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概要

オペレーショナルテクノロジー（OT）と情報テクノロジー（IT）は、これまでほとんどの
ケースで分離されていましたが、最近は統合が進んでいます。OTは物理的影響があるプ
ロセスを制御し、製造工場内の機器、パイプライン、鉄道、その他のインフラストラクチャ
を運用します。OTの構成要素の多くは、公共の安全と世界経済の健全性を保つために重
要な役割を果たしています。

ITとは、一般的に組織内のコンピューティング、ネットワーキング、および情報管理のテ
クノロジーを意味しています。ITを OTに統合することで、コストの削減、生産性の向上、
競争力の向上を実現できます。最近の調査で、OT組織の 4分の 3がこの 2つの環境の間
に少なくとも基本的な接続を実装していることが明らかになっています 2。これらの環境
の統合には、OTシステムにアクセスするために ITネットワークを標的にする、サイバー
犯罪者のサイバー攻撃にさらされる危険が増大するという大きな問題があります。OT組
織の 90%近くが自社の OTネットワークの侵害を報告しており、56%は昨年に侵害を受
けています 3。攻撃は、電力網、海運会社、製鉄所などの施設を標的にするものが増えて
います。

OTと ITの間の「エアギャップ」が
消え去り、OT組織にとってサイバー
脅威が現実の課題となっています。
OT組織の実に 4分の 3近くが、昨
年マルウェアに侵入されたと報告し
ています 1。

組織は、最も巧妙な攻撃にも対応できるようにOTと ITのセキュリティ態勢を整える必要があります。その実現を支援するサイバー
セキュリティソリューションは、攻撃対象領域全体をカバーし、脅威インテリジェンスをセキュリティ製品間で共有し、脅威への
対応を自動化する必要があります。このガイドでは、フォーティネットがどのようにしてネットワーク全体の保護を強化しつつ、
ITと OTの統合を可能にするか解説します。また、OTと ITの違い、OTと ITの統合が進んでいる理由、そして増大するリスクに
対処する方法についても説明します。さらに、OTおよび ITを保護する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
を紹介し、統合された環境の保護に有効な以下の 5つのベストプラクティスについて概説します。

1. 資産の特定、価値の分類、優先順位付け

2. ネットワークのセグメンテーション

3. トラフィック分析による脅威と脆弱性の検知

4. ユーザーとデバイスによるアクセスの制御

5. 有線 / 無線アクセスの保護

このガイドでは、フォーティネット セキュリティ ファブリックの各要素が、主要な法規制に定められたセキュリティの制御にど
のようにマッピングされるかについても説明します。さらに、OTのセキュリティを確保するアーキテクチャのフレームワークに
ついても、パデューネットワークモデルに関連付けて概説し、サイバーセキュリティの望ましい状態を実現するプロセスにおける
次のステップを提示します。最後の付録では、さまざまな OTセキュリティニーズと、それらを満たすフォーティネット セキュリ
ティ ファブリックのソリューション群をご紹介します。
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第四次産業革命：ビジネスの機会と課題

OTネットワークは、製造業、エネルギー / 公益事業、運輸などの分野でさまざまな機器を制御します。OTネットワークは ITネッ
トワークより何十年も前に開発され、最初はアナログで各社独自の仕様だったため、ほとんど ITネットワークに接続されない、あ
るいは全く接続されない状態で利用されてきました。これが「エアギャップ」という神話を生み出し、OTネットワークは相対的
に隔離されているため保護されていると考えられてきたのです。しかし今では、第四次産業革命と呼ぶにふさわしい大規模なデジ
タルトランスフォーメーションの中で、OTネットワークと ITネットワークが統合されつつあります。現在進行中の変化を正しく
理解するために、第四次産業革命に先立つ 3つの革命の概要を簡単に説明します。

1. 18世紀末から 19世紀にかけて起きた、人力による作業から蒸気機関による作業への移行。

2. 20世紀に起きた、製造業の組み立てラインにおける動力の蒸気から電力への移行、またはエネルギーや運輸など他の産業分野
における、電気による制御への移行。

3. 1980年代に始まった、コンピュータによる自動化の進行。

4. デジタル機能の統合の結果として起きた、すべての産業における変化。これらの変化によって、多くの企業に次のような新た
なビジネス機会がもたらされました。

	n ビッグデータ：ある金鉱では、センサーから送信されるビッグデータを活用するプロセスへの変更により、産出量が大きく
増加し 2,000万ドルの節約が可能になりました 4。

	n 機械学習（ML） / 人工知能（AI） / 分析：ある空調設備メーカーは、ML / AI / 分析を活用することで民生システムの設置現場
における障害発生を 90%の精度で予測できるようになりました 5。

	n 拡張現実（AR）：倉庫内組み立て作業員は、ARメガネの活用でミスの発生率が 40%も低減できました 6。

	n 3Dプリント：ある自動車メーカーは、3Dプリントを活用することで新しいモデルに要する時間を競合他社の 6分の 1に短
縮できました 7。

	n IoT（モノのインターネット）：ニューヨーク州の 20,000棟に及ぶ公共の建物でエネルギー使用量が抑制され、同州の税額
は年間で 1億ドルも節約できる見込みです 8。

	n クラウド：クラウドコンピューティングを活用することで、Amazon Web Services（AWS）は Airbnbから Zillowまでを含
む多角的なビジネス展開が可能となり、Amazonは 2017年に 175億ドルの収益を上げました 9。

OTとは

OTと ITは、それぞれ異なる目的のために進化してきました。

	n OTは、物理的なデバイス、プロセス、およびイベントの直接的な監視や制御を通じて変化を引き起こすハードウェアまたはソ
フトウェアです。

	n 一方 ITは、データまたは情報を保存、取得、送信、および操作する能力を指します。

項目 OT IT

定義 	n 物理的なデバイス、プロセス、およびイベントの直接的な
監視または制御を通じて、変化を検知したり引き起こす

	n データまたは情報を保存、取得、送信、および操作する

対象 	n 物体 	n データ

活用産業例 	n 製造

	n エネルギーおよび公益事業

	n 運輸（鉄道など）

	n すべての産業

ビジネスの目標 
（優先度順）

	n（従業員と顧客の）安全性

	n 可用性

	n 完全性

	n 機密性（プロセス、IPの形成）

	n 機密性（財務、顧客、パートナー、IPデータ）

	n 完全性

	n 可用性
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項目 OT IT

ビジネスとの関係性 	n ビジネスそのもの（収益を生む） 	n ビジネスをサポート（コストセンター）

動作環境 	n 制御された環境や分散した環境を含む：熱、低温、 
湿気、振動、電気的干渉にさらされる場合がある

	n データセンター内や他の制御された環境

サイバー攻撃の影響 	n 人命の喪失、負傷、環境破壊の可能性

	n 即時的な、時間あるいは分単位で増加する多額の収益損失
（組み立てラインの停止など）

	n 経済への悪影響

	n 国の安全保障上のリスク

	n サプライチェーンの破壊

	n 電力や水道などの公共サービスの停止

	n 生産活動や事業オペレーションの中断または完全停止

	n ブランドへのダメージ

	n 法規制に基づく罰金

	n 知的財産の損失または盗難

	n 事業オペレーションの中断

	n ITに対するサイバー攻撃の影響で発生する時間あたりの 
収益損失は、通常 OTに比べて少額

	n データの損失または盗難（PII：個人情報、財務データ、
IP）

	n 顧客の信頼の喪失

	n ブランドへのダメージ

	n 法規制に基づく罰金

	n ビジネスの喪失（小売業などの業界では解約率が高い）

標準 	n 標準と専有テクノロジー：シリアルプロトコルや他のレガ
シープロトコル。標準に基づくアーキテクチャへ進化しつ
つあり、その結果混在型の環境になっている

	n オープン：Ethernet、IP

ソフトウェアの変更、
パッチ、メンテナンス

	n 不定期 / 年 1回程度：リスクが増大

	n 変更はベンダーが実施（リモートアクセスを利用、 
セキュリティや監査を迂回）

	n 高頻度 / 週次の実行を推奨

	n 変更は ITチームが実施

プロセッサの 
総処理能力

	n 制約があり、旧式のプロセッサが 
使用されているケースが多い

	n 要件に基づき実装時に設計され、 
必要に応じてアップグレードできる

	n 処理能力を容易に強化可能

システムの 
ライフサイクル

	n 以前は 20～ 30年だったが、今日では OTと ITの 
統合によって短縮すると見込まれている

	n 3～ 5年

システムの可用性 	n 極めて高い 	n 多くの場合、低～中程度

表 1：OTと ITの比較

OT関連の用語解説

OT、産業用制御システム（ICS）、および監視制御 / データ収集（SCADA）システムは、多くの場合同義で使用されます。ICSは OTのサブセッ
トであり、SCADAは ICSのサブセットです。SCADAは、高レベルのプロセス管理に使用するグラフィカルユーザーインタフェースとし
て定義されています 10。SCADAの歴史は、電気、天然ガス、管水路などの分散型アプリケーションに端を発しています。図 1は、OTシ
ステムの要素の基本的なトポロジーを示しています。
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図 1：OTの基本要素

OTと ITの進化

OTと ITはそれぞれ異なる目的で設計されたものですが、その基
礎となるバイナリの概念（オンとオフ、0と 1、負と正）は同じです。 
オンとオフは、機械制御の最も単純な形です。0と 1は最も単純
な情報の単位です。ただし、単純さには力があります。2進法の 0
と 1はコンピューティングの基礎であり、事実上すべての知識を
コード化できます 11。OTと ITは同じバイナリの概念に基づいて、
互いに似たような形で進化してきました。

機械時代

OTと ITは、数世紀にわたって機械によって推進されていました。
OTの機械制御としては、紀元前 250年のエジプトの水時計や、
1788年にジェームズ・ワットが発明した蒸気エンジンの遠心調速
機などがあります 12。

