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デロイト コンサルティング（Deloitte Consulting LLP）のサプライチェーンおよび製造オペレーション部門は、企業がビ
ジネス目標達成に向けインダストリー4.0（第四次産業革命）の技術導入機会を理解しこれに取り組めるよう支援し
ています。付加製造、IoT（モノのインターネット：すべてのものがインターネットにつながること）、アナリティクスにお
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009年、マルウェアが核燃料濃縮工場の遠心分離
装置の回転数を操作し制御不能を引き起こした事
件がありました。現在「Stuxnet（スタクスネット）」と

よばれるこのマルウェアは、フラッシュドライブからスタンド
アローン型のネットワークに侵入し、製造ネットワーク全体
に自己拡散していきました。Stuxnetが示したマルウェアの
巧妙ぶりは、インターネットにつながったフィジカルファクト
リーの世界においてサイバー攻撃が武器となりうることを
十分に知らしめました１。
しかも両者の闘いはあまりにも一方的です。企業は幅広い
技術を守らなければなりませんが、攻撃側はもっとも脆弱
な点を狙いさえすればよいのですから。

とはいえ、革新、変革、最新化のためにスマートでモノをイン
ターネットにつなぐ技術の導入に積極的な企業や、戦術的・
戦略的な事業判断を行う企業においては、現実的かつしば
しば見落とされがちなサイバーリスクを、企業をとりまく全
ての脅威の中でどこまで対処すべきかについてバランスを
とる事が重要です。

インダストリー4.0とサイバーセキュリティ

インダストリー4.0は、インターネットにつながったスマートな製造環境を有する製造業者とデ
ジタルサプライネットワーク、すなわち「サイバー」という新たなオペレーショナルリスクをもた
らします。インダストリー4.0が主導するオペレーションで特徴的な相互接続性と急速に進むデ
ジタル変革は、サイバー攻撃がかつてないほど広範囲に影響を及ぼす可能性があることを示
唆していますが、製造業者およびサプライネットワークの上で関わる企業はこのようなリスクに
対する態勢が十分であるとは言えません。インダストリー4.0時代においてサイバーリスクに十
分対応していくには、「予防（Secure）」「発見（Vigilant）」「回復（Resilient）」力のあるサイバー
セキュリティ戦略を整備することはもちろん、初期段階から組織的かつ情報技術戦略に完全に
統合させておく必要があります。

はじめに

企業は新たに出現するこうしたリスクを管理し、最小化しな
くてはなりません。

ますます多くのスマート装置がインターネットにつながって
いる状況はインダストリー4.0として知られていますが、この
変革によりサイバーの危機感は高まっています。インダスト
リー4.0はスマート製造、柔軟に対応するサプライネットワー
ク、カスタマイズされた製品やサービスといった新時代の到
来を告げています。インダストリー4.0ではスマートな自律化
技術を活用して現実世界の作業とデジタル世界を融合さ
せ、スマートファクトリーを運営し、より高度な製造を実現し
ようとしています２。ただ、インダストリー4.0が製造及びサプ
ライチェーンのプロセス全体のデジタル化をすすめ、イン
ターネットにつながるデバイスに革命的変化をもたらそうと
している一方で、まだ態勢の整っていないこの製造業界に
新たなサイバーリスクをもたらしています。製造バリュー
チェーンで運用技術（OT）と、まさにインダストリー4.0の牽
引力である情報技術（IT）を融合するのであれば、サイバー
リスクに立ち向かう戦略の構築は必須条件です。
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インダストリー4.0の到来により脅威が急進的に拡大してい
る中、新たなリスクは何かを考え、それに立ち向かわなけれ
ばなりません。簡単に言えば、インダストリー4.0時代におい
ては「予防」「発見」「回復」の観点でサイバーリスク戦略を実
行する難しさが違うということです。サプライチェーン、工場、
顧客、オペレーションがつながっている状況では、サイバー
脅威がもたらすすべてのリスクはより大きく、広範囲に及ぶ
可能性があるからです。

戦略プロセスの最後でサイバーリスクへの対抗手段を考え
るようでは遅すぎるでしょう。インダストリー4.0のもとイン
ターネットにつながる新しい取り組みを行う上で、サイバー
セキュリティは戦略、設計、運用に不可欠な要素となり、最
初の段階から考慮しなくてはなりません。

本書ではインターネットにつながる最新デジタルサプライ
ネットワーク、スマートファクトリー、相互に通信しあうデバ
イスについて、各々が直面する独自のサイバーリスクに重点
を置きつつ考察しています３。デジタルサプライネットワーク
からスマートファクトリー、そして最終的にはインターネット
につながるモノまでの製造ライフサイクル（図１）全体に
目を通し、運用および情報セキュリティの責任者がインダス
トリー4.0時代においてサイバーリスクを予測、これに効果
的に対抗するとともに、また先手を講じてサイバーセキュリ
ティを戦略に統合すべく、とるべきアクションを探ってい
ます。
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図１．スマート製造のライフサイクルとサイバーリスク

