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1. はじめに
1.1. 本調査の趣旨
1.1.1 背景と目的
多くの重要インフラのシステムには、情報システムと制御システムの二つの系統が
ある。このうち制御システムは、他の機器やシステムの動作を管理、指示、制御する
システムであり、センサやアクチュエータなどのフィールド機器、制御用ネットワー
ク、コントローラ、監視・制御システム（SCADA 1 とも呼ばれる）などで構成されて
いる。最近の制御システムは、標準プロトコル（TCP/IP 2 やイーサネットなど）や汎
用製品の導入が進展し、さらに、競争力強化といった経営面からの要請により、情報
システムとの連携が進み、ネットワークを介してシステム接続するケースが増大して
きている。このような状況において制御システムは様々な脅威（たとえば不正アクセ
スや情報漏えいなど）に直面していることが指摘されており、万が一攻撃を受けた場
合のサービス提供への影響は大規模かつ広範囲になると予測されている。
このような背景のもと、前年度、重要インフラ制御システムの障害発生時における
サービス継続のための現状の対応に関する調査を実施し、米国における制御システム
のセキュリティに対する取組みと、日本における現状の比較・検討を行った 3 。
そこで、本年度は、情報セキュリティ上の課題が顕在化してくると想定される重要
インフラ等の制御システムを対象に、前年度は未調査であった欧州の事例について調
査を行うとともに、米国・日本についても最新情報に関する追加調査を行う。
本調査は、今後、情報セキュリティ上の課題が顕在化してくると想定される重要イ
ンフラ等における制御システムを対象として、情報セキュリティに関する国内外の現
状から、事業継続に貢献できる脆弱性低減施策とその普及施策について調査すること
を目的として実施する。また、制御システムの研究・開発者や情報セキュリティの専
門家などによる有識者の検討会を設置し、上記の調査内容をもとに、重要インフラ等
における制御システムを対象とした情報セキュリティに関する課題整理、対策のあり
方、意識向上策などについて検討を行う。
本報告書は、重要インフラ等における制御システムの脆弱性低減に向けた活動の主
体である政府機関、セキュリティ関係機関、制御機器ベンダなどにおいて、その施策
の立案、実施、普及に寄与することを主眼としているが、制御システムの情報セキュ
リティ向上に関心のある団体、個人に対しても広く参考となることを目指す。
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Supervisory Control And Data Acquisition
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
重要インフラの制御システムセキュリティとITサービス継続に関する調査報告
書：http://www.ipa.go.jp/security/fy20/reports/ics-sec/index.html
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1.1.2 前年度調査から得られた課題と今後の検討の方向性
前年度の調査では、制御システムの情報セキュリティに関する取組みのファクトフ
ァインディグとして、先行的に取り組んでいる米国と、日本の現状を調査した。その
結果、米国では制御システムへ汎用製品と標準プロトコルの採用が進展し、情報シス
テムとの接続が増加しており、それにともなっていくつかの重大なセキュリティ上の
インシデント発生 4 も報告されるなど、制御システムの情報セキュリティリスクが顕
在化していることが明らかになった。
米国における重要インフラ制御システムの情報セキュリティ対策は、国土安全保障
省（DHS 5 ）が中心となり推進しており、また、エネルギー分野のインフラが重視さ
れていることからエネルギー省（DOE 6 ）がエネルギーセクタを支援する形で取り組
んでおり、国立標準技術研究所（NIST 7 ）が連邦政府向けの制御システムのセキュリ
ティ基準を策定中であった。
具体的な活動としては、DHS による制御システムのセキュリティ強化のプログラム
である CSSP（Control Systems Security Program）、DOE がサポートする制御システム
脆弱性の検証施設である NSTB（National SCADA Test Bed）、エネルギーセクタにおけ
る制御システムセキュリティ強化のロードマップ策定、民間によるセキュリティ認証、
NIST による基準策定および標準化活動など、制御システムの脆弱性を緩和するため
の様々な取組みを取り上げた。また、官民の情報共有の場として 2005 年から PCSF
（Process Control Systems Forum）が開催されており、政府、インフラ事業者、制御機
器ベンダ、セキュリティ事業者などが参加し、活発な意見が交わされていた。なお、
前年度調査の報告後には、制御システムのインシデント情報に関するデータベース構
築の動きもある。
日本国内の調査では、制御システムの情報セキュリティへの認識が米国ほど高くは
なく、具体的な対応はこれからであることが分かった。その背景としては、制御シス
テムの個別性・独立性が比較的強いと認識されていたことがあげられる。日本におい
ても制御システムへの汎用製品と標準プロトコルの採用は着実に進展しており、米国
における議論と同様の制御システム上の情報セキュリティ課題が指摘された。
z

制御システムのセキュリティ課題（前年度調査報告書）
・ オープン化に伴う脆弱性リスクの混入
・ 製品の長期利用に伴うセキュリティ対策技術の陳腐化
・ 可用性重視に伴うセキュリティ機能の絞込み
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原子力発電所の制御システムへのワーム侵入、鉄道の信号管理システムのウイルス感染による運行停止、ワームによる自動車工
場の操業停止などの事象が発生
Department of Homeland Security
Department of Energy
National Institute of Standards and Technology
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また、調査結果とそれに基づく検討会での議論を踏まえ、重要インフラ等の制御シ
ステムのセキュリティを確保し、サービスの継続を図る上で、今後検討する必要のあ
る課題を、技術、運用、環境の各側面から分析した。その結果、制御システムのセキ
ュリティ強化に向けた検討課題として、セキュリティリスクを把握し評価する技術面、
ガイドラインやツールの整備などの運用面、規格策定および情報共有における国際連
携などの環境面での取組みが、今後さらに検討すべき課題とされた。
これらの課題を明確化していくためには、さらなる調査の深耕とセキュリティ対策
のあり方の検討が必要である。前年度の報告書においては、今後必要と思われる調査
検討項目を下記のように提言としてまとめている。本年度の調査実施においては、こ
れらを念頭に置き、具体的な調査項目を定める必要がある。
z

今後に向けた提言（前年度調査報告書）
・ さらなる調査深耕の必要性
－制御システム全体像の調査と現状把握
－欧州における制御システムセキュリティに対する取組みの調査
－政府における取組みの方向性の調査
・ 調査を踏まえたセキュリティ対策のあり方の検討
－日本としての制御システムセキュリティのガイドライン確立
－制御機器ベンダおよび事業者に対する啓発
－セキュリティ検証環境の整備
－国際協調の必要性
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1.2. 本調査の概要
1.2.1 調査内容
本調査では、重要インフラ等の制御システムを対象に、前年度は未調査であった欧
州の事例について調査を行うとともに、米国・日本についても、より具体的な状況と
最新の動向を把握することに重点を置いて追加調査を行った。また、これら調査結果
より、日米欧の状況を比較し、制御システムの構成・範囲・前提条件、想定する脅威・
脆弱性、セキュリティ上の要件などの観点から有効な施策を分析した。前年度調査で
は国内のヒアリング対象は制御機器ベンダを中心としていたが、本年度は、制御機器
などで実際にインフラを構成、運用する立場である利用者の意見聴取を目的に、一部
ではあるが事業者へのヒアリングを行った。さらに、アジアの動向についても入手可
能な情報の取得を試みた。
重要インフラ等における制御システムの脆弱性低減に向けた施策の課題整理とそ
の検討を踏まえ、その普及施策も想定して検討を行った（図表 1-1）。調査は、コン
ポーネント、人・組織、運用までも含めた制御システムを対象とした。また近年、ス
マートグリッド／スマートメーター、制御システム用無線技術などへのセキュリティ
課題の認識が高まっていることから、本報告書でも新技術の動向として取り上げた。
図表 1-1 本年度の調査内容
情報システム

ｅ-マーケット
プレイス

公共機関

パートナー

別プロジェクトで
推進
家庭
家庭

インターネット

屋外

制御システム
組込みシステム
のセキュリティ

監視・制御装置

今回の調査対象
コントローラ
制御機器
ベンダ
センサ、製造装置等

資料：各種資料より作成
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重 要インフ ラ制御システムの
脆弱性低減と普及施策に関する調査

1.2.2 調査項目
前年度調査の提言において、さらに調査が必要な項目として、制御システムの全体
像および現状把握、欧州の取組み、政府における取組みの方向性をあげ、セキュリテ
ィ対策のあり方の検討として、制御システムセキュリティのガイドライン確立、制御
機器ベンダおよび事業者に対する啓発、セキュリティ検証環境の整備、国際協調の必
要性をあげている。本調査では、日本においても今後制御システムの情報セキュリテ
ィ課題が顕在化してくることが考えられ、これに対する有効な対策が求められるよう
になると想定されることから、そのうちのセキュリティ対策のあり方にフォーカスし
て、米国における最新状況をもとに深掘りするとともに、新たに欧州における施策を
調査した。具体的には、ガイドやツールの整備状況、評価・検証の手法、データベー
スの構築、認証（Certification）の取組みを対象とした。また、これらの取組みが日本
において適用可能かどうかを検討するため、日本のセキュリティ対策の現状と対策実
行上の課題についても調査項目として取り上げた。なお、アジアの動向については、
カンファレンスなどより入手可能な情報を対象とした。
（1） 欧米における制御システムの脆弱性低減のための施策
① 制御システムの脆弱性低減のためのガイドやツールなどの整備・活用状況
・ガイドやツール、グッド・プラクティス集などの提供状況、具体的な内容や
活用状況などについて調査
② 制御システム脆弱性の評価・検証のための手法
・セキュリティ対策を合理的に達成していることを、客観的にテスト、評価、
検証するための手法と、それを実行するための環境作りについて調査
③ 制御システムに関するセキュリティ障害事例データベース動向
・障害事例データベースの目的、内容（データ項目など）、運用の仕方
（情報収集→蓄積→公開）などについて調査
④ 制御システムの認証（Certification）を取り巻く環境
・制御システムのセキュリティ機能などの適切性・確実性について評価・認証
を行うための仕組みや、その認知・実施度合いについて調査

（2） 日本における制御システム脆弱性低減のための施策
① 制御システムのセキュリティ対策
・政府、インフラ事業者、ベンダなどの取組み状況を把握
② 対策実行にあたっての課題
・欧米との比較をもとに日本での適用可能性を検討
5

1.2.3 調査方法
本調査では、以下に示す公開資料調査およびヒアリング調査を実施した（図表 1-2）。
図表 1-2 調査方法
調査方法

概

要

公開資料
調査

制御システムセキュリティに関する各種文献、先進的な取組みを
推進する政府機関、関係組織のウェブサイトなどで公表された最新
情報などの公開資料を調査した。

ヒアリング
調査

制御システムセキュリティを検討するにあたり、国内制御機器メ
ーカ、海外での取組みを推進する政府機関、関係組織へのヒアリン
グ調査を実施した。カンファレンスでの情報収集も行った。

さらに、本調査で設置する有識者による検討会を次表に示すように連動させること
により、調査内容の深化、有用性の向上を図った（図表 1-3）。
図表 1-3 調査の観点と進め方
検討会（２回開催）

調査（事務局調査チーム）
・研究会の目的、進め方、スケジュール
などについての案を作成
・調査先候補に関する事前調査実施

【第 1 回検討会（2009 年 11 月）】
・研究会の目的、進め方、スケジュールな
どについての確認
・制御システムセキュリティに関するテーマ
プレゼンテーション
・第 1 回検討会での決定内容に基づき調
査実施を実施し、調査報告書（案）を作成
【第２回検討会（2010 年 2 月）】
・調査報告書（案）についての議論
・重要インフラ等の制御システムの情報セ
キュリティのあり方や意識向上策などに
ついて議論
・第 2 回検討会での議論内容を踏まえて最
終報告書作成
6

1.2.4 調査の対象
（1） 国内調査
＜制御機器ベンダへのヒアリング＞
z 社団法人 日本電気計測器工業会（JEMIMA 8 ） PA（Process Automation）・FA
（Factory Automation）計測制御委員会セキュリティ調査研究ワーキンググループ
＜事業者へのヒアリング＞
z トヨタ自動車株式会社
z 社団法人 日本ガス協会
＜有識者、研究機関との意見交換＞
z 京都大学
z 奈良先端科学技術大学院大学
z 一般社団法人 JPCERTコーディネーションセンター（JPCERT/CC 9 ）
z 株式会社 サイバーディフェンス研究所
z 財団法人 電力中央研究所
＜公開資料調査＞
z 内閣官房情報セキュリティセンター（NISC 10 ）、JPCERT/CCなどの公開資料
（2） 海外調査（欧州）
＜政府機関へのヒアリング＞
z 英国国家インフラ防護センター（CPNI 11 ）
z ドイツ情報セキュリティ庁（BSI 12 ）
＜研究機関、大学へのヒアリング＞
z 欧州委員会共同研究センター（JRC 13 ）市民防護セキュリティ研究所（IPSC 14 ）
＜セキュリティ関連機関へのヒアリング＞
z ドイツTÜViT 15 （民間の安全性評価機関）
＜カンファレンスでの情報収集、公開資料調査＞
z The 2009 European Community SCADA and Process Control System Summit
z 欧州ネットワーク情報セキュリティ庁（ENISA 16 ）などのWEBサイト
（3） 海外調査（北米）
＜政府機関へのヒアリング＞
z 米国アイダホ国立研究所（INL 17 ）

8

Japan Electric Measuring Instruments Manufacturers’ Association
Japan Computer Emergency Response Team/Coordination Center
10
National Information Security Center
11
Centre for the Protection of National Infrastructure
12
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
13
Joint Research Centre
14
Institute for the Protection and Security of the Citizen
15
Techniscer Überwachungs Verein Informationstechnik
16
European Network and Information Security Agency
17
Idaho National Laboratory
9
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＜セキュリティ関連機関へのヒアリング＞
z カナダRISI 18 （民間非営利団体によるインシデント情報データベース）
z 米国 Mu Dynamics 社
＜コンサルティング会社へのヒアリング＞
z 米国 Takenaka Partners 社
＜公開資料調査＞
z DHS、DOE、NIST などの WEB サイト
（4） 海外調査（アジア）
＜カンファレンスでの情報収集、公開資料調査＞
z SCADA Northeast Asia
1.3. 用語および略語の定義
1.3.1 用語定義一覧
本報告書で使用する用語の意味を以下に定義する（図表 1-4）。
図表 1-4 用語定義一覧
用語
オープン化

制御システム

SCADA

18

定 義
本調査では、汎用製品の採用および標準プロトコルの採用の両
方を含めて「オープン化」と呼ぶ。なお、上記のどちらか片方だ
けに限定して記述する場合は、
「汎用製品の採用」
、
「標準プロトコ
ルの採用」というように明確に区別して記述する。
「制御システム」は、狭義と広義に分けて捉えることができる。
本調査では、特に言及が無い場合には狭義の意味で「制御シス
テム」という表現を使用する。すなわち、センサやアクチュエー
タなどのフィールド機器、コントローラ、監視・制御用に用いる
サーバやクライアント PC などをネットワークで接続した機器群
（システム）をさすこととする。
Supervisory Control And Data Acquisition の略称。
主に、地理的に分散した制御対象を広域ネットワークを介して
遠隔集中監視するシステムを SCADA システムと呼ぶが、日本で
は、PLC（Programmable Logic Controller）などの制御機器の監視を
HMI（Human Machine Interface：マンマシンインタフェース）であ
る汎用 PC 上で実行するためのソフトウェアを SCADA と呼ぶ場合
が多い。
本調査では、制御システムのうち汎用製品、標準プロトコルが
採用されているシステムをさすこととする。

Repository of Industrial Security Incidents
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1.3.2 略語一覧
本報告書で使用する略語は以下の通りである（図表 1-5）。
図表 1-5 略語一覧
略語
AMI
ARP
ASCI
BBK
BCIT
BKA
BSI
CC
CEM
CERT/CC
CIIP
CIP
COTS
CPNI
CS2SAT
CSET
CSSP
CSVA
DHS
DNP3
DOE
DoS
EE
ENEA
ENISA
E-SCSIE
EU
FA
FERC
FIDI-SC
FP7
GPRS
GSM
HMI
ICMP

名称
Advanced Metering Infrastructure
Address Resolution Protocol
Automation Standards Compliance Institute
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
British Columbia Institute of Technology
Bundeskriminalamt
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Common Criteria
Common Evaluation Methodology
Computer Emergency Readiness Team / Coordination Center
Critical Information Infrastructure Protection
Critical Infrastructure Protection
Commercial Off-The-Shelf
Centre for the Protection of National Infrastructure
Control System Cyber Security Self-Assessment Tool
Cyber Security Evaluation Tool
Control Systems Security Program
Cyber Security Vulnerability Assessment
Department of Homeland Security
Distributed Network Protocol 3
Department of Energy
Denial of Service
Enterprise Evaluation
l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile
European Network and Information Security Agency
European SCADA and Control Systems Information Exchange
European Union
Factory Automation
Federal Energy Regulatory Commission
Forum för Informationsdelning av-seende SCADA-säkerhet
Seventh Framework Programme
General Packet Radio Service
Global System for Mobile Communications
Human Machine Interface
Internet Control Message Protocol
9

略語
ICS
ICSJWG
ICS-CERT
ICTU
IEC TC
IEEE
IIT
INL
IPA
IPSC
ISA
ISAC
ISCI
ISID
ITSEC
JEITA
JEMIMA
JPCERT/CC
JRC
JVN
KERI
LLDP
MI5
MSB
MTP
MTR
NASA
NAVI
NCSD
NERC
NICC
NISC
NISCC
NIST
NPSI
NSAC
NSTB

名称
Industrial Control System
Industrial Control Systems Joint Working Group
Industrial Control Systems Cyber Security Response Team
ICT Uitvoeringsorganisatie
International Electrotechnical Commission Technical Committee
The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Institute of IT
Idaho National Laboratory
Information-technology Promotion Agency, Japan
独立行政法人 情報処理推進機構
Institute for the Protection and Security of the Citizens
International Society of Automation
Information Sharing and Analysis Center
ISA Security Compliance Institute
Industrial Security Incidents Database
Information Technology Security Evaluation Criteria
Japan Electronics and Information Technology Industries Association
社団法人 電子情報技術産業協会
Japan Electric Measuring Instruments Manufacturers' Association
社団法人 日本電気計測器工業会
Japan Computer Emergency Readiness Team / Coordination Center
一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター
Joint Research Centre
Japan Vulnerability Notes
Korea Electro-technology Research Institute
Link Layer Discovery Protocol
Military Intelligence, Section 5
Myndigheten for Samhallsskydd och Beredskap
Multi-annual Thematic Programmes
Mass Transit Railway
National Aeronautics and Space Administration
Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur
National Cyber Security Division
North American Electric Reliability Corporation
Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cyber Crime
National Information Security Center
内閣官房情報セキュリティセンター
National Infrastructure Security Co-ordination Centre
National Institute of Standards and Technology
Nationaler Plan zum Schutz der Informationsinfrastrukturen
National Security Advice Centre
National SCADA Test Bed
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略語
NVD
OE
PA
PA
PCSF
PCSRF
PDCA
PLC
PLC
QES
RFID
RISI
RTU
RWTUV
SCADA
SCNI
SCSIE
SEMA
SICE
SP
SPP
SRSA
SSAT
TCP/IP
THW
TNO
TR
TUViT
UP KRITIS
US-CERT
VIKING
VNG
VPN

名称
National Vulnerability Database
Office of Electricity Delivery and Energy Reliability
Process Automation
Preparatory Action
Process Control Systems Forum
Process Control Security Requirements Forum
Plan, Do, Check, Action
Programmable Logic Controller
Power Line Communication
Qualified Electronic Signature
Radio Frequency Identification
Repository of Industrial Security Incidents
Remote Terminal Unit
Rheinisch-Westfalischen TUV
Supervisory Control And Data Acquisition
Security of Critical Networked Infrastructure
The SCADA and Control Systems Information Exchange
Swedish Emergency Management Agency
The Society of Instrument and Control Engineers
社団法人 計測自動制御学会
Special Publication
System Protection Profile
Swedish Rescue Services Agency
SCADA Self Assessment Tool
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
Technisches Hilfswerk
Nederlandse Organisatie voor Toegepast- Natuurwetenschappelijk
Onderzoek
Technical Report
Technischer Uberwachungs-Verein IT
Umsetzungsplan Kritische Infrastrukturen
United States Computer Emergency Readiness Team
Vital Infrastructure, Networks, Information and Control System
Management project
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Virtual Private Network
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2. 重要インフラ制御システムの脆弱性低減に向けた取組み
2.1. 欧州における取組み
2.1.1 重要インフラ制御システムのセキュリティに対する取組み体制
（1） 全般的状況
欧州全体としての取組みは、欧州連合の行政部門である欧州委員会が主体となって
いる。欧州委員会では共同研究センター（JRC）傘下に市民防護セキュリティ研究所
（IPSC）を設置し、重要インフラ防御に関する共通的な技術開発と政策立案支援を行
っている。また、各国の取組みの支援、橋渡しを行う組織としてネットワーク情報セ
キュリティを担当する欧州ネットワーク情報セキュリティ庁（ENISA）が、制御シス
テムセキュリティも所管している。
国ごとの取組みについては原則的に各国の政府が責任を持ち、独自の方法で重要イ
ンフラ制御システムの情報セキュリティ強化に取り組んでいる。例えば、施策推進の
中心は、英国、スウェーデンのように重要インフラ防護の所管省庁である場合や、ド
イツのように情報セキュリティの所管省庁である場合がある。英国やドイツでは制御
システムセキュリティに関する基準・ガイドを政府が直接作成しているが、オランダ
では政府から独立した民間の機関に作成を委託している。また、ドイツでは民間の認
証機関が諸基準に基づく認証サービスを行っている。
図表 2-1 欧州の重要インフラ制御システムセキュリティに対する取組み体制
● 欧州連合(EU)