ITの機械時代のデバイスとしては、1世紀に日食を予測した古代
ギリシャのコンピュータ / 時計や、1645年に発明され四則演算を
すべて実行できた機械式計算機などがあります 13。

電気時代

ITは、1941年に世界初のプログラム可能なコンピュータである
Zuse Z3が完成したときに電気時代に入りました。ITのデジタル
時代には、1953年にマンチェスター大学で運用が開始された最初
のトランジスタコンピュータが含まれます 14。

OTの電気時代は継電器（リレー）、つまり手動で組み立てられた論
理スイッチに象徴されます。この継電器によって、1900年ごろか
ら 1920年代にかけて、産業機器の自動化が初めて実現されました。 
継電器は電磁石を基盤としており、1830年代に開発されました。
継電器の最初の使用事例の 1つは、電信信号増幅器です。

ヒューマンマシンインタ
フェース（HMI）：プロセ
スデータが表示される、人
間のオペレーター用ワーク
ステーション。オペレー
ターは、HMIを通じてプロ
セスの監視と制御を実行し
ます。

主端末装置（MTU）また
は SCADAマスター：さま
ざまなデバイスからのすべ
てのデータ収集を担当し、
プロセス全体を制御する
コンポーネント。

プログラマブルロジックコントローラ
（PLC）：専用のリモート端末装置（RTU）
より経済的で用途が広く、柔軟で設定
も変更可能なことから、屋外用デバイ
スとして使用されることがあります。
ただし、PLCデバイスの多くは壊れ
やすいことで知られており、頻繁にス
キャンしただけで故障してしまう場合
もあります。

フィールドセンサー / アクチュエーター：
変化の監視と実行のための物理的なデ
バイスおよびプロセス（ジェネレー
ター、パイプライン、ファン、ロボッ
ト）上、またはその近くに配備される
センサー、モニター、アクチュエーター、
および他のテクノロジーを含んでいま
す。これらのコンポーネントは、RTU
および PLCとともに、非公式に「産業
分野向け IoT (IIoT)」と呼ばれることが
あります。この用語は製造業界と関連
して使用されます。

安全計装システム（SIS）
（図中には非掲載）：ICS、
DCS、および SCADAシス
テムの動作が機械安全の
限界を外れ始めた場合に、
フェイルセーフのための最
終手段としてこれらのシス
テムをオーバーライドする
ためのシステムです。SIS
は、制御システムの他の要
素が故障した場合や誤った
指示を出した場合に、修正
措置を提供します。

シリアル通信プロトコル（図中には非掲載）：通信チャネルまたはコンピュータバスを
通じて、データを 1ビットずつ順次送信するプロセス。多くは OTで使用され、ITで使
用される IPプロトコルとは異なります。IPプロトコルでは、7層の開放型システム間
相互接続（OSI）モデル内をパケットが伝送されます。

リモ
ート
端末
装置
（RTU）

主端
末装
置 

（MTU）

ヒュ
ーマ
ンマ
シン

 

イン
タフ
ェー
ス 

（HMI）

プロ
セス
ネッ
トワ
ーク

制御
ネッ
トワ
ーク

フィ
ール
ド 

ネッ
トワ
ーク

オペレーター

バルブ

ファン

ポンプ

RTU：センサーに接続してその信号を
デジタルデータに変換し、そのデータ
を監視システムに送信します。
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継電器は、低出力の信号をコイルを通じて流し、高出力の信号を制御する接点を動かします。後年の継電器は、可動部品のないソ
リッドステート式になりました。継電器は手作業で組み立てられ、その多くは通常のプロセスを稼働させるために必要であるため、
変更の実装には多額のコストがかかりました。

デジタル時代

プログラマブルロジックコントローラ（PLC）は、ゼネラルモーターズ社が組み立てラインを制御するために継電器より効率的な
代替手段を求めた結果、1968年に開発されました。PLCはデジタルのため、数日ではなく数分で変更が可能です。また、過酷な
環境における耐久力もあります。初期の PLCの 1つは、自動車組み立てラインで 20年間持ちこたえました 15。

PLCは、数十の入力と出力（I/O）を処理する小型のモジュール式装置から、数千の I/Oを処理する大型のラックマウント型装置ま
でさまざまな種類があり、多くの場合、他の PLCや SCADAシステムとネットワークで結ばれています。

OTと ITの統合が進行している理由

デジタル技術が進歩するにつれて、ITソリューションを OT運用に統合することで得られるメリットが大幅に増大しました。その
結果として、サイバー制御システムと物理制御システムの統合が進行しています。この統合によるメリットはすべての業界に及び、
デジタルトランスフォーメーションのスコアが上位 4分の 1の組織は、下位 4分の 1の組織と比較して、ほぼ 2倍の利益率と利益
を達成しています 16。

図 2は、新しいデジタル技術が OT環境において、意思決定の最適化、安全性と信頼性の向上、オペレーションの最適化、顧客エ
クスペリエンスの向上、および新たな価値の創造をどのように実現できるかを示しています。

取得 プロセス 配布

タブレット / スマートグラス

作業員がリアルタイムで遠隔地
の専門家と連携する / データベー
スを利用する

ウェアラブルデバイスと 
スマートデバイス

	n 作業員の位置、安全、作業状
況を監視する
	n 警告やインシデントの詳細を
受信する

デジタルサービスおよびオムニ 
チャネル小売業のエクスペリエンス

新しいデジタルサービスを提供し
価値を付加するための、顧客の行
動に関する優れた知見

センサーとインテリジェント
ツール

資産を監視し（異常なパターン
や状態の検知など）、遠隔地から
の情報を送信する

統合オペレーションセンター / 
制御室

警告を受信して診断を実行する

リアルタイム分析

調査データと統合サプライ
チェーンの注文部品に基づいて
メンテナンスの必要性を判断し、
作業の優先度と労働力の割り当
てを判断する

燃料効率

作業要件と気象システムに基づい
て、経路の選択を最適化し、スピー
ドを調節し、許容アイドルタイム
を決定することで、輸送用燃料お
よび排出物を最小限に抑える

図 2：バリューチェーンのデジタル化における選択肢とメリット：IPセンサーからドローンまで、新しいデジタル技術は OT環境に価値を付加可能

サイバーセキュリティのトレンド：OTに対する脅威

物理的な装置の制御が大規模なコンピュータネットワークに接続すると、デジタル攻撃対象領域が拡大するため、サイバー攻撃者が新し
い方法で産業界の組織に侵入できるようになります。その結果、侵害がより頻繁に起きることになります。ICSを使用している 10社のう
ちほぼ 9社がシステムの侵害を経験しており、10社のうち 6社は昨年に侵害を受けています。これらの組織の多くは、パートナーや ITネッ
トワークに自社の OTシステムに対して高いレベルのアクセス権を与えており、そのことがリスクを大きくしています 17。

ドローン / カメラ

現場を調査して写真や動画を共
有 / 倉庫から遠隔地に部品を配
送する
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OT環境がどのように攻撃されて損害を被るかを示す代表的な
例を、以下に示します。

ドイツの製鋼所が設備に甚大な損害を被る

ドイツ政府のレポートによると、2014年に起きたドイツの
製鋼所に対するサイバー攻撃は、従業員がスピアフィッシン
グメールを開いてリンクをクリックしたことで始まりました。
マルウェアがダウンロードされて攻撃者が工場のビジネス
ネットワークに侵入できるようになり、最終的に工場を制御
する OTシステムに侵入しました。使用された戦術の詳細は
特定されていません。OT環境に侵入した攻撃者は「多数」の
システムを侵害し、産業制御システムの専門知識が豊富であ
ることを見せつけました。レポートでは、「個々の制御コンポー
ネントやシステム全体の故障が累積していった」ことがわかっ
ています。その結果、この製鋼所は「溶鉱炉を通常の方法で
シャットダウンすることができなくなり」、最終的に「システ
ムに甚大な損害を被った」ことが報告されています。攻撃者
の正体も動機も、依然として判明していません 18。

マルウェアが世界中の大企業の業務を停止させる

2017年 7月に、おそらく国家の支援を受けたと思われる
NotPetyaというマルウェアがウクライナで出現し、数時間の
うちに世界中の膨大な数のマシンに感染して、ITシステムの
マスターブートレコードを破壊していきました。NotPetyaは、
多くの企業がまだパッチを適用していなかったWindowsの脆
弱性を悪用しており、そのエクスプロイトをシステムのメモ
リから抜き出した認証情報と組み合わせて、隣接する他のシ
ステムに次々と侵入していきました。さらに、2つのテクニッ
クによって「これまでで最も速くマルウェアを拡散させた」と、
WIRED 誌のセキュリティ研究者は語っています 19。NotPetya
は、その攻撃が収束するまでに世界的に有名な船会社や製薬
会社をはじめとする多数の企業で OTをシャットダウンさせ
ており、NotPetyaによる損害の総額は 100億ドルに上ると
推定されています 20。

米国電力網の 24ヵ所もの施設が、国家的な支援による 
侵入を受ける

ウォール・ストリート・ジャーナルの調査によると、セキュ
リティの専門家の間では、2016年から 2018年にかけて、米
国の電力網を支える 24ヵ所もの施設が、国家的な支援を受
けた破壊工作を企てるチームによる侵入を受けたと考えられ
ています 21。攻撃者はこれらの施設を正面から攻撃する代わ
りに、施設と取引がある何百もの請負業者や下請け業者にア
プローチしました。それらの業者が外国の諜報員の標的にな
るとは疑いもしないとわかっていたからです。攻撃者は、施
設のエンジニアが閲覧するサイトにマルウェアを仕込んだり、
感染した添付ファイルを付けた偽の履歴書を送りつけるとい
う戦略を採りました。ハッカーはその後、なりすましや策略
を用いてユーザーの認証情報を盗みました。

