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プラント事業者や重要インフラ事業者が，自らの設備を最大限に活用して顧客に価値を提供するためには，設

備の長期安定稼働が必要である。その実現のためには，事業者はセキュリティ的に強い設備（セキュアな製品）

を導入し，社会の基盤となるその設備をサイバーセキュリティの脅威から守る必要がある。これは，レジリエ

ントな社会インフラの構築（SDGs9）を目的とした取り組みである。しかし，セキュリティ対策の基本となる脆

弱性対応は，一般的に機能改善（利便性向上）や開発効率向上に寄与しないために製品開発の中で後回しにされ

やすい。YOKOGAWA は社会インフラを担う企業として，経済合理性を追求しつつ，脆弱性のような個々の事業

組織だけでは解決できない問題にも対処する必要がある。そのためには，企業全体としてのガバナンス，開発プ

ロセスへの取り組み，およびそれを支援する仕組みが必要となる。本稿では，YOKOGAWA のセキュアな製品の

開発を目指した取り組みとして，その基盤となる規程や体制，およびセキュア製品開発プロセスである Secure 

Development Life Cycle（SDLC）の整備および認証取得活動について紹介する。

Plants and critical infrastructure are the foundation of society, and their long-term, stable 
operation must be ensured to maximize the availability of facilities and to keep providing 
products and services to customers. For this purpose, it is necessary to introduce secure products 
and equipment to protect the facilities against cyberattacks. This commitment also helps achieve 
a resilient social infrastructure defined in the SDGs (SDGs 9). 

Addressing vulnerabilities is the basis of developing secure products. However, the priority 
of doing so is often lowered in the development process because it does not directly improve 
development efficiency and product functions (usability).

These problems cannot be solved by a single business unit. As a company responsible for social 
infrastructure, Yokogawa has been tackling this challenge by adopting a company-wide approach 
to governance, development, and a system to support them. This paper describes Yokogawa’s 
commitment to the development of secure products. Specifically, these are the company’s policy, 
organizational structure, process of developing secure system products (Secure Development Life 
Cycle: SDLC), and acquired international certifications. 

1. はじめに

サイバーセキュリティの脅威は，その対象が社会を支
えるインフラに広がることで深刻な社会問題となる危険
性をはらんでいる。具体的な事例としては，2015 年およ
び 2016 年にウクライナで発生したサイバー攻撃による
変電所ブレーカーの遮断があり，これにより６時間にわ

たり 22 万世帯に影響した大規模な停電が発生した。また，
2017 年にサウジアラビアで発生した石油プラントの安全
計装システムを標的としたサイバー攻撃では，安全計装
システムを制御するコントローラのプログラムが書き換
えられたことで工場の操業が停止した。もし，安全計装
システムが完全に乗っ取られていた場合，人命・安全・
環境に対する被害の発生も懸念される事態であった。

このように，社会を支えるインフラに対する攻撃が現実
化することで，サイバーセキュリティの脅威が高まる状況
が続いている。社会インフラを担う企業には，サイバーセ
キュリティ対策に継続的に取り組むことが求められている。
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2.  設備の長期安定稼働を実現するためのセキュリ
ティに関する取り組み

プラント事業者や重要インフラ事業者が，自らの設備
を最大限に活用して顧客に価値を提供するためには，設
備の長期安定稼働が必要である。社会の基盤となる設備
の長期安定稼働を実現するためには，事業者はセキュリ
ティ的に強い設備（セキュアな製品）を導入し，それら
をサイバーセキュリティの脅威から守る必要がある。こ
れは SDGs のレジリエントな社会インフラの構築（SDGs9）
を目的とした取り組みである。本章では，セキュアな製
品の開発のための YOKOGAWA の取り組みが，事業設備
の長期安定稼働を実現するために必要な理由を説明する。

