産業用制御システムの保護
IEC-62443 準拠のエンドツーエンドセキュリティ

SOLUTION GUIDE

要約
近年、重要なインフラストラクチャや製造業を支える産業用制御システム（ICS: Industrial Control Systems）が高度なサイバー攻撃の標的になっ
ています。
その一因として、運用テクノロジー（OT: Operational Technology）と情報テクノロジー（IT: Information Technology）の統合が必然的に進んだこ
とが挙げられます。コンピューティングのあらゆる分野で、Ethernet や TCP/IP などのオープン標準でネットワークが接続され、独自の専用機器
に代わって市販のハードウェアやソフトウェアが使用するようになったことで、コスト削減が可能になりましたが、脆弱性という代償を負うこと
になりました。
IT システムでは、ほとんどの場合にセキュリティ侵害の影響が金銭的な損失に限定されますが、ICS に対する攻撃では、機器そのものが破壊され
たり、国家の安全が脅かされたり、人命が危険にさらされたりする恐れがあります。
これらのシステムの役割は極めて重大であり、攻撃者のプロフィールや攻撃の動機もＩＴシステムの場合とは異なると考えられます。サイバー犯
罪の多くが金銭目的であることに変わりはありませんが、最近では、テロ行為やサイバー戦争の目的で ICS が標的とされるようになりました。そ
して、このような攻撃には、これまでよりはるかに多大な金銭的および人的な資源が投入される可能性があります。公的機関を標的にした国家レ
ベルの攻撃では特にこの傾向が強く、2010 年に初めて見つかった Stuxnet は、現段階で最も高度な攻撃の 1 つであると考えられています。
このソリューションガイドでは、フォーティネットのソリューションを利用して、これらの問題を始めとする数多くの課題を解決し、ICS、特に、
SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）を採用するシステムで安全性と信頼性を保証する方法を紹介します。
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潜在的な脆弱性
セキュリティの必要性と、ネットワークにあらゆるデバイスの接続を許可する柔軟性とのバランスは、どのように取ったらよいのでしょうか。
歴史的な背景や起源により、ICS には、進化し続ける IT の世界とは異なる多くの課題が存在します。

n セキュリティの本質的な欠如：ICS に採用されているテクノロジーの多くは、極めて高度な堅牢性と信頼性を備えている一方で、リモートネッ

トワークからアクセスできるよう設計されています。そして、物理的なアクセスを制限し、そのコンポーネント（RTU や PLC など）や多くが
シリアルである通信プロトコル（Modbus、RP570、Profibus、Conitel など）を難読化することでセキュリティを確保しています。
n「エアギャップ（物理遮断。広義では空気の隙間）
」に対する誤った認識：ICS とそれ以外のすべてのネットワーク間に「エアギャップ」を作り

物理的に遮断するという、一見すると有効だと思える方法は、実世界のほとんどのアプリケーションにとって現実的とは言えなくなりました。
今日の ICS コンポーネントの多くがソフトウェアアップデートや定期的なパッチの適用に依存するようになっているため、ICS へのデータ転送
を完全に遮断するのは、事実上、不可能です。
n ネットワークを常時接続しない（あるいは、
光学データダイオードなどの片方向通信デバイスを採用する）場合であっても、遮断されたネットワー

クには、感染した PC や（Stuxnet の感染方法の 1 つであった）USB ドライブなどのストレージデバイスを接続することによる脆弱性が存在します。
n 攻撃対象領域の拡大：独自の専用ソリューションに代わって市販のハードウェアやソフトウェアが使用されるようになり、Ethernet、TCP/IP、

Wi-Fi などのオープン標準が採用されるようになったことで、潜在的な脆弱性の数が急激に増加しています。近年のモバイルデバイスの普及と
BYOD などのトレンドによって、この問題がさらに深刻化しています。
n 古い（時には、サイバーセキュリティという考え方そのものが生まれる前の）ハードウェアやソフトウェアのオペレーティングシステムを使用

