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まえがき
石油・ガス業界では、ロボティクス、デジタル

これらの課題を解決するためには、
エンジニア

化、IoT（Internet of Things）化の波が、急速に

リングとITの両部門において、業界固有のサイ

バー犯罪者は石油・ガス業界の生産プロセス

す。本レポートでは、
デロイトが石油・ガス業界

押し寄せてきています。
ここ10年の間に、サイ
へのサイバー攻撃の関心を高め、業界はサイ

バーセキュリティ事例を導出する必要がありま
における産業用制御システム（以下、ICSとす

バー攻撃により、生産と安全の両面において、 る）の安全強化を支援してきた経験より学んだ
セキュリティの危機に直面しています。そのた

めサイバーセキュリティへの対処は、世界中の

企業の役員会において、最重要課題として取り
上げられるようになっています。今では、経営上

新たなリスクへの取り組みとして、サイバーリ

スクへの対処として大規模な改革プログラム
を企画開発する企業が非常に増えています。

生産プロセスをサイバーセキュリティの予防・

発見・回復のできる優れたものにするために、

教訓を含め、広範な実地経験を通じて得た知

見・洞察をご紹介いたします。本レポートが皆

様にとって示唆に富み、有益なものになること

を願っております。

ポール・ゾンネベルド

Global Energy & Resources
Risk Advisory Leader
Deloitte Canada

企業内で2つの文化の違うエンジニアリングと

ITの部門を協調・連携させることが課題となっ

ています。
特に、
操業のための環境は、常時安全

確保を特定技術のソリューションに頼らざるを
得ません。

本レポートでは、
デロイトが石油・ガス業界に
おけるICSの安全強化を支援してきた経験より
学んだ教訓を含め、広範な実地経験を
通じて得た知見・洞察をご紹介いたします。
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はじめに
石油・ガス業界では、重要なインフラを安全・安

