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制御システムのセキュリティ標準として，いくつかの標準が提案されてきた。地域的にみると，アメリカ，ヨ

ーロッパで標準化活動が始まり，日本はそれらの成果の調査から始まった。業界別にみると，石油・ガス，化学，

電力の分野で成果が出された。標準化の担い手としては各業界の非営利機関が活躍しているが，政府系機関がそ

れを後押ししている。他にも官民の研究機関が参加し，制御システムセキュリティ上の問題を特定し導入すべき

ソリューションを検討している。このようなセキュリティ対策活動の中で，制御システムセキュリティの広い範

囲に渡り検討してきた組織が ISA99 である。ISA99 は，社内システムと連携して運用される制御システムのモデ

ル，組織のセキュリティ，システムおよび制御機器単体のセキュリティについて記述し，標準のベースになって

いる。ISA99 は，WIB2.0 と共に国際標準 IEC 62443 シリーズに取り入られている。IEC 62443 シリーズと同時に，

IEC 62443 シリーズを参照した ISA Security Compliance Institute の製品評価基準・システム評価基準が制御シ

ステム自体のセキュリティの認証に利用され，セキュリティの向上に貢献するであろう。

Several security standards have been proposed and introduced into industrial control systems. 
Standardization first started in the United States and Europe and the results were then 
studied in Japan. Major targeted industries for standardization were oil and gas, chemical, and 
electric power. Non-profit organizations in each industry contributed to standardization and 
governmental organizations also helped them. In addition, public and private research institutes 
have been participating in these activities to identify issues on security in industrial control 
systems and have been providing solutions. Among them, ISA99 has been playing the leading 
role in investigating security in industrial control systems. ISA99 developed ISA 62443, which 
defines an industrial control system model that works with corporate information systems and 
defines the security needed in organizations, control systems, and each control device. The 
IEC 62443 series of international standards is based on ISA 62443 and WIB 2.0. A security 
evaluation and certification standard was developed by the ISA Security Compliance Institute 
referencing the IEC 62443 series. It is expected to be used for security certification in industrial 
control systems and to enhance the security of the systems. This paper summarizes industry and 
international standards for security, including those described above.

1. はじめに

黎明期には，独自 OS，独自プロトコル，閉じたネット
ワークで構成された制御システムは，オープン化の波に
乗り，高機能，高付加価値，高生産性を目指して Linux 
OS，IP ネットワーク，Windows OS などの汎用 IT 技術，
民生品（COTS: Commercial Off The Shelf）などを取り込

んで進化してきた。しかし，これらにセキュリティ上の
問題があることが判明した時，情報システムにおいては
対策が進められたが，制御システムへの対策は出遅れた。
図 1 に示すようにセキュリティ攻撃ツール・手法は年々
高度に進化し，操作も簡単になったので，攻撃に要する
スキルの閾（しきい）値が下がった。このため，だれも
が攻撃者となれる危険性を秘めることになった。これら
のツールは民生品を対象として発展してきたので，民生
品を多用している制御システムにも適用可能であること
を示唆している。
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図 1 攻撃ツールの高度化 vs 攻撃者技術力
CMU/SEI-2002-SR-009, Page 9 より引用

制御システムのもつ重要性と事故が発生したときのイ
ンパクトの大きさから，制御システムのセキュリティに
ついての議論が始まり，近年，耳目を集めるようになっ
た。その中で，電力，石油・ガス，化学・薬品，上下水道，
運輸，通信業界などの重要インフラのセキュリティを確
保するため，いくつもの活動が始まった。これらの活動は，
セキュリティの課題，統制，ベストプラクティスなどの
成果となり，やがてそれらが業界の標準を形成し，さら
に国際標準へ影響を与えることになる。

本稿では，米国，ヨーロッパ，日本におけるセキュリ
ティの標準活動について述べる。その後，国際標準の動
向について説明する。

2. 米国の動向

2.1 全体像
NIST 注 1) は，ISO/IEC 15408 を使った PCSRF(1) の活動を

開始し，SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 
Protection Profile を作成した。NIST SP (Special Publication) 
800-82 Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security で
は，制御システムの概要，特徴，脅威と脆弱性，セキュリ
ティプログラム，ネットワークアーキテクチャ，セキュリ
ティコントロールについて述べ，一つの指針を示した。

