
製造部門のセキュリティ 
急速に変化する脅威の動向に対する 
ネットワークと施設の保護
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コネクテッドエンタープライズにおけるセキュリティ
製造施設や産業用施設は、数十年前はほとんど想像できなかった方法で操業しています。
スマートデバイスなどのテクノロジによって接続と情報の共有が可能になり、モノのインターネットのような概念に触発されて、
コネクテッドエンタープライズにおいて生命を吹き込まれています。接続性が高まり、情報の共有が進むことで、会社とその業務
は大幅に変わりつつあります。それによって、情報技術(IT)と運用技術(OT)のシステムが収束しつつあり、モバイル、分析、クラウド、
仮想化などの新しいテクノロジを使用することで、これまでより業務効率が高まっています。 

ただし、製造業や産業の運営の本質が変わったのと同様に、セキュリティ上のリスクも生じています。業務の接続性が高まる 
ほど、産業部門のセキュリティの脅威の侵入点が増える可能性があります。これらの脅威は、物理的またはデジタル、内部また 
は外部、悪意があるか偶発的かといったさまざまな形態をとる可能性があります。
製造部門のセキュリティは、以下のようなさまざまな懸念に対応する必要があります。 

•  知的財産権やその他の貴重な情報を保護する。
•  生産性、製品の品質、従業員の安全性、または環境に影響を与える可能性がある侵入から業務を保護する。
•  排水処理システムなどの、集団が依存する重要なシステムを維持する。
•  ネットワークの可用性を実現し、ネットワークに関連するダウンタイムを回避する。
•  製造業務へのリモートアクセスを有効にするが、適切な制御も行なう。

2014年のカスペルスキー社の
調査によると、1年間に製造業
者の21%が、知的財産を失い
ました。1

「セキュリティに関する私の最大の懸念は、お客様の施設で違反が発生し、
その結果安全が失われることです。」

– ある製造企業のエンジニアリングマネージャ

1 Kaspersky Lab Survey: One in Every Five Manufacturing Businesses Has Lost Intellectual Property to Security Breaches Within the Past Year, Kaspersky Labs (2014年8月13日)

コネクテッドエンタープライズ
とは
コネクテッドエンタープライズは、
これまで分かれていたシステムを
統合し、組織全体で人、プロセス、
テクノロジを結び付けることに 
よって、運用で生成されたデータ
にアクセスし、共有して、それに 
基づいて行動する新たな機会を 
つくります。
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総合的アプローチ
現在のかなり堅牢な脅威の動向分析と組み合わせたスマートマニュファクチャリング
と接続された運用の採用を広げるには、製造部門のセキュリティに対する新たな 
取り組みが必要です。
まず、過度な分析から麻痺状態に陥らないようにします。可能性のある脅威をすべて想定すると、
圧倒される可能性があります。そのかわり、可能性の高い脅威に焦点を絞ります。それによって、
強力なセキュリティ対策の実装をより迅速かつ簡単に開始できます。
また、セキュリティを制限するアプローチを避けてください。
• 現在のおびただしい数の脅威にとって、単一のセキュリティ製品、テクノロジ、または方法では

十分ではありません。
• 隠蔽によるセキュリティアプローチは、十分に効果的な対策とはなりません。
• 専用ネットワークは単一のベンダーに依存しており、市場で入手可能な他のさまざまなITツール、

セキュリティ機能、およびイノベーションを活用しない場合、目的を達成できません。
製造部門のセキュリティは総合的でなければなりません。 企業から工場レベル、エンドデバイス
まで拡大し、人、プロセス、およびテクノロジにわたってリスクに対応する必要があります。それに
は、ITとOTの担当者間での連携も必要です。セキュアなネットワークアーキテクチャを確立するう
えで、両者は重要な役割を担っています。
総合的アプローチを実施するには、以下の3つの重要な検討事項があります。
1. セキュリティ評価： リスク領域と可能性のある脅威を把握する。
2. 多層防御セキュリティ： 防御の最前線を複数確立する多層セキュリティアプローチを導入する。
3. 信頼できるベンダー：オートメーションベンダーが製品の設計時に、コアのセキュリティ原則に 

