制御システムのセキュリティ対策
Cyber Security for Industrial Control Systems

Bulletin 30A15A10-01

セキュリティリスクも、
コントロールする時代へ。
拡がるマルウェア。高度化するサイバー攻撃。深刻になる被害。
今、情報セキュリティのリスクはITシステムの世界を超え、制御システムの世界にまで及んでいます。
制御システムは、ITシステムの導入により進化を遂げ、コスト削減や高機能化などを達成しました。
しかし、セキュリティリスクと向き合うことも必要となりました。
セキュリティリスクも、コントロールする時代の到来です。
制御システムにおける
「適切なセキュリティ対策」
とは一体何でしょうか。
どうすれば、被害を最小限に抑えることができるのでしょうか。
セキュアなプラント操業、今ここから将来に続く長い道のり。
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YOKOGAWAの取り組み
YOKOGAWAのセキュリティライフサイクル
Security Competence Laboratory

セキュリティ業界への貢献

対策導入・強化

対策導入・

シンガポール・日本・インド・アメリカに専門の研究開発拠点を
YOKOGAWAのセキュリティ専門家は、ITシステムおよび制御
制御システムにおける脅威や脆弱性に対処するため、お客様のシ
設置し、セキュリティ技術を制御システムに最適なかたちで応用
システムのセキュリティ技術の国際標準化活動に積極的に取り
ステムに最適なセキュリティ対策サービスを提供します。組んでいます。
するための技術開発を行っています。
（ISO/IEC（JTC1/SC27、WG3、WG4）、IEC
（TC65/WG10、TCS7/WG15）、ISA（ISA S99、ISA Secu●
アンチウイルスソフトとセキュリティ更新プログラムの導入
実際の制御システムにおけるセキュリティの状況を調査し、それ
既設への対策の追
rity Compliance Institute）など）
ぞれの産業分野、
アプリケーション、システム構成に最適な
●許可されたプログラムのみを実行可能にする
最適なセキュリティ対
セキュリティ技術とソリューションを開発しています。
また、ネットワーク上のセキュリティリスクを迅速に把握し、有効
不正プログラム対策
な対策を行うための技術開発に取り組んでいます。その成果は
●USBポートに対する物理的・論理的なロック
この成果は、進化し続けるセキュリティ
リスクからお客様の制御
インターネットのセキュリティ対策にも役立てられています。
システムを守る基盤となっています。
● 制御ネットワークのセグメンテーション、ゾーニング

道を歩くための装備。体力作り。ペース配分。そして、いざという時の備え。
お客様と共に歩み、共に成長することができるパートナーは誰でしょうか。

評価・分析

そのパートナーは、お客様が必要としているのはセキュリティ対策だけでなく、
その先の安心・安全であることを理解していないといけません。
制御システムのセキュリティ対策。
この世界を知り尽くしたYOKOGAWAは、お客様の
「ベストパートナー」
になります。

導入支援

さまざまな
システムの統合

世界初
分散形制御システム

YODIC 500
集中形デジタル
制御システム

新たな脅威への
継続的な対応

新設・既設システムを診断し、脅威や脆弱性を洗い出
し、お客様のシステムに最適なセキュリティライフサイ
クルを提案します。また、簡易的な導入支援として下
記のようなサービスも提供しています。

