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企業の OA (Office Automation) 環境では，サーバ機器や PC 端末と言われるエンドポイントでのセキュリ

ティ対策は当たり前のように行われている。しかし，制御システムで使用されている HMI (Human Machine 

Interface) 端末やサーバ機器ではセキュリティ対策が行われていない場合が多い。2010 年以降，マルウェア（悪

意を持ったソフトウェア，一般的にはウイルスと称する）が制御システム内に侵入し拡散増殖することで，HMI

端末が操作不能となりプラントシャットダウンに至った事例も多数報告されている。これらの中には，適切なエ

ンドポイントでのセキュリティ対策が実施されていれば防げた事例も少なくない。

本稿では，制御システム環境の総合的なセキュリティ対策の一つとして，HMI 端末やサーバ機器などエンドポ

イントをターゲットにしたセキュリティ対策を紹介する。

In the office automation environment, security measures are implemented, as a matter of 
course, in endpoints such as PC servers and terminal devices. However, many human machine 
interface (HMI) terminals and server systems in industrial control systems are left without any 
security measures. Since 2010, many incidents have been reported in which malware (malicious 
software, a kind of computer virus) invades and proliferates inside control systems, and then 
makes HMI terminals inoperable, leading to plant shutdowns. Many such incidents could have 
been prevented if security measures had been implemented at proper endpoints.

In this paper, security measures for endpoints including HMI terminals and PC servers are 
shown as a comprehensive security measure for control systems.

1. はじめに

セキュリティ対策ソフトベンダーの調査によると，マ
ルウェア（悪意を持ったソフトウェア，一般的にはウイ
ルスと称する）の新規発生件数は 2013 年の一年間で約
8000 万件以上との情報がある。これは１秒間に２件以
上の割合で新しいマルウェアが作られていることを意味
している。2007 年頃までは年間 100 万件程度だったが，
その後は毎年増加の一途をたどっている。特に 2010 年
から 2012 年にかけて制御システムにおけるマルウェア
感染，いわゆるセキュリティインシデントは多く発生し
た。ここ最近はユーザー意識の向上もあり，発生頻度は
多少減少傾向にある。しかし依然として後を絶つことな
く報告されており，インシデント発生の都度ユーザーと
ベンダーで調査や復旧対応を行っているのが実態である。

横河電機では 2009 年から 2010 年にかけて発生した比
較的規模の大きいセキュリティインシデント対応を経験
したことから，即効性の高い予防保全として主に統合生
産制御システム CENTUM を対象に「エンドポイントセキ
ュリティ対策サービス（以下 EPS と略す）」をセキュリ
ティソリューションの一つとして提供開始した。その後
も，新たなエンドポイントセキュリティ対策を追加，対
象製品も順次増し，複数のソリューション提供を行って
いる。本稿では，EPS の特徴と技術的なポイントを解説
する。

2. マルウェアに感染する背景・感染経路

制御システムにおけるセキュリティリスクを図 1 に示す。
制御システムがマルウェアに感染する場合，その多く

は USB メモリなどのリムーバブルメディアが原因となっ
ている。制御システム内で USB メモリを使用する目的の
1 つは，端末からトレンドデータ，Excel 帳票などを収集
することであり，通常業務の中でも日常的によく行われ
ている。
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USB メモリは安価で，容易に使うことができ，データ
ファイルなどのコピーや移動に利便性が高い。だが，最
近のマルウェアは，これらリムーバブルメディアを媒介
して感染する機能を持つものがあり，適切に管理運用さ
れていないとマルウェアのキャリアとなってしまう。最
近では，USB メモリの使用を管理制限するケースも増え
ており，抑制効果は出ていると捉えているが，他にも注
意しなければならないデバイスは多々ある。

例えばスマートフォンは USB ポートに接続することで
容易に充電できることから，HMI など制御システム内の
端末で充電しているケースがある。しかし USB ポートに
接続した場合，スマートフォンは USB メモリ同様にメモ
リデバイスとして認識されるため，スマートフォンにマ
ルウェアが潜んでいると，制御システムがマルウェアに
感染する可能性がある。横河電機が調査した結果，１台
の HMI から複数台のスマートフォン接続履歴を確認した
ことがある。充電のためだけとはいえ，安易に制御シス
テム内のパソコンに接続する事には注意が必要である。