行政部門の執行機関で政策立案、研究を実行

JRC

欧州委員会

38ある欧州委員会の部局のひとつ。共同研究センター

欧州政府の行政部門

IPSC

専門機関

ENISA

欧州政府の専門分野別
行政部門（23組織）

● 欧州各国

JRCの6研究所のひとつ。重要インフラセキュリティ研究
制御システムセキュリティテストベッド運営

ネットワーク情報セキュリティ（制御システムも含む）

Technical Competence Department
ネットワークセキュリティ注意喚起、CERTとのリエゾン

それぞれの国内は各国が責任をもって推進
関係機関

ガイド／グッドプラクティス

イギリス

CPNI

Good Practice Guide

ドイツ

BSI

CIP Implementation Plan

オランダ

ICTU

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ

MSB

SCADA Security Good Practices
for Drinking Water Sector
Guide to Increased Security
in PCS for Societal Functions

資料：各種資料より作成
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情報収集・
規準に反映
参照

情報共有活動
（SCSIE等）

民間認証機関
（TUViT等）

ｸﾞｯﾄﾞﾌﾟﾗｸﾃｨｽ 民間研究機関
（TNO）
作成委託

情報共有活動

情報収集・
規準に反映

（FIDI‐SC等）

（2） 欧州委員会共同研究センター（JRC）および市民防護セキュリティ研究所（IPSC）
市民防護セキュリティ研究所（IPSC）は欧州連合の行政組織である欧州委員会
（European Commission）の 38 ある部局のひとつである共同研究センター（JRC）傘
下の 7 研究施設の一つであり、重要インフラ防御技術開発および技術的な知見に基づ
く政策策定のサポートおよび制御システムセキュリティの研究と評価を行っている。
JRCは 2007 年から 2013 年までの第 7 次フレームワークプログラム（FP7 19 ）の多年
度のプログラムに基づき、5 つの政策領域で活動している。そのうち「セキュリティ
と自由」領域が制御システムセキュリティに関連している。各領域にはアジェンダ（目
標）が定められ、それらの達成のためアクション（プログラム）が実行される。アク
ションはJRC傘下の 7 研究所を横断するプロジェクトの集合体である。IPSCは全領域
で合計 31 のアクションを遂行しており、そのうち 7 アクションが「セキュリティと
自由」領域の「国内セキュリティ」に関わるものである。
SCADAシステムセキュリティなど含む制御システムセキュリティに取り組むアク
ションはネットワーク化された重要インフラセキュリティ（SCNI 20 ）と呼ばれている。
図表 2-2 JRCの運営の仕組みと制御システムセキュリティ関連プログラム

資料：インタビューおよび各種資料より作成

19
20

Seventh Framework Programme
Security of Critical Networked Infrastructure
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（3） 欧州ネットワーク情報セキュリティ庁（ENISA）
欧州ネットワーク情報セキュリティ庁（ENISA）は欧州におけるデジタル社会の健
全な発展と情報セキュリティ向上に貢献するため、2004 年に設立されたEU 21 の専門機
関である。主たる役割は、欧州の各国政府に重要インフラセキュリティを含むサイバ
ーセキュリティに関する助言と支援を提供することであり、EU各国の情報セキュリ
ティ担当当局、特に各国のCERT（Computer Emergency Response Team）を支援する。
図表 2-3 ENISAの概要
■設置目的
・ 欧州連合、
欧州委員会の各機関および欧州各国のネットワーク情報セキュリティ問
題に対する予防、対策および緊急対応の能力を向上
・ ネットワーク情報セキュリティ障害に関わる案件について、規則 460/2004（ENISA
設置規則）で定められた権限で欧州委員会、欧州各国に対し、支援と助言を提供
・ 官民連携推進のため、高度な専門的知識を蓄積
・ 法制度整備・改訂のための技術面での予備検討について、欧州委員会の要請に応じ
て支援リスクの評価・検討のための枠組み作り、リスク管理機能向上を支援
■主要任務
・ 欧州委員会と欧州各国に対して以下について助言と支援を提供：
- 情報セキュリティ
- システム製品のセキュリティ問題についての政府と産業界の意思疎通
・ 情報セキュリティのインシデントとリスクに関するデータの収集と分析
・ 脅威への対処能力強化のためのリスクアセスメントとリスク管理手法の発展・奨励
・ 注意喚起と関係者間の連携のため、関連産業における官民連携の展開
資料：ENISA（http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/）、欧州連合法 HP より作成
（http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0460:EN:HTML）

ENISAにおける具体的な活動としては、複数年度にまたがる長期的な活動である
「多年度テーマプログラム（MTP 22 ）」と、一年間試験的に新しい活動を行う「準備活
動（PA 23 ）」がある。PAは活動期間終了後にMTPとすべきかどうかの見極めが行われ
る。

21
22
23

European Union
Multi-annual Thematic Programmes
Preparatory Action
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図表 2-4 ENISA の 2010 年の活動概要（抜粋）
■多年度テーマプログラム（MTP）
・MTP1：欧州電子通信ネットワークの障害耐性向上
- ENISA の情報共有、インシデント報告、グッドプラクティス・ガイド活動の推
進、ベンダに対するネットワークの障害耐性向上の支援
・MTP2：情報セキュリティに関する連携方式の開発と維持
- 各国 CERT とのグッド・プラクティスの共有、注意喚起活動の連携基盤の提供
・MTP3：通信・ネットワークの信頼性・秘匿性への新たなリスクの特定
- シナリオ分析によるリスクの評価の枠組み作り、リスク管理機能向上の支援
■準備活動（P A）
・PA1：将来のインターネットにおける利用者識別、説明責任、信頼性の確保
- 認証・個人情報保護の仕組み、ネットワーク経由のサービスモデルに関する技
術の棚卸と評価
・PA2：欧州連合のネットワークセキュリティに関する連携の推進と枠組み作り
- ベンダと利用者のコミュニティによるネットワークセキュリティ管理のため
のガバナンスのための取組み
資料：ENISA（http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/）より作成

（4） 英国国家インフラ防護センター（CPNI）
英国国家インフラ保護センター（CPNI）は、2007 年に情報局保安部（MI5 24 ）の一
部と国家インフラストラクチャ安全調整局（NISCC 25 ）、国家セキュリティ顧問局
（NSAC 26 ）を併合して作られた英国政府内の専門組織である。省庁横断の組織であ
り、英国の様々な政府機関、産業界、大学からの人材で構成されている。
主な任務は、テロリズムやその他の脅威に対する国のインフラの脆弱性を低減する
目的で、重要インフラのセキュリティ（情報通信、人的、物理的セキュリティも含む）
に関する総合的なアドバイスを政府機関および民間部門へ与えるもので、セキュリテ
ィのガイドの作成・公開、対面での伝達など様々な方法で行われる。アドバイスは高
度な専門性と情報に基づくもので、他の政府機関、大学、民間の研究プロジェクトの
後援もしており、また様々な分野の専門家との情報交換も行っている。
CPNI が行っている研究プロジェクトは、情報エレクトロニクス分野と物理的・人
的セキュリティ分野がある。情報エレクトロニクス分野は SCADA・プロセス制御シ
ステムの相互依存性と次世代ネットワークに関するものであり、具体的にはシステム
24
25
26

Military Intelligence, Section 5
National Infrastructure Security Co-ordination Centre
National Security Advice Centre
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セキュリティエンジニアリング、脆弱性の発見と対策、リアルタイムなマルウェアの
特定、ネットワーク犯罪調査、相互依存性のモデリングおよび認証である。物理的・
人的セキュリティ分野の研究領域は、ヒューマンファクター、電子工学と制御システ
ム（自動車、センサネット、SCADA）、防弾・対爆、物理的防御手段、およびスキャ
ニング・検出技術（爆発物、武器、生物・化学・放射性物質）である。
（5） ドイツ情報セキュリティ庁（BSI）
ドイツ情報セキュリティ庁（BSI）は内務省の下部組織である。1986 年に中央暗号
庁がコンピュータセキュリティを所管したことから始まり、情報セキュリティニーズ
の高まりを受け、1989 年中央 IT セキュリティ庁へ改組後、1990 年に BSI となった。
図表 2-5 BSI の組織
事務局長
内部監査
国際関係
広報

長官 Michael Hange
副長官 Horst Flatgen

1部

部局 11
アプリケーションと重要インフラセキュリティ
ビジネスプロセスの通信保全
重要インフラとITセキュリティ検査
セキュリティコンサルティングサービス
ITセキュリティ管理とIT防護活動
ビジネスプロセスの高可用性

部局 12
ネットワークセキュリティ
連邦CERT活動
インターネットセキュリティ
オペレーティングシステムのITセキュリティ
IT普及センター
政府ネットワークへのインターネットからの
攻撃防御

部局 21
暗号技術

2部

部局 22
盗聴対策

ITセキュリティアーキテクチャと基盤構築
モバイル通信セキュリティ
暗号コンポーネントの開発
エミッションセキュリティ
暗号システムの開発
盗聴対策基盤
暗号システムの評価
盗聴対策
暗号とITセキュリティの管理
物理的セキュリティ
暗号技術センター
暗号技法のデザインと評価
3部

部局 31
新技術とプロジェクト適合

部局 32
認証、認可、適合テスト

新技術と基礎研究
公式電子ID文書
産業連携
Z部

組織
財務
プロジェクト管理

人事
内部サービス
セキュリティ

情報とコミュニケーション、広報
認証
認可とテスト標準
品質管理

IT組織/計画
IT運用

ITスタッフ

資料：BSI（https://www.bsi.bund.de/cln_165/EN/Home/home_node.html）
BSI はサイバーセキュリティ全般を所管しており、以下に関する IT の脆弱性の分析
と防護手段の開発を行っている。
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・ソフトウェアと重要インフラセキュリティ
・ネットワークセキュリティ（連邦 CERT 運営、IT situation center、
IT 危機管理センター、早期警戒システム）
・暗号技術、RFID 27 や生体認証などの新技術
これらには、IT に関するリスクと脅威に関する情報の提供と IT セキュリティ試験、
IT システムのアセスメント、産業との連携も含まれる。また、E-SCSIE（2.1.3(6)参照）
との連携、政府とユーザと大学関係者の情報交換、インシデント情報の共有などを実
施している。
重要インフラ防御については、重要インフラ防護国家戦略、情報インフラ防護計画
（NPSI 28 ）、重要インフラ防御実施計画（UP KRITIS 29 ）、が内務省によって定められ公
開されている。これらによると、重要インフラ防御に関する連邦政府としての対策は、
内務省のもとでBSI、住民保護災害支援庁（BBK 30 ）、連邦刑事局（BKA 31 ）、連邦技術
支援局（THW 32 ）がそれぞれの担当分野を取りまとめている。BSIの取組みは、SCADA
システムセキュリティに特化した取組みというよりは、国内の情報セキュリティを確
保する一環として重要インフラに関する情報セキュリティに取り組むという、より広
い立場をとっている。SCADAシステムセキュリティに関する具体的な検討は電力、
水道などに重点を置いている。
（6） スウェーデン民間緊急事態対応庁（MSB 33 ）
スウェーデンにおいては緊急事態管理庁（SEMA 34 ）が国の重要インフラを含むセ
キュリティ政策の立案と政府内、民間セクタとの調整を担う政府機関であったが、ス
ウェーデン政府は 2009 年、これに代わり民間緊急事態対応庁（MSB）を創設した。
MSBは緊急事態に対する政府全体の対応を統合、調整、支援することを任務とし、
SEMA、救急救助庁（SRSA 35 ）、心理防衛会議は廃止され、その機能がMSBに統合さ
れた。
今回の調査では重要インフラ制御システムの情報セキュリティのガイド、情報共有
の仕組みなどにフォーカスした関係上、MSB の担当範囲の活動として、SEMA にお
いて取り組まれていた事項を記述する。

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Radio Frequency IDentification
Nationaler Plan zum Schutz der Informationsinfrastrukturen
Umsetzungsplan Kritische Infrastrukturen
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Bundeskriminalamt
Technisches Hilfswerk
Myndigheten for Samhallsskydd och Beredskap
Swedish Emergency Management Agency
Swedish Rescue Services Agency
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図表 2-6 MSB の構成
内部監査部門

コミュニケーション担当
財務・企画担当
人事担当
法務担当

長官
副長官

管理部

リスク・
脆弱性低減部

訓練・演習・
緊急事態対策部

調整・業務部

評価・検査部）

資料：MSB（http://www.msb.se/en/?ResetTargetNavigation=true）
（7） オランダICT実行機関（ICTU 36 ）
ICTUは内務省と自治体連合（VNG 37 ）によって 2001 年 4 月 11 日設立された。オラ
ンダの公共機関へのICTの導入とイノベーティブな活用を支援することがミッション
であり電子政府に関する事柄を所管しており、中央政府、地方政府、地方議会、治水
会議の代表によって運営されている。現在ICTに関わる 20 のプロジェクトを推進
（2010 年 2 月現在）している。
図表 2-7 ICTU の構成
Directorate
（理事会）

Administration
（公共機関）

内務省、運輸省 、厚生スポーツ省、国防省、
治水水会議連合、統計局、自治体連合

Program Support Group
（プログラム支援グループ）
人事

プログラム

プログラム

財務管理

施設

システム

渉外

プログラム

20プログラム

資料：ICTU（http://www.ictu.nl/index.php）
ICTUが運営しているサイバー犯罪対策国家インフラ（NICC 38 ）プログラムは 3 年
間のプログラムとして 2006 年に開始されている。コンタクトポイント、情報周知活
36
37
38

ICT Uitvoeringsorganisatie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cyber Crime
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動、情報交換活動、サイバー犯罪の調査・防止・被害低減の取組みからなり、サイバ
ー犯罪に関する情報交換活動は、英国CPNIの情報交換・共有モデルに基づいて運営さ
れる。2009 年より情報共有の取組みは重要インフラ国家顧問センター（NAVI 39 ）に引
継がれ物理セキュリティを中心としたものとなる予定である。
（8） オランダ応用科学研究機構（TNO 40 ）
オランダ応用科学研究機構（TNO）はオランダ議会により 1932 年に設立された欧
州で最大級の試験研究機関である。運営は政府からは独立しており、工業製品の試験
の受託などを行ってきた。産業と政府のイノベーションの促進のため科学を応用する
ことをミッションとし、民間企業で取組み困難な基盤的分野（セキュリティなども含
む）の受託研究を実施している。受託研究の成果は委託元で事業化される場合が多い
が、TNO 自らが商用化に取組み、出資、企業の設立をする場合もある。
5 つのコアエリア（国防・保安・安全、生活の質、環境と地球科学、科学・産業、
ICT）にわかれ、監査役会、執行役会およびコーポレートスタッフが全体を取りまと
めている。主な研究分野は公安、国防、健康、食品、雇用と高齢化、アクセシビリテ
ィ、建設と開発、治水、エネルギー、自然と環境、ハイテクシステム・プロセス・材
料、ICT の光技術である。
TNO では、ICTU の要請により上水道分野用の SCADA セキュリティに関するグッ
ド・プラクティス集を 2007 年に作成している。
図表 2-8 TNO の組織
TNO
Supervisory Board
（監査役会）
TNO
Companies
（関連企業）

TNO
Board of Management
（執行役会）

TNO Council for Defense
Research
（国防研究審議会）

TNO
Corporate Staff
（スタッフ）

TNO Defense,
Security and
Safety
（国防・保安・安全）

TNO
Quality of Life
（生活の質）

Strategic Partners
（パートナー）

TNO
Built Environment
and Geosciences
（環境と地球科学）

TNO
Science and
Industry
（科学と産業）

TNO
Information and
Communication
Technology

資料：TNO（http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&content=overtno&item_id=32）

39
40

Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur
Nederlandse Organisatie voor Toegepast- Natuurwetenschappelijk Onderzoek
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（9） ドイツ技術検査協会IT（TUViT 41 ）
TUViT は 19 世紀から工業製品、機械製品の安全性の認定を行ってきた TUV（技術
検査協会）のうち TUV-Nord グループ下の IT に関する民間認証機関である。1990 年
に RWTUV（Rheinisch-Westfalischen TUV）の IIT（Institute of IT）として設立されたの
ち、1996 年に RWTUV の子会社として分離され、名称を TUViT とした。2004 年の
TUV-Nord と RWTUV の合併をへて現在に至っている。民間企業の自発的な要求に基
づき、情報・通信技術製品などに対する品質、安全性、設計の検査、評価および認証
を実施している。
TUViT は、BSI から公式の ITSEC（Information Technology Security Evaluation Criteria）、
CC（Common Criteria）に準拠した評価を行う認可を得ており、ドイツ銀行協会から
も銀行システムのコンポーネント、ネットワークのテストをすることを認められてい
る。他に主なものとして以下のような認証サービスを行っている。
・テレフォンカードのデータ保護と工場のセキュリティ管理の認証
・セキュリティ・コンセプトの検証（ドイツの電子署名法に準拠）
・IT システムと IT インフラストラクチャの認証
・QES （Qualified Electronic Signature）のための IT コンポーネントと製品の検証
ま た 外 国 企 業 で は じ め て 、 日 本 の IPA か ら CC/CEM （ Common Evaluation
Methodology）に基づく評価を行う認可を得ている。
2.1.2 重要インフラ制御システムセキュリティの現状
欧州においてもSCADA制御システムはエネルギー分野（電力、ガス）
、水道など多
くの重要インフラに採用されており、システム構築に使用されるコンポーネントなど
はそれぞれのベンダと事業者の個別、独自仕様のものが多いが、全般的な状況として
は、制御システムへのWS、PC、ボードなど汎用製品の採用（COTS 42 ）やTCP/IPなど
標準プロトコルの採用は着実に始まっていると言える。一方でオープン化の進展度合
いは国、業界によって大きく異なる。
ある国の政府機関へのインタビューでは「全体のシステムは専用の通信・情報シス
テムが基本である。リアルタイムコントロールの観点から有効であり、通常の IT シ
ステムより比較的安全である」との意見も聞かれた。しかしオープン化の傾向は、新
規開発におけるコストの削減、開発期間の短縮、スクラッチ開発の困難さから、今後
も進展してゆく見込みであるとの声が多かった。SCADA および制御システムに関す
る国際会議に出席したある政府機関のメンバは「大規模で複雑なシステムまたはコン
ポーネントを標準品を用いずゼロから開発することは実際上不可能であり、COTS な
ど今後いやおうなくオープン化は進まざるを得ない」と述べており、同様の見解は複
41
42

Technischer Uberwachungs-Verein IT
Commercial Off-The-Shelf
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数の政府機関、研究機関、事業者団体およびベンダの関係者から示された。電力分野
の関係者から特にその声は強く、オープン化の進展により SCADA システムにはやが
て図表 2-9 のような脅威が生ずるとしている。
図表 2-9 オープン化により SCADA システムに生じる脅威

資料：VIKING project 資料（SANS The 2009 European Community SCADA and Control
System Summit）
このような動向は、制御システムのオープン化に加えて、重要な情報を取り扱うフ
ィールドデバイスが従来よりも広く配置されることを意味しており、脆弱性、セキュ
リティへの懸念とそれに対する対策の取組みの必要性が強調されている。
一方、現実に制御システムへの侵入によって引き起こされた事故は起こっており、
制御システムのプロトコルの独自性も必ずしも安全の保障になるとは限らないとの
認識もある。それを示すのが以下の事例である。
z