他業界と同様、石油・ガス業界においても、
サイ

定に操業する上で、ICSが重要な役割を果たし

バーセキュリティは経営層や取締役会の最優

安定を念頭においてICSを設計・構築してきて

みを進めています。

慮してきていないのが実状です。
それはなぜな

これまでのところ石油・ガス業界は操業中にサ

考慮する必要性がほとんどなかったことが挙

が、今後企業がサイバーセキュリティ計画へ真

ています。現場の技術者たちは、
これまで安全・
いますが、セキュリティについては必ずしも考

のか？その理由としては、当初はセキュリティを
げられます。当時求められていた生産システム

は、各種用途のネットワークから隔離されたシ

先事項になっており、
これを改善すべく取り組

イバー攻撃による大きな事故を免れています
剣に取り組まない限り、
この状況は長くは続か

ないと思われます。石油・ガス会社はこれまで、

ステム配置だったのです。
これらシステムが、本

生産ラインの運転に関するシステムやデータで

れていなかったため、サイバー攻撃などにより

ム、もしくはそのデータを保護することに注力

社システムへの統合はおろか、相互接続さえさ

なく、企業経営に関わる会計や財務のシステ

大規模な障害が発生するリスクなど、実質的に

してきました。今後その状況が変わる要因とし

このめまぐるしく変化した過去20年の間に、IoT

を可能にするなど、
この10年で急速に注目され

極めて限られていたのです。

化が浸透してきたことによって、生産プロセス

でのセキュリティに関する原理原則のほとんど
が根底から覆されています。今日では、油田、
パ

イプライン、製油所を含むあらゆる施設は、セ

て、IoT化への取り組みが挙げられます。IoT化
は、例えば、iPadやスマートフォンでの生産管理

るようになってきた比較的新しい技術です。ま

た、生産システムは、独自なものであり、
これを
適切に保護するためにはITの専門知識以上

に、
エンジニアリング業務の経験値も必要にな

キュリティ上脆弱性がありサイバー攻撃の対象

るという特殊な現場の事情もあります。

にかかわらず、
ビジネスリスクを高める社内外

今日、サイバーセキュリティに取り組むために

合が生じ、情報漏洩が発生してしまう可能性が

とエンジニアリングを融合させた統合的アプ

の安全装置が設計されていますが、
サイバー犯

ローチの目的と、それを始めるための具体的

となっています。生産システムは、
その設置場所

の潜在的なリスクによって、安全や生産に不具

あるのです。通常、ICSにはフェールセーフなど

は、
プログラムの目的を理解しかつ継続的にIT

ローチが必要になります。以下、
このようなアプ

罪者の手口が近年さらに巧妙化しているため、 な手順について考察していきます。まずは、石

インシデントの大きさによって、
コスト、安全性、 油・ガス業界がどのようなサイバーリスクに直
社会的信用、商取引や財務上の損失の被害リ

スクが急激に高まってきています。

2

面し、
それらがどのようにバリューチェーンを混

乱させ、それによってどのような影響が生じる
可能性があるのかを詳しく見ていきます。

これまでのところ石油・ガス業界は

操業中にサイバー攻撃による、
大き
な事故を免れていますが、今後、企

業がサイバーセキュリティ計画へ真
剣に取り組まない限り、
この状況は
長くは続かないと思われます。
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図1. サイバー攻撃の脅威から石油・ガス業界の
バリューチェーンへの影響について

サイバー攻撃の脅威

アップストリーム
探鉱

生産

・物理探査と設計
・油田・ガス田の開発
・掘削作業

・地表への原油の汲み上げ

アップストリームでのシナリオ＃1:
市場価値の高い油層挙動と油井データに
関する不正流用

アップストリームでのシナリオ＃2:
重要な坑井制御や安全装置に関する通常動作パラ
メータ値からの逸脱、もしくはそれら装置の完全停止

リスク: 探鉱作業地域における競争上の地
位へのダメージ

ミッドストリーム

リスク: 装置の動作不良による操業停止と
それに伴う経済的損失、
さらには油田の安
全性にかかわるインシデントの発生

輸送
・集油と輸送⸺パイプライン、
タンカー、
トラック
ミッドストリームでのシナリオ＃1:
パイプラインシステムへの不正アクセスや
不正操作

ミッドストリームでのシナリオ＃2:
監 視の改ざんや中 断による装 置の信 頼
性低下

リスク: 爆発、漏出、環境被害による、作業
員や近隣住民を危険な状態に晒す

リスク: 調査のためのシステムシャットダウ
ンに伴い、誤出荷や財務上の損失が発生

精製

販売

ダウンストリーム

・原油を石油製品へ加工処理
・製品のブレンド
ダウンストリームでのシナリオ＃1:
原油および石油精製品の在庫データ盗難

リスク: 取引上の義務の不履行と社会的な
信用失墜

・小売り
・トレーディング
ダウンストリームでのシナリオ＃2:
操作状況の改ざん、中断

リスク: 危険な操作状況とダウンタイムに
より、供給の途絶、収益損失が発生
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サイバーリスクへの理解
ICSの安全性確保をこれほど困難にしている要

