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ワイズキー概要
20年に渡り、革新的なデジタル・セキュリティを開発し、高度なセキュアエレメン
ト、ソフトウェア、ブロックチェーン、信頼認証サービスに応用して、あらゆるもの
がネットワーク化された世界で、ユーザ、デバイス、データとデータのやり取りを
保護し続けています。
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相互認証（信用）に基づいた未来のコネクテッドワールドの実現

VISION

デバイス、サーバ間相互認証に基ずくインターネットエブリシングを実現するためのハードウェアとソフトウェ
アの設計と提供

MISSION

スマートメーターシステム、 I OTデバイス、エッジにセキュリティを提供いたします。

セキュア
IOT

安全なデバイ
ス、ホスト間接

続

セキュアな
ブランド保護とユー

ザ管理

セキュア・エレメント
と

セキュアマイコン

株式上場 2016

本社 スイス ジュネーブ市

半導体事業部 フランス、プロバンス

株式上場
スイスSIX (SWX: WIHN)
ナスダック (ADR2 )

トラストサービス（クラウド）
デジタル証明書、暗号鍵、IDの発行管理と認証局サービス
デジタルID管理サービス
ルート認証局、認証局設置などサーバサイド構築など

セキュアエレメント (デバイス側セキュリティチップ)
耐偽造性(CC EAL+5レベル）セキュリティチップ、タグ
ID、証明書、暗号鍵の安全な注入サービス

WISEKEY ワイズキー会社紹介
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それぞれの市場において、ワイズキーのセキュリティとアイデンティティ技術が、お客様に新たなビジネスの効率化と売り上げ成長の道
筋を生み出します。

ワイズキーのセキュリティ技術をご採用のお客様
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産業とIT民生と医療健康公的分野金融サービス

• IATA Selects WISeKey to Secure ONE Record Digital Supply Chain - February 4, 2020 Homeland Security Today （国際航
空運送協会の乗客の健康管理カードのセキュリティ）

• WISeKey and Parrot strengthen partnership on drone security - May 25, 2021 (ドローンのセキュリティ）
• 英国のスマートメータネットワークのCommunication Hubとガスメータにセキュアエレメントが採用されています（2015年から10年間、次世代2023年か

ら10年間）



次世代スマートメーターシステムのセキュリティ要件と
WISeKeyからのご提案

次世代スマートメーターに代表されるIOTエッジ、デバイスへの要求

• スマートメータが、メータ機能に加えて、Bルート、ホームネットワークネットワークのゲイトウェイとなる
• 不正アクセスから主要機能（計量部、保安部）を保護
• 遠隔操作によるデバイス（メータ）各機能部の柔軟な設定変更、ファームウェアアップデート

• 複数のサーバ、クラウドサービスによる、システム構築、また将来の柔軟な機能拡張

ご提案概要

• 公開鍵認証基盤(PKI)方式による、サーバと、デバイス内部各機能の相互認証
• ITU X509デジタル証明書と標準暗号 (Wi-SUN FANは導入、Wi-FIなどへ適用可)
• サーバとデバイス内部機能毎にセキュリティドメインを設定、アクセス権限管理
• デバイス内の各機能への外部からのアクセス制御、デバイス内部のセキュアバウンダリー設定が可能
• 電子証明書による、ライフサイクルマネージメント
• デバイスID、デジタル証明書の自社管理による、特定プラットフォーマーから独立したサービス構築

• スマート・デバイス（メータ）のセキュアエレメント（セキュリティチップ）の搭載
• クレジットカードレベルのID、証明書、暗号鍵の安全な保持（ハッキング対策）
• 暗号情報など事前注入することで、製造協力工場に機密情報を提供不要
• セキュリティ処理をデバイスのマイコンに代り処理（暗号演算、電子署名、暗号変更）
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デジタル証明書によるセキュリティドメイン分離と管理
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電力事業者
アプリサーバ

エントラ
ンス

1. mPKIセキュリティプラットフォームにより、デバイスID、デジタル証明
書(ITU X509)、暗号鍵を、それぞれのサービス毎、デバイス毎に生
成

2. セキュリティ情報を、HES/MDMSサーバ、SMに注入（事前バッチ、
即時リアルタイム）

3. SM側はセキュアエレメント、トラストゾーンなどのセキュアエリアに注入

• 共同検診などのCA設置運用はオプション
• 電力事業者のCA(PKI)を利用してセキュリティを実現する
• 共同検針事業者が独自CAにより、独自のセキュリティ（検針ID、
証明書、暗号鍵）を運営可能、その場合、電力事業者のルート
CAが各CAを認証

• ルートCAを設置して、複数のCAを運用も可（Wi-SUN CA, 検針CA、
保守CAなど）

他事業者
機器

計量部

制御部

メータ本体

VaultIC408
セキュアエレメ

ント

メータ機能

計量部

開閉部

制御部

他事業者
メータ

計量部

開閉部

制御部

他事業者
アプリサーバ

他事業者
アプリサーバ

デバイスID、証明書、暗号鍵
エージェントにより即時発行してメモリーに書き込み、もしくはセキュアエレメントに事前注入

独自
CA

Wi-SAN FAN
ネットワーク

独自
CA

CA ルートCA

WISeKey INeSサービス

通信
IC

Aルート 制御・データ

IoTルート 制御・データ

IoTルート 制御・データ
別のサービス
プラットフォーム

別サービス
プラットフォーム

別のサービス
プラットフォーム



スマートメータ内のセキュア・バウンダリ提案
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メータの各機能部分 ＝ 各法令、規制遵守が必要
• 機能部ごとにセキュリティ（アクセス権限）を分ける

