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企業や組織においては，業務の効率化のために IT 化を促進させ高密度な情報を情報システムに集約させた結果，

情報システムに対してのセキュリティ対策の重要性が訴えられている。生産制御システムでも情報システムとの

連携が密になってきているため同様のセキュリティが求められているが，従来の生産制御システムのセキュリテ

ィ対策は十分とはいえない。本報告では，生産制御システムのセキュリティ対策の重要性と，システム視点に立

った脅威の洗出しと脆弱性分析を行うセキュリティ対策方針および IT 環境のセキュリティ対策を紹介する。

Many companies and organizations have introduced information technology (IT) to improve the 
efficiency of operations and to centralize high-density information into their information system. 
As a result, they need to take thorough measures to ensure the security of the information 
system. Production control systems also need similar security measures because they closely 
work together with the information system, but existing measures are not enough. This report 
describes the importance of security measures for production control systems, methods to check 
for potential threats and analyze vulnerabilities of the system, and other security measures in 
the IT environment.

1. はじめに

社内業務の効率化に対応するため，生産制御システム
は情報システムとの連携が密になってきている。これに
より，今まで生産制御システムでは重要視されていなか
ったセキュリティ対策が，必須になってきている。生産
制御システムは，重要インフラとして利用されることが
多く，一部のマルウェア注 1）は，重要インフラの生産制
御システムを攻撃対象にしている。

しかしながら，生産制御システムでは，セキュリティ
対策はほとんど実施されて来なかった。理由としては，
これまで生産制御システムは専用ハードウェア，ソフト
ウェア，プロトコルを使用してきたからである。最近では，
汎用技術を導入したことでセキュリティ脅威にさらされ
ている。

セキュリティ対策は，システム視点からの対策が必要
である。横河電機はお客様の生産制御システムに対して，
システム視点に立った脅威を洗出し，脆弱性分析を行い，
セキュリティ対策を作成している。本報告では，このセ
キュリティ対策を紹介する。また，このセキュリティ対

策の一つである IT 環境によるセキュリティ対策の概要
を述べ IT 環境のセキュリティを強化するツールを紹介す
る。

2. 生産制御システムにおけるセキュリティの必要性

2.1 情報システムとの連携とセキュリティ脅威の高まり
情報システムでは汎用 OS (Windows/Linux) 環境，イ

ンターネット環境の恩恵を受けている。このためにセキ
ュリティ脅威に古くからさらされており，セキュリティ
対策も実施されてきた。生産制御システムに関しても，
情報システムと連携することにより，セキュリティ対策
は必須となってきている。

2.2 重要インフラと生産制御システム
このようにセキュリティ脅威にさらされる生産制御シ

ステムは，製品製造システムや電力，上下水道，石油・
天然ガスの重要インフラなど，企業や社会の中枢システ
ムであることが多い。生産制御システムが停止すると社
会に大きな影響を与えてしまうため，二種類のセキュリ
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*1 システム事業部 企画・オープン技術部
注 1) マルウェア：不正な行為を行う目的で作成された悪意のある

ソフトウェアの総称。
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ティ対策によりシステムを保護する。二種類のセキュリ
ティ対策とは，停止させないためのセキュリティ対策と
停止した場合のセキュリティ対策である。これらのセキ
ュリティ対策は，4.3 項で述べる。

2.3 生産制御システムと情報システムとの違い
生産制御システムと情報システムを比較した場合，保

護する資産やシステム環境，システムインターフェース
（I/F）でいくつか違いがある。もっとも大きな違いは事
故が発生した場合の被害の大きさである。生産制御シス
テムで事故が発生した場合，人体，生命，社会，地球環
境などへ直接影響を及ぼし，被害も甚大になりやすい。
その結果，生産制御システムへ求められるセキュリティ
対策は，情報システムのセキュリティ対策と比較して，
より強固なセキュリティ対策が求められる。