製造ライフサイクルの
ステージ

「予防」「発見」「回復」
の分類

サイバーでの
優先課題 目 的

デジタルサプライ
ネットワーク

スマート
ファクトリー

インターネットに
つながるモノ

予防、発見、回復 データ共有 システムの完全性を確保し個人データ
や秘密データへのアクセスを防止

プロセスの検証が出来ない時であっ
ても信頼性を確保ベンダープロセッシング予防、発見、回復

異なるベンダーとソフトウェアおよび
バージョンに対応

組織のブランドと信用を保護

製造継続と基幹システムの回復を確保

従業員と環境の両方の安全性を確保健康と安全発見

発見、回復 製造およびプロセスの
回復力と効率性

システムの運用性、
信頼性、完全性

発見、回復 未然防止および早期回復

予防、回復

遠隔地での診断機能及びエンジニアリン
グによる運用コストの削減と柔軟性の向上

効率性および過剰な
コスト回避発見、回復

セキュアなソフトウェア開発ライフサイクルを
導入し機能的かつ安全なデバイス製造を実現

プロセスの信頼性を確保法令遵守予防

製品設計予防

ライフサイクルにわたり機密データの
安全性を確保データ保護発見

運用とセキュリティの迅速な回復と
インシデントによる影響を最小化攻撃による影響の修復回復

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com
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インダストリー4.0の技術によって、デジタル製造業者とデジタルサプライネットワークは様々なコンピュータや場所から集
まってくるデジタル情報を統合し、製造や流通というフィジカル空間（現実世界）での作業に活用することができます。この情
報技術と運用技術の統合はフィジカルーデジタルーフィジカルという一つのつながりに向かう動きが特徴です。インダスト
リー4.0はIoTとそれに関わる有形技術およびデジタル技術（アナリティクス、付加製造、ロボティクス、高性能コンピューティ
ング、人工知能（AI）、コグニティブ技術、新素材、拡張現実（AR）等）を組み合わせることでそのサイクルを完成形にし、業務
をデジタル化します。

インダストリー4.0のコンセプトでは、現実世界（物理空間）の中にIoTを導入し、さらにこれを拡大させています。すなわち、
フィジカルからデジタル（P2D）へ、さらにデジタルからフィジカル（D2P）という製造業やサプライチェーン、サプライネット
ワークのプロセスに特有といえる流れです（図１）。インダストリー4.0の核を成すのが、このD2P、すなわちモノをインター
ネットにつなげるデジタル技術からフィジカル製品を作り上げるという流れであり、これがデジタル製造業者とデジタルサ
プライネットワークを支えています。

デジタル技術を活用する製造業者とインダストリー4.0

現実世界（フィジカル空間）か
ら情報を取得し、現実世界での
作業やサプライネットワークに
関するデジタルレコードを作成

1. デジタルレコードの作成

機器間で情報を共有し合うこと
で、複数のソースからリアルタイ
ムデータの高度分析と可視化
が可能

2. 分析と可視化

アルゴリズムと自動化技術を適用し
てデジタル世界から現実世界の動き
へと決 定 内 容およびアクションを
フィードバック

3. フィードバックの生成

図２．インダストリー4.0におけるフィジカル→デジタル→フィジカルの流れ

情報が価値を生む方法を模索するためには、製造業のバリューチェーンという観点から価値創造を理解することが重要です。
インダストリー4.0の導入により情報技術と運用技術を統合することで、製造や流通のバリューネットワーク内のいたるとこ
ろでビジネス成果が生まれる可能性があります。

詳しくは、「Industry 4.0 and manufacturing ecosystems: Exploring the world of connected enterprises」３をご覧ください。

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com出所：Center for Integrated Research
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デジタルサプライネットワーク
変化するサプライチェーンと進化し続けるサイバーリスク

造業者にとって基本となるのがサプライチェーン、
すなわち原材料がどのような製造プロセスを経
て半製品または完成品となり外へ流れていくか

という全体の流れです。そしてサプライチェーンは顧客の要
求とも密接につながっています。グローバル企業の多くは、
需要予測をもとに材料の調達量、製造ライン要件、流通チャ
ネルの負荷を判断しています。アナリティクス技術もより高
度になってきているため、今日ではデータとアナリティクス
の両方を駆使して消費者の購買パターンを理解・予測する
ことができます。

インダストリー4.0の技術はこれまでのリニアなサプライ
チェーン構造に一層の進化をもたらすと期待されています。
具体的にはインターネットにつながるインテリジェントなプ
ラットフォームとデバイスをサプライチェーンのエコシステム
に導入することで、バリューチェーンの要所からデータを取
得し相互にデータ共有が可能なデジタルサプライネット
ワーク（DSN）の構築が可能となります。これにより材料や製
品の管理と流れが改善され、リソース使用の効率性が上が
り、顧客のニーズによりマッチした製品提供が可能となるで
しょう４。

ただ、こうしたメリットがある一方で、DSNの相互接続が拡
大すればサイバー攻撃に対する脆弱性も生じます。この脆
弱性に対しては設計から運用に至るまで各段階で適切に
準備し、克服することで重大リスクを防止しなくてはなりま
せん。

DSNの進化がもたらす成果の一つとして、購買者と供給側の
需給バランスに応じリアルタイムで動的に材料や製品の価
格を決定できるネットワークの構築が期待されています５。
ただしこのようなレスポンシブかつアジャイルなネットワー
クはサプライネットワークのすべての当事者がオープンに
データを共有し合うことではじめて可能になります。透明性
をもたせるデータと保護すべきデータとの間でバランスをと
ることはおそらく難しいため、これはなかなかのハードルと
なっています。

そのため、ネットワークからこうした情報への不正アクセス
を防ぐ方法を模索したいと考える企業もあるでしょう。ベン
ダー受け入れ、情報共有、システム接続等のあらゆる関連
プロセスでセーフガードを維持するために規律ある状態を
保つ必要があるかもしれません。こうしたプロセスは自分た
ちが正当に有するものであると同時に、他の内部情報への
アクセスポイントとなりうる場合もあるからです。

