リスクに晒される石油業界

ダウンストリーム設備をサイバーセキュリティの脅威から保護する
DCES（Deloitte Center for Energy Solutions）
レポート

DCES
（Deloitte Center for Energy Solutions）
は、
イノベーション、
ソートリーダーシップ、
革新的な研究、
および業界の
コラボレーションのための場を提供することで、
エネルギー分野の最も複雑な課題を解決しようとする企業を支援し
ています。
デロイトの資源・エネルギーグループでは、
当センターを通じ、
経営幹部が課題としている重要なトピック、
す
なわち法規制や政策の影響、
業務運営の効率化、
サステナブルかつ収益性の高い成長などに関する議論をリードし、
また専門家とソートリーダーのグローバルなネットワークを活かして総合的なソリューションを提供しています。
当センターは、
ヒューストンとワシントンDCに活動拠点を有し、
セミナー、
ラウンドテーブル、
その他の機会を設けるこ
とで、
大小様々な企業がともに学び、
議論し、
意見を交換する場を提供しています。
詳細は、
www.deloitte.com/us/energysolutionsおよび@Deloitte4Energyをご覧ください。

ダウンストリーム設備をサイバーセキュリティの脅威から保護する

目次
|

はじめに

2

急速にデジタル化する石油業界における機会拡大とリスク低減
初めのステップ：
バリューチェーンにおけるリスクの特定

|

|

6

次のステップ：
サイバーリスクを評価、
予防、
低減するためのフレームワークの構築
今後に向けて：
今まで以上にネットワークでつながる石油・ガス業界の
未来を実現するためのサイバーセキュリティへの投資 |
巻末注

|

15

1

3

14

|

10

リスクに晒される石油業界

はじめに

コネクテッド技術がもたらすメリットとリスク

今

日の石油・ガス会社にとり、安心・安全な操業を
実現する上で産業用制御システムは不可欠です。
また、
このことは今後も変わることはないでしょ
う。
システムをより高速化・効率化するために企業では、
ネッ
トワークへ接続するコネクテッド技術との統合が益々増大
しています。一方、
このことは、必然的にサイバーセキュリ
ティ侵害のリスクが高まることとなります。
石油・ガス会社は今後も引き続き、
ロボティクスやアナリティ
クス、IoT（モノのインターネット）
といった技術を運転・保守
環境に急速に取り入れていくでしょう。多くのモノを接続す
ることは、
データと分析を駆使して新市場を開拓し、操業の
パフォーマンスを向上させ、
サプライチェーンを合理化し、価
値創造を加速する可能性をもたらしているからです。
しか
し、油田、
パイプラインや精製施設で接続性が高まれば、
よ
り脆弱なものになる可能性があるため、経営幹部は先を見
越して計画を立てなければなりません。

さらに、
「Protecting the connected barrels: Cybersecurity
3
（コネクテッ
ド バレルの保護：石
for upstream oil and gas」
油・ガス業界のアップストリーム事業におけるサイバーセ
キュリティ）
では、
アップストリーム事業に焦点を当て、探鉱、
掘削、生産を手がける企業が直面する主なリスクを明らか
にしました。

リスクの高まりに伴い各社はそれぞれにデジタル戦略を対
応させていかなければならなくなります。石油・ガス業界に
おけるサイバーセキュリティに対するアプローチは、理想的
その場しの
な成熟度には達してはいません1。個別対応的、
ぎのアプローチから脱却し、最適化された行動特性とコン
トロールを導入することが、既存の資産を新しい脅威から
保護するうえで不可欠となります。先のレポート
「An integrated approach to combat cyber risk : Securing
2
（サイバーリスクに
industrial operations in oil and gas」
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）
では、業界が直面している多数の脅威を指
摘するとともに、
そうした脅威を特定し、評価し、最小限に抑
えるために取ることのできる手順について概説しました。

本レポートでは、供給、商品取引、精製、流通、小売など幅広
い業務を含むダウンストリーム事業が直面する課題に焦点
を当てています。
そして、
リスクを評価し、
リスクを予防ある
いは低減し、ネクストステップを策定するためのフレーム
ワークを提案します。また、今まで以上に予防的（Secure）
で、発見力（Vigiliant）
や回復力（Resiliant）を備えた事業体
となるために新しい規範を導入する主なステークホルダー
に向け、攻撃への対応計画について概説します。
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急速にデジタル化する石油業界に
おける機会拡大とリスク低減

