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概要

がる恐れもある．
エネルギーや物にかかわるインフラでは制御が重

1946 年に登場した ENIAC を出発点とするコン

要な役割を果たしている．センサ情報に基づいてモ

ピュータは世界を変えている．1971 年に登場した

ータを止めたり動かしたり，バルブを開けたり閉じ

マイコンは小型，堅牢，低価格であったためコンピ

たりするものである．この制御にコンピュータが使

ュータが使える世界を広げている．現代人，特に日

われている．このコンピュータが停止すれば，重要

本在住の方々は蛇口を捻れば飲料水が出てくる，ス

インフラのすべてのサービスは停止する．さらに悪

イッチを入れれば電気が点く，インターネットは常

意ある操作をされれば，有害物質の漏えいやタンク

時接続が当たり前である．この生活を支えるものを

の爆破も起きる可能性がある．そして，今，これら

重要インフラと呼んでいる．

の重要インフラはネットワーク化されている．つま

内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）は

り，サイバー攻撃に無縁ではない．それどころか，

重要インフラ分野として，情報通信，金融，航空，

世界各地でサイバー攻撃が頻発している．たとえ

鉄道，電力，ガス，政府・行政サービス（地方公共

ば，2000 年にはオーストラリアで無線 LAN 経由の

団体を含む）
，医療，水道および物流などの 13 分

侵入による下水道の汚染水漏洩があり，2008 年に

野を対象としている

☆1

．国民は，これらのインフラ

はポーランドで少年による車両脱線案件が起きてい
☆2

が 24 時間，365 日，常に動くことを期待している．

る

もっとも，2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震

フト化され，インターネット化されてきた経緯とそ

災により被災地ではすべてのインフラが長期間に渡

のサイバーセキュリティ対策へ向けた活動を紹介し

り停止した．

ていきたい．

．この対策は急務である．以下，制御機器がソ

インフラとは動いていて当たり前のもの．そして，
重要インフラとは停止すると生命が脅かされるもの

制御のソフト化

といえる．動いているのがあたり前という依存と動
重要インフラでは水などのゲートの開閉，薬品な

作が止まれば生命の危機を招くという現実との間の
ギャップの存在は，我々の言う脆弱性につながる．

どのバルブの開閉，モータの起動停止などの操作が

しかし，それは意識されずに済まされてきた．

行われている．当初は人手で開閉などの操作が行わ

この 13 分野に限らずすべてのインフラはコンピ

れていたが電動に変わっていった．これは，職場環

ュータの配下にある．コンピュータが停止させられ

境の改善や人件費の問題だけではなく，人が介在す

て操作ができなくなったり，逆に悪意ある操作が行

ることによる間違いと時間遅れによって生じる問題

われると甚大な被害をもたらす恐れがある．電気や

の解決手段としても電動化が有効であった．

ガスなどのエネルギー，航空や鉄道などの物にかか
わる重要インフラにおいては，物理的な災害につな
☆1
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http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/pubcom_ap3_abst.pdf
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電動化された開閉などの操作をマイコンで制御す
☆2

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20130226/267953/
?ref=ML
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るソフト化が 1980 年代ごろから進み始めた．ソフ
ト化されたゆえんは，パラメータ調整やアルゴリズ