このことは第三者リスク管理にもさらなる緊張を生むかも
しれません。相互接続されたDSNのサイバーリスクを分析し
た結果、サプライチェーンのつながりが拡大することで主に
２つのエリアに影響があることが分かっています。そのエリ
アとは、データ共有とベンダープロセシングです（図３）。

各エリアと増大するサイバーリスクへの対抗戦略について
説明します。

企業は、共有すべきデータは何か、システムおよびこれを支
える占有データ、プライバシーリスクを伴ったデータをどう
守るべきか考える必要があるでしょう。例えば、あるDSNに
属するサプライヤ同士が他の分野では競合相手である可能
性や、価格設定や独自の材料に関する情報といった一部の
データについてはオープンにしたくないと考えるサプライヤ
もいるでしょう。あるいは共有できる情報の種類を制限する
規制の対象となる可能性もあります。一部のデータをオー
プンにするだけで、悪意のあるユーザーが他の情報にアク
セスできてしまう可能性もあります。

製

DSN内でのデータ共有による
サイバーリスク

データ共有：より多くのステークホルダーの
ためにデータアクセスを拡大
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情報の収集、保護、提供においては、ネットワークのセグメン
ト化や仲介人の役目を果たす中間システムなど優れた浄化
技術を活用すべきでしょう。さらに、今後のデバイスには技術
信頼性の高いプラットフォームモジュールやハードウェアセ
キュリティモジュールなど、堅牢な暗号技術、ハードウェア認
証、証明機能（デバイスへの不正変更を検出）を実現する技
術を導入すべきです。このアプローチと堅牢なアクセス制御
を組み合わせることで、アプリケーションサーバとエンドポイ
ントで基幹業務の技術の安全性が確保され、データとプロセ
スが保護されます。

データ開示がある程度必要な場合やデータの機密性が高い
場合、金融サービスなど他の業界が情報保護の例として参
考になります。
こうした業界では、蓄積データや通信中のデータに暗号化や
トークン化などのツールを活用して妨害やシステム障害が
あっても通信が守られるようにしています。相互接続を実現
する過程で、金融サービス業界はデータのプライバシーリス
クや機密リスクへの対抗手段のみではもはや不十分であり、
こうした手段をデータガバナンスといった他の技術と組み合
わせなければならないことを認識しました。たしかに企業
は、組織、DSN、産業用制御システム、インターネットにつな
がった製品など環境全体のリスク評価を行い、その結果をも
とにサイバーリスク戦略の決定や変更を行わなくてはなりま
せん。こうしたアプローチをすべて組み合わせることで、つな
がりの増大に伴ってより高度な防御が必要な箇所を特定で
きるようになります。

サプライヤたちの中核グループがより大きなネットワークへ
と拡大すれば、新たなパートナーが独自のシステムを混在さ
せてしまい、既存のベンダー受入れプロセスが機能しなく
なってしまうおそれがあります。そのため第三者の受入れとリ
スクを監視するGRC（ガバナンス、リスク、コンプライアンス）ソ
フトには一層の迅速性と自律性が求められます。また、これら
のアプリケーションを活用する情報セキュリティチームとリス
ク管理チームは、不正ベンダー、国際的に制裁を受けたサプ
ライヤ、基準に満たない製品流通業者から自分たちを確実に
守るため新たな方針とガイドラインを策定する必要がありま
す。彼らによる影響は消費者向けの一般市場ですでに発生し
ており、eBayやAmazonなどの企業は偽造品や架空の店舗と
いった存在で頭を悩ませています６。

この厄介な問題を解決し支払プロセス変更の可能性に対応
する技術の一つとして提案されているのがブロックチェーン
です。通貨の取引履歴を記録するプロセスとしてビットコイン
の例が最も有名ですが、他の企業もこのツールを活用して製
造ラインから数段階ある購入者までのモノの流れを確定する
方法はないか模索しています7。履歴台帳を作成しコミュニ
ティでその台帳情報を共有しあえば信頼性と可視化が確保
され、商品の正当性が担保されれば購入者と販売者の両方
が守られます。流通上モノの動きを追跡できるので、リコール
や欠陥の発生時にはロットやバッチ単位よりもさらに対象を
限定できるようになります。

ベンダープロセシング：拡大する市場における
ベンダー受入れと支払

図3. スマートファクトリーの優先課題とリスク

製造ライフサイクルの
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「予防」「発見」「回復」
の分類
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優先課題 目 的

デジタルサプライ
ネットワーク 予防、発見、回復 データ共有 システムの完全性を確保し個人データ

や秘密データへのアクセスを防止

プロセスの検証不可時も
信頼性を確保ベンダープロセッシング予防、発見、回復
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はこうしたプロセスを常に見張り保護するよう監視機能とサ
イバーセキュリティの運用も強化する必要もあるでしょう。

もしこれを追求するのであれば、DSNの当事者は他セクター
からサイバーリスクの管理手法を学んでもよいでしょう。例え
ば、金融会社とエネルギー会社が採用している自動取引
モデルはレスポンシブかつアジャイルなDSNとの類似点がた

