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概要

コストの削減と製品化までの時間短縮のために競争優位性と効率化へのニーズがますます
高まり、製薬会社は急速なデジタル化を迫られています。研究と生産を加速する必要に迫
られた企業は、ますます多くの高価で高度な機器やテクノロジーを工場に導入し、管理す
るようになっています。これらの企業がデジタルトランスフォーメーションを実践するに
つれて、必然的にインターネットに接続されるシステムとプロセスが増えてきました。製
薬業界にとってサイバーセキュリティが暗黙的に意味することは非常に幅広く、IP窃取や
サプライチェーンの破壊から、身体的安全への脅威、そして場合によっては国家の安全に
まで及びます。企業は、ビジネスに必須の運用効率、運用の継続性、製品の完全性、コン
プライアンスを維持しながら、自社のシステムの安全を確保しようと努力しています。
フォーティネット セキュリティ ファブリックは、製造業のあらゆる面、すなわち事務管
理部門から製造現場まで、エアギャップされたシステムから接続されたシステムまで、そ
して内部ユーザーからサードパーティのパートナーまでカバーする、統合かつ自動化され
た幅広いセキュリティアーキテクチャを提供します。

今日の製造業界は、コンバージェンス（融合）へと向かっています。以前は個別に製品を生産していた複数の製薬会社が、今ではパー
トナーネットワークを形成して緊密に連携し、各社がプロセスの別々の部分を担当しています。また、これまではエアギャップされ
ていた工場のオペレーションを制御する電子システムが、ITシステムに、そしてインターネットに接続されることが増えています。
その結果、ICS（産業用制御システム）や SCADA（スキャダ）システムを含む OT（オペレーショナルテクノロジー）システムが、 
ますます高度になる脅威にさらされ、テロ、サイバー戦争、スパイ活動に関わるハッカーの標的にされるようになりました。

世界中でエアギャップがなくなっていくにつれて、OTシステムは、ITベースの従来の手法を再利用した攻撃や、OTに特化したエク
スプロイトからも、集中砲火を浴びるようになってきました。製薬業界の重要インフラストラクチャに対する攻撃は、経済的損失、
臨床試験の情報漏洩、薬品の汚染、配送の遅延（世界規模でのワクチン接種がきわめて重要なこの時期には特に懸念される事態）、ブラン
ドの評判低下につながり、ときには生命が失われ、国家の安全が脅かされる可能性さえあります。

フォーティネットは 2005年以来、製薬、エネルギー、防衛、製造、食品、運輸などの重要インフラストラクチャ分野で OT環境を守っ
てきました。フォーティネット セキュリティ ファブリックを使用してこれらの複雑なインフラストラクチャに合わせてサイバーセ
キュリティを設計することで、企業の OT環境と IT環境のサイバーセキュリティ保護を、研究室から製造施設、データセンター、マ
ルチクラウドに至るまで、統合することができます。

製造業のサイバーセキュリティの主な課題

工場、従業員、コミュニティの安全

製造施設に設置される機器には、誤動作や誤操作でケガや死亡事故につながりかねないものが含まれています。最近の脅威の状況に
おいては、サイバー物理攻撃による操作妨害で、現場の従業員だけでなく、近隣住民や通行人の安全も脅かされる可能性があります。
さらに、攻撃は工場で生産される製品の安全性にも影響を及ぼし、リスクが広範囲に拡大する可能性もあります。

ほとんどの製薬会社では、IT、OT、および物理セキュリティのシステムがそれぞれサイロ化されていますが、それは問題解決の助け
にはなりません。データセンター、複数のクラウド、およびエッジの間で ITセキュリティアーキテクチャを統合するだけでも困難を
極めます。しかし、攻撃者がサイバー攻撃と物理的攻撃を連携させて同時に仕掛けることができるこの時代には、セキュリティのす
べての要素を統合して一元的に可視化することが、人命を守るための唯一の実行可能な対策となる場合もあります。

生産性とアップタイム

製薬会社にとって、計画外のオペレーションの中断は莫大なコストにつながり、オペレーションが停止すると流通経路やサプライ
チェーンにまで問題が波及する可能性があります。残念ながら、製造業者に対するサイバー攻撃の多くは、そのような混乱を引き起
こすことを目的としています。それ以外に、攻撃者が侵入したネットワーク内でラテラルムーブメントを試みることもありますが、
この場合でもオペレーションに悪影響を及ぼす可能性があります。