ポーランドの列車脱線事故の概要

2008 年 1 月 11 日、ポーランドで列車の制御システム（Lodz Train System）を 14
才の少年がテレビのリモコンを改造したものでハッキングした。その結果、列車 4
台が脱線し 12 名が負傷する大事故となった。この事故により、フィールドデバイ
スを含むシステムへの物理的なアクセスコントロールとプロトコルの安全性の強
化が必要との認識が高まった。
資料：SANS The 2009 European Community SCADA and Control System Summit および
各種資料より作成
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このようなリスクに対応するための制御システムセキュリティについては、基本的
に欧州各国政府がそれぞれの国内について責任を持って取組んでいる。ある国の政府
機関へのインタビューでは、「国際的な枠組みは重要であるが、政治レベルの調整に
は様々な事項を考慮しなければならず、国内は各国がそれぞれ責任を持って取り組む
べき」としているが、同時に「ノウハウの共有や対策の改善のためには、国際的情報
交換が重要であり E-SCSIE（2.1.3(6)参照）などに積極的に取り組んでいる」とも述べ
ている。それぞれの国の「自己責任と連携」が欧州における制御システムセキュリテ
ィへの取組みの特徴といえる。
また、より深化した連携の必要性についても認識されている。欧州の重要インフラ、
特にエネルギー分野については、送電網、ガスパイプラインなど国境をまたいで複数
国に展開されるケースが多いことが、日、米とは異なる大きな特徴である。単なる情
報交換のみでなく各国間の技術・対策実施面での連携がますます重要となってゆくと
考えられている。次の事例はその必要性を示す例といえる。
z

欧州西部の広域停電の事例

2006 年 11 月 4 日、欧州大陸西部のドイツ、フランス、イタリア、スペインなど
で複数国にまたがる停電が発生した。発端はドイツ北西部で重負荷の状態にあった
2 系統（それぞれ別企業が管理）の送電線が、系統操作員の操作ミスで停止。その
系統に接続する他の送電線が次々と過負荷となり、連鎖的に停止が発生。欧州大陸
の電力系統が３つに分断され、需給バランスの崩れた欧州大陸西部で負荷遮断が行
われたことから広域停電に至る。電力自由化の EU 政策への批判があがる一方で、
EU レベルでの国際連系線の建設促進や規制機関の設置の必要性が主張された。
資料：東京電力（http://www.tepco.co.jp/cc/pressroom/overseas/2006/061115-j.html）よ
り作成
エネルギー事業については比較的取組みが先行しており、例えば複数国の事業者、
研究所が参加して、制御システムへの人為的攻撃、電力網への影響を評価するなどの
取組みをしている VIKING（Vital Infrastructure, NetworKs, INformation and Control
System ManaGement）プロジェクトなどが行われている。
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図表 2-10 VIKING プロジェクトの概要
名称

VIKING（Vital Infrastructure, Networks, Information and Control System
Management）

目的

意図的攻撃や運営エラーに対する SCADA システムの頑健さを向上させる
ことを目的とした国際的研究プロジェクト

メンバ

ABB（ドイツ）、E.ON（ドイツ）、ASTON（ハンガリー）、
MML アナリシス＆ストラテジ（スウェーデン）、ETH（スイス）、
Maryland 大（米国）、Royal Institute of Technology（スウェーデン）
・ ノルウェー、スウェーデンも電力ネットワークはつながっておりリスク

・

・

内容
・

・

評価が重要。サイバー攻撃被害時のコスト試算、脆弱性低減策と技術戦
略、周知活動の 3 つがバイキングの主要取組み
可能な攻撃手法の検討、SCADA への影響、電力ネットワークへの影響
を順に検討し社会的コストを算出
評価対象全体を個別モジュール（システムアーキテクチャ、コントロー
ルセンター、パワーシステム、需要側システムなど）に分けシミュレー
ション、評価を実施
攻撃は、システムアーキテクチャモジュール、コントロールセンターの
アプリモジュールへの攻撃、サブセンターとパワーグリッドのパワーシ
ステムモジュールへの攻撃、需要側システムモジュールへの攻撃、に分
けて検討。その際、体系的にアタックツリーを作成
影響は、システムアーキテクチャモデル（アドレス、送電など）、シス
テムモデル、ソーシャルモデルを用いて評価

資料：SANS The 2009 European Community SCADA and Control System Summit より作成
このように欧州各国および国をまたがった制御システムセキュリティの対策は盛
んに行われているが、本格的な取組みは緒についたところである。ある政府機関への
インタビューでは「人の行動に関する物理的コントロール（Physical Personnel Control）
が重要になってきているように、重要インフラセキュリティは新しい状況を迎えてい
る。しかもエネルギー、水など重要インフラセキュリティについては確立された規制
がなく、ベンチマークと適切な規制が必要」とのコメントがあった。各種の取組みは
試行錯誤が行われている最中であり、日本での対策と比較検討する上でも欧州各国の
制御システムセキュリティの現状に引き続き注意することが必要である。
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2.1.3 脆弱性低減のためのガイドやツールなどの整備・活用状況
（1） Good Practice Guide - Process Control and SCADA Security（英国CPNI）
英国 CPNI は独自の情報収集、パートナー組織との情報交換、SCSIE（2.1.3(5)参照）
などで収集・蓄積した情報を「Good Practice Guide - Process Control and SCADA
Security」としてまとめ、公開している。これは全体概要と推奨される取組みを「業
務リスクの評価」、
「セキュアアーキテクチャの実装」などの重要テーマごとにまとめ
た７つの冊子から構成されている。各冊子では、その概要、目的、全体の中での位置
づけ（他の重要テーマ、取組みとの関係）、取組みが有効である論理的根拠、実行上
のガイダンスがまとめられている。制御システム全体のセキュリティを確保する手段
とするために、個別の取組みを体系化して提供しようとする努力がうかがえる。
単なる良い実例の列挙を超えて、個別の事例・取組みの詳細分析と体系化のために
は、情報の継続的蓄積と多様な視点からの相当な量の考察、検討を加える必要があり、
SCSIE などの情報共有、議論の場が大きな役割を果たしていると推測される。
図表 2-11 Good Practice Guide - Process Control and SCADA Security の構成
G o o d P r a c tic e G u id e
ｆ o r P r oc e ss a n d S C A D A
S e c u r ity
その他の
C P N Iガ イ ド

業 務 リスク
の評価

セキュア
アーキテク
チャの実装

外 部 ガ イド
と規 則

対応の能力
の構築

意識付けと
スキルの向
上

サ ー ドパ ー
テ ィリ ス ク の
管理

セ キュリティ
対策の組織
への浸透

セ キュリティ
に関する継
続的ガバナ
ンスの確立

資料：CPNI「Good Practice Guide - Process Control and SCADA Security」
（2） BSI-Standard 100-xおよびIT-Grundschutzカタログ（ドイツBSI）
ドイツBSIでは情報セキュリティ管理に関する基準を作成し公表しており（図表
2-12）、これを重要インフラの情報セキュリティにも活用している。特に重要インフ
ラのSCADAおよび制御システムセキュリティについて特化した基準が必要な場合は、
NERC 43 のCIP 44 、NISTのSP 45 800 シリーズなど既存の基準を活用している。

43
44
45

North American Electric Reliability Council
Critical Infrastructure Protection
Special Publication
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また、ISO27001、27002 など標準となっている基準を核に、関連する情報の整理、
体制作り、リスク分析、サービス（事業）の継続性の保証に関する基準と実際の組織
への展開の方法に関するポイントを記述している。
図表 2-12 情報セキュリティ管理に関する BSI の基準
■情報セキュリティに関する BSI-基準
・BSI-Standard 100-1 Information security management systems (ISMS)
ISO27001、27002のエッセンス、推奨事項などが織込まれている情報セキュ
リティ管理の基準
・BSI-Standard 100-2 IT-Grundschutz Methodology
情報セキュリティ管理の仕組みの構築と運営の具体的方法を示した基準
・BSI-Standard 100-3 Risk analysis on the basis of IT-Grundschutz
IT-Grundshutzに基づいて運営されている組織に関する更なるリスク分析と、
セキュリティ向上を目指すための基準
・BSI-Standard 100-4 Emergency management
組織全体の緊急事態管理の仕組みに関するもので、事業継続性を担保する
ことを目指す基準
■IT-Grundschutz カタログ（ルーズリーフ型（加除式）、ネット公開）
・モジュールカタログ
セキュリティにおける一般的状況、インフラ、IT システム
ネットワーク、アプリケーション
・脅威カタログ
・セキュリティ対策カタログ
注：IT-Grundschutz：CIA およびコストのバランスの取れた IT セキュリティを指す
資料：BSI-Standard 100-1
なお、今回の調査において BSI は、スマートグリッドへの対応について情報シス
テムを活用したインフラのセキュリティへの取組みの範疇としており、スマートグリ
ッドに特化した取組みをしているというわけではないとしている。
（3） 上水道分野用のSCADAセキュリティ グッド・プラクティス（オランダTNO）
オランダTNOのDefense, Security and Safety社は、政府ICTUが運営するNICCプログ
ラムの要請で上水道分野における「上水道分野用のSCADAセキュリティ グッド・プ
ラクティス」を作成している。実行すべきプラクティスを39項目に分け、企業の経営
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階層に関する対策と、技術階層で管理すべきものにそれぞれ整理している。これらの
グッド・プラクティスは国際標準、業界標準、SCADAに関わる事業者により適用さ
れたセキュリティ対策成功事例に基づいている。
単によい実例を集めたに留まらず、そのプラクティスが必要とされる背景、趣旨お
よび防止・軽減・対策しようとしている対象、意図などもあわせて適切に解説を加え
ている。これによってそのプラクティスの必要性の理解、動機付けの向上、実適用に
当たっての柔軟性の確保およびプラクティス自体の改善の糸口となり得るなど、制御
システムセキュリティ対策の普及促進に寄与することが期待される。
図表 2-13 TNO の作成した上水道分野用の SCADA セキュリティ グッド・プラクティス集
表紙

内容抜粋

（IPA 翻訳・監修）

資料：TNO、IPA 資料より作成
（4） PCSセキュリティ強化ガイド（スウェーデンSEMA）
MSB の前身である SEMA は、2008 年 10 月「PCS セキュリティ強化ガイド（Guide
to Increased Security in Process Control Systems for Critical Societal Functions）」を公表し
た。これをまとめた背景としては、制御システムのセキュリティに関するスウェーデ
ン語で流通する情報が少ないこと、また重要インフラを運用する中小規模の事業者か
ら特に強い要望があったとしている。また E-SCSIE（2.1.3(6)参照）などの国際連携パ
ートナーにも配布できるよう英語版も作成している（日本語版は JPCERT/CC が翻訳
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して公開）。PCS セキュリティ強化ガイドの作成には、情報共有の仕組みである
FIDI-SC（2.1.3(7)参照）が大きく貢献している。
図表 2-14 SEMA の作成した PCS セキュリティ強化ガイド
・制御システムの特徴、情報セキュリティの必要
性、具体的な推奨事項および参考文献がまとめ
られている
・各推奨事項について、推奨事項の位置づけ
（PDCA のどの段階か）、それが準拠する既存の
規格・基準、推奨事項の意義、対象とするリス
ク、
（行わなかった場合の）問題の例が簡潔にま
とめられている
資料：SEMA、JPCERT/CC 資料より作成
（5） SCSIE（SCADA and Control Systems Information Exchange）による情報共有 （英国
CPNI）
英国 CPNI は、脆弱性情報を含む情報共有の取組みとして SCSIE を運営している。
ここでは主要な重要インフラ分野（電力、水、輸送、情報インフラ）ごとに、企業、
大学などから数十人規模でメンバが年 4 回集まり、円卓会議を行い情報共有と意見交
換を進めている。現在のところ IT 関係者の割合が多く、制御システムの専門家はそ
れほど多くないが、両専門家の間で状況認識や発想の違い（例えば IT システムは更
新周期が短いが、制御システムは 20 年といった問題）などの意識合わせも行われて
いる。
SCSIE において、CPNI はコーディネータとしての役割を果たしており、具体的に
は、メンバの選定、議論の組織化、議論される情報の機密情報のセキュリティレベル
評価とそれに対応した取り扱いなどを行う。SCSIE では、セキュリティレベルの管理
に交通信号プロトコル（最も機微な情報を「赤」とするなど情報の重要度を色分けし
て管理）を用いている。これは SCSIE から発展した E-SCSIE でも同様である。
生産的に議論を誘導することが運営上難しくかつ重要であり、出てきた議論の扱い
の決定、どのように議論を創発するのか（話題によっては個別の検討部会を作って深
い議論を行う）などについて活動を行いながら運営方法を検討し改善している。
「例えば、同業他社がいると競争上不利になることを懸念して、聞くばかりで発言、
情報提供をしない傾向が現れる可能性がある。情報のセンシティビティに従って、
情報を分類し、議論の場や情報の扱いを区別することで、情報交換を円滑にするよ
う取り組んでいる。」（CPNI インタビューより）
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この取組みではメンバの間の信頼関係の醸成が重要な要素となっている。立場の異
なる相手と始めから、情報セキュリティに関する情報の率直な交換をすることは困難
であり、公的機関が主催し注意深く運営する SCSIE という場において、会合と議論を
重ねることで有益な情報の交換が可能になってくるとしている。このような「信頼ベ
ース」の運営ノウハウは、SEMA の「PCS セキュリティ強化ガイド」によれば、同資
料のプラクティスの検討を行った情報交換フォーラム FIDI-SC（2.1.3(7)参照）にも活
用された。
SCSIE の重要な成果のひとつは分野、企業、組織間のつながりができることとされ
る。企業と政府系研究機関、米国と英国の研究機関の研究者も交流しており、彼らに
とっては、CPNI という国のブランドの下で、様々な情報が得られる場に参加できる
ことは特権とみなされる意味合いもあり、また CPNI にとってもビジネスとの接点が
できることは利点であるとしている。
CPNI では、政府が重要インフラの全ての部分についてコントロールすることは不
可能であるし、適切ではないという考えから、セキュリティに関する最新かつ現実的
な実務上の知見が十分に取り入れられた適切な規制を作ることが重要であり、これが
SCSIE の大きな役割であるとしている。
（6） E-SCSIE（The European SCADA and Control Systems Information Exchange）による情
報共有（欧州）
E-SCSIE は 2005 年 7 月 20 日に欧州の産業、政府および研究機関によって組織され
た。2006 年までに 5 回の会議が行われ、英国 CPNI の「Good Practice Guide - Process
Control and SCADA Security」作成にも貢献している。メンバは欧州各国の SCADA に
関する情公交換の組織（スウェーデンの FIDI-SC など）の代表が主であるが、それ以
外からもメンバの合意があれば参加が可能である。E-SCSIE の運営方針はメンバの合
意によって決められ、目標としては以下を挙げている。
・ SCADA および制御システムに関するセキュリティ関係情報交換の仕組みを決定
し運営
・ 情報は交通信号プロトコルで管理
・ 政府、産業、研究機関の間の人的ネットワークを発展
メンバは単に情報を得るだけでなく、有用な情報を提供することが求められている。
具体的には以下のような事項について報告することが期待されている。
・ SCADA および制御システムに関する事象、インシデント
・ SCADA および制御システムに関する脆弱性
・ 脆弱性やインシデントに対する対策に関するアドバイス
・ SCADA および制御システムセキュリティに関するグッド・プラクティス、セキ
ュリティ事象の影響低減に関する経験
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（7） SCADAおよび制御システムセキュリティに関する情報交換フォーラム（FIDI-SC 46 ）によ
る情報共有 （スウェーデンSEMA）
FIDI-SC は SEMA によって 2005 年から制御システムのセキュリティ強化を目的に
主催されている。これはスウェーデンの制御システムに関わる複数の産業分野（鉄道、
電力など）の代表が定期的に集まり、情報共有を行う取組みである。
英国の SCSIE の運営方法を参考に、メンバ間の信頼関係に基礎を置いた情報共有の
運営がされており、PCS セキュリティ強化ガイドも FIDI-SC のメンバの協力を得て作
成された。
図表 2-15 FIDI-SE の参加組織
・Banverket
・E.ON AB
・Fortum AB
・SEMA
・Norrvatten
・Preem Petroleum AB

・Stockholm Transport (SL)
・Stockholm Vatten AB
・Affarsverket Svensk Kraftnat (SvK)
・The Swedish Security Service
・Vattenfall AB

資料：MSB ホームページより作成
（8） SCADA自己診断ツール（SSAT 47 ）（英国CPNI）
英国 CPNI は民間業者の重要インフラの SCADA および制御システムに対して、国
として恒常的にアセスメントの機能が働くようにする目的で、グッド・プラクティス
ガイド（2.1.3(1)参照）に準拠した SCADA 自己診断ツール（SSAT）を 2008 年にリリ
ースした。これはエクセルベースの質問表の形式となっており、英国の SCSIE のエネ
ルギーおよび水セクタのメンバを招集してこれを完成させた。
SSAT は本格的なアセスメント（脆弱性分析、IT 健康度診断）を完全に代替するも
のではなく、CPNI が重要インフラの事業者の制御システムの情報セキュリティの概
要を知ることができることが重要な機能である。これを行った事業者は他の同業者た
ちの匿名化した結果と比較した診断結果も得られ、これはセキュリティ対策努力の向
上に結びつく。また SSAT は CPNI のセキュリティアドバイザと事業者の間のディス
カッションの基盤を与えるという効果もあるとしている。
企業側には、SSAT の質問事項に回答する際、普段はコミュニケーションの少ない
複数の部署から専門家を招集して対応するため、社内での情報共有の促進と、長期的
に改善すべきセキュリティの課題が特定できるという利点があるとしており、SSAT
は毎年定期的に行われるべきであるとしている。
46
47

Forum för Informationsdelning av-seende SCADA-säkerhet
SCADA Self Assessment Tool
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z

CPNI の SCADA 自己診断ツール（SSAT）

・エクセルベースの質問表形式の自己診断ツールであり、CPNI の「Good Practice
Guide - Process Control and SCADA Security」をもとに作成
・アセスメントをする企業は、このツールにある 88 の問いに Yes、No、Partial で回
答すると以下の 7 項目について赤、黄、青の三段階評価でフィードバックを取得
（特に技術面に関係する Implementing Secure Architecture は、更に 5 項目に細分化）
① Understanding the risk（リスク分析）
② Governance（ガバナンス）
③ Implementing Secure Architecture（セキュリティの仕組みの導入）
- Perimeter Defence（施設の敷地の防護）
- Malware Protection（マルウェア防護）
- Insider Threat（内部関係者の脅威）
- Security Management（セキュリティ管理）
- Backups & Recovery（バックアップと復旧）
④ Awareness and Skills（リスクの認識とスキル）
⑤ Incident Response（セキュリティ関係事態への対応）
⑥ Managing Third Party Risk（第三者に対するリスクの管理）
⑦ Project Engagement（セキュリティプロジェクトへの社内の参画）
資料：CIIP Matters MERIDIAN ほか各種資料より作成
2.1.4 制御システム脆弱性の評価・検証のための手法
（1） SCNI SCADA Testbed （EU IPSC）
IPSCは欧州連合の取組みとして、イタリアの北部のイスプラにある研究施設内で、
センサ、アクチュエータを搭載した実機の一部分とSCADAシステム、シミュレータ
からなるテストベッドを運営している。テストベッドとは、複雑なシステムの開発、
品質確保に資するため、そのシステムを実際の運用に近い状態で稼動させ、試験・評
価を行う施設・設備の総称である。
ここでは主として発電プラントのSCADAシステムのシミュレーションが行われ、
侵入テストの実行、侵入検知システム開発、送電システムで発生するカスケード効果
とその対策の研究、SCADAプロトコルの研究、重要インフラへの脅威の評価を行っ
ている。また、シミュレータによるマルウェアの実験と脅威の評価も行われている。
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図表 2-16 IPSC の試験施設
・ SCADA システムとエミュレータ、シミュレータは 5m×4m 程度の 2 部屋に配置。
コントロールパネル（ユーザインターフェース）、エミュレータ類にはオペレー
タ 1 名、サーバラック二段に約 25 台程度。SCADA システム、シミュレータの
部屋にはサーバ約 15 台程度
・ アクチュエータなどを含むハード類は別棟に 3 から 4 セット設置
・ アタックツリーと複数システムの関係と脆弱性を含むシステムダイヤグラムを
合わせて、カスケード効果などをシミュレーションで評価

