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概要
　IoT（Internet of Things）の脅威に対抗してセキュリティを強化するには、システムの企画・設計段階から保護
するべき情報や機能を見極めて実施する“予め組み込まれたセキュリティ対策”が求められる。加えて、接続相手
や受け取る情報、実行する処理が信頼できるものであるかを確実に判断する仕組みが必要となる。こうした課題
の解決には、TEE（Trusted Execution Environment）を利用することが有効である。
　本論文では、IoTに特有のセキュリティ脅威と課題を考察し、それらの課題解決に有効なTEEについて解説
する。TEEは、アプリケーションのための安全な実行環境を実現し、クラッキングやマルウェアによる攻撃から
システムを保護することができる。また、IoTをセキュアにするインテックの取り組みについて、IoTとTEEを組み
合わせた独自技術である「IoTセキュアプラットフォーム」の開発や、位置情報サービスとモバイルバンキング
サービスのセキュリティを強化するTEE応用技術を例に挙げて紹介する。

  1.  はじめに
　近年、モノのインターネット（ IoT）が話題となっている。多

種多様なデバイスがインターネットに接続されることで、クラウ

ドとの連携やデバイス同士が相互に通信し、新しい価値を生む

ことが期待されている。例えば、その代表例である「コネクテッ

ド・カー」は、インターネット接続された自動車から速度や車

間距離情報などをクラウドに収集して分析することで、自動車

の走行支援や都市全体での交通管理などに役立てる。シスコ

システムズ社の調査結果では、こうしたインターネットに接続

されるデバイスが、２０２０年には５００億台に達すると予測され

ている [1]。

　現在提供中もしくは今後提供されるシステムやサービスは、

IoT のデバイスと連携するものに変化していくと予想できる。

そうした中では、必要となるセキュリティ対策も変化していくは

ずである。システム開発者やサービス事業者は、IoT に特有の

脅威を考慮し、従来とは異なる新しいセキュリティ対策が必要

になることを認識しなければならない。

IoTをセキュアにするTEE応用技術と
その実用化への取り組み

  2.  IoTのセキュリティ脅威と課題

飯田　正樹　　　　松田　俊寛　　　　永見　健一

遠藤　貴裕　　　　古瀬　正浩

　本論文では、第２章で IoT に特有のセキュリティ脅威と課題

について考察し、第３章ではそれらの課題解決に有効な TEE

について解説する。第４章ではインテックが独自開発する IoT

とTEE を組み合わせた新しいセキュリティ技術を解説し、第５章

でその実用化に向けた具体的な応用例を紹介する。

2.1  管理されないデバイスの増加
　従来のセキュリティ対策は、専門技術を有した I T エンジニ

アが個々のサーバーを要塞化し、マルウェア検知システムやファ

イアウォールなどの遮断技術、そしてイベント監視・分析など

により、システムのセキュリティ侵害を未然に防ぐことが主眼で

あった。これらの対策の多くは、システムを運用していく中で

実施される“後付けのセキュリティ対策”といえる。しかしながら、

IoT ではデバイスが急激に増加した結果、全てのデバイスを管

理して対策を施すことが困難となり、攻撃を防ぎきれなくなっ

ているのが実情である。また、IoT で増加するデバイスの多くが、
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セキュリティ対策意識に乏しく、専門技術を有しない一般のユー

