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社会インフラの安心・安全を確保する
ためのセキュリティ技術の研究開発
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社会インフラの安心・安全とセキュリティ
対策

ここでの「セキュリティ対策」は，社会インフラ
システムに実装される機能（暗号化通信機能やユー
ザ認証機能など）だけではなく，監視カメラやオー

社会インフラを効率化するため，ICT を活用する

トロック等の物理的なセキュリティ設備や，セキュ

取り組みがグローバル規模で進展し，社会インフラ

リティ事故発生時の対応手続き等のセキュリティ施

のネットワーク化が加速している．このような社会

策といった 3 つの観点を含んでいる．

インフラのネットワーク化に伴い，従来は，企業情

これまで，セキュリティ対策は，社会インフラシ

報システムの領域にとどまっていたサイバー攻撃の

ステムの運用時に発生する脅威に対して対策するも

被害を受ける社会インフラシステムが増加している．

のが多かった．しかしながら，近年の脅威の高度化

社会インフラシステムは，こうした高度なサイバ

に伴って，脅威は必ずしもシステム運用時に発生す

ー攻撃に対抗しながらサービス提供を続けていく一

るだけではなく，サプライチェーン攻撃等と呼ばれ

方で，万が一の事態が発生した場合には「安全な状

るように，開発や保守の段階で脅威が発生すること

態」
（システム停止状態等）に確実に移行すること

も懸念されるようになってきている．

が求められる．

このように，社会インフラシステム，特にその中

しかし，サイバー攻撃は日々進化しており，シス

の制御システムのセキュリティを確保するには，運

テム寿命の長い社会インフラシステムでは設計当初

用段階のセキュリティ対策・対処だけではなく，開

の想定を超える脅威が出現することも考慮しなけれ

発・保守段階のセキュリティ対策・対処の両方が必

ばならない．

要不可欠である．

また，社会インフラシステムでは，フィールドに

この，脅威の発生タイミングに関する 2 つの観

設置される機器は処理能力や消費電力等のシステム

点に対してもれなく脅威を抽出し，セキュリティ対

リソースに厳しい制約がある機器が多く，セキュリ

策の種類に関する 3 つの観点で脅威に対策・対処し，

ティ対策の実装が困難な場合も多い．

漏れのないセキュリティを持続的に実現することが

本稿では，社会インフラシステム，特にその制御
システムのセキュリティを確保するためのセキュリ

必要となる．
以下では，上述した「2 × 3」の軸で必要となる

ティ技術とその研究開発動向について紹介する．

セキュリティ技術について概説する．

社会インフラの安心・安全確保に求めら
れる技術

運用段階で求められるセキュリティ機能にか
かわる技術
セキュリティを構築・維持するためには，保護対
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社会インフラの安心・安全を確保するためには想

象資産の機密性（C : Confidentiality），完全性（I :

定される脅威に対してセキュリティ対策を漏れなく

Integirity），可用性（A : Availability）の 3 つの要

実装することが必要である．

素の欠落を防ぐことが必要である．
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社会インフラでは，保
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多様な脅威の発生個所とアタックパス

・保護対象の機能やサー
ビスの正確さおよび完全さを保護すること
・権限のあるものが保護対象の機能やサービスを正
しいタイミングで利用できるようにすること
こうした特性を保護するためには，以下のような
機能を備えることが必要となる．

6. 機能やサービスへの動作を監視する機能（挙動
監視機能 [Observe]）

7. セキュリティ機能や装置のログを管理する機能
（ログ管理機能 [Observe]）

8. 上記挙動監視機能やログ管理機能が管理するデ

1. エンティティを識別する機能（認証機能）

ータを分析し，異常（インシデント）を検知す

2. 機能やサービスへのエンティティのアクセスを

る機能（インシデント検知機能 [Orient]）

制御する機能（アクセス制御機能）

3. 機能やサービスへの入出力を保護する機能
（データ保護機能）

4. 機能やサービスの改ざんを防止する機能
（プログラム保護機能）

5. エンティティの権限を付与・確認する機能
（権限管理機能）
さらに，万が一，上記の特性を喪失した場合には，
その事実を速やかに検知・対処することが必要であ
る．最近，
このような異常（インシデント）を検知・
対処する機能を OODA という概念に基づいて実現