連邦捜査局（FBI）は、攻撃者の足跡を逆にたどって潜在的な
被害者に警告を発するために、捜査を実施しました。FBIの
捜査によって、ハッカーの標的には軍や戦略防衛施設、そし
て公共施設に産業制御システムを提供している企業が含まれ
ていたことが判明しました。攻撃者は、認証情報を入手する
と施設の社内ネットワークに侵入し、そこを足掛かりとして、
電流を監視 / 制御している OTネットワークに侵入しようと
試みました。この攻撃の重要なステップは、ITネットワーク
と OTネットワークの間にあるギャップを越えることでした。
この 2つは接続されていない場合があり、接続されていても
その接続が保護されているからです。

ハッカーは、いくつかの施設で「ジャンプボックス」という
形の橋を見つけました。ジャンプボックスは、技術者が 2つ
のネットワーク間を行き来できるようにするシステムです。
ジャンプボックスに適切なセーフガードが講じられていない
と、攻撃者がそれを利用して OTネットワークに侵入するこ
とが可能になります。米国国土安全保障省の ICSセキュリティ
責任者は、施設の経営幹部に対して、攻撃者がいくつかのケー
スで侵入に成功したと述べています。攻撃者は、この侵害に
よって一時的に停電を起こせるようになりました。米国政府
は、2017年 10月の勧告でこのハッキングキャンペーンにつ
いて警告しました。業界の専門家は、現在もいくつかのシス
テムにハッカーが植え付けたバックドアコードが残っていて、
命令を待っている可能性が高いと警告しています。

脆弱性の痕跡が、水道会社の制御システムへの攻撃を招く

ある水道施設で、過去 60日間にわたり OT環境内で説明の
つかないバルブとダクトの動きがあったことに、管理者が気
づきました。ベライゾン社の侵害ダイジェストレポートでは、
この組織を「Kemuri Water Company (KWC)」という仮名で
呼んでおり、ベライゾン社のチームが調査を開始しました 22。

KWCは複数の国に水を供給しており、その PLCの一部は飲
料水の安全を保つための化学薬品を調節しています。これら
の PLCが不正に操作され、流速と給水が乱されました。

正確には何が起きたのでしょうか。ベライゾン社の調査で見
つかった脆弱性の痕跡が、解明の糸口になりました。KWCの
Webアプリケーションサーバーのログに、ベライゾン社の
チームが以前調査した他の組織への攻撃に関わっていた IPア
ドレスが記録されていたのです。KWCは、二要素認証を必要
としないWebベースの決済アプリケーションを使用していま
した。そして、そのWebアプリケーションサーバーは、OT
環境を管理する AS400システムとケーブルで接続されていま
した。Webサーバー上の KWCの決済アプリケーション内に
は、AS400システム用の内部 IPアドレスと管理用認証情報
が平文で含まれている初期化（INI）ファイルがありました。
これは、決済アプリケーションに不正アクセスすることで、
AS400システム上の機密情報に直接アクセスできてしまうと
いうことを意味しており、明らかにそれが実際に起きたわけ
です。
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攻撃者は、決済アプリケーションのパッチ未適用の脆弱性を悪用し、個人情報（PII）を含む 250万人分の顧客レコードを抜き出
しました。さらに、AS400システムを侵害して KWCのバルブおよび水流制御アプリケーションを 4回にわたって不正操作しまし
た。幸いなことに、バルブおよび配管インフラストラクチャの警告機能の働きにより、KWCは改変を特定して元に戻し、顧客へ
の影響を最小限に抑えることができました。

上記の 4回の攻撃には、他の OTへの攻撃と共通する以下のような類似点がありました。

日付 サイバー攻撃の
名称

Industry 発生場所 影響 必要な防御手段

2018 TRITON23 エネルギー 中東 Schneider社を標的にしたマルウェア
攻撃の結果、石油化学工場の安全シス
テムがシャットダウンした

ITネットワークと OTネットワークの
間のセグメンテーション、トラフィッ
クの可視化、脅威分析

2017 WannaCry24 製造業

銀行

政府機関

医療機関

全世界 Microsoftのサーバーメッセージブ
ロック（SMB）プロトコルが悪用され、
データが暗号化されて 300ドルの身
代金が要求された。大手航空宇宙メー
カーの生産システムを含む、世界中の
200,000台のシステムが影響を受けた

パッチ、セグメンテーション、高度な
脅威保護

2015 Industroyer25 エネルギー ウクライナ フィッシングメールがマルウェアを植
え付け、偽装したデータが停電を引き
起こして 250,000人が影響を受けた

セグメンテーション、トラフィックの
可視化、脅威分析、ユーザーとデバイ
スのアクセス制御

2013 New York Dam 
Attack26

治水 米国 イランのハッカーが携帯電話モデムを
使用してダムの指揮制御システムを侵
害したという申し立て

セグメンテーション、ユーザーとデバ
イスのアクセス制御

2010 Stuxnet27 エネルギー イラン、 
その後拡散

感染した USBメモリが、標的（核物
質を生産するための遠心分離機）を見
つけて破壊工作をするための、ゼロデ
イ脆弱性を利用したワームを仕込んだ

セグメンテーション、トラフィックの
可視化、脅威分析、リムーバブルメディ
アを制御するためのポリシー

表 2：公表された OTへのサイバー攻撃の例

OTへのサイバー攻撃から学ぶべきこと

	n 従来、OTは隔離されていたためセキュリティは最優先事項では
なく、多くの OT環境には基本的なセキュリティ対策が実装さ
れていませんでした。ベストプラクティスを取り入れるために、
安全とセキュリティを組織全体に浸透させる必要があります。

	n ITと OTの文化的なギャップによって、組織内で安全および 
セキュリティ上のリスクが生じます。特に、OTと ITが分離さ
れている組織の方が、サイバー攻撃が成功しやすい傾向があり
ます。

	n OT環境ではセグメンテーションが一般的ではありませんが、不
十分なセグメンテーションは最も悪用されている脆弱性です。
特に、ITネットワークと OTネットワークの間の不適切なセグ
メンテーションは大きなリスクです。さらに、マルウェアの拡
散を遅らせる現実のセグメンテーションがないため、ITに対す
るマルウェア（ランサムウェア、ワームなど）が OTシステム
に侵入して横方向に展開していきます。

	n 攻撃者が OTの破壊工作に関する専門知識を身に付けつつあり
ます。彼らは、OTのプロトコルや機器に侵入するために設計さ
れた専用のツールセットを開発、販売、購入しています。

	n 国家は最大の脅威アクターであり、世界的な損害を生じさせる
能力を持っています。

	n セグメンテーションの欠如は最も悪用されている脆弱性であ
り、特に ITネットワークと OTネットワークの間の不適切なセ
グメンテーションやセグメンテーションの欠如は大きなリスク 
です。

	n スピアフィッシング、侵害されたエンドポイント、盗まれた認
証情報は、よく使用される攻撃ベクトルです。これは、二要素
認証、従業員のセキュリティ教育、侵害指標（IOC）を見張る
継続的なシステム監視の重要性を裏付けています。
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フォーティネットの OT / IT向けサイバーセキュリティソリューション

OT環境のセキュリティの確保は、最初は困難に思えるかもしれませんが、それによってリスクが徐々に減災されていきます。環
境のセキュリティ確保は長い道のりですが、その目的地を常に頭に置いておくことが重要です。この場合、目指すべき最終的な状
態は、OTと ITの全体にわたって、あらゆる形の脅威に対応できるように最適化された環境です。

セキュリティ上のさまざまな課題を解決するためには、それぞれ最善の単機能セキュリティソリューションを導入することが一般
的です。しかし、単機能のセキュリティソリューションは統合されておらず、それぞれが単独で動作します。その結果、図 3のよ
うにセキュリティが複雑になり、管理が難しくなります。

必要なのは、異なるセキュリティソリューション間を結ぶ通信基幹です。フォーティネット セキュリティ ファブリックは、図 4に示す
ように次の機能を提供します。

	n 広範な可視化：デジタル攻撃対象領域全体をカバー

	n 統合された保護：すべてのデバイス、ネットワーク、アプリケーションをカバーし、高度な脅威に関するグローバルなインテリジェン
スを共有

	n オペレーションとレスポンスの自動化：機械学習を活用

	n 管理の簡素化：単一の画面から管理

その結果として実現されるセキュリティアーキテクチャは、デバイスとワークロードの継続的な信頼性評価を実行し、その評価がネット
ワーク構成の変更として動的に反映されます（図 5を参照）。

図 3：OTと ITのセキュリティを統合する必要性：ポイント製品によるセキュリティアプローチでは、ITおよび OT環境内にさまざまな製品が混在するため、 
複雑さが増し、管理が難しく、セキュリティギャップが生じます。単一の統合ソリューションを使用すると、管理が簡単になって複雑さが軽減されます。

図 4：OT / IT向けのフォーティネット セキュリティ ファブリック：フォーティネット セキュリティ ファブリックは、攻撃対象領域全体を幅広く可視化し、 
グローバル / ローカルの脅威インテリジェンスを共有する統合された保護を実現し、オペレーションとレスポンスを自動化します。

単機能製品採用の 
アプローチからの移行

整理統合された 
アプローチへ 管理の簡素化

複雑さの軽減

包括的な統合セキュリティ

ネットワークセキュリティ

マルチクラウドセキュリティ

デバイス、アクセス、 
アプリケーションのセキュリティ

オープンエコシステム

セキュリティオペレーション
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セキュリティ ファブリックによる OT向けのセーフガード