メータ内部に存在するセキュリティ・ホールの懸念
• 外部からの非正規アクセスとコマンドによるセンサなどへの機能ブロック

への侵入と攻撃
• ホームデバイスから通信ブロック間接続を通してセンサなどの機能ブ

ロックへの攻撃。
• センサの不正キャリブレーション。

セキュリティの必要性
• IoTデバイスの外部からの非正規アクセス、内部のセキュア・バウンダリ
• サプライチェーンでのセキュリティ、型式認定、個別認証、設置開通

試験履歴、など

WISeKey VaultIC セキュアエレメント （オプション）
• 論理的な各機能部と通信部の間の門番、外部サーバからのアクセス

権限の管理を行う
• 通信マイコンと標準SPIで物理的に接続（マイコンからSPIコマンドで

動作、機器本体マイコンのファームウェアの大きな改変不要）
• 機密情報管理（ID、暗号鍵など）ユーザ権限管理
• 通信マイコンに代り認証サーバと連携して暗号処理（認証、電子署

名など）、遠隔、ハンディ端末でのセキュアアクセス可能

マイコン メモリセンサ

計量センサー部

HES, MDMS

コジェネなど 特例計量器

HEMS

保安部

開閉
器

通信
マイコン

メモリ

通信部

セキュア
エレメント

他のスマメ

Aルート,Bルート、IoTルート(FAN, 1Nなど)

将来拡張
(USBなど)



WISeKeyがスマートデバイスに提供するセキュリティ

サーバ側

• INeS Certificate Management Solution for IoT
• PKIに必要な機能（ID、証明書の生成失効管理）
• Wi-SUN FANサポート

• Wi-SUN CMS
• Wi-SUN Private Issuing/Intermediate CAs - 実際認証局（複数設立可能）
• Wi-SUN Private Root CA – 複数認証局を認証（オプション）

• クラウド、オンプレ提供
• サーバ統合API、ブラウザ管理画面

デバイス側

• VaultIC408 (ボルトアイシー）セキュアエレメント
• デバイス側のセキュリティレベル要求に応じてSMメーカに提供、機密情報は事前に書き込み提供
• ID、暗号鍵、電子証明書などの秘密情報を安全に秘匿、暗号鍵(TLS,DMLS..)定期更新対応
• 外部アクセス管理を一元化、安全な遠隔管理
• サプライチェーン（製造、認定、設置、運用）での機密漏洩防止
• チップによるメータへの組み込み容易（コマンド）、セキュリティ部分の共通化
• クレジットカード・レベルの耐偽造性能 CC EAL5+
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WISEKEY デジタル証明書発行管理と認証局サービス

柔軟性認定済み経験

• 他のCAよりも多数の監査と認定

• EU内の複数国に物理的に存在す
る唯一の eIDAS “認定TSP”

• “SaaS” 世代のプラットフォーム構築
• PKI – e署名 – デジタル オンボーディ

ング – IoT
• 複数 PKI トラストセンタ（認証局）が

トラスト・センタ運用ポリシーに合致する
• AWS, IBM Watsonとの統合済

(Azure対応検討）
• Wi-SUN対応など顧客仕様の署名書

発行

• 20年にわたるマネージド PKI の運
用を3,000以上の政府企業に提供

• ブラウザーとOS中のユビキタストラス
ト

WISeKeyは、グローバルに信頼されている 認証局 (CA) と 適格トラストサービスプロバイダ (TSP) としてeIDとTLS/SSLに使用する、
管理PKI、電子署名の高機能プラットフォーム、それから、IoTに特化したPKIソリューションくを提供します。
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ワイズキー INeS CMS PKIプラットフォーム紹介
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WISeKeyの提供する Certificates Management Service (System)
• 証明書の発行からライフサイクルマネージメントまで (Reporting, Provisioning, 

Validation)
• TLS認証およびデジタル署名アプリケーションにて、デバイスタイプとデジタル証明書を使用

してデバイスを管理
• ユーザごとのウェブ・ダッシュボード、もしくは、REST APIにより、シンプルな証明書の生成と

管理、デバイスの管理
• マルチテナント可能（1つまたは複数のアプリケーションの複数の独立したインスタンスを共

有環境で動作)

多様な提供方法
• クラウド・サービス(共有、専用プラットフォームによるサービス)、オンプレミス
• AWS、IBM Watson（将来他も追加）にインテグレーション容易
• 共有もしくは専用ハードウェアのHSM
• 安全な方法で目的のデバイスに証明書（およびオプションで秘密鍵）をプロビジョニングし