くさんあり、競争力の源泉である知的財産と組織が生き残る
ために依存するリソースへの鍵が含まれています。そして
DSNと同様、クラウドと第三者との統合関係に展開したとた
んにこれらはすべてセキュリティの弱点になりかねません。ア
ルゴリズムが内部と外部の両方から狙われているような金融
サービス分野では、このリスクはすでに認識されています。こ
れにより、ソフトウェアコードとインサイダー脅威対策プログ
ラムが、企業スパイ、妨害行為等の意図的な内部リスクと、安
心しきっていること、認識がないこと等による故意ではない内
部リスクの両方に打ち勝てるよう「予防力」と「発見力」の強
化へとつながりました。たしかに、監視という点で発見力は特
に重要です。製造業者がインダストリー4.0の技術を自分たち
の製造現場に導入しDSNの領域を超えていくにつれ、サイ
バーリスクは進化し拡大する一方となりうるからです。
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スマートファクトリー
スマート製造時代に新たに直面するサイバーリスク

SNに接続性をもたせることが新たなリスクをもたら
すように、スマート製造も同様です。こうしたリスクは
単に増大し多様化するだけでなく、実に猛烈なス

ピードで進む可能性があります。最近米国の国土安全保障省
から出版された「Strategic principles for securing the Inter-
net of Things and Security tenets for life critical embedded 
systems」では、製造業者がライフクリティカルな組込システ
ムを製造環境へ導入する際に伴う直接的、間接的リスクが検
討され、当面の問題がクローズアップされています10。

「ライフクリティカルな組込システム」は、広義では、インター
ネットにつながるデバイスは、それがオートメーションの進ん
だ店舗にあろうと第三者である契約製造業者が管理する遠
隔地にあろうと関係なく、またたとえ製造プロセスのごく一部
または間接的にのみ関わるものであるとしても、ほぼすべて
のデバイスをリスクと捉えるべきである、ということを意味し
ます11。こうしたリスクの増加と脅威の機会が飛躍的に拡大
する中、インダストリー4.0が主導する製造業においてセキュ
リティをどう捉えるか根本的な見直しが求められています。

製造システムがインターネットにつながればつながるほど、
サイバー脅威も増加しDSNを越えて拡大していきます。例え
ばアドホック製造ラインのシステム処理リクエストが悪用ま
たは改ざんされれば経済的損失、品質低下、はたまた従業
員の安全への懸念すら引き起こしかねないことは想像に難
くありません。さらに、インターネットにつながった工場は操
業停止等を目的とした攻撃にあいやすくなります。しかも製
造業者はインターネットにつながった自分たちのスマートシ
ステムが生み出すサイバーリスクへの備えができていない
という証拠もあります。2016年に行われたデロイトと米製
造業者連盟（MAPI）との共同調査では、工場で運用している
産業用制御システム（ICS）のサイバーリスク評価を実施し
ていない製造業者は3分の1もいることが分かりました12。

たしかに、製造環境が機械化された頃から製造業者へのリス
クは存在していたでしょうし、技術の進化とともに物理的脅威
にサイバー脅威も増大しついて回ってきました。しかしインダ
ストリー4.0はかつてない勢いでサイバーリスクが増大したこ
とを告げています。この急激な変化を示したのが図４です。

D

インターネットにつながった製造環境
が新たなサイバー脅威を生む
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オペレーションの観点から言えば、最新のICS環境によりエン
ジニアは高い効率性とリソース管理を維持しつつ無人化を
実現できるようになります。これには企業資源計画（ERP）シ
ステム、製造実行システム（MES）、監視制御（SCADA）システ
ム等のインターネットにつながったシステムが使用されます。
これらのシステムはしばしばプロセスの合理化と容易性・効
率性の向上に貢献し、システムの自動化と自律化の向上とと
もに進化し続けています（図5）。

セキュリティの観点から言えば、ICSにおけるネットワークの
拡大と商用既製品（COTS）の活用は、脅威アクター（利用者）
がつけ込みかねない危ういポイントを増大します。

図4. 産業革命の各段階におけるサイバー脅威と物理的脅威の変貌

これらの攻撃が製造環境、
顧客、製造業者、製品
そのものに与える潜在的な
影響はより広範囲に及び、
深刻さを増すおそれが
あります

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com出所：デロイト
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たしかに、製造環境が機械化された頃から製造業者へのリス
クは存在していたでしょうし、技術の進化とともに物理的脅威
にサイバー脅威も増大しついて回ってきました。しかしインダ
ストリー4.0はかつてない勢いでサイバーリスクが増大したこ
とを告げています。この急激な変化を示したのが図４です。

D

インターネットにつながった製造環境
が新たなサイバー脅威を生む
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情報が中心である一般的なITとは対照的に、ICSセキュリティ
では工業プロセスが中心となります。そのためスマートファク
トリーでは従来のサイバーリスクである情報の秘密性よりも
現実プロセスの可用性や完全性にターゲットが絞られます。

しかし、サイバー攻撃の基本的な部分が同じとはいえ、その
攻撃を与える手口はますます巧妙になってきていることは明

白です（図５）。たしかにインダストリー4.0によるつながりはデ
ジタル世界だけでなく現実世界にも広がり続けているため、
これらの攻撃が製造環境、顧客、製造業者、製品そのものに
与える潜在的な影響はより広範囲に及び、深刻さを増すおそ
れがあります（図6）。

注：
LAN：ローカルエリア・ネットワーク
TCP/IP：伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル
SCADA：制御監視・データ取得システム
ERP：企業資源計画システム

