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はじめに 
石油/ガス業界は、莫大な金額が動くという意味では、世界最大の業界の 

1 つです。しかし、組織の規模が大きいからといって守られている保証

はありません。機密データが原因で大企業が多額のお金を失ったり、さ

らには、悪意のある電子メールの添付ファイルを開いただけでネットワ

ークをコントロールされたりする可能性がある時代です。 

数百億ドルに及ぶ資産が危険にさらされているにもかかわらず、石油/ガ

ス業界の大半の企業は、国家の支援を受けた産業スパイや、ターゲット

を選んで政治的声明を発表しようとする「ハックティビスト」など、さ

まざまなサイバー攻撃に対して依然として無防備です。 

この業界で発生した問題によって、不透明だったサイバーセキュリティ

の世界に大きな注目が集まっています。2012 年 5 月、 米国国土安全保

障省は、同年の前半に国家の支援を受けた活動家たちによる、石油パイ

プライン会社への攻撃を確認しました。会社のシステムに侵入し、機密

情報を盗んだのです。2012 年 7 月、Wired 誌が、匿名の「ハックティビ

スト」集団がエネルギー会社数社のアカウントで使われている 1,000 も

の電子メール アドレスとともに、ハッシュ化されたパスワードや暗号化

されていないパスワードを公開したと報じました。さらに、2012 年 8 月

には、湾岸地域の一部の石油/ガス会社が、相次いでトロイの木馬に感染

し、新聞の 1 面をにぎわせました。 

進化し続けるこの脅威を前に、企業はただ打ち負かされているだけだ、

と White Badger Group でセキュリティ サービス担当専務取締役を務

め、石油/ガス業界の顧客に助言を与えてきた Paul Williams (ポール・ウ

ィリアムズ) 氏は話します。 

「外国の情報機関から送られている経済スパイについて言えば、防御側

が何をやっているか把握している 40 人の人間を、何千人ものスパイが

攻撃してくる恐れがあります」と、ウィリアムズ氏は言います。 

  



 

石油/ガス業界におけるセキュリティ開発ライフサイクル (SDL) の傾向 2 

 

