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自動車へのサイバー攻撃

近年，自動車のシステム化が進み，
自動車のさまざまな機能が車載ネット
ワーク上に接続された多数の車載制御
コンピュータであるECU（Electric 
Control Unit）によって電子制御され
ています．また，車載機器が外部のネッ
トワークとつながることで，コネク
ティッドカーや自動運転など外部の情
報を活用した多種多様な自動車サービ
スの創出が期待されています．

一方で，自動車のシステム化や車載
機器と外部ネットワークの接続が急速
に進んだ結果，自動車においてもサイ
バーセキュリティが大きな問題となり
つつあります．近年，世の中に影響を
及ぼした自動車へのサイバー攻撃に関
する事例を以下に紹介します．
■電子キー偽造による自動車盗難

現在の多くの自動車には，盗難防止
システムであるイモビライザーが搭載
されています．イモビライザーは，電
子キー内の電子チップと車両側のマイ
コン間で暗号演算による認証を電子的
に行い，認証が通ればエンジンを始動
できるというシステムです．この認証
にメーカ独自の暗号アルゴリズムを用
いているものがあり，攻撃により認証

に用いる秘密鍵が不正に入手できると
いう報告もされています．
■OBD2ポート経由の車両の不正
操作
自動車の診断を行うインタフェース

で あ るOBD2（On Board Di ag no sis 
second generation）ポートに，デー
タ取得用デバイスおよびPCを接続し，
車内通信でやり取りされるメッセージ

〔CAN（Controller Area Network）
メッセージなど〕を取得 ・ 解析するこ
とで，そのときの自動車の挙動と合わ
せて該当メッセージの意味を推測する
ことが可能です（1）．推測に基づいて偽
造したメッセージをPCから挿入する
ことで，ブレーキやハンドルを運転者
の意図に反して操作したり，スピード
メータ表示を改ざんしたりできること
が実際の自動車で実証されました．
■遠隔からの車両の不正操作

2015年 に ク ラ イ ス ラ ー の
「Cherokee」をインターネット経由で
ハッキングして遠隔地からブレーキな
どの操作をする実験に成功したことが
発表されました（2）．自動車内のOBD2
などの通信インタフェースに直接触れ
ることなく，遠隔からカーナビシステ
ムを経由して自動車へ侵入し，制御に
かかわるシステムを不正に作動させた

ことは自動車業界に大きな衝撃を与え
るとともに，100万台規模のリコール
という大きな被害を与えました．

上記の事例のように，自動車へのサ
イバー攻撃は財産や生命を侵害する問
題を引き起こし，現実社会に多大な影
響を与えます．よって，安心 ・ 安全な
社会インフラの実現に向けて自動車の
サイバー攻撃に対するセキュリティ対
策の取り組みが求められています．

次に，自動車のサイバーセキュリ
ティに関する対策技術の動向とこれま
でのNTTセキュアプラットフォーム
研究所の取り組みについて紹介します．

自動車のセキュリティ対策技術の
動向

近年発売されている自動車で一般的
になりつつある車載システムの構成と
セキュリティの観点からの階層分類を
図 １ に示します．
■車載システムの構成

（1）　階層 1
階層 1 は，外部と通信を行う役割を

持ち，モバイルネットワークやWi-Fi
などの近接無線通信機器，あるいは，
車々 ・ 路車間通信（V2X通信など）機
器と接続し，外部と通信を行う外部通
信機器から構成されます．
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（2）　階層 2
階層 2 は，車載システム全体を制御

する役割を持ち，階層 1 を経由して行
われる外部と車内のECUとの間の
メッセージ交換，あるいは，車載ネッ
トワークの間をまたいだ車内のメッ
セージ交換を制御する車載ゲートウェ
イで構成されます．

（3）　階層 3
階層 3 は，ECU間でやり取りされ

るメッセージを伝送する役割を持った
ネットワーク（車載ネットワーク）で
あり，カーナビなどが属する情報系や，
ブレーキなどが属する制御系，ドア
ロック機能などが属するボディ系な
ど，ECUの用途や役割に応じて複数
の車載ネットワークに分割して配備さ
れます．CANやLIN（Local Inter con-
nect Network）など，系に応じた車
内通信プロトコルが採用されます．