パ

イプライン、精製施設、貯蔵施設はすべて、産業用 ・サイバーおよび物理的なバリアを乗り越えて実際にダ
制御システム（ICS）に大きく依存し、安全かつ円
メージを引き起こした攻撃として、初めての確認事例の1
滑な操業を維持しています。センサー技術、演算
つとなった。
力、遠隔制御機能が進展した結果、IoT技術は多大な価値
（信頼できる送信者である
をもたらすことができるようになりました。冗長化の削減、 ・ありがちなスピアフィッシング
かのように装った偽のメール。最近は標的型メールと呼ば
稼働時間の増大、
そして原料やプラントのユーティリティ、製
れることもある。）を糸口とする侵入から始まり、
それが事
品のより迅速な割り当てを実現し、かつコストを抑えると
しかし、IoTは、
スマートな
務システムから産業用制御システムに広まった。
いったメリットを享受しています4。
システム管理を通じて効率化を達成できる一方で、
システム
を接続するがゆえにセキュリティのリスクやその被害を深刻
化するという側面も有しています。
これは単なる理論上の懸 図1. ICSをターゲットとするサイバー攻撃は、
特に石油・ガス業界に集中している
念ではありません。米国の石油・ガス業界の制御システムを
295 290
ターゲットにしたサイバーセキュリティ攻撃がすでに数百件
という単位でハッカーによって仕掛けられており
（図1参
257
照）、
その多くが現実に多大な影響を及ぼしています5。

245

現時点では、危険性はおおむね推論に基づいています。
こ
れまでのところ、石油・ガス業界のサイバー攻撃がアップス
トリームの生産施設やダウンストリームの精製施設、
あるい
はアップストリームとダウンストリームをつなぐパイプライン
や貯蔵施設といったインフラに大規模な問題を引き起こし
たという証拠は限られています。
しかし、疑わしい事例の件
数は十分に存在していることから、警戒が必要です。2008年
にトルコで発生したパイプラインの爆発事故は、当初はクル
ド系過激派の犯行と見られていましたが、後にサイバー攻
撃が疑われるようになりました。
ただし、断定するだけの証
拠は存在していません6。2015年には中東で石油化学施設
の火災が相次ぎ、
コンピュータウイルスが機器にダメージを
与えたのではないかと疑われました7。

204

173

6

石油・ガス以外の業界に目を向けるならば（ただし精製事
業におそらく関連するものとして）、2014年に発生したドイ
ツの製鋼所のサイバー攻撃があります。溶鉱炉が制御不能
この一件
になった結果、施設に多大な被害が及びました8。
は、次の3点で特筆に値します。
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・溶鉱炉の制御システムに被害を及ぼした。このシステム

えていますが、
これらすべてが脆弱性を抱えていることも考え
サイバー攻撃が、
ある施設から別の施設に広まっ
られます10。
たり、
バリューチェーンを下って流通網や小売店に及んだりす
れば、
数千万ドルという売上逸失につながる可能性がありま
す。
さらに、
物理的な損傷が生じれば、
修理や建設のコストは
数百万ドル
（場合によっては数十億ドル）
にも達するかもしれ
ません。センサーがネットワーク化され、操業が高度に自動
化され、
人手の介入する部分が少ないコネクテッドの世界で
は、
広範に影響する可能性が増大し、
事の顛末もかつて以上
に深刻です。

は、多くのダウンストリーム事業で使われている機器の制
御システムに似ている。

精製施設をターゲットに同様の攻撃が仕掛けられれば、
貯蔵
タンクが溢れる、運搬船が破壊される、
さらには爆発が起き
るといった成り行きも容易に想像できます。安全衛生と環境
のリスクが最大の懸念となるのはもちろんですが、
企業が直
面するリスクには、
浄化作業や訴訟に留まらない財務リスク
もあります。ポンプ施設が不具合を起こしても広範なダメー
ジには至らないかもしれません。
とはいえ、機器の交換が必
要になり、
その間、人員と施設を遊ばせることになる可能性
があります。
比較的小さな出来事でも、
影響が長引くことがあ
ります。特に、自動化やセンサー、制御システムに頼っている
ダウンストリーム事業はそれが当てはまります。

精製施設だけでなく、貯蔵施設、
パイプライン、流通網、小売
店などのダウンストリーム設備を有する企業にとって、サイ
バー脅威は、
発生の可能性も頻度も高いリスクであり続けて
います。
石油以外のインフラに対する攻撃が増えており、
同様
のプロセスシステムが石油・ガス業界でも使われていること
すでに存在するリスクを
例えば、
生産日量10万バレルの精製施設で操業が1日停止す を考えれば、予防的な対策を講じ、
れば、
売上高が550万ドル以上、
利益が140万ドル減少します9。 特定し低減することは必須と言えます。
米国には140以上の精製施設があり、
日量1,800万バレルを超
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ダウンストリーム事業に適用されるコネクテッド技術