全体的なアプローチ 
手ごわいセキュリティの課題を前にして、業界リーダー、外部のセキュ

リティ アナリスト、コンサルタント、ソフトウェアの専門家は、石油/

ガス業界のサイバーセキュリティに対して包括的なアプローチを取るよ

う呼びかけてきました。脅威の性質を考えると、企業は全社規模でボト

ムアップのセキュリティ文化を培う必要がある、というのが彼らのメッ

セージです。たとえば、サプライ チェーン全体のどこかに弱いつなぎ目

があれば、そこが深刻な問題となる可能性があるため、無秩序に分散し

たこの業界のすべての企業が、頭の切れる敵に立ち向かい、敵を防御で

きるような手順やポリシーを策定することなどです。 

「セキュリティは、会社にいる全員の責任です」と、Apache 

Corporation の情報技術担当バイス プレジデント Aaron Merrick (アーロ

ン・メリック) 氏は言います。世界中で事業展開している同社は、現在確

認されている石油と天然ガスの埋蔵量のうち 30 億バーレル以上が眠る

ヒューストンに本社を置いています。 

「ネットワーク上のユーザーに『あれは誰か他の人の仕事だから』と考

えて欲しくありません」と、彼は話します。「会社の全従業員が参加し

て協力しなければ実現できないことなので、これは全員の仕事です」  

同時に、規制がずっと厳しく、さまざまな手続きも限定的な原子力発電

業界などの他のインフラストラクチャとは異なる固有のニーズが石油/ガ

ス業界にはあります。 

「石油/ガス業界の文化は、非常にオープンです。コンサルタント、ベン

ダー、サプライヤーによって行われる仕事がたくさんあります」と、石

油/ガス業界で幅広く経験を積んだデータ セキュリティのコンサルタン

ト会社 Red Tiger Security 創立者/社長の Jonathan Pollet (ジョナサン・ポ

レット) 氏は言います。「問題は、ビジネス システムにアクセスする必

要のない人間からシステムを守りながら、どのようにそのビジネス シス

テムを機能させるかということです」 

石油/ガス業界の企業は、セキュリティに関する特定の懸念を解消しよう

と、規範的なプロセス変更を実施できる全体的なフレームワークを探し

ています。いくつかの企業では、セキュリティ開発ライフサイクルと呼

ばれるマイクロソフトが作成した既存のセキュリティ開発プロセスが、

ソフトウェア セキュリティだけでなく、より広範なインフラストラクチ

ャの設計にも適用できることに気付いています。 

セキュリティ開発ライフサイクル (SDL) は、企業が概念作りからリリー

ス、そしてその後にまでアプリケーションにセキュリティを組み込むこ

とができるように、段階的なプロセスで構成されています。 

このアプローチは、小規模なソフトウェア開発企業からグローバル企業

まで、業界や企業の規模に関係なくあらゆる企業に使用できます。そし

て、無料で提供されています。マイクロソフトは、全員がより安全な環

境で成功するという考えのもと、さまざまなお客様や競合他社に SDL を

                                                 
1 http://www.microsoft.com/ja-

jp/download/details.aspx?id=12379 

提供しています。SDL の基本機能は比較的容易に導入でき、セキュリテ

ィ構築の経験がなくても問題ありません。『Microsoft SDL の簡単な実

装』は、マネージャーが安全なソフトウェア開発のための長期的なフレ

ームワークを構築できるように作られた、非常に便利な文書です。1 17 

ページから成るこの文書は、安全なソフトウェア開発について、実践的

ですぐに使用できるプロセスを紹介しています。 

SDL のような包括的なプロセスは、サイバーセキュリティは CEO を含め

たすべての従業員が取り組むべき仕事であるという信念のもと、実践的

なソリューションの構築を支援します。SDL は、さまざまなセキュリテ

ィ環境に適応させることができますが、セキュリティが最も重視される

業界の厳しい標準にも対応できるよう厳格に作られています。 

  

SDL の主要手順 

主に SDL には、次の基本手順が含まれます。 

 トレーニングの実施と、全従業員に対する安全な開

発教育の要件を設定する。 

 最小限のセキュリティ標準を設定する。 

 最小限のプライバシー標準を設定する。 

 脅威モデルを作成する。 

 脅威モデルの作成で得た教訓を使い、製品の設計仕

様を更新する。 

 安全なコーディング手法を使い、よくあるセキュ 

リティ エラーを減らし、残ったエラーの影響を低減

する。 

 安全なコーディング手法の有効性を検証するため、

テストを実施する。 

 最終的なセキュリティ レビューを実施する。 

 脆弱性が見つかった場合に備えて、セキュリティ レ

スポンス計画を作成する。 

 分析し、脆弱性の原因を把握する。 

 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=12379
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=12379
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多様なグローバル産業のための 

ソリューション 
 

石油/ガス業界は多様性に富んだグローバル産業であり、非常に厳しい状

況で事業を運営していかなければなりません。資源調査、生産、処理、

製品の輸送のため、企業はさまざまな外部パートナーやサード パーティ

と協働する必要があります。「今後ますます、石油/ガス業界の企業は、

購入したさまざまなサービスや技術を集結させ、最終的な製品を完成さ

せていくようになるでしょう」と、マイクロソフトで石油/ガス業界を担

当するアカウント テクノロジ ストラテジストの Alan Hasling (アラン・

ハスリン) は言います。 

ハスリンは、天然ガスを加圧し、輸送するために使われる圧縮プロセス

を例に挙げています。ハスリンによれば、企業はこれまでガス コンプレ

ッサーを購入し、社内で処理していることがありましたが、現在では圧

縮サービスを利用しているケースが多いといいます。 

「我々は、ソフトウェアをほとんど作成していません」と、Apache 

Corporation のメリック氏は言います。「従業員の仕事に役立つツールを

購入して、導入しているのです」 

こうした状況の中、ほとんどの企業がアプリケーション ライフサイクル

を完全にコントロールしていないため、セキュリティは特に扱いにくい

要素になっていると、ポレット氏は説明します。 

そのため、セキュリティ プロセスに透明性を持たせることが課題となっ

ています。 

「すべてのベンダーにソリューションを基準にして仕事を進めるように

説得するのは非常に難しい作業です」と、ポレット氏は述べます。企業

はセキュリティに対して独自のアプローチを確立する傾向がある、と彼

は説明します。このため、大規模なインフラストラクチャにベスト プラ

クティスを浸透させるのは難しく、その結果、各社はさらに脆弱になる

可能性があります。 

「システム全体を停止させるには、弱いつなぎ目が 1 つあれば十分なの

です」と、彼は言います。 

しかし、SDL を導入することで、こうした分散化した環境で重要なソフ

トウェア システムを開発するためのセキュリティ運用方法を分析できま

す。SDL などのセキュリティ プロセスに関する情報は、企業がサプライ 

チェーンのベンダーとセキュリティについて協議する際の重要な要素で

あるべきです。 

企業の中には、既にプロセス ベースのこのアプローチを導入していると

ころもあります。企業がセキュリティに対する全体的なアプローチを実

践するようになれば、SDL のさまざまな概念が石油/ガス業界に浸透して

いきます。SDL を完全な状態で使用していない企業もあります。しか

し、そうした企業は、SDL の全体的な目的を反映させながら、さまざま

な方法で仕事を進めています。SDL のプロセスを段階的に適用していく

ことで、セキュリティも加算的に改善されていくのです。オール オア ナ

ッシングの計算式ではありません。 

メリック氏によれば、Apache Corporation では、物理的なアクセスや論

理的なアクセス、アプリケーションのセキュリティ、データの保護、デ

ータの継続性などあらゆる要素を考慮に入れた改変済みのセキュリティ 

フレームワークを使用しています。また、同社は主要サプライヤーに対

して、論理的で包括的な方法でセキュリティ上の懸案事項を解決するこ

とを求めています。 

結局のところ、Apache では、説明責任がセキュリティの重要な要素なの

です。 
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利益を生む SDL アプローチ 
石油/ガス業界の企業がアプリケーションのセキュリテ