制御システムが完全なクローズドネットワーク以外の
場合，ネットワーク経由の感染も注意しなければならな
い。昨今では，OA 系や生産管理系など上位ネットワーク
に複数の制御システムが接続されるケースは非常に多い。
一般的には接続するポイントにてゲートウェイやファイ
アーウオールを通すことで必要な通信だけに絞っている
が，この設定が正しく行われていない場合，上位ネット
ワークからの感染を防御できないばかりか，制御システ
ム自体に侵入できる口を作ってしまう可能性もある。ま
た，他のドメインがマルウェアに感染した場合に，その
被害が拡大することもある。

3. エンドポイントセキュリティ対策

前述のような背景から，横河電機では 2010 年から制
御システムの HMI 端末やサーバなどを対象にした EPS
によるセュリティ対策を強化してきた。

実際のシステムでは，オペレーティングシステム（以
下 OS）や搭載アプリケーション，システムの運用形態な
ど様々な条件があることや，昨今ではユーザーにおける
セキュリティポリシーなども充実してきていることもあ
り，一律の対策だけではニーズに対応できない。従って，
EPS では複数の対策を用意し単独または複合的に導入す
ることでニーズに対する効果が得られるようにしている。
以下に主要なサービスを解説する。

3.1 セキュリティ更新プログラムの導入サービス
マイクロソフト社は月に１度のペースでセキュリティ

更新プログラム（以下 MS パッチ）を発行している。MS
パッチには，マルウェアの侵入や動作抑制，ネットワー
クからのサイバー攻撃抑制などセキュリティ対策の基本
的な要素が含まれており，適時インストールすることが
望ましい。

しかし，制御システムの場合には，操業に影響が出な
いようにするため，インストールの可否を確認し，合わ
せてシステムの動作確認を事前に行っておく必要がある。
また，MS パッチのインストールには再起動が伴うため，
操業の合間に実施するか，プラントのシャットダウン中
に実施するなどの実施時期検討が必要である。横河電機
で は 後 述 の SCL(Security Competence Laboratory) に て
MS パッチの導入が製品の安定動作に影響を与えない事
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図 1 制御システムにおけるセキュリティリスク
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の調査を常に実施したうえで，導入タイミングをお客様
と一緒に適時計画し，サービスエンジニアがその作業を
代行している。

3.2 ブラックリスト対策の導入サービス
企業の OA 系や一般家庭では，ブラックリスト方式の

セキュリティ対策としてアンチウイルスソフトウェアを
PC にインストールして保護しているケースが多い。一方，
制御システムでは，パフォーマンス低下の問題があり操
業に影響が出る可能性があることから敬遠されてきた。
アンチウイルスソフトウェアには，あらかじめ防護すべ
きマルウェアに関する情報（ブラックリスト）がパター
ンファイル（シグネチャとも言う）として登録されている。
パターンファイルは，常に最新に更新することが望まし
いが，制御システムでは多くの場合インターネットに接
続できる仕組みになっていないため、自動的に更新する
ことはできないという問題がある。

しかし，パフォーマンス問題については PC の性能向
上や制御システム製品に影響を出さないチューニング方
式の確立により，パフォーマンスに影響を与えずに機能
させることが可能となってきた。

また，直接インターネットに接続していない環境では，
パターンファイルの更新には２つの方法がある。１つは
手動で１台ずつパターンファイルを置き換える方法，も
う一つは後述する配信サーバを利用する方法である。制
御システムの場合は，考えられるリスクとコストのバラ
ンスを見て更新方法を選択することになる。横河電機で
は，これらパフォーマンス問題，自動更新問題を考慮し
た横河電機専用アンチウイルスソフトウェアを用意し，
制御システムに最適なパラメータチューニングを施して
インストールできるようにし，セキュリティ対策の主力
のひとつとしている。