9. 上記インシデント検知機能の結果に基づき，イ
ンシデントの原因を隔離・排除するセキュリテ
ィポリシーを立案する機能（セキュリティポリ
シー立案機能 [Decide]）

10. 上記セキュリティポリシー立案機能が立案した
セキュリティポリシーに従って，上記 1 ～ 5 ま
での設定を更新する機能（インシデント対処機
能 [Act]）
■■ セキュリティ機能の実装戦略─多層防御と多重防
御─
社会インフラは多種多様な脅威にさらされており，

することが提唱されている．OODA は，米空軍で

社会インフラの安心・安全を確保するためには，そ

提唱された空中戦闘における意思決定理論に基づく

のそれぞれに対して上述した 10 のセキュリティ機

ものであり，Observe，Orient，Decide，Act の 4 つ

能を実装していく必要がある．

の行動をすばやく繰り返し，意思決定を行う，とい
うものである．
社会インフラに OODA のコンセプトを適用し，

たとえば，図 -1 に示したような制御システムに
おいて，OA 端末，インターネット，リモートメン
テナンス用ノート PC，HMI，無線 AP，タブレッ

インシデントを検知・対処する場合，以下のような

ト端末，といった場所で脅威が発生し得るとすると，

機能を備えることが必要となる．

このそれぞれの発生個所から保護対象の機能（フィ
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■■ 制御システムにおける
セキュリティ機能実装の課題
上述したように，昨今のサイバー攻撃技術の高度

アの利用も可能になってきている．

化に対抗するためには，社会インフラシステムには

しかしながら，制御ネットワークで利用される装

多種多様なセキュリティ対策を効果的に実装する必

置は，いまだ，専用装置・専用通信プロトコルを利

要がある．

用していることが多い．この原因の 1 つとして，制

すなわち，多層防御戦略や多重防御戦略において

御ネットワークでは汎用通信プロトコルを用いては

システム上のどこにどのような機能を配置すればよ

実現できないリアルタイム性が要求されることが多

り低コストにセキュリティ対策を実現できるのか，

いことが挙げられる．一方で，情報セキュリティと

が課題である．
【課題 1】

して提供されているセキュリティ装置・ソフトウェ

また，社会インフラに供される制御システムでは，
情報ネットワークや情報制御ネットワークでは汎用

656

して提供されているセキュリティ装置・ソフトウェ

アは，リアルタイム性を持たない（応答時間を保証
しない）方式がほとんどである．

情報機器や汎用通信プロトコルが使われることが多

すなわち，1 ～ 5 のそれぞれの対策でリアルタイ

くなってきており，いわゆる，情報セキュリティと

ム性が保証できるセキュリティ対策（方式）を実現
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できるのか，が別の課題となる．
【課題 2】
また，制御ネットワークに接続されている装置は，

