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フォーティネットの石油・ガス業界向け
サイバーセキュリティソリューション
エンドツーエンドの統合により、重要なインフラストラクチャや
資産をサイバー攻撃や物理的な脅威から保護

概要
石油・ガス会社が所有するインフラストラクチャは、1 社の企業の収益性だけでなく、世界全体
の経済的および地政学的な安定にも貢献しています。掘削現場からパイプライン、精製所までの
製油プロセスにはあらゆる種類のリスクが数多く存在し、さまざまな動機を持つ攻撃者の標的に
なります。フォーティネットは、10 年以上にわたって石油・ガス業界向けのサイバーセキュリティ
ソリューションを提供しているほか、遠隔地のネットワーク向けにサイバーセキュリティと物理
セキュリティのエンドツーエンドの統合を実現しています。上流、中流、下流の各現場に設置さ
れる高耐久性アプライアンスは最も過酷な環境条件でも動作し、複数のセキュリティレイヤーが
遠隔地の脆弱なサイトを保護します。石油・ガス会社の本社においては、フォーティネット セキュ

石油・ガス会社の 60％が、ここ最近

リティ ファブリックがセキュリティに対する包括的なアプローチを可能にします。そのセキュリ

重大なサイバーセキュリティインシ

ティアーキテクチャがガソリンの販売拠点まで拡張され、セキュアネットワークが拠点までおよ

デントを経験しています 1。

び拠点内でも提供されます。
石油・ガス会社は、企業運営だけでなく国の経済的および軍事的な安定にとっても不可欠な重要
インフラストラクチャの主要部分を所有し、管理しています。上流、中流、下流のオペレーション環境は、個人的利益の獲得、産業スパイ、経済
的な混乱といったさまざまな動機を持つサイバー攻撃者にとって価値のある標的です 2。ある記者は、現状を次のように説明しています。「石油・
ガスのバリューチェーンのあらゆる部分が外部に公開されるようになった今、従来の静的な防御対策では不十分となっています 3」
この説明は大げさに聞こえるかもしれませんが、そのリスクが現実のものになっています。海底掘削装置、油井、パイプライン、精油所を監視す
る SCADA（監視制御システム）、そしてそれらのシステムに監視データを提供する IoT（モノのインターネット）デバイスが攻撃されれば、甚大
な被害を受ける恐れがあります 4。具体的には、施設の高額な金銭的損害や長期にわたる供給の中断といった被害が発生し、従業員やたまたま居
合わせた人々、近隣住民に死傷者が出る可能性もあります。
OT（運用テクノロジー）インフラストラクチャを標的とするこのような攻撃が増加しており 5、石油・ガス会社のインフラストラクチャも攻撃の
標的になっています。攻撃が成功すると、探査データの調査結果などの知的財産が流出し、財務情報や人事情報データのセキュリティリスクが発
生する可能性があり、ビジネスに関連する問題が発生する恐れがあるだけでなく、企業は法規制に関連するリスクにもさらされます。
フォーティネットは、10 年以上にわたり陸上および海上の掘削現場、製油所、パイプライン、街中のガソリンスタンドを問わず、石油・ガス業界
向けに包括的セキュリティソリューションを提供してきました。フォーティネットのソリューションの中核であるフォーティネット セキュリティ
ファブリックは、石油・ガス会社が管理する広範なインフラストラクチャにおいてエンドツーエンドのセキュリティ統合を可能にします。