フォーティネット セキュリティ ファブリックは、OT環境におけるデバイスの認証と分類によってネットワークを可視化します。
他のセキュリティソリューションとは異なり、スキャンなしで可視化を実現します。多くのOTネットワークは特に繊細で、スキャン
による悪影響を受ける可能性があるからです。

セキュリティ ファブリックは、その代わりにリアルタイムでデバイスを検知して分類し、それらのデバイスの振る舞いに基づいて
リスクプロファイルを構築します。その後、デバイスを動的にデバイスグループに割り当てて、適切なポリシーをセキュリティデ
バイスおよびネットワークセグメントに配信します。環境を可視化することで、セキュリティ ファブリックはインテント ベース
ド セグメンテーションをセキュアなネットワークゾーンに発展させることができます。セキュリティ ファブリックは、継続的な
信頼性評価によって動的に更新されるカスタムポリシーを適用することで、ゾーンを保護します。これによって、ネットワークが
各 OTデバイスのリスクプロファイルに基本的な権限を自動的に付与して強制することが可能になり、重要システムの完全性を犠
牲にすることなく、データの重要な配布と収集を行えるようになります。

さらに、統合ファブリックアプローチによって、セキュリティデバイスおよびセグメント間でインテリジェンスを一括して相関付
けることが可能になります。フォーティネット セキュリティ ファブリックは、異常な振る舞いをすばやく特定し、ネットワーク
オペレーションセンター（NOC）またはセキュリティオペレーションセンター（SOC）へと指定どおりに警告を送信します。この
レベルの応答性が可能になるのは、各デバイスが互いに情報を確認し共有できる場合だけです。セキュリティ ファブリックは、侵
害された可能性があるデバイスを自動的に隔離してインシデントを封じ込め、状況に応じてレスポンスを実行することができます。
OT環境においては、生産に影響を与えずに監視、検知、警告を行うように構成することができます。

図 5：デジタルトランスフォーメーションのセキュリティのフレームワーク：ネットワーク内の複数のポイントからの継続的な信頼性評価によって、 
より迅速な検知とレスポンスの自動化が可能になり、リスクの減災に要する時間を最小化できます。

図 6：フォーティネット セキュリティ ファブリックが OT組織と IT組織の統合を実現：グローバル / ローカルで脅威インテリジェンスを共有する 
統合セキュリティソリューションが実現する幅広い可視化は、IT環境と OT環境を抱える組織にセキュリティの基礎を提供します。OTセキュリティの 

さまざまなニーズとそれに対応するフォーティネット製品のリストについては、付録を参照してください。

攻撃対象領域を 
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検知
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プライベートク
ラウド、パブリッ
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保護
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よって、ハイブ
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ティ環境におけ
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な通信が実現さ
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安全でインテリ
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含む、多層型の
セキュリティ

強力な統合型の
セキュリティお
よびログ管理と
インシデント / 
イベント管理に
よって、プロア
クティブなリス
ク管理アプロー
チを実現

検知と保護機
能を向上させる
集中管理とコン
プライアンスを
目的とした、自
動化によって実
行されるネット
ワークオペレー
ション

REST API が、
ファブリック レ
ディ パートナー 
ソリューション
ではない多様
なセキュリティ
ツールを容易か
つ迅速にセキュ
リティ ファブ
リックに接続

Web、Eメール、 
ネットワーク、
または個人の
ストレージから
エンドポイント
に配信された
悪意のあるオブ
ジェクトを検知
してブロック

アプリケーション 
セキュリティ

セキュリティ 
オペレーション

ファブリック 
API

マルチクラウド 
セキュリティ

セキュア 
アクセス

ネットワーク 
オペレーション

ファブリック 
コネクタ

ネットワーク 
セキュリティ

エンドポイント 
セキュリティ
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図 7：FortiGuard Labsのセキュリティサービス：FortiGuard Labsは 200人以上の専門家を擁し、 
社内および特許取得済の技術を使用して、セキュリティサービスをリアルタイムで提供しています。

フォーティネットの OTに関する専門知識

フォーティネットは、10年以上にわたってエネルギー、防衛、製造、食品、運輸などの分野で、重要なインフラストラクチャの
OTシステムの保護に取り組んできました。フォーティネットのセキュリティアプライアンスは、極度の熱、低温、振動、電気的
干渉にさらされる屋内外で問題なく動作するように、耐久性を向上させてきました 28。

OTに関する主な差別化要因の 1つは、FortiGuardの産業用セキュリティサービスです。このサービスは、継続的なシグネチャの
更新によって一般的な OTプロトコルのほとんどを識別、監視して、きめ細かい可視性と制御を実現します 29。主要な OTメーカー
のアプリケーションとデバイスでは、脆弱性の不可的な保護も提供されます。この組み合わせによって、OTネットワーク上のゾーン
間のトラフィックの高度なアプリケーション制御と、FortiGate次世代ファイアウォール（NGFW）による既知の脆弱性のエクス
プロイトの検知が可能になります。OT環境は、パッチの適用が最小限または定期的であることで知られています。したがって、
既知の脆弱性を悪用した攻撃を検知してブロックできることが重要です。

FortiGuard産業用セキュリティサービスを通じて配信されるインテリジェンスは、世界中のFortiGuard Labs開発チームから提供さ 
れます。このチームでは、200人以上の研究者が高度な脅威に対抗するリアルタイムの保護の提供に従事しています（図7を参照） 30。 
この豊富な実績を備えたチームは、世界中に配備された 300万近いセンサーとハードウェアからの絶え間なく流れてくるデータを
徹底的に調べます。このネットワークは、最新の脅威インテリジェンス、戦略的な世界中のセキュリティ機関や主要なテクノロジー
パートナー、および世界中の各種サイバーセキュリティアライアンスのメンバーの独自調査結果を組み合わせます。これらすべて
の情報がフォーティネットの各アプライアンスにフィードバックされ、ゼロデイ脅威、ボットネット、ウイルス、その他の悪意あ
るエクスプロイトに対抗する最新の保護を提供します。

OTのセキュリティのトランスフォーメーションを計画する組織は、自社の OTシステムがすでに侵害されていると想定している場合があ
ります。攻撃者が制約をほとんど受けず権限を昇格させることができる環境においては、攻撃開始を待つ隠れたマルウェアが存在する可
能性を前提として計画を立てることが賢明です。

OTセキュリティチームは、このような前提に基づくことで、重要で価値の高い OT資産へのアクセスを特定して無害化するための、より
プロアクティブなアプローチを実装できます。これらの前提には、通常の範囲から外れたアクションをすばやく認識するプロセスを促進
する機能もあります。プロアクティブなセキュリティは、環境に直接組み込む必要があります。次に、それによって何が起きるかについ
て詳しく見ていきましょう。

アンチウイルスサービス

アンチスパム 
セキュリティサービス

アプリケーション 
制御サービス

Web 
セキュリティサービス

不正侵入 
防止サービス

データベース 
セキュリティサービス

Web 
フィルタリングサービス

IPレピュテーション 
サービス

脆弱性 
管理サービス
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ベストプラクティス 1： 
資産の特定、価値の分類、優先順位付け

セキュリティチームは、存在を知らない資産を守ることはで
きません。その結果、多くの組織では重大なセキュリティ
ギャップが生じています。82%の組織は、自社のネットワー
クに接続しているデバイスをすべては特定できていないので
す 31。

OTのセキュリティ態勢を改善するための最初のステップは、
ネットワーク上で稼働しているデバイスとアプリケーション
の最新のインベントリを把握することです 32。それにはまず、
オンプレミスに配備した FortiGate NGFWまたは FortiNAC
アプライアンスを使用してネットワークトラフィックをパッ
シブに監視し、ネットワーク上のデバイスを特定してその特
性と振る舞いに基づいてプロファイリングします。その結果、
以下の情報がレポートされます：

	n 高リスクのアプリケーションを指摘

	n アプリケーションの脆弱性の重大なエクスプロイトを検知
して特定

	n マルウェア、ボットネット、および侵害された可能性があ
るデバイスの兆候を特定

	n ネットワーク上のデバイスとアプリケーションの最新の
インベントリは、セキュリティアーキテクチャを計画する
ための基礎となります。それによって、組織のニーズに基
づいたベストプラクティスの採用が可能になります。

ベストプラクティス 2： 
ネットワークをセグメント化する

OTのセキュリティ態勢を改善するには、多くの場合ネット
ワークのセグメンテーションが重要なステップとなります。
ネットワークのセグメンテーションは、OT環境の保護に最も
効果的なアーキテクチャの概念の 1つです 33。

その概念とは、ネットワークを一連の機能セグメント、つま
り「ゾーン」（サブゾーンやマイクロセグメントを含む場合が
あります）に分割して、各ゾーンには認証されたデバイス、
アプリケーション、およびユーザーだけがアクセスできるよ
うにするというものです。ゾーンの定義と適用は、ファイア
ウォールで行います。また、重要なデータとアプリケーション
が複数のゾーン間を移動するためのチャネルとなる導管も定
義されます。

このゾーンと導管の設計モデルは、侵入リスクを大幅に低減
します。また、攻撃者による水平（ラテラル）方向の移動が
制限されるため、侵害による影響も抑制されます。ユーザー
やデバイス毎に個々のゾーンで実行可能な操作を承認するこ
とにより、稼働領域をそのゾーンに限定できます。

インテント ベースド セグメンテーションは動的

ゾーンと導管というモデルは、静的ではなく動的でなければ
なりません。これによって信頼性評価が進化するからです。
従来のセグメンテーションでは、ユーザー、デバイス、アプ
リケーションに対して、変化しない静的な信頼値が想定され
ます。実際には、これらすべての要素の信頼性は、通常の業
務の変化や進化し続ける脅威の結果として頻繁に変化します。