以前はエアギャップによって隔離されていたOTシステムは、システム更新の頻度が低く、ITシステムほど高度なサイバーセキュリティ
対策がなされていないケースが多々あります。そのため、比較的侵入が容易であると見なされて、頻繁にサイバー犯罪者の標的にさ
れています。エアギャップされた OTシステムでさえ、製造業者のソフトウェアアップデートをインストール前に感染させるという方
法で侵入が可能です。

製薬会社にとって、計画外のオペ
レーションの中断は莫大なコスト
につながり、オペレーションが
停止すると流通経路やサプライ
チェーンにまで問題が波及する可
能性があります。
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運用効率

さまざまなセキュリティツールが統合されていないことに起因するセキュリティ運用のサ
イロ化は、必然的に運用効率の低下を招きます。統合なしでは、高給のサイバーセキュリ
ティの専門家が、複数のシステムからのログレポートを相関させたりコンプライアンスレ
ポートをまとめたりといった手作業で時間を無駄にし、戦略的な仕事に集中できなくなり
ます。

アーキテクチャのサイロ化も、アプリケーションの管理が冗長になる原因となります。ポ
イント製品が多いと各製品の使い方を身に付ける労力が膨大になるため、サイバーセキュ
リティチームがオーバーワークになってしまいます。また、ソフトウェアとハードウェア
のライセンスコストも高額になる可能性があり、複数のライセンスを管理するためにス
タッフの時間も取られます。これらの要因が積み重なって、全体的な運用コストが大幅に
増える可能性があります。

カスタマーエクスペリエンス

今日の製薬会社は、Webで存在感を示すほかに、ソーシャルメディアや他のエンゲージメントツールを使用して、ターゲットを絞っ
て顧客と日常的に関わり合っています。しかし、このような正規の営業活動がサイバー犯罪者に逆手に取られて、ソーシャルネットワー
クを操って利益を得るなどして薬品に関する危険な誤情報を拡散する手段にされる可能性があります。ある調査によれば、世界のソー
シャルメディアアカウントの半分以上が不正アカウントです *。

製造業者にとって、Webプロパティとソーシャルメディアでのやり取りを保護することは最重要事項です。購買サイクルの初期段階
にある見込み客のデータや、機密性の高い個人情報、医療記録などが流出すると、会社の評判が壊滅的に傷つくことになるからです。
Webサイトのダウンタイム、生産中断による一時的な供給不足などの他の要因も、カスタマーエクスペリエンスに悪影響を及ぼす可
能性があります。

製品の完全性

製品の品質低下は、たとえ一時的であっても、ブランドの評判を大きく傷つける可能性があります。たとえば、薬品製造の OTシステ
ムがサイバー攻撃の影響を受けて温度がほんの少し変化するか改変された場合、仕損品や低品質製品が生じる可能性があります。医薬
品や他の薬物の場合、このような事態が起きると顧客の身体の健康と安全に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。

コンプライアンス

製薬のように厳しい規制がある業界の企業は、さまざまなガイドラインと規格に従う必要があります。それらに準拠しなかった場合、
高額の罰金が科せられることがありますが、それよりも違反によってブランドの評判が傷つくことによる損害の方が高くつくことも少
なくありません。

企業は、戦略的イニシアチブを担当しているスタッフを監査レポートの準備に再配置するようなことをしなくても、多くの規制と規格
への準拠を証明できるようにする必要があります。再配置を行うと、スタッフの貴重な時間が無駄になり、レポートに人為的なミスが
紛れ込む可能性が高まるからです。サイバーセキュリティのインフラストラクチャが集約されていない場合、必ずと言っていいほどの
頻度で、監査レポートのためにデータを手作業で相関させる必要が生じます。

ユースケース

フォーティネットのソリューションが製造業者の問題解決をもたらした主なユースケースを以下に示します。

会社のインフラストラクチャ

この製造会社の生産の中心は工場の現場ですが、社内 ITに対するニーズは他の業界の企業と似通っています。この社内 ITネットワー
クには、財務、知的財産、人事、製品サポート、現場サポートなどに関連する重要データが保存されています。製造業でも他の業界と
同様に、クラウドベースのアプリケーションとインフラストラクチャへの依存度が高まっており、ネットワークエッジにおける IoTデ
バイスの数が増え続けています。