ィの強化やアウトソーシングされたアプリケーションの

セキュリティに取り組む際に、SDL は特に適していま

す。この業界では、これまでサイバー攻撃に対して、運

用インフラストラクチャに修正プログラムを適用した

り、運用インフラストラクチャを更新したりすることで

対応してきました。しかし、安全な環境を確立するに

は、この方法では不十分です。企業が日常業務やビジネ

ス プロセスのコントロールに使用するアプリケーション

には貴重なデータが保存されているため、そのようなア

プリケーションが主な攻撃対象になってきています。 

問題は、石油/ガス業界の多くの人が指摘するように、

この業界の企業がサイバーセキュリティを真剣に受け止

めている一方で、このグローバル産業の無秩序に広がっ

た関係者のネットワークには、それぞれの利害関係と役

割が絡み、各社が独自のソリューションやアプリケー 

ションのセキュリティ標準を導入していることです。 

この業界の人々は、リスクの優先度の設定やアプリケー

ションの安全な開発に役立つ、SDL のようなプロセス フ

レームワークの有用性を認めています。SDL の主要概念

の 1 つは脅威モデルの作成であり、これによってリスク

緩和策やリソースの優先度を設定できます。この概念

は、石油/ガス業界で広く検討されている最中です。 

「最初に脅威モデルを作成していなければ、プロジェクトを承認すべき

ではない、と私は考えます」と、ある大手油田現場サービス会社のセキ

ュリティ担当役員は話します (この人物の名前は、管理している戦略的イ

ンフラストラクチャの機密性を理由に伏せています)。「プロジェクトが

発生したら、セキュリティをプロジェクト ライフサイクルの一部に組み

込む必要があります。非常に明確なことです」 

「いまだに、セキュリティが後回しにされているプロジェクトがたくさ

んあります」と、この役員は話します。「従業員は、セキュリティを初

めからプロセスに組み込んでおくべきであることを理解する必要があり

ます」 

 

さまざまな課題は存在するものの、石油/ガス業界の企業とそのサプラ

イヤーにとって、アプリケーションのセキュリティに対して体系的な

アプローチを採用することが極めて重要であり、それは実行可能なこ

とです。SDL は、開発者がコードを書き始める前にセキュリティを組

み込むためのガイドであり、この重要なエリアでのセキュリティ強化

にも役立ちます。また、必要な透明性や標準化も実現します。 

SDL の強みの 1 つは、柔軟性が高く、ソフトウェア業界だけでなくどん

な組織の製品ライフサイクルにも組み込めるプロセス ベースのアプロー

チだという点です。SDL は、アイオワ州に拠点を置く MidAmerican 

Energy Co. や、ワシントン州リバティー レイクに拠点を置くグローバル

な技術企業であり、スマート グリッドの電気/水道メーターのメーカー

である Itron といったインフラストラクチャ企業に導入され、成功を収

めています。 

真のコスト削減
を実現する SDL 
調査会社 Aberdeen Group が

実施した 2011 年の調査によ

って、レビューやテストの段

階になって初めてセキュリテ

ィを組み込む企業と比較する

と、開発プロセス全体に組み

込んでいる企業の方が、アプ

リケーションのセキュリティ

への年間投資に対して 4 倍の

収益をあげていたことが判明

しました。 

840 万 
ドル 

石油/ガス業界がサイバー攻撃を受

けダウンタイムが発生した場合の 

24 時間当たりの平均予想コスト 

アプリケーションのセキュリティに

関連する脆弱性の修正に要する平均

コスト 

30 万ドル 
インシデント 1 件当たり 
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MidAmerican では、Web サイトが攻撃されたことを受けて、経営幹部が