従っていることを確認する。

1 ICS Cybersecurity for the C-Level, U.S. Department of Homeland Security (2015年9月)

多数の製造組織における基本的なサイバー 
セキュリティ対策は、依然として補足的なもので
あり、必要な水準には達していません。1
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セキュリティ評価
有効な産業用セキュリティプログラムを開発して実装するには、まず組織内に存在する脆弱性のリスクとその領域を把握する
必要があります。 

セキュリティ評価によって、ソフトウェア、ネットワーク、制御システム、ポリシーと手続き、および従業員の行動に関する貴社
の現在のセキュリティへの姿勢を把握できます。それが、セキュリティポリシーにとって開始点となります。
セキュリティ評価の成果物には、最低限以下のものを含める必要があります。
•  許可されたデバイスおよびソフトウェアと許可されていないデバイスおよびソフトウェアの一覧。
•  システムパフォーマンスの詳細な観察と文書化。
•  許容限界値とリスク/脆弱性の兆侯の特定。
•  影響と悪用の可能性に基づいた、各脆弱性の優先順位付け。
セキュリティ評価の最終的な結果には、運用を許容できるリスクレベルにするために必要な緩和手法が含まれていなければ
なりません。

組織はどの程度安全なのか
セキュリティに関して、評価を推測
に任せるにはリスクが大きすぎま
す。どこから始めればよいかがわ
からない場合も、社内でセキュリ
ティの専門知識が不足している
場合も、外部のサービスを利用 
することを検討してください。
ロックウェル・オートメーションの
セキュリティ評価ツールは、現在
のリスクレベルを特定して、他の
同様の施設を基準にして評価し、
可能な緩和方法を特定するのに
役立つセキュアで機密性の高い
無料ツールです。 

ロックウェル・オートメーション
では、ネットワークおよびセキュ
リティサービスを通じてセキュリテ
ィ評価も提供しています。ロック
ウェル・オートメーションは、シスコ
社、パンドウィット社、Microsoft社
などの戦略的提携パートナと協力
することで、産業用ネットワーク
のニーズに応えるワンストップ 
ショップとなります。

1 Cyber Security of Industrial Control Systems, TNO (2015年3月)

経営幹部は、リスクアセスメントに
基づいて 適切なセキュリティ管理 
手法の実施を断行すべきで、サイバー
セキュリティが「触らないように 
する」という姿勢であることを 
許してはなりません。1

https://www.mpisecure.com/portals/ToolKits/RockwellASA/Login.aspx
https://www.mpisecure.com/portals/ToolKits/RockwellASA/Login.aspx
http://www.rockwellautomation.com/global/services/network-services/overview.page?
http://www.rockwellautomation.com/global/services/network-services/overview.page?
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多層防御セキュリティ
製造部門のセキュリティは、事業全体にわたって完全なシステムとして実装するの
が最適です。
多層防御(DiD)セキュリティでは、このアプローチをサポートしています。DiDセキュリティは、保護の
どのポイントも破られる可能性があるという概念に基づき、物理的、電子的、および手続きによる
保護を組み合わせて多層の保護を確立します。銀行でビデオカメラ、警備員、金庫などの複数の 
セキュリティ対策を利用しているのと同様に、脅威が複数の防衛線に直面するようにすることが 
できます。 

多層防御セキュリティアプローチは、以下の6つの主要なコンポーネントから構成されています。
1. ポリシーと手続き
2. 物理的
3. ネットワーク
4. コンピュータ
5. アプリケーション
6. デバイス

多層防御の幅広いサポート
多層防御セキュリティアプローチは、以下で推奨されています。
• IEC 62443規格シリーズ(旧称ISA-99)

• NIST Special Publication 800-82

• 米国国土安全保障省/アイダホ国立研究所レポートINL/EXT-06-11478
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2. 物理的
物理的セキュリティは、施設の領域への担当者のアクセスだけでなく、制御 
パネルや配線、デバイスなどの物理的なネットワークインフラ基盤上のエントリ
ポイントへのアクセスも制限する必要があります。 