DoS：サービス妨害
PLC：プログラマブル論理制御装置
MitM：中間者攻撃
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製造業者がインダストリー4.0の技術を実装するにあたって
は、デジタルプロセスだけでなく影響を受けうる装置やモノ
についても考慮する必要があるでしょう。これは一般に情報
技術（IT）と運用技術（OT）の融合として知られています。私た
ちはITとOTを伴う工業ないしは製造プロセスを運営する企
業がオペレーション上と開発上で優先すべき課題は何か決
定づける要素を考察し、戦略的優先課題とオペレーション的
価値、そして対応するサイバーセキュリティ対策を特定するこ
とができます（図７）。
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ンドと信用を守らなければなりません。
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・法令遵守およびデューデリジェンス：監督官庁はICS環境
の安全性とサイバーセキュリティについて様々な要求をし
ています。将来の企業はプロセスの信頼性確保のために投
資を拡大し、環境を変えて行かなければならないかもしれ
ません。

インダストリー4.0時代のサイバーリスクはサプライネット
ワークと製造の枠を越えてきているとはいえ、製品そのもの
にも及んでいます。ますます多くの製品が相互につながり合
い、ときには製造業者やサプライネットワークにも遡ってつな
がるため、企業は製品が売れたあともサイバーリスクとは縁
が切れないことを理解しなければなりません14。

図7. スマートファクトリーにおけるビジネスドライバーと脅威環境
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インターネットにつながるモノ
フィジカルなモノへのリスクの拡大

020年までに世界のIoTデバイスは200億台を超えると
予測されています15。その多くは製造設備や生産ライ
ンへ導入されるものですが、それだけでなく、B2B（企

業間取引）やB2C（企業対消費者取引）にかかわらず、顧客が
購入し使用できる市場にも多く行きわたります。

2016年にデロイトとMAPIが共同で行った調査によると、イン
ターネットにつながる製品に対しモバイルアプリを使用して
いる製造業者は半数近くにのぼり、また4分の3がこうしたつ
ながる製品とのデータ連携にWi-Fiネットワークを使用してい
ることが分かりました16。しかしこうした接続手段を用いるこ
とはかなりのセキュリティの穴をさらけ出すことにもなりま
す。こうしたデバイスが生み出す深刻なサイバーリスクに対応
するために、IoTデバイスの製造業者は現行のIoT開発ライフ
サイクルに、より強力かつ安全なソフトウェア開発手段を組み
込む方法を考えなくてはなりません。

しかしこれはなかなか難しいことです。いままで、セキュリティ
設定の更新、有効なセキュリティ対策の実施、デバイスの
ファームウェア更新、あるいはデバイスのデフォルトパスワー
ドの変更ですら、消費者に求めることはなかなかうまくいか
ないことが分かっています。例を挙げていうならば、2016年10
月にIoTデバイスへ分散型サービス妨害（DDoS）攻撃を引き
起こしたマルウェア「Mirai（ミライ）」の一件は、いかに攻撃者
がこうした弱点をついて巧妙に攻撃できるかを世間に知らし
めた出来事でした。
この攻撃では、ネットワークカメラやテレビなどのIoTデバイ
スにウィルスが感染、これらのデバイスがボットネットを構築
し、サーバーがダウンするまで大量トラフィックで攻撃、1日の
大半で米国のいくつもの人気ウェブサイトの閲覧が困難にな
りました17。調査により、DDos攻撃に使用された脆弱なデバ
イスはベンダーのデフォルトパスワードで保護されていただ
けで、必要なセキュリティパッチやアップデートは未実施
であったことが分かりました18。ここで留意すべきは、一部の

ベンダーはパスワードをデバイスのファームウェアにハード
コードしており、かつユーザーにはそのパスワードの変更手
段を提供していなかったことです。現行の工業製造施設はそ
のような攻撃がネットワークの境界防護を突破してしまうと、
これを検知し対抗するだけの高度なセキュリティやインフラ
が十分でないケースが多く見られます19。

製造施設がIoTデバイスの統合や導入に積極的になるほど、
これらのデバイスが製造、生産、企業ネットワークに与えるセ
キュリティリスクについて考えることはますます重要になって
きます。IoTデバイスのセキュリティが脆弱であることは、製造
にダウンタイムが生じることはもちろん、装置や施設へのダ
メージにより大規模な設備全体の故障へと発展する可能性、
さらに最悪の場合は人の命にまでかかわることを意味しま
す。さらに経済的損失は、製造のダウンタイムやインシデント
の改善だけにとどまらず、罰金、訴訟費用、ブランド毀損によ
る数カ月ないしは数年にわたる収益悪化など、実際のインシ
デントを著しく越えて拡大するおそれがあります。インター
ネットにつながったモノもそれに伴うリスクも増大しているた
め、こうしたモノを保護するには従来の手法（一部は下記に
記載）では不十分かもしれません。

脆弱性管理プログラムはスキャン＆パッチを繰り返すことで
見つけたセキュリティの穴については効果的にこれを除いて
いくことができますが、多くの場合、Attack Surface、つまり攻
撃対象領域がいくつか残ったままとなってしまいます。たとえ
ば、オープンなTCP／IPやUDPポート、現時点では脆弱でなく
ても攻撃者が発見するおそれのある未知の脆弱性をはらん
でいるかもしれないソフトウェアなどです。

2

製造が拡大すればリスクも高まる

従来の脆弱性管理
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攻撃対象領域縮小（ASR）は、簡単にいうと攻撃対象領域を
縮小または排除するという概念です。ASRはIoTデバイスの製
造業者が最も基本的なサービスのみを公開した強固なデバ
イスを設計、構築、展開することからはじまります。セキュリ
ティの責任はIoTデバイスの製造業者またはユーザーのいず
れかではなく、両者に平等に存在すべきものです。

製造施設にとってもう一つの問題はいわゆる「アップデート
のパラドックス（逆説）」です。産業製造ネットワークの多くは
めったにアップデートされることはありません。アップデート
のために製造ダウンタイムを設けることは製造業者にとっ
て非常にコストがかかるためです。連続運転を行う施設で
はシャットダウンや操業停止は高価な原料の損失につなが
ります。

