアクセス負荷（リクエスト要求）を高め、正規のサービス
の阻害やシステムダウンを狙った攻撃。

発生条件

インタフェースを持つ機器で発生する。

不正利用

不正設定

情報
漏えい

盗聴

DoS 攻撃
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【攻撃者の干渉に起因する脅威】（続き）
脅威

説明
TPMS のメッセージをねつ造し、異常がない自動車の警告ランプをつけることが可能、等の指摘[53]があ
る。警告ランプをつけて自動車を止めることで犯罪につながる等の可能性も考えられる。

事例

偽メッセー
概要
ジ

ログ喪失

不正中継

正当な権限を持つ利用者、または正当なシステム以外が発するメッセージによる脅威。

発生条件

外部とのメッセージ交換を行う機器で発生する。

事例

侵入した攻撃者がログ削除または改ざんを行い、その形跡を削除する、等。もともと十分なログ機能が実
装されていないケースも考えられる。

概要

利用者・攻撃者が実施した操作のログが後から確認できなくなる脅威。問題発生時に、危険な操作や設定
変更、アップデート適用の有無等、問題に関わる重大な操作の実施（または未実施）事実が確認不能とな
る。また、原因が利用者操作なのか、その他システム動作なのか、等の調査が不可能となり責任所在が不
明となる。

発生条件

機能 A.駆動系、機能 B.シャーシ系、機能 C.ボディ系等は診断・保持機能がまとめてログを管理すると考え、
E.診断保守機能において発生する脅威としている。

事例

スマートキーの LF 帯電波を不正に中継し、離れたところから攻撃者に自動車の鍵を解錠される[54]等の実
例がある。

概要

無線インタフェースの脆弱性を利用した脅威。

発生条件

外部に無線のインタフェースを持つ機能に対して発生する。

【脅威に対するセキュリティ対策】
区分

セキュリティ対策

説明

セ キ ュ リ テ ィ 要件管理ツール
要件定義

プログラムの要件定義から実装までのトレーサビリティを管理するツールである。大規
模・複雑なシステムでは、システム全体を把握し、全体で整合性のあるシステムを実現
することは容易ではない。要件定義や設計を適切に行うとともに、それらを漏れなく正
確に実装する対策が必要である。要件管理ツールは、複雑なプログラムの要件を整理し、
要件と設計・機能の対応付け管理等を行うことができるツールである。セキュリティ要
件への活用によりセキュリティ機能の実装漏れを防ぐことができる。

セ キ ュ リ テ ィ セキュリティ
機能設計
アーキテクチャ設計

システムのユースケースやモデルを明確化し、脅威・リスク分析を行い、セキュリティ
方針に準拠して、対応方法・対応箇所を設計するプロセスである。脆弱性分析、リスク
分析と、その対応方法をシステム全体で俯瞰することにより、適切で無駄のない対策を
行うとともに、セキュリティ対策の対応漏れやモジュール間での想定違いによる脆弱性
の発生等を防止できる。

暗
号
化

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能
の
利
用

認
証

通信路
暗号化

データの通信路を暗号化する技術である。EVITA プロジェクトでは、EVITA HSM を
ECU に搭載し、ECU 間の通信路を暗号化する。他無線 LAN での WPA
（Wi-Fi Protected
Access）2、IP での IPSec 等様々な方式がある。WPA（無線 LAN）や GSM（携帯電話）
等のように、安全とされていた方式が後に脆弱性が判明し危険とされる場合もあるた
め、注意が必要である。

コンテンツ
暗号化

通信路に流れるデータもしくは、蓄積されているデータを暗号化する技術である。HTTP
サーバとの送受信データを暗号化する HTTPS、蓄積された映像データを保護する DRM
（Digital Rights Management）等の例がある。

ユーザ認証

利用者を認証する技術である。広く使われている文字列による ID・パスワード認証では、
予測される、盗難される、等に注意が必要である。IC カード認証やワンタイムパスワー
ド、複数の方式を組み合わせ 2 要素認証等の方式もある。

サーバ認証

クライアントがサーバを認証する技術である。サーバのなりすましを防止する。HTTP
クライアントが web サーバを認証する SSL（Secure Socket Layer）等の事例がある。
認証には電子証明書等が利用される。HTTPS 等の例がある。

機器
・端末認証

操作用のスマートフォン等、通信相手の機器・端末を認証する技術である。製造番号等
元に生成した機器特徴データ等を用いて認証を行う。電子証明書（クライアント証明書）
を利用する場合もある。