テストベッド（IPSC SCADA Security Laboratory）

マルウェアシミュレータ
資料：IPSC インタビューおよび各種資料より作成
IPSC は公共機関で、かつ受託試験機関ではないため、インフラ事業者、ベンダの
システム・機器に関する委託評価は行っていない。ただし当研究所のテストベッドを
IPSC と民間企業の共同研究という形で企業が利用することは可能としており、ある
マネージャは、産業との連携は研究結果の実用性向上に重要との見解を示している。
「できるだけ実例に近い解析を行い、問題点の発見、対策の立案を行うことを目
指している。ある電力関係のシステムは１年かけて解析した。１日止まると数 100
万ユーロの損害であり、ここで研究しているテストベッド、シミュレーション技術
は重要である。」（研究者）
「実ビジネスに近い研究を行うことで役に立つ対策の立案に貢献したい。実際に
本テストベッドを運営している IPSC の SCNI アクションは、E-SCSIE へのコンタ
ある電力大手企業とのコラボレーションもしている。」（マネージャ）
クトとして、SCADA セキュリティに関する情報収集にもあたっている。
（IPSC へのインタビューより）
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（2） Safeguaｒd SCADA Testing Facility （イタリアENEA 48 ）
欧州の個別の国のテストベッドに関する取組みとしては、イタリアの国家新技術・
エネルギー・持続的経済成長局（ENEA）の例が挙げられる。ENEA は 2009 年 9 月に
イタリア新技術・エネルギー環境局（廃止）に代わって創設された機関であり、持続
可能な経済開発およびエネルギー（特に原子力）分野のための技術開発、ならびにこ
の分野への資金、設備、人材の供給も行っている。その一環として SCADA システム
のテストベッドの運営も行っている。
図表 2-17 ENEA テストベッドにおける SCADA Safeguard テクノロジの評価
・研究の目的は、重要インフラの欠陥・サイバー攻撃に対する耐性向上とカスケー
ド効果の抑制
・インフラ制御システムにおける異常検出の研究が重要であり、セーフガードエー
ジェントを動作させ、常時監視を実現
インフラの動作、数値データ（電圧など）、プロセス変数、SCADA ブロック、
システムヘルスと異常動作の検出
・ENEA のテストベッドはネットで接続された 6 台の WS で構成
・ 電力ネットワークシミュレータ
・ RTU エミュレータ
・ コントロールセンターエミュレータ
・ メッセージコミュニケーションブローカー
・ アラームモニタリングインターフェース
・ ディスターバンス・サイバー攻撃ジェネレータ
・SimCIP プロジェクト（シミュレータ研究）にて複数のインフラ間の相互依存性
を検証。それぞれのインフラのシミュレータを接続しシナリオを設定して実施

資料：SANS European Community SCADA and Control System Summit ほかより作成

48

l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
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2.1.5

制御システムに関するセキュリティ障害事例データベース動向

（1） Critical Infrastructure Disruption Database （オランダTNO）
TNO は、制御システムだけでなく世界の産業事故を幅広く収集したデータベース
を運営している。例えば FACTS（Failure and Accidents Technical Information System）
は世界で過去 90 年間に起こった 23,000 件の事故の情報を集録しており、オンライン
で公開している。
重要インフラに関するものは Critical Infrastructure Disruption Database と呼ばれてい
る。ただし制御システムの情報セキュリティのみに限定されたものではないが、重要
インフラに障害が発生した場合の波及効果などについては十分な知見を得ることが
できるとされている。データベースのオンラインでの公開はされていない。
図表 2-18 TNO の Critical Infrastructure Disruption Database の概要
・収録されている情報の規模：
2,650 件の事例、164 カ国、1,090 件のカスケード効果（2008 年 9 月 25 日時点）
・重要インフラに起こった事象のうち、社会への影響が大きい（または大きい可能
性がある）と認められるものを入力
・記録されたデータは世界の多種な重要インフラの障害に関する何らかの共通した
パターンを抽出する目的で分析
・データベースの活用：
統計的処理、事例分析を組み合わせ、カスケード効果など、重要インフラに障害
が発生した場合の波及効果の定量的分析が可能
解析例：エネルギーではカスケード効果（発電、送電、配電の間の障害の影響の伝播）が
多く報告されており（全体の 60％）、情報通信分野がそれに次ぐ（24％）
重要インフラ部門

カスケード原因

カスケード発生

独立事象

合計

サンプルサイズ

0

3

1

4

4

146

76

388

609

590

金融サービス

1

26

33

60

60

食料

0

4

3

8

8

政府

2

40

26

68

67

健康

1

16

22

39

39

産業

5

15

7

27

27

15

51

95

161

160

教育
エネルギー

インターネット

1

0

0

1

1

テレコミュニケーション

69

125

114

308

295

輸送

19

128

276

423

422

9

18

51

78

76

郵便

水

資料：TNO 資料および各種資料より作成
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2.1.6

制御システムの認証を取り巻く環境

（1） Trusted Site Security SCADA infrastructure （ドイツTUViT）
ドイツ TUViT では SCADA のセキュリティ認証を行っている。認証に際して、評価
の対象を制御システムなど IT に関わる企業活動全体とする場合には、組織のセキュ
リティマネジメントから個別のコンポーネントまでを総合的に取り扱うことが必要
である。しかし、それらを総合した全体のセキュリティ基準は存在していない。そこ
で TUViT は評価対象を「組織」「システム」「製品・コンポーネント」の三階層にわ
け、規格・基準が充実している「組織」「製品」の規格に基づき、まず「システム」
部分を適切に評価する規格を設計することが重要であるとしている。
図表 2-19 TUViT の評価のスキームの概要
組織

ISO 27001
BSI 100

1.技術的セキュリティ要件の明確化
2. 業務全体の仕組みのドキュメンテーション
3.ユーザー、管理、オペレーションのマニュアル整備

システム

4.個別コンポーネントのセキュリティ確保
5.システム管理の方法の特定
6.監査実行
7.変更管理の徹底
8.業務を実行する IT基盤の整備
9.セキュリティ分析

製品 ＆
コンポーネント

ISO 15408, ITSEC
FIPS 140-2/3
銀行業務基準 (ZKA, SEPA, EMVCo)

資料：TUViT 資料より作成
それら 3 階層の規格・規準をもとに、顧客企業のための規格と評価を設計するにあ
たっては、まずその企業が必要とするセキュリティ認証の性質を、事前のインタビュ
ーと調査をとおして明確にする。それに基づき、各種規格・規準（SCADA セキュリ
ティの認証の際、参照する規格・基準は図表 2-20 に示したもの）を適切に参照しな
がら、いわばオーダーメードの規格と監査（評価範囲・事項）を検討し、必要なテス
トを設計・実行、認証を行っている。
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図表 2-20 SCADA セキュリティの認証に用いる規格・基準

組織

ISO
27001

BSI
100

ISA
SP99
NERC
CIP

システム

セキュア
制御シス
テムロー
ドマップ

IEC
62443

VGB
R175

NIST
SP
800-x
IEC
61784
4

コンポーネ
ント

Common
criteria

NIST
PSCRF

FIPS
140-2

資料：TUViT 資料より作成
監査では、実際に数名の TUViT の技術者が手順に従いツールを用いるなどして侵
入テストなども行なわれる（図表 2-21）。
図表 2-21 テストの概要（抜粋）
自動侵入テスト（既知の脆弱性、攻撃方法について迅速にチェック）

資料：TUViT 資料より作成
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マネジメントレベルから物理的セキュリティまで総合的にセキュリティが保障さ
れる「トラステッドサイト（Trusted Site）」としての認証にはコンサルテーション、
テスト設計、TUViT エンジニアによる脆弱性テスト、フォローアップで約半年の期間
が必要である。認証の有効期間は 2 年間であり、この周期で再検査、問題点への対策、
計画見直し、実行からなる PDCA（Plan, Do, Check and Action）サイクルが行われる。
ドイツにおいては TUViT などの民間の認証機関が、情報セキュリティに限らず、
工業製品としての安全性の認証などを行うことが定着している。また個別のコンポー
ネントに限らず、データセンターに対し組織も含めたトラステッドサイト認証も行わ
れている。一般企業において、費用と時間（半年など）をかけ自主的に情報セキュリ
ティを含む安全性の認証を取得する慣行がある。今回の現地調査では、単にドイツに
おける商習慣というだけでなく、経営者に情報セキュリティ認証を得ることはビジネ
スの収益上有利であるとの認識が広く存在するのではないかとの意見があった。
図表 2-22

認証の実施スケジュール

■プロセスはトラステッドサイトプロジェクトとして約半年間実施
・ 顧客企業とのワークショップに 2 週間
・ ドキュメントレビューに 10 週間
・ インプリメントテストに 4 週間
・ 評価報告書作成と確認に 4 週間
・ フォローアップに 2 日

■PDCA サイクルは 2 年間。セキュリティのレベルを 4 段階評価
資料：インタビューおよび TUViT 資料より作成
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2.2. 米国における取組み
2.2.1 重要インフラ制御システムセキュリティに対する取組み体制
米国における重要インフラ制御システムセキュリティ対策の取組み概要は、前年度
の調査報告書でまとめているため、ここでは今回の調査で追加した事項および前回調
査からの変化を中心にまとめる。
（1） アイダホ国立研究所（INL）
INLはDOEの 10 カ所ある研究所 49 の一つであり、アイダホ州アイダホフォールズの
890 平方マイルの敷地に先進試験炉複合施設、物質・燃料複合施設、研究・教育キャ
ンパスの主要 3 施設があり、3,850 人の職員が働いている。
図表 2-23 INL の主要施設
研究・教育キャンパス
物質・燃料複合施設

先進試験炉複合施設

資料：INL
原子力エネルギー研究および開発の中心的な位置づけとなっており、これまでに、
増殖炉、核推進装置の開発、52 基の原子炉設計、医療・産業用アイソトープ生産など
を行っている。また近年、国家安全保障や再生可能エネルギー分野の技術開発などに
も注力しており、水力発電や地熱発電関連技術の開発、ハイブリッド・電気自動車の
試験、軍用車輌の装甲開発、航空宇宙局（NASA 50 ）のプログラムの支援なども行っ
49
INL のほかに、Argonne、Brookhaven、Lawrence Berkeley、Lawrence Livermore、Los Alamos、Oak Ridge、Pacific Northwest、
Sandia、Savannah River の National Laboratory（国立研究所）がある。
50
National Aeronautics and Space Administration
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ている。制御システムのセキュリティ対策への取組みはDOEとDHSとの共同のプログ
ラムにより 2004 年から始めており、DHSが推進するCSSP（2.2.2(1)参照）では中心的
役割を担っている。
（2） MuDynamics
MuDynamics は米国カリフォルニア州に拠点を置き、制御システムのセキュリティ
テスト機器の開発・販売およびセキュリティ認証プログラム MUSIC（2.2.5(1)参照）
の提供を行っている。特に、産業制御システムやスマートグリッドなどに用いられる
IP ベースのコントローラを対象に、ソースコードへのアクセスを必要とせずに IP ベ
ースのソフトウェアの脆弱性を特定するための試験ソリューションを提供している。
図表 2-24 Mu テストプラットフォーム
・バッファオーバーフローなど潜在的な脆弱性を
900 万を超える攻撃パターンで検証
・DoS（Denial of Service）アタックを生成し、DoS
アタック環境下でのサービスの可用性を検証
Mu-8000

・攻撃パターンをダウンロードして公開されたパッ
チの正常性を確認

資料：MuDynamics 資料より作成
（3） Security Incidents Organization（RISI運営母体）
SCADA をはじめとする制御システムに直接影響あるサイバーセキュリティのイン
シデントのデータベースである RISI（2.2.4(1)参照）は、非営利法人の Security Incidents
Organization が運営している。
RISIの前身は、カナダ・ブリティッシュ工科大学（BCIT 51 ）の研究プロジェクトと
してEric Byres氏ほか 2 名が 2001 年に構築した、制御システムのサイバーセキュリテ
ィ関連インシデント情報のデータベースISID（Industrial Security Incidents Database）で
ある。ISIDは学術的なプロジェクトであり 2006 年に終了するが、Byres氏らはこの資
産を活用してRISIを 2008 年に立ち上げ、自らのセキュリティコンサルティング企業
Byres Research社（カナダ）にて運営を開始（制御システム向けセキュリティ機器を開
発）した。2009 年には安全性評価などを行っているExida社がByres Research社を買収
し、非営利法人Security Incidents Organization を設立してRISIの運営を移管している。

51

British Columbia Institute of Technology
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2.2.2 脆弱性低減のためのガイドやツールなどの整備・活用状況
（1） CSSP (Control Systems Security Program)
米国国土安全保障省（DHS）の国家サイバーセキュリティ部門（NCSD 52 ）のイニ
シアティブによる、官民連携および関連する活動のコーディネートを通じた、重要イ
ンフラ制御システムのセキュリティリスクの低減を推進するプログラムである。従来
からの主要な取組みとして、セキュリティ関連ドキュメントや推奨プラクティスの公
開、トレーニングの実施、自己評価ツールの提供などを行っている。
さらに、2009 年からは官民連携による産業制御システムのワーキンググループ
ICSJWG（Industrial Control Systems Joint Working Group）と、インシデント対応組織
ICS-CERT（Industrial Control Systems Cyber Security Response Team）を立ち上げ、この
2 つをプログラムの中核として位置づけ推進している。
図表 2-25 The ICS-CERT and ICSJWG as Implementing strategy elements
Framework for a Coordinating Strategy to Secure Control Systems

リスクをベースとした
フレームワーク

国家重要インフラ防護計画
(National Infrastructure
Protection Plan)

プログラム
コーディネーション

役割と責任

政府
民間セクター

共有
政府、州
セクター

ビジョン：
制御システム
セキュリティ

セキュリティ
機能上の
パートナーシップ コーディネーション
（官民連携）

計画、R&D、
ベストプラクティス、
情報共有、標準、規格

実行プロセス

ICS-CERT
ICSJWG

目標
測定
結果
フィードバック

組織上の
コーディネーション
官民連携
政府
民間セクター

資料：「Strategy for Securing Control Systems」（DHS、2009 年 10 月）より作成
（i） 推奨プラクティスの公開
CSSP では制御システムのセキュリティ強化を図るため、推奨プラクティスに関す
る文書をホームページで公開しており、誰でもダウンロードして参照することが可能
である。これらの文書は、利用者がサイバー攻撃に曝されることおよび、被害を受け
ることを減少させることを目的とし、制御システムセキュリティに対する認識向上と、
より安全なシステムの構築の支援につながるものとされている。
推奨プラクティスは現在 11 の文書が公開されている。このうち、「Improving
Industrial Control Systems Cybersecurity with Defense-in-Depth Strategies」は月に 2,000 回
ダウンロードされており、認識向上につながっている。
52

National Cyber Security Division
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＜現在公開されている 11 件の推奨プラクティス＞
z Improving Industrial Control Systems Cybersecurity with Defense-in-Depth Strategies
z Creating Cyber Forensics Plans for Control Systems
z Developing an Industrial Control Systems Cybersecurity Incident Response Capability
z Good Practice Guide on Firewall Deployment
z Hardening Guidelines for OPC Hosts
z Mitigations for Security Vulnerabilities Found in Control System Networks
z Patch Management of Control Systems
z Securing Control System Modems
z Securing WLANs Using 802.11i (draft)
z Securing ZigBee Wireless Networks in Process Control System Environments (draft)
z Using Operational Security (OPSEC) to Support a Cyber Security Culture in Control
Systems Environments (draft)
また、増加するサイバーセキュリティのリスクに対応するため、推奨プラクティス
から導き出された制御システムの安全なシステム構成のモデル「Secure Architecture
Design」（図表 2-26）をCSSPのホームページ上で公開している。
図表 2-26 Secure Architecture Design

資料：CSSP ホームページ
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（ii） 自己評価ツールの提供
CSET（Cyber Security Evaluation Tool）は、以前のツールである CS2SAT（Control
System Cyber Security Self-Assessment Tool）と CSVA（Cyber Security Vulnerability
Assessment）を統合したリスク軽減のための新たなツールである。
CSET は CSSP の国立研究所のサイバーセキュリティの専門家により NIST の支援を
得て開発された。CSET は、設備の特定制御システムの情報を収集し、システムのサ
イバーセキュリティへの姿勢を改善するための推奨を行うための段階的なプロセス
を通じて利用者をガイドするデスクトップソフトウェアツールである。
利用者はツールを彼らのイニシアティブをサポートするために使うことができ、
NERC CIP、NIST SP800-53、NIST SP800-82、DoDI 8500、ISO/IEC 15408、Global
Assessment (Catalog of Recommendations) 2008-2009 を含む基準や演習から選ぶことが
できる。さらに、CSET は EE（Enterprise Evaluation）と呼ばれる業務システム評価の
サポートを加えている。EE は、業務システムへのサイバー脆弱性を低減するため、
適切に方策、計画、手順を評価する一連の質問集であり、すべての重要インフラセク
タに適用できる。CSET は DHS に申し込めば無料で DVD に収録したものをもらえ、
使うことができる。また、CSET 活用のためのトレーニングプログラムもある。
自己評価プロセスは、
「チーム生成」
「規格選定」
「防護レベル決定」
「ネットワーク
形態分析」「質問への回答」「レポートのレビュー」の 6 ステップにより行われる。
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図表 2-27 CSET における自己評価のプロセス

①
チーム形成

②
規格選択

評価詳細

ナビゲーション
オプョン

③
防護レベル
決定

質問／応答

④
ネットワーク
形態分析

重点コン
ポーネント

⑤
質問への
回答

⑥
レポートの
レビュー

ギャップ分析

重点活動

① チーム形成
・ チームは、組織内の様々なオペレーション領
域に詳しい人員をクロスファンクショナルに
選定し形成
② 規格選定
・ ツール内のナビゲーションタブでセキュリテ
ィ規格のリストを用意。選定される規格によ
り質問も相違
③ 防護レベル決定
・ サイバー攻撃による最悪の結果を想定した質
問への回答をベースに防護レベルを決定し、
必要となるセキュリティレベルを提示
④ ネットワーク形態分析
・ CSET ソフトウェアにシステムネットワーク
を組み込み、ネットワーク構造のダイヤグラ
ムを作成し、サイバーセキュリティの境界と
配置を決定
⑤ 質問への回答
・ CSET は特定のネットワーク形態、セキュリ
ティ防護レベル、選択されたセキュリティ基
準に基づく質問を生成
・ 評価チームはシステム構成および実行されて
いるセキュリティ実践に基づき、それぞれの
質問に対する最適な答えを選択
⑥ レポートレのビュー
・ 対話形式または印刷形式でレポートを作成。
評価チームによる回答を、推奨セキュリティ
基準と比較し、セキュリティギャップとグッ
ド・プラクティスのリストを生成

資料：CSSP 資料を基に作成
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（iii） トレーニングの実施
CSSP では様々な組織、企業の制御システム担当者、情報セキュリティ担当者など
を対象にしたトレーニングプログラムを実施している。トレーニング実施を通じた教
育により、利用者に制御システムの情報セキュリティの脅威を理解してもらうことが
目的であり、重要インフラのセキュリティ強化に向けた重要なステップのひとつであ
ると認識されている。コース受講費用は DHS が負担することにより、基本的に無償
となっている。
トレーニングプログラムには WEB ベースのものとインストラクターが実施するコ
ースとの 2 通りがある。トレーニングセンターには、制御システムの監視装置やプラ
ント設備のモデルなどが設置されており、実践さながらの演習ができるようになって
いる。
インストラクターが実施する 5 日間のトレーニングプログラムの例では、最初の 2
日間は基本的な教育を実施し、ツールなどを用いて脆弱性とは何かを学ぶ。その後、
受講生は攻撃側と防御側の 2 チームに分かれて、シナリオに従ったセキュリティの演
習を行う。攻撃側は制御システムをターゲットにハッカーのように攻撃を仕掛け、防
御側は適切な対応を取らなければ、問題が発生しプラントに不具合が起きて機能停止
するようになる。この演習では、指導教官は状況に応じて各チームを指導することに
より、2 チーム間のバランスの維持やスムーズなシナリオの進行のための技術的支援
を行っている。このようによりリアルなトレーニングプログラムを提供することで、
セキュリティに対する理解が高まるとしている。また、トレーニングコースの内容に
関しては、制御機器ベンダを特定しないように配慮している。
図表 2-28 トレーニングセンターのプラントモデル