コントローラ

ム変更が容易なためである．自動開閉では，ある閾

監視用PC

値を超えたら「開」
，下回ったら「閉」という操作
センサ

が頻繁に行われる．実はハードに実装された論理で

アクチュ
エータ

は閾値などの変更に手間がかかる．この閾値を現場

開発用 PC

図 -1
基本的な制御
システム

で調整するにはソフトが便利である．それだけでな

なぜ，Windows かという疑問をお持ちの方もい

く，操作論理そのものをマイコンによる実装なら簡

るかもしれない．当初は UNIX などをベースにし

単に変更できる．

た専用のコンピュータを開発や監視に用いていたが，

制御技術者のだいご味は，ソフトである命令群に

コストと維持管理の問題から汎用品である Win-

従って機器を動作させることである．わずかな変更

dows マシンに移り変わっていった．汎用 PC は値

で，動作が大きく変わる．それも，アクチュエータ

段が安い，その上，エンジニアが操作に慣れている．

という現物の動作が変わる．この変更を通して現物

同様に開発ツールや監視ツールを開発するベンダも

に望まれる動作を行わせるためのパラメータや命令

汎用 PC 上で稼働させる方が大きな市場につながる．

群を探していくことが制御技術者の仕事とも言える．

さらに独自 OS であれば，その維持管理も行わなけ

このソフトの変更という仕事を行うためには，ソ

ればならない．そういった事情から，パソコンとサ

フトを編集するエディタや，ソフトを機械語に翻訳

ーバの OS が統合化された Windows 2000 の登場期

するコンパイラ，ソフトの動作を解析するデバッガ

ごろから Windows 化が急速に進んだ ．

1）

などの開発環境が必須である．しかしながら，制御
を行うマイコンボード（コントローラ）は低コスト，

制御の IT 化

高信頼，実時間動作が求められている．このため，
開発用 PC はマイコンボードとは別に用意すること
が普通である（図 -1）
．

さて，現在はコントローラと開発や監視をするパ
ソコンとのローカルな接続からインターネットに接

多くの開発用 PC は Windows マシンである．そ

続していくという流れに変わっている．これをコン

れとマイコンボードとは通信回線で接続される形態

トローラの IT 化と呼ぼう．このような流れの 1 つ

をとっている．Windows 上で開発し，動作シミュ

はソフトウェア更新のためであり，もう 1 つは情報

レーションし，コンパイルし，デバッグする．そし

連携のためである．

Windows マシンは最低月に 1 回の更新が必須で

て，実装コードをマイコンへ送るものである．
同時に，マイコンボードの動作状況の記録や全体

ある．多くが脆弱性対策である．この更新を行うた

の制御系の動作のモニタも必要である．特に，重要

めには，直接的または間接的にインターネットに接

インフラでは，冷却水温度，ボイラ圧力，タービン

続する必要がある．制御システムで情報セキュリテ

の回転数など実時間で監視する必要のある物理量

ィを考慮しない理由として，インターネットに接続

が多数ある．これらの情報をマイコン経由で Win-

されていないことを挙げる事業所も多い

dows マシンへ送信する仕組みも必要である．

由を真とすると，脆弱性を内包したまま制御系が運

☆3

．この理

以上の理由からマイコンボードと Windows マシ

用されていることになる．ご承知のように更新に伴

ンとの相互通信は不可欠である．当初は RS-232C

い脆弱性情報は公開される．場合によってはイン

などのシリアル通信が用いられた．現在は，イーサ

ターネット上に攻撃ツールが公開される場合もあ

ネットや USB などが活用されている．その意味でほ
とんどの制御機器には通信ポートが備えられている．

☆3

http://www.ipa.go.jp/security/fy11/report/contents/intrusion/
psec/final_rep/final_rep.pdf
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る．少なくとも，攻撃側は公開された脆弱性を突く