され続けていることも多く、ウィルス対策ソフトウェアなど最新の防御方法との互換性がない可能性があります。
n 作業の複雑さ、コスト、作業によって発生するサービスの中断などの理由によって、アップデートやパッチの適用の頻度が制限されている場合

があります。その理由は、たとえば、たった 1 台の運用サーバーにパッチを適用するために工場の操業を停止させるのは、現実的にはほぼ不可
能であるためです。
n センサーや圧力計などの単純でセキュリティが考慮されていない遠隔測定装置が数多く存在しますが、そのような機器のデータが操作されてし

まうと、システム全体の安全性や信頼性に重大な影響が及ぶ可能性があります。
n 安全性に関する技術や最新のコーディング方法を採用せずに記述された多くソフトウェアがシステムに組み込まれて使用されています。
n コンポーネントの製造やサプライチェーンの法規制が不十分であるために、機器への侵入を許す恐れがあり、設置前の機器に悪意のあるコード

が埋め込まれる可能性もあります。
n アクセス制御 / 実行権限の管理の制限：隔離あるいは閉鎖されていたシステムが相互接続されると、接続前とまったく同じユーザーが同じリソー

スにアクセスできるようになってしまい、IT セキュリティのベストプラクティスとの不整合が発生する恐れがあります。
n ネットワークの不十分な分離：ネットワークをセキュリティの標準的な実践方法に従って機能セグメントに分割し、それらのセグメントを相互

接続したまま、別のセグメントへと移動できるデータやアプリケーションを制限する方法では、ICS 全体でネットワークを十分に活用できません。
n 古い方法でシステムを設計、メンテナンスしてきたエンジニアには、セキュリティに関する専門知識が不足しています。
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問題の解決
ICS には、前述のような多くの課題がありますが、これらの問題や脆弱性が広く認識されるようになってきたことで、解決のための取り組みも始まっ
ています。
これらの課題の 1 つ目の解決方法は、米国の ICS-CERT（Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team）や英国の CPNI（Centre
for Protection of National Infrastructure）などの公的機関から公開されている、ICS のセキュリティに関するベストプラクティスの勧告やガイダン
スを利用することです。
二つ目の解決方法として、ISA / IEC-62443（旧 ISA99）などの一般的な標準規格の定義を利用することが挙げられます。ISA（International
Society for Automation）によって ISA99 として策定され、後に IEC（International Electrotechnical Commission）標準に合わせて番号が変更され
た IEC-62443 には、セキュアな ICS の設計、計画、統合、および管理のための包括的なフレームワークの概要が規定されています。
この標準については策定作業が継続中ですが、「ゾーン / 導管 / 境界 / セキュリティレベル」モデルであることから、この標準によって実務的なガ
イダンスが提供され、ICS ネットワークセキュリティにおける最も緊急の課題を解決する手段となるはずです。
ICS-CERT と CPNI のどちらでも推奨されている、ゾーン / 導管モデルを実装することで、侵入のリスクに加えて、侵入によって発生する潜在的な
影響も大幅に低下します。
この標準に規定されている基本戦略では、最初に、ネットワークを複数の機能ゾーン（サブゾーンが含まれることもあります）にセグメント化し、
導管、さらには、ゾーンから別のゾーンへの移動を許可する基本的なデータとアプリケーションを明確に定義します。次に、各ゾーンが 0 ～ 5 の
セキュリティレベル（0 が最高で、5 が最低のセキュリティレベル）に割り当てられます。そして、厳格なアクセス制御を強制することで、ユーザー
またはデバイスの認証済み ID に基づき、それぞれのゾーン / 導管のアクセスを制限できます。
この戦略は、フォーティネットのエンタープライズソリューション、特に、インターナルセグメンテーションファイアウォール（ISFW）によって
提供される各種機能にほぼ完全に適用できます。

