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プレスリリース

ETAS、ESCRYPT 社、STMicroelectronics 社が協業しセキュアなコネク
テッドカーアプリケーションの開発を効率化



3 社の協業で、高性能で安全確実な自動車組み込みシステムを開発するための独自
のパッケージを提供します



エンドトゥーエンドのソリューションが自動車の電子制御装置（ECU）に対する
悪意ある攻撃を防ぎ、ECU 間やクラウド間との通信を保護します



AUTOSAR 準拠の使いやすいプラットフォームソフトウェアで、OEM や Tire1 の
アプリケーション開発者が直面する、製品化までの時間や規格準拠に関する主要
な課題に対応できます

シュトゥットガルト、ボーフム、ジュネーブ（2016 年 6 月 13 日）– 電子技術
アプリケーション領域のあらゆるお客様にサービスを提供している、半導体ソ
リューションの世界的リーダーである STMicroelectronics 社（NYSE: STM、以
下 ST 社と表記）が、自動車組み込みシステム開発用の革新的ソリューション
のプロバイダである ETAS、ならびに ETAS の子会社で組み込みソフトウェア
用のセキュリティに重点的に取り組んでいる ESCRYPT 社と協力して、コネク
テッドカー時代に向けた新しい自動車制御装置の開発を高速化するマイクロコ
ントローラ、ソフトウェアツール、およびセキュリティソリューションで構成
される完全なプラットフォームを提供します。

今日の自動車は、ブレーキバイワイヤ、オートマチックトランスミッション、
マルチモードライティング、駐車支援、衝突防止など、複雑に実行される数多
くのアプリケーションを管理しなければならず、そのために電子制御装置
（ECU）にますます依存する設計になってきています。これらの ECU では、
車両のサブシステム間を結ぶ通信ネットワーク経由でコマンドを送信すること
により、車両の各機能の「デジタル」制御を実現しています。そのうえ、さら
に多くの車がクラウドに接続されるようになり、無線（Over-The-Air、OTA）
ソフトウェアアップデートやリモート診断、および近々実現される予定の V2X
通信1などの新しい機能も現実のものになりつつあります。

このような流れに安全に対応していくために、自動車のすべてのライフサイク
ルを管理するロバストなハードウェアおよびソフトウェアのセキュリティプラ
ットフォームを採用する動きが加速しています。

ETAS、ESCRYPT 社、ST 社の 3 社は、自動車の所有者のプライバシー、OEM
の知的財産権、ECU 機能の完全性、および自動車の ECU 間やクラウド間のセ
キュア通信に高度な保護を実現する ECU を作成するサブシステム開発者に向
けて、コストパフォーマンスの良いなプラットフォームの提供に取り組んでい
ます。

「優れた設計で使いやすいこの開発プラットフォームは、ESCRYPT 社、
ETAS、ST 社のセキュリティノウハウを結集したソリューションという形で、
今までにない利便性を提供します」と、STMicroelectronics 社の自動車・ディ
スクリート製品グループ、戦略的ビジネス開発・マイクロコントローラ事業部
長である Luca Rodeschini 氏は話しています。

ETAS、ESCRYPT 社、ST 社が開発しているこのソリューションでは、電力効
率が高くリアルタイム制御に対応できる SPC58 シリーズの車載用マイクロコ
ントローラを利用します。このマイクロコントローラは、内蔵型のハードウェ
アセキュリティモジュール（HSM）と多数の最新式 CAN FD インターフェー
ス、さらに LIN、FlexRay、およびタイムスタンプ機能付き Ethernet のインタ
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V2X: 安全性の向上、混雑の緩和、燃費の向上などの目的で行われる 、車車間通信

（V2V）・路車間通信（V2X）。

ーフェースを搭載しているので、機能的統合性チェック機能付きの制御装置と
暗号化通信対応の車載ネットワークの両方を実装できます。このアプローチに
より、ST 社のセキュアエレメントやエンベデッド SIM（Subscriber Identity
Modules）などの製品の機能範囲はコネクテッドカーの防衛にまで拡張され、
インターネット経由で ECU やゲートウェイに仕掛けて個人情報を盗んだり重
要な車両システムを危険にさらしたりする攻撃からも防御できるようになりま
す。

「SPC58 車載用マイクロコントローラは、競争力のある価格で、自動車業界が
必要とする基本的な耐久性とハードウェアセキュリティを提供します。主要な
Tier1 サプライヤはすでにセキュア OTA（Over-The-Air: 無線）アプリケーショ
ン用にこのマイクロコントローラを選んでいます。このアプリケーションによ
り、ソフトウェアの修正やアップグレードをリモートから行えるようになり、
お客様は自動車を修理工場に持ち込まなくて済むようになります」と、
Rodeschini は付け加えています。