ザーによって管理されることも、この問題に拍車をかけている。

　最近では、小売店などでのネットワーク接続された POS

（Point Of Sales ／販売時点情報管理）端末に対するマルウェ

ア感染が増加しており、多くの企業が対策に追われている [２]。

POS 端末に蓄積されたクレジットカード情報が漏えいし、巨

額の損害が発生していることから大きな問題となっている。こ

のように、システムの中枢であるサーバーではなく末端のデバ

イスを標的とする攻撃が増加しており、攻撃者が狙う攻撃対象

が広がってきているのである。

　IoT で増加するデバイスに対しては、従来の“後付けのセキュ

リティ対策”では対応するのに限界がある。システムの企画・

設計段階から保護するべき情報や機能を見極め、攻撃される

ことを前提に考えた“予め組み込まれたセキュリティ対策”を

提供することが求められる。

2.2  人や社会の安心・安全への脅威
　世界的に有名なセキュリティカンファレンスである Black 

Hat USA ２０１５において、自動車に対するリモート攻撃につい

ての研究成果が発表された。現在、具体的な攻撃手法につい

ても公開されている [３]。これは、携帯電話ネットワークを経

由して自動車の一部のファームウェアを不正なものに書き換え

ることで、自動車内の制御ネットワークに侵入し、最終的には

ブレーキやアクセルを自由に操作できてしまう非常に危険な攻

撃である。

　別の研究では、信号機が接続する無線ネットワークに侵入し

て不正な制御コマンドを入力することで、信号機が攻撃者に

よって自由に操作されてしまう状態にあったことが発表された

[４]。この脆弱性が悪用されていた場合、大規模な交通障害を

引き起こされる危険があった。

　これらの事例のように、IoT への攻撃による被害は単なる情

報漏えいに留まらず、人の身体や生命に直接危害を加えたり、

社会システムの大規模な混乱を引き起こしたりする可能性があ

る。システム開発者やサービス事業者には、こうしたリスクを

想定した対策が求められる。例えば、接続するサービスとデバ

イスの双方において、接続相手や受け取る情報、実行する処理

が信頼できるものであるかを確実に判断する仕組みが必要とな

る。そのためには、不正な情報や挙動を検知して排除するブラッ

クリスト方式の対策ではなく、正しい情報や挙動のみを許可す

るホワイトリスト方式の対策が不可欠である。

  3.  TEEの概要
　本章では、第２章で考察した IoT のセキュリティ脅威と課題

について、その現実的かつ効果的な解決策となり得る TEE の

概要を解説する。TEE を利用することで、デバイスが攻撃され

ることを前提に考えたセキュリティ対策が可能となる。

　TEE とは、ソフトウェアだけではなくハードウェアによるサ

ポートによって、アプリケーションの安全な実行環境を実現す

るための技術仕様である。この安全な実行環境では、リモー

トからのクラッキングやマルウェアによる攻撃などのソフトウェ

アレベルの脅威を防ぐことができる。IC カード仕様の標準化

などを推進する GlobalPlatform により、TEE によって提供

される各種 API（Application Programming Interface）や、

安全なユーザーインターフェースである TU I（Trusted User 

Interface）などの仕様策定が進められている [５][６]。

　安全な実行環境を実現する技術としては、他にも SE（Secure 

Element）などが存在する。SE とは、クレジットカードで使

用されている IC チップのように、物理的な攻撃（電子顕微鏡

で解析するなど）を防ぐ耐タンパー性を備えた特別なハード

ウェアの総称である。SE を利用することで非常に高い安全性

を確保できるが、追加するハードウェアの実装コストや、実現

できることが限られる自由度の低さなどが問題となる。

　表１に、TEE の特徴について示す。TEE は、プロセッサーに

備わる機能を利用して実現されるため、追加のハードウェアを

必要とせず、SE よりも低コストで利用することができる。また、

ソフトウェアベースの技術に劣らない自由度を持ちながら、ソ

フトウェアベースの技術で問題となる管理者権限の奪取などに

対しても強固な保護が可能である。

　TEE を実現する実装技術としては、組み込みシステムで広く

利用されている、ARM アーキテクチャの一部のプロセッサー

に搭載される ARM TrustZone テクノロジが知られている。

この技術は、通常の実行環境（ノーマルワールド）とは分離さ

れた安全な実行環境（セキュアワールド、すなわち TEE）を実

現する。

セキュリティ
技術種別 安全性 自由度 実装

コスト
特長

ソフトウェアベース

TEE

低

中

高

高

中～高

低

低

中

高

●ソフトウェアレベルの脅威から保護

●ソフトウェアレベルの脅威から保護
●ハードウェアレベルの脅威から保護

※ 文献[7]の情報を参考に独自に作成

ハードウェアベース
SE

表１  TEE および周辺技術の特徴と比較
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  4.  IoTをセキュアにするインテックの取り組み