しかもインターネットにつながったデバイスの多くは今後10
年～20年は動作すると予想されていることが、このアップ
デートパラドックスをさらに複雑なものにしています。ソフト
ウェアのパッチもあてずに一生そのデバイスが安全だとみな
すのは本来現実的ではありません20。
生産施設や製造施設にとって重要なことは、ダウンタイムを
最小限にしつつ、製造資産を最大限活用することです。IoTデ
バイス製造業者が生産するIoTデバイスは、本質的に攻撃対
象領域を最小限にとどめられるほどに安全かつ強固であり、
デフォルトの「オープン」環境や安全性の劣るセキュリティ環
境を用いたとしても最も安全性の高い設定を保てるようなデ
バイスにする責任があります。

製造施設内でインターネットにつながったデバイスにあては
まる課題は、IoT対応の消費者製品にもしばしばあてはまり
ます。スマートシステムはすぐに時代遅れのものとなり、消費
者のモノはサイバー脅威にさらされやすくなります。その脅威
は一つだけのモノに対しては小さくても、つながったデバイス
を通じて一気に増大します。これはまさに最近のマルウェア
「Mirai」攻撃で目の当たりにしたものです。この脅威に対抗す
るには資産管理と技術戦略がこれまで以上に重要となるで
しょう。

2016年にデロイトとMAPIが行った共同調査によると、調査対
象となった経営者のうち75パーセントがインターネットにつ
ながった製造エコシステムの安全性を効果的に実現、維持す
るために必要な優秀な人材が不足していると答えました21。
攻撃がより複雑で巧妙になるほど、「予防」「発見」「回復」力
のあるサイバーセキュリティのソリューションを考案、実行す
るのに十分な経験を持つ優秀なサイバーセキュリティの人材
を見つけることも困難になります。

サイバー脅威は進化し続け、技術的にもより複雑になってき
ています。ゼロデイ・エクスプロイト（自律的に脆弱性のある
デバイスを狙い、ほとんど人が介入せずに拡大してゆくコー
ド）が実装された高度なマルウェアは、すでに対抗している
IT／OTのセキュリティスタッフの力をおそらく越えてしまう
でしょう。このような不穏な傾向の中、IoTデバイス製造業者
が生産するデバイスはよりセキュリティを強化したものでなく
てはならない必要性がさらに高まっています。

発電、配電、浄水、化学物質の製造や精製、製造、自動組立ラ
インといった業界で最も重要かつ機密性の高いタスクの一
部を担うIoTデバイスは、しばしばネットワーク上で最も脆弱
性の高いデバイスとされます。製造施設では人による作業が
減り続けており、ゲートウェイやネットワーク境界でこれらの
デバイスを保護するというやり方はもはや効果的なソリュー
ションとはいえないようです（図8）。

製造業者の中には、自分たちが使用するインターネットへつ
ながるデバイスはほとんど軍事レベルといえるほど強固なも
のでなくてはならないという責任を一層強く感じているかも
しれません。IoTデバイスの製造業者はサイバーセキュリティ
対策の企画、設計、組込を含む防御的なコーディングをハー
ドウェアおよびソフトウェアの開発ライフサイクルの最初から
最後まで組み込まなくてはならないーこのことを多くの人々
が主張してきました22。

総合的なアプローチでデバイスを保護する

設計プロセスの上流から
サイバーセキュリティを組み込む

攻撃対象領域を減らす 優秀な人材不足

アップデートのパラドックス
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この安全なソフトウェア開発ライフサイクル（S-SDLC）では、
開発プロセス全体にセキュリティ管理が有効であるかを評価
するためのセキュリティレビュープロセスが組み込まれてお
り、機能的かつ安全なデバイスを製造すべく安全なソフトウェ
アコードとライブラリーが使用されます。IoT製品のセキュリ
ティ評価で発見される脆弱性の多くはS-SDLCセキュリティを
通じて設計プロセスの早い段階で対処されます。従来の開発
ライフサイクルの最後でパッチにてセキュリティ対応を行うこ
とは、不可能ではないにしても、多くの場合コストがかかり非
常に難しい作業となります23。

IoTデバイスで作成される大量の情報はインダストリー4.0の
製造業者にとって実に重要といえます。高性能アナリティクス
や機械学習といったインダストリー4.0主導の技術はこうした
情報を処理・分析し、そのコンピュータ分析に応じて、リアル
タイム、あるいはほぼリアルタイムで意思決定を行います。こ
のような重要なデータはセンサー情報やプロセス情報だけ
とは限りません。製造業者の知的財産やさらには個人情報
保護規則に関わるデータが含まれる場合もあります。事実、
デロイトとMAPIの共同調査では、製造業者の70パーセントが
インターネットにつながる製品と個人情報の連携を行ってい
ますが、送信時に暗号化を行っているのはわずか55パーセン
トでした24。

重要データの安全はそのライフサイクル全体にわたり、強固
なデバイスを製造する時と同じ健全なセキュリティ方法を用
いて保護する必要があるでしょう。そのためIoTデバイス製造
業者はデータ保護を維持する手法を開発する必要がありま
す。その際には、デバイス、ローカル、クラウドに保存したすべ
てのデータの安全性を守るだけでなく、こうしたデータのセ
キュリティを脅かすおそれのある状況やアクティビティはすべ
て迅速に検知し報告できるような手法でなくてはなりません。