このため、フォーティネットは動的なインテント ベースド 
セグメンテーションを採用しています。動的なセグメンテー
ションでは、信頼レベルを継続的に監視し、その状況に応じ
てセキュリティポリシーを適用するという、きめ細かいアク
セス制御を行います。組織は、その保存場所に関係なく（オン
プレミスかマルチクラウドかに関係なく）、ネットワークおよ
びインフラストラクチャ資産を適切にセグメント化すること
ができます。高性能で高度なセキュリティによって重要な IT
資産が隔離されるので、フォーティネット セキュリティ ファ
ブリックの分析機能と自動化機能を使用して脅威をすばやく
検知して防ぐことができます。アクセス制御は、信頼性評価
情報を継続的に収集する外部の信頼性データベースに対して
クエリを実行することで、信頼レベルの変化に応じて自動的
に変化します 34。

図 8：セグメント化された ITネットワークと OTネットワーク：FortiGate NGFWは、ネットワークをセグメント化してゾーンに分割し、 
OTプロトコルと ITプロトコルのどちらを使用しているトラフィックについても分析と制御を可能にします。
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インテント ベースト セグメンテーションが不可欠な 
OTネットワーク

ネットワークの侵害が発生した場合、インテント ベースド セ
グメンテーションは攻撃者の移動と影響を制限します。従来
の OTネットワークは、この制限する能力が欠けていました。
特に、ITネットワークとの間にエアギャップがある OTネッ
トワークではそれが顕著でした。一部の OTネットワークに
は暗黙の信頼があり、1人の管理者のラップトップからネット
ワーク内のすべての PLCを制御することが可能です。

OTネットワークをセグメント化することで、攻撃にさらされ
る領域を最小限に抑制できます。このため、セキュリティ標
準 ISA / IEC-62443（以前の ISA-99）で説明されているように、
セグメンテーションが OTのセキュリティを確保するための
推奨ベストプラクティスとなっています 35。これらの規格は、
国際計測制御学会（ISA）によって ISA-99として策定された
後、対応する国際電気標準会議（IEC）の標準に合わせて番号
が 62443に変更されました。

OTネットワークはどのようにセグメント化するべきでしょ
うか。これには、ISA / IEC-62443標準が実践的なガイドに
なります。各ゾーンに対して、0から 4までのセキュリティ
レベルを割り当てることができます（0が最低、4が最高の
レベル）。また、ユーザーやデバイスの認証済 IDに基づいて、
それぞれのゾーンと導管に厳格なアクセス制御を適用します。

ゾーン / 導管戦略とインテント ベースド セグメンテーション
の機能は、フォーティネットの NGFW、特に内部セグメン
テーションファイアウォール（ISFW）によって実現できま
す 36。境界ファイアウォールの目的は境界を守ることですが、
FortiGate ISFWは内部ネットワーク上の複数のポイント間に
配置され、トラフィックのパケットを分析します。

ISFWには、以下のような機能があります。

	n 認証、ユーザー、デバイスの制御

	n 侵入の検知と防止

	n 許可 / 無許可のアプリケーションの調査と制御

	n アンチウイルス / アンチマルウェアによる保護

	n その他のカスタマイズ可能なセキュリティポリシー機能

	n 必要に応じてトラフィックのロギングおよびパケットキャ
プチャの記録機能

FortiGate ISFWは、悪意のあるファイル、アプリケーション、
およびエクスプロイトから保護します。さらに、ネットワー
クの速度を落とすことなく、その可視性と保護をマルチギガ
ビットの速度で提供します。

ベストプラクティス 3： 
トラフィック分析による脅威と脆弱性の検知

OTネットワークをファイアウォールでゾーン、セグメント、
および導管に分割した後は、ネットワークトラフィックを分
析して既知 / 未知の脅威を検知することが重要です。

そのための第 1の要件は、トラフィックを可視化することで
す。フォーティネットの管理 / 分析ソリューションは、その
機能を提供します。このソリューションは、以下に示すフォー
ティネット セキュリティ ファブリックの中核的な構成要素か
ら送信される情報を統合します。

	n FortiManager：デバイスとポリシーの管理

	n FortiAnalyzer：レポート生成と分析

図 9：既知 / 未知の脅威を検知するトラフィックインスペクション：フォーティネットの管理 / 分析ソリューションは、 
トラフィックを分析してネットワーク内の全デバイス間でのリアルタイムの警告の拡散と脅威へのレスポンスを可能にします。

FortiSIEM

FortiManager

FortiAnalyzer

FortiClient

FortiSandbox
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	n FortiGate NGFW：制御およびセキュリティポリシーの実施

	n FortiClient：高度なエンドポイント保護

	n FortiSandbox：高度な持続的脅威保護

	n FortiSIEM（Security Incident and Events Management）：
IT環境と OT環境の全体をカバーする（サードパーティの
構成要素も含む）モデルと記録の作成

FortiSIEMは、ネットワークに接続されたデバイスをすべて
自動的に検知することで（一時的に接続された後に取り外さ
れるデバイスや、接続場所を移動するデバイスも含む）、ネッ
トワークを可視化します。FortiSIEMは基準を確立し、変化
を継続的に監視します。

図 10：フォーティネットの産業用セキュリティサービスがサポートする OT：フォーティネットの産業用セキュリティサービスは 
継続的に更新されるシグネチャを FortiGate NGFWに提供します。FortiGate NGFWは、それに基づいて 

きめ細かいサイバーセキュリティおよび制御を提供し、ICSの既知の脆弱性への攻撃を試みるエクスプロイトを検知します。

フォーティネット産業用セキュリティサービスは、可視化を
実現するだけでなく、主要 ICSメーカーのアプリケーション
とデバイスの脆弱性に対する付加的な保護を提供します。継
続的に更新されるシグネチャと脆弱性保護データに基づいて、
FortiGate NGFWは既知の脆弱性を悪用しようと試みるエク
スプロイトを検知することができます。OTデバイスの多くは
パッチが適用されずに稼働しているため、このようなエクス
プロイトを捕捉して防止できる能力（事実上の「パッチ」）が
極めて重要です。

FortiClientは、FortiGate NGFWと連携してすべてのエンド
ポイントデバイスを可視化します。FortiClientは、脆弱性が
検知されると OT環境内で警告をトリガーします。IT環境で
は、警告だけでなく脆弱性にパッチを適用する、あるいは脆
弱性を遮断して、不正なデバイスを隔離することもできます。
さらに、ポリシーベースの自動化機能により、脅威の隔離と
感染の制御が即座に自動実行されます。インテリジェンスは、
フォーティネット セキュリティ ファブリック ネットワーク
全体で共有されます。

また、ITおよび OTネットワークの構成管理データベース
（CMDB）を構築し、状況に応じた認識情報をネットワーク全
体に提供します。

OTネットワーク内のトラフィックは、FortiGuard産業用セ
キュリティサービスを FortiGate NGFWと統合することで可
視化されます。FortiGuard産業用セキュリティサービスは
NGFW上のシグネチャを継続的に更新します。NGFWは、そ
れによって一般的な ICS / SCADAプロトコルのほとんどを特
定、監視できるようになります。（一般的なプロトコルとサポー
ト対象アプリケーションの部分的なリストを図 10に示しま
す。さらに詳細なリストも用意されています 37。）

20社のベンダーの高度なエンドポイント保護製品を対象に
NSS Labsが実施した第三者機関テストにおいて、FortiClient
はエクスプロイト、ドキュメント / スクリプトベースのマル
ウェア、そしてWeb上およびオフラインの脅威について、誤
検知のない 100%のブロック率を達成しました。FortiClient
は、このテストが始まった2017年と2018年に全体的なセキュ
リティの有効性が 97.3%であるという成績を達成し、定評の 
ある NSS Labsの「Recommended（推奨）」評価を獲得しま
した 38。

全体像を把握

ネットワークトラフィックは、単に可視化するだけでなく、
コンテキストの中でネットワークイベントとともに提示する
必要があります。ログ分析および SIEM製品のベンダーの多
くは、このコンテキストを手作業で提供するよう管理者に要
求し、セキュリティ警告と運用データを相関付けます。この
種の分析はすぐに陳腐化し、高い確率で人的エラーが発生し
ます。さらに、手を広げ過ぎた OTチームと ITチームにとっ
ては、ひどく時間を要する作業になります。

サポートされているプロトコルの一部 サポートされているアプリケーションとベンダー
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したがって、トラフィックはネットワーク内の他の関連デバ
イスからのデータと自動的に相関付ける必要があります。そ
の分析は、デバイス間の関係と基準の理解とともに提示する
必要があります。それを実現するために、フォーティネット
はインテリジェントなインフラストラクチャ、そしてアプリ
ケーション検知エンジンを開発しました。このエンジンは、
オンプレミスおよびパブリック / プライベートクラウドにお
ける物理と仮想両方のインフラストラクチャについて、デバ
イスやアプリケーションに関する予備知識が不要で、認証情
報だけを使用してトポロジーを検知し、マッピングすること
ができます。FortiSIEMの構成管理データベース（CMDB）は、
検索条件の中で CMDBオブジェクトを使用する、コンテキス
トを意識した高度なイベント分析を可能にします。

FortiManager 6.0の Fabric Viewダッシュボードには、この
データと他のデータに基づいた全体像、つまりセキュリティ
チームとネットワークオペレーションチーム両方の視点を統
一した全体像が表示されます。管理者は、組織のセキュリティ 
ファブリックに属するすべてのデバイスについて、このダッ
シュボードを通じて最新の正確なステータスを取得できます。
特に、セキュリティチームは FortiSIEM CMDBからの運用デー
タのフィードを使用し、セキュリティ警告および問題の範囲
を正確に評価することができます。オペレーションチームは、
Fabric Viewダッシュボードを使用して現在観測されているパ
フォーマンス低下や不規則性がセキュリティインシデントの
結果なのかどうかを即座に確認できます。その知見を得たオ
ペレーションチームは、ネットワーク資産の再構成や隔離を
求めるセキュリティチームの要求をよく理解できるようにな
り、合意に至りやすくなります。