らない．また，変えないのならソフト自体の更新が

攻撃ツールを共用している．共用されたツールを用

必要である．設定を変えない，更新もしないという

いれば特段の知識がなくても無防備な制御システム

のは非常に危険である．

に侵入し，混乱を起こすことは可能である．もっと
も，この場合，安全機能が働きプラント全体が停止

しかしながら，これもパターンファイルの更新と言

する程度が最悪である．しかしながら，プラントを

う問題が付きまとう．パターンファイルはウィルス

熟知している技術者が，このようなツールを用いた

の特徴を列挙したものであり，これに基づいてウィ

攻撃をした場合は先に述べた爆破や環境汚染まで至

ルスを特定し排除する仕組みである．第 1 の問題

る可能性が高まる．さらに，プラントの維持管理や

点として，アンチウィルスソフトを作成するベンダ

解析設計を行う技術者は PC を持ち込んだり，USB

が把握しているウィルス以外は検知できない．つま

メモリなどを介してデータの持ち出し，持ち込みを

り，特定の設備を狙った 1 回限りの攻撃には無力で

行っている．このことも含めると，インターネット

ある．次に，ウィルスは常に進化し続けている．パ

に接続されていないことを理由に対策を講じないこ

ターンファイルの更新を続けなければアンチウィル

とは非常に危険である．

スソフトを導入している意味はない．しかし，更新

ファイアウォールを設けることで，インターネッ

にはインターネット接続が必須である．さらに制御

ト接続をしていないと主張する事業所も多いが，こ

システム特有の問題として，数百点，数千点におよ

の設定が難しいこと，そして，設定時の誤りが多い

ぶ入出力データを msec オーダで定期的に取得する

ことには目を瞑っている．それ以上にファイアウォ

必要がある．このリアルタイム性を要求される動作

ールに頼りきれない理由は，ブラウザ，文書作成ソ

をアンチウィルスソフトによる検疫動作が阻害する

フト，文書閲覧ソフトの脆弱性が次々に露見し，公

ケースもある．

☆4

表されるからである
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アンチウィルスソフトも防御で有効な手段である．

．

さらに重要インフラ機器はインターネットに接

制御システムでも，ソフトの管理やシステム管理

続しなければならない必然性がある．現在の社会

のために文書閲覧，文書作成は必須である．操作マ

は完全にネットワーク化されている．東京証券取

ニュアル，日報なども電子化が進んでいる．近年は

引所の株価は msec オーダで変動する HFT（High

イントラネットという形でインターネットから切り

Frequency Trade）が常態化している．しかも，外

離した形での情報技術利用が普通になっている．もっ

国為替相場や原油，素材の相場の変動も激しくなっ

とも，ここではインターネットで使われるブラウザ，

ている．このような変動があっても生産や物流に影

PDF リーダ，文書作成ソフト，表計算ソフト，動画

響を受けない生産計画作成は企業にとって必須であ

プレーヤなどが使われている．そして，このような

る．実際，SCM（Supply Chain Management）や

ソフトの脆弱性が続々と明らかにされている．これ

ERP（Engineering Resource Planning）などのツー

は開発者側の落ち度というよりは，日々進化するサ

ルを用いて企業間，工場間が深く連係している．重

イバー攻撃が新たな脆弱性を突いてくるからである．

要インフラも，温度，晴雨，イベントなどに応じて

たとえば脆弱性があると，これを起点にバックド

動作状況を大きく変えなければならない．企業間だ

アなどのマルウェアを仕掛けられる恐れがある．こ

けでなく，天候情報，イベント情報，交通情報など

のため，これらの脆弱性が明らかになった時点で，

と深く連係した運営が必須である．さらに，太陽光

これまで無害と思われていたファイルの流通を抑制

や風力による発電は時間変動周期が短い．これと重

したり，動画プレーヤが使用しているポートを閉じ

要インフラとの連係には自動化は欠かせない．遠隔

るためにファイアウォールの設定は変えなければな

地を含む自動化とはネットワーク化である．ネット

☆4

ワーク化とはサイバー攻撃の恐れがあるということ

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/
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である．もちろん，専用線を用いて接続している企
業も多いが，専用線も基本は IP である．つながっ
ていれば感染が広がる可能性がある．