2.1 一般的なセキュリティ対策とその課題
プラントや重要インフラ設備を運用するための主要な

構成要素の一つに制御機器があり，そのセキュリティ対
策には様々なものがある。YOKOGAWA は早い時期から
制御システムのセキュリティ対策に取り組んでいる。具
体的には，制御システムのセキュアな動作環境の提供を
目的とした OS の更新プログラムに関する情報提供や，
制御機器との組み合わせが可能なアンチウイルスソフト
ウェアの提供などを行っている。このように制御システ
ムのセキュリティの維持管理を支援することで，セキュ
リティ事故や操業停止リスクを軽減し，設備の長期安定
稼働を実現している。

OS の更新プログラムやアンチウイルスソフトウェア
は，制御システムのセキュリティ対策として有効である
が，それだけでは制御システムソフトウェアそのものに
内在する「脆弱性」に対する攻撃を防ぐことはできない。
脆弱性はソフトウェアにおけるセキュリティ上の弱点で
あり，攻撃者はこれを利用して対象システムを乗っ取り，
不正な情報摂取や不正操作を行う可能性がある。制御シ
ステムの長期安定稼働を実現するためには，脆弱性を取
り除くことは必須の取り組みである。

脆弱性は，開発段階および製品出荷後に意識して発見
し対処していく必要がある。しかし，一般的に，脆弱性
への対応は機器の機能改善（利便性向上）には寄与しな
いため，開発の優先順位が下げられ，製品開発の中で後
回しにされることもある。さらに，脆弱性へ対応するこ
とにより製品開発の効率が向上するということでもない。
これには，SDGs を実現する難しさと共通する点がある。
個々の経済的利益追求のための活動が思わぬ副作用を生
み出し，それが健全な社会の維持に影響を及ぼしかねな
い脆弱な状況を作り出す恐れがある。それに対処するた
めに設定されたのが SDGs であり，どちらの背景にも利
便性や効率のみを追求することの危うさがある。

2.2 課題解決策としてのガバナンス・開発プロセス
社会インフラを担う企業として，経済合理性を追求し

つつ，脆弱性のような個々の事業組織だけでは解決でき
ない問題に対処するためには，企業全体としてのガバナ
ンス，開発プロセスへの取り組み，およびそれを支援す
る仕組みが必要となる。以降の章では，YOKOGAWA の
セキュアな製品の開発を目指した取り組みとして，セ
キュアな製品の開発の基盤となる規程や体制について（第
３章），およびシステム製品のセキュア製品開発プロセス
である Secure Development Life Cycle（SDLC）の整備お
よび認証取得活動について（第４章），それぞれ紹介する。

3.  製品に関わるサイバーセキュリティ脅威への取り
組み

YOKOGAWA は，製品・サービスの提供を通してレジ
リエントな社会インフラの構築に貢献するために，様々
な活動に取り組んでいる。本章では，企業全体でのガバ
ナンス面での取り組みとして，製品に関わるサイバーセ
キュリティリスク管理，それを支援する仕組みである脆
弱性を作らないためのセキュアな製品の開発への取り組
み，および脆弱性に正しく対処する脆弱性ハンドリング
について説明する。

3.1 製品に関わるサイバーセキュリティリスクの管理
お客様がプラントの長期安定稼働を実現するためには，

セキュアなシステムを導入し，さらにシステム稼働後も
セキュリティレベルを維持していく必要がある。

このようなお客様を支援していくために，YOKOGAWA
は，セキュアな製品を提供するだけでなく，納入後の脆
弱性対応や動作環境をセキュアにするソリューションな
ど，ライフサイクルを通して対策を提供することが必要
と考えている。これは個々の事業組織だけでは解決でき
ない課題である。

そこで，2015 年に YOKOGAWA は全社プロジェクト
を立ち上げ，各事業組織が同じ意識で取り組むための基
本方針を決定した。現在，その基本方針を各事業組織が
共有し，お客様のサイトで動作しているシステムのセ
キュリティレベルの維持に取り組んでいる。