サイバーセキュリティチームは、
すべてのシステムを一元的に可視
化し、ビジネスニーズに従ってネッ
トワークをセグメント化し、有線
ネットワークと無線ネットワーク
の両方を一元管理する必要があり
ます。
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ごく最近では、サイバー攻撃を受けやすい業界にとって、リモートワークの激増が大きな
懸念事項になっています。私物のデバイスやコラボレーションツールの使用の増大と、企
業や研究開発機関のものと比べて脆弱なホームネットワークの組み合わせは、膨大な量の
機密情報と貴重な知的財産を扱う製薬会社にとって深刻な懸念となっています。

会社のインフラストラクチャには、そこにどのような機密データが保存されている場合
でも、エンドツーエンドで統合かつ自動化された広範なサイバーセキュリティソリュー
ションが必要です。フォーティネット セキュリティ ファブリックは、FortiGate次世代ファ
イアウォール（NGFW）と FortiGuard Labsの AI（人工知能）を活用した脅威インテリジェン
スを基盤として、まさにそのようなソリューションを提供します。フォーティネットの多
様なサイバーセキュリティツールは、ファブリック パートナーから提供された多くのサー
ドパーティソリューションとともに、セキュリティ ファブリックにシームレスに統合され
ます。さらに、オープンなエコシステムと広範なAPI（アプリケーションプログラミングイン
タフェース）ツールによって、それ以外のサードパーティツールも統合できます。

エアギャップされた製造システム

今では大多数の OTシステムが ITシステムに接続されていますが、今でもエアギャップされている、つまり他のネットワークに接続さ
れていない OTシステムもある程度存在します。エアギャップされたシステムはサイバー攻撃を受ける心配がないと考える人もいるか
もしれませんが、これらのシステムもやはり IPベースの制御システムを使用しており、管理者が製造元から提供されたソフトウェアアッ
プデートをインストールすることもあります。したがって、ベンダーのネットワークを介してアップデートを感染させれば、エアギャッ
プされたシステムに攻撃者が侵入することも可能です。また、たとえエアギャップされたシステムに機密データが含まれていなくても、
侵入によって、コストのかかる混乱や安全の問題が引き起こされる可能性があります。

したがって、エアギャップされたシステムにも NGFWによる保護が必要であり、それに加えて包括的なサイバーセキュリティの追跡
機能とレポート機能も必要となります。FortiGate NGFWは堅牢な保護を提供し、トラフィックのインスペクションにおいて暗号化
の有無にかかわらず業界最高レベルのパフォーマンスを発揮します。FortiManagerは、一元管理と多様なレポートツールを提供しま
す。FortiAnalyzerは、分析に基づくサイバーセキュリティとログ管理によって、最大限の可視化を実現し、侵害検知を強化します。
FortiSIEMサイバーセキュリティ情報 / イベント管理ツールは、攻撃に対する協調のとれた自動レスポンスを可能にします。

接続された製造システム

デジタルトランスフォーメーションとビジネスの俊敏性に対するニーズにより、ITと OTの相互依存が強まっています。製造作業を監
視する産業用 IoTセンサーから、意思決定の参考になる公開データをインターネットから取り込むシステムまで、OTシステムは孤立
したシステムではなくなりつつあります。サイバーセキュリティの観点から見ると、この融合の主な結果は攻撃対象領域の大幅な拡大
です。しかも、OTシステムはパッチの適用が頻繁に行われないことが多いため、そのせいでサイバーセキュリティ保護が弱まってい
る間は、企業にとって短期的なリスクが生じます。

しかし、サイバーセキュリティの問題さえ解決できれば、ITネットワークとオートメーションネットワークを組み合わせて安全で管理
可能な融合した単一の環境にすることには、大きな可能性が秘められています。サイバーセキュリティチームは、すべてのシステムを
一元的に可視化し、ビジネスニーズに従ってネットワークをセグメント化し、有線ネットワークと無線ネットワークの両方を一元管理
する必要があります。