施設レベルでは、ネットワーク接続されたキーカードなどのアクセス制御技術
を使用して、工場のフロア、制御室、その他の区域へのアクセスを、許可された
担当者のみに制限できます。施設内の活動を監視するために長い間カメラが 
使用されてきましたが、高度なビデオ分析ソリューションを使用すると、顔認識、
境界違反、温度識別などの新しい方法で機密の場所やネットワーク・アクセス・
ポイントを保護できます。
また、スイッチ、ルータ、ゲートウェイなどの物理的なインフラ基盤やコンポーネ
ントも、侵害、改ざん、事故に対して保護する必要があります。ロックアウト状態 
のデバイスは、USBポートへの不正アクセスを防ぎ、データの望ましくない削除
を阻止して、潜在的なウイルスのアップロードをブロックできます。その一方で、 
ロックイン状態のデバイスは、許可されていないケーブルの除去を防ぎ、重要
な接続を維持できます。

調査の対象となった業界の企業の 
うち、強力な物理的セキュリティ 
ポリシーを実装していると答えた 
のは、わずか20%でした。1

1 TechValidate survey of Rockwell Automation customers (2016年1月)

多層防御セキュリティ
1. ポリシーと手続き
ポリシーと手続きは、有効なセキュリティ対策に従うよう従業員の行動
を形成し、適切なセキュリティテクノロジが使用されていることを確認 
するうえで重要な役割を果たします。例えば、製造システムや産業用の
運用システムに対する人のやりとりを制御するポリシーにより、情報の
窃盗を防ぐことができます。
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多層防御セキュリティ
3. ネットワーク
サイバー攻撃に対してネットワークインフラ基盤を保護できるように、ネットワークセキュリティの枠組み
を確立する必要があります。それには、技術革新のために資産と能力を最適に保護するのに必要な 
テクノロジおよびポリシーに関して、ITとOTの2つのグループ間で妥協せずに話し合うことを含め、ITとOT
間の緊密な連携が必要です。
テクノロジの1つとして産業用非武装地帯(IDMZ)について話し合う必要があります。IDMZは企業と産業 
地帯の間で重要な保護バリアを形成します。IDMZは、トラフィックが2つの地帯の間を直接移動するのを
制限し、認証の適用や既知の脅威に対するトラフィックの監視を通じてアクセスをうまく管理できる 
ようにします。

「セキュリティに関する私の最大の懸念は、プロセス制御ネットワーク
セキュリティにおける当社の知識および経験不足です。」

– ある製造企業の工場マネージャ セキュリティにおけるネットワーク 
インフラ基盤の役割
統合ネットワークの基盤は、標準的な未修
正イーサネットおよびIPテクノロジを使用 
する、物理的なネットワーク構造と情報 
アーキテクチャに基づいて形成されてい 
ます。 

インターネットプロトコルを使用する
EtherNet/IP™などのネットワークインフラ 
基盤により、組織は、製造部門の内外の 
サイバーセキュリティ専門家が達成した 
最新の成果を活用できます。
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多層防御セキュリティ
工場のフロアの区域を仮想ローカル・エリア・ネットワーク(VLAN)に分割することは、ネットワークレベルでの
セキュリティ対策として効果的です。VLANは、スイッチドネットワークにおけるブロードキャストドメインです。 
VLANが小さいほど、リアルタイムの通信を管理および維持するのが簡単になります。セキュリティ侵害を受けた
デバイスからデバイスを切り離し、悪影響を1つのVLAN内にとどめることができます。
ネットワークトラフィックを管理および制限するために、産業用ネットワークの内部および周りに侵害の検出
および予防システム(IDS/IPS)によるファイアウォールを導入する必要があります。ファイアウォールでは、ネット
ワークパフォーマンスを向上させ、セキュリティの脅威を抑制できるように、Deep Packet Inspection (ディープ・
パケット・インスペクション：DPI)を使用してデータの識別、認証、およびルート変更を行なう必要もあります。 

