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包括的なセキュリティアプローチ/ Holistic Security Approach
サイバーセキュリティは最大の課題/ Cyber Security is one of the biggest challenges
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多層防御アプローチ/ Defense-in-depth approach
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包括的なセキュリティアプローチ/ Holistic Security Approach
システムとインフラストラクチャのセキュリティ/ Security for the system and its infrastructure
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ソリューションポートフォリオ/ Solution Portfolio
セキュリティを実現するセキュリティ製品/ Enable security – Security products

バックエンド

Production Key Server

量産時のセキュアな鍵配信
を実行する暗号化サーバ
Crypto server for secure key 

injection in mass production
CycurTLS
組み込みプラットフォーム向け
通信レイヤセキュリティ (TLS)
Transport Layer Security (TLS) for 
embedded platforms 資格情報管理

Credential 
Management

ECU生産
ECU Production

CycurKEYS
暗号鍵と証明書の
セキュアな管理

Secure management of
cryptographic keys and certificates

CycurV2X-SCMS
V2X セキュリティ資格

情報管理システム
V2X security credentials 

management system

サイバーディフェンス
センター

Cyber Defense Center

CycurGUARD

モニタリング
および分析

Intrusion 

monitoring and 

analysis

CycurIDS 侵入検知
Intrusion detection

CycurGATE
車載
ファイヤ
ウォール
Automotive 
firewall

CycurACCESS

車両アクセスと鍵共有
Vehicle access and key sharing

CycurV2X 
セキュアなV2X通信のためのSDK 
Secure V2X Communication SDK

CycurLIB暗号化ライブラリ
Cryptographic library

CycurHSM

車載グレードのHSM向け
セキュリティスタック

Automotive-qualified

security stack for HSM