3.  生産制御システムにおけるサイバー攻撃の動向と
事例

3.1 サイバー攻撃の変化
サイバー攻撃は従来の不特定多数の攻撃から，特定ユ

ーザを攻撃する標的型サイバー攻撃に変化してきている。
標的型サイバー攻撃の目的は，特定の組織や業種のシス
テムを攻撃し，保護する資産の詐取や操業を混乱させる
ことである。経済産業省の報告によると，2007 年に標
的型サイバー攻撃を受けた経験がある企業は 5.4% であ
ったが，2011 年には 33% に増えている (1)。

また，標的型サイバー攻撃に併せて，マルウェアの構
造も変わってきている。以前のマルウェアは，作成者の
自己顕示が目的であることが多かったため，比較的簡単
なマルウェアが多かったが，現在のマルウェアは，特定
のシステムを攻撃する目的で作成されたプログラムのた
め，大規模かつ巧妙になっている。

3.2 Stuxnet
Stuxnet は，2010 年 6 月頃に確認された標的型サイバ

ー攻撃のためのマルウェアである。このマルウェアは，
Windows の脆弱性と特定の SCADA ベンダーのソフトウ
ェアの脆弱性を利用した高度なマルウェアである。

独立行政法人情報処理推進機構の報告によると Stuxnet
は，500K バイト以上のサイズを持つプログラムであり，
今までのマルウェアと比較して大規模かつ複雑なプログ
ラムであることが判る (2)。

Stuxnet のもっとも言及すべきことは，特定の生産制
御システムへの標的型サイバー攻撃を行うために開発さ
れたマルウェアであり，このマルウェアにより特定の施
設に被害を与えることができたことである (3)。

4.  横河の提供する生産制御システムにおけるセキュ
リティの考え方

本章では，横河が提供するセキュリティ対応手段を説
明する。

4.1 脅威の洗い出し
システムに対する脅威の洗い出しは次の手順で行う。

まず，保護資産を決定し，システム環境とシステム I/F
を考慮して保護資産に対しての脅威を洗い出す。
a) 保護資産

保護資産とは，システム内で守らなければならないも
のである。一般的には，顧客情報，受発注情報，出荷
情報，組織・人の機密情報，システムパラメータ（レ
シピ情報）などがある。保護資産にはそれ以外の項目
として，操業や安全といった，物理的なかたちになら
ないものも含まれる。

b) システム環境
セキュリティ対策を考える場合，システムが動作する
環境によっても脆弱性は異なる。例えば，以下のよう
な項目である。

 ● 運用環境：一般の事務エリア，入退室が管理された
エリア，データセンター

 ● OS 環境：汎用 OS，専用 OS
 ● 通信環境：インターネット，専用線（VPN），イン
トラネット

 ● ヒューマンリソース環境：期間労働者，セキュリテ
ィ教育された社員

c) システム I/F
セキュリティ対策を考える場合，外部とのシステム I/
F によっても，脆弱性は異なる。例えば，以下のよう
な項目がある。

 ● 通信 I/F で利用される通信プロトコル（DCOM, HTTP, 
RPC, Vnet (Vnet/IP), FOUNDATIONTM Fieldbus 注 2) ）

 ● ユーザ I/F で操作できる機能
 ● ファイル I/F で参照，変更できるファイルの種類（ロ
グファイル，コンフィギュレーションファイル）

 ● センサー・コントローラ I/F で接続されている機器
（センサー，アクチュエータなど）

システム環境とシステム I/F を考慮して保護資産に対す
る脅威を洗い出すと，以下のようなものが考えられる。

 ● 顧客情報，レシピ情報が，他社へ流出
 ● リモートアクセス機能からの不正アクセスによる情
報漏えいと操業停止

 ● 受発注情報・レシピ情報改ざんによる操業停止
 ● マルウェアによる，システム機能の停止，機密情報
の漏えい

 注 2) フィールドバス協会 (Fieldbus FOUNDATION) が提唱するフィ
ールドバス通信プロトコル
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4.2 脆弱性分析
洗い出された脅威に対して脆弱性の分析を行うことが，

脆弱性分析である。例えば，“ 顧客情報，レシピ情報が，
他社へ流出 ” という脅威に対して，システム上，レシピ
情報がだれでも閲覧，持ち出しが可能であればそれはシ
ステム上脆弱でありセキュリティ対策が必要である。