資料：INL にて許可を得て撮影
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（2） ICSJWG (Industrial Control Systems Joint Working Group)
ICSJWG は、DHS が主導する官民連携による重要インフラ制御システムセキュリテ
ィに関する情報共有のためのワーキンググループであり、2009 年 2 月より開始されて
いる。米国の 18 の重要インフラのセクタをつなぐ位置づけで、政府機関、インフラ
事業者、制御機器ベンダ、セキュリティ関連事業者などが参加している。
定期的にカンファレンスを開催しており（現在までに、2009 年 7 月、9 月、2010
年 1 月の 3 回開催）、日本、英国、ドイツ、フィンランドなど 14 カ国から参加がある。
ICSJWG では、制御システムのセキュリティ強化に向けた取組み分野ごとに、以下
の 6 つのサブグループで活動している。
z 情報共有：各セクタ間における情報共有の推進
z 国際：国際協調、政府間協調の推進
z 研究開発：今後取り組むべき研究開発分野の特定と推進
z ロードマップ：クロスセクタのロードマップの策定
z ベンダ：ベンダ間、ユーザ間などにおける情報共有の改善、リスクマネジメン
トとのあり方の検討
z 要員開発：カリキュラムの策定、認証プログラムの評価
図表 2-29 ICSJWG の WEB ページ（CSSP 内）

資料：CSSP ホームページ
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（3） ICS-CERT（Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team）
ICS-CERT は 2009 年に設置された、サイバー脅威からの制御システムの防護のため
のオペレーション能力を重視したインシデント対応組織であり、CSSP において
ICSJWG とともに重要インフラ制御システムのセキュリティ対策のキーコンポーネン
トとして位置づけられている。現在、ICS-CERT は INL ほか 2 カ所に設置されており、
人員は 45 人であるが今後増員予定である。
図表 2-30 CSSP における ICS-CERT の位置付け

脅威分析

技術評価

結果

脅威

脆弱性

重要インフラ
セクター
パートナーシップ

ICS-CERT

推奨される
プラクティス

状況認識

ロードマップ

調達言語

インシデント
対応

フィールド
評価

ベンダー
パートナー
シップ

軽減製品

カスタム
トレーニニグ

トラステッド・コミュニティ
公共ウェブサイトと安全な
コミュニケーションチャネル

Industrial Control Systems Joint
Working Group (ICSJWG)

資料：ICE-CERT
ICS-CERT では、
「実施可能な知識に基づく状況認識の提供」、
「脆弱性とマルウェア
分析実施」、
「制御システム関連インシデントの分析と対応」、
「官民パートナーシップ
および国際協調の推進」の 4 つを主要なフォーカスエリアとしている。また、「マル
ウェア分析ラボ」を設置しており、代表的なベンダ機器をサンプルとして、マルウェ
アによる攻撃、システムの脆弱性、セキュリティの改善方法などをテストしている。
マルウェアによる攻撃のテストでは、サンプルコードをシステムに送り、状況ごとの
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システムに対するインパクトを分析している。これらの経験から制御システムの脆弱
性の脅威は状況ごとに異なるとしており、セキュリティへの対応は単なる知識だけで
はなく、行動可能な知識が必要であるとしている。
ICS-CERT は、US-CERT（United States Computer Emergency Readiness Team）はじめ
各セクタ、各国の CERT と制御システムに関するインシデントなどの情報収集および
共有を連携して進めており、インシデントに関するニュースを配信するとともに、主
要なマルウェアの確認を実施している。ICS-CERT へのインシデント情報の通報は現
在、電話かメールによるものがほとんどであり、WEB ページにはオンラインフォー
ムを用意しているが実際は使われていおらず、情報収集には匿名性などへの配慮が必
要となる。収集した情報について関係者の許諾なしでは情報公開は行っていないが、
責任の所在が明確な形での情報公開が行われるべきであり、セキュリティに投資する
ことが事業を推進する上で重要であることを説得することが重要としている。
図表 2-31 インシデントのオンラインレポートフォーム（一部）

（名）
（姓）
（Eメールアドレス）
（電話番号）
（ISACとしての報告）

（組織種別）
（影響度）
（対応要求）
（現在の状況）
（タイムゾーン）
（発生時刻）
（検知時刻）

（インシデントおよび影響度の概要説明）

（影響を受けたシステム数）
（影響を受けたサイト数）
（データ暗号化の有無）
（重要インフラへの影響の有無）
（インシデント特定方法）
（時系列のログ）

資料：US-CERT ホームページ
46

2.2.3

制御システム脆弱性の評価・検証のための手法

（1） NSTB（National SCADA Test Bed）
NSTBは、DOE配電・エネルギー信頼性局（OE 53 ）がイニシアティブをとり推進し
ている制御システムセキュリティの検証施設である。制御システムの脆弱性を細かく
分析し、具体的な対応策を推奨することを目的としている。資金はDOEが出している
が、制御機器ベンダもシステムを提供するなど、官民連携で推進している。現在は、
エネルギー関連分野にフォーカスしている。
図表 2-32 NSTB におけるベンダと利用者との連携

（注）

評価結果の
提供

検査
設定

実地評価

設定および
訓練の提供
セキュリティ検査の
要求

最新のシステムと
検査結果の提供
制御機器ベンダー

評価結果の
提供

実地評価の
要求

インフラ事業者

注：Energy Management System
資料：INL
NSTB では、研究施設における実運用環境に近い条件でのテストや、オンサイトで
のセキュリティテストサービスを提供している。テストベッドには 10 の施設があり、
138kV の電力送電網（61 マイル）も設置されている。テストベッドの機器は、様々な
形態の制御システムに対応する必要があることから、プラグ＆プレイに対応したフレ
キシブルなアーキテクチャとしている。
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図表 2-33 NSTB の検証システム概要
GPSタイム
サーバー

モデム

重要インフラ・テストレンジ
サブステーション

フロントエンドシステム
EMS/HMI/FEP
モデム
専用線
ダイレクトシリアル

PSTN
イーサネット
スイッチ

INL
INTRANET
IO コントロールセンター
イーサネット
スイッチ

イーサネット
ルーター

モデム

INTERNET

専用線
ダイレクトシリアル

イーサネット
ファイアウォール

イーサネット
スイッチ
イーサネット
スイッチ

モデム

イーサネット
スイッチ

DCS/ハイブリッド
システム

イーサネット
スイッチ

リモートアクセス

資料：INL
テストの際には、ユーザおよびベンダと契約を締結（通常 3 カ月くらいかかる）し、
その後 2～3 週間のトレーニングを実施する。アセスメントに約 900 時間、エンジニ
アリングサポートに約 700 時間、結果発行に 3 カ月で、全体で 5～9 カ月必要（1 年以
上の場合もある）である。テスト結果と推奨策を提示するが、認証は行っていない。
制御システムも変化しており、認証は一時的に過ぎないとの考えである。
図表 2-34 制御システム脆弱性の検証プロセス
制御システムベンダー
テストベッド設定のため、ベンダーが
システム、ガイド、トレーニングを提供
テストベッド確認により作業を修正
NSTBが最新のツールと技術を適用して
現実的な運用環境でベンダーシステム
の脆弱性を評価

NSTBはシステムの脆弱性と軽減
の戦略に関する機密レポートを
ベンダーに提供

NSTBは一般的な脆弱性に
関する総合レポートを制作

ベンダーはパッチ、アップグレー
ド、強化システムを準備、供給

エネルギーインフラ
オーナー

ベンダーは次世代制御システムの
セキュリティを改善

より安全なエネルギーネットワークへ

資料：INL
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2.2.4 制御システムに関するセキュリティ障害事例データベース動向
（1） RISI（Repository of Industrial Security Incidents）
（i） 概要
RISI は、非営利法人の Security Incidents Organization が運営する、SCADA をはじめ
とする制御システムに直接影響あるサイバーセキュリティのインシデントのデータ
ベースである。収集されるインシデントは、偶発的なサイバー関連事故や外部からの
侵入、DoS（Denial of Service）攻撃、ウイルスやワームの侵入など故意的な事象など
を対象としている。
データベースの構築により、感染した装置、侵入口、インシデント種別、インパク
トなどインシデントにつながる要因を特定し、将来のインシデント発生を防ぐなど、
過去のデータから得られる教訓を共有することができるとしている。また、セキュリ
ティの継続的な改善に向け業界へベンチマークとなるデータ、セキュリティ管理者が
セキュリティ対策費用を確保する際に参考となる事業分野ごとの統計を提供するこ
とにも重点を置いている。ICS-CERT のようにレスポンスをする組織ではなく、あく
までもインシデント情報のデータベース構築を主としている。
（ii） データ収集
RISIの情報ソースは、主にメンバ企業のネットワーク、各セクタのISAC（Information
Sharing and Analysis Center）、公開情報の 3 つである。
データ収集の際に重要なことは、
情報源が特定できることであるとしている。また、全てのデータを機密情報として扱
っており、情報提供の貢献者に対して影響がないよう十分に配慮している。RISIホー
ムページにはインシデント情報の報告用フォームを用意しており、インシデントに関
するなるべく詳しい情報を収集しようと試みている（図表 2-35）。
収集した情報は 1 日かけて検証し、インシデントタイプを分類し信頼度に応じて、
4 段階で評価して公開している。時には間違った情報が来ることもあるが、十分に検
証をしているため通常は簡単に見破ることができるとしている。
RISIでは、1982～2009 年第 3 四半期までで 152 件のインシデント情報が登録されて
おり、インシデントのタイプ、業種、侵入ポイント、インパクト（被害）などに整理
されている（図表 2-36）。これらの情報はICS-CERTにも提供している。最近の傾向と
しては、主要経路ではなく二次的経路からの侵入である。
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図表 2-35 RISI のインシデント報告フォーム（一部）
インシデント
タイプ

加害者

侵入口

セキュリティ
問題を発見し
た方法

インシデント
発生前のセキ
ュリティ対策

実施された対
策措置

インシデント詳細
□不測の装置障害
□外部からの妨害工作
□不測の不適切制御
□外部からのシステム侵入
□不測のネットワーク障害
□外部からのウイルス、トロイ木馬、ワーム
□不測のソフトウェア障害
□外部のインシデント
□監査
□内部者の不正行為
□外部からの DoS 攻撃
□内部の未認証アクセス
□外部からの不正
□内部の妨害工作
□外部からの情報盗難
□内部のインシデント
□その他
□不明
□外部
□内部者
□外部の活動家
□内部の現在の請負業者
□外国の組織
□内部の現在の従業員
□競合他社
□内部の過去の請負業者
□ハッカー、ウイルス製作者
□内部の過去の従業員
□外部のいたずら
□該当なし
□外部のテロリスト
□不明
□その他
□ローカルの情報ネットワーク
□リモートの企業 WAN
□ローカルの通信チャネル媒体
□ダイヤルアップモデム
□マンマシンインタフェース
□インターネット
□ノート PC
□SCADA ネットワーク
□機器への物理的アクセス
□通信会社ネットワーク
□プログラム用端末
□信用あるサードパーティ接続
□ローカルアクセス
□リモートの情報ネットワーク
□物理的（アクセス）
□VPN 接続
□不明
□無線システム
□その他
□リモートアクセス
□内部職員
□内部 IT スタッフ（発生後）
□セキュリティ機器（発生中ログ警告） □セキュリティ機器（ログ警告）
□請負業者
□セキュリティ機器（発生後ログ警告）
□セキュリティコンサルタント
□通常の監査活動で発見
□内部の運用スタッフ（発生中）
□外部組織からの通報
□内部の運用スタッフ（発生後）
□不明
□内部 IT スタッフ（発生中）
□その他
□802.1X
□ファイアウォール（VLAN）
□アクセスコントロール
□ファイアウォール
□生体認証
□組込み暗号装置
□検知システム
□侵入検知装置
□デジタル証明
□なし
□デジタル ID
□パスワードアクセスコントロール
□暗号化ファイル
□公開鍵暗号
□暗号
□不明
□ファイアウォール（専用）
□ウイルス防護ソフトウェア
□ファイアウォール（ホスト）
□VPN
□ファイアウォール（ルータ）
□その他
□ルータまたは VLAN の設置
□パスワード変更
□ハードウェア
□不明
□ハードウェアリプレース
□手順（による対応）
□ハードウェアアップグレード
□セキュリティ技術（の採用）
□パッチ手順のアップグレード
□アクセス手順の変更
□なし
□監査手順の変更
□パッチされたソフトウェア
□暗号化、VPN 採用
□侵入検知システム設置
□機器使用規約の変更
□ソフトウェアアップグレード
□アンチウイルスシステムの設置
□ファイアウォール設置
□その他

資料：RISI 資料より作成
50

z
z
z
z

図表 2-36 収集データの類型
インシデント件名
z 業種（ガス、石油、自動車、電力など）
発生日時
z 侵入口
レポート信頼性（信頼性のレベルに応 z 犯人
じて 4 段階で評価）
z 簡単な説明
インシデント類型（偶発事故、外部か z 企業へのインパクト
らのハッキング、ウイルス感染など） z 参考資料など
資料：RISI 資料より作成

（iii） サービス提供
RISI は非営利目的ではあるが、会員制サービスの形式をとっており、情報提供者に
は 1 件当り 3 カ月無料でサービス提供している。それ以外の場合は有料であり、情報
提供者にはギブ&テイクとしてバランスをとっている。そのほか、四半期ごとにイン
シデントの詳細や分析をまとめたレポートや、オンラインデータベースアクセスなど
のサービスを有償で提供している。
図表 2-37 RISI の製品／サービス
製品

概要

電子版

印刷版

四半期分析レポート

最新四半期に報告されたインシデントを
中心にデータベースを専門家が分析

$595

$695

年間分析レポート

昨年報告されたインシデントを中心に分
析

$995

$1,095

分析レポート購読

四半期分析レポートの購読（1 年間で 4
回分）

$1,995

$2,395

各セクタレポート

オイル＆ガス、化学、電力、上下水道の
セクタごとのレポート

各$595

各$695

資料：RISI 資料より作成

51

図表 2-38 メンバーシップの種類
Basic
$195

Deluxe
$995

Company
$3,995

Corporate
$9,995

メンバー限定エリアへのアクセス
ニュースレター
月次パワーポイント
追加商品の10％割引
オンラインDBへの3カ月アクセス権
オンラインDBへの12カ月アクセス権
オンラインDBへの12カ月アクセス権
（10人までの同時アクセス可能）
四半期分析レポートまたは各セクタの
レポートから1レポート選択
年刊分析レポート
産業セクタの1レポート（オイル＆ガス、
化学、電力、水道の各セクタから選択）
全てのRISIレポート（分析レポート購読、
全てのセクターレポート）
10時間のカスタムリサーチ

資料：RISI 資料より作成
（参考）図表 2-39 BCIT の ISID データベース分析例
1982‐2001年
27件

2002‐2006年
78件

その他
7％
外部
26％

偶発的
31％
偶発的
52％

内部
15％

外部
60％

DoS攻撃: 4％

外部
4％
その他
5％
システム侵入: 9％
破壊工作: 9％

ウイルス/ワーム/
トロイの木馬:
78％

資料：Process online（http://www.processonline.com.au/）
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2.2.5 制御システムの認証を取り巻く環境
（1） MUSIC（Mu Secure Industrial Control） セキュリティ認証（Certification）
（i） 概要
制御システムのセキュリティテスト機器を開発している MuDynamics 社（カリフォ
ルニア州）が、制御システムのセキュリティ認証プログラム MUSIC（Mu Secure
Industrial Control）を提供しており、特に IP ベースのコントローラを対象にしている。
認証には、TCP、ICMP（Internet Control Message Protocol）、ARP（Address Resolution
Protocol）などを対象にした基礎レベル（MUSIC Certified “Foundation”）と、MODBUS、
DNP3（Distributed Network Protocol 3）、LLDP（Link Layer Discovery Protocol）などを
対象にした上級レベル（MUSIC Certified “Advanced”）の 2 種類がある。ABB、Siemens、
Honeywell などの大手ベンダが主に社内テストプロセス用に活用している。
同様の民間認証プログラムとして、Wurldtech 社（カナダ）の ACHILLES がある。
最近では、シェルなどの大手ユーザにおいては制御システムの導入に際して、これら
の民間認証の取得を制御機器ベンダに要求するところもある。
なお、この認証ビジネスは MuDynamics の全事業において、現在、非常に小さい割
合を占めるに過ぎない。MuDynamics では ISCI（2.2.5(2)参照）における標準化に参画
していることから、MUSIC セキュリティ認証も今後、ISCI 規準に準拠したものとな
るものと思われる。
（ii） 認証テスト
MUSIC 認証は自社のテストパッケージを用いて行われる。テストパッケージは、
自動化プラットフォーム（ハードウェア）、テストモジュール、テストコンテンツか
らなる。50 以上の各種ネットワークプロトコルを対象に、隠れた脆弱性を発見するた
めのテストを実施しており、標準的なテストではイーサネット経由で小さいピンパケ
ットを送出して分析する。また、既知の脆弱性について対象機器が攻撃を遮断できる
かを測定し、自動的に生成された多数のパターンで DoS 攻撃をしかけ、対象機器の負
荷のかかり具合を検査する。これらのテストモジュールは随時アップデートされてい
る。プラットフォームではモニタリングからレポーティングまで自動的に行うことが
できる。障害には、デバイスの不具合によるものと、システムの制御不能によるもの
と 2 種類があるが、それらを判別することが重要となっている。
テストおよび認証の期間・費用はシステムによって異なり一概には言えないが、短
い場合は 1 週間程度で完了する場合もある。
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図表 2-40 テストパッケージ

機能性

テストモジュール

顧客
コンテンツ

相互運用性
サードパーティ
コンテンツ
回復力
MuDynamics
コンテンツ

安全性
自動化

監視

報告

テスト自動化プラットフォーム
資料：MuDynamics
図表 2-41 テスト対象プロトコル
ARP

BGP-4

BOOTP

CDP

CIFS

DHCP

DHCPv6

Diameter

DNP3

FTP

GRE

H.248 (Megaco)

H.323

HTTP

ICMPv4

ICMPv6

IEC-61850

IEEE 802.1Q-2005 IEEE 802.1X-2004 IGMPv1/v2/v3

IKEv2

IMAP

IPv4

IPv6

IS-IS

ISAKMP

LACP

LDAP

LDP

LLDP(IEEE
802.1AB-2005)

LLDP-MED(ANSI/
TIA-1057-2006)

MGCP

MLDv1/v2

MMS

MODBUS/TCP

Mount
(see SunRPC)

MPLS

MSTP
(i.e., Multiple STP) NFS

NTP

OSPFv2

OSPFv3

PIM-DM/SM

POP3

Portmap
(see SunRPC)

PPPoE

RADIUS

RIPng

RIPv1/v2

RSTP
(i.e., Rapid STP)

RSVP-TE

RTP

RTSP

SCTP

SIP

SMTP

SNMP

SSDP

SSH

SSL-TLS

STP

SunRPC

TACACS+

TCP

TELNET

TFTP

UDP

VPLS

VRRP

資料：MuDynamics
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（2） ISA Security Compliance Institute（ISCI）による標準化動向
ISCI は、ISA（International Society of Automation）の ASCI（Automation Standards
Compliance Institute）のもとで、2007 年にアセットオーナー、サプライヤー、業界団
体により設立されたコンソーシアムである。重要な制御システム製品の優位的技術に
よる仕様化とテストおよび認証のプロセスの確立を目的としている。また、アセット
オーナー、サプライヤー、その他関係者による産業界での協力を確立することにより、
制御システムの開発、入手、運用に関する時間、コスト、リスクを削減することも目
指している。
図表 2-42 ISCI メンバ企業／組織
区分

社名、組織名
・ Chevron
・
・
・
・
・

ExxonMobil
Honeywell
Invensys Process Systems
Siemens
Yokogawa

技術メンバ

・
・
・
・

Exida
MuDynamics
Rockwell Automation
Wurldtech Security Technologies

産業メンバ

・ ISA99 Standards Committee（NIST、DHS、国立研究所、
化学セクタなど）

情報メンバ

・ Egemin

設立メンバ

資料：ISCI
ISCI では、現在民間企業が実施している制御システムのセキュリティ認証を規格化
することを目指しており、セキュリティテストの仕様策定を行っている。認証の対象
は、単体製品、インテグレーション、操作ポリシー・手順の 3 段階となっている。こ
れらのテスト仕様策定には、MuDynamics や Wurldtech など、すでに独自の認証を事
業化している企業が協力している。これらの企業は、独自の基準でテスト・認証を行
っているが、ISCI での認証規格化がされればこれに準拠したものになると考えられる。
2009 年 9 月には組み込みコントローラのセキュリティ保証のフレームワークを承認、
公開している。
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図表 2-43 ICSI による認証の概要

