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現代の制御システムを考えるうえで，セキュリティは重要な課題である。本稿では，横河電機の制御システム

セキュリティ対策について述べる。ここでセキュリティ対策とは，情報セキュリティ対策のことを指す。本稿では，

まず現代の制御システムにおけるセキュリティ上の問題点を整理し，横河電機が考える制御システムセキュリテ

ィ対策の基本方針をまとめる。これは，ライフサイクルアプローチと多層防御を中心とし，制御システムセキュ

リティ活動の基本となる。その後，この基本方針を基にした各種対策について述べる。

横河電機では，製品の開発段階からセキュリティを考慮し，脆弱性につながる不具合を作りこまないような設

計を行っている。そして，長年にわたり制御システムを納めてきた経験を基に，制御システムに適切なセキュリ

ティ対策をセキュリティ専門の技術研究所でまとめ，システム構築，運用時に活用している。最後に，横河電機

製品において脆弱性が発見された場合の対応についても述べる。これらの一連のセキュリティ活動を通じ，横河

電機はお客様が制御システムを安定して運用できるよう継続的に貢献していく。

Cyber security is a major concern for industrial control systems. This paper describes 
Yokogawa’s comprehensive approach to cyber security for industrial control systems. First, it 
takes a look at cyber security issues regarding industrial control systems and summarizes 
Yokogawa’s basic policy on them. This policy, focusing on a lifecycle approach and “Defense-in-
Depth” proposed by Yokogawa, can be the basis for enhancing security in control systems. Then, 
this paper describes various actual measures based on the policy.

Considering cyber security at the stage of product development, Yokogawa prevents design 
defects that may lead to vulnerability of its products. A laboratory of Yokogawa specializing in 
security has established security measures suitable for control systems, based on the experience 
obtained by Yokogawa through the supply of control systems over many years. These measures 
are used for system construction and operation. Finally, this paper describes how Yokogawa 
handles vulnerability when it is detected in its products. With these security activities, Yokogawa 
will continue to help customers stably operate control systems.

1. はじめに

現代の制御システムを運用するうえで，セキュリティ
を無視することはできない。その理由の一つとして，情
報系技術の導入が上げられる。制御システムは情報系技
術を取り込むことにより，情報系システムとの接続によ
る利益を享受してきた一方，セキュリティに関するリス
クを持ち込むことになった。攻撃技術が日々高度になっ
ていることを考慮すると，制御システムを守るためには
単に技術的な対策を導入するだけでは不十分であり，総
合的かつ戦略的な対策を実施していく必要がある。

本稿では，まず，制御システムのセキュリティ上の問
題点と現状を整理する。次に，その問題に対処すべく基

本方針を述べ，その方針を基に横河電機が考えるセキュ
リティ対策を述べる。さらに，製品の開発，エンジニア
リング，運用中のサポート期間で横河電機が提供してい
るセキュリティ対策を紹介する。

2. 制御システムセキュリティの問題点と現状

2.1 制御システムのセキュリティ上の問題点
制御システムでは高機能化，開発コスト削減などを

目的として，情報系技術の導入が進んでいる。いわゆる
COTS (Commericial Off-The-Shelf) の導入である。しかし，
COTS はメリットだけでなく，セキュリティ問題などの
デメリットももたらした。具体的には次の問題が制御シ
ステムには存在する (1)。

 � オープン化に伴う脆弱性リスクの混入
COTS に内在する脆弱性を制御システムがそのまま引
き継いでしまう。
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 � 長期運用に伴うセキュリティ対策技術の陳腐化 
制御システムは 10 ～ 20 年間運用されるが，攻撃技
術は年々高度になっていくので，運用当初に導入した
セキュリティ対策技術では防げない可能性がある。

 � 可用性重視に伴うセキュリティ機能の絞込み
制御システムでは可用性を重視しているので，セキュ
リティ対策を容易に導入することができない。また，
対策自体がシステムへ影響を及ぼす可能性があり，問
題がないことが確認できるまで対策の導入を見合わせ
ることもある。