これらの例のように、サイバー攻撃の脅威は、 サイバー侵害が故意か、故意でないかにかか

いるものの、
そもそも接続を前提としたシステ

ドを傷つけようとする競合他社、
または操業停

石油・ガス業界における生産プロセスのデジタ

から狙われています。

を生み出します。
しかし、
その一方で、企業は運

サイバー攻撃のすべての脆弱性が、技術だけで

因のひとつは、ICSはネットワーク接続されては

生産の妨害を狙った内部の人間や、企業ブラン

わらず、機密データ漏洩がシステム障害やシス

テム停止へのきっかけになってしまうような取

ム設計にはなっていないことが挙げられます。 止を企てる活動家グループ等、様々な攻撃者

り返しのつかないことになる可能性がありま

ル化は、生産性を向上させ、
コスト削減の機会

環境災害、法的罰則をもたらし、最悪の場合、

転制御システムと業務システムが融合される

ことによって全く新しいサイバーリスクに晒さ

なく、人の行動特性も原因となります。例えば、

組織内のセキュリティ意識が乏しいと、従業員

す。
それらは、収益の減少、社会的な信用失墜、
人命が失われることさえもあるのです。

ICSに効果的かつ包括的なサイバーセキュリ

れるようになってきています。以下にいくつかの

がマルウェアに感染した可搬型記憶媒体(例；

ティ管理を適用する必要があるかは、理解いた

は、潜在的には議論にもならなかった話です。

むなどして、無意識のうちにシステムをサイ

専門家が最新のITセキュリティリスクを良く理

に、多くの操業現場の従業員らは、自分たちの

家がICSによりサポートされた生産プロセスを

シナリオを例示しますが、いずれも数年前まで

・セキュアでないリモートアクセス通信にサイ
バー犯罪者が侵入し、
プロセス制御システムを

乗っ取り、
生産プロセスを危険なレベルにする。

・第三者請負業者のセキュリティが甘いため、
実稼働環境にウィルスが入り込み、重要な

SCADA（監視制御）システムの機能を停止さ

せ、
安全でない作業環境を引き起こす。

・稼働前のITシステムの不十分なテストにより、
システムクラッシュを招き、装置の運転が中
断、
停止をしてしまう。

・ある施設において適切なテスト・評価を行わ

ずに入手したプログラムにパッチを当てず、
そ
のまま実稼働環境のPLC（プログラマブルロ

ジックコントローラ）
に導入したため、
リモート

アクセスの脆弱性を競合相手により突かれ、
生

産プロセスを混乱へ陥れることができてしまう。

USBメモリ)などを生産システム環境に持ち込

バー攻撃に晒してしまうことがあります。さら

システムが標的になるはずがないと思い込ん

でおり、自身の行動を改める必要性に対してセ

だけていると思います。
しかし、
そのために、ICS

解できていないと同様に、ITセキュリティ専門

完全に理解できていないために、
その両者の知

識ギャップが無くなるようにしていく必要があ

キュリティサービスへ投資したり、新しいセキュ

ります。ボウタイ分析（エンジニアリングにおい

関心であるかと思います。少し前までは、装置

念）は、
このギャップを埋めるのに役立つ分析

リティプロトコルを導入することに一般的に無

のコンポーネントに全幅の信頼性をおいても
問題ありませんでしたが、今ではそのような訳

て故障モードの評価に使用される一般的な概
手法になります。
その分析方法はそれぞれ会社

ごとに異なりますが、石油・ガス会社のボウタイ

にはいかなくなっています。
その理由としては、 分析の一例を図2に示します。
悪意を持った第三者が、
デジタルセンサーや制
御装置を操作して偽のデータやステータス情