クラウド上のデータや移動中のデータを保護するには、多く
の場合、堅牢かつレスポンシブなソリューション（脅威情報、
侵入検知、侵入防御）を構築するため暗号化や人工知能
（AI）、機械学習といったソリューションの活用が必要となりま
す。

ネットワークにつながるIoTデバイスが増えるにつれ、脆弱な
デバイスから生じるリスクと共に潜在的な攻撃対象領域も
拡大していきます。こうした攻撃対象領域は、現時点は不可
侵で攻撃を受けることがなくても、今後数カ月ないしは数年
のうちに簡単に攻撃されてしまう可能性があります。一切
パッチ対応をしないままデバイスをネットワークにつなげ続
けることは不可能といえるでしょう。これらのデバイスを守る
責任は、消費者側やインターネットにつながるデバイスを使
用する側にのみ存在するのではなく、デバイス製造業者、つま
り最も効果的なセキュリティを実現できる立場にいる業者と
共有しなくてはなりません。

2016年夏、米国国防高等研究計画局（DARPA）のサイバーグ
ランドチャレンジ（CGC）が開催されました。本競技会ははじ
めての「マシンだけによる」ハッキング競技会という名のもと
上位7チームがそれぞれのAIプラットフォームを出し合い競技
は最高潮に達しました。CGCは人間の手を介さずにネット
ワークをスキャンし、ソフトウェアの脆弱性を発見し、パッチを
当ててこれを修正することが可能な人工知能（AI）のサイ
バーセキュリティプラットフォームまたは技術を見出すという
目的で2013年に発表されたものです。人間であれば脆弱性
発見とソフトウェアセキュリティのパッチプログラム開発には
長時間を要しますが、DARPAはAIプラットフォームを活用して
この時間を劇的に削減、リアルタイムないしはほぼリアルタ
イムで実行できるようにし、これによりサイバー攻撃のリスク
を縮小しようと考えています。

インターネットにつながったデバイスから
データを保護する

脅威検知にAIを活用する

図8. インターネットにつながるモノの優先課題とリスク

インターネットに
つながるモノ

セキュアなソフトウェア開発ライフサイクルを
導入し機能的かつ安全なデバイス製造を実現製品設計予防

ライフサイクルにわたり機密データの
安全性を確保データ保護発見

運用とセキュリティの迅速な回復と
インシデントによる影響を最小化攻撃による影響の修復回復
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真の発見力を有する脅威検知機能の実現には、干し草の山
の中からでも針を見つけ出せるAIの力が必要となるでしょう。
現行のシグネチャ型の脅威検知技術では、データストリーム
を再構成しステートフルパケットインスペクション（SPI）を実
行しようとする間に限界に達してしまうおそれがあります。
このシグネチャ型の検知技術が増大するトラフィックについ
ていけたとしても、シグネチャデータベース内でアクティビ
ティを検知する能力にはやはり限界があります。

インダストリー4.0対応のデバイスに対し「予測」「発見」「回
復」のアプローチを進めていくのであれば、ASR、S-SDLC、
データ保護、セキュアで強固なデバイスハードウェアとソフト
ウェア、機械学習を組み合わせ、さらにリアルタイムでの脅威
対応力を強化するためAIを使用することが極めて重要とな
るでしょう。「Stuxnet」や「Mirai」といったマルウェア・エクスプ
ロイトが知らしめたセキュリティリスクへの対応や、強固で安
全なIoTデバイスの製造を怠ってしまえば、それらのデバイス
が世界中の基幹インフラや工場などにサイバー攻撃の猛威
を振るうようになってしまうでしょう25。

「予防」と「発見」の機能を慎重に適用すれば、大半の攻撃者
を効果的に防げるような極めて強固なものをつくることがで
きるでしょう。とはいえ、サイバー攻撃へのリスクを軽減でき、
あるいはできるはずだとしても、完璧な安全などありえない
ことは肝に銘じてしておかなくてはなりません。攻撃からの回
復力をもつことは、「いつかは攻撃の犠牲になるかもしれな
い」という事実を受け入れることからはじまります。そのうえ
で慎重に対応策を考えましょう。

回復力に取り組む際は、考慮すべき重要なフェーズが３つあ
ります。すなわち、準備、対応、そして回復です。

・準備：組織はインシデントのあらゆる面に効率よく対応でき
るよう十分な準備が必要です。役割、責任、アクションは明
確に定義します。危機シミュレーション、インシデント・
ウォークスルー、Cyber Wargamingを行って慎重に準備を
すれば、本当のインシデントが発生する前にギャップを見つ
け効果的な修繕策をとることができるでしょう。

・対応：経営陣の対応は十分計画を練り、組織全体に効果的
に伝達されるようでなくてはなりません。不十分な対応は
インシデントの影響を増長させ、ダウンタイムの延長、収益
悪化、組織の信用低下につながりかねません。こうした悪
影響は実際のインシデントよりも長く続くおそれがありま
す。

・回復：通常業務に戻る手順、組織へのダメージを抑えるた
めの手順は十分計画したうえで実行しなくてはなりませ
ん。事後分析作業には今回の件で学んだことを今後のイン
シデント時の対応プランに盛り込むことも含まれます。

回復力を備えた組織とは、業務とセキュリティを迅速に回復
させインシデントの影響を最小限に抑えることのできる組織
をいいます。「攻撃への備え」「攻撃時に何をすべきか理解」

「攻撃の影響を迅速に修繕」―これらにきちんと取り組み、慎
重に計画し、完全に実行することが大切です。

やむを得ず攻撃されてしまっても回復できる力を
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インダストリー4.0時代の中で
予防・発見・回復力を確保する

