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はじめに 
最新のコラボレーションツールに加え、生産関連資産やデータ、アプリケーションへのセキュアなリモートアクセスを確立する

と、プラントや施設では適切なスキルとリソースを、実際の所在地にとらわれることなく適切なタイミングで運用できるようにな

ります。機械装置メーカ(OEM)はコスト削減と、産業用オートメーションおよび制御システム(IACS)のお客様へ提供する付

加価値をより高め、競合他社との差別化をはかる方法を模索しています。この白書はプラントまたは施設ベースのアプリケ

ーション/データへのセキュアなリモートアクセスの実現方法を概説しており、機械装置メーカがセキュアなリモート･アクセス･

ソリューションを設計する際に発注元メーカと連携するときのガイダンスとして役立てることができます。 

技術的な課題 
これまで機械装置メーカは、IACSに必要なサポートを提供するためにスタッフを常駐させたり、ファイアウォールを使用しない

スタンドアロン式のダイアルアップアクセスなどの手法に頼ったりしてきました。このような方法のリモートアクセスは境界セキュリ

ティを回避している場合が多く、IACSに侵入するための「バックドア」の脅威を生み出して、重大なセキュリティリスクとなる恐

れがあります。機械装置メーカはセキュアなサポートを離れた場所から提供し、リアルタイムで問題に対応する必要があるた

め、この方法はもはや十分ではありません。 

 
従来の基幹ネットワークに離れた場所からアクセスするためのバーチャル･プライベート･ネットワーク(VPN)をはじめとしたテクノ

ロジは、かなり前から使用されています。ところが、これらのテクノロジを正しく応用してIACSへの効果的なリモートアクセスを

確立することは、これまで決して簡単ではありませんでした。 
これには次のような数々の理由があります。 

• IACSが制御技術(OT)組織によって管理されることが多いのに対し、VPNなどのエンタープライズレベルのリモート･

アクセス･ソリューションの管理は情報技術(IT)組織にまかされています。IACSへのリモートアクセスを正しく実現す

るには、IT組織とOT組織の間のコラボレーションが不可欠です。 
• リモートアクセスでは重要なIACSコンポーネントが、リモートやパートナのコンピュータに存在するさまざまなサイバー

セキュリティの脅威にさらされて、生産に影響が及ぶ可能性があります。 
• リモートアクセスに使用されているエンドデバイス(コンピュータ)がセキュアであることや、リモートアクセスと制御に必

要な適切なバージョンのアプリケーションがインストールされていることを確認するのは困難です。 
• LOS (ライン･オブ･サイト)などの要件を満たすために、ローカルでの使用を必要としない適切な機能だけをリモート

ユーザに提供することは、必ずしも簡単ではありません。 
• パートナやリモートの従業員がアクセスできる対象を、OT組織がその責任で管理する特定のマシンやアプリケーシ

ョン、およびネットワークセグメントだけに制限することは、不可能な場合が少なくありません。例えば、Stratix® 

4300 Remote Access™ RouterハードウェアとFactoryTalk® Remote Access™ Managerソフトウェアと組み合わ

せるソリューションは、フォルダによるユーザグループ管理や資産管理のために、デフォルトロールでの操作権限管理

(管理者、ネットワークセキュリティ、デバイスインストーラおよびデバイスアクセス)を提供します。さらに、このソリュー

ションが提供する統合ファイアウォールは、VPN経由での特定のマシンまたはデバイスへのアクセスを制限します。 
• 万能薬のようなソリューションは存在しません。あるお客様にとって効果的なIACSリモート･アクセス･ソリューション

が別のお客様にとっても十分であるとは限りません。あるお客様に必要なIACSリモート･アクセス･ソリューションが

別のお客様にとってはわずらわしすぎたり、実際的ではなかったりする可能性があります。後述する通り、お客様に

とって実行可能なリモート･アクセス･ソリューションとは、そのお客様が所属する業界に固有の要件、お客様ごとの

要件(セキュリティポリシーや手続き)、そしてお客様の規模とサポート基盤によって異なります。 

 
その結果、企業の基幹ネットワークに広く導入されているリモート･アクセス･ソリューションが、IACSネットワークをサポートす

る目的で広く採用されていないという事態が生じています。VPNテクノロジが実際に採用されている場合でも、テクノロジが

前述した課題に直面しているために、(パートナではなく)従業員のみに制限されていることが多く、正しく導入されていない
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場合は、サイバーセキュリティの脅威や不正アクセスをはじめとしたセキュリティリスクを招く可能性があります。協調OTエンジ

