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ライフサイエンス業界では患者データと知的財産（ IP）がサイバー
犯罪の主な標的とされてきたため、当業界のサイバーセキュリティ
対策は、情報技術（ IT）に焦点が当てられてきました。 ITシステム
に対する攻撃は、患者への潜在的な被害をはじめ、信用の喪失、
評判の失墜、業務の混乱、規制当局による処罰など、非常に深刻
かつ現実的な悪影響を引き起こす可能性があるからです。

一方で、現在も拡大中でありながら注目を浴びていない脅威があります。それは、制御
システム（ OT）に対する脅威です。 OTとは、製造現場や配送センターのほか、 R&D施設
や研究室を運営するための技術です。これまでは、重要な監視制御・データ取得（ SCADA）
機能を含むこれらの産業用制御システム（ ICS）は企業のネットワークの外側に存在して
いたため、サイバーセキュリティの対象領域に含まれていませんでした。

しかし、産業用のモノのインターネット（ IIoT）と工場間の相互接続（企業の IT環境や
他工場のシステムと接続されており、内部のシステム間の接続性が強化されている工場）
が導入されたことにより、状況は変化しています。このような技術の進歩は、生産性や
ビジネスアナリティクスに対してプラスの影響が非常に大きい一方で、 OT環境が攻撃を
受ける可能性も著しく増大させます 1。 

OTに対する潜在的なサイバー脅威の例を以下に、示します。こうした脅威
により、医療機器および医薬品の製造における有効性と完全性がリスクに
晒されるおそれがあります。

特に ICSに混乱を生じさせることを目的としたマルウェア。例えば、オーバー
フローの防止や製造システムのハイアラートモードへの切替えをつかさどる
安全制御システムが標的とされます。

品質保証（ QA）プロセスの障害。市販後の医療機器（ペースメーカー、イン
スリンポンプなど）の長期的な性能に危険な影響を及ぼす可能性があります。

プログラマブル・ロジック・コントローラ（ PLC）の脆弱化：産業用システム
のデータを露出させ、プログラミングが変更されるリスクを増大させます。
これらはすべて、接続されている機器に深刻な損傷を与える可能性があり
ます。

国家的な支援を受けた犯罪者による、製造プロセスで利用されている価値
ある知的財産（部品の設計図、製品の製造方法、プロセスなど）の窃取。 

1 An open target
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1 C. Lee (2018). “Boosting Cybersecurity in Pharma,” Pharma Manufacturing. 
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IT保護のためのサイバーセキュリティプログラムが大きな注目を集める一方で、 OT
環境の保護がほとんど注目されてこなかったのはなぜでしょうか。答えは、これまで
は、サイバーセキュリティ予算において OTのための資金が除外されていたためです。
正確かつ大規模な取組みによってリスクに対応することは、あまりに多額の資金を
要するために対応が不可能と考えられていたのです。

現在の組織は、それとは対照的です。環境が無防備になった場合のリスクが深刻であることから、 OTにおける
サイバーセキュリティ対策への投資は不可欠であると、企業の取締役会や各種委員会、ならびに、その他の意思
決定者に向けて主張されています。特に、リスクの増大につながる特定の市場、業務および規制上の要因に
対する注意喚起が行われています。以下に、そのような要因の例を挙げます。 

1. 業界における消費者のニーズや嗜好への注力の拡大

ブロックバスター（莫大な売上をもたらす大型新薬）から、より小規模な患者集団向けの専門医薬品やオー
ダーメイド医療へのシフトが進んでいることから、製造現場においては、製品および配送システムをカスタ
マイズするために、価値が高く、それゆえに狙われやすくもある患者データが必要となっています。製品の
焦点が急速にシフトすることへの対応にはサプライチェーンの細分化および契約製造が必要になりますが、
サプライチェーンへの参加者が増えると、有害なマルウェアが OT環境に侵入する攻撃経路が増加してしまう
可能性があります。さらに、製品ポートフォリオの拡大または合理化を目指すなかで、多くの組織がテクノロ
ジーおよび消費者に重点を置いているライフサイエンス企業やヘルスケア企業との協力や提携を進めますが、
その結果、さらなるサードパーティリスクが生じています。