IoTとは、
最も基本的なレベルで言えば、
消費者とモノ、
そしてそれを製造する会社の間の接続性を高めることを意味
し、
家庭の冷蔵庫のようにありきたりなモノから、
石油・ガス業界が海洋開発で使用する特殊な掘削機器まで、
多岐に
大量のデータを生成するセンサーとその情報を解釈するシステムが接続されることにより、
わたるモノが含まれます11。
多大な価値創造の可能性が開かれると同時に、
サイバーセキュリティの脆弱性ももたらされます。
石油・ガス業界では、
すでにIoT技術が生産拡大、
コスト削減、
安全性向上の潜在力を実証してきました。
例えば、
ダウン
ストリーム事業で予知保全
（Predictive Maintenance）
を用いれば、
2つのメリットがもたらされます。
機器の不具合が実
際に起きる前にその可能性を正確に探知できるようになること、
そして各部品のそれぞれの消耗度を把握できるように
なることです。
この結果、
標準的な保守管理の時期が過ぎているとしても、
機器の状態が良いのであれば交換しないで
済むようになり、
時間と費用を節約できま
図2. IoT技術は石油・ガス業界にどのように価値をもたらすか
す。機械やセンサーのネットワーク全体に
わたってデータを収集し、集積し、分析す
ることで、業界のヒューリスティックや机
上の理論だけでなく現場の実際の状況に
作動する
拡張動作
センサー
基づいて迅速な
（場合によってはリアルタ
イムの）意思決定が可能になります。
この
ような好循環を生み出すのがIoTのもたら
す価値です（図2参照）。しかし、各セン
重要性
範囲
規模
頻度
サーと監視システムとセンサーを接続し
生成する
分析する
ている箇所それぞれが、外部の脅威から
リスク
安全性
信頼性
正確性
攻撃されるポイントとなることは否めま
せん。
時間
遅延性

拡張知能

即時性

ネットワーク

精製以外の部分でも、課題が増える可能
性があります。
サプライチェーン管理のIoT
アプリケーションは、
精製や石油化学分野
にジャストインタイムのアプローチを適用
集積する
伝達する
できるようにします。高度なアルゴリズム
を用い現実の購入トレンドを見極め、
それ
に対応することで、原材料の過剰在庫や
標準
完成品の売れ残りを防いで価格を最大化
価値要因 段階
技術
させます。
同様に、
このようなアルゴリズム
出典：デロイトによる分析
Deloitte Insights | Deloitte.com/insights
分析は流通にも応用できます。品揃えと
配送ルートを最適化し、
事業資産の活用度を高められます。
データスクレイピング、
GPSトラッキングや機械学習などの
異なる技術の組み合わせは、
バリューチェーン全体にわたる無駄の削減に大きく寄与する可能性があります。
石油・ガ
ス業界のダウンストリーム事業のようにマージンが重視される事業では、
IoTによって実現する効率化が長期的な戦略
上の競争力をもたらします。
この新しいアプローチを実現するため、
企業は、
施設全体のプロセスと外部のデータベー
ス、
さらには車両のトラッキング情報を中央の分析機能でつなげようとするでしょう。
こうして接続度が高まるにつれ、
侵入が起きる可能性や起きた場合の深刻度は幾倍にも高まり、
結果としてセキュリティ対策の導入が非常に重要にな
ります。
IoT技術が創造する価値はきわめて大きいことから、
サイバーセキュリティ対策に柔軟性を持たせることが重要です。
セ
ンサーと制御システムを接続することにリスクが内在します。
特に、
その両方が外部ネットワークに接続されるのであれ
ばなおのことです。
しかし、
その相互接続性を制限したり阻止したりすれば、
価値創造の可能性を狭めてしまう恐れが
あります。
そのため、
IT
（情報技術）
とOT
（制御技術）
に携わる関係者は、
新しい技術を活用することのメリットとリスク
を、
できる限り数量化して特定する必要があります。
場合によっては、
従来の方法がベストということもあるかもしれま
せん。
しかし、
潜在的なリスクがあるというだけで、
現状維持をよしとする理由にはならないでしょう。
最終的に、
リスク
とメリットの間で適切なバランスを見つけることが肝要です。
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初めのステップ

バリューチェーンにおけるリスクの特定

リ

スクにはいくつもの原因があり、
プロセスや会社
や地理的な場所によっても大きく異なります。た
だし、基本的には2つの要因で構成されています。
それは、発生の可能性と発生した場合の影響度です。サイ
バーセキュリティで主に注目すべきは侵入が起きる可能性
です。
これは、
ターゲットとしての魅力の大きさと検出された
攻撃件数などに基づいて見極められます。影響度の方は、
その脆弱性が何に接続されているか、
すなわち、
メールサー
バーのようにありふれているか、それとも蒸留塔のリボイ
ラーのように特化されているかによって左右されます。企業
がサイバーセキュリティの課題を分析するに当たっては、攻
撃が成功する可能性（すなわち脆弱性）
と影響のタイプ（す
なわち深刻度）
の両方を考慮する必要があります。