フォーティネットの管理 / 分析ソリューションのファブリッ
クトポロジーは、ネットワーク内の全デバイス間でリアルタ
イムの警告拡散とレスポンスを可能にします。この機能と、
FortiGuard Labsからリアルタイムでフィードされるグローバ
ルなインテリジェンスによって、セキュリティチームは新しい
高度な脅威さえも特定してその場で阻止することができます。

レスポンスの自動化と効率化

通常、セキュリティインシデントの管理には、複数のステッ
プと複数の接点、つまりセキュリティアナリスト、内外の IT
サービス管理（ITSM）チーム、オペレーションチームが関わ
ります。対応に要する時間を最小限に抑えるために、フォー
ティネットの管理 / 分析ソリューションはワークフローのほ
ぼすべての部分を自動化します。

ITSMは、ワークフローの一部です。フォーティネットは、
さまざまな ITSMベンダーと協力して、各社のソフトウェ
アとフォーティネットの管理コンソールのシームレスな統
合に取り組んでいます。たとえば、FortiAnalyzerまたは
FortiSIEM内のセキュリティインシデントは、組織の既存の
ServiceNowセキュリティインシデントレスポンスシステム
へと自動的に送られます。ServiceNowプラットフォームか
ら作業する分析担当者は、インシデントを解決する方法を決
定し、カタログから対応を選択することができます。デバイ
スの構成を変更するレスポンスは、FortiManagerを通じて 

自動的に実装されます。これによって、対応に要する時間が
数日から数分まで短縮されます。

自動化によってプロセスが迅速化し、それらのプロセスがサ
イバー犯罪者の新しい行動パターンに基づき AIによって最
適化されます。フォーティネットの FortiGuard Labsは、監
視下での機械学習技術を使用して、FortiGuard AI自己進化型
脅威検知システムの開発とトレーニングを進めてきました。
FortiGuard AIは、脅威情報の収集、分析、および分類を自律
的に行い、その結果に基づいて極めて正確な防御用シグネチャ
を開発することで、それらの脅威を次々にブロックします。
その後、フォーティネット セキュリティ ファブリック全体に
シグネチャを拡散させます。これには、クリーンなファイル
と感染したファイルの相違点を定義する機能と、ゼロデイ脅
威を捕捉するシグネチャを開発する機能が含まれます。

ただし、予測分析だけでは不十分です。多くの悪意ある
サーバーが、すでに世界のどこかで被害を引き起こした後
で発見されているからです。FortiGuard IOC（Indicators of 
Compromise：侵害指標）サービスは、セキュリティアナリ
ストが高確率でコンピュータへの侵入を示すアーティファク
トに基づいて、リスクのあるデバイスやユーザーを特定する
のに役立ちます。IOCサービスは、世界中のさまざまなソー
スから収集された約 500,000項目の IOCを含むパッケージで
構成され、毎日 FortiAnalyzerおよび FortiSIEMデバイスに配
信されます。このグローバルな脅威インテリジェンスを活用
できるセキュリティアナリストは、ウェブログをスキャンし
て、現在悪意のあるサーバーであることがわかっているサー
バーとの過去の通信を特定することができます。さらに、オ
ペレーションチームと連携し、そのような通信による悪影響
を軽減することができます。

社内には、別の種類の重大な脅威が存在します。データ侵害
の 30%には組織内の人物が関与しており、怠慢や悪意によ
る行動をとっています。FortiInsightは、自動検知 / レスポン
ス機能によってユーザーとエンドポイントを継続的に監視し、
組織を内部関係者の脅威から保護します。FortiInsightは、機
械学習と高度な分析を活用し、コンプライアンスに違反した 
/ 疑わしい / 異常な振る舞いを特定し、侵害されたユーザーア
カウントに関する警告を発します。

高度な持続的脅威へのレスポンス

OTへの侵入のリスクが非常に高い今、まだ遭遇していない
攻撃に備えることは極めて重要です。そのようなケースでは、
侵入をただちに検知して拡散を封じ込め、影響を最小限に抑
えることが大切です。このプロセスで不可欠なのが、フォー
ティネットの高度な持続的脅威保護（Advanced Persistent 
Threat Protection）フレームワークの要となるコンポーネン
ト、FortiSandboxです。FortiSandboxは、従来のシグネチャ
ベースの防御では見逃されがちな高度な攻撃を検知して分析
します。悪意のあるコードを特定した FortiSandboxはリスク
評価を返信し、ローカルのインテリジェンスがフォーティネッ
トとサードパーティベンダー登録されたデバイスおよびクラ
イアントとの間でリアルタイムで共有され、新しい高度な攻
撃に対する修正および予防措置がとられます。
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より良い意思決定に反映できる計測可能なセキュリティ

フォーティネットのセキュリティソリューションが導入されているネットワークのオペレーションアナリストやセキュリティアー
キテクトは、結果の提示を頻繁に要求されます。彼らは、コンプライアンスの証明を求める要求や、セキュリティ態勢に関する明
確な情報を求める経営幹部からの要求に応える必要があります。さらに、経営幹部はほぼ全員が「自社はどの程度安全なのか」を
知りたがります。

セキュリティアーキテクトがこの質問に的確かつ効率的に回答するには、FortiAnalyzerのセキュリティレーティング機能が役立ち
ます。フォーティネットは、セキュリティ業界における豊富な経験を活かし、セキュリティの最も重要なベストプラクティスに基
づいた一連のテストを開発しました。これらのテストは、配備されたFortiGate NGFW上で繰り返し実行されます。テストの結果は、
セキュリティレーティングと呼ばれる会社全体の累積スコアと、解決すべき問題のリストという形で示されます（図 11を参照）。

セキュリティレーティングの経時的変化を追跡して傾向を示したり、さまざまなセキュリティ対策の投資利益率を提示することがで
きます。また、組織はセキュリティ制御に対するニーズとネットワークパフォーマンスに対するビジネス上のニーズとのバランス
をとる必要があるため、セキュリティレーティングはリスク許容度分析に有効なコンテキストを2つの形で提供することになります。

第一に、セキュリティレーティングのトレンドライン（図 11の赤線）を既知の脅威のタイムライン上に描画して、それらの脅威か
らの保護におけるデューデリジェンスを示すことができます。第二に、自社のトレンドラインを適切な業界平均トレンドライン（図
11の青線：FortiGuardサービスを通じて配信される）と比較することができます。これによって、組織のセキュリティ態勢に対す
る現実世界での評価が明らかになります。これは、組織の最高幹部や重役会にとって有用な測定値です。

図 11：フォーティネットのセキュリティレーティング機能：セキュリティレーティング機能では、ポイントインタイム分析、トレンド分析、業界平均との比較が可能です。

ベストプラクティス 4：ユーザーとデバイスによる 
アクセスの制御

デバイス、ユーザー、およびアプリケーションが OTネットワー
クセグメントにアクセスするには、認証を受ける必要がありま
す。セキュアな認証が不可欠です。OTに最も損害を与えたセキュ
リティ侵害の多くは、侵害されたユーザーアカウントとパスワー
ドが原因となって引き起こされ、不適切なレベルのアクセス権を
与えられたユーザーによって増幅されています。フォーティネッ
ト セキュリティ ファブリックでは複数のソリューションが連携し
て、誰および何がネットワークに接続しているかを検証し、その
アクセス権を適切なリソースのみに制限します。

誰が接続しているか

ユーザーが接続すると、FortiAuthenticatorがそのアイデンティ
ティを検証します。FortiAuthenticatorはユーザーのアイデン
ティティ情報の管理と保存を簡素化 / 一元化し、各ゾーンおよ
び導管にきめ細かいアクセス制御を適用します。また、Active 
Directory、RADIUS、LDAP、802.1X無線認証、証明書管理、お
よびシングルサインオン（SSO）とも統合されています。

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。FortiTokenはユーザーに対し
て、正しいユーザー名とパスワードだけでなく、適切なソフトウェ
ア / ハードウェアトークンを要求します。FortiTokenを使用する
ことで、ユーザーにとっても管理者にとっても二要素認証が簡単
になります。

Fortinet SSOは、フォーティネットに接続されたネットワーク
でセキュアなアイデンティティおよびロールベースのアクセスを
実現することで、時間を節約して生産性を大幅に向上させます。
Fortinet SSOは既存の Active Directoryまたは LDAP認証システ
ムとの統合を通じて、ユーザーの邪魔をしたりネットワーク管理
者の仕事を増やしたりせずに、企業ユーザーのアイデンティティ
ベースのセキュリティを実現することができます。

FortiAuthenticatorは、Fortinet SSOを土台として、さらに多くのユー
ザー識別手段と高い拡張性を付け加えます。FortiAuthenticatorは、
フォーティネットで守られた企業ネットワークに入る許可を与える
門番です。そのためにユーザーを識別し、サードパーティのシステ
ムからのアクセス権限を問い合わせて、その情報を FortiGateデバ
イスに伝達し、それらのデバイスがアイデンティティベースのポリ
シーを実施できるようにします。
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図 12：FortiGate、FortiAuthenticator、および FortiNACを使用して、ユーザー、デバイス、アプリケーション、 
およびプロトコルに対するロールベースのアクセス制御を実現

何が接続しているか

フォーティネット セキュリティ ファブリックは、ネットワークト
ラフィックを受動的に分析し、観測した特性と振る舞いに基づいて 
ネットワークの各構成要素を分析するとともに、脆弱性にパッチを 
適用するためにソフトウェアの更新が必要かどうかを指摘します。