3.3 ホワイトリスト対策の導入サービス
制御システムは一度立ち上げると長期間の連続稼働が

必要となる。使用期間は５年～ 10 年，長いものではそ
れ以上となり，ソフトウェアのサポートが終了するなど
セキュリティ対策が追い付かない場合もある。

そこで，新しい技術として，あらかじめ動作可能なプ
ログラムだけをホワイトリストとして登録しておき，登録
されていないプログラムは動作をさせない仕組みによっ
て，プログラムの一種であるマルウェアを動作させない
ホワイトリスティング対策が注目されている。これにより
新規プログラムの導入などシステムに変更が加えられな
くなるが，現状を維持することが可能になる。また，MS
パッチの提供が停止した旧 OS を使用し続ける場合のセキ
ュリティ対策としても有効である。制御システムの場合
は，一度システムを構築した後に，新たなプログラムを
導入するようなことがほとんど無く，使用期間も長い為，
この方式を好むユーザーも多い。この，動作を許可する
プログラムだけをホワイトリストに登録する方式だが，ア
プリケーションによってはプログラムがプログラムを生
成して実行する場合があり，これらが登録されていない
とシステムとして不都合が生じる場合がある。そこで横
河電機では制御システム製品とホワイトリスト技術を融
合させ，横河電機専用ホワイトリスティングソフトウェア
を用意し，制御システムに最適なパラメータチューニン
グを施してインストールできるようにしている。

ホワイトリスト方式の場合，マルウェアに感染する
が発症しないという仕掛けのため，万一感染していた場
合ホワイトリストソフトウェアの停止と同時に動作して
しまう可能性がある。従って，ブラックリスト方式との
併用によって効果と安全性を高めることも可能である。
表 1 に，ブラックリスト方式（アンチウイルスソフトウ
ェア）とホワイトリスト方式（ホワイトリスティングソ
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表 1 ブラックリスト方式とホワイトリスト方式の比較

ブラックリスト方式 ホワイトリスト方式

効
　
果

・一般的なウイルス対策
 幅広く使われており，非常に有効。弊社標準対応としてセ
キュリティ専用ラボラトリにて組合せを検証している。

・検知マルウェアを駆除
 検知したマルウェアは，感染する前に隔離，駆除されるので，
拡散防止が図れる。

・マルウェア侵入が判る
 検知したマルウェアは，感染する前に隔離，駆除される警
告がでる。

・変更が無ければ更新不要
パターンファイルの更新など定期的なケアは不要。

・サポート終了 OS にも有効
サポート終了 OS の脆弱性に対する攻撃を軽減。

・ブラックリスト方式に比べ軽量
ウイルス対策ソフトのように定期的にスキャンは行わない。

・未知の脅威に対しても有効
ホワイトリストに登録されていなければ実行されないため，
未知の脅威に対しても有効。

注
　
意
　
点

・パターンファイルの更新が必要
 ベンダーより発行されるパターンファイルを定期的に更新
する必要がある。更新しなければ，新種のウイルスに対応
できない。

・一時解除のリスクあり
ホワイトリストを一時解除するときにマルウェアファイルが
あると，解除と同時に感染する可能性がある
※解除前にウイルススキャンが必要

・マルウェアを駆除・隔離しない
アンチウイルスソフトウェアと違い，マルウェアファイルが
あっても駆除・隔離されない。また，侵入自体も判らない。

・ハード，ソフト変更時に設定が必要
一部の作業では，機能を一時解除した上で，作業し，作業終
了後に再度ホワイトリスト化を行う必要がある。
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フトウェア）の比較を記載する。

3.4 インストールレス方式のウイルス 注 1) スキャンサービス
操業中に制御システムでなんらかの異常が発生し，マ

ルウェア感染の疑いがある場合，セキュリティ対策を行
っていないと原因の特定ができない場合がある。そこで，
横河電機ではインストールレスでウイルススキャンがで
きるツールを使用して検査を行っている。もし、検査中
にマルウェアが発見された場合は，後述のインシデント
対応を行う。