消費者志向および専門医薬品開発へのシフトにより、製造現場においては、今までは活用して
いなかった患者データや知的財産データへのアクセスが必要になりました。 

3 An open target
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2. 破壊的デジタルテクノロジーの採用の増加

ブロックチェーンから予測的アナリティクス、人工知能（ AI）、IIoT
に至る破壊的デジタルテクノロジーは、ライフサイエンス業界の
製造プロセスだけでなく、サプライチェーン管理、コンプライア
ンス運用、臨床試験、創薬および継続的な品質保証の促進に
おいて、ますます重要な役割を果たすようになっています 2。例えば、
産業用ロボットにより、製造業者は生産ラインの効率化および
生産性の向上に加え、組立てから検査・梱包までのワークフロー
の最適化も可能となっています。モーションコントロールシステム
は、医療機器の組立てや移動に利用されています。コントロール
センシングおよびビジョンガイド・システムは、機器のピック＆プレ
イスだけでなく、バーコードのスキャンと確認による製品の安全性
の監視も行います 3。

これらの革新的なテクノロジーは、患者の安全確保および品質向
上に欠かせませんが、非常に複雑なものです。そのため、サイバー
攻撃によって稼働に混乱が生じると、通常の状態への復旧は難しく、
再構築や交換を行う場合には多額の資金を要します。また、これ
らのテクノロジーのなかでも特に IIoTは、携帯電話用の通信網や
クラウドサービスを通じて OT資産と企業ネットワークを接続する
ため、ファイアウォールのような従来のリスク低減策が無効に
なってしまいます。さらに、 IIoTは常時稼働しているため、設備が 

24時間稼働していなくても、組織は日にちや時間帯を問わず、
常に攻撃のリスクに晒されることになります。

2 J. Chapman (2018). “How AI Tools Will Transform Quality Management in 
the Life Sciences,” Pharmaceutical Online. 

3 Anonymous (2018). “How robots are revolutionizing medical device 
manufacturing, Medical Plastics News. 
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3. 古いレガシーシステムと不十分な役割の定義

製品における未曽有のイノベーションにもかかわらず、一部のライフサイ
エンス組織は、業務において古いテクノロジーを使用し続けています。
そのような組織においては、多数のレガシーシステムを含むインフラで
業務が運営されており 4、OT環境はサイバー攻撃に対して脆弱で、攻撃
への防御策も行われていません。さらに、多くのレガシーな OT環境では、
いまだに勤務交替時にユーザーがパスワードを共有しています（ただし
この事象は、ユーザーにログアウトを強制するとオペレーターがオフラ
イン時にシステムを使用できなくなってしまうため、複雑な問題となって
います）。

企業内の ITにおいては役割と権限がより詳細に定義されていることに
比べると、製造現場は、工場管理者が様々な拠点を監督しており、セキュ
リティ管理やインシデント対応を含む OTに関する責任者が置かれてい
ないなど、あまり組織化されていません。 IT機能と OT機能は重なる部分
がほとんどないため、誰が OT設備の調達や設定の責任を負うかという
問題が不明確なままになっています。企業は、 OT環境に特化したサイ
バーセキュリティに関する責任者を設置し始めていますが、正式なサイ
バーセキュリティのインフラが存在しなければ、攻撃を受けた際に迅速
に対応することは難しいと考えられます。

ライフサイエンス組織は、臨床分野における製品のイノベー
ションに匹敵する水準で、そのイノベーションを保護するた
めの新たな方法が必要となります。 

4 C. Souza (2018). “Lessons for Pharma from the Merck Cyberattack, 
Pharmaceutical Executive. M. Yao (2017). “Your Electronic Medical Records 
Could Be Worth $1000 to Hackers,  Forbes. 