車載機
（ECU）
認証

車載機の機器認証の技術である。標準化された手法はないが、EVITA HSM 等の例があ
るほか、TPM 等の利用が考えられる（
「4.3.1」参照）。

通信相手から送付されてきたメッセージを認証する技術である。メッセージの改ざん、
メッセージ
認証（検証） 偽の送信者によるメッセージ等を検知する。メッセージをハッシュ関数にかけた値や、
ブロック暗号アルゴリズムで暗号化した値を利用する。

プ ロ グ ラ ム システム内のプログラムを認証する技術である。実行用プログラムに電子署名を付加
し、ソフトウェアのインストール・更新時に配布元が信頼できる組織であることを検証
認証

する、等の利用方法がある。この方法では、プログラムの改ざんも検知できる。またプ
ログラムを実行する際に電子署名を検証することで、不正なプログラムの実行を防止
し、実行環境のセキュリティを守ることができる。
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【脅威に対するセキュリティ対策】(続き)
区分

セキュリティ対策

セキュリティ
機能設計
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能
の
利
用

ア
ク
セ
ス
制
御

説明

権限設定
・権限最小化

リソースアクセスや機能の実行を許可するユーザ・プロセスを限定する、また許可
する事項は必要最低限に特定する技術である。Linux のカーネルレベルでアクセス
される資源の重要度に応じてアクセス制御を行う SE-Linux や、仮想マシン等もこ
うした技術の一つと考えることができる。どちらも攻撃の機会を最小化することに
より脅威の発生の防止に繋がる。

パケット
フィルタリング

通信データを経路上、または受信側で検査し、予め許可されていない通信を遮断す
る技術である。外部からの不正なアクセスを防止することができる。

ドメイン分割

プログラムのモジュールをセキュリティの重要度によりグループ化し、異なるグル
ープ間でのデータのやり取りを制限する方式である。障害や攻撃の影響範囲を分断
することができる。基本制御機能と拡張機能の間や、その他車載機の間に設置する
ゲートウェイ等もドメイン分割の一例である。

ネットワーク
分割

車載 LAN 等のネットワークをセキュリティの重要度により分割し、間にゲートウ
ェイを入れることで不正なアクセスを防止する方式である。たとえば、自動車にお
いては車載 LAN を、基本制御機能が接続されている部分とそれ以外に分け、それ
以外の部分から基本制御機能が接続されている部分へのアクセスは直接できない
ようにする、等が考えられる。障害や攻撃の影響範囲を分断することができる。

セキュリティ
コントローラ

車載システム中に実装されるアクセス制御用の機能である。セキュリティ要件の異
なる通信はセキュリティコントローラを介して利用することで、自動車用の制御・
通信処理から機密情報を隔離し、安全な処理を可能とする[55]。

セキュア
実装

セキュア・プログラミング

バッファオーバーフローや、クロスサイトスクリプティング等既知の脆弱性を防止
するためのプログラミング技術である。プログラミングの脆弱性作りこみを防止す
る。脆弱性のもととなる関数の利用禁止や、誤解を生みやすいコード表記の禁止等
をプログラミング規約として徹底することも効果がある。

セキュリティ
評価

セキュリティテスト

完成したプログラムに脆弱性がないことを確認する手法である。ソースコードを人
による目視や、ツールを利用して検証する静的検証、実際に動作させて挙動を確認
する動的検証等の手法がある。静的検証には、コード規約をチェックするツールや、
コードの解析を行い統計情報として分析するツール等がある。動的検証には既知の
脆弱性をチェックするツールや、ファジングと呼ばれる異常データを入力してシス
テムの動作を確認するツール等がある。
（「4.3.3」参照）

その他の対処

利用の工夫

利用方法を工夫することにより、セキュリティ上の問題の発生を防ぐ方式である。
たとえば、スマートキーの無線接続への DoS 攻撃で、施錠が妨害される事例では、
ブリンク等により利用者に確実に施錠を確認させる等が挙げられる。

利用者教育

利用者がセキュリティ上の問題を起こすような操作をしないよう、危険性、安全な
利用方法について教育を行う方法である。

製造時の攻撃対策

認証や通信路の暗号化を実施するために、車載機器に対し事前に暗号鍵等
の機密情報を書きこむことが増えつつある。工場の製造ライン上で、これ
らの機密情報が盗聴されたり改ざんされたりすることがないように配慮
する必要がある。これを実現するために、制御セキュリティ規格である
IEC 62433 等を活用し製造ラインの開発を実施すべきである。