DHS 注 2) は PCSF (Process Control Systems Forum) を立
ち上げ，政府，大学，産業などから 330 を超える組織が
集まり，活動が展開された。ここでは，制御システムの
セキュリティ標準，ツール，教育・トレーニング，セキ
ュリティ要件，セキュリティテストなど，多くのテーマ
で成果物が出された。この活動は，ICSJWG (Industrial 
Control Systems Joint Working Group) に引き継がれ，年
２回のミーティングが開催されている。ミーティングで
は，制御システムセキュリティに関する課題，成果，対

 注 1) National Institute of Standards and Technology,  
http://www.nist.gov/

 注 2) Department of Homeland Security, http://www.dhs.gov

抗策，業界の動向などにおける研究から実運用までのテ
ーマが発表されており，政府，大学，事業者，ベンダ，
システムインテグレータ，セキュリティコンサルなど幅
広い層の参加者を集めている。

また，CSSP (Control Systems Security Program) で制御
システムのセキュリティ評価を行い，その結果を Common 
Cyber Security Vulnerabilities Observed in DHS Industrial 
Control Systems という報告書としてまとめ，対策を促し
ている。この報告書では，脆弱性を抱える原因としてプロ
グラムコード，Web サービス，ネットワークプロトコル，
ネットワーク設計，パッチ管理，認証，暗号などを挙げて
いる。

他にも DHS では，INL 注 3) で上級セキュリティトレー
ニングを開催し，４日間のトレーニング後に丸１日使っ
て，攻撃チーム（Red Team），守備チーム（Blue Team）
に分けて用意されたミニプラント設備を使った演習を行
う。この演習の参加者は，セキュリティ守備の難しさ，
攻撃によるダメージの深刻さに目覚め，制御システムの
セキュリティを推進する立場となる

先端セキュリティに関するカンファレンスとして
は，Digitalbond 社 注 4) が 開 催 す る S4 (SCADA Security 
Scientific Symposium) が有名である。カンファレンスは，
研究者による制御システムの最新の脆弱性，脆弱性発見
手法，対策，運用技術，などの先端技術や最新トピック
のプレゼンや半日～１日セミナーで構成される。

2.2 業界動向
石油・ガス関連では，石油・天然ガス会社と DHS S&T 

(Science and Technology) とで行っている LOGIIC 注 5) プ
ロジェクトがある。プロジェクトでは，関心の高いセキ
ュリティテーマについての研究・対策を発表しており，
現在も活動を続けている。また，API 注 6)  は，パイプライ
ンシステムのセキュリティに関するガイダンスドキュメ
ントをAPI 1164として出版した。このガイドラインでは，
パイプラインの安全性を確保するため，物理セキュリテ
ィについても考慮されている。

化 学・ 薬 品 関 連 で は， 一 旦 事 故 が 起 こ れ ば， 多 数
の死傷者が発生するプロセスを抱えるため，セキュ
リティに関して活発な活動が見られる。例えば CIDX 
(Chemical Industry Data eXchange) では，Cybersecurity 
Vulnerability Assessment Methodologies でサイバーセキ
ュリティ上の脆弱性を評価する手法をまとめた。この主
要メンバは後述する ISA99 との連係が深く，ISA 62443-
2-1 の制御システム特有のマネジメントの原型を作り上

 注 3) Idaho National Laboratory, http://www.inl.gov
 注 4) Digital Bond Inc., http://www.digitalbond.com
 注 5) Linking to the Oil and Gas Industry to Improve Cybersecurity, 

http://logiic.automationfederation.org
 注 6) American Petroleum Institute, http://www.api.org
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げた。この活動は，ChemITC 注 7) に引き継がれ，現在も
活動は続いている。

電力関連では，日本と異なり多数存在する電力供給
業者のセキュリティに対する信頼性を確保するため，
NERC 注 8)  が NERC-CIP (Critical Infrastructure Protection) 
シリーズ を制定した。これは，監査に使用され，守れな
い組織に対しては，罰金が科されたり，是正命令が下さ
れたりする。