報を入力したり、表示させることが可能になっ

てきているからです。
プロセスの不具合につい
て、
その原因として気象条件や、人為的ミス、装

置の劣化によるものであり、悪意を持った者の
不正操作が原因になるはずがないという仮定
は時代遅れです。

石油・ガス業界における生産プロ

セスのデジタル化は、
生産性を向上

させ、
コスト削減の機会を生み出し
ます。

しかし、
その一方で、
企業は運転制御

システムと業務システムが融合され

ることによって全く新しいサイバー

リスクに晒されるようにもなってき
ています。

4

サイバーリスクに対する包括的アプローチ | 石油・ガス業界における安全操業のあり方とは

図2. 石油・ガス会社「サイバーリスク」ボウタイ分析の例

予防管理

攻撃者
海外諜報機関

・方針と基準

活動家

・ベンダー管理

イベント
・情報保護と暗号化
・ID管理

・ネットワーク分離
セグメント化

負傷または死亡

・脅威情報

結果

ハッカー

・トレーニングと啓発活動

脅威

請負業者／ベンダー

運転の中断

・24時間365日の
セキュリティと
インシデントイベント監視

・リスクアセスメント

テロリスト
従業員

被害管理

・インシデント対応
・緊急時対応

・物理セキュリティ

・マルウェアとパッチ管理

重要情報や
機密情報の紛失
財政損失
社会的な
信用失墜
規制による
罰金と罰則

出典: Talbot, J, and Jakeman, M, 2008, ‘Security Risk Management Body of Knowledge’ , RMIA, Carlton South
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成熟度評価の実施
リスクについて理解した後、石油・ガス会社が
次に行うべきことは、生産プロセスのサイバー

セキュリティ管理の成熟度評価を実施すること

です。
すべてのリスクを軽減できるというわけで

・重要な資産と機器に既知の脆弱性がないか ・脅威を管理するために、セキュリティ管理状況
を判断

について成熟度を評価

アップストリーム・ミッドストリーム・ダウンスト

るかを測定する場合、図3に示したデロイトの

えば、探査システムは、一般的に物理探査や

既存のフレームワークを利用することもでき

石油・ガス業界の場合、
こうした脆弱性は、

ガバナンスと統制がどの程度高度化されてい

はありませんが、どのような種類のコントロー

リームの部門でそれぞれ多少異なります。例

べきかを把握しておくことが重要です。
つまり、

探査のデータ、油井の統計データ、調査研究、

ます。
デロイトで、様々なエネルギー企業や資

データの盗難に遭いやすく、
こうした状況は市

ろ、石油・ガス業界全体の成熟度は約2.5（業

す。一方、生産システムは、ウィルス感染によ

あることが報告されています。

ルを備えているのか、どこに改善努力を傾注す
ICS内で生じる可能性のあるセキュリティ違反

やビジネスリスクの関連について十分検討して

おく必要があります。重要なのは、
エンジニアリ

ングチームやITチームは、
それぞれ単独のチー

戦略的計画策定に関する情報などの専有

場競争上の地位を揺るがすおそれがありま

ムではすべてを検討できない状況であるという

り、生産停止、遠隔施設への通信の切断、

に、
ビジネス、運転操作、
エンジニアリング、ITセ

など、脆弱な状況にあります。生産システムの

ことです。具体的に以下の項目を実施するため
キュリティなど複数の分野の専門家から構成

されるチーム編成を行う必要があります。

場合、
サイバー攻撃の影響はより物理的であ

り、危険な環境とダウンタイムを招き、結果的

源企業について成熟度評価を実施したとこ
界としては5段階評価で4以上が望ましい。
）
で

成熟度評価のプロセスを通じて、業務システム

とICSではセキュリティに対する考え方の違いを
理解することが非常に重要です。今日の統合環

境下のITセキュリティ基準やプロセスは、
安全性

に人命や経済的損失をもたらす可能性があり

と信頼性を守るため、
既存の仕組みを妨げない

要度分類を評価

イバーリスクも、危険な環境、漏出、配送や生

とを求められます。

ばれる要因があるだろうか」
「
、企業のIT基準、

の両面を伴います。ダウンストリームも、他部

成熟度評価に加えて、企業は、継続的な監視活

産に適用されているのか」、
「 あらゆるサイ

う、
運転制御の不正操作に繋がる脆弱性が存

する脅威、
APT
（
「高度で執拗な脅威」
という意味

上で、潜在的な被害を判別し、完全に定量化

は、顧客向けマーケティング活動が含まれる

しても設備を定期的に監視し、
セキュリティ事故

への不正操作の可能性が、
常に潜在していま

る必要があります。

・資産と機器の棚卸を実施し、資産と機器の重
これには、
「設備がサイバー攻撃の標的に選
ガバナンス、監視プロセスが、
すべてのICS資

バーセキュリティの脆弱性について検討した

しているのか」
といった質問をすることも含ま
れています。

すべてのリスクを軽減できるという
わけではありませんが、
どのような

種類のコントロールを備えている

のか、
どこに改善努力を傾注すべき
かを把握しておくことが重要です。
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SCADAや他の運転操作システムの不正操作