規定値
セキュリティ

工場出荷時設定等のまま利用しても、セキュリティが確保されるような仕様を徹底
することである。たとえば、出荷時にセキュリティ機能を有効にしておき、必要が
ない場合に明示的に無効にする等が考えられる。
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付録 2：ライフサイクルにおける「セキュリティへの取組み」のレベル一覧表
取組み項目

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

企
画

自 部 デ 所 利 カ 整 用 事 中 解

セキュリティルールの策定は
行っていない。

レベル２

レベル３

レベル４

セキュリティルールは現場が自主的に策定している。 組織としてセキュリティルールを策定し、規則集として 組織としてセキュリティルールを策定し、規則集として明文化しており、担当者が
明文化している。
規則を順守していることを確認するための手段も規定している。

セキュリティルー
ルの策定（P24）

●

セキュリティ教育
の実施（P27）

●

セキュリティ教育は実施して セキュリティに関する分科会（小集団活動）が自主的 セキュリティ教育が業務に組み込まれている。セキュリ セキュリティ教育が業務に組み込まれている。専門家による研修カリキュラムが義
いない。
に活動している。必要に応じて現場の責任者や担当者 ティに関する講習会・研修会の受講が奨励されている。 務付けられている。
が主導して知識習得や勉強会が実施されている。

セキュリティ情報
●
の収集と展開（P29）

セキュリティ情報は特に収集 現場の責任者や担当者が主導して必要に応じて情報収 組織として情報収集を行い、収集結果は関係者に伝達さ セキュリティ情報の収集と蓄積を積極的に実施し、セキュリティ情報の活用に努め
していない。
集を行っている。
れる仕組みを構築している。
ている。

セキュリティに配
慮した要件定義の
策定（P30）

●

要件定義策定において、セキュ 担当部門または担当者レベルでセキュリティ要件の定 組織としての基準に基づき、セキュリティ要件の定義を セキュリティ要件の定義が CC 等の国際標準に基づいて実施されている。
リティは考慮されていない。
義を実施する。
実施している。

セキュリティ関連
予算の確保（P31）

●

セキュリティに関わる予算は 開発等の現場の責任者または担当者から要求があった セキュリティ確保のために一定の基準でライフサイクル 組織にセキュリティ部門等を設置するための予算を確保し、活動している。
用意されていない。
ときに予算確保が検討・承認される。
の各フェーズにおいて予算を割り振ることが前提として
業務に組み込まれている。

●

開発を外部委託する場合に、セ
キュリティ対策に関する取組
みには考慮されない。セキュリ
ティに関する機能が含まれて
いても通常の開発委託と同様
の扱いとしている。

開発外部委託にお
けるセキュリティ
への配慮（P32）

開発を外部委託する場合のセキュリティ対策は、担当
者または一部のグループ等による任意の活動に依存
し、同じ部門内でも統一的な活動となっていない。セ
キュリティ対策は開発責任者や開発担当者の知識・経
験に基づき実施され、明確な判断基準が存在しない。

開発の外部委託では、セキュリティ対策を目的として組 レベル３での取組みに加え、セキュリティを専門とする部門が存在し、委託先の指
織的な対策を考慮することが要求されている。外部委託 導を行う。
におけるセキュリティ対策の結果は部門内または部門間
で監査する業務フローが規定されている。

企画段階において新技術導入 企画段階で行うべき新技術導入によるセキュリティへ 組織として企画段階で行うべき新技術導入によるセキュ 組織として企画段階で行うべき新技術導入によるセキュリティへの影響の検討項目
によるセキュリティへの影響 の影響の検討は、企画担当者の判断で実施される。 リティへの影響の検討項目が規定されている。
が規定されており、その内容を監査する仕組が存在している。
の検討はほとんど行われず、セ
キュリティ要件の定義も考慮
されない。

新技術に関連する
●
脅威への対応（P33）

開
発

レベル１

設計（P34）

● ●

▲

設計段階においてセキュリテ
ィ対策の検討はほとんど行わ
れず、仕様書にも記載されな
い。

実装時のセキュリ
ティ対策（P37）

● ●

▲

実装時のセキュリティ対策に
ついてはほとんど考慮されな
い。

実装でのセキュリティ対策は、開発責任者や開発担当 セキュリティ対策を目的としてコーディングやレビュー レベル 3 の取組みに加え、セキュリティの専門部門が存在しコーディングやレビュ
者の知識と経験に基づいた任意の活動に依存し、組織 等をはじめとする実装段階でのルールが組織的に策定さ ーでの指導を行うほか、専門部門がルール策定に関与している。
としての明確な判断基準は存在しない。
れ、このルールに従って作業が実施される。