業界に普及しているリスク指標を用いることはリスク評価
の1つの方法です。
この方法では、
リスクのレベルによってプ
ロセスに優先順位を付け、将来における予防策と低減策に
とり適切な範囲を策定することができます
（図3参照）。各プ
ロセスをランク付けしたり脆弱性と深刻度でグループ分け
したりすることで、個別のリスクだけでなく、今後の設備投
資や操業の柔軟性に影響する全社レベルの戦略的なリスク
について考察するための材料ができます。
さらに、
この種の
見慣れたフレームワークを確立しておくことで、IT部門とOT
部門の両方からの賛同を得ることに役立ちます。
こうした協
力関係は、長期的な成功に不可欠です。

高

図3. ダウンストリーム事業の主な機能と操業のリスクを評価した例

サイバー攻撃に対する脆弱性

ロジスティクス
他、業務用
ソフトウェア

プラント全体の
ユーティリティ
（電力、蒸気力など）

商品市場取引

小売・
自動車関連の
インターフェース

貯蔵・移送

低

輸送・流通

操業固有の制御
（リボイラー、
バルブ、
ポンプなど）

低

高

サイバー攻撃の深刻度

低

全体的なリスクプロファイル
中

高

出典：デロイトによる分析

非常に高い 極度に高い
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これらのリスクは、
ダウンストリーム事業全体にわたって不均
等に分布しています
（図4参照）。言うまでもなく最も重要な
のは、
安全装置に関連するプロセスです。
高圧・高温のプロセ
スは、
非常に影響度の大きい事態を招きます。
例えば、
冷却ポ
ンプやリボイラーが制御不能になれば、
不測の故障や化学発
火につながる可能性があります。
プラントのユーティリティも
同様の問題を呈しますが、深刻
度はさらに高くなります。
電力、
冷
却水、蒸気が使えなくなれば、同
じような火災の危険性や精製施
設全体の停止を招きかねませ
ん。
しかも、
コネクテッド技術は、
プラントレベルのプロセスをサイ
バーや物理インターフェースとよ
り密接にし、
脆弱性を拡大させる
可能性があります。

化の可能性はなくなるかもしれませんが、
サイバーセキュリ
ティのリスクは下がるでしょう。同じことは、輸送と流通にも
当てはまります。
これらのプロセスは、
関連する精製施設や石
油化学工場のシステムから分離されている限りサイバーセ
キュリティのリスクは低いです。
しかし、自動運転車やエンド
ツー エンドのプロセス自動化が視野に入りつつあることか
ら、脆弱性を継続的に再評価す
る必要があるかもしれません。

サイバーセキュリティの

相互接続性も、起こり得る事態
の深刻度を見極める上で重要な
要因となります。発生確率が高く
影響度が低い事態ですら、機密
性の高い操業に影響する可能性
があります。一方、
その事態を隔
離できるのであれば、脆弱性の
相互依存はありません。
さらに、
全体にわたるリスクも存在しま
す。
脆弱性や侵入が他のプロセス
に広まるリスクです。
これらの問
題（およびその基本にある変数）
すべてを集積し、分析し、評価し
た上で、究極的な事業リスクを見極める必要があります。大
規模な統合型のダウンストリーム事業ではかなり複雑化する
こともあるため、
リスクを適切に確認し特定して文書に記録
することが、
最初の重要なステップとなります。

課題を分析するに

当たっては、攻撃の

起きる可能性と影響の

タイプの両方を考慮する

逆に、
ロジスティクス ソフトウェア
がもたらすリスクは比較的小さ
く、遅延やコミュニケーション上
の問題に限定されています。
しか
し一方で、社外のシステムや第3
者に晒される可能性がより高くなるかもしれません。場合に
よっては、
脆弱性も深刻度も最小限のケース
（少なくともそう
することができるケース）
もあります。
貯蔵や移送のプロセス
で本来的に安全な方法として手動バルブを使用すれば、
効率

必要があります。

図4. ダウンストリーム事業のバリューチェーンで考えられるサイバーセキュリティリスクの例
業務

供給・市場取引

精製操業

物流・管理

貯蔵・移送

流通

配送情報の
紛失

顧客の
クレジットカー
ド情 報や販 売
データの盗難

売上逸失、
流通
網の稼働率低
下 、契 約 不 履
行、
評判低下

金 融 負 債 、規
制監督強化、
評判低下

シナリオ

市 場データや
取 引 システム
の改ざん

プラント ユー
ティリティ制御
システムの 不
正停止

原油および精
製品の在庫
データの盗難

パイプラインシ
ステムの不 正
アクセスおよ
び不正操作

リスク

資産における
財 務リスク割
合 の 拡 大 、売
上 逸 失 、契 約
不 履 行 、評 判
低下

爆 発 、物 資 損
失、機器損傷、
従業員や近隣
住民にとって安
全でない環境

評判低下、
契約不履行

爆発、流出、環
境 破 壊 、従 業
員や近隣住民
にとって安全で
ない環境

出典：デロイトによる分析

小売
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1つ重要なのは、
これらのリスクがバリューチェーン全体にわ
たって存在するということです。
「An integrated approach to
combat cyber risk」
（サイバーリスクに対する包括的アプ
ローチ）
で解説したとおり、
アップストリーム、
ミッドストリー
ム、
ダウンストリームのすべてに潜在的な脅威が多数存在し
ます。
また、
「Protecting the connected barrels」
（コネクテッ
ド バレルの保護）
で指摘した、探鉱、掘削、生産事業の企業
が直面する具体的なリスクは、
本レポートで取り上げるダウ