ニアリングを真に実現するには、場所や企業特性にかかわらず、アクセスを拡大縮小できることが必要になります。また、効

果的な通信、問題の診断、是正措置の実行のために、アクセスがセキュアであることが求められます。アクセス権を与える

相手は、システムにアクセスすることを許可されている個人に制限する必要があり、これらの個人に対して許可するアクショ

ンは、ITおよびOTポリシーおよび手順と一致させる必要があります。 
お客様と共同でIACSソリューション(マシンなど)へのリモートアクセスを導入する場合に、以下の点を確認することでお客様

の組織の対応状況を把握できます。 

 
• ITセキュリティポリシーが確立されているか? 
• IACSセキュリティポリシーが確立されているか? 
• 従業員向けのリモート･アクセス･ポリシーが確立され、それをサポートするインフラ基盤が整備されているか?  
• どのようなVPNテクノロジ/製品が使用されているか? 
• 「パートナ」向けのリモート･アクセス･ポリシーが設定され、パートナ(機械装置メーカ、システムインテグレータ、オー

トメーションベンダー、請負業者)を追加する機能とプロセスが確立されているか? 
• パートナがアクセスする際に、このソリューションはお客様のIACSネットワーク基盤に統合できる状態になっている

か? ソリューションはリモートアクセスをサポートし、ISA99やNIST 800-82などの確立されたIACSセキュリティ規格と

適合しているか?  
これ以外にも、主に以下の点を検討する必要があります。 

• リモートユーザのアクティビティをモニタおよび監査することによって不正使用を特定する。 
• 特定のリモートアクセス機能を許可する前に特定しておく必要のある、LOS (ライン･オブ･サイト: 無線を送受信で

きる距離)やその他の制約があるかどうかを判断する。 
• リモートアクセスの対象としてどのソフトウェアツールを許可するかを定義する。 
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セキュアなリモートアクセスの原則 

多層防御 

セキュアなリモート･アクセス･ソリューションの設計には、

多層防御アプローチで取り組む必要があります。このア

プローチでは、複数のセキュリティ層を形成することによっ

て、リモート･アクセス･ソリューションで起こりうるさまざまな

潜在的脅威に対応します。IACSネットワークを完全に

保護する1つのテクノロジまたは手法があるわけではあり

ませんが、複数のセキュリティテクノロジを組み合わせるこ

とで、大半の既知のタイプの脅威やセキュリティ侵害に対

する強力な抑止力を形成すると同時に、実際に侵害が

起きた場合にその影響を制限することが可能となりま

す。包括的な多層防御セキュリティプログラムを実現す

るには、企業に複数のタイプの制御を導入することが必

要となります。これらの制御は以下のように分類できま

す。 

 管理 
• 主にセキュリティポリシーおよび手続き 
• パスワードポリシー、セキュリティ意識向上トレ

ーニングなどが含まれます。 
技術 

• 「論理的」制御とも呼ばれ、情報システムへの

アクセスをモニタして制御するハードウェア、ソフ

トウェア、電子機器で構成されます。 
• ファイアウォール、IPS/IDS、スマートカードなど

が含まれます。 
物理 

• 物理的なアクセスをモニタおよび制御する機械

的な制御が中心となります。 
• ロック、セキュリティガード、セキュリティカメラなど

が含まれます。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

技術的な制御だけでなく、管理、技術、物理の全要素を含んだときに、セキュリティプログラムが完全なものになることを覚

えておくことが重要です。上の図は、多層防御戦略を策定するために実装できる技術的な制御の例を示しています。 

 

アプローチ 
IACSにセキュアなリモートアクセスをもたらすためのアプローチはいくつかあり、直接アクセスと間接アクセスはそのうちの2つで

す。どのアプローチを選択すべきかは、お客様のセキュリティポリシーや手続きなど、前述した条件によって決まります。どのア

リモートエンジニアとパートナ 

IACSアプリケーションおよびデータ 

IPsec暗号化とSSL VPN 

認証、許可、アカウント管理 

アクセス制御リスト(ACL) 

セキュアブラウジング(HTTPS) 

侵入防止および検知 

リモート･ターミナル･セッション 

アプリケーションセキュリティ 

VLAN 

セ
キ
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プローチにも、IACSの適切な運用に影響を与える可能性のある設計上の検討事項がいくつかあり、IACSリモート･アクセ