An open target 5 
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4. 新たなデータプライバシー規制

非合法なマーケットでは、患者データは財務データよりも価値
が高いものとして認識されています 5。そのため、情報の保護
を新たな水準へと高めようとする継続的な動きが世界各地で
みられます。最近施行された多くの規制（その一部は欧州連合
によるもの）により、ライフサイエンス企業では、患者データ
がもたらす多大な競争優位性を利用しつつデータプライバシー
を維持する方法についての意思決定が複雑になっています。
例えば、欧州連合による EU一般データ保護規則（ GDPR）では、
医療データの利用は、個人の同意がある場合、または当該
データが公共の利益に大きく資する場合のみに制限されてい
ます。これにより、ライフサイエンス組織が製造プロセスに
おいて臨床試験以外のデータ（第三者ベンダーが提供するもの
も含む）を活用する方法においても、当然のように一定の制限
が課されてしまいます。

サプライチェーンにおける実務に関しては、ライフサイエンス
組織は米国食品医薬品局（ FDA）の医薬品サプライチェーン
安全保障法（ DSCSA）の対象となり、製品が製造現場から
患者に届くまでに辿る行程を電子文書化することが義務付け
られています。最後に、「データの完全性と CGMPへの準拠に
関する業界向けガイダンス（ Data Integrity and Compliance 
with CGMP Guidance for Industry）」と題された FDAのドラ
フトガイダンスは、医薬品の安全性および品質に影響するすべて
の機能における正確かつ信頼できるデータの利用を確実にする
ことを目標としています 6。患者データの保護を目的とした規制
を遵守できない企業は、数千万ドルの罰金を抱える可能性に
加え、影響を受ける患者から深刻な評判の失墜および金銭的
賠償の請求を被る可能性があります。

5 M. Yao (2017). “Your Electronic Medical Records Could Be Worth $1000 
to Hackers,  Forbes. 

6 A. Ruth (2017). “Why Pharmaceutical Data Integrity Is More Important 
Than Ever,” Pharmaceutical Manufacturing. 
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1

リスクを軽減するには
リスクを識別し、ロードマップを作成する

ライフサイエンス組織が正式な OTサイバーセキュリティプログ
ラムの導入を開始するためには、まず、最大のリスクが存在
する箇所を識別しなければなりません。リスクの識別にあたっ
ては、 KPMGのあらゆる業界における経験から、以下の段階
的なアプローチが推奨されます。 

OT資産の範囲と、 OT環境とのインバウンドおよびアウト
バウンドの接続ポイントを特定する 

潜在的な脅威アクター（スクリプトキディやハクティビスト
など、脅威となる行為主体の総称）と攻撃経路を識別する 

脅威イベントの発生確率に影響する要因（脅威アクターの
近接性、必要なスキルレベルなど）を識別する 

脅威イベントの結果として生じ得る影響（業務の停止、業務
における安全性の低下など）を明確化する 

攻撃経路、脅威の発生確率および予想される影響を用いて
リスクレベルを算定する

さらに、ライフサイエンス組織が OT環境へのサイバーセキュリ
ティの導入を開始するためには、目標とする状態とそこに到達
するための方法を事前に決定しなければなりません。 KPMG
の経験から、以下の措置を講じることが推奨されます。 

目標とする状態を、優先される機能を含めて文書化する 

詳細なネットワーク図を作成し、 OT環境への、 OT環境
からの、また、 OT環境内での許可されるデータフローを
可視化する 

合意された許容可能なレベルまでリスクを軽減するための、
サイバーセキュリティのフレームワークと ICS/OT統制を策定
する 

ICS/OTにおけるベンダーリスク管理を含むガバナンスモデル
により、フレームワークを実現させる 

意識向上プログラムや教育、人事・変更の取組みを通じて、
業務におけるサイバーセキュリティ対策の遵守および支援を
実現させる 

新たに導入されたすべてのテクノロジーを上述のフレーム
ワークの対象とするとともに、事業継続および災害復旧の
ための堅固なプログラムの実施を確保し、進歩した状態を
維持する