▲

セキュリティ評価テストは特
に実施されず、テストにもセ
キュリティに関する項目がな
い。

セキュリティ評価テストは開発責任者または担当者の 組織的に策定されたセキュリティ評価手順・項目・基準 組織的に策定されたセキュリティ評価手順・項目・基準に従ってセキュリティ評価
知識・経験に依存した形で仕様が策定され、セキュリ に従ってセキュリティ評価が実施されている。
が実施され、結果はセキュリティを専門とする部署の監査を受けている。
ティ評価の品質は担当者の知見にゆだねられる。

▲

情報提供用コンテンツ等にセ
キュリティに関わる記述はな
い。

情報提供用コンテンツ等にセキュリティに関わる記述 情報提供用コンテンツ等にセキュリティに関わる記述が
があり、セキュリティ上の注意点、トラブル対応手順、あり、セキュリティ上の注意点、トラブル対応手順、等
等が記載されている。記載内容は開発責任者もしくは が記載されている。情報提供用コンテンツ等へのセキュ
担当者の判断に既存する。
リティ関連事項の記載と、記載内容は組織的に定められ
た基準に従って記載されている。

情報提供用コンテンツ等にセキュリティに関わる記述があり、セキュリティ上の注
意点、トラブル対応手順、等が記載されている。情報提供用コンテンツ等へのセキ
ュリティ関連事項の記載と、記載内容は組織的に定められた基準に従って記載され、
定期的に更新、専門部署におけるチェックをうけている。

▲

製造設備の設計、運用仕様に
セキュリティに関わる記述は
ない。

製造設備の設計、運用仕様にセキュリティに関わる検
討が行われており、セキュリティ上の注意点、トラブ
ル対応手順、等が策定されている。策定内容は開発責
任者もしくは担当者の判断に依存する。

製造設備の設計、運用仕様にセキュリティに関わる検討
が行われており、セキュリティ上の注意点、トラブル対
応手順、等が策定されている。策定内容は組織的に定め
られた基準に従って記載されている。

製造設備の設計、運用仕様にセキュリティに関わる検討が行われており、セキュリ
ティ上の注意点、トラブル対応手順、等が策定されている。策定内容は組織的に定
められた基準に従って記載され、定期的に更新、専門部署におけるチェックをうけ
ている。

●

運送時におけるセキュリティ
の確保に必要な機能の準備や
運用に関わる記述はない。

運送時におけるセキュリティの確保に必要な機能の準 運送時におけるセキュリティの確保に必要な機能の準備
備や運用に関わる検討が行われており、セキュリティ や運用に関わる検討が行われており、セキュリティ上の
上の注意点、トラブル対応手順、等が策定されている。注意点、トラブル対応手順、等が策定されている。策定
策定内容は開発責任者もしくは担当者の判断に依存す 内容は組織的に定められた基準に従って記載されてい
る。
る。

運送時におけるセキュリティの確保に必要な機能の準備や運用に関わる検討が行わ
れており、セキュリティ上の注意点、トラブル対応手順、等が策定されている。策
定内容は組織的に定められた基準に従って記載され、定期的に更新、専門部署にお
けるチェックをうけている。

セキュリティ上の
● ● ○
問題への対処（P42）

運用フェーズで発生・発見さ
れるセキュリティ上の問題
（脆弱性）に対する取組みは
実施されていない。

運用フェーズで発生・発見されたセキュリティ上の問 運用フェーズで発生・発見されたセキュリティ上の問題 運用フェーズで発生・発見されたセキュリティ上の問題は、組織で定められた対応
題は、顧客窓口部門の判断で処理され、対応に関する は、組織で定められた対応フロー・基準に従い処理され、フロー・基準に従い処理され、業界団体や利用者等外部への公表・共有が行われる。
組織で統一されたルール・基準は存在しない。
必要な関係者に情報提供される。