認 1.単体製品認証
証 2.インテグレーション認証
対 3.操作ポリシー・手順認証
象

資料：横河電機「制御システムに関するセキュリティ課題への取組みと展望」
図表 2-44 ISCI 認証の基本要件
項

要件

FR1

デバイス、情報への不許可アクセスや問い合わせの防止

FR2

指定通信チャネルのデータ変更防止による不許可デバイスの操作防止

FR3

指定通信チャネルデータの改ざん防止

FR4

指定通信チャネルからのデータ漏えい防止

FR5

通信チャネルのデータフロー制御による不許可情報の漏えい防止

FR6

セキュリティ違反時に担当へ通報し、緊急事態に自動応答にフォレン
ジック（注）エビデンスを報告

FR7

DoS 攻撃から全ネットワークリソースを保護し、可用性を保障

注：システムの不正な改ざんや破壊が行われた場合に、法的手段や訴訟を行うため
のデータ調査／分析を行うこと
資料：ISA「CFI-Embedded_Controller_QOS-07282008.pdf」

56

2.3. 日本およびアジア諸国における取組み
2.3.1 日本における取組み
（1） 重要インフラ制御システムセキュリティに対する取組み体制
日本の重要インフラにおけるセキュリティの取組み体制を図表 2-45に示す。内閣
官房情報セキュリティセンター（NISC）は重要インフラ全体の情報セキュリティ強化
に向けた基本戦略を策定している。幅広い情報セキュリティ対策を推進する独立行政
法人 情報処理推進機構（IPA）は制御システムのセキュリティ課題や対策のあり方に
関する調査、啓発活動を行っている。セキュリティ情報の収集およびインシデント対
応支援を行うJPCERTコーディネーションセンター（JPCERT/CC）は、制御システム
に関する脆弱性情報も収集するとともに、IPAと連携した啓蒙活動も実施している。
制御機器ベンダとしては日本電気計測器工業会（JEMIMA）において、制御システ
ムのセキュリティ課題と対策のあり方に関する検討を実施している。重要インフラの
各セクタでは当該分野における調査研究や情報共有は実施されているが、セクタ間で
の連携や産学官の連携は欧米と比べ少ない。
図表 2-45 日本における取組み体制

NISC
連携
情報収集

調査、情報共有、啓発

対策推進
連携
調査、啓発

連携

電力事業者

経済産業省
主管

IPA
日本
ガス協会

情報共有、
啓発

情報共有

電力中央
研究所

ガス

JPCERT/CC

連携

電気事業
連合会

電力

方針策定、予算確保

調査、情報共有、啓発

都市
ガス事業者

日本電気
計測器工業会

主管

経済産業省

日本
水道協会

制御機器
ベンダ

水道

調査、情報共有、啓発

調査、情報共有、啓発

水道事業者
事業者

資料：各種資料より作成
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厚生労働省
主管
●
●
●

（2） 政府系機関の取組み
（i） 内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）による取組み
内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）では、重要インフラ 54 の情報セキュリ
ティ確保に向けた政策を推進している。2005 年に策定された「重要インフラの情報セ
キュリティ対策に係る行動計画」を受けて、2006 年には「重要インフラにおける情報
セキュリティ確保に係る『安全基準等』策定にあたっての指針」が発表された。本指
針では、重要インフラにおけるIT化の進展や相互の依存関係の増大に伴う、情報セキ
ュリティ対策強化の必要性から、重要インフラ事業者などにおいて分野ごとに安全基
準を策定し、自ら検証することを求めている。対象となる重要インフラとそのシステ
ムは図表 2-46のとおりである。また、2009 年に公表された「重要インフラの情報セ
キュリティ対策に係る第 2 次行動計画」に基づき、「重要インフラ事業者等のサービ
スの維持」のためのIT障害の予防的対策と「IT障害発生時の迅速な復旧等の確保」の
ためのIT障害の事後的対策の両方について、必要な施策を推進している。第 2 次行動
計画では、関係主体が日々蓄積している経験を互いに活かしあう改善のサイクルの確
立を目指しており、対処すべき脅威や守るべきサービスの水準を可視化して継続的な
検証に取り組むための施策を盛り込んでいる。
また、2009 年 6 月には、同 2 月に決定された 3 カ年計画「第 2 次情報セキュリティ
基本計画」を踏まえた「セキュア・ジャパン 2009」が発表されている。政府機関や重
要インフラにかかわる事業者、企業や個人が具体的に取り組むべき項目をまとめた内
容であり、大きく 2 つの方向性を打ち出している。1 つは、「『事故前提型社会』への
対応力強化のための基盤作り」であり、「リスクはゼロにならない、無謬性はない」
ということを認識し、万一事故が起こった場合には思考停止に陥ることなく、冷静か
つ迅速に対策を取れるような体制作りに取り組むとしている。もう 1 つは、「合理性
に裏付けられたアプローチの実現」である。守るべき情報資産の価値やリスクの大き
さに応じて、最適な水準の対策を実現することを狙っている。この第 2 次計画は、過
去 3 年間にわたって実施されてきた「第 1 次情報セキュリティ基本計画」への評価を
踏まえてまとめられたものであり、情報セキュリティ政策会議ではこうした過去の取
組みについて、セキュリティ対策の重要性が認識され、事前の対策もある程度進むな
ど一定の成果が得られたと評価し、さらなる底上げを目指している。「セキュア・ジ
ャパン 2009」も、セキュリティ対策の基盤ができつつあるという認識に立って、先に
挙げた情報セキュリティに対する新たな取組みの「自覚」を促すことを目指している。

54
重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 2 次行動計画（2009 年 2 月 3 日 情報セキュリティ政策会議）では、重要インフラを「情
報通信」、「金融」、「航空」、「鉄道」、「電力」、「ガス」、「政府・行政サービス」、「医療」、「水道」、「物流」の 10 分野としている。
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図表 2-46 対象となる重要インフラと重要システム（2010 年 1 月時点）
重要インフラ
IT 障害や
分野
その影響の例
情報通信
・電気通信サービスの停
止
・電気通信サービスの安
全・安定供給に対する
支障など
・放送サービスの停止
金 銀行、
・預金の払い出し・振込
融 生保損保、 など資金移動・融資業
証券会社、 務の停止
金 融 商 品 ・保険金の支払い停止
取引所
・有価証券売買の停止

航空

・運航の遅延・欠航
・航空機の安全運航に対
する支障など

鉄道

・列車運行の遅延・運休
・列車の安全安定輸送に
対する支障など

電力

・電力供給の停止
・電力プラントの安全運
用に対する支障など
ガス
・ガス供給の停止
・ガスプラントの安全運
用に対する支障など
政府・行政サー ・政府・行政サービスに
ビス
対する支障
・ 個人 情報の 漏洩 ・盗
聴・改ざん
医療
・診療支援部門における
業務への支障など
水道
・水道による水の供給の
停止
・不適当な水質の水の供
給
物流
・輸送の遅延・停止

対象となる重要
対象となる
インフラ事業者など
重要システム例
・主要な電気通信事業 ・ネットワークシステム
者
・オペレーションサポート
・主要な放送事業者
システム
・ニュース・番組制作シス
テム
・編成・運行システム
・銀行・信用金庫・信 ・勘定系システム
用組合・農業共同組 ・資金証券系システム
・国際系システム
合
・生命保険・損害保険・ ・対外接続系システム
・保険業務システム
証券会社
・証券取引システム
・金融商品取引所
・取引所システム
・主たる定期航空運送 ・運航システム
事業者
・予約・搭乗システム
・国土交通省
・整備システム
・貨物システム
・航空管制システム
・気象情報システム
・JR 各社および大手民 ・列車運行管理システム
間 鉄 道 事 業 者 な ど ・電力管理システム
の 主 要 な 鉄 道 事 業 ・座席予約システム
者
・一般電気事業者・日 ・制御システム
本原子力発電・電源 ・運転監視システム
開発
・主要なガス事業者
・プラント制御システム
・遠隔監視・制御システム
・各府省庁
・地方公共団体

・各府省庁および地方公共
団体の情報システム

・医療機関

・診療録などの管理システ
ム
・水道事業者および水 ・水道施設や水道水の監視
道用水供給事業者
システム
・水道施設の制御システム
・大手物流事業者

資料：NISC 資料より作成
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・集配管理システム
・貨物追跡システム
・倉庫管理システム

（ii） 独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）による取組み
情報処理推進機構（IPA）は、IT の安全性向上に向けた情報セキュリティ対策の強
化の観点から、技術・人材の開発や、オープンなソフトウェア基盤の整備などの取組
みを行っている。制御システムのセキュリティ対策に向けても、各種の調査研究の実
施をはじめ、セキュリティガイドの公開、啓蒙のためのセミナー開催などの活動を行
っている。調査活動に関しては、2000 年度の「大規模プラント・ネットワーク・セキ
ュリティについて」に始まり、海外の先行事例調査や組込みソフトウェアのセキュリ
ティ動向なども含め継続して実施している。
z 調査活動
（2000 年度）
・ 大規模プラント・ネットワーク・セキュリティについて
（2001 年度）
・ 情報セキュリティインシデントに関する調査
（2003 年度）
・ 電力重要インフラ防護演習に関する調査
（2007 年度）
・ 複数の組込み機器の組み合わせに関するセキュリティ調査報告書
（2008 年度）
・ 重要インフラの制御システムセキュリティと IT サービス継続性に関する調査
・ 組込みソフトウェアエンジニアリング標準に関する調査
また、セキュリティ強化のためのガイドもホームページ上で公開している。2009
年 11 月には、オランダ政府とTNO Defence, Security and Safety社が実施した、上水
道分野用の監視制御システムのセキュリティ対策推進に関する調査報告書（原題：
SCADA Security Good Practices for the Drinking Water Sector）を翻訳し、
「上水道分野
用のSCADA セキュリティ グッド・プラクティス」としてウェブサイトで公開し
ている。ここでは、自組織のセキュリティの現状を把握するための 39 の対策項目
（グッド・プラクティス）がまとめられている（2.1.3(3) 図表 2-13参照）。
z セキュリティガイドの公開
z ガイドなどの公開
（2000
年度）
・ 重要インフラセキュリティ対策事業成果の普及
（2008 年度）
・ 組込みシステムのセキュリティへの取組みガイド
（2009 年度）
・ 上水道分野用の SCADA セキュリティ グッド・プラクティス
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制御システムのセキュリティ対策の普及啓発活動として、IPA では JPCERT/CC
との共催による「重要インフラ情報セキュリティフォーラム」を始めとする各種セ
ミナーなどを定期的に開催している。
z 啓発活動
（2006 年度）
・ 重要インフラ事業者向け情報セキュリティセミナー（注 1）
・ 重要インフラセキュリティセミナー（注 2）
（2007 年度）
・ 重要インフラ情報セキュリティフォーラム 2008（注 1）
・ 組込みセキュリティワークショップ
（2008 年度）
・ 重要インフラ情報セキュリティフォーラム 2009（注 1）
（2009 年度）
・ 重要インフラ情報セキュリティフォーラム 2010（注 1）
（注 1）JPCERT/CC と共催
（注 2）Telecom-ISAC Japan、JPCERT/CC と共催
また、2007 年 4 月より脆弱性対策情報データベース（JVN iPedia）の運営を開始
している。これは、日本国内で使用されているソフトウェア製品の脆弱性対策情報
を収集するためのデータベースを目指し、
（1）国内のソフトウェア製品開発者が公
開した脆弱性対策情報、
（2）脆弱性対策情報ポータルサイト JVN（Japan Vulnerability
Notes）で公表した脆弱性対策情報、
（3）米国国立標準技術研究所 NIST の脆弱性デ
ータベース「NVD（National Vulnerability Database）」が公開した脆弱性対策情報、
の中から情報を収集、翻訳、公開しているものである。このなかで、SCADA シス
テム脆弱性情報の公開も開始されており、2008 年には 8 件、2009 年には 9 件の登
録がなされている。
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図表 2-47 JVN iPedia 制御システム脆弱性情報
タイトル

深刻度

発見日

JVNDB-2009-001086
(JVNVU#310355)

GE Fanuc Proficy HMI/SCADA iFIX の認証
機能における脆弱性

10.0

2009/02/13

JVNDB-2009-001050
(JVNVU#124059)

GoAhead WebServer に情報漏えいの脆弱性

5.0

2009/02/10

JVNDB-2009-001052
(JVNVU#619499)

Rockwell
Automation
ControlLogix
1756-ENBT/A EtherNet/IP Bridge に URL
リダイレクションの脆弱性

6.8

2009/02/10

JVNDB-2009-001051
(JVNVU#882619)

Rockwell
Automation
ControlLogix
1756-ENBT/A EtherNet/IP Bridge にクロス
サイトスクリプティングの脆弱性

4.3

2009/02/10

JVNDB-2009-001069
(JVNVU#337569)

AREVA e-terrahabitat の WebFGServer アプ
リケーションにおける権限昇格の脆弱性

9.0

2009/02/08

JVNDB-2009-001068
(JVNVU#337569)

AREVA e-terrahabitat の NETIO アプリケ
ーションにおけるサービス運用妨害 (DoS)
の脆弱性

7.8

2009/02/08

JVNDB-2009-001067
(JVNVU#337569)

AREVA e-terrahabitat の WebFGServer アプ
リケーションにおけるサービス運用妨害
(DoS) の脆弱性

7.8

2009/02/08

JVNDB-2009-001066
(JVNVU#337569)

AREVA e-terrahabitat の WebFGServer アプ
リケーションにおけるサービス運用妨害
(DoS) の脆弱性

7.8

2009/02/08

JVNDB-2009-001065
(JVNVU#337569)

AREVA e-terrahabitat の MLF アプリケー
ションにおけるバッファオーバーフローの
脆弱性

10.0

2009/02/08

JVNDB-2008-002140
(JVNVU#976484)

DATAC RealWin にバッファオーバーフロ
ーの脆弱性

10.0

2008/12/03

JVNDB-2008-001913
(JVNVU#981849)

Automated Solutions Modbus Slave ActiveX
Control における脆弱性

7.5

2008/11/04

JVNDB-2008-001777
(JVNVU#343971)

ABB PCU400 にバッファオーバーフロー
の脆弱性

10.0

2008/09/29

JVNDB-2008-001454
(JVNVU#476345)

Citect 社製 CitectSCADA におけるバッフ
ァオーバーフローの脆弱性

7.6

2008/06/12

JVNDB-2008-001354
(JVNVU#596268)

Wonderware SuiteLink における NULL ポ
インタ参照の脆弱性

5.0

2008/05/07

JVNDB-2008-001055
(JVNVU#339345)

GE Fanuc Proficy Information Portal が任意
のファイルをアップロードおよび実行を許
可する問題

7.5

2008/01/28

JVNDB-2008-001054
(JVNVU#308556)

GE Fanuc CIMPLICITY HMI にヒープバッ
ファオーバーフローの脆弱性

10.0

2008/01/28

JVNDB-2008-001053
(JVNVU#180876)

GE Fanuc Proficy Information Portal が認証
情報を平文で送信する問題

5.0

2008/01/28

ID

（資料：http://jvndb.jvn.jp/より作成）
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（3） セキュリティ関連機関の取組み
（i） JPCERTコーディネーションセンター（JPCERT/CC）による取組み
JPCERT コーディネーションセンター（JPCERT/CC）では、インターネットを介し
て発生する侵入やサービス妨害などのコンピュータセキュリティインシデントにつ
いて、日本国内のサイトに関する報告の受け付け、対応の支援、発生状況の把握、手
口の分析、再発防止のための対策の検討や助言などを、技術的な立場から行なってい
る。特定の政府機関や企業からは独立した中立の組織として、日本における情報セキ
ュリティ対策活動の向上に取り組んでいる。
国内で発見されたソフトウェア製品に関する脆弱性関連情報は、IPA を経由して
JPCERT/CC に集められる。集められた情報の展開は、脆弱性関連情報の分析結果よ
り該当するソフトウェア製品を開発する事業者への連絡に加え、JVN という脆弱性関
連情報を提供する Web ポータルサイトを通じて広く公開されている。そのうち制御
監視系システムプロトコルにおける脆弱性の情報公開は 12 件行われている（2010 年
1 月現在）。
人命にも影響を及ぼしかねない重要インフラ制御システムにおいて、一般公表前の
脆弱性情報はその取り扱いに細心の注意が必要である。JPCERT/CC では脆弱性関連
情報を必要に応じて公開することで、脆弱性情報の悪用、または障害を引き起こす危
険性を最小限に食い止めるためのプロセス（脆弱性情報ハンドリング）を設けている。
図表 2-48 IPA との共同による JPCERT/CC の脆弱性情報ハンドリング

資料：JPCERT/CC ホームページより
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JPCERT/CC は広く情報システム全般を対象にした活動を行っているが、近年重要
インフラにおけるセキュリティに着目し、技術情報調査やセミナーを通じた関係者の
意識を高める活動に取り組んでいる。主な活動を以下にまとめる。
① 制御監視系システムプロトコルの脆弱性調査
・ 重要インフラ事業者などの特定組織向けへの脆弱性対策支援として、制御監
視系システムプロトコルの脆弱性調査（2008 年）を実施
② 制御システムベンダセキュリティ情報共有タスクフォース
・ 収集・蓄積した情報をより多くの技術者に配信し、制御システムにおけるセ
キュリティ対策の推進に活用されることを目的とし、メールニュース配信、
調査報告などの情報提供、制御・計装技術者の意見収集を実施
・ 2009 年 2 月より運営を開始
③ 公開資料「制御システムセキュリティガイドライン、標準および認証への取組
みに関する分析」
・ 制御システムのセキュリティに対する米国における取組み状況を日本国内
の関係者に紹介
・ Digital Bond 社の調査資料をもとに、重要な制御システムのセキュリティガ
イドライン、標準および認証への取組み、それぞれの取組みによって最も影
響を受けるセクタおよび地理的地域、取組みの動向などについて分析
④ 公開資料「重要社会インフラのためのプロセス制御システム（PCS）のセキュ
リティ強化ガイド」
・ プロセス制御システムのセキュリティに関する意識向上を意図して、SEMA
(スウェーデン緊急管理庁) によりスウェーデン語で作成された文書の英訳
版を邦訳
・ 欧州の官民の各界が様々な共通課題に共同で取り組めるよう、また、必要に
応じて集中的な取組みとリソースの共有を行えるよう、制御システムに特化
したセキュリティに対する推奨事項を記述（2.1.3(4) 図表 2-14参照）。
（4） 制御機器ベンダの取組み
（i） SICE/JEITA/JEMIMA共同セキュリティWG
計測自動制御学会（SICE 55 ）、電子情報技術産業協会（JEITA 56 ）、日本電気計測器工
業会（JEMIMA）の 3 団体では、共同で製造業分野におけるセキュリティ標準化動
向、技術などの調査・研究活動を推進しており、この活動を通して会員企業、ユー
ザにフィードバックすることが目的である。

55
56

Society of Instrument and Control Engineers
Japan Electronics and Information Technology Industries Association
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図表 2-49 SICE/JEITA/JEMIMA 共同セキュリティ WG の概要

メンバ

広報活動

団体協力関係

具体的な活動例

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

横河電機（株）
（株）山武
（株）東芝
富士電機システムズ（株）
（株）日立ハイテクコントロールシステムズ
（株）日立製作所
JEMIMA 計測展
SICE Annual Conference
JEITA 制御システムフォーラム
JPCERT/CC 制御システムセキュリティカンファレンス
IPA や JPCERT/CC と相互に情報交換
IEC/TC65/WG10 国内委員会にメンバ登録
ISA SP99TR（Technical Report）2 を利用したセキュリティ対
策の実践
・ PCSRF（Process Control Security Requirements Forum）の SPP
（System Protection Profile）-ICS Ver1.0 を利用したセキュリテ
ィ要件の分析
・ 役割分担（セキュリティ機能設計と対応者の特定）の試行な
ど

資料：SICE 資料
（5） 事業者の取組み
（i） 電気事業連合会による取組み
電気事業連合会（電事連）では、電力供給に関わる制御システムにおける情報セキ
ュリティの強化に向け、電力系統の監視などに極力影響を及ぼさないよう、以下のよ
うな必要な取組みを推進するとしている。
・電力業界の取組み
－情報セキュリティ関係会議設置による情報共有の具体的取組み
－電力業界共通の安全基準など（業界ガイドライン）の策定、見直し
－官民ならびに電力業界全体の情報共有体制の整備（情報連絡共有ガイドライン
策定）
－電子会議室などによる情報セキュリティに関する情報などの共有化の実施
・各電力会社の取組み
－情報セキュリティに関する委員会の設置、情報セキュリティポリシーなどの策定
－防災対策などにおける危機管理体制などを活用した緊急時対応計画などの策定
－情報セキュリティ教育など各種情報セキュリティ施策の実施