石油・ガス業界におけるサイバーセキュリティの主な課題
石油・ガス業界には、次のようなサイバーセキュリティの課題が存在します。

コストの最適化
石油市場は、石油やガソリン、天然ガスの販売価格が大きく変動することでその悪評が知られています。このような変動性の高さ故、石油・ガ
ス会社はわずか数日で大幅な黒字から赤字へと簡単に転落する恐れがあります。その結果、価格が下落する時期を乗り切ることを想定して事業
オペレーションの基盤を構築しようとする石油・ガス会社にとっては、コストの最小化が常に優先事項となります。
このような環境では、セキュリティの脆弱性を解決するためだけに高価な旧型機器を交換するという選択肢は議論の余地もない場合があるため、
機器のセキュリティを確保するための独創的なアプローチが必要です。そして、どのようなアプローチであってもオペレーションを妨げないソ
リューションの設計が不可欠です。多くの企業にはこの種の脆弱性が存在する複数のインフラストラクチャが導入されていることも、サイバー
セキュリティチームの負担を大きくする要因となっています。
サイバーセキュリティのスキル不足は悪化の一途をたどっており、現在では現場で働く人が 280 万人であるのに対し、400 万人以上の人材が不
足していると推定されています 6。つまり、これらの問題を解決するために新しい人材を雇用しようとするとコストが膨大になり、どれほどの高
条件を提示しても特定のスキルを持つ人材が見つからない可能性もあります。たとえ新たな人材を雇用できたとしても、手作業のセキュリティ
プロセスではマシンの速度で変化する脅威には十分に対処できないという根本的な問題が解消されるわけではありません。
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IT / OT システムを網羅する可視性
IIoT（産業用 IoT）デバイスは、掘削現場、パイプライン、製油所の管理に使用される SCADA（監視制御システム）のセキュリティに大きな変化
をもたらしました。インターネットに接続されたセンサーと接続型のコントローラデバイスの登場によって、SCADA システムをサイバー攻撃か
ら比較的保護する役割を果たしてきた、インターネットからのエアギャップが消滅しました。
無論、それは企業の攻撃対象領域の拡大を意味します。この問題をさらに深刻化させるのが、多くの IIoT デバイスがヘッドレスであるという事実
です。つまり、クライアントセキュリティソフトウェアで保護したり、ファームウェアをアップデートしたりすることさえできません。こういっ
たセキュリティホールを解消する手段として、多くの組織が複数のポイント製品を導入しています 7。その結果として生じるセキュリティのサイ
ロによって環境が複雑化し 8、可視性が損なわれると同時に脅威の検知や防止、そしてレスポンスが遅れることになります。このような状況では、
手作業のプロセスで脅威を検知する前に、短時間で脅威が拡大するリスクがさらに高まります。

運用の効率化
このようなアーキテクチャの断片化によって、サイバーセキュリティチームの運用効率はさらに低下します。セキュリティプロセスの自動化にお
いては、すべてのセキュリティ要素をエンドツーエンドで統合することが不可欠です。このようなプロセスには手作業のセキュリティワークフロー
が必要で、高給のセキュリティエンジニアが時間をかけて作業を進めることになります。さらには、セキュリティがますます複雑化することから、
セキュリティチームは広範な製品スキルを備えるメンバーを雇用する必要があります。たとえば、監査が実施される数日前から他の作業を担当す
る複数の従業員を配置転換し、手作業でレポートを作成する準備を進めなければならない場合もあるでしょう。
アーキテクチャのサイロ化は、アプリケーションの管理やソフトウェアおよびハードウェアのライセンス管理において重複する無駄な作業を発生
させ、ライセンスを管理する法務、調達、財務のチームの効率を低下させます。企業が複数のベンダーを採用した場合、自社で所有するそのよう
な製品に重複する機能があることが原因でテクノロジーの支出が高くなってしまう場合もあるでしょう。

顧客エクスペリエンス
石油・ガスの小売業者は、セルフサービスの POS（販売時点情報管理）インフラストラクチャ、顧客向けのモバイルアプリやポイントカードな
どのさまざまな電子的手法を活用し、顧客基盤とのエンゲージメントを確立しています。POS トランザクションは、PCI DSS（Payment Card
Industry Data Security Standards）への準拠と同時に、統合されたレポート機能によってコンプライアンス状態を証明しなければなりません。貯
蔵タンク内の残量や冷蔵温度などを監視する IoT センサーの性能も、顧客エクスペリエンスに影響を及ぼします。サイバー脅威から店舗のインフ
ラストラクチャを保護することは、コンプライアンスおよびブランド価値の維持のどちらにとっても極めて重要です。さらに、これらの店舗の多
くが大手石油会社の看板を掲げて営業していることを考えると、そのブランド価値は上流、中流、下流のプロバイダーにも大きく影響します。

コンプライアンスレポート
石油・ガス会社は、掘削や精製に関する環境条件からサイバーセキュリティの法規制までの幅広い法規制や基準へのコンプライアンスが求められ
ます。残念ながら、分散されたセキュリティアーキテクチャにおいてはレポートの準備が困難で、時間もかかります。コンプライアンスを証明で
きなかった場合、ブランドイメージが低下すると同時に多額の罰金や厳しい罰則が科せられる恐れがあります。