このサービスは，アンチウイルスソフトウェアがイン
ストールされていないシステムにおいて，予防保全作業
と同時に使用することで定期的なウイルススキャンを行
うソリューションにも使用している。

3.5 イメージバックアップ取得サービス
マルウェアに感染した場合，その影響度によっては OS

の設定が書き換えられる，PC の起動に必要なファイルが
削除されることがあり，HDD の初期化を行い全てのアプ
リケーションとデータを復元させる必要がある。そこで，
有事の前に制御システム内の PC やサーバの HDD イメー
ジを専用のソフトウェアを使用して丸ごとバックアップ
する。これにより，万一の場合にはバックアップデータ
を復元するのみであり，大幅な時間短縮が可能となる。
これは PC の故障時にも復旧時間短縮に効果がある。ま
た BCP （事業継続計画） の視点からもイメージバックア
ップの必要性は高まっている。

3.6 配信サーバ
前述の MS パッチとアンチウイルスソフトウェアのパ

ターンファイルは定期的な更新が必要になる。同じシス
テム内に多くの PC やサーバが設置されている場合，更
新を効率よく行うために，配信サーバを設置する場合が
ある。配信サーバを設置することで，各 PC やサーバの
更新をスケジューリングされたタイミングで実施し，更
新状況を管理することができる。また，アンチウイルス
ソフトウェアがマルウェアを検知した際に，その情報を
配信サーバに集約させて外部に通知することも可能なた
め，運転時には画面表示を行っていないサーバ類での感
染を早期に知ることもできる。

4. エンドポイントセキュリティ対策を支える仕組み

4.1 動作確認環境
EPS で提供している仕組みは，通常の OA 環境では当

たり前のように実施されている対策だが，制御システム
ではパフォーマンスへの影響や，誤動作の原因になる可

 注 1) 本書稿では，悪意を持ったソフトウェアの総称としてマルウ
ェアという表現と，サービスや商品などで使用されるウイル
スという表現の２種類を使い分けている

能性などから敬遠されてきた経緯がある。その懸念事項
を取り除けば，適切なセキュリティ対策が実施可能にな
る。そこで，横河電機では図 2 に示す SCL を設置し横河
電機の制御システム製品と MS パッチや横河専用アンチ
ウイルスソフトとの組合せ動作確認を継続的に実施し，
問題が無いことを確認した上でお客様に EPS を安心して
ご利用いただける体制を構築している。

図 2 Security Competence Laboratory (SCL)

4.2 インシデントサポート
マルウェア感染などのセキュリティ障害が発生した場

合は，通常の故障対応とは異なり感染の防止や復旧手段
を都度決める必要がある。そのため，マルウェアの動き
や影響度の性質を調査することは不可欠である。特にネ
ットワーク感染型のマルウェアは，その拡散防止が必要
であることと，単純な駆除だけではすぐに再感染してし
まうため，復旧手順をあらかじめ計画したうえで作業を
進める必要がある。このため，万が一のセキュリティイ
ンシデント発生時には上記 SCL を含め，セキュリティエ
キスパートが現地作業者と連絡を取りつつ，早期復旧が
できる体制を整えている。

5. おわりに

制御システムのセキュリティ対策は，一部のユーザー
で対策強化が進められている一方で，多くのユーザーは
模索段階から脱却しておらず様子見状態が続いている。
しかし，脅威は益々強まっていることから，予防保全と
して早急な対策が求められる。特に重要インフラを運営
している企業や団体では，サイバーテロを防御するため
にもセキュリティ対策は必要不可欠な時代となっている。
セキュリティ対策は様々な観点から実施する必要がある
が，EPS は即時効果が高いセキュリティ対策ソリューシ
ョンとして多くの実績を持っており，ユーザーの安全安
心に貢献していることもあり，この分野の強化は今後も
進めていく。
* CENTUM，Exaquantum は，横河電機株式会社の登録商標です。
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たは登録商標です。
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