ンストリーム事業のリスクと共通点が多いです。言い換えれ
ば、生産プラットフォームやパイプラインに見られるのと同
じ脆弱性が、ダウンストリーム事業にも見られるということ
です。
ただしもちろん、具体的な業務は異なっています。
こう
した課題が特定の業務や業界セグメントを超えて存在する
ことから、石油・ガス会社は、
リスク評価に際して全体的な
アプローチを取る必要があります。

8

ダウンストリーム設備をサイバーセキュリティの脅威から保護する

ダウンストリーム事業のサイバー攻撃に対する脆弱性を高める要因は何か

石油・ガス業界は、外部から見ると、地中の原油をポンプに送り込む重機と労働力に頼っているように見えるかもし
れません。
しかし、業界は急速にハイテク化しています。
オペレーター事業者は、既存の資産を最大限に活用し、新た
な価値をもたらすIoTのような技術を幅広く導入することで、
バリューチェーン全体にわたるオペレーションを最適化
しているように見受けられます12。

ダウンストリーム事業では、
バルブ、ポンプ、
コンプレッサーなどの機器は、
（分離と反応のトレイン全体は言うまでも
なく）、センサー、
アルゴリズム、セットポイントによって監視・制御されています。
それらのパラメーターを人の作業者
が設定し、運転を監督しています。時間とともにプロセスは複雑化しており、
アーキテクチャも相互に絡み合うように
なってきました。業務プロセスや技術プロセスをリンクすることは、
オペレーションの観点からは理にかなっているか
もしれませんが、
この接続性は攻撃できる部分を増やし、
あるシステムの脆弱性によって設備の相当部分を攻撃にさ
らしかねません。ITとOTの重なり合いが増えていることが攻撃の隙を拡大させる可能性があるため、多重レイヤー
のプロセスには多重レイヤーのコントロールが必要になります。頑強な防御策のモデルとは、事業全体にわたる
様々なリスクの原因を特定し、
そのリスクを低減するために考えられるコントロールを盛り込むものです
（図5参照）。
このバリアのアプローチは、潜在的な脅威を幅広く視野に入れた上で、
その脅威がどこまで深く浸透し得るかを示し
ています。
図5. 深いレベルの防御策により、
サイバー脅威への脆弱性を最小化できる

多重レイヤーから成る脆弱性リスク評価のアプローチ

特定：すべての外部アクセスポイントに対応する必要があります。
これには、許
可、非許可を問わずソフトウェアとデバイスがすべて含まれます。
また、
リモート
アクセス、第3者によるアクセス、BYOD（私用デバイスの業務利用）のポリ
シー、物理的なアクセス管理（フェンスやゲートなど）
も検討すべきです。

ントロール
部コ
と
外 ITシステム

内
ポリ 部 の 順
シーと手

保護：リモートアクセスや管理者権限の使用を制限し、
ネットワークを隔離する
（例えば産業用制御NWと事務NWを分ける）
ことにより、
内部を保護する必要が
あります。
重要プロセスは、
他のネットワーク部分から分けて管理すべきです。

検出：外部アクセスポイントを監視し、ITおよびOTのアクティビティを予定され
た基準に照らし確認することで、
サイバー侵入をできるだけ早期に検出すべき
です。例えば、産業用制御システムのファイアウォールは、ダウンストリーム事
業の施設を維持管理するうえで欠かせません。

対応：事業継続計画および災害復旧計画を策定すべきです。被害の可能性を
評価し、影響を受けたシステムを隔離して、
できるだけ早く通常業務に戻れる
ようにすることが重要です。
復旧：サイバー脅威が特定された場合は、主な担当者がすばやく対応し、当該
システムの影響を抑制すると同時に、他のシステムに広まるのを防止すべきで
す。過去の侵入事例と現行のプロセスを定期的に見直すことで、将来の攻撃に
備えるのに役立つでしょう。