ンターネットにつながった今日の企業を動かす「0」
と「1」のビットにより、サプライネットワークからス
マートファクトリー、そしてインターネットにつな

がったモノまで、バリューチェーン全体にわたり製造業の構
造は変わりつつあります。モノをつなぐ技術を導入し、その使
用が増えるほどサイバーリスクも増大・変化し、その様相もバ
リューチェーンの各段階、各組織で変わってくるでしょう。それ
ぞれの組織が自分たちのニーズに最適なやり方で産業エコ
システムに適応していかなくてはなりません。

インダストリー4.0が生み出すサイバーリスクや脅威に対抗で
きるような簡単な修繕策はありません。またこれさえ導入す
ればいいという製品もパッチもありません。モノをつなぐ技術
はすでに今日の基幹業務プロセスを支えていますが、こうし
たプロセスは今後さらにインターネットへつながり、統合さ
れ、そして弱点が増えてゆくでしょう。そのため企業はますま
す複雑化しユビキタスとなったサイバー環境に沿って、自分
たちの事業継続計画、災害復旧計画、対応計画を再検討する
必要があります。

規制や業界基準はしばしば受け身的な内容であり、また「コ
ンプライアンス」はセキュリティに最低限必要な姿勢です。通
常、広く技術が使用されている中でこれらが完全なセキュリ
ティを確立できることはありません。この状況は、攻撃者は
たった一つの弱点さえ見つければ組織のシステムに侵入で
きてしまうことを考えれば、特に厄介な問題です。そしてこの
問題は今後も増大しつづけるでしょう。インターネットへのつ
ながりの拡大とリアルタイムのアナリティクスのデータを収
集、処理する必要性が、保護すべき膨大な数のつながるデバ
イスとデータを導入し続けることでしょう。

リスクの広がりとともに、危険を理解し脅威に対抗できるよ
うな予防・発見・回復力のある手法が求められています：

・予防力：安全であるべきもの、安全を確保する方法につい
てリスクに基づき計画的な方法をとりましょう。知的財産は
安全ですか？サプライチェーンやICS環境に弱点はありませ
んか？

・発見力：潜在的な脅威から守るためにシステム、ネットワー
ク、デバイス、人員、環境を常に監視します。ネットワークに
つながる新たなデバイスが多数導入されてきている環境の
中で、有害なアクションを把握し即座に脅威を発見するに
はリアルタイムでの脅威情報とAIがしばしば必要となりま
す。

・回復力：インシデントは起こりうるものです。そのとき組織
はどのような対応をとりますか？回復までにどれだけの時
間がかかりますか？インシデントの影響をどれほど早く修
繕できますか？

業界がインダストリー4.0とともに生まれるビジネス価値をつ
かむ方向に進んでいくに従い、予防・発見・回復力を備えた対
応でサイバーリスク環境に立ち向かう必要性はかつてない
ほど高まっているのです。

イ
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データ保護、セキュアで強固なデバイスハードウェアとソフト
ウェア、機械学習を組み合わせ、さらにリアルタイムでの脅威
対応力を強化するためAIを使用することが極めて重要とな
るでしょう。「Stuxnet」や「Mirai」といったマルウェア・エクスプ
ロイトが知らしめたセキュリティリスクへの対応や、強固で安
全なIoTデバイスの製造を怠ってしまえば、それらのデバイス
が世界中の基幹インフラや工場などにサイバー攻撃の猛威
を振るうようになってしまうでしょう25。

「予防」と「発見」の機能を慎重に適用すれば、大半の攻撃者
を効果的に防げるような極めて強固なものをつくることがで
きるでしょう。とはいえ、サイバー攻撃へのリスクを軽減でき、
あるいはできるはずだとしても、完璧な安全などありえない
ことは肝に銘じてしておかなくてはなりません。攻撃からの回
復力をもつことは、「いつかは攻撃の犠牲になるかもしれな
い」という事実を受け入れることからはじまります。そのうえ
で慎重に対応策を考えましょう。

回復力に取り組む際は、考慮すべき重要なフェーズが３つあ
ります。すなわち、準備、対応、そして回復です。

・準備：組織はインシデントのあらゆる面に効率よく対応でき
るよう十分な準備が必要です。役割、責任、アクションは明
確に定義します。危機シミュレーション、インシデント・
ウォークスルー、Cyber Wargamingを行って慎重に準備を
すれば、本当のインシデントが発生する前にギャップを見つ
け効果的な修繕策をとることができるでしょう。

・対応：経営陣の対応は十分計画を練り、組織全体に効果的
に伝達されるようでなくてはなりません。不十分な対応は
インシデントの影響を増長させ、ダウンタイムの延長、収益
悪化、組織の信用低下につながりかねません。こうした悪
影響は実際のインシデントよりも長く続くおそれがありま
す。

・回復：通常業務に戻る手順、組織へのダメージを抑えるた
めの手順は十分計画したうえで実行しなくてはなりませ
ん。事後分析作業には今回の件で学んだことを今後のイン
シデント時の対応プランに盛り込むことも含まれます。

回復力を備えた組織とは、業務とセキュリティを迅速に回復
させインシデントの影響を最小限に抑えることのできる組織
をいいます。「攻撃への備え」「攻撃時に何をすべきか理解」

「攻撃の影響を迅速に修繕」―これらにきちんと取り組み、慎
重に計画し、完全に実行することが大切です。

やむを得ず攻撃されてしまっても回復できる力を
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