ークが必須である．
しかしながら，ネットワーク敷設費用が多額であ
る．そこで，人によるチェックとネットワークによ

このように，システム管理者は常に板挟みに晒さ

るチェックの中間の形態として USB 経由での情報

れている．更新しなければ脆弱性を温存し，更新す

収集が行われてきた．それを封鎖するとは，人手に

るためにはインターネットに接続しなければならな

よるチェックに戻るか，ネットワークによるデータ

い．この板挟みを解消する手段が情報システム，制

収集に進むかという選択になる．人手は効率が悪い

御システムの両方に望まれている．

上に間違う．ネットワークはサーバ攻撃が怖い．
もちろん，USB ポートに鍵をかけるという製品

Stuxnet

もあるが，鍵と USB 機器の管理を行わなければい
けない．さらに，鍵を開けて USB 機器を差し込み，

さて，制御機器が IT 機器化していく道程で，そ

そして抜き出して鍵をかけるということをしなけれ

の危険性に早くから気付いていた技術者も多い．制

ばならない．それを数百個所，数千個所繰り返すこ

御機器の情報セキュリティ国際標準を作成していた

とを考えると，USB ポートを塞げば済むという単

日本電気計測器工業会（JEMIMA）の技術者，情

純な話ではないことが分かる．

報セキュリティ活動を担っていた JPCERT/CC の技

Stuxnet は USB 経由でも感染するが，制御屋に

術者，そして計測自動制御学会の技術者たちである．

とっての恐怖は先に説明した開発ツールや監視ツー

三者は協力しながら，制御システムの情報セキュリ

ル経由で感染することである．ツールやツールが動

ティ対策を検討してきた．しかしながら，制御シス

作する OS に脆弱性があり，ツールとコントローラ

テムにかかわる技術者全員は十分に制御システムセ

をつなぐ回線のセキュリティが十分でなければツー

キュリティの重要性を認識していたわけではない．

ル経由での制御機器への感染は可能である．

その状況が一変したのは 2010 年に判明したマル

もっとも，このようなマルウェア作成には Win-

ウェア Stuxnet によるイランのウラン濃縮工場への

dows OS の知識，ツールの知識，コントローラの

☆5

攻撃である

．ウラン濃縮に使われる遠心分離機の

知識が最低必要である．さらに，ウラン濃縮工場の

うち，数千台が破壊されたとも言われている．USB

ネットワーク構成が分からなければならない．また，

経由による制御機器への感染という事実が話題を呼

遠心分離機が破壊されていたが，攻撃される機器の

び，USB ポートを封鎖した事業者も多い．しかし

知識も必要である．このような知識を素人は持ち得

ながら，封鎖で一件落着というほど事態は単純では

ない．また，玄人もこれだけ広範な知識を持つ者は

ない．まず，なぜ，制御機器が USB ポートを備え

皆無である．

ているかという理由から考えなければならない．

すなわち，Stuxnet は各分野に深い知識を持つ多

工場の中には生産設備が広く分散しているものも

数の技術者の協力のもとに作成されたと考えること

ある．鉄鋼，石油精製，石油化学などの工場の敷地

が自然である．マルウェアを作成した敵は我々の身

は平方 Km 単位の規模である．ここをフィールド

内であり，しかも組織化されている．

マンと呼ばれる技術者が巡回して表示された測定値
をチェックしていた．この計測を自動化し，中央監
視室と呼ばれるところで工場内の機器の作動状況を

技術研究組合制御システムセキュリティ
センター（CSSC）

監視するのが現在の工場である．そこにはネットワ
☆5

http://www.symantec.com/ja/jp/security_response/writeup.
jsp?docid=2010-071400-3123-99

Stuxnet 騒ぎが冷めやらない 2011 年 3 月 11 日，
東日本の太平洋側は地震，津波に襲われた．この地
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☆6