出典：デロイトによる分析
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企業が運転・保守にデジタル技術を組み込みつつあることから、近い将来、
こうしたリスクを低減することがさらに
重要になるでしょう。精製施設、
パイプライン、流通網にはすでに多数のデジタル資産と物理的資産が存在していま
す。
それらの資産は、
ロジスティクスのパッケージソフトウェアから、ガソリンスタンドに製品を搬入するトラックまで、
多岐にわたっています。現行のインターフェースには、冷却システムのポンプにデータをフィードしている温度セン
サーなどがあるかもしれませんが、相互接続がさらに進んだ世界では、
スマート化された精製施設が管理者の行う
モニタリングを受けることなく、市場とオペレーションの状況や制約（原油価格とガソリン価格のスプレッドなど）に
基づいて原材料のレベルや製品の生産量、流通や配送を自動管理するようになるというのも想像に難くありません。
とはいえ、複数のベンダーが提供する新しいハードウェアとソフトウェアを少しずつ設置・導入していく難しさは、今
後も払拭されないでしょう。
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次のステップ

サイバーリスクを評価、予防、低減するための
フレームワークの構築

リ

スクの特定を終えた企業は、全体的なサイバーセ
キュリティ戦略の輪郭となるフレームワークを策
定しなければなりません。
ここでは2つのことが重
要になります。第一に、予防的で、発見力や回復力を備えた
オペレーションを実現する必要があります13。広義に言うな
らば、
これは、精製施設と事業部門のすべてにわたってリス
クをコントロールするための主な基本要素を特定し、かつ
それらを導入するために必要となる全社レベルの戦略を開
この取組みと並行
発することを意味します14。二点目として、
するかたちで、適切な人員とプロセスと技術を配置しなけ
ればなりません。
これは戦略というよりも戦術のように聞こ
えるかもしれませんが、主な基本要素を整備し、
サイバーセ
キュリティの問題に対処するための行動可能なステップに
変えていくことは、極めて重要です。
この2点の両方に対応で
きるフレームワークの1つが、
サイバーセキュリティ成熟度モ
デルです
（図6参照）。
このモデルは、潜在的なリスクを低減
するために準備しておくべき行動特性とコントロールの相
対的な成熟度を特定します。企業が成熟するにつれ、個別
のソリューションから脱却し、幅広いリスクに完全に対応し、
かつ潜在的な抜け道を減らすようなソリューションへと移
行しなければなりません。

潜在的な脅威に対する個別

このモデルが具体的に意味するところは何でしょうか。企業
は、事業にとって重要なオペレーションに新しい脆弱性やリ
スクが見つかる度に防御策を調整していかなければなりま
せん。

デロイトはこれまでに多岐にわたる資源・エネルギー業界
における企業の成熟度評価を多数行ってきましたが、その
経験から言えば、石油・ガス業界は全体として5段階評価で
2.5です。
すなわち、潜在的な脅威に対する個別対応的なア
プローチとしてマニュアルの策定、標準化、
モニタリングテス
トの実施といった限定的な取組みは確認されますが、多く
の会社では、明確なプロセスと分析能力に基づいたセキュ
リティ計画が欠如しています。デロイトが石油・ガス会社に
推奨しているのは、
この評価で4を超えるレベルに達するこ
より予防的
とです15 。サイバーセキュリティ成熟度を高め、
で、発見力や回復力を備えたダウンストリーム事業のオペ
レーションを実現するため、人員、
プロセス、技術の状況を
踏まえて取ることのできるステップはいくつもあります
（図7
参照）。

対応的なアプローチとしてマニュアル
の策定や標準化、
モニタリングテスト
の実施等の限定的な取組みは

確認されますが、多くの会社では、
明確なプロセスと分析能力に
基づいたセキュリティ

計画が欠如しています。

10

ダウンストリーム設備をサイバーセキュリティの脅威から保護する

図6. ダウンストリーム設備の操業におけるサイバーセキュリティ成熟度フレームワーク

キーコントロール

行動特性

全体的なサイバー
セキュリティ成熟度

石油・ガス業界の
実際の位置

石油・ガス業界の
推奨される位置

5

4
3
1
初期状態
個人や個別対応に
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

I C S のサイバ 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

2
管理された状態
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

確立されたセキュリ
ティの役割

制度化された
状態
リスク管理ツールや
手法によってサポー
トされ明確に定義
された戦略

意識啓発と教育

ICS企業ネットワー
クのセグメント分離

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

定義されたプロセ
スや基 準による確
立されたセキュリ
ティ機能

特定の場所に定義
されたセキュリティ
プロセス

リスク管 理と実 施
可能な業務への集
中化

全サイバー資産棚卸

セキュリティ基準に
基づき確立された
ICS

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のサ
イバーセキュリティ
の戦略と方針

制御できる
状態

策定されたセキュリ
ティ基準
年次脆弱性診断

24時間セキュリティ
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

ウイルス&マルウェ
ア防御

出典：デロイトによる分析

定義されたプロセ
スや対応による2年
間以上の稼働

規定や認証のため
のID&アクセス管理

エンドポイントのセ
キュリティ

最適化している
状態

脅威をモデル化す
るためのリスクセン
サーと予測分析
高度な自動化

重大な障害発生の
ない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

モバイルプロテク
ション

第 3 者 の セキュリ
ティ
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予防的で、発見力や回復力を備えたという状態は、
サイバー
リスクの予防と低減のプログラムが目指すべき最終的な目
標です。予防的なシステムとは、サイバーセキュリティ侵害
の可能性に対するエクスポージャーを最小限に抑えたシス
テムです。転ばぬ先の杖という考え方に則って、企業は、攻
撃に晒され得る部分を隔離し、不必要なシステムの相互接