【基本方針】
YOKOGAWA グループは，お客様資産に対するサイ

バー脅威について，お客様が安全，安心に事業活動を継
続できるよう，お客様と共に取り組む。

3.1.1 製品に関わるサイバーセキュリティリスク管理体制
製品へのサイバー攻撃は，お客様のビジネスの機会損

失につながることから，YOKOGAWA では製品に関わる
サイバーセキュリティリスクは経営リスクとして管理さ
れている。サイバーセキュリティリスク管理体制（図 1）
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の下，製品に関わるサイバーセキュリティリスクは，リ
スク管理責任者とリスク管理組織によりモニタリングさ
れ，リスクのモニタリング結果はレビューされる。レ
ビュー結果は対応方針・対応基準としてグループ規程に
反映される。各事業組織は，取り組み管理責任者の下，
製品の企画・開発担当やサービス担当がグループ規程を
自らの業務手順書に反映させ，業務手順書に沿って業務
を遂行することでセキュアな製品・サービスをお客様に
提供している。

このサイバーセキュリティリスク管理の活動は，内部
監査担当部署により監査され，その結果は取締役会およ
び経営会議に報告されている。

上述のように，製品のサイバーセキュリティリスクに
関する活動は YOKOGAWA の経営層により監督されてお
り，お客様のプラントの長期安定稼働の重要性をグルー
プとして認識し，その実現に取り組んでいる。

3.1.2 サイバーセキュリティ対応力向上の取り組み
お客様システムのセキュリティレベル維持のためには， 

各事業組織が協力して対応に取り組まなければならな
い。これは，社内の情報管理や情報インフラ管理につい
ても同様である。例えば，社内の情報インフラから製品
の秘密情報が漏えいした場合，該当するお客様へ影響や
リスクを迅速に連絡しなければならない。そのためには，
情報管理組織である Information Security Management 
System 事務局（ISMS 事務局），情報インフラのサイバー
インシデント対応組織である Computer Security Incident 
Response Team（CSIRT），製品のサイバーインシデン
ト 対 応 組 織 で あ る Product Security Incident Response 
Team (PSIRT)，およびお客様にソリューションを提供す
るセキュリティビジネス担当が連携して対応する必要が
ある。

YOKOGAWA は，サイバーセキュリティに関する情報
共有体制（図 2）として，組織横断の情報セキュリティ
委員会を設置・運用している。

図 1 サイバーセキュリティリスク管理体制
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図 2 情報共有体制
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情報セキュリティ委員会には，YOKOGAWA のセキュ
リティに責任を持つ経営層の下，ISMS 事務局，CSIRT，
製品セキュリティ担当，情報をリサーチするマーケッ
ティング担当部門，ソリューションを提供するセキュリ
ティビジネス担当部門が参加している。この委員会にお
いて，サイバーセキュリティの最新動向の把握や情報共
有を行い，グループとしてサイバーセキュリティ脅威へ
の対応力向上を図っている。

3.2 セキュアな製品の開発に関する取り組み
社会インフラを担う企業として，お客様のプラントの

安定稼働を実現するため，製品の脆弱性を取り除くこと
は必須の取り組みである。

YOKOGAWA は，脆弱性を取り除いたセキュアな製品
を開発するため，管理基準と手順をグループ設計基準で
定めて運用している。製品開発のプロセスごとに，品質
マネジメントシステムの中でセキュリティに関する設計
基準が満たされていることをチェックし，管理している。

進化するサイバー脅威に対応するため，組織を横断
する製品セキュリティ専門委員会において，設計基準が
定期的に見直されている。また，同委員会が主導し，セ
キュアな製品を開発するためのガイドラインやツールを
整備し，製品開発担当部署をサポートしている。

これらの取り組みをベースとして，お客様から要求さ
れる高度なセキュリティ要件を満たすための取り組みを
製品ごとに行っており，制御システム製品では，４章で
紹介するようなセキュリティ認証を取得する活動も行っ
ている。