ス･ソリューションの設計と導入は、これらを考慮に入れたうえで行なう必要があります。 

直接アクセス 
直接アクセスでは、リモートユーザがセキュアなコネクションをIACSとの間に「直接」確立できます。セキュアなVPNトンネルが

作成されると、リモートユーザのコンピュータにインストールされたソフトウェアによってIACSとの直接的な通信が開始されま

す。 
• 設計上の考慮事項 – どのようにして適用するか? 

o ネットワークとアプリケーションの認証および許可 
o 変更管理、バージョン管理、法規制準拠、ソフトウェアライセンス管理 
o リモートクライアント(コンピュータ)の稼働状態管理 
o 確立されたIACSセキュリティ規格との適合性 

注: このアプローチに従うとITサポートがほぼまたは完全に不要となりますが、確立されたIACSセキュリティ規格に適合させる

ことがセキュリティ上のベストプラクティスです。 

 

 

間接アクセス 
間接アクセスでは、リモートユーザが中間サーバを使用してIACSとのセキュアなコネクションを確立できます。この中間サーバ

は通常、DMZ(非武装地帯)に常駐し、IACS内のリモート･アクセス･サーバ(RAS)へのリモート･ゲートウェイ･アクセスを提供

します。リモートクライアントは、VPNセッションが確立されると、シン･クライアント･ソフトウェア･アプリケーションまたはWebブラ

ウザを使用してRASとのコネクションを確立します。 
• 設計上の考慮事項 

o 多層構造のネットワーク認証および許可 
o 簡素化された資産管理 – 変更管理、バージョン管理、法規制準拠、ソフトウェアライセンス管理 
o 簡略化されたリモートクライアント稼働状態管理 
o 確立されたIACSセキュリティ規格との優れた適合性 

 
注: 間接アクセスは、IACSセキュリティ規格との適合性が高いため、多くの場合、よりセキュアなアプローチと考えられます。

これは一部に、リモートアクセスに使用されるIACS内のコンピュータなどが専用資産として割当てられるためです。 

 

直接アクセス 

離れた場所 産業用プラントワイドシス

テム 
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セキュアなリモート･アクセス･ソリューションを分析する場合は、アクセスする必要のあるシステムのタイプがスタンドアロンの分

離型IACSであるか、またはエンタープライズ統合型IACSであるか特定する必要があります。 
• スタンドアロンの分離型IACSの代表的な例 

o 小規模プラントまたは施設、オペレータ1人の小規模な現場の場合あり、リモート拠点(エンタープライズ

統合型ではない)、自動化機械はほとんど導入されていない。 
o ITサポートとセキュリティポリシーは最低限または皆無 
o 確立されたIACSセキュリティ規格との適合性は最低限または皆無 
o スタンドアロンまたは統合型の機械装置メーカマシンおよび機器 

• エンタープライズ統合型IACSの代表的な例 
o 大規模プラントまたは施設 
o 産業用ネットワークが基幹ネットワークとインターフェイス 
o 多層防御セキュリティポリシーによる強力なITが存在 
o 確立されたIACSセキュリティ規格との適合性 

 
例: スタンドアロンIACSへの直接アクセス 

 
例: スタンドアロンIACSへの間接アクセス 

間接アクセス 

離れた場所 産業用プラントワイドシス

テム 
リモート･アクセス･サ

ーバ(RAS) 
 

スタンドアロンIACSへの直接アクセス 

離れた場所 
プラントエンジニア 

機械メーカ 
システムインテグレータ 

ファイアウォ

ール 
WANルータ WAN  
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例: エンタープライズ統合型IACSへの間接アクセス 
(OTおよびITシステムが統合された大規模プラントまたは施設) 

 
 

リモート･アクセス･ソリューション 

FactoryTalk Remote Accessソリューション 
FactoryTalk® Remote Access™ソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成され、リモート接続を実現します。

このソリューションは、実際の場所に関係なく適切な技術リソースを適用してお客様をサポートするためにFactoryTalk 

Remote Access ManagerソフトウェアとStratix 4300 Remote 

Access Routerハードウェアの両方を必要とします。この2つの製品

は、設置やプログラミングのアップデート、オンデマンドのトラブルシュ

ーティングやメンテナンスに関する対面サポートを提供するためにお

客様の施設に出かけることができない場合でも、リモートシステムお

よびアプリケーションへのリモートアクセスを可能にします。 
FactoryTalk Remote Access Managerソフトウェアは、Stratix 

4300 Remote Access Routerハードウェアへのリモートアクセスを設

定および管理するために使用するWebベースのクライアントです。

FactoryTalk Remote Access Managerソフトウェアを使用して、ユ

ーザは操作権限ポリシーやユーザグループ管理、資産管理を設定

できます。Stratix 4300ルータには、リモートシステムとそのサブネット

スタンドアロンIACSへの間接アクセス 

離れた場所 
プラントエンジニア 

機械メーカ 
システムインテグレータ 

ファイアウォ

ール 
WANルータ WAN  

リモート･アクセス･サ

ーバ(RAS) 
 