サイバーセキュリティ成熟度モデルのような

ます。
同様に、
ミッドストリーム部門におけるサ
産フローの中断など、物理的、経済的な影響
門と同様に、物理的または経済的影響を伴
在しています。
ただし、
ダウンストリームの場合

ため、顧客データの漏洩や売買取引システム
す。
その結果、収益の損失、
ブランドの市場価

値低下、
ルール・コンプライアンス違反を招い

てしまう恐れがあります。

方法で、
業務システムとICSの両方に対応するこ

動の一環として、
既知の脆弱性だけでなく、
台頭

の標的型攻撃の一種）、
また疑わしい行動に関

になる前に、不正アクセスされた設備を特定す
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図3. デロイトサイバーセキュリティ成熟度モデル

の成熟度

全 体 的なサイバーセキュリティ

石油・ガス業界の推奨される位置

石油・ガス業界の実際の位置
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4
3
2
1
初期状態

行動特性

・個人間や個別対応
に 依 存 せざるを得
ない状況

・新規編成のセキュリ

ティ体制、もしくは、
セキュリティ未経験
の 関 係 者 から編 成
されたセキュリティ
体制

キーコントロール

・ICSサイバーセキュ
リティ全般の認識に
関する必 要 性 は 理
解されているが、そ
の 必 要 性 に 関する
優 先 順 位 付 けはさ
れていない状況

管理された状態

・リスク管理ツールや

・確立されたセキュリ

・特定の場所に定義

ティの役割

手法によってサポー
トされ明確に定義さ
れた戦略
されたセキュリティ
プロセス

・予知、予防、検知、対

応について設計され
た統合システムによ
り確立されたセキュ
リティの役割

・確立されたICSサイ
バーセキュリティの
戦略と方針

・全サイバー資産棚卸
・策定されたセキュリ

クのセグメント分離

・24時間セキュリティ

・意識啓発と教育
・ICSと企業ネットワー
・特定のギャップと改

善計画による年次リ
スク評価

・物理セキュリティ

制御できる状態

制度化された状態

・ツールや文書化され

た手順に基づく、特
定の目 的のた めの
運用

最適化して
いる状態

ティ基準

・年次脆弱性診断
ログ監視

・策定かつテストされ

たインシデントレス
ポンス計画

・ウィルス&マルウェア
防御

・定義されたプロセス

・脅威をモデル化する

・リスク管理と実施可

・高度な自動化
・重大な障害発生のな

や基準による確立さ
れたセキュリティ機能
能な業務への集中化

・定義されたプロセス
や対応による2年間
以上の稼働

・セキュリティ基準に
基 づき確 立 され た
ICS

・規定や認証のため
のID&アクセス管理

・エンドポイントセキュ

た め のリス ク セン
サーと予測分析
い5年間以上の稼働

・サイバー脅威インテリ
ジェンス／センシング

・データ損失防止
・行動分析

リティ

・モバイルプロテクション
・第三者のセキュリティ
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統合プログラムの構築
50年以上に渡り、安全第一を謳ってきた背景に