2.2 実際の被害状況
制御システムにおけるセキュリティ問題は，現実に発

生している。例えば，情報系システムを狙う不正なプロ
グラムにより，制御システムでもプラントの停止につな
がるような事態が発生している。また，2010 年には制
御システムを狙った「Stuxnet(2)」と呼ばれる不正なプロ
グラムによる被害が広く報道された。このように，セキ
ュリティに関する被害はすでに発生しており，早急な対
策の導入が必要とされている。

3. 制御システムセキュリティへの国内外の活動状況

3.1 日本国内の活動状況
 � 政府の活動
内 閣 サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー（NISC） は，
2009 年 2 月に重要インフラのセキュリティ向上を目
的として，セプターカウンシルを創設した。経済産業
省ではこれを受けて，さまざまな活動を開始した。例
えば，2011 年 10 月，制御システムセキュリティ検
討タスクフォースを立ち上げ，国内の重要インフラに
対するセキュリティ対策の強化等を推進している。

 � 公的機関の活動
2012 年 3 月，技術研究組合制御システムセキュリテ
ィ セ ン タ ー（CSSC: Control System Security Center） 
が設立された。横河電機も CSSC の設立メンバである。
CSSC は， 制 御 機 器 の セ キ ュ リ テ ィ 保 証 に 関 す る
認 証 制 度 で あ る EDSA (Embedded Device Security 
Assurance) 認証の認証機関として認定され，認証業
務を開始した。また，一般社団法人日本情報経済社会
推進協会（JIPDEC） は，制御システム向けセキュリテ
ィマネジメントシステムである CSMS (Cyber Security 
Management System for Industrial Automation and 
Control System) 認証制度を確立した。横河電機はこ
の CSMS 認証，および国内における EDSA 認証の第一
号取得者である。

 � 標準化活動
制御システムセキュリティ関連の国際標準としては
IEC62443 シリーズがあり，IEC 国内委員会（TC65/
WG10）で議論されている。IEC 国内委員会事務局は

一般社団法人日本電気計測器工業会 （JEMIMA）が担
当している。先の EDSA 認証制度や CSMS 認証制度は
IEC62443 をベースとした認証制度である。

3.2 海外の活動状況
 � アメリカ
NIST 注 1) では，SP800-82(3) シリーズで制御システムのセ
キュリティに対する指針をまとめている。アイダホ国立研
究所では，制御システムの実機を用いたセキュリティトレ
ーニング (4) を無償で提供している。ISA 注 2) では，ISA99
シリーズでセキュリティ対策の標準化を進めている。

 � ヨーロッパ
ヨーロッパ各国では，制御システムのセキュリティ対
策を標準化し，公開している。その中でも，イギリス
やオランダでは Good Practice(5)(6) をまとめて公開して
いる。また，ヨーロッパには制御システムセキュリテ
ィに関するコミュニティがいくつも存在する。例えば
MPCSIE 注 3) や ENISA 注 4) などが代表的な例である。

 � 国際標準活動
IEC TC65(7) では，制御システムのセキュリティに関し
て 62443 シリーズで標準化を推進している。

4. 横河電機のセキュリティ対策

ここでは横河電機が考えるセキュリティ対策の方針と，
現在取り組んでいる活動について紹介する。活動の詳細
については，本技報の各論文において述べる。

4.1 方針
制御システムが直面しているセキュリティの問題に対

して横河電機では，ライフサイクルアプローチと多層防
御を基本戦略とし，技術対策，運用対策，管理対策の各
対策により，リスクを緩和する方法を推奨している。
4.1.1 ライフサイクルアプローチ

新たなサイバー攻撃の発生など，セキュリティ上の脅
威が増加している状況において，導入したセキュリティ
対策の効果は，徐々に薄れていく。したがって効果を持
続するためには，常にセキュリティ対策をメンテナンス
していく必要がある。図 1に示すように，横河電機では，
製品の開発から始まり，システムインテグレーション時
のセキュリティ対策の実装，運用時のセキュリティ管理
まで，ユーザのセキュリティ活動をライフサイクルにわ
たりサポートする。このライフサイクルを考慮したセキ
ュリティ活動により，ユーザは常に過度なコストを生じ