65

（ii） 日本ガス協会による取組み
日本ガス協会では、ガス供給における制御システムにて障害が発生しないよう、以
下のような必要な対策を講じているとしている。
①システム構成面の対策
・インターネットなど外部ネットワークとの分離運用
・重要システムにはバッテリーや自家発電設備から給電する対策を実施
・ガス事業者専用通信網（自営無線など）の活用
・重要システムの冗長化
②システム運用・体制面の対策
・24 時間 365 日でシステムの稼働状況を監視
・システム障害発生時、現地技術員による監視・操作の実施
・入退室管理、利用権限付与などによるシステム利用制限の実施
・訓練、教育の実施
（6） 研究所、研究会などの取組み
（i） 電力中央研究所による取組み
財団法人電力中央研究所（電中研）では、電力、エネルギー、環境問題などをテー
マに種々の研究を行っており、その一環として電力事業者の制御システムのセキュリ
ティに関する研究も実施している。また、電中研では、電力事業者の将来の制御シス
テム向けに評価装置を設置し、脆弱性評価やその対策提案も行っている。
脆弱性評価の具体的内容は以下のとおりである。
z 盗聴（機密性への脅威）
- 監視制御情報の取得
- 系統機器構成の探索
z 改ざん（完全性への脅威）
- 通信（監視制御）内容の変更
- 端末内部の情報変更
z サービス妨害（可用性への脅威）
- IP プロトコルを用いた DoS 攻撃
また、制御システムのセキュリティ対策として以下のような取組みが必要として
おり、それらの対策を複数組み合わせることで効果的な防護が可能としている（図表
2-50は一般的なIT装置で監視制御システムを構成した場合のセキュリティ対策の適用
例を示している）。
z 技術的対策：認証、暗号化、通信遮断など
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z
z

費用対効果を考慮し要求レベルに応じた多層的セキュリティ対策
対象システムや組織に応じた対策、チェックリストの作成
図表 2-50 監視制御システムへのセキュリティ対策例

資料：「監視制御システムにおけるセキュリティ技術の動向」，電子情報通信学会誌，
2009 年 1 月号
（ii） 重要インフラのICT依存性解析とCIIP 57 （重要インフラ情報防護）のあり方研究会
情報システム学会に設置されている「重要インフラの ICT 依存性解析と CIIP（重要
インフラ情報防護）のあり方研究会」では、現在の重要インフラにおける ICT 導入状
況とそれに伴う脆弱性を調査・整理しながら、この分野で先行する欧米の官民の取組
みも参照しつつ、今後の日本における CIIP のあり方についての知見の集約と、学会
からの提言としてとりまとめることを目的とした研究活動を行っている。活動期間は
2007 年度～2009 年度までの 3 年間で、22 名の学識経験者、業界関係者などがメンバ
として登録されている。主な活動は、CIIP に関する国内外動向調査、重要インフラに
おける ICT 導入状況と潜在的な脆弱性の抽出、日本における CIIP のあり方に関する
議論である。2010 年度以降もテーマを拡大・見直しして研究を継続することが検討さ
れている。

57

Critical Information Infrastructure Protection
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2.3.2 アジア各国における取組み
近年、アジアにおいても制御システムのセキュリティが課題として認識されつつあ
り、関連するカンファレンスも開催されている。ここでは、2010 年 2 月に香港で開催
された SCADA Northeast Asia カンファレンスから、いくつかトピックスを紹介する。
（1） 韓国におけるスマートグリッドのセキュリティへの取組み事例
韓国電力中央研究所（KERI 58 ）が、韓国におけるスマートグリッドの推進状況に関
して、一般的にはまだ先の話とされているリアルタイムでの価格変動（Real-time
pricing）や電力マーケット、AMI（Advanced Metering Infrastructure）やセンサネット
ワークについて紹介していた。韓国は積極的にスマートグリッドへの投資を行ってお
り、済州島でのスマートグリッド実証実験などを積極的に進めている。
スマートグリッドに用いられる SCADA システムのセキュリティを検証するため、
テストベッド整備とサイバーセキュリティ装置を進めている模様である。
図表 2-51 SCADA テストベッドおよびセキュリティ装置

資料：KERI
なお、韓国の電力会社は 1 社であり、米国のような数千の関係会社の環境と異なり
計画立案が容易なようであった。

58

Korea Electro-technology Research Institute
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（2） 台湾におけるスマートグリッドのセキュリティへの取組み事例
台湾電力は、台湾のエネルギーの 99.3％を海外からの輸入に依存しているため、再
生エネルギーの普及と有効活用化、CO2 削減を進めるためスマートグリッドを計画的
に進めている。家庭へのスマートメーター展開とマイクログリッド（地域レベルでの
スマートグリッド）を優先して推進している。説明資料では無線技術 ZigBee も搭載
されていることから、セキュリティへの対応が検討されていると思われる。現在の監
視・制御システムの構成では、最上位の中央配電管理センターではファイアウォール
を介してオフィスシステムと接続している。家庭への終端は PLC（Power Line
Communication）や ZigBee を使用するが、これらの情報の収集は GSM（Global System
for Mobile Communications）/GPRS（General Packet Radio Service）を使用するようであ
る。制御のプロトコルは DNP3.0 over TCP/IP か IEC61850 である。
2015 年までに AMI を普及するための 4 ステップのシナリオを検討しており、AMI
設置や ZigBee 無線利用が進むようであれば、この環境でのセキュリティ対策の普及
が日本でも必要になると考えられる。
図表 2-52 中央配電管理センターシステム構成

資料：Taiwan Power Company
（3） 香港における鉄道向けSCADAの事例
香港では 246km以上の路線長を持ち、84 の駅を有する鉄道網（MTR 59 ）が整備され
ている。近年の新線拡張による新システムと既存のシステムとの統合がセキュリティ
面でも課題になっている。独自仕様からオープン仕様、更新の容易さを実現する
Loosely coupled Architectureが必要性であることが強調され、目新しくはないが、ファ
イアウォールの設置、ウイルス対策サーバ、パッチ管理のようなことをきちんとして
いくが大切であるとしていた。
59

Mass Transit Railway（港鉄と呼ばれる）
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2.4. 取組み状況調査結果のまとめ
2.4.1 日米欧の取組み状況比較
前章までの欧米および日本の制御システムセキュリティに関する推進施策の現状
を下記表にまとめた（図表 2-53）。欧米では、汎用製品や標準プロトコルの採用など
が進展しており、それに伴って制御システムの情報セキュリティ対策においても重要
インフラを中心に、政府主導による官民連携での対策が進められている。
図表 2-53 日米欧の取組み状況比較
施策

欧州

米国

日本

・推奨されるプラクティ ・推奨されるプラクティ ・「重要インフラにおけ
る情報セキュリティ確
ス集（Good Practice）を
ス集（Good Practice）を
公開（英国 CPNI、オラ

公開（DHS/CSSP）

ンダ NICC/TNO 水セク ・セキュリティ基準を策
タ向け）
定中（NIST の SP800-82
・セキュリティ基準を策
ガイド・
ツール

および ISA の ISA99,

定（ドイツ BSI standard

100、NERC の CIP002

100-1～4）

～008）

・自己評価ツールを配布 ・自己評価ツールを配布
（英国 CPNI の SSAT）

（DHS/CSSP の CS2SAT

・情報共有の仕組みを整

およびその後継の

備（欧州の E-SCSIE、
英国 CPNI の SCSIE、

保に係る『安全基準等』
策定に当たっての指
針」（2007 年 6 月

情

報セキュリティ政策会
議）などに基づき分野
ごとに安全基準を設定
・独自のツール類は少な
い

CSET）
・情報共有の仕組みを整

スウェーデン SEMA の

備（2008 年まで PCSF、

FIDI-SC）

2009 年より ICSJWG）

・ヨーロピアンテストベ ・DOE が SCADA テスト ・電力中央研究所で制御

評価・
検証

ッド取組みの一部とし

ベッドを開設しセキュ

システムセキュリティ

て IPSC では SCADA テ

リティ技術の開発、検

の評価・検証を一部行

ストベッドを開設しセ

証を実施

っているが、事業者ま
たは制御機器ベンダ内

キュリティ検証を実施

で共通的に利用可能な
セキュリティテスト環
境などは少ない
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施策

欧州

米国

日本

・CPNI が制御システムセ ・US-CERT が制御システ ・JPCERT/CC が制御シス
キュリティプログラム

ムの脆弱性関連情報の

テムの脆弱性関連情報

の ひ と つ で あ る

データベースを持つが

の収集、公開を実施。

SCSIET を運営してお

15～20 件と少数

但し件数は少ない

り、インフラ運用者間 ・RISI が制御システムの ・IPA が脆弱性対策情報
DB（JVN iPedia）を運
での脆弱性情報共有カ
セキュリティ事象デー

データ
ベース

ンファレンスを定期的

タ ベ ー ス を 運 用 （ 152

用（制御システムに関

に実施

件）

するもの 17 件）

・制御機器ベンダが脆弱 ・制御機器ベンダが脆弱
性関連情報をユーザグ

性関連情報をユーザグ

ループに直接通知、対

ループに直接通知、対

策し、ユーザグループ

策し、ユーザグループ

内での解決を図る

内での解決を図る

・TNO がインシデント情
報のデータベースを構
築（重要インフラに関
係するもの 2,650 件）
・TUViT が複数の基準を ・民間の製品認証機関に －

認証

顧客要件により組み合

よる認証製品を利用す

わせ、制御システムの

ることで、一定のセキ

監査・認証を実施

ュリティレベルが担保
されていることを確
認、保証可能
・今後 ISCI で進められて
いる認証の規格化に移
行する可能性あり
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3. 制御システムの脆弱性低減施策に関する検討
3.1. 欧米で進展する脆弱性低減施策の効果およびメリット
欧米での制御システムセキュリティへの対策は日本に比べ進展しているといえる。
そこで、日本における施策のあり方の参考とするために、それらがどのようなセキュ
リティ課題に対応し、どのようなメリットがあるのかについて以下に検討を行った。
セキュリティ課題に関しては、前年度の調査であげた 3 つの課題、「オープン化によ
る脆弱性リスクの混入」、「製品の長期使用に伴うセキュリティ対策技術の陳腐化」、
「可用性重視によるセキュリティ機能の絞り込み」への対応のあり方を検討した。
（1） ガイドやツールの整備・活用
ガイドやツールの整備は進展しているが、その事例を見るといずれも社会インフラ
としてのサービス継続を実現することを目的として、政府主導により推進されている。
推奨プラクティスやガイドの目的は、制御システムの脆弱性リスクへの関係者の認識
を高め、リスクの混入を防止するために必要となる対策の周知を図るためである。イ
ンフラ事業者やシステムプロバイダーなどの制御システム担当者はセキュリティの
専門家ではないことが多いと考えられることから、このようなリファレンスを提供す
ることは効果があると考えられる。
また、自己評価ツールについても簡単に無料でダウンロードし、質問に答える形式
でリスクの診断が可能なため、現状の制御システムに必要となるセキュリティ機能を
判断する際に役立つものと考えられる。
図表 3-1 施策の検討（ガイド・ツール）
区分
推奨プラクティス／ガイド
ツール
・ グッドプラクティス・ガイド（英 ・ SCADA システムシステム自己診
国 CPNI）
断ツール/SSAT（英国 CPNI）
・ 上水道用の SCADA セキュリテ ・ サイバーセキュリティ自己評価ツ
ィグッド・プラクティス（オラ
ール/CSET（米国 DHS）
ンダ NICC/TNO）
施策
・ 推奨プラクティス集の公開（米
国 DHS）
・ PCS セキュリティ強化ガイド
（スウェーデン SEMA）
・ 制御システム安全に向けた戦略
（米国 DHS）
主体
政府
政府
対 応 す る オープン化による脆弱性リスク 可用性重視に伴うセキュリティ機
課題
混入を予防
能の絞込みを軽減
制御システムのセキュリティ対策 ユーザが自分でソフトをダウンロ
メリット
のリファレンスとして活用可能
ードしてシステムを診断できる
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（2） 制御システム脆弱性の評価・検証
欧米では制御システムの脆弱性を評価・検証するためのテストベッドが整備されて
いる。これらは、いずれも政府が主体となり設置している。インフラ事業者や機器ベ
ンダ単独では、実際の使用状況を前提にした脆弱性のテストは費用面、設備面から困
難であることから、このようなテストベッドを用いた評価・検証は有効であると考え
られる。また、テストベッドではインフラの制御をシミュレートした環境での検証が
可能であり、脆弱性の予防のみならず、実際に使用されている製品の対策技術を検討
することもできるなどのメリットがある。
図表 3-2 施策の検討（評価・検証）
施策
主体
対応する課題

メリット

・ SCADA Security Test Bed（欧州 IPSC）
・ National SCADA Test Bed（米国 INL）
政府
・ オープン化による脆弱性リスク混入を予防
・ 可用性重視に伴うセキュリティ機能の絞込みを軽減
コンポーネントを制御システムへ適用する前に事前に安全性を評
価可能。また、実際に使用されている製品の対策技術の検討にも
有効。制御機器ベンダや利用者が自前で環境を用意せずとも、活
用できることからセキュリティ対策推進に貢献

（3） セキュリティ障害事例データベースの構築・活用
制御システムのセキュリティ障害事例については、インシデント情報を中心にした
データベースが登場している。これには個々の製品ごとの脆弱性情報を対象とすると、
なかなか情報提供や公開がなされないといったことが背景にある。インシデント情報
を中心としインフラ事業者や機器ベンダを特定しないことで、信頼関係のあるネット
ワークが構築され情報が集まる仕組みといえる。データベースの活用により、外部か
らの攻撃などの脅威の傾向を分析し、対策を立てるのに役立つこととなる。
図表 3-3 施策の検討（データベース I
施策
主体
対応する課題
メリット

・ イ ン シ デ ン ト デ ー タ ベ ー ス /Critical Infrastructure Disruption
Database（オランダ TNO）
・ 制御システムセキュリティ・データベース/RISI（カナダ Security
Incidents Organization）
民間事業者、専門研究機関
・ 製品長期使用に伴う対策技術の陳腐化の評価
・ 可用性重視に伴うセキュリティ機能の絞込みを軽減
セキュリティリスクの傾向を把握し、対策の方向性を検討するの
に役立つ
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（4） 制御システムのセキュリティ認証
制御システムおよびコンポーネントのセキュリティ認証の提供は、民間事業者を主
体とするビジネスとして始まっている。制御システムのセキュリティ認証を受けるた
めの評価を通じて、脆弱性混入の予防やセキュリティ機能の要否の検討が可能となる。
また、制御システムに適用するコンポーネントの認証プログラムを、制御システム利
用者が調達の際の条件とすることで、セキュリティ対策済みの機器を適用することが
できる。
一方、制御機器ベンダは認証を社内の品質保証、製品ライフサイクル管理に適用す
ることで、自社製品の安全性の高さをアピールできるメリットがある。
図表 3-4 施策の検討（セキュリティ認証）
施策
主体
対応する課題

メリット

・ SCADA セキュリティ認証/トラステッドサイト（ドイツ TUViT）
・ MUSIC Certification（米国 MuDynamics）
・ Achilles Certification（カナダ Wurldtech）
民間事業者
・ オープン化による脆弱性リスク混入を予防
・ 可用性重視に伴うセキュリティ機能の絞込みを軽減
インフラ事業者は制御システムの調達の際の条件とすることでセ
キュリティ対策済みの機器を入手可能。制御機器ベンダは認証を
社内の品質保証、製品ライフサイクル管理に適用し、安全性の高
さをアピールできる

（5） 欧米での脆弱性低減施策の進展要因
制御システムの脆弱性対策の取組みは欧米においても比較的新しいといえる。欧米
では政府主導による官民共同の形で対策が進められているが、当初は制御システムの
情報セキュリティ問題に対する関係者の認識は低い状況であった。現在においても、
欧米での取組みは発展途上であり、試行錯誤しながら進めている印象もある。しかし
ながら、セキュリティ強化の具体的な効果はまだ顕著ではないものの、ユーザ、ベン
ダの認識向上、情報提供の仕組み整備、標準化の推進など一定の成果を挙げつつある。
その背景には、官民含め関係者からなる情報共有の場を作っていったことが、施策
進展の要因の一つとしてあげられよう。政府関係者、インフラ事業者、制御機器ベン
ダが一堂に会して共通の課題を議論、共有する場を、継続的に設けることで、制御シ
ステムの脆弱性に対する認識が高まっていったと共に、ステークホルダー間の信頼あ
る関係性が構築され、責任ある情報提供による情報共有が可能となっていったものと
考えられる。
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3.2. 日本における施策の適用、施策のあり方
3.2.1 現状から見た施策の適用可能性の検討
日本では制御システムの個別性が依然強いという認識があり、脆弱性対策の必要性
に対する認識は、欧米に比べると低いと思われる。しかし、国内関係者へのヒアリン
グ結果からも、制御システムのオープン化は着実に進行しており、情報セキュリティ
の課題も今後高まってくる可能性がある。欧米で進展するセキュリティ施策を、日本
で適用する場合の有効性について、下記検討を行った。
（1） ガイド・ツール
欧米の事例と同様に政府機関によるイニシアティブが有効と考えられる。また、そ
の際に、インフラの分野により制御システムの構成やオープン化の進展状況は異なる
ため、優先度の高い重要インフラから手掛けることも重要であろう。また、事業内容
や対策の背景となるリスクなどを踏まえたグッド・プラクティスは関係者にとって価
値が高いと考えられる。
（2） 評価・検証
インフラ事業者や制御機器ベンダが独自に評価・検証を実施することは困難と考え
られる。官民連携による組織を設立し、関係者が一様に利用できる検証環境が求めら
れる。その際には政府主導での官民連携促進が現実的だろう。また、制御システムを
シミュレートし、脆弱ポイントを特定するための環境と専門技術者の確保が必要とな
ることから、十分な準備が重要となる。
（3） 障害事例データベース
IPA や JPCERT/CC による既存の脆弱性対策情報データベースを発展させることで、
制御システム脆弱性の情報共有を強化することが有効と考えられる。そのためには IT
の脆弱性対策情報共有とは異なる運用の仕組みを確立することが必要となる。データ
ベース構築および運用の原資確保、またどのようなビジネスモデルとするかも課題で
あるが、カナダの RISI の例にあるように、情報提供者へはギブ＆テイクとした情報
公開、情報分析などの付加価値サービスや情報利用のみ利用者には有料とするなどの
モデルは有効と思われる。
（4） 認証
米国を中心に ISCI での認証規格の標準化の動きがあり、国内だけの認証規格の整
備はメリットが少ないものと想定される。標準化の動向に合わせた国内基準の策定も
しくは国際標準の適用の仕組みが求められる。
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3.2.2 脆弱性低減施策に関する国内の意見
今回調査の国内ヒアリングでは、欧米で推進されている施策を国内で実行する上で
の課題についても意見を伺った。得られた意見を中心に以下に整理する。
（図表 3-5）。