フォーティネット セキュリティ ファブリックは攻撃対象領域全体をカバーし、ネットワーク上で誰が何をしているかを幅広く可視
化します。また、各システムが本来するべきことを確実に行うように、各システムを統合制御します。さらに、セキュリティ ファブ
リックによるインテリジェントなセグメンテーションによって制御が強化され、既知の脅威と未知の脅威の自動認識が実現します。
FortiGuard Labsからの AIを活用した脅威インテリジェンスと NGFWを土台として構築されたフォーティネット セキュリティ ファブ
リックは、フォーティネットとファブリック パートナーからの多くのサイバーセキュリティツールとのシームレスな統合を実現します。

サイバーセキュリティチームは、
すべてのシステムを一元的に可視
化し、ビジネスニーズに従ってネッ
トワークをセグメント化し、有線
ネットワークと無線ネットワーク
の両方を一元管理する必要があり
ます。
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図 1：企業はフォーティネットの製造業向けサイバーセキュリティソリューションによって、本社オフィスから製造工場に至るまで、IT、OT、そして物理的なセキュリティをカバーし、
社内ユーザーだけでなくサードパーティパートナーのユーザーまで対象とする、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実現できます。
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フォーティネット セキュリティ ファブリックの統合ソリューションは、これらの脅威に対する多層防御を実現します。FortiGate 
NGFWのインテント ベースト セグメンテーション機能は、信頼がダイナミックに変化する環境でのインテリジェントなネットワーク
セグメンテーションを可能にします。FortiAuthenticatorの ID / アクセス管理ソリューションと FortiTokenのトークンは、そのセグ
メンテーションを利用して、知る必要があるユーザーにのみアクセス権を付与します。FortiInsightは、UEBA（ユーザー / エンティ
ティ振る舞い分析）を使用して、アカウントの侵害を示している可能性がある、信頼できるユーザーやエンティティの振る舞いの異
常を見つけます。そして FortiDeceptorは、ディセプションテクノロジーを使用して、外部および内部からの攻撃を欺いて顕在化させ、
排除します。

マルチクラウドサイバーセキュリティ

現在では、多くの企業がクラウドベースの MRP（Manufacturing Resource Planning）システムや ERP（Enterprise Resource 
Planning）システムを利用しています。それらのシステムでは、迅速で効果的な意思決定のために ITシステムと OTシステムの両
方からデータが取得されることがよくありますが、そのようなプロセスはデジタルツインと呼ばれます。クラウドベースのソリュー
ションは、カスタマーエクスペリエンスに影響を及ぼすサービスにも日常的に使用されています。このような資産のサイバーセキュ
リティ対策はきわめて重要です。つまり、企業の統合サイバーセキュリティアーキテクチャをデータセンターから OTシステムへ、さ
らにはマルチクラウドへと拡張する必要があります。

フォーティネット セキュリティ ファブリックはマルチクラウド環境の包括的な保護を実現し、攻撃対象領域全体にわたる一貫したポ
リシー管理、構成管理、脅威の検知とレスポンスを提供します。FortiGate VMは、NGFWをクラウド環境で効率的に機能する仮想マ
シンとして提供します。また、FortiWebのWAF（Webアプリケーションファイアウォール）は、いくつかのフォームファクターで
提供されており、AIを活用したインラインの脅威インテリジェンスによってアプリケーション層を保護します。

FortiCASBのクラウドアクセスサイバーセキュリティブローカー（CASB）サービスは、包括的なレポートツールによって、クラウ
ド内のリソース、ユーザー、振る舞い、保存データに関する洞察を提供します。それに基づいて、高度なポリシー制御の対象を IaaS
（Infrastructure-as-a-Service）リソースや SaaS（Software-as-a-Service）アプリケーションにまで拡大できます。サイバーセキュ
リティ部門や DevOps部門は、FortiCWPの CWP（クラウドワークロード保護）ツールを使用して、クラウド構成におけるサイバー
セキュリティの態勢を評価し、構成ミスによる潜在的な脅威を特定することができます。

フォーティネットの差別化要素

製造分野のサイバーセキュリティにおけるフォーティネットの差別化要素

フォーティネットのソリューションによって、企業はその多様な OTネットワークおよび ITネットワーク上に存在するあらゆるもの
を保護することができます。主な差別化要素は次のとおりです。