3.3 製品の脆弱性ハンドリング
お客様は，プラントの強靭化・安定稼働を実現する

ためにサイバーセキュリティリスクを管理しなければな
らない。そのリスクを管理するためには，プラントに設
置された製品の脆弱性情報や対策情報を知ることが不可
欠である。YOKOGAWA は，お客様のサイバーセキュリ
ティリスクの管理を支援するため，対策を含む製品の脆
弱性情報を開示している。適切な情報を入手して開示を
行うまでには，情報提供者や製品・サービス担当など社
内外の関係者との調整が必要となる。次節以降で，脆弱
性ハンドリングにおける情報入手から開示までのプロセ
スと体制について説明する。

3.3.1 脆弱性ハンドリングプロセスと体制
YOKOGAWA は，製品に関する脆弱性をハンドリン

グする組織 YokogawaPSIRT を運用しており，国際標準
ISO/IEC30111 をベースとした脆弱性ハンドリングプロ
セス（図 3）に沿ってお客様へ製品の脆弱性情報を開示
している。

図 3 脆弱性ハンドリングプロセス

情報入手においては，YokogawaPSIRT が自ら情報を
集めることはもとより，連絡窓口を設けて常に社外か
ら の 情 報 も 受 け 付 け て い る。 ま た JPCERT/CC や ICS-
CERT とも連携し情報収集している。入手した脆弱性情
報が製品に影響するかを調査する該非調査では，入手し
た脆弱性情報を製品開発・サービス担当に展開し，該当
する製品を調査する。重大度評価では，脆弱性情報が該
当した製品の開発・サービス担当者と協力し，製品への
影響度を評価する。情報開示では，情報公開の時期や内
容について，社外報告者や CERT 機関と製品開発・サー
ビス担当との間で調整を行う。これらを調整した結果を
踏まえたうえで，製品開発・サービス担当と協力して
Yokogawa Security Advisory Report（YSAR）を作成し，
YOKOGAWA の Web サイトなどでお客様に開示している。
社内外のステークホルダーとの調整では，日本国内の脆
弱性情報の調整機関である JPCERT コーディネーション
センター（JPCERT/CC）や独立行政法人情報処理推進機
構（IPA）が運用している「情報セキュリティ早期警戒
パートナシップガイドライン」に沿って調整している。
このような YokogawaPSIRT の活動を図 4 に示す。

図 4 YokogawaPSIRT 活動概要

このように，YokogawaPSIRT は，国際標準やガイドラ
インに沿った脆弱性ハンドリングを行い，お客様がリス
クを管理するための適切な情報を，安全に届けるよう努
めている。また，近年，脆弱性に関する情報の件数が増
加している。これに対応して，グループ内での情報のハ
ンドリングの効率化を図り，お客様へタイムリーに情報
を提供するため，脆弱性ハンドリングのシステム化に取
り組んでいる。

3.3.2 脆弱性に関する情報提供
YOKOGAWA は，お客様のリスク管理を支援するため，

製品の脆弱性情報を広く開示している。調査・評価され

情報入手 重大度評価該非調査 対策作成 情報開示
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(*1) リサーチャーやお客様など，脆弱性情報や脅威情報の提供者
(*2) Computer Emergency Response Team。　JPCERT/CC や ICS-CERT など
(*3) 横河グループのサービス拠点や問い合わせ窓口など
(*4) https://www.yokogawa.co.jp/solutions/products-platforms/announcements/
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た脆弱性情報に，製品開発担当により作成された対策を
加え，国内外のお客様に広く開示している。情報は，当
社 Web サイト (1) の他，JPCERT/CC と IPA による JVN(2)

（Japan Vulnerability Notes）や制御システム製品の脆弱
性情報のグローバルな調整機関である ICS-CERT の脆弱
性情報データベース (3) を通して，公開している。

また，YOKOGAWA の脆弱性に関する姿勢をお客様な
らびに社会に理解していただくとともに，お客様のリス
ク管理の手助けとなるよう，YOKOGAWA Web サイトで
脆弱性ハンドリングの基本ポリシー (4) を公開している。