まとめ：ライフサイエンス組織が攻撃に対する防御を
実現させるためには、自らが直面する最も重要なリスク
を識別し、それを優先して対処しなければなりません。

まとめ： OT環境におけるサイバーセキュリティプログラム
は、一夜にして確立できるものではありません。段階的
かつ長期的な取組みを通じて対応する必要があります。
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2
高度な接続性によって導入されるリスクを局所化する

昨今の消費者志向と専門医薬品へのシフトにより、製品の製法
や医療機器の設定情報が OT環境に保存されることが多くなり
ました。さらに、製造プロセスにおいては破壊的テクノロジーの
導入が加速しており、サプライチェーン向けのブロックチェーン
をはじめ、品質管理機能における予測的アナリティクス、潜在
的新製品を早期に発見するための AIの利用に至るまで、多岐に
わたっています。こうしたイノベーションはすべての生産における
効率と品質の向上に不可欠である一方で、破壊的テクノロジー
は、脅威によって引き起こされた 1つの領域の障害が、雪だるま
式にライフサイエンス業界のバリューチェーン全体にまで及ぶ
リスクを生じさせる可能性があります。

バイオ医薬品については、特に知的財産と営業機密の価値が
高く、製造現場の開発プロセスへのハッキングによって製法が
流出してしまう可能性があります。サイバー脅威のアクターは
この事実を知っており、 OTシステムに侵入して知的財産を盗む
方法や、製造プロセスに混乱を発生させる方法を編み出して
います。このような事実はライフサイエンス組織も認識してい
ますが、多くのライフサイエンス組織は、この問題への対応に、
ウイルス対策ソフトウェア、ファイアウォール、ロールベースの
アクセス制御（ RBAC）など、 ITの保護に利用しているものと
同じソリューションを用いています。そうではなく、 OT環境に
特化した、これらの機密性の高いネットワークにおいてセキュ
リティの異常を検知することができるツールおよびプロセスを
採用する必要があります。

最も重要なことは、こうしたすべての接続においては、弱点を
最小化するとともに潜在的な脅威を局所にとどめることを目的
とした、複数の層でのセグメンテーションが必要です。これは
多くの場合、垂直方向のセグメンテーション（企業ネットワーク
と OTの間の接続を最小限にとどめ、厳格に制御すること）の
ことを意味します。一方で、あまり一般的ではありませんが、
一部の組織は水平方向のセグメンテーション（製造や品質管理
など、個々の業務機能間のセグメンテーション）の実施も検討
しています。最後に、「マイクロセグメンテーション」を検討
すべきケースもあります。これは、資産 IDおよび認証を従来
のネットワーキングからオーバーレイへと抽出することを指し、
専用のハードウェアまたはソフトウェアエージェントを通じて
様々な OT資産をカバーすることが可能です。

まとめ：組織は、企業ネットワークから OTネットワーク
への移動ポイントを識別するとともに、デバイスにおける
セグメンテーションの設定を評価し、攻撃者に利用され
得る潜在的なリスク領域を識別する必要があります。 

9 An open target
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サイバーセキュリティに対する意識を全社に広める

多くのサイバー攻撃は、人間がソーシャルエンジニアリングの
策略に弱いことから生じているため、サイバーセキュリティに
対する意識向上を組織全体で取り組むことが重要です。潜在的
に疑わしい行為への警戒を強める集中的な研修プログラムに
加え、献身的な支持者からのサポートによって、上級経営者が
サイバーセキュリティを安全に維持するという企業文化を育てる
ための措置を全社的に講じることが推奨されます。

組織のサイバーセキュリティに対する取組みが成熟化することに
従い、 AI、コグニティブ・コンピューティング、ブロックチェーン、 

IIoT、クラウド、およびモビリティの各領域で、サイバーセキュ
リティプログラムの戦略、設計および実施の担当者を任命する
ことが推奨されます。将来は、例えばサイバーセキュリティの