続を制限し、適切な身元確認と研修を済ませた人だけにア
クセスを限定することを考慮すべきです。例えば、精製施設
は、業務システムとオペレーションシステムの分離を考慮す
べきです。場合によっては、重要なプロセスの一連のコント
ロールを完全に切り離すことも検討すべきでしょう。
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図7. サイバーセキュリティ成熟度を高めるための次のステップ
人員

プロセス

技術

予防
（Secure）

サイバーリスクの潜在性、例えば
悪意を抱いていないかどうかな
ど、従業員とベンダーを評価する

発見
（Vigilant）

重要システムに直接携わる従業員
だけでなく、すべての従業員にセ
キュリティについての認識向上研
修を実施する

制御システムや他の高リスクのサ
イバーおよび物理インターフェー
スに対するアクセスを制限し記録
する

高リスクのプロセス、具体的には
プラント全体にわたるIoTインフラ
などを、事務ネットワークと分けて
管理する、
または隔離する

回復
（Resilient）

影響を低減するとともに将来の侵
入を予防できるようにするため、IT
とOTの主な担当者を対象に、
イン
シデント対応とフォレンジックの
研修を策定する

トリアージの手順を設計して、起こ
り得るサイバー問題を特定し、
リス
クの深刻度を評価する

自動監視ソフトウェアを導入して、
セキュリティ侵害や機器の操作ミ
スや不具合の可能性を特定する

変更方法の管理を拡大して、オペ
レーションおよび事務システムの
サイバーセキュリティの影響を含
める

物理的な設備機器、サイバー／物
理インターフェースの2重化、
ソフト
ウェアのバックアップなどを通じて
主要プロセスに冗長性を確立する

出典：デロイトによる分析
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境では、従来のファイアウォール以上のものが求められま
す。アプローチの1つとして考えられるのは、接続性と演算
力が入手しやすくなっている状況を利用して、自動化された
セキュリティシステムを構築することです。理想的には、
リス
クを自動的に評価して、どの問題であれば自己修正できる
か、どの問題はセキュリティ担当者に知らせなければなら
デジ
ないかを判断できる能力があることが望ましいです16。
タルツインは、特に高リスクのオペレーションにおいて重要
な役割を果たせるでしょう。デジタルツインとは、単純に言
えば物理的資産のデジタル形式で、
エンジニアリングのコン
テンツやオペレーションのパラメーター、物理的な制限や不
確定の要素をバーチャルに再現するものです17。蒸留塔や移
送ポンプの現実のセンサーデータをデジタルツインのシ
ミュレーション値に比較するソフトウェアを導入すれば、異
常値をリアルタイムで検出できます。
しかも、
これによりサイ
バー攻撃だけでなく、物理的なオペレーションの問題も特
定できるようになります。

発見力を備えたシステムとは、
プロセスを監視し、侵入を探
知するための適切なツールを有しているシステムです。
ダウ
ンストリーム事業のバリューチェーンのように複雑化した環

企業は、
攻撃に晒される可能性のある
部分を隔離し、不必要なシステムの
相互接続を排除し、適切な
身元確認と研修を

済ませた人だけにアクセスを

限定することを考慮すべきです。
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最後に、回復力を備えたシステムとは、侵入が発生しても継
続稼動できるシステムです。従業員に研修を施して、問題の
発生したシステムやプロセスを特定し隔離できるようにする
ことは、
その手始めとなります。冗長性は重要です。予備シス
テムを維持しておけば、脅威を排除した後ですばやく再起
動できるようになるからです。本来的に安全な設計を手作
業の迂回策と併せて整備しておくことも、重要な役割を果
たすでしょう。物流や商品取引に関しては、データのバック
アップを取っておくことが非常に重要です。社外のクラウド
に機能をアウトソースしておくことも、1つのソリューショ
ンとなるかもしれません。クラウドを使えば柔軟性とス
ケーラビリティがもたらされるうえ、コスト削減と社外的
ただし、遠隔地の操業や
なセキュリティも達成できます18。

安全なインターネットが確保できない状況では、
クラウドの
使用によって、
クリティカルパスに依存する運転の信頼性が
損なわれたり、新たな第3者介在のリスクが生じたりする可
能性があります。