セキュリティ評
● ●
価・デバッグ（P38）

利用者等への情
報提供用コンテ
ンツ等の準備
（P39）
製造時の攻撃対策
（P40）

運送時におけるセ
キュリティの確保
（P41）

● ●

● ●

●

運
用
○

▲

設計段階におけるセキュリティ対策の検討は、開発責 組織として設計段階で行うべきセキュリティ対策の検討 組織として設計段階で行うべきセキュリティ対策の検討のプロセス等のルールが制
任者や開発担当者の判断で実施される。
のプロセス等のルールが制定されておりそれに基づいた 定されておりそれに基づいた設計プロセスが実施されている。実施プロセス、定義
設計プロセスが実施されている。
したセキュリティ要件等についセキュリティ部門が監査する仕組みが機能してい
る。
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利用者や自動車関
係者への情報提供
（P43）

脆弱性関連情報の
活用（P44）

廃棄方針の策定と
周知（P45）

利用者向けのセキュリティ関連情報や、セキュリティ
アップデート等の対応方法等の情報、自動車関係者向
けの脆弱性情報等は、web ページ等利用者・自動車関
係者が能動的に情報を取得すれば入手できる方法で通
知されている。セキュリティアップデートは、利用者
がディーラー等に依頼することで対応される。

● ●

▲

運用フェーズで発生・発見さ
れた脆弱性関連情報は活用す
る取組みがなされていない。

運用フェーズで発生・発見された脆弱性関連情報は運 運用フェーズで発生・発見された脆弱性関連情報を組織 運用フェーズで発生・発見された脆弱性関連情報、及びその対策を組織で活用する
用担当部門の主導により活用されている。
で活用するための業務フローが確立されている。
ための業務フローが確立されており、ライフサイクルの各フェーズにおける適切な
関係者から閲覧可能となっている。

● ●

廃棄時におけるセキュリティ
上の対処方法は特に考慮され
▲ ▲ ▲ ていない。

廃棄、データ消去等に関し、ユーザガイドや web ペー 廃棄、データ消去等に関し、ユーザガイドや web ページ 廃棄、データ消去等に関し、ユーザガイドや web ページ等利用者が確認可能な方法
ジ等利用者が確認可能な方法で情報を公開している。 等利用者が確認可能な方法で情報を公開しており、内容 で情報を公開しており、内容は組織として規定されたものになっている。製品のト
は組織として規定されたものになっている。
ラッキングが行われており、廃棄の際には組織的に対応できる仕組みが考慮されて
いる。

● ●

○ ○

( )

廃
棄

利用者や自動車関係者へのセ
キュリティ関連情報の提供は
実施していないか、継続的に
行われていない。セキュリテ
ィアップデート等の仕組みは
特に提供していない。

○ ○○

○ ▲

利用者や自動車関係者へのセキュリティ関連情報は、利 利用者や自動車関係者へのセキュリティ関連情報は、利用者や自動車関係者が確実
用者や自動車関係者が確実に知りえるような方法で定期 に知りえるような方法で定期的に提供されている。セキュリティアップデートは自
的に提供されている。セキュリティアップデートは、利 動更新等のしくみにより提供されている。自動車関係者への情報周知状況が定期的
用者がディーラー等に依頼することで対応される。自動 に確認されている。
車関係者には販売・引渡し時の注意点が周知されている。

凡例：自＝自動車メーカ 部＝部品メーカ デ＝ディーラー 所＝所有者 利＝利用者 カ＝カーシェア・レンタカー事業者 整＝整備工場 用＝自動車用品販売店 事＝その他サービス事業者 中＝中古車販売店 解＝自動車解体業者
記号の意味： ●本ガイドを読み主体的に動く ○主体からの働きかけを受けて動く（本ガイドを読み主体的に動くことが望ましい） ▲本ガイドを参考とする ※カーシェア・レンタカー事業者は廃棄フェーズの取組みを参考に運用フェーズで取組みを行う
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用語の定義
用語

説明

IPA カー

自動車システムのセキュリティ検討を容易にするため、自動車システムにおける機能の分類・優先度付けを
行った自動車システムのモデル。

後付け車載機

出荷後に車載 LAN に取り付けられる衝突防止システムや運行管理システム等の車載機。

インシデントハン
運用フェーズにおいてセキュリティ上の問題が発生した場合の対応。
ドリング
運用

ディーラーにより自動車が利用者（所有者）に販売され、利用者が使っている期間の製造者としての作業工
程。インシデント対応を中心に、保守、サポート等の作業を含む。

開発

企画フェーズで策定された要件定義を受け製品を設計・実装・製造する工程。

企画

製品のコンセプト策定、予算策定、等を含む要件定義までの工程。

現場

組織における企画・開発・運用等の担当者。「経営層」に対する言葉。

サービス事業者

ITS・テレマティクス等の端末機器や後付け車載機等との連携により、外部から自動車に対してネットワーク
を通じたサービスを提供する事業者。本書では、カーシェア・レンタカー業者以外を一括して「その他のサ
ービス業者」とする。