OTおよびITシステムが統合された大規模プラント 

離れた場所 
プラントエンジニア 

機械メーカ 
システムインテグレータ 

DMZ 基幹業務シス

テム 
WAN  産業用プラント

ワイドシステム 
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ワークへのアクセス用に、10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット銅線ポートを2基搭載したタイプと5基搭載したタイプが

用意されています。お客様は、接続のニーズに合わせてこれらの製品を選択して使用できます。

プラントからの接続(Stratix 4300) 
制御システムの現場に担当者がおり、多層セキュリティ制御を使用してセキュアなインターネット接続が既に確立されている

場合は、エンドユーザ発信のコネクションでセキュアなリモートアクセス機能を提供することもできます。 

 

 
サービスを利用するためにインターネット(http/https)へのアウトバウンドコネクションを許可する場合は、それに伴うリスクを見

落としてはならず、制御システムからのWebブラウジングを防止するために、特定のサイトとIPアドレスに許可の対象を制限

する必要があります。Webブラウザの使用は、重大なリスクをもたらす可能性があり、攻撃の原因となることがわかっていま

す。 
もう1つのソリューションは、Stratix 4300ルータなどの制御システム内に常駐するゲートウェイVPNリモート･アクセス･ルータを

使用して、ホスト型VPNサービスを通じてリモートアクセスを確立することです。このソリューションでは、ホスティングされるサー

ビスプロバイダとそのロケーション、およびセキュリティ上のベストプラクティスの順守について、十分注意して分析する必要が

あります。また、ゲートウェイVPNが、ISA99やNIST 800-82などの確立されたIACSセキュリティ規格に適合し、製造メーカの

セキュリティポリシーのセキュリティ要件を満たしていることも重要です。 

プラントへのリモート接続(WANルータ/モデム: DSL、セルラー、衛星、ケーブ
ル、T1など) 
電話回線を取付けられないなどの理由で従来型モデムをアクセス方法として選択できない場合は、かわりにセルラーアクセ

スによってWANコネクションを確立することで優れた効果を得ることができます。この選択肢は、カバーエリアの拡大、スピー

ド、無理のないコスト、利便性などの点で人気を高めています。 

 

プラントからの接続 

FactoryTalk Remote 

Access Managerソフトウェア 
ファイアウォ

ール 
Stratix 4300 

Remote Access 

Routerハードウェア 

WAN  産業用プラント

ワイドシステム 

プラントとのリモート接続 

離れた場所 ファイアウォ

ール 
WANルータ WAN  産業用プラント

ワイドシステム 
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ただし、ダイアルインモデムについて前述した通り、セルラーモデムとルータを使用したセルラーWANコネクションは、多層防御

を実現する他のセキュリティテクノロジと組み合わせて使用するか、少なくとも多層防御機能をモデムに組み込んだものでな

ければなりません(ファイアウォールバンドル)。その他のWAN接続オプションには、DSL、ケーブル、T1、衛星などがあります。

スタンドアロンシステムに対してWANコネクションを確立するために使用するコネクションタイプは、プラントまたは施設の所在

地、予算上の制約、アクセスポリシーなどによって決まります。VPNを実装する場合は、通常、WANプロバイダによって割付

けられる静的IPアドレスが必要となります。以下は、ソリューション設計の際に検討する必要のあるセキュリティ機能の例で

す。 
• VPN機能、SSLまたはIPsecを備えているか?  
• ファイアウォールは提供されるか? 

o CIP™やModbusなどの産業用プロトコルはフィルタされるか? 
• これは、NAT (ネットワークアドレス変換)をサポートしているか? 
• 産業用途に対応した設計か? 
• 監査機能は用意されているか? 
• 侵入検知/防止システムを備えているか? 