1

2

3

4

5

図表 3-5 脆弱性低減施策に関する意見
脆弱性低減施策
国内意見
ガイド・ツール ・ オープン化の程度は欧米とは異なる。また、事業毎にも異なる
ので、それを踏まえたガイドラインが必要
・ セキュリティ対策予算を確保するためには、経営者視点のガイ
ドラインが必要
・ 新たにガイドラインを作るのは現実的ではないため、既存の業
界団体の規準の中で、その業界に特化したセキュリティガイド
ラインを盛り込んでほしい
・ 米国は担当者が次々変わるので、調達記録として「調達言語」
が有効だろうが、まだ終身雇用文化が残る日本では必要性はそ
れほど高くない
・ TNO の SCADA セキュリティガイドラインのようなグッド・
プラクティス集は国内においても有効
・ グッド・プラクティスの羅列だけでは意味がない。問題となっ
ている脅威やリスクなど、プラクティス実施の背景も併せて示
すことが必要。このような背景を整理することが、制御システ
ムのリスクを網羅的にとらえることの足がかりとなるのでは
評価・検証
・ 個々の制御機器コンポーネントの評価が必要
・ 事故は想定外の要因に起因することが多いため、想定外の要因
まで評価できる動的テストが望まれる
・ テストベッド環境は事業者では用意できない。ベンダ側で用意
してほしい
障 害 事 例 デ ー ・ そもそも関係者のセキュリティ意識が低いため、データベース
タベース
は利用されていないのが現状
・ 各業界団体の中で情報共有のしくみはあるが、業界をまたいだ
連携は実施されていない
・ 脆弱性が自組織に関係あるのか否かまで含めて広報して欲しい
認証
・ 米国へ制御機器を納入する際、米国の民間機関の認証が納入条
件となることが多く、対応コストが増大してきている。それが
国内の認証機関で対応できるようになると助かる
その他
・ インフラ事業者のセキュリティ意識向上が重要であり、インシ
デントシミュレーション演習などが求められる
・ 一般産業でセキュリティ上信頼された機器を重要インフラに
採用するため、まずは一般産業界のセキュリティ意識向上に努
めてほしい
・ 機器単体でのセキュリティには限界があるため、セキュリティ
ポリシーや人的対策の強化が必要
・ セキュリティ機能を追加するだけではなく、余計な機能を省い
てセキュリティを高める（削るセキュリティ）の検討も必要
資料：ヒアリングほか資料より作成
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総じて、各施策の必要性については認識があるものの、欧米の施策をそのまま適用
するのではなく、国内特性や事業特性を考慮した施策を検討する必要があるだろうと
いう意見が多かった。また、システム的な対策だけでなく、それを運用する組織やそ
の組織に対する教育、ポリシー確立など、トータルセキュリティの重要性を強調する
声も多く聞かれた。
3.2.3 今後のあるべき方向性
国内ヒアリングの結果からも、日本においては制御システムのセキュリティ対策の
必要性については、必ずしも認識が高まってはいないこと、また必要となる施策の在
り方が明確になっていないことが分かった。しかし、先述のとおり制御システムのオ
ープン化の進展にしたがって脆弱性のリスクが高まっていることは事実であり、また
それについての認識も存在している。
欧米の調査では、制御システムの脆弱性対策はまだ始まったばかりであり、関係者
の認識も改善途上であるとの話が多く聞かれた。この状況を改善するために、情報共
有の仕掛けを政府が官民連携を主導する形で、推進していったことが各種施策を打ち
出すことができるようになった要因として大きいと思われる。情報共有の場を継続的
に持つことで、関係者相互の信頼関係が醸成されると同時に、脆弱性に関する認識を
共有することにつながっている。
制御システムの脆弱性情報は機密性が高いとされることが多く、実際の障害事例な
どはインフラ事業者、制御機器ベンダともに不利益につながるとしてなかなか公開さ
れないのが実情であったが、信頼できるコミュニティの中で責任ある情報取り扱いが
行われば、情報の提供や共有が促進され、問題点に対する施策の必要性の認識が高ま
ってくる。
欧米での取組みも現在進行形であることからも、制御システムセキュリティ対策の
コミュニティ作りから始め、欧米の動向を常に注視しつつアジアでの展開も視野に入
れ幅広く対応していくことが、日本におけるこれからの取組みとして重要であろう。
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4. 制御システムにおける新技術の動向
4.1. スマートグリッドおよびスマートメーター
米国では、通信/IT 技術を駆使した高機能な次世代電力送電網「スマートグリッド」
に向けた取組みが活発化している。スマ ー ト グ リ ッ ド で は 、 電 力 の 流 れ を 供 給
側・需 要 側 の 両 方 か ら 制 御 し て 最 適 化 で き 、そ の コ ン セ プ ト に は 、住 宅 だ け
でなく、家電や電気自動車など様々なデバイスも含まれている。
ス マ ー ト グ リ ッ ド 化 を 進 め る こ と に よ る メ リ ッ ト と し て は 、下 記 の 4 点 が
挙げられる。
① ピ ー ク シ フ ト（ 昼 間 電 力 消 費 の 一 部 を 夜 間 電 力 に 移 行 さ せ る 方 法 ）に よ
る電力設備の有効活用と需要家の省エネ
②再生可能エネルギーの導入
③エコカーのインフラ整備
④停電対策
図 表 4-1 米 国 スマートグリッド導 入 状 況 （2009 年 3 月 ）

注：AMI（ Advanced Metering Infrastructure）、AMR（ Automated Meter Reading）
資 料 ： DOE
一 方 で 、ス マ ー ト グ リ ッ ド に は 課 題 も あ る と の 指 摘 が あ る 。ス マ ー ト グ リ
ッ ド の イ ン フ ラ に は 、高 度 な 通 信 シ ス テ ム や 技 術 が 結 集 す る こ と に な る 。そ
こに対する不正操作やウイルス感染などの対策はまだ不十分と言われてお
り、今後セキュリティの脆弱性の克服が必要になる。
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米国連邦エネルギー規制委員会（FERC 60 ）では、スマートグリッドの最優先課題と
してサイバーセキュリティを掲げている。
NISTではスマートグリッドセキュリティの対応策を検討しており、2010 年 1 月に
リリースされたスマートグリッドの相互運用性の確保に向けた標準化の枠組みとロ
ードマップ（「Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release
1.0」61 ）では、規格策定に向けたアクションプランに加え、相互接続性を確保するた
めのセキュリティ戦略が重視された内容となっている。また、2 月にはスマートグリ
ッドのサイバーセキュリティに関する戦略および要求仕様（「Smart Grid Cyber Security
Strategy and Requirements」62 ）の第 2 版ドラフトを公開している。350 人の専門家から
なるサイバーセキュリティ・ワーキンググループでの議論・検討を踏まえ纏められて
おり、4 月までパブリックコメントを受け入れ、2010 年夏頃に最終バージョンが公表
される見込みである。
図表 4-2 スマートグリッドネットワーク構成

資料：NIST
日本の電力事業者におけるセキュリティ対策は、共通的な方針 63 は存在するものの、
その具体的実装は事業者によって異なる。電力網がスマートグリッド化され、セキュ
リティ対策の重要性が更に拡大した場合、事業者間での統一的なセキュリティ対策が
望まれる。
60

Federal Energy Regulatory Commission
http://www.nist.gov/public_affairs/releases/smartgrid_interoperability_final.pdf
62
http://csrc.nist.gov/publications/drafts/nistir-7628/draft-nistir-7628_2nd-public-draft.pdf
63
「電力制御システム等における技術的基準・運用基準に関するガイドライン」電気事業連合会（2006 年 11 月 NISC 資料）
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日本では経済産業省が中心となりスマートグリッド整備に向けた取組みを推進し
ている。省内横断的なプロジェクトチームである「次世代エネルギー・社会システム
協議会」で全体的な議論をまとめており、系統安定化や国際標準化などの個別のテー
マに関しては、それぞれ「次世代送配電ネットワーク研究会」、
「次世代エネルギーシ
ステムに係る国際標準化に関する研究会」を立ち上げ、有識者による検討が行われて
いる。後者の研究会ではスマートグリッドの重要システムを構成する 26 の重要アイ
テムを特定し、標準化に向けた取組みを進めたいとしている（図表 4-3）。スマートグ
リッドのサイバーセキュリティに関する問題も、これらの研究会において検討される
こととなっており、今後の動向を注視しておく必要があろう。
図表 4-3 スマートグリッドの標準化項目

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

送電系統広域監視制御システム
系統用蓄電池最適制御
配電用蓄電池の最適制御
ビル・地域内の電池の最適制御
蓄電池用高効率パワコン
配電自動化システム
分散型電源用パワコン
配電用パワエレ機器
デマンドレスポンスネットワーク
HEMS
BEMS
FEMS
CEMS

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

定置用蓄電システム
蓄電池モジュール
車載用蓄電池の残存価値評価方法
EV用急速充電器・車両間通信
EV用急速充電器用コネクタ
EV用急速充電器本体設計
車載用リチウムイオン電池安全性試験
車両・普通充電インフラ間通信
インフラ側からのEV用普通充電制御
メーター用広域アクセス通信
メーター用近距離アクセス通信
AMIシステム用ガス計量部
メーター通信部と上位システムとの認証方式

資料：経済産業省
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4.2. 無線技術
欧米を中心に制御システムの無線化ニーズは高まりつつある。国内においても、敷
設コスト削減という観点から計装システムを中心にニーズが高まりつつあるが、以下
のような課題が残っていることから普及拡大までには至っていない。
z

制御システムへの無線技術適用時の課題
①
②
③
④
⑤

リアルタイム性
耐環境性
防爆対応
電波干渉の回避
セキュリティの確保

ISA の ISA100 委員会が、2009 年 4 月に承認した PA 用無線通信規格の ISA100.11a
では、IPv6 技術をベースとしているため拡張性が高くセキュリティも確保しやすいも
のとなっており、また、有線規格との相互運用性も視野に入っている。したがって、
これを契機とし、制御システムの無線化が現在以上に進展していく可能性がある。
ISA100.11a では技術的なセキュリティ対策が実装されているが、制御システムが無
線化された場合、物理面や運用面も大きく変わってくる。前述のトータルセキュリテ
ィの重要性からも現時点から無線化も視野に入れ、これを再認識していく必要がある。
図表 4-4 ISA100.11a アーキテクチャ
フィールドデバイス
ﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ
非ﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ

ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ

バックボーンデバイス
R ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝﾙｰﾀ
G ｹﾞｰﾄｳｪｲ
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制御システム

資料：ISA

プラント ネット ワーク

SP100.11aネットワーク

ルート1
ルート2…
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5. まとめ
5.1. 調査分析結果を踏まえたまとめ
本年度の調査で、欧州においても制御システムセキュリティの脆弱性対策が各国で
具体的に進展していること、また、米国では ICSJWG や ICS-CERT など新たな活動も
始まるなど、DHS 主導による継続的な取組みが拡大していることが明確となった。
z
z
z
z
z

ガイド・ツールに関しては、セキュリティ基準の策定、推奨プラクティス集の
公開、自己評価ツールの配布を実施
評価・検証に関しては、SCADA テストベッドの開設によるセキュリティ検証
を実施
データベースに関しては、制御システムのインシデント情報のデータベース構
築・公開を開始
認証に関しては、民間主導によるセキュリティ監査・認証サービスが行われて
おり、ISCI による標準化が進展中
制御システムセキュリティ強化に向けた認識向上や関係者間の信頼関係構築に
より施策の普及を促進させるための、情報共有コミュニティを設置し運用

日本では制御システムのオープン化が進展し、一部の重要インフラ分野では汎用製
品や標準プロトコルなど IT の積極的な適用を進めるフェーズにあり、これから顕在
化してくるであろうセキュリティ課題への対応が重要となってくる。アジアの一部の
国ではすでに SCADA テストベッドを設置しているところもある。最近のスマートグ
リッド導入機運の高まりと相まってセキュリティ対策の必要性がさらに注目されつ
つあることから、日本としても具体的な対策を進めていくべきと考える。
z

z

z
z
z

日本独自のガイド・ツール類の提供はまだ少なく、テスト環境も一部セクタの
み。脆弱性対策情報（JVN iPedia など）のデータベースはあるがインシデント
を含む広範な制御システムセキュリティの情報収集はこれから
制御システムのセキュリティ対策のあり方は日本と欧米とで必ずしも同一では
なく、日本の重要インフラにとっての優先度を判別した上で、最も効果のある
課題から始めていくことが必要
セキュリティ規格標準化の動向に関しては、産業の国際競争力強化の観点から
も日本独自の規格ではなく、国際標準への対応を念頭に推進することが重要
現在進行中の欧米での制御システムセキュリティへの取組み動向を注視すると
同時に、アジアの展開も視野に入れ幅広く対応
制御システムセキュリティの脆弱性対策においては、関係者の認識向上と対策
の実効性向上の観点からも、官民連携による情報共有の仕組みづくりが鍵
82

5.2. 今後に向けて（提言）
本年度の調査を踏まえ、重要インフラ制御システムのセキュリティ強化に向けさらに
明確化・具体化することが必要と思われる、今後取り組むべき事項を以下に提言する。
 重要インフラ制御システムのセキュリティ対策の普及・啓発活動の一層の推進
¾ セキュリティ対策の必要性や有効性を明示し、課題の全体像を把握したうえ
で、グッド・プラクティスの収集・蓄積・共有のあり方、そのための仕組み、
体制などの具体的な取組み
¾ 上記を基盤とした、ガイドラインや支援ツールのあり方（必要性、対象、内
容、作成・維持体制など）の明確化
¾ ベンダ、SIer、事業者（重要インフラ、一般産業）、政府機関が連携して、制
御システム全体のセキュリティレベルを維持・向上するための官民連携の情
報共有コミュニティ形成のあり方の明確化とその実現に向けた取組み（アジ
アでの情報共有コミュニティ構築も視野に）
¾ 欧米の SCADA テストベッドの利用状況の把握と、国内での展開可能性およ
びその方法の検討
 制御システムに関するインシデント情報データベースの構築・整備
¾ 海外のインシデント情報や脆弱性関連情報蓄積・共有データベースと IPA が
持つデータベースとの国際連携に向けた取組み（例えば RISI や TNO のデー
タベースとの連携など）
¾ IPA による国内基盤の整備と海外とのパートナーシップの構築（脆弱性対策で
はある程度できているのでこれを参考に）
¾ インシデント情報や脆弱性関連情報の利用者への有効な提供の仕方の検討
（収集・蓄積・共有の可否を含む）
 制御システムセキュリティの国際認証への対応
¾ 海外における制御機器やシステムの情報セキュリティ評価の仕組み、認証に
向けた基準づくりの動向を引き続き調査し関与
¾ 制御システムセキュリティに対する国際的な認証の動きの中で日本のあるべ
き姿の明確化とそれに向けた取組み（例えば、IPA と ISCI、JEMIMA などと
の連携の推進など）
¾ セキュリティ認証を行うための各種ツール類の開発状況や利用状況、および
その効果を把握したうえで、日本として認証に関して取り組むべき方向性を
整理
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また、日本国内の重要インフラ制御システムの信頼性強化と合わせたセキュリティ
強化に向けた取組みに加え、製造業などの社会経済基盤を含む日本全体さらにはアジ
ア地域での取組みのあり方についても検討することが重要である。
 制御システムに関する新技術や基幹産業に係るセキュリティ対応の拡大
¾ スマートグリッドやスマートメーター、無線化などの新しい制御システム構
成が出現しつつある。重要インフラ制御システム分野での信頼性強化とセキ
ュリティ強化の取組みの知見を活用し、このような新しい動きに対しても有
効なセキュリティ対策のあり方を検討
¾ 日本の基幹産業ともいうべき半導体や自動車など主要製造業へも拡大して、
制御システムのセキュリティ課題と対策を検討
 セキュリティ対策におけるアジア地域での情報共有の推進
¾ 中国、韓国、台湾などのアジア各国、地域において、スマートグリッドをは
じめとする新たな社会インフラへの投資は拡大している。これにともない、
セキュリティ問題への認識も高まりつつあり対策も始動。アジア地域での情
報共有の推進
¾ セキュリティ対策におけるアジア地域での連携を日本が主導することを念頭
に、アジア各国、地域における制御システムセキュリティの課題の現状と取
組みの動向を把握
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www.enisa.uropa.eu
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Italian National Agency for New
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www.enea.it

ICT Implementation Organization
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u-Test-Suite.html
RISI
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IPAの提供するセキュリティ関連コンテンツ
IPAセキュリティセンターでは、情報セキュリティ対策の普及啓発活動の一環として、以下のような
コンテンツを提供しています。是非ご活用ください。
コンテンツ対象者・・・ユーザ：● 開発者：▲ 経営者：◆

～組込みシステム及び制御システムに利用できるコンテンツ～
組込みシステムのセキュリテ ィへの取組みガイド●▲◆
組込みシステムの開発に携わる組織が、自組織の「セキュリティへの取組み」がどのレベルにあるのかを
把握し、さらに上位のレベルを目指すことで、よりセキュアな組込みシステムの実装を行うための具体的な
指針を得ることができます。http://www.ipa.go.jp/security/fy20/reports/emb_app/index.htm l

上水道分野用のSCADAセキュリティ グッド･プラクティス▲◆
上水道分野のセキュリティ対策の成功事例に基づき作成39のグッド・プラクティスを使って自組織のセ
キュリティの現状を把握することができます、水道・ガス・電力等の上水道分野以外の重要インフラ分野に
も活用できます。
http://www.ipa.go.jp/security/fy21/r eports/scada/index.htm l

セキュアプログラミング講座▲
想定される様々な攻撃への対策として留意すべき事項を、ソフトウェア開発工程に沿って解説しています。
セキュリティ対策を意識したプログラミングができるようになります。
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/vendor/programm ingv2/index.html

TCP/IPに係わる既知の脆弱性検証ツール▲
TCP/IP(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) を実装したソフトウェアの脆弱性を体系的に検
証し、自社で開発したソフトウェアに、既知の脆弱性が再び作り込ま れないよう防止するためのツールです。
TCP/IP利用機器の脆弱性の有無を簡易判定することができます。
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/vuln_TCPIP_Check.html

SIPに係る既知の脆弱性検証ツール▲
SIP（Session Initiation Protocol）を実装したソフトウェアの脆弱性を体系的に検証し、自社で開発されるソ
フトウェアに既知の脆弱性が再び作り込まれないよう防止するためのツールです。
SIPを実装したソフトウェアの脆弱性の有無を簡易判定することができま す。
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/vuln_SIP_Check.html
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～脆弱性対策情報を収集・利用するコンテンツ～
セキュリティ情報R SSポータル●▲◆
インターネット上に発信されている様々な情報から、セキュリティに関する最新情報を収集・整理し、セ
キュリティに関する情報を利用しやすく提供するシ ステムです。多数のWebサイト上に散在する最新情報を
効率よく確認することができます。
http://www.ipa.go.jp/security/fy19/development/rss/index.html

JVN iPedia●▲
国内の製品開発者から公開された対策情報、および海外の脆弱性関連情報のデータベースに登録され
た情報に基づき脆弱性関連情報を網羅、蓄積しています。検索機能やRSS配信機能を利用することで効率
的に脆弱性関連情報を収集することができます。
http://jvndb.jvn.jp/

MyJVN 脆弱性対策情報収集ツール●▲
JVN iPedia の情報を、利用者が更に効率的に活用して頂けるように、フィルタリング条件設定機能、自動
再検索機能などを有したツールです。
http://jvndb.jvn.jp/apis/myjvn/mjcheckhelp.html

MyJVN バージョンチェッカ●▲
利用者のPCにインストールされているソフトウェア 製品のバージョンが最新であるかを、簡単な操作で確
認するツールです。
http://jvndb.jvn.jp/apis/myjvn/vccheckhelp.html

MyJVNセキュリティ設定チェッカ●▲
ご 利用のPCにおけるセキュリティの設定が参考値を満たしているかを、簡単な操作で 確認するツールです
。
http://jvndb.jvn.jp/apis/myjvn/cccheckhelp.html

～セキュリティ教育用コンテンツ～
5分で できる！情報セキュリティポイント学習●▲◆
主に中小企業で働く方を対象とした、1テーマ5分で情報セキュリテ ィについて勉強できる学習ツールです。
あなたの職場の日常の1コマを取り入れた親しみやすい学習テーマで、セキュリティに関する様々な事例を
疑似体験しな がら正しい対処法を学ぶことができます。
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/5mins_point/index.html

安全なウェブサイト運営入門●▲
ウェブサイトの脆弱性による被害を中心とした７つの具体的な事件を題材に、ロールプレイング形式で 体
験的に学習できるソフトウェアで す。事件や事故が発生した場合の被害を理解し、事前対策の必要性を学
ぶことができます。
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/7incidents/index.html

知っていますか？脆弱性（ぜいじゃくせい）●▲
ウェブサイトの運営者や一般利用者向けに、ウェブサイトにおける代表的な10種類の脆弱性について、
わかりやすくア ニメーションで解説したもので す。脆弱性についての理解を深めることができます。
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/vuln_contents/index.html
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ITセキュリティ評価・認証に関するe‐Learning教材▲
ITセキュリティ評価・認証に関連する専門書を読みこなし活用するための入門的な教材です。「自己学習
課題」に取組むことにより、習得した知識を実践に結び付け、実際のシス テム開発に生かすことがで きます。
http://ww w.ipa.go.jp/security/fy19/development/e_Learning_CC/index.htm l

暗号技術に関するe‐Learning教材▲
システムの選定や調達仕様の作成な どに必要な暗号技術に関する知識を、幅広く修得するため の教材
です。ネットワークを通じて教育を行うので、時間や場所を選ばずに暗号技術に関する学習が行えます。
http://ww w.ipa.go.jp/security/fy19/development/e_Learning_Cipher/index.html

～その他～
情報セキュリティ対策ベンチマーク▲◆
組織の情報セキュリテ ィマネジメントシステムの実施状況を自らが評価する自己診断ツールです。40の
設問に答えることでセキュリティに関する自社の取組みがどの程度のレベルにあるのか分かります。
http://www.ipa.go.jp/security/benchm ark/index.html

iLogScanner●▲
ウェブサイトのアクセスログを解析することで、そのサイトへの攻撃痕跡を確認するツールです。運営して
いるウェブサイトがどれほど攻撃を受けているか等の状況を把握することができます。
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/iLogScanner /index.htm l

IPAでは今後も関係団体等と協力の下、セキュリティ対策の普及に向けた活動を継続していきます。
上記コンテンツ等へのお問い合わせ、ご意見がございましたらisec‐info@ipa.go.jpまでお寄せ下さい。

93