全社規模で SDL のトレーニングを実施しました。SDL に基づくセキュリ

ティ アプローチにより、攻撃の試みの影響が緩和されただけでなく、テ

スト期間中の変更やコードを後から修正する回数が減ったことで、生産

性が 20% アップするなど、効率化も促進されました。 

石油/ガス業界と明確な類似点を持つ Itron は、長期にわたり公益事業の

分野で利用されるはずのユーティリティ メーターを目まぐるしく変化す

るサイバーセキュリティ環境に適応させました。同社のエンジニアは、

物理的な故障の防止策 (密閉や遮断の強化) から電気システムやソフトウ

ェアの保護対策まで、スマート メーターの設計に SDL を導入しました。 

セキュリティで保護された製品だけが、もたらされるメリットではあり

ません。SDL は真のコスト削減にも貢献します。調査会社 Aberdeen 

Group が実施した 2011 年の調査によって、レビューやテストの段階に

なって初めてセキュリティを組み込む企業と比較すると、開発プロセス

全体に組み込んでいる企業の方が、アプリケーションのセキュリティへ

の年間投資に対して 4 倍の収益をあげていたことが判明しました。この

調査では、アプリケーションのセキュリティに関連する脆弱性の修正に

はインシデント 1 件当たり平均 30 万ドルかかると予測しています。し

かし、開発者がアプリケーションのセキュリティに対して包括的なアプ

ローチを導入する場合、年間で投入する平均投資額は、人員、プロセ

ス、トレーニングも含めると、合計約 40 万ドルに上ります。 

セキュリティ企業の McAfee が実施した 2011 年の調査では、サイバー攻

撃を受けダウンタイムが発生した場合の 24 時間当たりのコストは石油/

ガス業界が最も高く、1 日で平均 840 万ドルかかると予測しています。 

ポレット氏は、企業が安全性を強化する際に推奨できる実践的な手順が

あると言います。事前に最も大きなリスクを解決した方がいいという点

では、彼のアドバイスと SDL はよく似ています。 

まず、企業は重要な資産を特定し、その資産を守る方法について脅威モ

デルを作成するように彼は助言します。異なる手法で安全なアプリケー

ション開発を実施することや、セキュリティ侵害を 1 か所に限定するた

めに別々のセクターにネットワーク コントロール資産を分割することな

どが、その例です。また、自社のデータ システムに対する外部からのア

クセスをどのように安全に管理するのか、そして、システムを保護した

ら、どのように継続的に監視するのかも決定する必要があります。 

セキュリティに対する整然と組み立てられた統合アプローチを、システ

ム アーキテクチャや開発方法の基盤に組み込む必要がある、とポレッ

ト氏は言います。安全なインフラストラクチャの使用、基本的なネット

ワーク セキュリティ、ソフトウェアの更新などがこれに該当します。 

ポレット氏によると、次の段階では、こうした基本的な手順をより高度

なソフトウェア セキュリティに統合します。この段階で、ディレクトリ

へのアクセス管理、強力なパスワードの開発、改善された開発方法によ

り実際に展開したアプリケーションの保護を実施します。 

彼はこう話します。「セキュリティ プロバイダーとして言えば、こうし

たことは頭を使わなくても最小限の努力で実現できます」   
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今後の展望 
さまざまな課題は依然として残ります。セキュリティの専門家は、石油/

ガス業界は企業文化の一環としてエンドツーエンドのセキュリティを確

立しようと取り組み始めたばかりであると強調します。攻撃者の能力は

高まってきているため、企業は常に緊張感を持って対応する必要があり

ます。 

メリック氏は、石油/ガス業界はエンドツーエンドのセキュリティの必要

性をもっと認識するようになるだろうと予測しています。業界全体で協

力体制や標準化を強化すれば、データ転送の際に何が安全で、何が安全

ではないかを企業が把握できる連携型認証システムを確立できる可能性

があります。 

しかし最終的に、セキュリティとは、危険を見つけ解決する能力やセキ

ュリティ侵害が発生した場合にそれから学習する能力など、長年かけて

実証されているセキュリティ スキルに依存する反復プロセスだとメリッ

ク氏は考えます。 

メリック氏の考えでは、効果的なセキュリティとは、さまざまな潜在的

な要素から真の脅威を見つけ出すことを意味します。彼は、イリノイ州

で起きたある有名な事件を例に挙げました。2011 年に浄水場でポンプの

故障が発生し、当初はハッカーの仕業であると報じられました。しか

し、後で警報装置の不具合であったことが判明したのです。 

「日々起きていることから何が偽りかをより分ける能力を持つ必要があ

ります」と、彼は言います。「しかし、すべてを把握しても、何が弱点

になるかがわかっても、決して満足することはできません。悪用された

ものはすべて、今後何が悪用されるかわからないという教訓を伝えてい

るにすぎないからです」  

既知の脅威を解決することと未知の脅威に対応できる柔軟性を維持する

こと。セキュリティに関するこの 2 つの課題を解決するために使用する 

1 つのツールが SDL なのです。 

「…すべてを把握しても、 

何が弱点になるかがわかっ 

ても、決して満足することは

できません。悪用されたもの

はすべて、今後何が悪用され

るかわからないという教訓 

を伝えているにすぎないから

です」 

  
– アーロン・メリック氏、Apache Corporation 
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