（4）　階層 4
階層 4 は，エンジンや，ブレーキ，

ドアロック機能など自動車の各コン

ポーネントを制御し，各種機能を実行
するECUなどから構成されます．
■各階層のセキュリティ

（1） 　階層 1 （外部通信機器）のセ
キュリティ

通信先である車外のシステムが信頼
できる，あるいは，通信することがあ
らかじめ許可された相手であることを
確認したり，それ以外の車外システム
との通信を遮断したりするための認証
ならびにアクセス制御が挙げられま
す．また，車外システムとの間で確立
した通信路上で盗聴されたり，不正な
メッセージが挿入されたりすることを
防ぐための通信路の暗号化も必要にな
ると考えられます．

（2） 　階層 2 （車載ゲートウェイ）の
セキュリティ

車外システムと車載ネットワークの
間，あるいは，異なる車載ネットワー
クの間において，許可されたメッセー
ジのみが流れることを保証するフィル
タリングや，ECUが暗号化や認証に

用いる鍵を管理する鍵管理，車内で流
れるメッセージにセキュリティ異常が
発生していないかを監視 ・ 検知する異
常検知などが挙げられます．

（3） 　階層 3 （車載ネットワーク）の
セキュリティ

ECU間で伝達されるメッセージが
書き換えられたことを検出する改ざん
検知，盗聴されることを防ぐ暗号化な
どが挙げられます．

（4） 　階層 4 〔ハードウェア（ECU
など）〕のセキュリティ

ECUに搭載されるプログラムに脆
弱性をつくり込まないコーディング作
法であるセキュアプログラミング，
ファームウェアやOSが改ざんされて
いないかを起動時に検証するセキュア
ブートなどが挙げられます．

今後，自動車の通信ネットワークへ
の接続がより一般的になり，多種多様
なネットワーク型のサービスが提供さ
れるに従い，サイバー攻撃も高度化 ・
巧妙化していくことが想定されます．
ITシステムのセキュリティ対策と同
様に，自動車に対しても階層ごとのセ
キュリティ技術を組み合わせた多段
的，多層的な防御策を施すことが必要
と考えられます．

自動車のサイバー攻撃に対する
NTTの取り組み

■取り組み概要
NTTセキュアプラットフォーム研

究所では，自動車がサイバー攻撃に対
してどれだけの耐性を有しているかを
評価する安全性評価技術や，前述の階
層 1 〜 4 のセキュリティをベースとし
た対策技術の研究開発を実施していま
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す．ここでは，自動車の制御に関連し
たセキュリティ評価技術と対策技術の
例として，階層 3 のセキュリティに関
連する，車内通信プロトコルLIN上で
不正挙動を誘発する攻撃技術とその対
策技術，および階層 4 のセキュリティ
に関連する，イモビライザー用の認証
プロトコルに対する安全性評価技術と
対策技術の研究事例を紹介します．
■LIN上での不正挙動を誘発する攻
撃技術および対策技術
近年，車載ネットワークのセキュリ

ティに関する研究が多く行われていま
すが，そのほとんどがエンジン，ブレー
キなどの制御に利用されているCAN
通信上でのセキュリティ評価や対策法
に関するものです．一方，ステアリン
グ，シートおよびドアなどの制御に用
いられているLINを攻撃者が不正操作
し，意図的に操作できれば非常に脅威
となるものの，LIN通信上での不正な
挙動を誘発する攻撃への耐性の有無や
必要な対策法は明らかになっていませ
んでした．そこで私たちは他社と共同
で，LIN通信上での不正な挙動を誘発
する攻撃法やその対策法を提案しま
した（4）．

LINは，マスタースレーブ方式で通
信が行われます．マスターノードが実
行させたい処理のIDを含むヘッダを
送信し，IDに該当する送信 ・ 受信ス
レーブノードがデータを送信 ・ 受信し
ます．また，LINのエラーハンドリン
グ機構に関して，エラー検知後の処理
はLIN仕様では定義されていないた
め，処理内容はアプリケーションに依
存します．例えば，自身が送信した
データとバス上のデータが異なる場合