4

SOLUTION GUIDE：産業用制御システム（ICS）の保護

フォーティネットによる ICS / SCADA の保護
効果的なセキュリティを実装するための最初のステップでは、ビジネスや運用に関するあらゆるリスクを徹底的に調査して、それらのリスクを解
決できる適切な戦略を策定します。このステップでは主として、IEC-62443 の規定に従って、ゾーン / 導管 / 境界 / セキュリティレベルを定義します。
このステップでの作業では、一般的に図 1 に示すようなネットワークが定義されます。
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図 1：ISA99 標準の規定によるセキュリティレベル
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包括的な多層型セキュリティ
多層型防御、高可用性設計といった優れた特性に加え、堅牢なフォームファクタのオプションも備える FortiGate セキュリティアプライアンスは、
ゾーン / 導管モデルの実装に最適で、重要度の極めて高い ICS インフラストラクチャや厳しい要件が求められる環境にも対応します。
FortiGate は、
「内部セグメンテーションファイアウォール」（ISFW: Internal Segmentation Firewall）の導入モードを機能的および物理的なセグメン
ト化と併用することでハイパフォーマンスのファイアウォール機能と堅牢な二要素認証を実現し、ウィルス対策、侵入防止、URL フィルタリング、
アプリケーション制御も可能にします。多彩な高速 LAN インターフェイスオプションを提供し、独自の ASIC 設計によってハードウェアの高速化
を実現した FortiGate は、100 Gbps を超えるインターゾーンパフォーマンスを達成できることが証明されています。FortiGate の ISFW で利用で
きる詳細のセキュリティポリシーを活用することで、ICS のゾーン / 導管を、ユーザーのアイデンティティ、アプリケーション、場所、デバイス
の種類などの条件に基づいて限定できます。FortiGate のこれらの機能によって、各ゾーンを効率的にロックしてアクセスを制限できるため、認証
済みエンドポイントから送信された正規のトラフィックだけが別のゾーンへと移動されることが保証されます。柔軟性と拡張性の高いこれらの製
品に組み込まれたこれらのセキュリティは、オペレーティングシステムである FortiOS、FortiAuthenticator と FortiToken を組み合わせた認証ソリュー
ション、24 時間 / 365 日の自動自己学習機能、FortiGuard の継続した脅威レスポンスリソースの組み合わせにより、実現されます。しかしながら、
ICS ネットワークとそのプロセスやプロトコルの徹底的な分析には、さらにプロアクティブなアプローチが要求されます。

フォーティネットと Nozomi Networks の共同ソリューションが可能にする新たなレベルの ICS セキュリティ
フォーティネットと Nozomi Networks は共同で、ICS 環境向けの包括的なセキュリティソリューションを提供します。このソリューションには、
Nozomi Networks の SCADAguardian、同社の ICS ネットワーク、プロトコル、およびデバイスの挙動に関する専門知識、そしてフォーティネッ
トの FortiGate とネットワークセキュリティに対する広範な専門技術が組み込まれています。SCADAguardian のノンイントルーシブの ICS プロト
コル監視機能は、産業用デバイスの挙動をプロファイリングし、ICS ネットワークにおけるアノマリおよびクリティカルな状態を検知します。そ
して、図 2 に示すように、FortiGate との密接な連携によって、検出への対応を可能にし、OT ネットワーク - IT ネットワーク間の安全なゲートウェ
イを実現します。システムダウンタイムを最短化し、データ損失を食い止めるよう設計された、フォーティネットと Nozomi Networks の共同ソ
リューションは、ICS ネットワークを活用する産業界での生産性とビジネス継続性の最適化に貢献します。
具体的には、どのようにこれを実現するのでしょうか。OT ネットワークに設置された、Nozomi Networks の SCADAguardian アプライアンスがネッ
トワークトラフィックをパッシブに監視し、ネットワーク全体とネットワークノードの内部の現状とネットワーク内の各デバイスの状態や挙動を
提示します。こうすることで、このソリューションは高度な可視化、監視、アラート、レポート、トレブルシューティング、そしてフォレンジッ
ク分析機能を提供します。アノマリや疑わしい挙動が検出されると、警告が生成されてセキュリティオペレータやネットワーク管理者に送られま
す。また SCADAguardian は、FortiGate 内の適切なポリシーを自動変更して、疑わしいトラフィックをブロックすることもできます。フォーティ
ネットと Nozomi Networks のプロアクティブな共同ソリューションは、ICS 環境におけるセキュリティの問題の高度な検知、そしてプロアクティ
ブな脅威保護対策の改善と封じ込めを実現します。
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図 2：OT ネットワーク - IT ネットワーク間の安全なゲートウェイ