• 最新機器にも古い機器にも対応できるセキュリティ

フォーティネット セキュリティ ファブリックは、最新の機器と古い機器の両方を、生産プロセスを中断させずに保護できる能力
を備えており、古い OSやサポートが切れた OSを使用している機器にも対応できます。

• 統合

フォーティネットのテクノロジーは、ITと OT、サイバーセキュリティと物理的セキュリティ、工場と本社オフィス、データセンター、
そしてマルチクラウドまでカバーする、エンドツーエンドの統合サイバーセキュリティアーキテクチャを製造会社にもたらします。
その結果、セキュリティの真の自動化が可能になり、保護から検知そしてレスポンスまでの協調のとれたワークフローが実現します。

• 監視と管理

フォーティネットによって、ネットワーキング、サイバーセキュリティ、および調査を単一のシステムに統合し、全体の可視化と
制御を一元化することが可能になります。それが、サイバー物理攻撃を阻止し、部門間の壁を取り払うことにつながります。

• 耐久性の高いハードウェア

ハードウェアは、製造現場において大損害を被ることが多い部分であり、ファイアウォールアプライアンスが物理的な損傷を受け
ると、工場のオペレーションが停止することも少なくありません。フォーティネットは、あらゆる環境のニーズに適合し、事業の
継続を支える幅広い高耐久性アプライアンスを提供します。
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• 内部の脅威に対するプロアクティブな保護

ネットワークにアクセスするサードパーティのサプライヤーやパートナーが増えると、内部の脅威に関連するリスクの管理が複雑にな
ります。フォーティネットは、インテント ベースト セグメンテーション、ディセプションテクノロジー、UEBAを含む広範なソリュー
ションによって、内部の脅威からの保護を実現します。

• 研究開発と製造の継続性

フォーティネットは、データの可視化と認証情報の制御、そして多要素認証（MFA）と実用的なインテリジェンスによって、デバイス
やネットワークに関係なく誰でもどこででも守ることができます。次世代のエンドポイントセキュリティは、自動化されたリアルタイ
ムのエンドポイント保護、検知、およびレスポンスを提供します。フォーティネットのプラットフォームとファイアウォール機能は、
IPや公共空間で特定可能な情報の安全なスループットと処理を可能にします。

• ベンダー間の相互運用性と可視性

フォーティネットのファイアウォールとスイッチが他のベンダーのファイアウォールやスイッチと一緒に配備される場合でも、フォー
ティネットの統合機能によってデータの制御と監視が可能です。場合によっては、他のベンダー自体のポートフォリオよりも緊密な統
合をフォーティネット製品とそのベンダーの製品との間で実現できることもあります。フォーティネットは、製薬業界のオペレーショ
ナルテクノロジーに必要なネットワークアクセス制御の可視化とデバイス認識を提供します。

 OTに特化した脅威インテリジェンス

FortiGuard Labsは、製造業者の的確な戦略的決定を支援する、OTシステムに特化した堅実な脅威インテリジェンスを提供します。
フォーティネットは過去 15年にわたって製造業界のお客様と緊密に連携をとってきました。

• セキュリティ ファブリックのエコシステム

フォーティネットの幅広いセキュリティツールのポートフォリオに加えて、OTに特化したソリューションを、フォーティネット ファ
ブリック パートナーのエコシステムを通じてフォーティネット セキュリティ ファブリックにシームレスに統合することができます。
これによってデータを整理統合して単一のビューにまとめることが可能になり、十分な情報に基づく意思決定を実現できます。

終わりに

急速に進化する市場でジャストインタイム生産が求められるようになり、製造業者はサイバーセキュリティ関連の事象やその防止の取り
組みによる生産の遅れを許容できなくなっています。フォーティネット セキュリティ ファブリックは、IT、OT、および物理セキュリティ
をカバーする統合プラットフォームを提供し、複雑な製薬エコシステム内で自由なデータフローを可能にする、全業務対応の適応型セキュ
リティ ファブリックによって迅速な発展を実現します。フォーティネットは広範な可視化と一元化された統合制御によってお客様の成長
を支え、業務の安全を確保します。

* 「Q3 Fraud and Abuse Report」、Arkose Labs、2019年 9月 18日（英語）：https://www.arkoselabs.com/blog/q3-fraud-report-reveals-startling-facts-about-fraud/
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