さらに、ワイヤレスネットワークを使用する際にセキュリティのベストプラクティスに従うことが重要です。 
それには、IEEE 802.11に合致するデバイス認証方法とデータ暗号化方法を使用することが含まれます。IEEE 802.11
は、産業用アプリケーションでワイヤレスネットワークを導入するための規格として、ますます普及しています。

「工場内で使用するワイヤレスデバイスとネットワークがますます増え
ているため、ワイヤレスはセキュリティに関する私の最大の懸念です。」

– ある大手化学品企業の工場マネージャ
リソースでセキュリティリスクに対処
ロックウェル・オートメーションとシスコ社
は共同で、Converged Plantwide Ethernet (CPwE)
プログラムを開発しました。このプログラム
には、ベストプラクティス、推奨事項、リファ
レンスアーキテクチャなどが含まれてい 
ます。 
 

これらのリソースは、将来拡張可能なネット
ワークインフラ基盤を設計して配備するだけ
でなく、ネットワークアクセスのセキュリティ
を管理し、未知のリスクに対応するための 
基盤となります。
ネットワークインフラ基盤の管理に関わる
従業員には、トレーニング、教育、および 
認証のオプションが用意されています。
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5. アプリケーション
セキュリティデバイスは、DiDアプローチの一部として、製造用または産業用 
アプリケーションレベルでも組み込む必要があります。 

ロールベースのアクセス制御システムにより、重要なプロセス機能へのアクセス
を制限したり、オペレータがアプリケーションにアクセスする前にログイン情報
の入力を要求することができます。コントローラ上でのセキュリティロックに 
より、望ましくない物理的なアクセスを防ぐことができます。また、認証、許可、
およびアカウンティング(AAA)ソフトウェアを使用して、アプリケーションへの 
アクセスと変更を制限および監視できます。改ざん検出機能を使用して、 
アプリケーションの不要な変更を検出し、記録することもできます。 

調査の対象となった業界の企業の半数以上
が、今後3年間における最上位のセキュリティ
の課題は、安全なリモートアクセスを可能に
して、管理することだと答えています。1

1 TechValidate survey of Rockwell Automation customers (2016年1月)

多層防御セキュリティ
4. コンピュータ
侵入者がオートメーションシステムに入る方法の第1位は、ソフトウェア脆弱
性につけ入ることです。 

サイバーセキュリティ用ソフトウェアパッチを追跡、評価、テスト、およびイン
ストールするためのセキュリティパッチ管理システムを確立する必要がありま
す。ウイルス対策ソフトウェア、アプリケーションのホワイトリスト作成、および
ホスト侵入検出システムにより、コンピュータ資産をさらに強固なものにす
ることができます。使用されていないWindows®プログラム、プロトコル、およ
びサービスを削除する必要があります。さほど頻繁に使用されていないUSB、
パラレル、およびシリアルインターフェイスも保護する必要があります。
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多層防御セキュリティ
6. デバイス
デバイスの認証と未許可のデバイスの特定を行なうことで、信頼されたデバイスのみが
確実に使用されるようにすることができます。
さらに、組み込みデバイスのそのままで使用できるデフォルト設定を変更することに 
よって、制限付きアクセスや変更管理などの領域でデバイスの安全性を高めることが
できます。例えば、ユーザはHMIや外部アプリケーションからどのタグを変更できるか
を管理したり、コントローラのロジックでは変更できない定数としてタグを定義したり
することができます。
デフォルトのセキュリティ設定はデバイスごとに異なり、各デバイスを強化するのに 
必要な時間と労力に影響を及ぼします。
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信頼できるベンダー
オートメーションベンダーは、製造、品質、および安全の目標だけでなく、セキュリティの目標を達成
するうえでも重要です。
ベンダーを選ぶ前に、ベンダーのセキュリティポリシーと対策を開示するよう要請してください。制御システムで使用さ
れる製品を設計するために、ロックウェル・オートメーションが定めた5つのコアのセキュリティ原則にベンダーが従って
いるかどうかを検討してください。 

セキュアなネット
ワークインフラ 
基盤
ベンダーは、オート 
メーションレイヤの 
情報をセキュアかつ
機密として保持する
ことができます。例え
ば、組み込まれたテク
ノロジによって、ネット
ワークへのアクセス
権が付与される前に、
デバイスを検証して 
認証できます。