6

SOLUTION GUIDE：産業用制御システム（ICS）の保護

管理、ログ、レポートの一元化
FortiGate においては、FortiManager と FortiAnalyzer を使用してインフラストラクチャを統合管理でき、レポート機能を備えた一元的な構成、ビジュ
アル表示、イベントのログとレポートの機能を利用して、リアルタイムの包括的なネットワーク監視 / 制御センターを構築できます。

ICS / SCADA 対応の機能
FortiGate では、定義済みで継続的に更新されるシグネチャを使用することで、導管の定義を目的とする ICS / SCADA のほとんどのプロトコル（下
記リストを参照）を識別し、管理できます。

• Bacnet

• DNP3

• ICCP

• Modbus / TCP

• DLMS / COSEM

• EtherCAT

• IEC-60870.5.104

• OPC

• PROFINET

この機能を利用するには、セキュリティポリシーを構成して、IPS、AV、アプリケーションコントロールなどの各種サービスを各プロトコルにマッ
ピングします。
個別のプロトコルのサポートに加えて、それを補完するシグネチャを使用することで、主要 ICS メーカー（下記リストを参照）のアプリケーション
やデバイスに脆弱性保護の機能が追加されます。
• ABB

• Elcom

• Rockwell

• Siemens

• Advantech

• GE

• Schneider Electric

• Vedeer-Root

• Yokogawa

この機能を利用することで、ゾーン間のトラフィックをアプリケーションレベルできめ細かく制御でき、FortiGate がサポート対象ベンダーの
ソリューションに関連する既知の脆弱性に対する攻撃を検知できるようになります。
フォーティネットと Nozomi Networks の統合ソリューションの導入によって、さらに下記のプロトコルがサポートされます。
• MMS

• IEC-61850

• Beckhoff ADS

• EtherNet / IP

• AspecTech CIM-IO

• PI Connect

• Foundation Fieldbus

• CEI 79-5 / 2-3

• Honeywell

またこの共同ソリューションは、その他すべてのプロトコルの挙動を学習することと同時に、独自のプロトコルを定義することも許可されます。

FortiAuthenticator と FortiToken によるゾーンアクセス制御
FortiAuthenticator を FortiGate およびディレクトリサービスと統合することで、ゾーンや導管に対する、ユーザーとデバイス
の両方に基づくきめ細かいアクセス制御が可能になります。FortiAuthenticator ユーザーアイデンティティ管理アプライアンス
は、二要素認証、RADIUS、LDAP および 802.1X 無線認証、証明書管理、および Fortinet Single Sign-on などのさまざまな認証
機能を提供します。FortiAuthenticator は、フォーティネットの二要素認証トークン製品である FortiToken と互換性があり、FortiToken の機能を補
完してセキュアなリモートアクセスを実現する製品で、複数の FortiGate ネットワークセキュリティアプライアンスやサードパーティ製デバイス
での認証機能を提供します。FortiAuthenticator と FortiToken の組み合わせにより、ネットワークインフラストラクチャ全体においてスケーラブル
でコスト効率の高いセキュアな認証システムが実現します。

FortiDB による Historian の保護
あらゆる重要なデータベースがサイバー攻撃の格好の標的であるのは事実ですが、ICS を支えるデータベースの場合は特に、
導入環境やスクリプトでセキュリティが継承されてこなかったという歴史的な背景に起因する、潜在的な脆弱性が存在します。
FortiDB の柔軟なポリシフレームワークで現状のセキュリティレベルを評価し、あらゆるアクセスを継続的に監視して疑わしい
活動を発見することで、重要なリソースを確実に保護できます。
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FortiSwitch および