車載システム

自動車メーカから出荷される自動車に搭載される情報システム。出荷後に搭載される後付け車載機や、タブ
レット PC やスマートフォン等の利用者が持ち込んで利用する機器は含まない。

自動車システム

自動車メーカから出荷される自動車を中心とした、自動車に関連する情報システム全体を指す。自動車メー
カから出荷される「自動車」
（車載システム）、タブレット PC やスマートフォン、購入後に取り付ける車載機
等の「周辺機器」
（持ち込み機器）
、ITS・テレマティクス等のネットワーク経由でのサービスを提供する「周
辺システム」までを含む。

自動車メーカ

自動車の製造者(OEM)。

周辺システム

サービス事業者が自動車外部から様々なサービスを提供するためのシステム。

制御関連機能

ドアロック・ウィンドウ開閉・エアコン制御等自動車の機械的な制御に関連する機能。

情報関連機能

カーナビ等、主に自動車の制御には直接関わらない機能。

脆弱性

システムにおいて、不正アクセスやコンピュータウイルス等の攻撃により、システムの機能や性能を損なう
原因となり得るセキュリティ上の問題箇所。

セキュリティ
（Security）

主に悪意のある攻撃者から自動車・搭乗者・情報を保護すること。自動車がソフトウェア・ネットワーク化
し、スマートフォン等と連携して、自動車の新しい利用形態が出現している背景を受け、重要となってきて
いるもの。自動車は従来セーフティで保護されてきたが、今後はセキュリティを含めた対策が必要となって
いくと考えられる。本書はセキュリティに限定して記載している。→安全性（Safety）

安全性
（セーフティ）
（Safety）

悪路・事故から自動車・搭乗者を保護すること。自動車において従来より非常に重要視されおり、出荷され
ている自動車は、高度なセーフティ技術により保護されていると考えられる。セキュリティとは補完関係に
あり、自動車は、保護したい機能・資産の特性に応じて両方、またはどちらか一方の対策により保護される。

セキュリティ
アーキテクチャ

想定される脅威に対し、リスク評価を経て策定した対応方針を、システム上に実装するにあたり、どこでど
のように対策するかを表すもの。

セキュリティ
ルール

経営層により策定される組織のセキュリティ方針（セキュリティへの取組み基本方針と対策基準）と管理規
則（具体的手順）の定め。具体的に行うべきこと、及び行ってはならないことを定めたセキュリティに対す
る取組み方針。

組織

セキュリティルールの策定において一体とみなされる範囲。開発を行う企業体や開発作業において一体とみ
なされる子会社を含めた企業グループ等。企業内の部署等ではない。

（自動車の）廃棄

所有者が自動車を手放すこと。中古車として売却する場合と、廃車にする場合がある。

廃車

廃棄のうち、中古車として売却するのではなく、抹消登録を行い、自動車としての利用自体を停止する処理
を行うこと。中古車としての売却と異なり、次の利用者は存在しない。

不正プログラム

正当な利用者の意図に反してインストールされ、自動車システムに利用者の意図しない影響を与えるプログ
ラム。

部品メーカ

自動車メーカに対し、部品等を供給するメーカ（サプライヤ）。本書では、Tier1 サプライヤを中心とするご
く上位の部品メーカを「主要な部品メーカ」と称する。

利用者

実際に自動車を運転する人。所有者は別に存在する場合がある。

ユーザガイド

製品（自動車）に添付される利用者向けの文書。利用方法、注意事項等が記載される。開発フェーズで策定
される。

要求

企画フェーズで発生する、製品に対して求められる事項。

要件定義

「要求」を明確に文書化し定義したもの。実装は含まない。企画フェーズで要求を取りまとめて策定される。
開発フェーズへのインプットとなる。
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本ページは白紙です

お問い合わせ先

技術本部 セキュリティセンター
〒１１３－６５９１ 東京都文京区本駒込２丁目２８番地８号
（文京グリーンコートセンターオフィス１６階）
TEL：０３－５９７８－７５２７
E-mail：vuln-inq@ipa.go.jp

FAX:０３－５９７８－７５５２
URL：https://www.ipa.go.jp/security/

本ガイドは以下の URL からダウンロード可能です。
URL： https://www.ipa.go.jp/security/iot/emb_car2.html
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