クセス権や不正アクセス時の判定機能を明確

あります。生産プロセスを安全な状態に保つた

が不可欠になります。

は、物理的生産プロセスの設計・構築の存在が

めの方針と同じく、近年では混乱が生じぬよう

サイバーセキュリティ領域にも配慮が必要で

す。そのためには、業務と生産プロセスにまた
がってサイバーセキュリティを体系付けるため

の統合プログラムが求められます。

に定義した制御・監視システムを構築すること
発見（Vigilant）

もはや単なるセキュリティ対策だけでは、十分

ではないことが理解されたはずです。システム
がまだ安全な稼動状態であるのか、または不

このようなプログラムを構築・導入することは、 正アクセスされているかを判断するには、警戒

取るなど、サイバーセキュリティ事故への迅速
な対応も行いやすくなります。

今後、原油・ガスの加工・精製現場では、油井の
生産量、流量、資産利用などの企業機密情報

の不正流用や改ざんを検知することが難しくな

る可能性があります。
そのため、企業にとって、
データ管理システムの設計時に、
それらに対す

る安全処置をシステム設計へ事前に盛り込ん
でおくことが非常に重要になってきます。

長年に渡る大きく変革させるための取り組み

または継続的な監視が必要になります。
そのた

においても同じ目標に向けて、先に示したサイ

対象関係を明確にした上で、取り組みを始める

セキュリティ管理が上手く行かず、
サイバー攻撃

アし、予防・発見・回復できるICS環境を構築し

可能な脅威傾向から、ICSに対して仕掛けられ

する回復力があれば、生産ロスや財務上の損

になります。その取り組みのいずれのフェーズ

バーセキュリティの成熟度段階を一歩ずつクリ

ていく必要があります。
予防（Secure）

安全な状態とは、効果的な自動制御と監視に

よってシステムを破壊あるいは台なしになるこ
とを防ぐことを意味します。
しかし、
すべてのも
のを均一に保護することは、到底実現不可能

め有益な取り組みを行うには、攻撃と防御の

必要があります。石油・ガス業界における識別

るサイバー攻 撃 種 別を理 解することがサイ
将来の発生事象を予測し、それに基づき検知

システムを設計するためには、
この傾向を補足

するものとして、企業固有のビジネスリスクを
理解することも必要になります。
回復（Resilient）

最優先に位置づけられるはずです。
しかしなが

撃を特定し、封じ込め、無効化し、速やかに通

ら、大切なことは、
それらが単独の要素にはな

り得ないということを覚えておく必要がありま

や方針は、火災避難訓練のように、訓練や演習

できるか確認を行うはずです。この一連のス
バー攻撃の種類によって内容も違ってきます。

ソフトウェア型ファイアウォールをインストール

常日頃から、
アップストリームでは油井杭口の

ます。
データへのアクセス権を持つ部門や内部

イプライン、ダウンストリームでは精製所や配

他企業も、
そのアクセス権を利用するシステム

らゆるレベルにおいて、それら設備・施設にあ

組織だけでなく、その部門以外の外郭団体や
操作の実体を理解した上で、システムを設計す

る必要があります。
サービス提供会社、
サプライ
ヤー企業、または装置ベンダーは、各種提供

サービスの改善などを理由に、運転データや装

れら成果 への確認手順は、識別されたサイ

操業現場、
ミッドストリームでは処理施設やパ
送施設など、石油・ガスのバリューチェーンのあ

る異常を常時自動監視することにより、
リアル

タイムで振る舞い検知すべきです。
これは、ポン

プ、
バルブ、
コンプレッサー（圧縮機）、
また液体

物や気体ガスの流量やフローパターンなどを

置の性能データを閲覧する可能性があります。 算出する加工装置の状態を継続的に把握する

システムが適切に設計されなければ、第三者

に悪用されるおそれのある予見できないデータ
漏えいの機会やシステムの脆弱性を第三者へ提
供してしまうことになります。
そのため、
データア
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を徹底分析し、
さらなるリスク予防のため、
リス