ユースケース
石油・ガス会社で最も広く普及しているサイバーセキュリティのユースケースの一部を以下に紹介します。

上流インフラストラクチャの保護
石油やガスを採掘する企業は、陸上と海上両方の遠隔地にある複雑なインフラストラクチャを保護する必要があります。このような現場は、業務
の混乱や環境テロを画策したり従業員や近隣住民に危害を与えようとしたりするハッカーにとって、極めて価値のある標的です。
こういった現場を保護するには、産業用制御システムから物理セキュリティまでのあらゆるセキュリティ要素を統合し、可視性と制御を一元化す
る必要があります。小規模の採掘現場の監視インフラストラクチャは、本社以上ではなくとも同程度に厳重な保護が必要であることに加えて、セ
キュリティオペレーションチームは本社と同様にそのような現場のセキュリティを把握する必要があります。
フォーティネット セキュリティ ファブリックは、石油・ガス業界向けにサイバーセキュリティと物理セキュリティが統合された包括的なソリュー
ションを提供します。FortiGate Rugged シリーズ次世代ファイアウォール（NGFW）と FortiAP 屋外用無線アクセスポイントは、陸上あるいは
海上の掘削場や調査現場の過酷な環境においても堅牢なセキュリティによる保護を実現します。これらの NGFW は、ICS（産業用制御システム）
や SCADA システム用に特化した脅威インテリジェンスフィードを FortiGuard Labs から受信します。FortiCamera および FortiRecorder は物
理的な侵入からの保護を可能にするほか、フォーティネット セキュア SD-WAN およびフォーティネット SD-Branch はリモートサイトにセキュ
アなネットワークを提供します。FortiManager、FortiAnalyzer、FortiSIEM、FortiInsight、FortiClient、FortiEDR、FortiPresence、そして
FortiNAC は、通常本社の企業インフラストラクチャから機能やサービスを提供し、脆弱なリモート環境に対するセキュリティレイヤーを実現し
ます。
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中流インフラストラクチャの保護
石油の大量輸送によって、組織の物理的な攻撃対象領域が数百マイルあるいは数千マイルへと拡
大します。パイプラインは偶発的な漏出や物理的な妨害両方の影響も受けやすく、それを監視・
制御する SCADA システムや IIoT デバイスも多くの場合に脆弱です 9。攻撃が成功すると壊滅的
な被害が発生し、環境が破壊されたり人命が失われたりする可能性もあります。
中流のオペレーション環境では、PERA（Purdue Enterprise Reference Architecture）を標準とし
て採用することで電子インフラストラクチャの設計が効率化されます 10。ただし、PERA はアー
キテクチャにおけるセキュリティの場所の定義には役立ちますが、サイバーセキュリティアーキ
テクチャの設計方法に関するガイダンスはほとんど提示していません。
フォーティネット セキュリティ ファブリックは、サイバーセキュリティ、物理セキュリティ、

「OT システムは、旧来のテクノロジー
を使用しておりセキュリティオペレー
ションも未成熟であることが多いこと
から、攻撃の成功率が高くなります 11」

セキュアネットワーキングを統合し、サイバーセキュリティアーキテクチャの構築を可能にしま
す。FortiGate Rugged シリーズ NGFW および FortiAP 屋外用無線アクセスポイントは、パイプ
ラインが敷設されている遠隔地の屋外環境においても、堅牢なセキュリティの保護を実現します。
FortiCamera および FortiRecorder は物理的な侵入からの保護を可能にするほか、フォーティ
ネット セキュア SD-WAN およびフォーティネット SD-Branch は、ポンプ場やその他の遠隔地
の環境にセキュアネットワーキングを提供します。さらに、本社から提供される FortiManager、
FortiAnalyzer、FortiSIEM、FortiInsight、FortiClient、FortiEDR、FortiPresence、FortiNAC
などの幅広いツールによって、保護レイヤーが形成されます。

下流インフラストラクチャの保護
製油所では原油がさまざまな可燃物に加工されるため、物理的な危険度がさらに高くなります。
上流や中流のオペレーションと同様、下流のオペレーションも物理的攻撃とサイバー攻撃の両方
の標的になります。いずれのタイプの攻撃も従業員や一般市民にとっての重大な物理的な脅威と
なる可能性があります。また、攻撃が成功すると供給不足によって国の経済に影響を与える恐れ

「コンピュータネットワークを駆使す
る能力に優れた国々は、より破壊的な
攻撃の前段階として、他国の重要な
インフラストラクチャに対する偵察活
動を頻繁に実行します 12」