認証とポリシーの
管理
会社のポリシーは従
業員のデータアクセ
スレベルを決定付け
ます。オートメーション
製品では、デバイスお
よびアプリケーション
へのユーザアクセス
を管理するアクセス
制御リストを使用し
て、これらのポリシー
をサポートできます。

コンテンツの保護
知的財産は、業務の
生命線です。オート
メーションソリュー
ションでは、ルーチン 
やアドオン命令に
パスワードを割付け
て、デジタル著作権
管理を使用して 
ユーザがデバイスの
データを表示および
編集できる能力を制
限することで、 
知的財産を保護でき
ます。

改ざんの検出
組み込まれた改ざん
検出機能により、 
不正なシステム 
アクティビティを 
検出し、適切な担当
者に知らせることが
できます。また、どこ
で侵入しようとした
か、侵入がどのよう
に行なわれたか、 
変更された項目が 
あるかどうかなどの
重要な詳細を記録 
することもできます。

堅牢さ
ベンダーによる堅牢な
セキュリティアプローチ
には、従業員へのセキュ
リティトレーニングの提
供、セキュリティ主体の
設計開発プラクティスの
使用、グローバルな 
セキュリティ基準に従っ
た製品のテスト、製品の
発売前の最終的な 
セキュリティレビューの
実施、プロセスが最新の
基準およびテクノロジに
遅れていないことの確
認、脆弱性に対処するた
めの計画の策定などが
含まれます。

トラックを製造するための 
よりよい方法
ダイムラー・トラック・ノース・ 
アメリカ(DTNA)社は工場のアップ
グレード時に、シスコ社とロック
ウェル・オートメーションが開発
したConverged Plantwide Ethernet 
(CPwE)検証済み設計ガイドの側面
を利用して、ネットワーク 
アーキテクチャの設計と導入を 
開始しました。
新しいネットワークにより、工場
のフロアとオフィス区域のあら 
ゆる場所にセキュアで信頼性の
高いWi-Fi接続が提供されます。
IT部門とOT部門をより緊密に連携
させることで、 DTNAはその 
セキュリティとコンプライアンス
の要件を満たすことができます。
現在、工場と業務部門をつなぐ 
1つの収束されたネットワークに
より、セキュアで信頼性の高い接
続がどこでも提供されています。
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監視と進化
セキュリティの脅威が弱まることはありません。業界がセキュリティ対策を変更したり、新しい防衛手段を実装し
たりするのに伴い、脅威はただ進化し続けています。リスク管理戦略は、遅れずについていく必要があります。
セキュリティプログラムに最終状態はありません。セキュリティプログラムは継続しており、変化する脅威の動向と共に進化するか、
その先を行かなければなりません。セキュリティプログラムを動的かつ適切に保つためのヒントをいくつか挙げます。 

• 従業員の教育： セキュリティには全従業員のサポートが必要です。従業員は、フィッシング詐欺やUSBデバイスなどのセキュリティ
の脅威に対処するための回避策などの分野について教育を受ける必要があります。

• サプライチェーンの精査：ベンダーは貴社と同様にセキュリティ攻撃に対して脆弱です。ベンダーを選ぶ前に、ベンダーの 
セキュリティポリシーと対策を開示するよう要請してください。

• 警告を待たない： サイバーセキュリティの脅威は、さまざまな防御を打ち破るように、密かに迫ってきます。その結果、信頼できる
検証済みのセキュリティ対策が必要です。監査ログとレジストリのタイムスタンプを定期的にチェックして、予想外の変更がない
かを確認してください。

• セキュリティトレーニングのサポート：ITおよびセキュリティの専門家にとって、知識は力です。教育、トレーニング、および認証に 
必要な投資を行ない、これらの従業員がセキュリティの課題とベストプラクティスに関して最新情報を入手できるように支援します。