ク軽減策について導入検討すべきです。

常の運転に復旧するための計画と手順を策定

間に潜む弱点を克服する必要が出てきます。
こ

する等、多層防御の対策を導入することになり

その経路、
その攻撃を受けたシステムの脆弱性

厳密に言えば、戦略と方針を定めただけでは

テップは、
「検知」、
「対応」、
「復旧」
とも呼び、
そ

れは、処理装置のセンサーを強化することから

正アクセスされた装置とシステムの迅速な復旧

にとどまらず、
サイバー攻撃が発生した場所や

回復力のある企業なら、組織としてサイバー攻

す。
それらは、大きなサプライチェーンシステム

の一要素であり、そのため、それぞれプロセス

失、環境破壊、企業ブランド価値の低下を阻止

対応・復旧フェーズでは、
不
バー攻撃の発見の出発点となります。ただし、 することが出来ます。

です。当然、重要な設備とインフラ、およびそれ

らに関わるICSは、守るべき重要な資産として

が検知されないとしても、強力な対応策を立案

ことを含みます。そして、
これら指標マトリクス
を継続的に可視化を実現することで、運転制御
不能など、深刻な環境・安全ハザードを軽減

し、必要に応じて部分的なシステム停止措置を

十分とは言えないのが現実です。
こうした戦略

を定期的に実施すべきです。

このようなプログラムを構築・導入

することは、長年に渡る大きく変革

させるための取り組みになります。
その取り組みのいずれのフェーズ
においても同じ目標に向けて、
先に
示したサイバーセキュリティの成熟

度段階を一歩ずつクリアし、予防・
発見・回復できるICS環境を構築し

ていく必要があります。
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キーコントロールの導入
企業内でのリスク選好やサイバーセキュリティ

の成熟度が変化している中で、ICS環境におけ

るサイバーリスクの変革を遂行するために、
す

・ネットワークセキュリティ: ダイナミック・プロビ
ジョニングと認証を含む主要なID&アクセス

管理や、24時間監視、
エンドポイントセキュリ

べての石 油・ガス会 社 が検 討すべき重 要 な

ティなどにより、
ICS環境内の有線・無線ネット

コントロール導入は、予防・発見・回復のある

にて維持管理。

キーがいくつか存在しています。
これらのキー
優れたセキュリティ状態を実現するため、全体

としてどこから着手すれば良いか、具体的な示
唆を提供してくれます。

・意識啓発のための研修: 安全かつ安定なシス

テム操作を行うために必要なスキルを習得さ
せる新人へのセキュリティ研修の実施や、各

組織内で様々な職務の専門家にサイバーセ

キュリティに関する意識啓発研修を実施。

ワークへのアクセスを制限し、
セキュアな状態

・可搬型記憶媒体: ICS環境における可搬型記

憶媒体(例；USBメモリ)の使用制限を実施し、
悪意のあるソフトウェアがないか検査。

・インシデントレスポンス: インシデントマネジ

メント方針と手順を策定し、定期的に演習を
実施。

・アクセス管理: ICSのコンポーネント（ハード 企業内でのリスク選好やサイバーセキュリティの成熟度が変化している中
ウェア、
ソフトウェア、
ネットワークなど）
が物理

的にも論理的にもセキュアに設定し、正式な

認証と許可を得なければアクセス出来ないよ

うに管理。

で、
ICS環境におけるサイバーリスクの変革を遂行するためには、
すべての
石油・ガス会社が検討すべき重要なキーがいくつか存在しています。

図4: キーコントロール

暗号化

発見（Vigilant）
サイバー攻撃
対策予防テスト
セキュリティ
イベント監視

回復（Resilient）
インシデント管理

ベンダー管理

ID&
アクセ ス 管 理

研修と意識啓発

情報ライフ
サイクル管理

セキュリティ
アナリティクス

方針と基準

情報保護

サイバーセキュリティ管理

リスクマネジメントと
コンプライアンス

予防（Secure）

脅威管理

ガバナンス

セキュリティ
インシデントレスポンス
事業継続マネジメント

認証
役割と権限の管理
IDライフサイクル管理

インフラの保護

ネットワークセキュリティ
物理セキュリティ

システムセキュリティ
パッチと脆弱性

マルウェアからの保護
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優れたガバナンスへの取り組み
ICSセキュリティに関する責任の所在を明確に