予防的で、発見力や回復力を備えるためのセキュリティ戦
略を実行するには、担当者に同じ認識を共有してもらい、
プ
ロセスを確立して文書化し、必要に応じて新しい技術を導
入する必要があります。従業員の研修が不十分であったり、
ソフトウェアが旧式であったり、あるいは「つぎはぎ」のプロ
セスが互いを相殺するような状況が生じていたりすれば、
脆弱性がむき出しにされ、脅威が操業に被害を及ぼす可能
性は高まるでしょう。
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今後に向けて

今まで以上にネットワークでつながる石油・ガスの
未来を実現するためのサイバーセキュリティへの投資

サ

イバーセキュリティの主なリスクを特定し、分析
的なフレームワークを策定した後は、実行に移す
必要があります。石油・ガス会社が直面する障壁
は主に2つあり、1つは認識の欠如、もう1つはコーディネー
また、
サイバーセキュリティに対
ションの欠如になります19。
応できる人材の不足と導入コストの懸念も考えられます20。
驚きには値しませんが、確固とした計画を立てることが成
功のカギを握ります。確固とした計画を立てた上で、経営幹
部が率先してサポートし、関係者全員から賛同を得ること
が、理論を実践に移す上で重要になります。

脆弱性の範囲を最初に定義することで、サイバーセキュリ
ティのリスクに対する認識が向上するだけでなく、社内のIT
とOTの両部門の足並みを揃えるに当たって共通の規準が
作られます。図3などのリスク指標を用いながら会話を進め
ることで、
リスクがどこに集中しているかを分かりやすく示
せるようになるでしょう。
この例ではダウンストリーム事業を
機能別に区分しましたが、地理的もしくは事業内容ごとの
区分けを分析する際にも同じアプローチを使うことができ
ます。
この分析に基づいて、ITとOTの担当者は、
ミッションク
リティカルな業務プロセス
（オペレーション面）、およびサイ
バーと物理インターフェース
（技術面）をリストアップできる
ようになります。

範囲を見極めた際のプロセスと同様に、
フレームワーク
（サ
イバーセキュリティ成熟度モデルなど）を使ってネクストス
テップの概要を策定することにより、社内全体の主なステー
クホルダーをまとめられるようになります。例えば、人員に
潜在的な脆弱性があると特定したのであれば、人事、研修、
ITなどを担当する経営幹部が協力して、認識向上のための
新しいトレーニング制度を策定することができます。社内に
ノウハウがないのであれば、
プロジェクトの担当幹部がその
ニーズを埋めてくれるベンダーを特定することができます。
こうしてネクストステップを早期に決定することにより、実行
段階がスムーズに運ぶようになるでしょう。
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その後、
プロジェクトの担当幹部は、行動計画を策定し、
プ
ロジェクト管理の詳細（予算、
スケジュール、担当者など）
を
確定させます。
ここではいくつかのステップが重要になりま
す。第一に、KPI（業績評価指標）に関して社内のステークホ
ルダーの間でコンセンサスを確立しなければなりません。
こ
れが決められていなければ、
プロジェクトの担当幹部は、成
果が上がっているのかどうかを測定できず、対応不足の部
分を特定するのにも苦労することになります。第二に、
でき
る限り試験運用を検討すべきです。ロジスティクス ソフトと
それに関連するサイバーと物理インターフェースを統合し
更新するといった、全社的な1つのシステムに焦点を当てる
方法もあれば、1か所の事業所のすべてのプロセスを対象
にする方法もあります。どちらにしても、
その後の広範な導
入に向けて貴重な教訓を得ることができます。第三に、正常
なオペレーションのベースラインを確立するために
（蒸留塔
やデータ伝送システムのデジタルツインを開発するなど）、
時間や他のリソースを割り当て、監視プロトコルが照らし合
わせることのできる対象物を作るべきです。第四に、広範な
導入に先がけてテストやシミュレーションを実施し、サイ
バーセキュリティのシステムが計画どおり機能することを確
認すべきです。
そして最後に、
リスク管理を常態のプロセス
にします。ガバナンス、有効性報告、計画の管理・更新といっ
た業務が、常に進化する脅威を管理するようにしなければ
なりません。

サイバーセキュリティは、石油・ガス業界のダウンストリーム
事業を営む企業にとって、今後さらに重要になってきます。
攻撃が高度化しているのも理由の1つですが、
それ以上に、
事業がきわめて複雑化し、大規模にデジタル化されつつあ
ることが挙げられます。IoT技術や他の先進的な業界トレン
ドは、効率化、無駄の排除、事業全体の革新といった点にお
いて大きな潜在性を有しています。
しかし同時に、センサー
やスマートアルゴリズム、自動化プロセスの数が増えるにつ
れ、
リスクも高まるのが現実です。脆弱性を特定し、適切な
分析フレームワークを策定し、具体的な対策を講じる企業
は、サイバーリスクの課題に真っ向から立ち向かい、
リスク
を低減できるでしょう。

ダウンストリーム設備をサイバーセキュリティの脅威から保護する
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