エンタープライズ統合型IACS 
• ロックウェル･オートメーションおよびシスコ社: 産業用非武装地帯と実装ガイドの境界を越えるIACSデータのセキ

ュリティ 
o https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/enet-td009_-

en-p.pdf 

直接アクセスソリューション 
• ロックウェル･オートメーションは、プラントや施設から外部への接続に使用されるセキュアなリモート･アクセス･ソリュ

ーションを提供します。このソリューションには、Stratix 4300 Remote Access Routerハードウェアが含まれます 
o (rok.auto/stratix4300)。 

カスタマイズされたソリューション 
• ロックウェル･オートメーションの産業用メンテナンス･サポートサービスにより、お客様のニーズに合うセキュアソリュー

ションをデザインするカスタマイズを提供します。 
o https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-maintenance-support.html 

 

まとめ 
セキュアなリモートアクセス機能を発展させると、機械装置メーカは生産性を向上させて、コストを削減し、お客様に影響を

与えるイベントにより素早く対処できるようになります。機械装置メーカがこれらのセキュアなリモート･アクセス･ソリューション

を使用すると、リアルタイムのリモートサポートを提供することが可能になります。製造プロセスが複雑さを増し、世界中に分

散する一方で、システムをサポートするために必要なスキルを備えたスタッフを24時間体制で現場に常駐することが難しくな

っている中、これらのセキュアなリモートアクセス機能の重要性はますます高まっています。離れた場所からスタンドアロンシス

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/enet-td009_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/enet-td009_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-maintenance-support.html
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テムにアクセスできれば、機械装置メーカは適切なスキルとリソースを、その物理的な所在地にとらわれることなく適切なタイ

ミングで適用できるようになります。これにより、効率化、ダウンタイムの短縮、コスト削減が実現します。 
ただし、IACSアプリケーションは業務上不可欠な存在であるため、適切なレベルのセキュリティを実現することによって製造

メーカのニーズを満たし、確立されたIACSセキュリティ規格と適合するものであることが、すべてのリモート･アクセス･ソリューシ

ョンに共通して求められます。多層防御の原則を適用することにより、IACSアプリケーションに対するセキュアではない直接

リモートアクセスを確実に防ぐことができます。 

 

用語集 
 
CIP - Common Industrial Protocol (共通産業用プロトコル) 
共通産業用プロトコル(CIP)は、製造オートメーションアプリケーションの収集に関する、制御、安全、同期、モーション、構

成、情報の各メッセージおよびサービスで構成される包括的なスイートです。CIPはODVAにより所有および管理されていま

す。ODVAは世界有数のオートメーション企業のメンバーで構成される国際的な非営利団体です。 
DMZ - Demilitarized Zone (非武装地帯) 
2つのネットワークゾーン間のバッファまたはネットワークセグメントを指します。一般的に、DMZは企業ネットワークとインターネ

ットの間にあります。ユーザは、DMZ内のデータとサービスにインターネットと企業ネットワークのいずれからでもアクセスし、共

有できます。DMZは通常、両方のゾーンからのトラフィックを管理し、セキュリティで保護するため、ネットワークファイアウォー

ルを使用して確立されます。 
IACS - Industrial Automation and Control Systems (産業用オートメーション/制御システム) 
関連する製造プロセスを自動化および制御するために使用される装置およびアプリケーションのセットを指します。この用語

は意味が似通った複数の用語のかわりに使用します(例えば、この白書では生産システムとプラント･フロア･システムをこの

用語で統一しています)。IACSという用語を使うことによって、特定の意味に重点が置かれたり、特定の意味に限定された

りするわけではありません。ロックウェル･オートメーションでは、ここで説明するアイデアや概念をさまざまなタイプの製造に当て

はめられるようにすることを意図しています。ここで言う製造には、バッチ、連続、ディスクリート、ハイブリッド、プロセスが含ま

れますが、これらに限定されません。他の文書や業界の参考文献では、産業用制御システム(ICS)と呼ばれる場合もあり

ます。この白書ではこれら2つの用語を同義語として扱っていますが、ISA99規格を反映してIACSを使用し、シスコ社とロッ

クウェル･オートメーションのConverged Plantwide Ethernet (CPwE)との統一を図っています。 
IPプロトコルスイート 
インターネットやほとんどの基幹ネットワークのベースとなっているネットワーキング規格のセットです。これには、第3層のインタ