もあります。脅威は外部と内部、さらには第三者のいずれからも発生する可能性があり、内部関
係者による攻撃には意図的なものも偶発的なものもあります。
このように不安定な施設を保護するセキュリティチームには、ネットワーク全体と監視インフラストラクチャを一元的に可視化して状況を把握
することが不可欠です。フォーティネット セキュリティ ファブリックは、統合型の包括的なソリューションを提供し、このような施設のサイ
バーセキュリティと物理セキュリティを保護します。FortiGate Rugged シリーズ NGFW および FortiAP 屋外用無線アクセスポイントは過酷な
環境条件でも安定動作し、FortiCamera および FortiRecorder は物理セキュリティを統合型のセキュリティ ファブリックに統合します。さらに、
FortiManager、FortiAnalyzer、FortiSIEM、FortiInsight、FortiClient、FortiEDR、FortiPresence、FortiNAC をはじめとする幅広いツールによっ
て、さまざまな保護レイヤーが形成されます。

企業インフラストラクチャの保護
石油・ガス会社の企業インフラストラクチャには、地質データや探査データ、財務情報、従業員や顧客の個人情報といったビジネスに不可欠なさ
まざまなデータが存在します。ほとんどの企業には、リモートや出張中の従業員、会社のリソースにアクセスする外部のパートナーが存在し、複
数のクラウドのサービスを利用しています。これらのリソースを外部による攻撃から保護するだけでなく、
悪意のある内部関係者によって機密デー
タが漏洩するのを防ぐことも極めて重要です。
集約されていないセキュリティアーキテクチャやモバイルユーザーは、セキュリティおよび運用効率のどちらにとっても阻害要因になりますが、
一元的な可視化と集中管理を実行することでどちらも強化されます。セキュリティインフラストラクチャのエンドツーエンドの統合によって、脅
威の検知、レスポンス、レポートの自動化の可能性が無限に広がり、高額な給与を支払っているセキュリティ担当者は戦略的なタスクに集中でき
るようになります。
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フォーティネット セキュリティ ファブリックは、このような効率化を可能にする統合型のセキュ
リティアーキテクチャを提供します。フォーティネットは、データセンターから複数のクラウド、
ネットワークエッジまでの攻撃対象領域全体を網羅する、幅広い適用領域でシステム連携し、自
動化された保護を提供します。フォーティネットの動的なクラウドセキュリティソリューション
は、複数のパブリッククラウドとプライベートクラウドのサイロ化を解消し、一貫性あるポリシー
管理を可能にします。FortiManager、FortiAnalyzer、FortiSIEM は、包括的な管理と分析を可
能にします。FortiInsight および FortiDeceptor は、内部の関係者による脅威からの保護を支援
します。また、FortiWeb、FortiMail、FortiClient、FortiEDR を使用することでデバイスとアプ

石油・ガス業界のセキュリティプロ

リケーションを保護するとともに、攻撃を検知してレスポンスを実行することができます。最後

フェッショナルの中で、高度なサイ

に、モバイルユーザーとそのデバイスの保護では、FortiAuthenticator および FortiToken を利

バー攻撃を検知できる可能性が非常

用して企業ネットワークへのセキュアなアクセスを実現できます。FortiGate NGFW が可能にす

に高いと考えている割合は、わずか

るインテント ベースド セグメンテーションは、アクセス権限が付与されたデータとシステムの

17% にとどまっています 13。

みにアクセスを制限することでリモートユーザーのセキュリティ態勢を強化します。

石油・ガス販売店舗の保護
石油・ガスの小売業者は他の商品も販売していることが多いため、他の実店舗と同様の課題を抱えています。さらに、貯蔵タンク内の残量、冷蔵
庫の温度、IP カメラの映像を監視する多数の IoT デバイスも設置されています。敷地内の燃料タンクには他の販売店舗には不要の安全性やコンプ
ライアンス要件が加わり、セルフサービスの屋外 POS インフラストラクチャには別のリスクが存在します。したがって、サイバーセキュリティ
と物理セキュリティの統合が不可欠であることに加えて、PCI 標準へのコンプライアンスや快適なカスタマーエクスペリエンスの提供も極めて重
要です。
このようにビジネスやセキュリティに関する複雑なニーズが多数存在することから、ガソリン小売業者はセキュリティアーキテクチャをエンド
ツーエンドで統合することが特に重要です。このようなインフラストラクチャでは手作業のプロセスや対応が不要になるため、脅威へのレスポン
スの遅れが解消され、カスタマーサービス担当者が本来の業務に集中できるようになります。
フォーティネットのネットワーキング / セキュリティソリューションは、さまざまな拠点を 1 つに繋ぎ合わせることで堅牢なネットワークセキュ
リティを実現し、コンプライアンスレポート作成の自動化を可能にします。FortiGate NGFW は、他のベンダーであればハードウェアの追加購
入が必要となる多数の機能を備えており、攻撃対象領域全体を網羅する堅牢な保護を提供します。フォーティネットセキュア SD-WAN は、高
価な MPLS（マルチプロトコルラベルスイッチング）帯域幅を利用することなく、すべての店舗にセキュアなネットワーキングを提供します。
FortiAP、FortiSwitch、FortiNAC などのフォーティネット SD-Branch ソリューションは、フォーティネットの強力なセキュリティを各店舗のイン
フラストラクチャに拡張します。
このインフラストラクチャでは、アイデンティティ / アクセス管理ツールの FortiAuthenticator、高度なエンドポイントセキュリティソ
リューションの FortiClient および FortiEDR、ユーザー / エンティティ振る舞い分析ツールの FortiInsight、ディセプションテクノロジーを
提供する FortiDeceptor などの共有セキュリティサービスを本社から提供することもできます。さらに、管理 / 分析ツールの FortiManager、
FortiAnalyzer、FortiSIEM は、一元的な可視化、PCI SSF（Software Security Framework）などのセキュリティ標準へのコンプライアンスレポー
ト作成自動化が可能になります 14。このインフラストラクチャは、統合された AI（人工知能）および ML（機械学習）よってサポートされており、
未知の脅威の検知と減災が実現します。