YOKOGAWA の脆弱性ハンドリング活動に対しては，サ
イバーセキュリティ対策活動への顕著な貢献と制御シス
テムベンダーとして先駆的な役割を果たした業績により，
2015 年に JPCERT/CC から感謝状が授与されている (5)。

4.  制御システム製品におけるセキュアな製品の開発
の取り組み

3.2 節 で 示 し た セ キ ュ ア な 製 品 の 開 発 の た め の
YOKOGAWA グループ設計基準に基づき，各製品開発組
織において開発プロセスを整備している。本章では，製
品開発プロセス整備にあたって参照している国際標準
IEC 62443-4-1(6) および具体的な製品開発プロセスの例
を紹介する。

4.1 国際標準 IEC 62443-4-1
制御システムセキュリティに関する国際標準規格であ

る IEC 62443 では，産業制御システムに関わる様々な役
割（アセットオーナ・サービスプロバイダ・制御機器サ
プライヤ）に対する要件が規定されている。その中でも
IEC 62443-4-1 は，制御機器サプライヤの開発プロセス
において，設計段階からセキュリティを考慮した様々な
取り組みを行う多層防御フレームワークを提供すること
を目的としている。IEC 62443-4-1 では，制御機器サプ
ライヤの開発プロセスで実践すべきこと（プラクティス）
について規定している（表 1）。

4.2 Secure Development Life Cycle（SDLC）の整備
SDLC は，IEC 62443-4-1 に準拠した YOKOGAWA シス

テム製品のセキュア開発のためのプロセスである。SDLC
の目的は脆弱性を作りこまない製品を開発することであ
る。SDLC は図 5 に示す６つのフェーズで構成されてお
り，各フェーズのアウトプットに作りこまれる脆弱性を
最小限にすることと，開発フェーズの早い段階で脆弱性
を見つけることで，セキュアな製品の開発を実現してい
る。各フェーズの説明を次節以降で述べる。

図 5 Secure Development Life Cycle（SDLC）

4.2.1 要求仕様フェーズ
要求仕様フェーズの主な目的は，製品に対する要求仕

様や使用環境を理解したうえでセキュリティ開発体制や
活動計画を策定し，セキュリティ要求や外部仕様をまと
めることである。これらの活動を支援するために，製品
ごとにセキュリティ関連活動の実行およびレビューを行
うセキュリティエキスパートを任命している。また，将
来セキュリティエキスパートとなる人材を育成するため
に，開発組織内で IEC 62443-4-1 の規格を軸とした教育
を実施している。

4.2.2 設計フェーズ
設計フェーズの主な目的は，設計時に作りこまれる脆

弱性をできる限り排除することである。設計フェーズで
は，外部仕様に基づきセキュリティ要求を満たすための
具体的な機能を設計すると共に，ソフトウェアの全体的
な構造をセキュリティの観点からチェックする。また，
脅威分析を行い，守るべき資産と資産へのインタフェー
スおよび脅威を特定する。これらの活動を支援するため
に，脅威分析や設計時に気を付けなければならない視点
をまとめたセキュア開発ガイドラインを策定している。

4.2.3 実装フェーズ
実装フェーズの主な目的は，実装時に作りこまれる脆

弱性をできる限り排除することである。実装フェーズで
は，設計書に基づきソフトウェアを実装する際に，バッ
ファオーバーフローなどのセキュリティ上の問題を発生
させる可能性のあるコードを特定し，取り除く必要があ
る。この活動を支援するために，静的コード解析ツール
を使用し，人によるレビューだけでは処理しきれない
ソースコードに関わる問題を確認している。