一方では，洗い出された脅威に対して，脆弱性分析を
行うと，大きな脅威にならない場合もある。例えば，“ リ
モートアクセス機能からの不正アクセスによる情報漏え
いと操業停止 ” の脅威がある。しかし実際の運用では，
リモートアクセスに特別な装置が必要であり，その装置
を使用できる人間は限られている。従って，この脅威は
無視できるほど小さい。

4.3 セキュリティ対策
保護資産に対する脆弱性分析が完了した後，脆弱性に

対するセキュリティ対策を作成する。この対策を全て実
行すると，システムはセキュアになる。しかし，運用面
やコスト面を考慮すると実際には全てのセキュリティ対
策を行うことはできない。従って，運用とコストのバラ
ンスを意識してセキュリティ対策を選択する必要がある。

一方で，生産制御システムの中には，電力，上下水道，
石油・天然ガスなどの重要インフラが含まれる。重要イ
ンフラが停止した場合，人体，生命，社会，地球環境な
どに大きな影響を与えてしまう恐れがあるので，重要イ
ンフラシステムは，停止させないセキュリティ対策と，
万が一停止した場合にも被害を小さくするセキュリティ
対策が必要となる。停止させないセキュリティ対策によ
り，DoS 注 3) /DDoS 注 4) 攻撃を受けた場合でも，システム
への不要なパッケット流入を防いで可用性を確保する。
被害を小さくするセキュリティ対策により，万が一シス
テムの一部がマルウェアに感染した場合でも，システム
内のネットワークを複数のセグメントに分割することで，
マルウェアの感染拡大を最小限に留めることができる。

4.4 セキュリティ対策の決定
セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 決 定 す る 場 合，CIA 

(Confidentiality: 機密性，Integrity: 完全性， Availability: 
可用性 ) のバランスを考慮する必要がある (4)。脆弱性と
セキュリティ対策を CIA の観点から区分した例を，表 1
に示す。

4.5 セキュリティ対策の手段
前項の対策に対して具体的な手段を検討した場合，複

数の手段が存在する場合がある。例えば，“ 顧客情報，
レシピ情報が他社へ流出してしまう恐れがある ” に対
するセキュリティ対策には，適切な認証・ACL (Access 

 注 3) Denial of Service attack
 注 4) Distributed Denial of Service attack

Control List) とデータの保護が有効である。認証・ACL は，
プログラムで実現することもできるが，OS 環境の認証・
ACL 機能を利用することもできる。これらを大別すると
三種類のセキュリティ対策の手段が考えられる。

 � 製品機能によるセキュリティ対策
製品機能にセキュリティ対策を取込んでセキュリティ
を確保する手段。例えば，重要機能を操作する場合に
複数人で認証する機能などがある。製品機能にセキュ
リティ機能を取込むため，セキュリティ強度的には有
利であるが，開発コストや対応スピードに問題が発生
する。

 � IT 環境によるセキュリティ対策
製品が動作する環境（IT 環境）でセキュリティを確保
する手段。例えば，汎用 OS の認証・ACL を利用して，
操業データを関係者外には参照・変更を許さない機能
などがある。製品機能に取込まれたセキュリティ機能
に比べ，導入時のコストや自由度は高いが，汎用性が
高いためセキュリティ的に強度が落ちる場合もある。

 � 運用によるセキュリティ対策
システムの運用ルールでセキュリティを確保する手
段。例えば，パスワードを定期的に変更する運用ルー
ルを規定するなどがある。製品機能や IT 環境における
セキュリティ確保に比べて，導入時のコストは低いが
厳密性に乏しく，また運用に対する負担を増加させて
しまう。