3. ヨーロッパの動向

英 国 で は，NISCC (National Infrastructure Security 
Coordination Centre) が７つのパートからなる SCADA の
Good Practice Guide を作成し，公開した。

Guide 1 - Understand the Business Risk
Guide 2 - Implement Secure Architecture
Guide 3 - Establish Response Capabilities
Guide 4 - Improve Awareness and Skills
Guide 5 - Manage Third Party Risk
Guide 6 - Engage Projects
Guide 7 - Establish Ongoing Governance

これらのガイドは，CPNI 注 9) に引き継がれた。
また SMi 社 注 10) が，スマートグリッドサイバーセキュ

リティや石油・ガスサイバーセキュリティに関するカン
ファレンスを開催し，それぞれの分野でのトピックの紹
介やセミナーなどを行い，関心・意識を高めるのに役立
っている。

オ ラ ン ダ で は，TNO 注 11)  が SCADA Security Good 
Practices for the Drinking Water Sector を出した。これ
は，水道業界に対するガイドラインではあるが，SCADA
を使用する他の業界にも有用な内容となっている。

ハーグに本拠地を置く制御システムエンドユーザの集
まり WIB (Working-party on Instrument Behavior) で作
成された WIB2.0 では，制御システム供給者のセキュリ
ティに関する要件がまとめられている。WIB2.0 では，エ
ンドユーザが制御システムを受け入れるときの検査が簡
素化され，セキュリティの保証レベルが上がることを考
慮し，制御システム供給者のセキュリティの成熟度をラ
ンク分けして記述している。

ヨーロッパの制御システムセキュリティに関するコミ
ュニティはいくつも存在し，MPCSIE (Meridian Process 
Control Security Information Exchange) は，毎年情報交

 注 7) Chemical Information Technology Center,  
http://chemitc.americanchemistry.com

 注 8) North American Electric Reliability Corporation ,  
http://www.nerc.com/

 注 9) Centre for the Protection of National Infrastructure,  
http://www.cpni.gov.uk

 注 10) SMi Group Ltd., http://www.smi-online.co.uk
 注 11) Netherlands Organization for Applied Scientific Research,  

http://www.tno.nl

換を行う会議を開催しており，ENISA (European Network 
and Information Security Agency) はスマートグリッドや
制御システムのセキュリティイニシアチブなどの成果物
を公開している。

4. 日本の動向

日本では，制御システムのセキュリティについての活
動は，2007 年～ 2008 年頃から活発化した。2010 年に
は経済産業省主催でサイバーセキュリティと経済研究会
が開催された。研究会の中間報告書では，制御システム
の安全性確保に向けた取り組みの重要性について記述さ
れている。翌 2011 年には制御システムセキュリティ検
討タスクフォースが開催され，制御システムのセキュリ
ティ強化を図るための課題について，検討が開始された。
タスクフォースでは，

 ● 国際標準化の推進
 ● テストベッドの構築
 ● 評価 / 認証スキームの構築
 ● インシデント体制の構築
 ● 人材育成
 ● ユーザ企業への普及啓発の促進

について議論された。この流れを受け，2012 年には
技術研究組合制御システムセキュリティセンター 注 12) 

（CSSC）が設立され，2013 年には宮城県多賀城市にテス
トベッドが設けられた。CSSC には，ハードウェアは揃っ
たので，これらを使ったセキュリティの攻防演習を含め
た教育コースや，攻撃者に未だ発見されていないセキュ
リティ上の問題点を見つけ，対処法をアドバイスするサ
ービスが期待されている。また，そういったスキルを身
に着けた人材を育成することが，CSSC の課題になると考
えられる。

日本国内の他の活動では，IPA 注 13) は海外の制御システ
ムセキュリティについての調査を行い，報告書を公開し
ており，また JPCERT/CC 注 14) は，制御システム関連ドキ
ュメントのいくつかを翻訳し公開している。

5. 国際標準

参加メンバ数が多く，国際標準制定まで到達して
い る 組 織 は，ISA 注 15) の ISA99 で あ る。ISA99 は，ISA 
62443 シリーズとして標準化案を作成し，IEC TC 65/
WG 10 において各国による審議の結果，IEC 62443 シ
リーズとして国際標準となる。現在 IEC62443 シリー
ズは，表 1 に示すように 13 冊で構成されており，この