4.2.4 検証フェーズ
検証フェーズの主な目的は，製品に既知の脆弱性がな

表 1 IEC 62443-4-1 が規定する開発プロセスの 
セキュリティ要件

プラクティス（略称） 主な目的
セキュリティマネジメント（SM） セキュア開発体制の構築

セキュリティ要求の文書化（SR） セキュリティ要件・使用
環境の定義

セキュリティ設計（SD） 多層防御に基づくセキュ
リティ設計

セキュリティ実装（SI） セキュアコーディング

セキュリティ検証・妥当性評価（SVV） セキュリティ関連テスト
の文書化・実施

セキュリティ関連問題の管理（DM） 発見された脆弱性のハン
ドリング

セキュリティアップデート管理（SUM） セキュリティ更新プログ
ラムの提供

セキュリティガイドライン（SG）
ユーザ向けにインテグ
レーション等に必要な情
報を提供

要求仕様
フェーズ

設計
フェーズ

実装
フェーズ

検証
フェーズ

リリース
フェーズ

メンテナンス
フェーズ
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いことや実装したセキュリティ機能の有効性を確認する
ことである。検証フェーズでは，セキュリティ要求に基
づいて実装されたセキュリティ機能の妥当性を確認する
だけでなく，攻撃の対象となり得る領域の洗い出しや，
オープンソースソフトウェアの問題の確認，通信のファ
ジングテストなどの様々な手法で，セキュリティ関連の
テストを実施している。これらの活動を支援するために，
市販のテストツールなどを活用して，テストの効率化を
行っている。

4.2.5 リリースフェーズ
リリースフェーズの主な目的は，開発プロセスを通じ

て必要な取り組みを実施したことの確認と，出荷時にウ
イルスが混入していないことの確認をすることである。
これらの活動を支援するために，セキュリティエキス
パートがチェックリストを用いて最終確認を行う。

4.2.6 メンテナンスフェーズ
メンテナンスフェーズの主な目的は，出荷後に見つ

かった脆弱性に対応をすることである。脆弱性対応にあ
たっては，前述の脆弱性ハンドリング体制と連携し，報
告された脆弱性の該非確認や開発中に見つけた脆弱性の
報告などを行っている。また，製品のプラットフォーム
である Windows OS の脆弱性に起因するセキュリティ更
新プログラムの適用可否に関しては，対象製品ごとの情
報提供を有償サービスとして行っている。

4.3 セキュリティ認証取得に関する取り組み
YOKOGAWA の制御システム開発部門は，2020 年 1 月，

製品開発プロセス SDLC に対して，国際的なセキュリ
テ ィ 認 証 推 進 組 織 ISCI(7) の ISASecure SDLA（Security 
Development Lifecycle Assurance）を取得した。これま
でにも当社は，OpreX Control and Safety System のライ
ンアップである統合生産制御システム「CENTUM VP」
と安全計装システム「ProSafe-RS」に関して，制御機器
を評価の対象とした ISCI のセキュリティ認証 ISASecure 
EDSA（Embedded Device Security Assurance） 認 証 を
取得している。今回は，個々の制御システム製品だけ
ではなく，YOKOGAWA 本社の制御システム製品の開発
組織が実施している開発プロセスが，国際標準規格 IEC 
62443-4-1 に準拠しているかなどの審査を受けることで，
ISASecure SDLA 認証を取得した。

5. おわりに

社会インフラを担う企業には，それを支えるシステム
の長期安定稼働を実現する責任がある。これを実現する
ためには，サイバーセキュリティ対策に継続的に取り組
むと共に，その取り組みに対する説明責任を果たす必要
がある。YOKOGAWA は，製品に関わるサイバーセキュ
リティ脅威に対処する体制の下でこの取り組みを行っ
ている。さらに，個別の開発体制において，第三者評
価・認証取得をすることにより，セキュアな製品の開発
の取り組みについて客観的な説明ができることを目指し
ている。YOKOGAWA は，これらのセキュアな製品の開
発のための取り組みを通じて，レジリエントな社会イン
フラの構築（SDGs9）に貢献し，YOKOGAWA の 2050
年に向けての Three goals のうちの一つである Circular 
Economy（資源循環型社会）実現に貢献していく。
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