ます。
• SDK、デバイスに組み込むツール、エージェント
• VaultiTrustサービスによる、WISekey セキュアエレメントへ組み込んで提供

特長
• デジタル証明書の生成と管理、 ユーザが証明書のプロファイルと暗号オプション (RSA, 

multiple Elliptic curves, key usage, revocation settingsなど)を設定可能。
（テンプレート用意）

• IoTデバイスの新規登録と併せて証明書の生成が可能
• 使用者に合わせたセキュリティ設定が可能、複数組織、ユーザプロファイルと各アクセス権

限

デバイス管理

デバイス・タイプ
デバイス生成:リアルタイムもしくはバッチ生

成して在庫管理

証明書管理

証明書プロファイル

証明書生成: 個別かバッチ生成して在庫
管理

コンフィギュレーション管理

ユーザ管理、認証局(CA)、組織管理

監査ログ管理



3G
電気メータ

Telit 3G

通信モジュール

ガスメータ VaultIC405
セキュアエレメント

データ / REQ

10

遠隔コマンド

シリアル
アプリ

ID、電子証明書
暗号鍵

TLS/SSL DMLS セキュリティ

3G (4G) network

VaultIC405 セキュアエレメント 英国スマートメータ採用例

Communication 
Block (PCB)

認証管理サーバ
証明書、暗号鍵
メータIDの管理

デジタル証明書
暗号鍵

#1（データ）

デジタル証明書
暗号鍵

#2（制御）

アプリサーバ

アプリサーバ

アプリサーバ

エントラ
ンス

管理センタ

アプリ 860MHz
RF

英国NCSC(National Cyber Security 
Center)全国スマートメーターネットワーク
通信ボード (communication hub)
Mobile backhaul <-> Smart-meter

VaultIC（ボルトアイシー)で秘密情報を秘匿
メータID、検針ID、消費者ID
各IDに暗号鍵、電子証明書、電子署名

データの暗号化と電子署名（上記ID、暗号鍵使用）



ワイズキー VaultIC405 (ボルトアイシー、セキュアエレメント)

英国スマートメータでの採用例
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Trusted Platform

セキュリティ・プロトコル

コミュニケーションハブ

Host Processor

Router 
Memories

Connectivity
Data

Acquisition

サーバ（ヘッドエンド）

通信
ヘッドエンド

セキュリティ・プロトコル
SSL/TLS

Zigbee, 868MHz 携帯電話網

コミュニケーションハブ

2-Way
Communication

RF 2-Way
Communication

Smart Meter

監視制御システム
(SCADA)

データ管理

HAN Zigbee, 868MHz 
RF, 2G GPRS, 3G 

HPSA

DLMS SSL

Trusted Platform

Host Processor

Memories Connectivity
KeyBoard
Display

Métrology

ガスメータ

Host Processor

Memories Connectivity
KeyBoard
Display

Métrology

電気メータ

家庭

公的規制 (CPA)は FIPS 140-2 暗号認定
を必須とする

セキュアエレメントが、3つのセキュリ
ティ分野に貢献
1. デバイス（メータ）のセキュリ

ティ:
• ID保護、デジタル証明書と

秘密鍵秘匿
• 暗号エンジンによるデジタル

署名など、認証サーバとの暗
号処理

• ファームウェア管理
2. 情報処理セキュリティ:

• 標準暗号アルゴリズム、プロ
トコル準拠によるオープンな
システム構築

• サービス毎のエンドツーエンド
でのセキュリティ構築

• 認証サーバによる一括管理
3. サプライチェーンのセキュリティ:

• IDなどの機密情報を製造委
託先に秘匿(エレメント内の
情報読み出し書き込みは暗
号鍵必要）

• 型式認定と機器認証
• 試験認証ログ管理



⚫ 用途に応じたセキュリティ機能をチップの中に実装して提供するの
で、暗号ファーム開発は不要

⚫ 容易にホスト・システムにコンパニオンとして統合
ハードウェアレベル

⚫ 種々の通信インターフェース: NFC, I²C, SPI, USB…

⚫ 拡張温度対応 (-40° / +105°C)

ソフトウェアレベル（ホスト側に実装）

⚫ ホスト-VaultIC 間の通信ドライバ

⚫ ホスト-VaultIC 間のセキュア通信チャンネル

⚫ ミドルウェア (PKCS#11, Windows CSP, embedded Linux)

⚫ C ソースコード提供

⚫ 暗号とセキュリティ機能
⚫ 各種のセキュリティレベルの対応

⚫ Enc/Dec: AES, 3DES

⚫ Sign: DSA, ECDSA

⚫ セキュアメッセージング

⚫ 認証鍵の生成と確立

⚫ 乱数発生器

ワイズキーVaultIC セキュア・エレメント
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DISCLAIMER 

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning WISeKey International Holding Ltd and its business. Such statements involve certain known 
and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of WISeKey International Holding Ltd to be 

materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. WISeKey International Holding Ltd is providing this 
communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

This press release does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities, and it does not constitute an offering prospectus within the meaning of article 652a or 
article 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. Investors must rely on their own evaluation of WISeKey 

and its securities, including the merits and risks involved. Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation as to the future performance of WISeKey.
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