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IoT の潜在力
シスコは Internet of Things（IoT）に力を注いでいます。IoT は、医療、製造業のオートメーション、信
頼性と効率性の高い公益事業をはじめ、さまざまな分野での進歩に貢献し、社会を大きく変えると、シ
スコは確信しています。 

全世界で毎年 50 万人の女性が乳癌により死亡していますが、早期発見が進めば生存率が大幅に
向上する可能性があります。たとえば、病気の初期の兆候を検出できる衣服があったらどうでしょう。
iTBra は、まさにそのような装置です。これは、癌の進行を示す代謝活動の低下を検出する、ウェアラ
ブルな診断装置です。センサーで得られたデータは装置からクラウドに送信され、分析と早期発見に
活用されます。

これは未来の IoT ではありません。すでに実現している IoT なのです。
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課題 
Internet of Things の価値を完全に実現するには、セキュリ
ティが確保されていなければなりません。言葉にするのは簡
単ですが、実行は容易ではありません。IoT には、セキュリティ
の確保を難しくしている 2 つの特性があります。生来的な脆
弱性と、規模の大きさです。 

IoT デバイスのセキュリティの弱さは、ニュースの見出しや終
末論などの題材になっていますが、それは意外なことではあり
ません。IoT デバイスには、次のような事情が影響しています。

• 製造元がセキュリティについて未熟/不慣れ
• ネイティブのセキュリティを実行できるだけのシステム リ
ソースがない

• 市場/競合のプレッシャーから、特に汎用デバイスにおい
て、サイバーセキュリティ機能が外される

デバイスのセキュリティ機能が欠落している理由は、セキュリ
ティの観点から見ると、どれも見当違いです。脆弱性をごまか
すことはできません。脆弱性は、デバイスを不正利用してネッ
トワークにアクセスする機会を攻撃者に与えます。攻撃者が
ネットワークに侵入すれば、マルウェアのインストールや知的
財産の窃取に加えて、あらゆるシナリオが現実化する可能性
があります。こうした脅威はすでに始まっています。これまで
の事例から、IoT への攻撃は次のような結果に至る可能性が
あることがわかっています。

• 設備の損傷：欧州の製鉄所に対するサイバー攻撃の影響
で、数百万ドル規模の溶鉱炉が損傷しました。マルウェアに
より、操作員は安全上の理由から、長時間の制御冷却プロ
セスを経ることなく設備をただちにシャットダウンすること
を余儀なくされました。1

• 重要なインフラストラクチャの中断：東ヨーロッパのある国
の一部で、多面攻撃によって電力会社の送電網の制御が失
われ、最大 6 時間の停電が発生しました。この攻撃には、
送電網の運用に使用する管理システムを停止させるマル
ウェアが含まれていました。2

• 医療の中断：英国の複数の病院で、マルウェア感染に対処
するためにシステムをシャットダウンしたことで、手術のス
ケジュールを変更し、予約をキャンセルし、重傷患者を他院
に回さざるを得ない事態が発生しました。3

2020 年には、300 億もの「モノ」が接続されると予測されま
す。防御しなければならないデバイスの数は膨大です。純然
たる事実として、企業は現在セキュリティ リスクにさらされて
います。Shodan による簡単な検索でも、それが明らかにな
るでしょう。私たちは、この問題が自然に解決されるのをただ
待っているわけにはいかないのです。 

明日の解決のために今日やるべ
きこと
幸い、土台からやり直すことなく、現時点で始められるアク
ションがあります。それには、取り組むべき重要な課題が 4 つ
あります。

• ソフトウェアベースのセグメンテーション：従来の VLAN に
もそれなりの効果はありますが、IoT によって課せられる負
荷に対応できる規模にはなり得ません。デバイス タイプ、
ユーザ タイプ、ロケーション、時刻などに基づいてポリシー
を適用できる、スケーラブルで拡張可能なソフトウェアベー
スのセグメンテーションを行えば、可視性、制御、自動化の
向上によってビジネスを保護し、予期しない状況に適応す
ることが可能になります。

• 可視性と分析：環境全体にわたって、デバイス、アプリケー
ション、ユーザ検出と、パケット分析およびふるまい異常に
よる脅威検出を組み合わせることで、ネットワークがセン
サーに変わり、業務に支障が出る前に脅威をすばやく検出
し、修復できるようになります。

• セキュア リモート アクセス：接続性が向上すれば、リモート 
ユーザ、モバイル ユーザ、サードパーティのコスト削減と効
率性向上が実現しますが、リスクも生じます。セキュアなエ
ンドツーエンドのリモート アクセスを確立すれば、通信が
常に保護され、ユーザがネットワークに接続した後も、ユー
ザ アクセスの制御が可能になります。

• アドバイザリ サービスとテクニカル サービス：プロジェクト
の一部、あるいはあらゆるフェーズで、組織はガイダンスと
アドバイスを必要としています。プロジェクトの開始時点か
らサービスが関与することで、成功の可能性が高まります。

ソフトウェアベースのセグメン
テーション
IoT デバイスをセグメント化する理由セグメンテーションを
行うと、デバイスが攻撃者の手が届かない場所に置かれる
ため、もしもそれらのデバイスが侵害された場合でも、ネット
ワーク内を移動するピボット ポイントとして利用されること
を防げます。