　 図１に、ARM TrustZone テ クノ ロ ジ の 概 要 を 示 す。

TrustZone テクノロジでは、セキュアモニターモードと呼ばれ

るプロセッサーモードを追加することで、アプリケーションの

実行に必要なメモリ空間や入出力装置などを、ノーマルワール

ドとセキュアワールドとに分離する。ノーマルワールドでは、我々

が普段利用している Linux や Android などの汎用 OS を稼動

させる。一方のセキュアワールドでは、生体認証など、特にセキュ

リティが要求される処理を行うセキュア OS を稼動させる。プ

ロセッサーによって、ノーマルワールドからセキュアワールドの

実行環境にはアクセスできないよう制御されるため、ノーマル

ワールドからはセキュアワールドの存在を認識できない。セキュ

リティが要求される処理を行いたい場合には、セキュアモニター

コール（SMC）命令によって、セキュアワールド側で実行され

る処理を呼び出す。

　このように、ノーマルワールドとセキュアワールドとをプロ

セッサーの機能で分離する仕組みにより、セキュアワールドで

実行される処理や秘密情報へのセキュリティ侵害を防いでい

る。マルウェアなどが、ノーマルワールドで稼動する汎用 OS

の管理者権限を奪取したとしても、ノーマルワールドからセキュ

アワールドに侵入することはできない。また、パスワードの入

力画面などに TU I を利用することで、ユーザーインターフェー

スに対する不正な干渉を防ぎ、パスワードの窃取などを防ぐこ

ともできる。セキュアワールドには、デバイスのユーザーさえも

容易にアクセスできないため、悪意を持ったユーザーによる不

正行為に対しても一定の防御効果が期待できる。

　インテックでは、TEE を応用した様々なセキュリティ対策を

IoT に適用するために、IoT のサービスとデバイスのセキュア

ワールドとを安全に接続する「IoT セキュアプラットフォーム」

を開発している（図２）。IoT セキュアプラットフォームは、デバ

イスのセキュアワールド内で生成した公開鍵暗号方式の鍵ペア

（公開鍵と秘密鍵）に対して、公開鍵基盤（PK I：Public Key 

Infrastructure）による公開鍵証明書を発行することができる。

この TEE に適応した公開鍵証明書発行技術は、独自技術によっ

て公開鍵証明書を自動的に発行できることを特長としており、

デバイス数が増加しても対応できるように設計されている。

　IoT のサービスは、この IoT セキュアプラットフォームを利

用してデバイスに接続することで、公開鍵暗号によるデジタル図１  ARM TrustZone テクノロジの概要

ノーマルワールド セキュアワールド
（TEE）

認識できない
DRM

SECRET

汎用OS セキュアOS

セキュアモニターモード

入出力装置など

SMC命令SMC命令 SMC命令SMC命令

ノーマルワールド セキュアワールド
（TEE）

SECRET

セキュアモニター

サービス デバイス

IoTセキュアプラットフォーム

認証、暗号など

CERTIFICATE

安全な接続【TEE 応用技術】

公開鍵証明書の自動発行

汎用OS セキュアOS汎用OS セキュアOS

TRUSTED APPLICATION

コネクテッド・カー
スマート・ホーム

スマート・ファクトリー

ヘルスケア

コミュニケーション

CERTIFICATE

図２  IoT セキュアプラットフォームとの接続
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  5.  TEE応用技術の開発と検証
　第４章で紹介した IoT セキュアプラットフォームを利用するこ