• テクノロジと共に進化：新しいテクノロジは独自のセキュリティニーズを持っていることがあります。例えば、企業へのモバイル 
アクセスを監視するには、モバイルデバイス管理を使用してアクセスを制限する必要があります。クラウド・コンピューティング・ 
サービスは、Microsoft Azure™プラットフォームなどを通じて、実証されたセキュリティを提供する必要があります。

シマンテック社は、2014年に3億
1,700万以上、1日平均約100万の
新しいマルウェアが作成されたと
報告しています。1

1 2015 Internet Security Threat Report: Attackers are Bigger, Bolder and Faster、Symantec (2015年4月14日)

クラウドセキュリティ
石油&ガス業界向けの重機械の 
大手メーカであるM.G.ブライアン
社は、ロックウェル・オートメー 
ションと連携して、破砕車両のリ
モート資産管理用の拡張可能な 
ソリューションを開発しました。 

MicrosoftのWindows Azureクラウド・
コンピューティング・プラット 
フォームと、ロックウェル・オート
メーションのFactoryTalk®ソフト 
ウェアスイートを組み合わせるこ
とで、M.G.ブライアン社はリモート
資産データへの可視性を高めて、
データをセキュアかつ即座に把握
できるようにして、お客様の稼働
時間と生産性を向上しました。
M.G.ブライアン社のエンジニアリ
ングディレクタであるジョッシュ・
ラバドー氏は次のように述べてい
ます。「「データをドアの後ろに
置いておく必要がある」という考
え方にとらわれないことが重要
です。クラウドは仮想世界のよう
に見えますが、多くの場合、実際
には従来のシステムよりも優れた
セキュリティと冗長性を提供でき
ます。」



まとめ
現在のセキュリティの脅威の広がりは、いつ、どこで、どのように攻撃が行なわれるかがわから
ない状況と相まって、手強いものになる可能性があります。本書で説明したアプローチにより、
知的財産を保護するための業界のベストプラクティスと歩調を合わせる一方で、施設、資産、 
従業員、および競争力を保護することもできます。
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リソース：
ロックウェル・オートメーションは、貴社が潜在的なセキュリティの脅威を管理し、よりセキュアな
産業用制御システムとネットワークアーキテクチャを構築することを支援する、さまざまな 
セキュリティソリューションとサービスを提供しています。 

ロックウェル・オートメーションのネットワークとセキュリティサービスは、 
評価および設計から実装およびセキュリティの監視まで、貴社がセキュリティ
ライフサイクルのどの段階にあっても、貴社を支援します。 

CPwEリファレンスアーキテクチャでは、セキュリティリスクに対処するため
の教育、設計の指針、推奨事項、およびベストプラクティスを提供する一方
で、IT/OTのコンバージェンス(収束)プロセスを進めることができます。
Industrial IP Advantageとは、産業環境で標準的な未修正イーサネットおよび
インターネットプロトコルを使用するためのベストプラクティスとリソースを
共有できるオンラインコミュニティです。セキュリティやその他の産業用 
ネットワークの重要な側面に対応するためのEラーニングも提供しています。
ロックウェル・オートメーションのセキュリティ評価ツールは、現在のリスクレベルを特定して、他の
同様の施設を基準にして評価し、可能な緩和方法を特定するのに役立つセキュアで機密性の高い
無料ツールです。
1TechValidate survey of Rockwell Automation customers (2016年1月)

セキュリティに対する共同の
取り組み
ロックウェル・オートメーション
は、シスコ社、Microsoft社、AT&T
社、パンドイット社などの業界を
リードする企業と長期にわたる 
戦略的提携関係を結んでいます。
当社の無料の製品とそれに関連 
する専門知識は、お客様固有の 
セキュリティニーズを理解し、あら
ゆるレベルで保護を統合するのに
役立ちます。

調査の対象となった業界の企業の
約3分の2が、セキュリティソリュー
ションの実装に関する最大の懸念
としてコストの正当化と適切な 
スキルの習得を挙げています。1

http://www.rockwellautomation.com/global/products-technologies/security-technology/overview.page
http://www.rockwellautomation.com/global/services/security/overview.page
http://www.rockwellautomation.com/global/products-technologies/network-technology/architectures.page
http://www.industrial-ip.org/en
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