が 8 団体の参加で設立された

．当初はお台場にあ

る東京リサーチセンター（TRC）で活動を始めた
オフィスネットワーク

生産管理・計画
生産管理・計画

リモート
アクセス

生産管理サーバ

が，2013 年 5 月には被災地である宮城県多賀城市
の東北多賀城本部（THHQ）に活動の本拠を移した．

2013 年末には参加団体が 23 に増えた．
製造管理
製造管理

よび 2013 年度の活動実績が評価されたことが大き
無線 AP

監視・計測
監視・計測
基本的な
基本的な
制御
制御

このように，参加団体が増えたのは 2012 年度お

制御系情報ネットワーク

い．その 1 つが，THHQ に設置した CSS-Base6 と
呼んでいるテストベッドである．攻撃側は，攻撃対

制御ネットワーク

象の機器やネットワークを模倣したテストベッドを
ハンディ
端末

攻撃を行う．防御側も同様のテストベッドを所持し

PLC
USB

作成してマルウェアの有効性を確認してから実際の

フィールドバス

て，防御策の有効性を検証していく必要がある．
もっとも，制御システムと一言でくくっても，産

フィールド

業分野に応じて制御機器やネットワーク規格が異な
図 -2

大規模な制御システム

域の住民は重要インフラの停止を経験した．ブラッ

れている大規模な制御システムにおける制御ネット

クアウトである．電気もこない，ガスも止まる．水

ワーク以下は独自プロトコルが用いられている．こ

道は働かず，通信も機能しない．交通は遮断され，

のプロトコルは測定値が論理型か整数型か実数型

食物も不足した．それは，想像上のサイバー攻撃の

か，測定点数と測定周期の関係による．アナログ値

被害

2）

を超える現実であった．

の制御を出発点として発展した DCS（Distributed

現在の重要インフラはすべてコンピュータの配下

Control System） と 論 理 値 を 出 発 点 と し た PLC

にあると言って過言ではない．特に日本人はマイコ

（Programmable Logic Controller）が重要インフラ

ン好きである．八百万神という言葉があるが，すべ

で用いられているコントローラの代表である．昨今

ての物にマイコンを埋め込み自動化してきた．家電，

は両方ともに論理値とアナログ値を扱えるようにな

自動車，オフィス機器，自動販売機，自動改札，イ

ってきている．その意味で，応用領域が重なってき

ンフラ設備，すべてがマイコンベースで稼働してい

ている．もっとも，DCS は維持管理までベンダが

る．さらに，それをネットワークで結合するスマー

請け負う形態が多く，PLC は売り切りの形態も多い．

トハウス，スマートコミュニティ，スマートシティ

上位系は通常の情報系と同様で，サーバ，データ

が現在の流行りである．

2010 年の Stuxnet と 2011 年の震災を合わせて考
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る．特に，図 -2 に示す重要インフラなどで用いら

ベース，端末と IP ネットワークで構成されている．
この部分については，情報系のセキュリティ対策を

えれば，サイバー攻撃に対するインフラ系の防御は

そのまま持ち込める．しかしながら，指令値伝達，

不可欠である．東日本大震災の被災地の皆様は，電

コンピュータによるアクチュエータの操作という上

気，ガス，水道などの重要インフラが地震や津波に

位系から下位系への伝達経路と測定値の上位系への

よって停止したことによる苦汁を経験した．同様

伝達という下位系からの経路，および機器間の情報

の苦渋は，重要インフラへのサイバー攻撃で起こ

伝達経路が独自であり，制御分野ごとに独自の対策

り得る．このような観点からの対策の 1 つとして，

が必要である．特にセンサ，アクチュエータ機器は

2012 年 3 月に経済産業省の枠組みである技術研究

監視室から離れた個所に設置されていること，単純

組合制御システムセキュリティセンター（CSSC）

☆6
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1. 社会インフラへのサイバー攻撃に対する課題と取り組み