とで、IoT によって接続されるサービスとデバイスとの間で、様々

な TEE 応用技術の実現が可能となる。

　本章では具体的な攻撃手法も交え、特に TEE とデジタル署

名技術の組み合わせに着目して、IoT の脅威に対抗する TEE

応用技術とその適用例を紹介する。なお、本論文で説明する

攻撃手法や作成した攻撃アプリケーションなどは、あくまでも

検証のみの目的で利用しているものであり、全て隔離された検

証環境を用いて実施している。

5.1  位置情報サービスにおける位置情報の詐称対策
　本節では、位置情報サービスの信頼性向上のために、TEE

を応用して開発した位置情報検証システムについて紹介する。

　位置情報サービスとは、スマートフォンの位置情報を利用し

署名技術やデータ暗号化技術と組み合わせた、安全性の高い

TEE 応用技術を容易に実現することができる。例えば、接続

相手や受け取る情報について、それらが信頼できるものである

かを確実に判断したければ、対象に付与されたデジタル署名を

公開鍵証明書で検証すればよい。この公開鍵証明書は、IoT セ

キュアプラットフォームによりデバイスのセキュアワールドに向

けて発行されるため、仮にデバイスのノーマルワールドがマル

ウェアに汚染されたとしても、その安全性および信頼性は保証

される。

たゲームアプリケーションや、歩行者や自動車の位置情報を利

用したナビゲーションシステムなどを指す。これらの位置情報

サービスは、今や生活に欠かせないものになっている。しかし

その一方で、ユーザーのデバイスで測位された位置情報に基づ

く仕組みのため、悪意を持つ一部のユーザーによって、不正な

利益を得る目的で位置情報を詐称されることが問題となってい

る。そのため、信頼できる位置情報サービスを提供するために

は、位置情報の詐称を防ぐ仕組みが必要となる。

　位置情報の詐称を防ぐには、位置情報が改竄されていない

ことを位置情報サービスのサーバーが検証できればよい。この

検証には、IoT セキュアプラットフォームによって発行された、

デバイスのセキュアワールド内の鍵ペアに対する公開鍵証明

書、そしてデジタル署名技術が利用できる。

　図３に、実装した位置情報検証システムを示す。このシステ

ムで は、デ バイス の GNSS（Global Navigation Satellite 

System）受信機によって測位された位置情報を、ノーマルワー

ルドではなくセキュアワールド側で直接取得する。セキュアワー

ルドでは、取得した位置情報に対して、セキュアワールド内の

秘密鍵によるデジタル署名を行ってからノーマルワールドに渡

す。サーバーは、仮に位置情報が詐称されたとしても、IoT セキュ

アプラットフォームを利用した公開鍵証明書によるデジタル署

名の検証を行うことで、位置情報の改竄の有無を判断すること

ができる。デバイスのユーザーでさえも、セキュアワールド内の

秘密鍵には自由にアクセスできないため、位置情報を詐称して

不正にサービスを利用することは困難である。

セキュアモニター

GNSS 受信機

セキュアワールド
（TEE）

ノーマルワールド

SECRET

IoT セキュアプラットフォーム
を利用したデジタル署名の検証

CERTIFICATE

位置情報サービス
サーバー

デジタル署名

位置情報
＋ デジタル署名 位置情報

汎用OS セキュアOS汎用OS セキュアOS

デバイス

図３  位置情報検証システム
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るなどの不正を働く。モバイルバンキングサービスでこのような