しておくことは、極めて重要です。部門長、運転
操作員から第三者請負業者に至るまで、関係

者全員について役割と責任を明確にしておく

ICS領域においてサイバーセキュリティプログラ

ムを導入することに伴い、人事面で、
いくつか問

題点が露呈されてきています。
その職務の性質

上、通常従業員は油田や製油所で何年か勤務

必要があります。最終的には、責任所在（アカウ

する必要があります。彼らに明確なキャリアパ

です。その責任所在を決めずにおくことは、組

が生じる可能性があります。

ンタビリティ）
を一本の線で示せるようにすべき
織全体へ適用する要件定義が更に困難になり

スを提示しない限り、人事において以下の事態

ます。またそのことで、要件定義の問題だけで

1. ICSセキュリティ担当に配属されたITプロ

検討する適切なセキュリティに関する判断力を

を単に副次的な業務とみなし、積極的な業

なく、全体的な解決策か局所的な解決策かを

弱める結果に陥ります。

かつては製造・エンジニアリング部門が、生産

プロセスでのICSと関連セキュリティ対策につ

フェッショナルは、ICSセキュリティプログラム
務貢献を行わなくなる可能性があります。

2. セキュリティに精通した専門家は、油田や製

油所の現場において、
すぐに到達可能なポジ

いても、責任所掌を取ってきていました。現在、

ションにまで上り詰めてしまい、
結果として就

キュリティ責任者（CISO）にその責任所掌が組

てしまう可能性があります。

ICSセキュリティは、企業において、最高情報セ

み込まれてきています。
とはいえ、ITの要員が油

業意欲を低下させ、
さらには転職活動を行っ

田や製油所の現場に入って、主体的にITを運営

理想としては、企業がIT専門家とICS専門家の

について結果責任がCISOにあるとはいえ、そ

し、将来ICSセキュリティのエキスパートになる

の実質的な遂行責任は、今も製造・エンジニア

の土台作りから取り組むことが望まれます。
こ

していないのが実状です。近年ICSセキュリティ
の適切な解決策を導き出し、油田や製油所で
リング部門が担っています。

溝を埋めるために意識啓発プログラムを考案

ことを希望する社員のため、
そのキャリア形成

のキャリアパスは、多くの場合、現場アナリスト
からスタートして、将来的に組織内部のグロー

バルセキュリティ担当へ昇進させるものなどが
挙げられます。
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ICS領域においてサイバーセキュリ

ティプログラムを導入することに伴

い、人事面で、いくつか問題点が露
呈されてきています。
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おわりに
ここ数年の間に、石油・ガス業界では、企業内IT

とICSの間にあった既存の隔たりは、無くなりつ

つあります。今日、
その変革は、
デジタル化とと
もにさらに進んできています。ITとICS相互間の

サイバー攻撃へ対処するための最初の着手ポ

イントは、サイバーセキュリティ管理状況にお
ける成熟度評価の実施になると思われます。従

来の運用上における安全確保のため熟慮して

システム接続が進むにつれ、
サイバー攻撃の頻

きた業界の背景以上に、予防・発見・回復のあ

ます。
しかし、多くの企業は、準備が伴っていな

大する最中、石油・ガス会社の運用上で、完全

度も増え、
その攻撃手法も巧妙になってきてい

いのが現状です。

るプログラム導入によって、サイバー脅威が拡
性の保持と強化を必須とすることが非常に重

サイバー犯罪やその重要インフラ
に与える破滅的な影響力に対する

世間の一般認識が高まるにつれ、

サイバー攻撃対策への要望がかつ

てないほどに高まってきています。

要になってきています。
また、
デジタル化や完全

統合されていくICS環境による生産性向上とい

う利点を活かすことで、今まで以上に運用的な
優位性を発揮していくことが大切になります。
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