セキュリティ ファブリック内における FortiNACの役割の 1つ
は、ネットワークのユーザーとデバイスを識別することです。
FortiNACはその後、重要なデータと機密性の高い資産を保護する
ために適切なロールベースのネットワークアクセスポリシーを実
装する一方で、社内、業界、および政府の法規制と義務へのコン
プライアンスを確保します。

ネットワークをさらに保護するために、FortiNACは要求に応じて
ポートをロックダウンします。デバイスやアプリケーションは、
許可を受けない限りアクセスできません。ポートは、ネットワー
クに接続しようとしているデバイスが認証されるまではそのデバ
イスをネットワークに接続しません。これによって、OTネットワー
クに追加されたデバイスはまず権限のあるスタッフによる承認を
受ける必要があるというポリシーを実施できます。

FortiNACは、動的なロールベースのネットワークアクセス制御
を使用して、アプリケーションと関連データを一緒にグループ化
して特定のユーザーグループのみにアクセスを限定するという方
法で、ネットワークセグメントを作成します。FortiNACは、70
社以上のベンダーのスイッチや無線製品に対してセグメンテー
ションポリシーの実装と構成の変更を行って、セキュリティ ファ
ブリックを拡張することができます。この方法によって、いずれ
かのデバイスが感染した場合も、ネットワークに感染が拡大した
り、他の資産が攻撃されたりするのを防ぎます。セキュリティ ファ
ブリックは権限のあるスタッフに対して警告を発します。また、
自動的に対応して侵害されたデバイスをリアルタイムで封じ込め
るようにセキュリティ ファブリックを設定することもできます。

このプロセス全体を自動化することで、封じ込めに要する時間を
数日から数秒に短縮できます。

ベストプラクティス 5：有線 / 無線アクセスの保護

従来、OT環境には無線接続は含まれていませんでした。しかし、
多くの組織では OT環境にセンサーや他のデバイスを導入し、それ
らを無線で接続しています。その結果、デジタル攻撃対象領域が拡
大しています。無線アクセスポイント（AP）とネットワークスイッ
チは、サイバー攻撃にとって魅力的な標的です。その両方が、単機
能のアドオンセキュリティソリューションを複数のインタフェー
スを通じて管理するのではなく、設計段階からセキュリティを組み
込んで単一の中央インタフェースから管理する必要があります。

セキュリティの一元管理によって、リスクが低減するだけでなく、
可視性が向上し、セキュリティチームとオペレーションチームが
管理にかける時間を最小限に抑えられます。フォーティネットは、
OT環境を持つ組織に対して、有線アクセスと無線アクセスの管理
を一元化するためのオプションを 2つ提供しています。

オプション 1：FortiSwitchと FortiAPを使用して 
アクセス管理を効率化する
セキュリティチームや OTチームは、FortiGate NGFW内の単一の
インタフェースを通じて、組織全体のFortiSwitchとFortiAPのポー
トにファイアウォール機能とポリシーをプッシュすることができ
ます。トラフィックの保護と暗号化のために、独自の FortiLinkプ
ロトコルによって APとファイアウォールの間にセキュアなトン
ネルが形成されます。このソリューションを導入することで、従
業員、機器、およびゲスト / 請負業者（許可されている場合）の
ために、別々の VLANを簡単に維持管理できるようになります。
各 VLANは、それぞれ独自に一元管理してきめ細かいセキュリティ
ポリシーを適用することができます。競合他社のソリューション
で、ハードウェアの追加や複雑な構成作業なしでこれらの機能を
提供するものは知られていません。
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図 13：スイッチおよび無線 AP管理の一元化：単一のコンソールから制御される FortiSwitchと FortiAPによって、セキュアな有線 / 無線アクセスを実現

スイッチと APのセキュリティを一元的に監視することで、コン
プライアンスのレポート作成も簡素化されます。さらに、スイッ
チと APの統合によって、許可されたゲストや請負業者を含むす
べてのユーザーを、同じユーザーデータベースを使用して認証す
ることが可能になります。ユーザーは、接続先のネットワークが
有線か無線かに関係なく、そのアイデンティティに対する適切な
セキュリティポリシーによって制御されます。

オプション 2：サードパーティのスイッチと APの管理を 
簡素化する

組織は、従来のスイッチや無線 APを FortiGate NGFWから一元
管理してプロビジョニングすることで、それらに注ぎ込んだ投資
を守ることができます。FortiNACは、70社以上のベンダーのデ
バイスを含むサードパーティのスイッチと無線 APを構成できま
す。このソリューションは、コマンドラインインタフェース（CLI）、
API、または他のプロトコルを使用して VLANを設定し、必要に応
じてデバイスを隔離します。

過酷な条件下での保護

OT環境内で使用するスイッチや APは、過酷な条件下でも性能を
低下させずに稼働できる必要があります。それには、以下の条件
を満たす必要があります。

	n 堅牢で復元力があり、極端な温度の変動に耐性がある

	n 平均故障間隔（MTBF）が 15年以上（AP） / 25年以上（スイッチ）

	n ファンレス受動冷却機能を備えている（スイッチ）

	n PoE（Power-over-Ethernet）機能を使用して電力とデータを
同じネットワークケーブルで供給し、ネットワークへのカメラ、
センサー、無線 APの取り付けを簡素化することで総所有コス
ト（TCO）を削減

	n 国際的な変電所自動化標準 IEC 61850-3および IEEE 1613に基
づいて設計されたフォームファクターで製造されている

これらの要件を満たすために、FortiSwitch、FortiAP、および
FortiGate NGFWの高耐久性バージョンが設計されています 39、40、

41。それらを使用することで、中央部よりセキュリティが弱いと思
われているためにサイバー犯罪者による攻撃を受けやすいネット
ワークエッジの防御を一元的に確立できます。このソリューション
は、遠隔地の現場でよく見られる過酷な条件にも対応できます。
ネットワークエッジにある機器の故障は、単なる面倒事ではあり
ません。機器の故障を解決するために、コストのかかる重大なダ
ウンタイムや一刻を争う配備が必要になる可能性があります。
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コンプライアンスレポートの簡素化と自動化

コンプライアンスは、OTのサイバーセキュリティ戦略の重要な一部です。コンプライアンスが確保された環境が必ずしもセキュ
アな環境というわけではありませんが、正しいセキュリティアーキテクチャを実現するための重要な開始点であることは間違いあ
りません。

コンプライアンスのイニシアチブは業界毎に異なります。主要なイニシアチブを表 3に示します。

業界 地域 法規制イニシアティブ

製造業 米国 NISTサイバーセキュリティフレームワーク： 
https://www.nist.gov/cyberframework

EU NIS指令： 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive

エネルギーおよび 
公益事業

米国 NERCのサイバーセキュリティ標準： 
https://www.nerc.com/pa/Stand/Pages/Cyber-Security-Permanent.aspx

EU NIS指令ツール（エネルギー）： 
https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive/nis-visualtool

運輸 米国 TSAのサイバーセキュリティ ロードマップ： 
https://www.tsa.gov/sites/default/files/documents/tsa_cybersecurity_roadmap.pdf

EU NIS指令ツール（運輸）： 
https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive/nis-visualtool

表 3：業界別サイバーセキュリティイニシアチブの例

OTのコンプライアンスは時とともに規範的になり、コンプライ
アンスに違反すると高額な罰金がかかるようになりました。フォー
ティネット セキュリティ ファブリックを導入すると、その機能に
よって、SANS Instituteが定めたトップ 20のクリティカルセキュ
リティ制御（可視性、アクセス制御、セキュアな構成など）の多
くに対処できるため、コンプライアンスが向上します 42。以下に
例を示します。

可視性

FortiSIEMでは、OT環境と IT環境のあらゆる面、たとえばセキュ
リティ、パフォーマンス、可用性、変更などを単一の画面から監
視できます。また、それらが該当するセキュリティ規制に準拠し
ているかどうか、関連する詳細情報を提供します（「監査可能性」
のセクションを参照）。

アクセス制御

FortiAuthenticatorは、セキュリティポリシーを遵守して、複数
の認証技術（二要素認証、アイデンティティの検証、ネットワー
クアクセス制御など）を使用してユーザーのアクセスを制限する
ために、ユーザーの活動を追跡します。

FortiNACは、デバイスとユーザーを認証してネットワークをロッ
クダウンし、承認されたデバイスのみにポートへのアクセスを限
定します。

セキュアな構成

FortiManagerは、一貫性を保ちポリシーへのコンプライアンス
を強化するように設定できる強制フィールドを設けることができ
ます。ログ管理ポリシーを設定し、ログを削除できないようにす
ることができます。

監査可能性

FortiGuardセキュリティレーティングサービスを使用してコンプ
ライアンス違反がどこで起きているかを明らかにすることで、不
足箇所を特定し、報告を簡素化することができます 43。このサー
ビスを利用してセキュリティスコアを追跡し、同業者 / 業界グルー
プと比較してそのスコアの背後に何があるかを説明することもで
きます。

FortiSIEMは、コンプライアンスの監査および管理に関する幅広
いニーズを満たす、すぐに利用できる定義済のレポートも提供
しています。そのサポート対象には、PCI DSS、HIPAA、SOX、
NERC、FISMA、ISO、GLBA、GPG13、SANS Critical Controls
などが含まれます。

https://www.nist.gov/cyberframework
https://www.nist.gov/cyberframework
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
https://www.nerc.com/pa/Stand/Pages/Cyber-Security-Permanent.aspx
https://www.nerc.com/pa/Stand/Pages/Cyber-Security-Permanent.aspx
https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive/nis-visualtool
https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive/nis-visualtool
https://www.tsa.gov/sites/default/files/documents/tsa_cybersecurity_roadmap.pdf
https://www.tsa.gov/sites/default/files/documents/tsa_cybersecurity_roadmap.pdf
https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive/nis-visualtool
https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive/nis-visualtool