FortiMail による最大の攻撃ベクトルの

FortiSwitch Rugged により、

保護

セキュアな Ethernet アクセスを提供

セキュリティが確立されていないメールシステム

セキュアな Ethernet アクセスのニーズは、お客様が選択したモデル

は、ICS やそのコンポーネントに限らず攻撃の標的となり、特にソーシャ

の FortiGate で利用可能なポート数をオーバーしてしまう可能性があ

ルエンジニアリングと併用されている場合は、既知の多くの脅威で最

ります。このような場合、FortiSwitch あるいは FortiSwitchRugged は

大の攻撃ベクトルとなっています。

ポート数を増加すると同時に、FortiLink 経由で既存の FortiGate 環境

FortiMail は、高度なマルウェアを始めとするインバウンドの攻撃に加

とシームレスに統合することが可能です。FortiLink を使用することで、
FortiGate は FortiSwitch あるいは FortiSwitch Rugged を自動的に検知し、
FortiGate で接続されているポートと同じセキュリティポリシーを適用
してすばやく容易にプロビジョニングすることができます。

えて、アウトバウンドの脅威やデータ損失からの保護を可能にし、ス
パム対策、フィッシング対策、マルウェア対策、サンドボックス機能、
データ漏えい対策（DLP）、アイデンティティベース暗号（IBE）、メッセー
ジアーカイブ機能を提供する統合ソリューションです。

さまざまなポート密度、スピード、そしてアップリンク構成が選択可
能で、製品モデルやシリーズを問わず積み重ねて設置することもでき
ま す。 さ ら に、FortiSwitch お よ び FortiSwitch Rugged は、SCADA 環
境における冗長性実現の重要な鍵となるノンブロッキングのデュアル
リンクに対応する、Mlag をサポートすることも可能です。

FortiWeb による Web ベース HMI の保護

高度な継続的脅威への対応
前述の、シグネチャを利用した攻撃の検知と阻止では、過去に発見さ
れた類似する亜種の情報が利用されます。FortiGuard では、広範な脅
威レスポンスリソースを活用して世界中のお客様の何千もの稼働中の
ネットワークを継続的に監視することで、これらの情報を収集してい
ますが、ICS への侵入には大きなリスクを伴うため、過去に発見された

Web ベースのコンソールによる ICS の制御には、

ことのない攻撃にも備える必要があります。

コストや使いやすさという点でのメリットがありま

そのような状況では、侵入を迅速に検出して拡散を食い止め、その影響

すが、この環境における侵入のバックエンドに対する影響は、他のい
かなる Web サーバーよりもはるかに大きいと考えられます。

を最小限に抑えることが不可欠です。フォーティネットの高度な持続的
脅威保護フレームワークの重要なコンポーネントである FortiSandbox

FortiWeb は、高度な技術を利用して有害なソース、アプリケーション

を利用することで、従来型のシグネチャベースの防御では対処できな

レイヤーの DoS 攻撃、SQL インジェクションやクロスサイトスクリ

い高度な攻撃を検知し、分析できます。

プティングなどの巧妙な脅威からの双方向の保護を可能にすることで、
ICS の保護に不可欠な上位のレイヤーを実現します。

公的機関による認定と実績
フォーティネットの各製品は、米国政府の暗号モジュール標準規格で
ある FIPS 140-2 レベル 2 とコモンクライテリア EAL 4+ の認定を取得
し、数多くの第三者機関による評価と検証で堅牢性と実用性が認めら
れています。

まとめ
セキュリティが適切に確立されない ICS には、このソリューションガイドに挙げたような深刻な問題が数多く存在します。ICS-CERT / CPNI によっ
て規定されたベストプラクティスに従い、ここでご紹介した、公的機関によって認定された実績あるフォーティネットのポートフォリオのソリュー
ションを導入することで、ICS に対するサイバー攻撃の影響が大幅に低下します。
ICS / SCADA 環境の専用サポートと多層エンタープライズセキュリティのリーディングプロバイダーとしての実績を誇るフォーティネットは、
ICS を運用するお客様のセキュリティ関連の課題の解決と、クリティカルなインフラストラクチャおよびサービスの安全性と信頼性の確立を支援
します。
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