通常のオペレーション
復旧を支援

管理支援
定期的な監査と診断
セキュリティ対策の見直し

● 簡単なアンケートによる
セキュリティ評価とディスカッション
●セキュリティテクニカルセミナーの実施

USBデバイスや
ネットワークの
セキュリティ対策

汎用技術の導入による
拡張性の向上

復旧支

導入支援
技術的基盤の
継続的な向上

YOKOGAWA制御システムの進化

オープン性と
高信頼性の両立

新設・既設システムに対し、
ライフサイクルにわたる最適な
ライフサイクルに渡る最適な
セキュリティサービス・ソリューションの提案

内部での
物理セキュリティ対策
外部からの
物理セキュリティ対策

セキュリティ対策の進化

セキュリティライフサイクルの重要性
自社製品におけるセキュリティへの取り組み
制御システムの技術が常に進化しているのと同様に、攻撃技術な

多層防御（Defense in depth）

Best Practice
YOKOGAWAは多層防御
（Defense in depth）
戦略に沿った
導入することだけを意味しているわけではありません。もっとも重
どのセキュリティリスクも常に進化しています。例えば、特定の産業
YOKOGAWAでは、製品開発の段階から、内部構造や導入する
制御システムにセキュリティ対策を導入する場合、制御システム
ある制御システムの健全性を保つための備え。これらに加えて情
分野や制御システムを狙った攻撃が報告されています。
技術などに起因する脆弱性を排除するように努め、出荷後に
特有の要件や運用上の条件に配慮することが重要です。
これを継続的なライフサイクル活動によって改善を行い、制御
これは、セキュリティリスクをコントロールするためには、
セキュリ YOKOGAWAは、
発見される脆弱性や新たな脅威については、
迅速に対応できる
長年にわたりお客様に制御システムを納めて
時の復旧への備えを万全にします。
ティ対策を一度だけ導入すれば終わりではなく、定期的に対策を見 きた経験と、業界団体や標準化活動への参加を通して得られた
よう体制を整えています。
技術対策：
アンチウイルスソフ
トやセキュリティ更新プロ
知見をもとに、
セキュリティ対策実現のベス
トプラクティスを確立
直していく必要があることを意味しています。
加えて、外部のセキュリティ専門家による評価を受け、製品の
しています。運用対策：運用手順書の策定、運用トレーニング、定期
これを制御システムのセキュ
リティライフサイクルと呼びます。
セキュリティ
レベルの向上に努めています。
管理対策：セキュリティポリシーやガイドラインの策定、
YOKOGAWAは、
この考え方に従って、お客様のセキュリティ対策 このベストプラクティスをもとに世界中のYOKOGAWAエンジ
また、
専門機関による制御システムのセキュリティ認証を取得
ニアをトレーニングし、質の高いセキュリティエンジニアリングを
を強力に支援します。
し、定期的に更新しています。
提供しています。

。
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YOKOGAWAのセキュリティライフサイクル
復旧支援

対策導入・強化

お客様のシステムでセキュリティインシデントが発生し
た場合に備え、復旧策の提案を事前に行います。実際
にインシデントが発生した時には、早期の復旧を支援
します。また、再発防止のための提案も行います。

対策導入・強化

制御システムにおける脅威や脆弱性に対処するため、お客様のシ
ステムに最適なセキュリティ対策サービスを提供します。
● アンチウイルスソフトとセキュリティ更新プログラムの導入

既設への対策の追加を含む
最適なセキュリティ対策の導入

●許可されたプログラムのみを実行可能にする
不正プログラム対策

● OSを含むディスク全体のバックアップ
● インシデント発生時の早期復旧に向けた
レスポンスサービス

構 築

●USBポートに対する物理的・論理的なロック
● 制御ネットワークのセグメンテーション、ゾーニング

運用支援
お客様が適切にセキュリティライフサイクルを運用・維持
できるよう、ユーザトレーニングを提供すると共に、通常
の運用では捕捉できない脅威や脆弱性に対応するため下
記のようなサービスで支援します。

評価・分析
新設・既設システムに対し、
ライフサイクルにわたる最適な
ライフサイクルに渡る最適な
セキュリティサービス・ソリューションの提案

復旧支援

導入支援

通常のオペレーション状態まで
復旧を支援

● 定期点検時などに導入済みの対策が
正常に機能しているかチェック
● ウイルス定義ファイルやセキュリティ更新プログラムを
定期的に更新

運用支援
定期トレーニング・定期的な保守、点検
セキュリティ対策の維持

導入支援
新設・既設システムを診断し、脅威や脆弱性を洗い出
し、お客様のシステムに最適なセキュリティライフサイ
クルを提案します。また、簡易的な導入支援として下
記のようなサービスも提供しています。

管理支援
定期的な監査と診断
セキュリティ対策の見直し

● 簡単なアンケートによる
セキュリティ評価とディスカッション

● 当社製品と上記更新との組み合わせ動作確認を実施、
レポートを提供

管理支援

点検・報告

新たな脅威に対処するため、システム全体のセキュリティレベ
ルを監査します。導入済みの対策の効果や新たに見つかった
脅威や脆弱性などを考慮し、再度、お客様のシステムに最適な
セキュリティ対策を提案します。
● 既知の脅威や脆弱性についての対策の再評価
● 新たに脅威が発見された場合、それらに対する対策の提案

●セキュリティテクニカルセミナーの実施

緩和
多層防御（Defense in depth）

制御システムの技術が常に進化しているのと同様に、攻撃技術な
どのセキュリティリスクも常に進化しています。例えば、特定の産業
分野や制御システムを狙った攻撃が報告されています。

YOKOGAWAは多層防御
（Defense in depth）
戦略に沿った総合的なアプローチを推奨します。これは、複数の技術対策を
導入することだけを意味しているわけではありません。もっとも重要な安全への配慮、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ための備え。これらに加えて情報セキュリティの技術対策、運用対策、管理対策を実施します。
これを継続的なライフサイクル活動によって改善を行い、制御システムのリスクに対する予防と緩和を確実にし、いざという
時の復旧への備えを万全にします。

これは、セキュリティリスクをコントロールするためには、セキュリ
ティ対策を一度だけ導入すれば終わりではなく、定期的に対策を見
直していく必要があることを意味しています。

防

復

旧

セキュリティライフサイクルの重要性

予

す。
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技術対策：アンチウイルスソフトやセキュリティ更新プログラム、コンピュータの要塞化、ネットワークの強化など

これを制御システムのセキュリティライフサイクルと呼びます。

運用対策：運用手順書の策定、運用トレーニング、定期的な検査、バックアップ・復旧の準備など

YOKOGAWAは、この考え方に従って、お客様のセキュリティ対策
を強力に支援します。

管理対策：セキュリティポリシーやガイドラインの策定、定期的な監査、インシデント対応体制の構築など

改

善
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