ーネットプロトコル(IP)、第4層のトランスミッション･コントロール･プロトコル(TCP)とユーザ･データグラム･プロトコル(UDP)が含

まれます。 
IPS - 侵入防止システム 
ネットワークアクティビティをモニタして悪意のある挙動や好ましくない挙動の有無を調べるネットワークセキュリティ装置。 
IPSec - IPセキュリティ 
参加ピア間のデータの機密性、データ整合性、およびデータ確認の各機能を提供するオープンスタンダードのフレームワー

ク。IPSecはこれらのセキュリティサービスをIP層で提供します。IPSecはIKE (前掲を参照)を使用して、ローカルポリシーに基

づいてプロトコルとアルゴリズムのネゴシエーションを処理し、暗号化キーと認証キーを生成します。IPSecでは、1組のホスト

間、1組のセキュリティゲートウェイ間、セキュリティゲートウェイとホスト間の1つまたは複数のデータフローを保護できます。 
製造ゾーン(プラントまたは施設) 
シスコ社とロックウェル･オートメーションの『Converged Plantwide Ethernet (CPwE) Design and Implementation Guide』

(Converged Plantwide Ethernet (CPwE)の設計および実装ガイド)の第2章に示すプラント論理フレームワークにおけるネ

ットワークゾーンの1つです。このゾーンには、プラントの継続的な運用に不可欠なアプリケーション、システム、インフラ基盤、



 

ロックウェル･オートメーション 11  拡張性に優れたOEM向けセキュアなリモート･アクセス･ソリューション 
 

デバイスの完全なセットが含まれています。他の文書(ISA99など)では、このゾーンが制御ゾーンと呼ばれる場合もあります。

これら2つの用語は同義語として使われています。 
NAT - Network Address Translation (ネットワークアドレス変換) 
グローバルに固有のIPアドレスの必要性を軽減するメカニズム。NATを使用すると、グローバルに固有でないアドレスを持つ

組織が、それらのアドレスをグローバルにルーティング可能なアドレス空間に変換することにより、インターネット接続が可能に

なります。 
リモート･ターミナル･セッション 
リモートデスクトップとは、あるコンピュータまたはユーザがグラフィカル･ターミナル･エミュレーションによって別のコンピュータにリモ

ートからアクセスし、それを制御できるようにする、プロトコルとソフトウェアのセットを指します。リモートデスクトップをリモートホ

ストに直接接続ターミナルとして認識させるソフトウェアには、Microsoft®のRDP (Remote Desktop Protocol: リモート･デ

スクトップ･プロトコル)や、VNC (Virtual Network Computing: ヴァーチャル･ネットワーク･コンピューティング)があります。 
SSL - Secure Socket Layer (セキュア･ソケット･レイヤ) 
セキュアなトランザクション(eコマースにおけるクレジットカード番号の送信など)を提供するために使用されるWeb向け暗号

化テクノロジ。 
サブネットまたはサブネットワーク 
IPネットワークでは、サブネットとは特定のサブネットアドレスを共有するネットワークのことです。サブネットワークとは、複数レ

ベルの階層型ルーティング構造を提供すると同時に、接続先ネットワークのアドレス指定の複雑性を排除するために、ネッ

トワーク管理者によって任意にセグメント化されたネットワークを指します。 
VPN - Virtual Private Network (バーチャル･プライベート･ネットワーク) 
インターネットなどの公共通信インフラ基盤を主に使用して、リモートオフィスや移動中のユーザが中央の組織ネットワークに

アクセスできるようにするネットワーク。VPNでは通常、ネットワークのリモートユーザを認証することが要求されます。また、許

可されていない相手に非公開情報が開示されるのを防ぐために、暗号化テクノロジでデータが保護されています。VPNは、

データの共有やネットワークリソース、プリンタ、データベース、Webサイトへのアクセスなど、どのようなネットワークにも見られる

ネットワーク機能を提供します。VPNユーザは、通常、中央ネットワークへの直接接続とまったく同じように、中央ネットワー

クを使用することができます。公共のインターネットでVPNテクノロジを使用すると、ワイド･エリア･ネットワークでかつて典型的

だった、専用リース回線による高価な電気通信回路を導入し維持する必要がなくなります。 
WAN - Wide Area Network (ワイド･エリア･ネットワーク) 
ワイド･エリア･ネットワーク(WAN)とは、広い範囲(市街地を越え郊外、県外や国際の範囲)に及ぶ通信ネットワークのことを

指します。企業や政府機関では、さまざまな場所の従業員、お客様、購入業者、供給業者の間でデータを中継するため

にWANが利用されています。要するに、この通信モードは、場所に関係なく企業が日常的な業務を実行することを可能に

します。 
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