 注 12) Control System Security Center, http://www.css-center.or.jp
 注 13) Information Technology Promotion Agency,  

http://www.ipa.go.jp
 注 14) Japan Computer Emergency Response Team Coordination 

Center, http://www.jpcert.or.jp
 注 15)  The International Society of Automation, http://www.isa.org
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う ち IEC62443-1-1(2), IEC62443-2-1(3), IEC62443-3-1(4), 
IEC62443-3-3(5) の４冊が発行済みである。

表 1 IEC 62443 全体構成（ISA99 WP List より作成）

これらの標準を使ってセキュリティ評価・認証を進め
るため，ISCI 注 16)  が設立され，評価用標準，認証フレー
ムワークが整えられた。制御機器評価・認証フレームワ
ークは，を使った認証活動は軌道に乗り，現在，制御シ
ステムのシステム認証が始まろうとしている。

IEC62443 シリーズは， Part 1 ～ 4 の４つのパートか
ら構成されている。Part 1 (IEC62443-1) では概念，モデ
ル，用語など共通事項を規定している。

Part 2 (IEC62443-2) では，制御システムを保有する
組織についてのセキュリティ，つまりセキュリティポ
リシーやマネジメントシステムについて規定している。
特 に IEC62443-2-1 に つ い て は CSMS (Cyber Security 
Management System for Industrial Automation and 
Control System) として，制御システムの製造やオペレー
ションを行う企業向けのセキュリティマネジメントシス
テムの認証が始まっている。また，IEC 62443-2-4 は，
ベンダ，システムインテグレータからの意見を取り入れ，
他の IEC 62443 シリーズとの重複を解消し，審査者の暗
黙知による判断が文書化されるように IEC TC65/WG 10
で発展的審議が続けられ，間もなく標準として公開され
る予定である。

Part 3 (IEC62443-3) では，システムインテグレータ
向けに，制御システムに対するセキュリティ機能要件に
ついて規定している。要件としては，識別・認証 (FR1)，
使用制御 (FR2)，システム完全性 (FR3)，データ秘匿性
(FR4)，データ流制限 (FR5)，事象即応答性 (FR6)，資源
可用性 (FR7) の７つの項目があり，制御システムのリス
クを軽減するためにセキュリティ機能要件 (FR1 ～ FR7)
から必要となる強度を持った機能要件 (FR1 ～ FR7) を選

 注 16)  ISA Security Compliance Institute,  
http://www.isasecure.org/

択して設計・実装を行うことになる。
Part 4 (IEC62443-4）では，制御システムを構成する

制御機器，アプライアンス，アプリケーションのセキュ
リティを扱い，装置ベンダ向けの保証要件・機能要件が
規定される予定で，現在標準化が行われている。これに
先行し，ISCI では IEC62443 のフレームワークを使用
して，組み込みデバイスのセキュリティに焦点を当てた
ISA Secure EDSA 認証を始めた。この内容は IEC62443-4
に提案されている。

このように IEC62443 は制御システムにおけるセキュ
リティ認証のベースとして確立しつつあり，今後はこの
認証制度により制御システム全体のセキュリティが向上
するであろう。

6. おわりに

制御システムセキュリティの業界標準・国際標準化は，
制御システム自体のセキュリティ向上に貢献をしている。
特に IEC 62443 シリーズは，ISA99，IEC TC 65/WG 10，
WIB，ISCI，ISO/IEC JTC 1 SC 27 の活動により，制御シ
ステムのセキュリティに相応しい標準として日々発展を
続けている。また，IEC 62443 シリーズは，CSMS 認証，
成熟度認証，制御機器評価・認証，制御システム評価・
認証に使われ，得られた問題点を吸収しながら，時代の
要望に即したものになると期待する。

横河電機は CSSC へ組合員として参加し，日本国内の
セキュリティ活動へ貢献している。また，国際標準の標
準化活動などの各 WG にも参加し，標準化活動を推進し
ている。ISA Secure EDSA 認証や CSMS 認証の取得など
標準化された認証制度にもいち早く対応している。横河
電機は今後も制御システムのセキュリティ対策向上のた
め，標準化活動へ貢献していく。
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