攻撃手法が悪用されると、ユーザーに気付かれることなく、任意

の口座に不正に送金させるような攻撃を受ける危険性がある。

　図４に、想定される不正送金攻撃のシナリオを示す。このシ

ナリオでは、前述したマルウェアが、何らかの有益なアプリケー

ションに偽装するなどして、ユーザーのスマートフォンにインス

トールされたと仮定している。以下、図４に記載の番号に従って

攻撃手法を解説する。

①まず始めに、ユーザーはモバイルバンキングサービスを利用

　するため、正規のアプリケーションを起動して振込画面を表

　示する。

②マルウェアは、正規のアプリケーションの振込画面が表示さ

　れたことを検知すると、正規の振込画面に似せた不正な画面

　を上に重ねて表示する。ユーザーは、正規のアプリケーション

　に入力しているものと思い込んで、振込先口座情報やパス

　ワード（多くの場合、ワンタイムパスワード）をマルウェアに入

　力してしまう。このとき、マルウェアはアクセシビリティサービ

　スを悪用して、振込先口座情報のみを不正な口座情報に差し

　替えて正規のアプリケーションに代理入力する。

③最終的にサーバーに対して振込処理が要求されると、要求元

　のアプリケーションや入力されたパスワードが正規のもので

　インテックは、統合位置情報プラットフォーム i -LOPをサー

ビス展開し、デバイスの位置情報を活用したアプリケーション

を容易に開発できる多くの機能を提供している[８]。ここで紹介

した位置情報検証システムの成果は、i-LOPの追加機能として

実装することも検討している。

5.2  モバイルバンキングサービスの安全性の強化
　本節では、TEEの別の応用例として、スマートフォン向けのモ

バイルバンキングサービスを狙った新たな脅威とその対策につ

いて紹介する。

　スマートフォンをターゲットとしたマルウェアは年々高度化

しており、その対策が困難になってきている。例えば、Android

の機能の一つであるアクセシビリティサービスを悪用するマル

ウェアが報告されている[９]。アクセシビリティサービスとは、

本来は、画面に表示されている情報を目の不自由な方のために

読み上げるなど、ユーザーの操作を補助するための様々な機能

を提供するものである。アプリケーションの開発者は、アクセシ

ビリティサービスのAPI を利用することで、画面に表示された

テキスト情報を取得したり、テキストフィールドに任意の値を入

力したりすることが自在に行えるようになる。マルウェアは、こ

の機能の使用権限を不正に取得することで、秘密情報を窃取す

③
モバイルバンキング
サービスサーバー

改竄された取引情報
と正しいパスワード

①
② ④

正規のアプリ画面 正規のアプリ画面 正規のアプリ画面 正規のアプリ画面

見た目を正規の画面に似せた
不正な画面を重ねるように起動

実際には偽の振込先口座番号が
正規の画面に入力されてしまう

パスワードはそのまま
正規の画面に入力

正規の画面から読み取った
確認内容を改竄して表示

正規の画面から読み取った
取引結果を改竄して表示

不正なアプリ画面 不正なアプリ画面 不正なアプリ画面

図４  モバイルバンキングサービスにおける不正送金攻撃のシナリオ
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　あると確認できるため、サーバーは振込処理を受け付ける。

④サーバーから振込処理結果などが返送されてくるが、マルウェ

　アはその処理結果画面に関しても、偽の情報を表示した画面

　を重ねて隠してしまう。そのため、ユーザーは不正送金が行わ

　れたことに気付くのが困難となる。

　図５に、このような攻撃への対策方法を示す。この場合、振

込先口座やパスワードなどの重要な情報を入力もしくは表示す

る画面について、マルウェアによる不正な干渉を防ぐ必要があ

る。そこで、TEE によって提供される安全なユーザーインター

フェースである TU I を利用する。加えて、サーバーは、要求さ

れた振込処理がユーザーの意図したものであるか確認しなけ

ればならない。つまり、受け取った取引情報が、TU I を通じて

入力されたものであることを検証する必要がある。この検証に

は、前節で説明した位置情報検証システムの例と同様に、IoT

セキュアプラットフォームによって発行される公開鍵証明書とデ

ジタル署名技術が利用できる。具体的には、TU I を通じて入

力された取引情報に対して、セキュアワールド内の秘密鍵によ

るデジタル署名を行う。サーバーは、IoT セキュアプラットフォー

ムを利用した公開鍵証明書によるデジタル署名の検証を行うこ

とで、受け取った取引情報がユーザーの意図したものであるか

を確認することができる。ノーマルワールドに存在するマルウェ

アは、汎用 OS の管理者権限を奪取したとしても、セキュアワー

ルド内の秘密鍵にはアクセスできないため、取引情報を捏造す

ることは不可能である。

　また同時に、サーバーに対して取引情報を送信する際、セキュ

アワールド内でサーバーの公開鍵を利用した取引情報の暗号化

を行えば、取引情報の漏えいを防ぐこともできる。

　今回検証した TEE 応用技術による対策によって、取引情報

の捏造を防ぎ、モバイルバンキングサービスの安全性が強化さ

れることを確認した。このように、TEE を応用することで、デ

バイスがマルウェアに汚染されたとしても、サービスとデバイ

スとで交換する情報が信頼できるものであるかを確実に判断す

ることが可能となる。

セキュアモニター

セキュアワールド
（TEE）

ノーマルワールド

SECRET

IoT セキュアプラットフォーム
を利用したデジタル署名の検証

CERTIFICATE

モバイルバンキング
サービスサーバー

デジタル署名

取引情報
＋ デジタル署名 取引情報

汎用OS セキュアOS汎用OS セキュアOS

TUI Trusted
User Interface

デバイス

図５  取引情報の安全な入力と検証

  6.  おわりに
　盛り上がりを見せるIoTではあるが、IoTには特有のセキュリ

ティ脅威が存在するため、システム開発者やサービス事業者は

そうした脅威を考慮した新しいセキュリティ対策を検討する必

要がある。そうした中で、本論文で紹介したTEEは有効な解決

策になると期待できる。

　TEEは、本論文で取り上げた例だけではなく、様々な用途に
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応用することが可能なセキュリティ技術である。例えば、イン