ESCRYPT 社は、OTA ソフトウェアアップデートなどのセキュア ECU 通信に
関する専門知識を惜しみなく発揮して、ECU 開発者が SPC58 HSM を利用す
るために必要なファームウェアやミドルウェアを提供しています。HSM と
ESCRYPT 社のセキュリティ技術が一体となって、信頼できるソースについて
必要なすべての認証を行い、不正アクセスを阻止します。「弊社が提供してい
る CycurHSM 製品は、HSM と弊社の鍵管理ソリューションを用いてセキュア
ブート、プログラミング、アップデートや車内通信などといった ECU のアク
ティビティのあらゆる側面を保護する、自動車のセキュリティ対策には不可欠
なソリューションです」と、ESCRYPT 社のマネージングディレクタである
Thomas Wollinger 博士は述べています。

このソリューションでは、ECU コードの開発のサポートで定評ある ETAS の
RTA ソフトウェア製品を利用しています。RTA-BSW（ベーシックソフトウェ
ア）は、乗用車用（ISO 26262）とオフハイウェー車用（ISO 25119）の両方
のセーフティクリティカルな ECU をサポートできる AUTOSAR R4 準拠のベ
ーシックソフトウェアを含む完全な AUTOSAR ソリューションで構成されてい
ます。さらに、RTA-BSW を補完する ISOLAR-A ツールや ISOLAR-EVE ツー

ルを使用すれば、バーチャル環境で ECU ソフトウェアスタック全体のオーサ
リングとテストを行うことができます。

AUTOSAR（AUTomotive Open Systems ARchitecture）は、拡張性と相互運用
性を備え、さまざまな規格に準拠した組み込みシステムを開発するための、自
動車業界で広く認められている枠組みです。これにより、開発者は差別化を実
現できる特徴を新製品のスコープに持たせながら、その製品をコスト効率よく
速やかに市場に出すことができます。

「弊社は ST 社とのさまざまな共同事業の成功という確固たる実績を生かして
前進していきます」と、ETAS のアプリケーションフィールド RTA ソリューシ
ョン担当責任者である Nigel Tracey 博士は話しています。「弊社の包括的な
ECU 開発環境、および弊社の子会社である ESCRYPT 社による新しい特徴の
加わった高度なセキュリティとともにこの新しいプラットフォームを導入すれ
ば、OEM はコネクテッドカー構想の価値を極大化でき、パートナー組織やエ
ンドユーザーとの信頼関係を速やかに築くことができます。」

ETAS GmbH について
ETAS は自動車産業やその他の組み込み産業領域における、組み込みシステム
開発のための革新的なソリューションをご提供しています。
また、システムプロバイダとして、統合ツールやツールソリューションからエ
ンジニアリングサービス、コンサルティング、トレーニング、サポートまでを
カバーする多彩なポートフォリオをご提供します。組み込みシステム領域にお
けるセキュリティソリューションは ETAS の子会社である ESCRYPT からご提
供します。1994 年の設立以来、ETAS GmbH は Bosch グループの 100%子会
社として、欧州、北南米、アジアに子会社とセールスオフィスを展開していま
す。
詳細につきましては www.etas.com をご覧ください。

ESCRYPT 社について
ESCRYPT - Embedded Security は世界をリードする組み込みセキュリティシステム
のプロバイダです。ドイツ、英国、スウェーデン、米国、中国、韓国、および
日本に拠点を構え、セキュア M2M（Machine to Machine）通信、「モノのイン
ターネット（Internet of Things、IoT）」における IT セキュリティ、e-ビジネス
モデルの保護や自動車のセキュリティなどといった最新のセキュリティトピッ
クに関してお手伝いできるセキュリティのスペシャリストをそろえ、世界中で
高く評価される非常にセキュアな製品やソリューションを開発しています。そ
れらの製品やソリューションは、組み込みシステムおよび関連する IT インフラ
ストラクチャの固有の要件に合わせて作られ、何度もテストされて、自動車の
生産で効果が実証されています。
ESCRYPT 社は、Bosch Group の子会社である ETAS GmbH のグループ会社で
す。
詳細につきましては www.escrypt.com をご覧ください。

STMicroelectronics 社について
ST 社は半導体ソリューションの世界的なリーダーです。毎日の暮らしに欠か
せない存在の電子機器を作動させるために、インテリジェントでエネルギー効
率に優れた製品やソリューションを提供していて、それらは今日いたるところ
で利用されています。ST 社はさらに進んだスマートドライビングやスマート
ファクトリー、スマート シティ、スマートホームを、次世代のモバイルデバイ
スや IoT デバイスと同様にお客様と一緒に実現していきます。
ST 社は、既存の技術から新しい技術を生み出すことにより「life.augmented
（いっそう豊かな暮らし）」の実現に取り組んでいます。
2015 年、ST 社は世界中の 10 万超のお客様にサービスを提供し、純収入は 69
億ドルに達しました。
詳細につきましては www.st.com をご覧ください。
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