にエラーを検出し，データの送信を停
止し，次のヘッダを待つといった単純
な処理を実装する場合もあります．私
たちはこのエラーハンドリング機構の
特徴を利用することにより，受信ス
レーブノードに不正データをあたかも
正しいものとして誤認識させ，不正な
挙動を誘発できることを示しました．
具体的には，攻撃者はバスを監視し，
ヘッダ受信後の正しいデータ送信（図
２ ①，②）に同期して，不正データを
挿入 ・ 衝突させることによって（図 2
③），エラーハンドリング機構によっ
て正しいデータ発信を停止させます．
正しいデータ発信が止まるとともに不
正な挙動を誘発するデータを挿入し，
それを受信スレーブノードに正しい
データとして誤認識させることが可能
になります．このようにして，運転者
の意図に反する挙動を誘発することが
可能なことを明らかにしました．

この攻撃への対策として，データ内
で重要な意味を持つ値の配置を工夫す

る方法や，通信エラーが発生した際に
は異常を通知するメッセージをLINバ
ス上に伝送させて不正データを上書き
することでそのデータを受信すること
を防ぐ対策方法を考案しました．
■イモビライザー用の認証プロト
コルに対する評価技術および対
策技術
2010年に，メーカ独自の暗号アル

ゴリズムに代わり，デファクトスタン
ダードであるAES暗号を利用した
オープン仕様のイモビライザーで利用
される認証プロトコルが提案されまし
た．この認証用プロトコルは理論的な
解析による脆弱性は発見されていませ
んでした．しかし，私たちの研究によ
り，暗号の実装攻撃の一種である故障
利用解析攻撃を応用することによっ
て，電子キー内部に格納された認証に
利用する秘密鍵を暴けることが明らか
になりました（3）．本対象のプロトコル
では，電子キーが過酷な利用環境下で
あっても，電子キー内部に格納された
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図 2 　LIN通信上での攻撃法の概要
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秘密鍵が壊れにくくなるように，電子
キー内に同じ値の 3 つの秘密鍵を格納
し，これを順次に利用することで冗長
化を行っています．私たちはこの事実
に着目し，故障利用解析攻撃に用いら
れる故障混入方法で，電子キー内部の
電子チップに格納されている 3 つの秘
密鍵に各々特定のデータ変化を引き起
こし（図 ３ ①〜③），そのプロトコル
の応答結果を解析することで，秘密鍵
を徐々に特定する方法を考案しました

（図 3 の「解析」部）．
本認証プロトコルの方式は，自動車

が電子キーを認証するUnilateral方式
と，自動車と電子キーが相互に認証す
るBilateral方式の 2 パターンがあり
ますが，提案攻撃法を用いることによ
り，Unilateral方式の場合は現実的な
時間で秘密鍵の特定が可能であるこ
と，Bilateral方式の場合は攻撃に利
用できる電子キーの数などによっては
秘密鍵の特定が可能であることを明ら

かにしました．さらに，提案攻撃手法
への対策法として，各々の秘密鍵を利
用して計算した暗号化結果を事前に比
較することにより，秘密鍵の値が変化
していないかを確かめる方法などを考
案しました．

今後の展開

自動車は今後，自動運転やコネク
ティッドカーを実現するために，ます
ます多機能化すると予測されていま
す．それに伴い，サイバー攻撃の侵入
口の多様化や，攻撃の手口が高度化し
ていくと考えられます．NTTセキュ
アプラットフォーム研究所では，車載
ネットワークや車載システムのセキュ
リティに関する研究開発を今後も継続
的に実施し，次世代の自動車の安心 ・
安全に必要となるサイバー攻撃対策技
術を提供していきます．そして，自動
車と車外システムを接続する安全な通
信インフラや，クラウドなどと連携し

た自動車向けセキュリティサービスの
実現に貢献していきます．
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図 3 　故障利用解析攻撃の概要
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コネクティッドカーは将来の社会インフ
ラの重要な要素になると考えられます．安
心 ・安全なモビリティ社会の実現に貢献す
る自動車セキュリティ技術の研究開発を進
めていきます．
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