4.6 変化する脅威
システムに対するセキュリティの脅威は，システム環

境の変化やシステム I/F に対しての新たな脆弱性の発見
で，時間とともに変化する。従って 4.1 項から 4.5 項に

表 1 CIA 観点の脅威と対策
脅威 対策

機密性

顧客情報，レシピ情報が，
他社へ流出

適切な認証・ACL とデ
ータの保護（暗号化若
しくは署名）

リモートアクセス機能か
らの不正アクセスによる
情報漏えいと操業停止

適切な認証・ACL と通
信データの保護

完全性 受発注情報・レシピ情報
改ざんによる操業停止

適切な認証・ACL とデ
ータの保護

可用性

DoS/DDoS 攻撃による操
業停止

不要パッケットの流入
対策（Firewall/L3SW *1）
と通信プロトコルの強
化

マルウェアによる，シス
テム機能の停止，機密情
報の漏えい

セキュリティ対策ソフ
ト（アンチウィルスソ
フト）による対策
マルウェアの被害を最
小限に留めるため，シ
ステム内ネットワーク
を複数個に分割

*1: Layer 3 Switch
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述べたセキュリティ脅威の洗い出し，脆弱性分析，セキ
ュリティ対策を定期的に見直す必要がある。

4.7 セキュリティ規格とセキュリティ対策
脆弱性分析を行い，セキュリティ対策を決定する場合，

非常に広範囲に脆弱性分析を行う必要がある。この脆弱
性分析を行う場合に，NIST SP800-82(5) などを参考にす
ることは有効な手段である。

5. IT 環境によるセキュリティ対策

前述の通り，システム製品のセキュリティ対策は，製
品機能によるセキュリティ対策と IT 環境によるセキュリ
ティ対策，運用によるセキュリティ対策の三種類がある。
本章では 2011 年 9 月にリリースされた横河電機のシス
テム製品共通の IT 環境によるセキュリティ対策を紹介す
る（以後，IT 環境によるセキュリティ対策を，IT セキュ
リティと呼ぶ）。

5.1 IT セキュリティの特徴
横河電機のシステム製品が具備している IT セキュリテ

ィは，システム製品が動作する Windows PC 環境のセキ
ュリティ強度を，Windows のセキュリティ機能を利用し
て高める対策である（以後，要塞化と呼ぶ）。この対策の
もっとも大きな特徴は，ツールで自動的に PC の要塞化
を行うことである（以後，本ツールを IT セキュリティツ
ールと呼ぶ）。PC の要塞化を IT セキュリティツールで行
うため，エンジニアリング工数の削減ができ，手作業に
よる人為的なミスを軽減することで新たな脆弱性の創出
を防止できる。

5.2 IT セキュリティツールの特徴
IT セキュリティツールは，次の特徴がある。

a) All Deny の考え方
IT セキュリティツールは，PC を最大限強固にした後，
各製品で必要な権限を許可する。その結果，セキュリ
ティ設定の漏れを少なくすることができる。この設定
イメージを，図 1 に示す。

図 1 IT セキュリティの設定イメージ

b) システム構築時の設定作業の軽減
PC の要塞化は，IT セキュリティ設定ツールで自動的に
行うことにより，エンジニア工数を削減できる。横河電
機のシステム製品が連携・同居した場合にも，各システ
ム製品の設定を追加するだけで，他製品の動作に影響を
与えることはない。この設定イメージを図 2 に示す。

図 2 設定の流れ

5.3 PC の要塞化
PC の要塞化は，PC がもつ脆弱性を少なくすることによ

り，セキュリティ強度を高める手法である。IT セキュリ
ティで対応している主な要塞化項目は以下の通りである。

 ● ファイルのアクセスコントロール
 ● レジストリのアクセスコントロール
 ● COM/DCOM のアクセスコントロール
 ● Windows Firewall の設定

 （他，11 種類）

6. おわりに

本報告では，生産制御システムと情報システムとの違
いを明確にし，それらに対する攻撃手法を述べた。次に
脅威の洗い出し，脆弱性分析を行い，セキュリティ対策
を提案した。IT 環境によるセキュリティ対策の概要を述
べ IT セキュリティ設定ツール機能を紹介した。

横河電機は，生産制御システムのソリューションサプ
ライヤーとして，システム視点に立ったセキュリティ対
策を提供している。また，横河電機のシステム製品をソ
リューションの中核製品として位置付け，システム視点
に立ったセキュリティ対策を継続的に提供する。
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要塞化の範囲

A 製品の
必要な権限

B製品の
必要な権限

白い分部分が少ない
ほど，セキュアな状態

PC (Windows) のセキュリティ機能

製品で必要な権限設定

製品毎に行う設定

PCに１度だけ行う設定

PCの要塞化設定
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