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

 注 2) The International Society of Automation, https://www.isa.org/
 注 3) Meridian Process Control Security Information Exchange,  

http://meridianprocess.org/Default.aspx
 注 4) European Network and Information Security Agency,  

http://www.enisa.europa.eu/
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ることなく，脅威を受け入れ可能な水準まで低減できる。

図 1 ライフサイクルアプローチ

4.1.2 多層防御
図 2 に示すように，横河電機はセキュリティ対策導入

指針として，多層防御（Defense-in Depth）戦略を推奨
している。その戦略において，最も重要なものは安全の
確保である。次に，生産活動に必要な制御性能，その基
盤である制御システムの健全性を保つことが重要である。
加えて，セキュリティの技術対策，運用対策，管理対策
を実施すべきである。これらを継続的なライフサイクル
活動により改善し，制御システムのリスクに対する予防
と緩和を確実にして，備えを万全にすることができる。

図 2 多層防御

4.2 製品設計・開発フェーズ
横河電機では，製品設計・開発のフェーズからセキュ

リティを意識した取り組みを行っている。
4.2.1 システム製品のセキュリティ

製品設計や開発の時点で脆弱性が入り込まないように，
セキュア開発ライフサイクルを定め，実施している。こ
のライフサイクルでは，要件定義・設計・実装，検証・
メンテナンスの各フェーズにおいてセキュリティを考慮
し，脆弱性が入り込まないようにしている。また，横河
電機では生産制御システム CENTUM と安全計装システ
ム ProSafe-RS の２つで制御システムのセキュリティ保証
に関する EDSA 認証を取得している。本節の内容は，本
技報の「制御システム製品のセキュリティへの取り組み」

で詳しく述べている。
4.2.2 無線システムのセキュリティ

制御システムにおいてフィールド無線の導入が進ん
できているが，導入の障壁となっている理由の一つが，
セキュリティ対策である。そこで横河電機では，セキ
ュリティを考慮に入れて仕様が制定されている工業用
国際標準無線規格 ISA100.11a を採用している。この
ISA100.11a の仕様策定には，無線や計装の専門家だけで
なく，セキュリティの専門家も参加しているので，この
プロトコルを採用した機器は安全に使用することができ
る。本節の内容は，本技報の「ISA100.11a 無線システム
の強固なセキュリティ対策」で詳しく述べている。

4.3 エンジニアリングフェーズ
制御システムの構成要素の１つ１つがセキュアだとし

ても，システム全体として見た場合には脆弱性が入り込
んでしまう可能性がある。そこで，エンジニアリングフ
ェーズでは，セキュリティを考慮したシステム導入を円
滑に進めるため，セキュリティポリシーの構築支援を行
うコンサルティングと，その結果を基に技術対策の導入
を実現するセキュリティエンジアリングを提供している。
4.3.1 セキュリティコンサルティング

制御システムユーザがセキュリティ対策を考慮する上
で，一番初めに実施しなければならないことはセキュリ
ティポリシーの策定である。セキュリティポリシーによ
り保護すべき対象を明確にし，これに対する脅威を特定
する。そして，特定した脅威に対して有効なセキュリテ
ィ対策を実施していくことになる。しかし，全ての制御
システムユーザがセキュリティ対策に通じているわけで
はない。そこで，さまざまな業種・規模のシステムに対
しセキュリティ対策を導入してきた経験を基に，横河電
機はユーザのセキュリティポリシーの策定支援から，対
策の導入提案までのコンサルティングサービスを提供し
ている。本節の内容は，本技報の「制御システムセキュ
リティ対策支援コンサルティング」で詳しく述べている。
4.3.2 セキュリティエンジニアリング

システムインテグレーションの段階では，各構成要素
に対してユーザのセキュリティポリシーに従い決定した
技術対策を導入し，セキュリティを考慮しながら統合し
ていくことになる。しかし，制御システム特有の要件や，
運用上の条件に配慮したエンジニアリングを実施しなけ
れば，逆に制御システムを停止してしまいかねない。また，
制御システムの規模が大きい場合，最適な管理対策を導
入することで過度なコストを抑える必要がある。