ネットワーク セグメンテーションは、セキュリティのベスト プ
ラクティスとして確立された方法です。VLAN は何十年にも
わたって利用され、依然として重要な位置付けにあります。し
かし、300 億もの「モノ」を保護することを考えると、IoT の規
模に対応する十分な VLAN を構築することは、不可能とは言
わないまでも、現実的ではありません。 
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ソフトウェアベースのセグメンテーションでは、ロケーション、
デバイス タイプ、ユーザ ロールなどの要素を使用して、ネッ
トワーク中のどこにでも適用可能なポリシーを作成します。
またこれは、環境の進化に簡単に適応します。サードパーティ
のテクノロジーを統合することで、ネットワークに対する制御
が強化され、セキュリティの自動化が促進され、他のテクノロ
ジー投資からも大きな価値が得られます。

可視性と分析
脅威は、新しいテクノロジーと同じ速さで進化します。新たな
テクノロジーが出現しても、攻撃者はそれに対抗してエクスプ
ロイトを続けます。つまり、脅威の検出から対応までの時間は
限られています。ネットワーク上のどこであろうと、新しいデバ
イス、プロトコル、アプリケーション、ユーザがネットワークへ
の接続を試みたら、それを検出しなければなりません。また、
業務に影響する前に脅威を検出し、ブロックする必要もあり
ます。

多様な脅威ベクトルを防御するには、ネットワーク全体のトラ
フィックおよび組織で送受信されるトラフィックを分析し、異
常を検出し、脅威をブロックし、侵害されたホストを特定し、
さらにはユーザ エラーの防止を支援するための、自動化さ
れたマルチレイヤ機能が必要です。ルールベースの検出に
よって最新の既知の脅威が明らかになり、プロトコル分析に
よって人的ミスが防止され、異常検出によって新たな脅威が
発見されて「patient 0」が特定されます。社内ユーザとモバイ
ル ユーザに対するマルウェアの指揮および統制トラフィック
がブロックされ、Web トラフィックでの疑わしいふるまいの有
無が継続的に検査されます。 

セキュア リモート アクセス
産業用機器や医療機器など多くの機器のベンダーが、サポー
ト契約にリモート サポートを含めようとするのは、当然のこと
です。技術者を現場に派遣する必要がなければ、ベンダーは
リモート サポートによって運用コストを削減できます。また、
技術者が顧客との電話を続けながら作業を開始できるため、
顧客のダウンタイムも短縮されます。ただし、これには問題点
もあります。

• リモート アクセスを行うというのは、産業用制御ネットワー
クなど機密性の高いネットワークにインターネットからアク
セスできることを意味します。

• 顧客が複数のベンダーの機器を利用していれば、それぞれ
のベンダーに別個にアクセスを許可する必要があるため、
防御の穴が増えてしまいます。

• 顧客は多くの場合、顧客の環境内で実際に通信しているデ
バイスを把握しておらず、さらには、ベンダーのネットワー
クが顧客のネットワークにセキュリティ上の脅威をもたら
すかどうかさえ把握していません。

リモート ユーザ経由での脅威の進入を確実に防止するには、
リモート側からネットワークへの通信を保護し、セグメンテー
ション、可視性、分析を導入する必要があります。このアプ
ローチにより、リモート ユーザのアクセスを、担当の仕事に関
して許可しているシステムのみに制限することが、可能になり
ます。

アドバイザリ サービスとテクニカ
ル サービス
IoT は技術的進歩を実現していますが、最も重要なのは人的
要因です。テクノロジーはツールにすぎません。人々の力で 
IoT 環境を保護する必要があります。効果的な IoT セキュリ
ティ プログラムを確立できる可能性は、適切な計画とガイダ
ンスによって大幅に向上します。 

最も重要な最初のステップは、目的を認識することです。アド
バイザリ サービスとテクニカル サービスを利用して、リスク
の評価、準備計画の策定、インシデント対応プランの導入/運
用/構築を行えば、プロジェクトの成功および継続的なサービ
ス サポートを得られる可能性が大幅に高まります。

まとめ
今直面している脅威は動的なものであるため、防御も動的
に行う必要があります。請負業者が、ワームに感染したラップ
トップを貴社のネットワークに接続したとします。ワームがた
だちに拡散を試みると、次のような自動対応が始まります。

1. 悪意のあるトラフィックが検出され、ブロックされる。 
2. そのラップトップがネットワークから隔離される。 
3. ユーザ アカウントが無効になる。 
4. 重大なシステムにはまったく危険が及ばなかったことが、
ユーザ コンソールに表示される。 

準備していたインシデント対応プランを実施したことで、業務
に影響を及ぼすことなくプロセス全体を管理できました。
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基幹的なネットワークの事業者は、サイバーセキュリティの自動化を特に警戒して
います。IT ネットワークにとっては結構なことかもしれませんが、ほとんどの産業用
ネットワークにとってそうでないのは明らかです。自動化は、必要に応じて大規模に
も小規模にも行うことができます。自分のネットワークを制御するのは自分自身で
す。シスコは、それを簡単かつ安全に行えるように支援を提供します。

参考資料
1. http://www.securityweek.com/cyberattack-german-steel-plant-causes-

significant-damage-report [英語]
2. https://www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unprecedented-hack-

ukraines-power-grid/ [英語]
3. http://www.zdnet.com/article/hospitals-across-england-hit-by-cyber-

attack-systems-knocked-offline/ [英語]

シスコが選ばれる
理由
シスコは 25 年超にわたり、ネット
ワークの設計、導入、セキュリティに
従事してきました。シスコが構築す
る機器、考案するテクノロジー、策定
する規格は、インターネットや、考え
られる限りのあらゆるネットワーク
を実現させてきました。シスコは IoT 
が抱える課題への対応に、どのベン
ダーよりも適切な支援を提供できる
と自負しています。

ご相談くだされば、セキュアな IoT 
を最大限に活用するお手伝いをさ
せていただきます。
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