フォーティネットの差別化要因
フォーティネットが石油・ガス会社にとって最良の選択肢である理由として、以下のような差別化要因が挙げられます。

統合アーキテクチャ
フォーティネット セキュリティ ファブリックは、IT と OT を網羅する単一ベンダーによるエンドツーエンドの統合セキュリティアーキテクチャ
を提供し、生産プロセスのあらゆる段階で保護や検知、レスポンスを実現すると同時に、可視性と制御を大きく向上させます。

ネットワーキング、サイバーセキュリティ、物理的セキュリティ
フォーティネットは、本社、遠隔地の掘削現場、あるいは街角のガソリンスタンドのいずれにおいても、ネットワーキング、サイバーセキュリティ、
監視機能を統合し、一元的な管理を可能にします。
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高耐久性セキュリティアプライアンス
フォーティネットは、あらゆる環境のニーズに適した広範な高耐久性アプライアンスを取り揃
えており、生産および配送プロセスのあらゆる段階に対応するサイバーセキュリティ保護を提
供します。

優れたパフォーマンス
FortiGate NGFW は遠隔地の複雑な環境でも安定動作し、SSL（Secure Sockets Layer）/ TLS
（Transport Sockets Security）インスペクションを有効にした場合でも最高のパフォーマンスを
実現します。フォーティネットは、ガートナー社のネットワークファイアウォール マジック・

「SCADA システムを効果的に防御す

クアドラントにおいて「リーダー」と評価され 15、NSS Labs の NGFW セキュリティバリューマッ

るには、潜在的な問題の認識と事前

プでは最高スコアを達成しました 16。

の計画が不可欠です。効果的な防御
への投資は、単に「望ましい」もの

堅牢な脅威インテリジェンス

ではなく、もはやビジネスに不可欠
なものとなりました 17」

FortiGuard Labs は、IT に対する脅威を特定するだけでなく、業界における 15 年間の実績を活
かして OT システムに固有の脅威に関する確固としたインテリジェンスも提供しています。ゼロ
デイ脅威の検知を可能にするため、フォーティネットは 8 年前から AI と ML を活用し、比類の
ない精度でファイルの分析を実施しています。

広範なパートナーネットワーク
フォーティネットのファブリック・レディ パートナープログラムは、産業用システムや OT システムにおいて豊富な実績のある多数のパートナー
が加盟する、業界最大のネットワークです。

最小限のデバイスで広範なセキュリティを実現
フォーティネットは、他社のソリューションであれば複数のデバイスやライセンス費用が必要になることの多いセキュリティやネットワーキング
機能を、単一のアプライアンスで提供します。
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図 1. 石油・ガス会社向けのフォーティネットのサイバーセキュリティソリューションは、探査から流通までのプロセス全体のあらゆるユースケースに対応します。
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終わりに
石油・ガス会社は、世界で最も重要なインフラストラクチャの一端を担っており、攻撃が成功すると経済的混乱や環境破壊が発生し、さらには人
命さえも失われる可能性があります。フォーティネットは、幅広い適用領域でシステム連携し、自動化されたサイバーセキュリティと物理セキュ
リティのソリューションを提供し、リスクの軽減と無秩序に拡大するインフラストラクチャの保護を実現します。
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