横河電機では，長年にわたりユーザに制御システムを
納めてきた経験と知見から，制御システムにおけるセキ
ュリティ対策実現のベストプラクティスを確立している。
本節の内容は，本技報の「制御システムのセキュリティ
エンジニアリング」で詳しく述べている。
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4.4 運用・メンテナンスフェーズ
運用フェーズにおいては，セキュリティ対策の効果を

維持するためのメンテナンスが必要である。また，セキ
ュリティ対策を導入してこなかったお客様は，このフェ
ーズにおいて次の対策を導入することが可能である。
4.4.1 エンドポイントセキュリティ対策

制御システムの構成要素の中で，PC やサーバなどの端
末（エンドポイント）がマルウェアに感染する被害が一番
多い。このため，エンドポイントに対するセキュリティ対
策は必須である。エンドポイントのセキュリティ対策は，
エンジニアリング時や運用時に一度導入すれば終わりで
はなく，定期的なアップデートやメンテナンスが必須であ
る。横河電機では，エンドポイントを守るための対策技術
と，その維持をサポートするサービス体制を提供している。
本節の内容は，本技報の「制御システムのエンドポイント
セキュリティ対策」で詳しく述べている。
4.4.2 ネットワークモニタリングサービス

制御システムを安定して運用するためには，ネットワ
ークを安定して運用することが重要である。このために
は，管理者がネットワークの状態や使用状況を的確に把
握することが必要となる。そこで，横河電機ではネット
ワークトラヒックを可視化するシステムを構築した。本
システムにより，制御システムに影響を与えずにネット
ワークトラヒック可視化することで，ネットワークの専
門家以外の作業者でも容易にネットワークの通信状況を
把握することが可能となる。本節の内容は，本技報の「制
御システムにおけるネットワークトラヒック可視化シス
テム」で詳しく述べている。

4.5 脆弱性の扱い
2014 年に横河電機は統合生産制御システム CENTUM 

を含む複数の製品にセキュリティ上の脆弱性があること
を公開し，修正パッチを提供した。お客様にとって制御
システムのセキュリティ対策がすでに重要な要件となっ
ており，かつ横河電機の企業理念として，お客様満足を
実現するためには，広く情報を公開し，その対策を提供
していくことが重要であると判断したからである。この
ように，横河電機ではお客様のリスクを増大させないよ
う，速やかで正確な情報の伝達に努めている。本節の内
容は，本技報の「YOKOGAWA グループの製品セキュリ
ティへの取り組みと脆弱性対応」で詳しく述べている。

4.6 パートナーシップ
横河電機は，制御システム向けに包括的かつ高付加価

値のセキュリティソリューションを提供することを目的
として，McAfee, Inc.（マカフィー）とパートナーシップ
契約を締結した。これにより，マカフィーが有する IT セ
キュリティ技術と横河電機の制御技術を融合させ，制御
システムに最適なセキュリティ対策を提供していく。

5. セキュリティ技術研究所

進化し続けているマルウェアや攻撃に対抗するには，
対策技術も常に進化し続けなければならない。そのた
め，横河電機はセキュリティ技術専門の技術研究所 SCL 
(Security Competence Laboratory) を設立した。シンガ
ポールを中心に，東京（日本），バンガロール（インド），
ダラス（アメリカ）に研究所を設置している。SCL では，
セキュリティ専門の研究者が，最新の IT セキュリティ技
術を研究し，制御システムとの融合を模索している。こ
の研究成果をベストプラクティスとしてまとめている。

6. おわりに

本稿では，横河電機の制御システムに対するセキュリ
ティ対策をまとめた。制御システムを導入・運用する各
フェーズでは，ライフサイクルアプローチと多層防御の
方針を基にセキュリティ対策を導入していくことになる。
そのため，制御システムの各構成要素の設計段階からセ
キュリティを考慮し，エンジニアリング時にはこれまで
の知見を用いてセキュリティ対策と制御システムを統合
する。そして，セキュリティを常に高く維持するために
各種サービスを提供している。

本稿で何度も述べているように，セキュリティ対策は
一度導入すれば終わりではない。定期的に対策を見直し，
必要があれば対策を変更していくことが，制御システム
を安定して運用するためには重要である。今後も，横河
電機はセキュリティ対策を継続して提供していく。
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