WHITE PAPER  |  ソリューションガイド：オペレーショナルテクノロジーのサイバーセキュリティ

21

高レベルのアーキテクチャ：パデューモデル層に基づく OTセキュリティ計画

OT環境のサイバーセキュリティ計画を策定するときには、各セキュリティ機能をパデュー・エンタープライズ・リファレンス・アー
キテクチャ・モデル（PERA）と照らし合わせることが有効です。このモデルは、1990年代にパデュー大学のコンピュータ統合生
産コンソーシアムによって開発されました。図 14は、レベル 0の物理 OTプロセスからレベル 5のエンタープライズ ITインフラ
ストラクチャまでのパデューモデルを示しています。

パデューモデルのセル / エリアゾーンは、以下のレベルで構成されます。

 レベル 0：センサーとアクチュエーターによって制御される、プロセスに関わる高価値の物理資産

 レベル 1：物理プロセスを感知し操作する、基本的なインテリジェントデバイス（PLC、RTUなど）

 レベル 2：プロセスを監督 / 監視するエリアコントロールシステム（HMI、SCADAマスターなど）

製造ゾーンは、以下のレベルで構成されます。

  レベル 3： 望みどおりのものを製造するためのフローを管理する、現場の製造オペレーションシステム。レベル 3には、監視
制御、パフォーマンス監視、および品質保証メトリクスを捕捉するデータベースである運用ヒストリアンが含まれ
る場合もあります。

エンタープライズゾーンは、以下のレベルで構成されます。

  レベル 4：  拠点の事業計画およびロジスティクスアプリケーション（ERP、スケジューリング、原材料使用、出荷、在庫レベ
ルなど）

 レベル 5： 制御を実行する組織が使用するエンタープライズ ITインフラストラクチャおよびアプリケーション。

サイバーセキュリティの要件はレベルごとに異なります。

図 14：OT環境に適用されたパデューモデル

レベル 5：エンタープライズ

レベル 4：現場の事業計画とロジスティクス

レベル 2：エリア監視制御

レベル 1：基本的な制御：

レベル 0：プロセス

レベル 3.5：OT認証の境界 
レベル 3：現場の製造オペレーションと制御

エンタープライズゾーン

ヒストリアン

PLC / RTU / IED

HMI / SCADAマスター

センサー / アクチュエーター

SCADA

製造ゾーン

セル / エリアゾーン

安全ゾーン： 
安全計装 
システム 
（SIS）
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図 15：OT向けのフォーティネット セキュリティ ファブリック アーキテクチャ：これは、OTサイバーセキュリティのためのフォーティネット セキュリティ ファブリックの 
アーキテクチャをパデューネットワークモデルにマッピングした図です。この図は、推奨されるベストプラクティスを示しています。これには、ネットワークのセグメント化、 

トラフィック分析による脅威と脆弱性の検知、ユーザーとデバイスによるアクセスの制御、有線 / 無線アクセスのセキュリティ確保などが含まれます。

次のステップ：OT向けセキュリティ ファブリック実現へのプロセス

フォーティネット セキュリティ ファブリックは、OT / ITネットワークのデジタル攻撃対象領域を保護します。ファブリックの導入は、
可視性、統合、自動化、復元力を備えた望ましいセキュリティ環境へと至るプロセスです。セキュリティ ファブリックは、組織のセキュ
リティ上の優先順位に合わせて段階的に実現していくことができます。その各段階を計画する際には、以下の推奨ベストプラクティスを
組み込むのが賢明です。

1. ネットワーク資産を特定して分類し、価値に優先度を付ける（無料の Cyber Threat Assessmentを使用）：その結果、組織の IT / 
OT環境の最新のインベントリを把握でき、セキュリティ計画が容易になります。

2. ネットワークをセグメント化して侵入の影響を抑える：不十分なセグメンテーションは OTネットワークで最も悪用されている脆弱性
であり、特に ITネットワークとOTネットワークの間の不適切なセグメンテーションやセグメンテーションの欠如は大きなリスクです。

3. トラフィックを分析して脅威や脆弱性を見つける：OTプロトコルを検査して、累積スコアを通じて会社全体のセキュリティ態勢を一
元的に監視する機能、つまりフォーティネットのセキュリティレーティングサービスを使用します。

4. ユーザーとデバイスによるアクセスの制御：これは、盗まれた認証情報が OT環境への侵入の主な手段の 1つであるため、重要です。
二要素認証、およびネットワークへのアクセスを認証されたユーザーとデバイスのみに限定するロックダウン機能が不可欠です。

5. 有線アクセス（存在する場合は無線アクセスも）の保護：中央の一元管理ポイントから、環境全体にセキュリティポリシーを適用します。

サイバーセキュリティ計画の策定についてサポートが必要なお客様は、オンライン（www.fortinet.com/ot）または Eメール（otci_
global@fortinet.com）でお問い合わせください。

詳細：フォーティネットの IT / OTサイバーセキュリティアーキテクチャのフレームワーク

http://www.fortinet.com/ot
mailto:otci_global@fortinet.com
mailto:otci_global@fortinet.com
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付録：OTセキュリティのニーズとフォーティネット製品の対照表

ニーズ セキュリティの目標 対応するフォーティネット製品

資産の特定、可視化、プロファイリング、追跡 プロファイルを表示し、資産を追跡、 
管理できる能力

	n FortiSIEM

	n FortiNAC

ユーザーとデバイスによるアクセスの制御 	n アイデンティティの管理

	n システムへのアクセスを制御

	n リモートアクセスと特権アクセス

	n モノのアイデンティティ管理（IDoT）

	n FortiAuthenticator

	n FortiNAC

	n FortiToken

	n Fortinet Single Sign-On

	n FortiGate

エンドポイントベースのセキュリティ 	n コンピュータ / モバイルデバイスと 
他のエンドポイントを保護

	n アンチマルウェア、 
パーソナルファイアウォール、 
ポート / デバイス制御、暗号化、 
メモリ保護、および関連機能を含む

	n FortiClient

	n FortiSandbox

	n FortiGate

	n FortiInsight

ネットワークベースのセキュリティ 	n 定義したネットワーク（ファイアウォール）
間のデータフローを管理

	n 統合脅威管理

	n 侵入防止

	n FortiGate

	n FortiGate

	n FortiGate IPS

	n FortiCamera/FortiRecorder

異常の検知と対応、インシデント報告 	n 異常、脅威、インシデントを検知して対応

	n 振る舞いを分析して報告

	n FortiSIEM

	n FortiGate

	n FortiAnalyzer

セキュリティ管理 	n 構成およびセキュリティ関連パッチの管理

	n 継続的な評価

	n ポータブルメディアの管理

	n 他のセキュリティ管理システムとの統合

	n OTのセキュリティ侵害とその影響に関する
フォレンジック調査

	n FortiGate

	n FortiManager

	n フォーティネットの管理 / 分析ソリューション

	n FortiClient

	n フォーティネット ファブリック レディ  
パートナープログラム

	n フォーティネットの API

	n FortiSIEM

IT / OTセキュリティまたは OTセキュリティの 
コンサルティング、統合、および 
マネージドサービス（クラウド配信を含む）

評価、戦略的計画、ポリシー開発、アーキテクチャ
および設計スキルを提供し、複数の技術および
プロセスを網羅するソフトウェアとシステムの
統合を実現

プラットフォーム、インフラストラクチャ、 
およびソフトウェアを通じて、クラウドから 
配信されるサービス

	n フォーティネットのパートナー

	n FortiGuard産業用セキュリティサービス

	n FortiGuardセキュリティレーティングサービス

表 4：OTセキュリティの推奨事項とフォーティネット製品の対照表

https://www.fortinet.com/jp/products/siem/fortisiem.html
https://www.fortinet.com/jp/products/network-access-control.html
https://www.fortinet.com/jp/products/identity-access-management/fortiauthenticator.html
https://www.fortinet.com/jp/products/network-access-control.html
https://www.fortinet.com/jp/products/identity-access-management.html#overview
https://help.fortinet.com/fos50hlp/54/Content/FortiOS/fortigate-ports-and-protocols-54/010-FSSO.htm
https://www.fortinet.com/jp/products/next-generation-firewall.html
https://www.fortinet.com/jp/products/endpoint-security/forticlient.html
https://www.fortinet.com/jp/products/sandbox/fortisandbox.html
https://www.fortinet.com/jp/products/next-generation-firewall.html
https://www.fortinet.com/jp/products/ueba.html
https://www.fortinet.com/jp/products/next-generation-firewall.html
https://www.fortinet.com/jp/products/next-generation-firewall.html
https://www.fortinet.com/jp/products/ips.html
https://www.fortinet.com/jp/products/network-based-video-security/forticam-fortirecorder.html
https://www.fortinet.com/jp/products/siem/fortisiem.html
https://www.fortinet.com/jp/products/next-generation-firewall.html
https://www.fortinet.com/jp/products/management/fortianalyzer.html
https://www.fortinet.com/jp/products/next-generation-firewall.html
https://www.fortinet.com/jp/products/management/fortimanager.html
https://www.fortinet.com/jp/solutions/enterprise-midsize-business/network-operations
https://www.fortinet.com/jp/products/endpoint-security/forticlient.html
https://www.fortinet.com/partners/partnerships/alliance-partners.html
https://www.fortinet.com/partners/partnerships/alliance-partners.html
https://www.fortinet.com/partners/partnerships/alliance-partners/api.html
https://www.fortinet.com/jp/products/siem/fortisiem.html
https://www.fortinet.com/partners/partner-program/find-a-partner.html
https://www.fortinet.com/jp/support/support-services/fortiguard-security-subscriptions/industrial-control-systems.html
https://www.fortinet.com/jp/support/support-services/fortiguard-security-subscriptions/security-rating.html
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