が含まれており，上述の１～ 6 までのセキュリティ
対策と対応するセキュリティ設備を導入することに

必要最小限のリソースで機能を実現しているものが

相当する．したがって，セキュリティ設備に対して

多く，セキュリティ対策に割り当てることができる

も上述の課題も当てはまるといえる．

計算リソースは情報系の装置に比べて少ない．すな

さらに，社会インフラシステムでは，スマートグ

わち，低リソースな装置で必要十分なセキュリティ

リッドにおけるスマートメータのように，事業者が

対策が実現できるのか，が課題となる．
【課題 3】

完全には管理できない場所に設置される制御装置

さらには，制御システムは長期間にわたって稼働

（フィールド機器）も多い．

し続けることが大前提である一方，昨今のサイバー

このような機器に対しては，設置場所に対してセ

攻撃技術の急激な進展により，これまでまったく予

キュリティ対策を施すことは困難であり，フィール

期しなかった攻撃が瞬く間に一般的な攻撃手法とし

ド機器自身に耐タンパや開閉検知といったセキュリ

て普及する，という状況が頻繁に発生するようにな

ティ設備相当の機能を持たせることが必要になる．

ってきている．このような背景を鑑みると，社会イ

しかしながら，フィールド機器の多くはセキュリ

ンフラのセキュリティは各構成システムが設計段階

ティ対策にコストをかけることが難しい（セキュリ

で対策を行うだけでは十分とは言いがたく，長期間

ティ対策にコストをかけることで本来の目的が果た

運用におけるサイバー攻撃技術の進歩に適応し，機

せなくなる）ものも多く，耐タンパ性をいかに安価

動的にセキュリティ対策を強化できるのか，が課題

に実現するか，が課題である．【課題 7】

となる．
【課題 4】

運用段階で求められるセキュリティ施策にか
かわる技術
運用段階で求められるセキュリティ施策は，社会

開発・保守段階で求められるセキュリティ機
能にかかわる技術
開発・保守段階で，社会インフラシステムが備え
るべきセキュリティ機能は，特には存在しない．

インフラシステムに実装したセキュリティ機能が実

しかしながら，開発・保守段階の機器やシステム

装できない場合に補完的に運用上の規則を定めるこ

も混在する場合には，運用段階のセキュリティ機能

とで対策とする，という施策以外にも，社会インフ

として，以下が必要になると考えられる．

ラシステムに実装したセキュリティ機能が期待し

11. 開発・保守段階の機器やシステムの接続を拒否

た性能を達成するために必要な手続きが含まれる．
その中でも，特に，運用員の教育・訓練【課題 5】

する機能（機器認証機能）

12. 開発・保守段階から運用段階に移行した機器や

とインシデント対応体制の確立【課題 6】が重要で

システムの正当性を確認する機能（システム正

ある．

当性確認機能）
機器認証機能・システム正当性確認機能のいずれ

運用段階で求められるセキュリティ設備にか
かわる技術

についても，課題 1 ～ 4 を満足する必要がある．

者が制御システムのコンソールを直接操作する，と

開発・保守段階で求められるセキュリティ施
策にかかわる技術

いった不正を防止するためのセキュリティ対策であ

開発・保守段階では，開発・保守にかかわる人員

運用段階で求められるセキュリティ設備は，不正

る．制御システムが設置される建屋の入退を IC カ

の教育・訓練が最も大きな課題となる．

ードや生体情報を用いて管理したり，監視カメラを
設置して不正者の侵入を検知したり，といった対策
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開発・保守段階で求められるセキュリティ設
備にかかわる技術
開発・保守段階では，開発・保守にかかわる設備