ターネットに接続された医療機器と病院との間で、医療情報や

投薬情報などを安全に共有することができれば、より高度な在

宅医療が実現できるだろう。TEEによって、ユーザーにとって安

心・安全なサービスを提供することが可能となる。

　インテックでは、様々なTEE応用技術の実用化を進めると同

時に、システム開発者やサービス事業者に対するTEE応用技術

の開発支援を行う。こうした取り組みを通じて、IoTのセキュリ

ティを向上させ、社会システム企業として社会全体の安心・安全

に貢献していく。



61

第17号

2016

個
別
論
文

参考文献

[1] Dave Evans：モノのインターネット，シスコシステムズ，2011/04，

　 https://www.cisco.com/web/JP/ibsg/howwethink/pdf/

　  IoT_IBSG_0411FINAL.pdf（参照2016/05）

[2] クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けて，

　 経済産業省 産業構造審議会 商務流通情報分科会 割賦販売小

　 委員会 第14回，2016/04，http://www.meti.go.jp/committee/

　 sankoushin/shojo/kappuhanbai/pdf/014_03_00.pdf，

   （参照2016/05）

[3] Dr. Charlie Miller，Chris Valasek：Remote Exploitation 

　 of an Unaltered Passenger Vehicle，2015/08/10，http://

　 illmatics.com/Remote%20Car%20Hacking.pdf，（参照

　 2016/05）

[4] Branden Ghena，William Beyer，Allen Hillaker，Jonathan 

　 Pevarnek，J. Alex Halderman：Green Lights Forever: 

　 Analyzing the Security of Traffic Infrastructure，USENIX 

　 WOOT ’14，（2014/08）

[5] GlobalPlatform Device Technology TEE Internal Core

　 API Specification Version 1.1，GlobalPlatform，（2014/06）

[6] GlobalPlat form Device Technology Trusted User 

　  Interface API Version 1.0，GlobalPlatform，（2013/06）

[7] GlobalPlatform made simple guide: Trusted Execution 

　  Environment (TEE) Guide，GlobalPlatform，http://www.

　 globalplatform.org/mediaguidetee.asp，（参照2016/05）

[8] 末森智也，吉田美寸夫，金山健一他：統合位置情報プラット

　 フォームi-LOP，INTEC Technical Journal，Vol.16，インテック， 

　（2015）

[9] Yair Amit：“Accessibility Clickjacking” - The Next 

　 Evolution in Android Malware that Impacts More 

　 Than 500 Million Devices，The Official Skycure Blog，

　 2 0 16 / 0 3 / 0 3 ，h t t p s : // w w w. s k y c u r e . c o m / b l o g /

　 accessibility-clickjacking/，（参照2016/05）

　本論文には他社の社名、商号、商標および登録商標が含まれます。

永見　健一
NAGAMI  Kenichi

遠藤　貴裕
ENDO  Takahiro

古瀬　正浩
FURUSE  Masahiro

● 先端技術研究所／シニアスペシャリスト
● 博士（工学）
● 次世代ネットワーク技術、位置情報、セキュリティに関する
　研究開発に従事
● MPLS JAPAN 実行委員長、テレコムサービス協会
　政策委員会 委員長など

● 先端技術研究所／スペシャリスト
● 位置情報に関する研究開発に従事

● 先端技術研究所
● 博士（工学）
● 位置情報に関する研究開発に従事
● 電子情報通信学会員、情報処理学会員

松田　俊寛
MATSUDA  Toshihiro

● 先端技術研究所 ※執筆時所属
● 知識整理に関する研究開発に従事

飯田　正樹
I IDA  Masaki

● 先端技術研究所
● セキュリティに関する研究開発に従事
● 情報処理学会員