対策技術

暗号

認証

監視

情報技術
通信
◀図 -4

記憶

◀図 -3

処理

ホモとヘテロ

情報セキュリティ対策

を把握し，対策を行うことを定期的に繰り返してい
かなければならない．このマネジメントの仕組みは

機能化しているので複雑な対策は行えないこと，そ

IEC 62243-2-1 として国際標準化されている．

して，これらの誤動作が物理的な被害に直結する点

この国際標準に基づいたパイロット認証事業を
経済産業省の委託を受けて今年度，JIPDEC が行

が大きな問題である．

った

対策

☆7

．認証基準を制定し，三菱化学エンジニリン

グ（株）と横河ソリューションサービス（株）を受
査企業に実際の認定作業を行った．前者は制御シ

ここまで説明した脅威に対して対策が進められて

ステムを実際に運用している会社であり，後者は

いる．ここでは，対策における費用対効果を考えて

System Integrator である．詳細は，JIPDEC の Web

いこう．

ページで確認いただきたい．

情報技術は情報通信，情報蓄積，情報処理の 3 つ

実は制御系ではすでにリスクアナリシスが行われ

の技術に大別できる．同様に対策技術も暗号化，認

ている．そして，重要な個所は二重化が行われてい

証，監視の 3 つに分解できる．すなわち，図 -3 に

る．機能安全が中心で，この業界では安全計装とい

示すようなチェックリストを作ることができる．た

う言葉が使われている．ただ，同じ制御機器，同じ

とえば，通信が暗号化されているか，データベース

OS, 同じソフトが並列化されているものがほとんど

が暗号化されているか，暗号化されたまま処理が可

である．これでは，同じ攻撃で両方ともに機能不全

能かというチェックリストである．これを各ネット

に陥らせることが可能である．ここは，別なハー

ワークレベル，各機器レベルで行えば，現在のシス

ド，別な OS 上で同一の機能を動かす，または 1 つ

テムのセキュリティレベルを確認することができる．

の OS 上で多数の仮想 OS を動作させるというホモ

もっとも，すべてのレベル，すべての機器におい

とヘテロの統合化（図 -4）をしていかなければな

て，この対策すべてを行えるわけではない．そこで，

らない．

どこから対策を講じていくかという解析が重要であ

このような二重化は更新にも有効である．待機系

る．それが，CSMS（Cyber Security Management

のみを更新し，主系との動作に差異がないことを確

System）の出発点であるリスクアナリシスである．

認した上で，主系も更新するという無停止での更新

これは，すでに数千社が獲得している ISMS（Infor-

という制御系の悲願を実現できる可能性が拓ける．

mation Security Management System）認証の制御

そして，このような仕組みが整えば，感染している

☆7

を参

制御機器に並列に別の機器をバイパス接続し，感染

照いただきたいが，制御システムでは有害物質の漏

機器を取り外したり，取り換えたりすることも可能

えいやタンクなどの爆破まで視野に入れなければな

となる．

システムバージョンである．詳しくは脚注

らないと最初に述べた．このように，何が起きたら

自動車業界の機能安全規格である ISO 26262 で

嫌かという観点から解析を行い，解析に基づいて対

は，重要な部品は単体テスト（図 -5）が義務付け

策を行うことが必要である．そのためには，脆弱性

☆7

http://www.isms.jipdec.or.jp/seminar/csms/CSMS201310.html
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仮想

現実

モデル

現物

• モデル上での検証
• 現物とモデルの
一致性検証
図 -5

挿入

モ
モデル

モデル

破棄

• モデル群の振舞い
と現物群の振舞い
の一致性検証

挿入

振舞い監視

現物

現物

破棄

られている．これは，上位

された機器という現物を並

Software In the Loop Simulation
（すべて仮想世界におけるシミュ
レーション）
Hardware In the Loop Simulation
（現物も含んだシミュレーション）

現物

マルチベンダによる複数コントローラの動作検証

設計されたモデルのシミュ
レーションとソフトが実装

モデル

Processor In the Loop Simulation
（プロセッサまでも仮想化した
シミュレーション）

国際標準化の必要性
図 -6

開発ツールのオンライン利用

列動作させて両者の同一性を検証するものである．

システムもある．こちらは，当面の出血を抑える絆

このテストは開発段階で行われるものであるが，維

創膏が必要である．その観点から，CSSC ではファ

持管理段階で適用すればソフトの異常や改変の検知

イアウォールとアンチウィルスソフトに加えてホワ

に使うこともできる．また，先に説明した更新の仕

イトリスト型製品と侵入検知システムの導入を推奨

組みとも連携できる．さらに，上位設計レベルによ

している．いずれにしても，攻撃と対策はいたちご

るシミュレーションと実機動作の差異の監視は定常

っこ．新しい攻撃には新しい対策が必要であり，新

的な動作の中での新陳代謝（図 -6）にもつながっ

しい対策には新しい攻撃が現れる．PDCA（Plan，

ていく．まず，上位設計レベルでのシミュレーショ

Do，Check，Action）を常に回しながら，短期の

ンで不具合が出ないことを確かめた上で，実機側の

対策と長期の対策とを両輪として国内の重要インフ

更新を行う．そして，上位レベルと実機側の動作の

ラを守るとともに海外とも協力しながら世界の重要

差異がないことを確かめるという手順を踏んだ新陳

インフラを守る活動を進めていきたい．本会の皆様

代謝である．このような構造は OMG で標準化し

にもぜひ，ご協力をお願いしたい．

3）

た SDO

で当初想定した機能であった．制御シス

テムセキュリティは攻撃側と防御側のいたちごっこ
である．完璧な防御はあり得ない．攻撃側の変化に
合わせて防御を変えていく必要がある．しかし，24
時間 365 日稼働している制御システムは簡単に変
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えられない．変更が簡単という情報系の特性が攻撃

（2014 年 3 月 24 日受付）

者の狙い目である．防御側も，この特性を活かした
守りが不可欠である．

まとめ
以上，制御システムセキュリティに関する背景，
現状，そして将来の対策について論じた．二重化や
新陳代謝は息の長い対策である．いわば漢方療法で
ある．それに対し，現実に攻撃に晒されている制御
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