システムへのセキュリティに関する研究開発に投資
し，送電グリッドの最新化，許認可，立地調査，分
析といった運営活動を支援するとしている．

を不正者が操作する，といった不正を防止するため
のセキュリティ設備が求められる．運用段階と同レ
ベルのセキュリティ対策を実施することが望まれる．

欧州における取り組み
欧州では Framework Program として社会インフ
ラのセキュリティに関する研究開発プロジェクトが

諸外国における研究開発動向

実施されている．以下では，そのいくつかを紹介する．
■■ CRISYS

本章では，社会インフラシステムのセキュリティ

CRISYS（Critical response in security and safety

を確保するために諸外国で行われているサイバーセ

emergencies）は，広域災害が発生した場合に適宜，

キュリティ技術の研究開発について紹介する．

効果的な対処を行うための統合型危機管理システム
の開発を目指したプロジェクトである．

米国における取り組み

■■ BEMOSA

■■ NIST Cybersecurity Framework for Critical
Infrastructures

BEMOSA（Behavioral modeling for security in airports）は，空港のセキュリティを改善することを目

米国国立標準研究所（NIST）は 2014 年 2 月に

的とするプロジェクトである．このプロジェクトで

重要インフラをサイバー攻撃から防御するためのガ

は，空港当局職員が正しく潜在的セキュリティ危険

イドラインとして，“Cybersecurity Framework for

を見つける能力を強化することを目的としている．

1）

■■ SECURECHAINS

Critical Infrastructures”を発行した ．
本フレームワークの特徴は，Framework Core と

SECURECHAINS（Integration of Security Tech-

してセキュリティ対策を次の 5 つに分類していると

nology Supply Chains and Identification of weak-

ころであると言える．

nesses and untapped potential）は，欧州における市

・IDENTIFY：セキュリティリスクに対する理解を

民の安全，基盤とユーティリティの安全，知的な監

促進するための対策

視と国境警備，危機が生じた場合の復元保安と安全

・PROTECT：サービスを確実に提供するためのセ

といった課題に取り組むためのプロジェクトである．

ーフガードの実装に関する対策
・DETECT：セキュリティイベントの発生の検知に

日本における取り組みの動向

関する対策
・RESPOND：検出されたセキュリティイベントに
対して適切に対処するための対策

れている研究開発の動向について紹介する．

・RECOVER：サービスを維持・復旧するための
対策

（1）セキュリティメトリクス
課題 1 への対応として，セキュリティに対する要

■■ 米国におけるそのほかの取り組み

件やセキュリティの評価軸（項目）の検討が進めら

米国はエネルギー省に対して 2014 年度予算とし

れている．諸外国においてもいくつかの取り組みが
3）～ 5）

て，2012 年度予算を 8% 上回る予算を配分する予

行われている

定であり，その増加分の一部として米国のエネルギ

総務省委託研究「災害に備えたクラウド移行促進セ

2）

ーセキュリティの強化が挙げられている ．
その中では，スマートグリッドやエネルギー制御
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本章では，上述した課題に対して主に日本で行わ
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6）

れている ．また，民間においても従来のセキュリ

られる．

ティの強靭さ（Hardness）に加えて，脅威の進化
への適応性（Adaptive）・即応性（Responsive）・協

まとめ

調性（Cooperative）という 3 つの要件に基づく指
7）

標が検討されている ．
（2）リアルタイム保証型セキュリティ

社会インフラシステムのセキュリティを確保す
るためには，脅威の発生タイミングを考慮しつつ，

課題 2 に対する既存対策の問題の 1 つが，運用

12 のセキュリティ機能や，運用手続き等のセキュ

によってセキュリティチェック項目が増加していく

リティ施策，物理的なセキュリティ設備を組み合わ

点にある．たとえば，アンチウィルスソフトウェア

せ，セキュリティ対策を実施することが必要である．

のウィルス定義ファイルは典型的な例であるといえ

その多くは，情報システムで用いられているセキ

る．そこで，あらかじめ信頼できるプログラムを限

ュリティ対策が適用できるものの，リアルタイム性

定できる制御システムでは，ウィルス定義ファイル

やデバイスのリソース，フィールドデバイスの管理，

（＝ブラックリスト）ではなく，信頼できるプログ

といった観点で，そのまま適用できないセキュリテ

ラムのリスト（＝ホワイトリスト）でセキュリティ

ィ対策も多い．本稿で述べたいくつかの課題に対し

を確保する方式が各所で検討されている．

てはすでに取り組みが始まっているものも存在する．

（3）軽量セキュリティ
制約条件の厳しい機器に対する軽量なセキュリ
ティ対策の技術開発が行われている．たとえば，

CPU 能力に大きな負荷を与える暗号通信実現にあ
たっては軽量な暗号アルゴリズムの開発に加え，暗
号化に必要な乱数列を事前に生成することに加えて，
暗号化する領域を必要最小限に絞ることにより高
速・低負荷軽量暗号処理を実現する技術が研究開発
８）

されている

．

（4）運用員教育・訓練
課題 5・課題 6 に関連し，制御システムでは，従
来，制御装置の基本的な操作や以上への対処方法を
身につけるため，運転訓練シミュレータを用いた教
育・訓練が行われてきた．そこで，セキュリティに
関する教育・訓練もシミュレータを活用することが
有効であると考えられる．

しかし，こうした課題を解決するためのセキュリテ
ィ技術の研究開発を継続的に実施することが望まれ
ている．
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（CSSC）では，制御システムの特徴的な機能を切
り出し，サイバー演習が実施可能な模擬システムを

CSS-Base6 として構築している 9）．
CSS-Base6 のような模擬システムは制御システム
におけるセキュリティの重要性認識や，施策の有効
性検証に有効であるだけではなく，課題 5・課題 6
への対策として活用することも有効であると考え

鍛

忠司

tadashi.kaji.ck@hitachi.com

1996 年大阪大学基礎工学研究科物理系専攻情報工学分野博士前期
課程修了．同年，日立製作所入社．入社以来，情報セキュリティ，制
御システムセキュリティ技術の研究開発・標準化等に従事．博士（情
報科学）．IEEE CS 会員．

情報処理 Vol.55 No.7 July 2014

659