スキルを有する R&D研究者といった、複数のスキルを併せ持つ
役割が組織に必要となる可能性がありますが、すぐに実現
できるものではありません。その間に組織は、 ITと OTの収斂
を受け入れるとともに、明確に定義され、ステークホルダーに
よって承認された役割と責任を伴う全社的なガバナンス体制を
構築する必要があります。 

3 

4

まとめ：組織の方向性および保護対象となる情報の範囲
に関する方針に加え、最も重要なこととして、役割と責任
に関する方針を文書化します。

データのアクセス制御をコンプライアンス活動の一環として強化する

患者データを保護するとともに、厳格化する規制上の要件を
遵守するために重要な措置は、粗略なアクセス管理方針を改善
することです。システムのフロントへのアクセスによりシステム
全体へのエントリーポイントが発生する可能性があるため、属性
ベースのアクセス制御（ ABAC）の導入が推奨されます。また、
アクセス管理方針には、リモートアクセスを含むことが推奨
されます。なぜならば、リアルタイムでの問題対応のために
分析データへのアクセスが必要な場合には、リモート環境から
のアクセスが必要となるからです。安全なリモートアクセスに
おいては、最低でも、ファイアウォール経由での 2要素または
多要素認証を要求する必要があります。

さらに、第三者ベンダーが自組織と同等の厳格なサイバーセキュ
リティ要件を遵守するように担保することが重要です。第三者
ベンダーの協力がなければ、規制要件を遵守することや、サイ
バー機能を更新またはある程度の期間にわたって維持すること
は、さらに困難となってしまいます。この点に関しては、第三者
ベンダーの評価とモバイル機器（ノート PCなど）のスキャンを
行い、マルウェアが外部から導入されていないことについて

ある程度の保証を維持することが特に重要です。システム上の
ベンダーによるアクセスが可能な部分には厳格な統制が必要で
あり、それらはすべて、第三者ベンダーとの契約書またはサー
ビスレベル合意書（ SLA）に明記しなければなりません。

短期的には、個々の権限が詳細で、特定のユーザーに RBAC
が適用される（例： R&D担当者のみが各自の機能に関連する
データにアクセスするために必要なバックエンドシステムを
閲覧できる）ディレクトリサービスに移行することが推奨され
ます。将来的には、ネットワークの利用者全員に適用される 

ABACを含む包括的な ID管理の方針および手続きの策定に
向けて作業を進める必要があります。

まとめ：現在施行されている、または、施行が予定され
ているデータプライバシー規制と、それらが製造環境に
おけるデータ利用に及ぼし得る影響を、組織が理解して
いることを確認します。

© 2021 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public 
Accountants Law and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with 
KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.



© 2021 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public 
Accountants Law and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with 
KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

An open target 11 



結論
ライフサイエンス業界は、余命を大幅に伸ばす医薬品や
疾患を治癒させる治療法、消費者の健康とライフスタイル
におけるニーズを満たすオーダーメイドの医薬品と医療機器
といった、未曽有のイノベーションの時代を迎えています。

これらの進歩は、同じように画期的な通信テクノロジーに依存しており、こう
したテクノロジーにより、迅速で費用対効果が高く、カスタマイズされた製造
が可能となっています。業界の繁栄と生産性のためには、こうしたすべての面
においてイノベーションを続けることが不可欠であり、それには、 OTおよび IT
のサイバーセキュリティに同等の重要性を認めることと、イノベーションの阻害
となり得る活動を行う脅威アクターの数歩先を進み続けることが必要です。
ライフサイエンス組織は、企業環境内の ITネットワークおよび重要データの
保護に関しては大きな進歩を遂げているので、今後は OT環境にも同様の注意
を払う必要があります。ライフサイエンス業界におけるイノベーションの未来は、
そのことに懸かっています。
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KPMGによる
支援 
KPMGのサイバープラクティスは、組織のセキュリティ、
プライバシーおよび事業継続のための統制を事業実現の
プラットフォームへと変革することを目指し、攻撃の予防
から攻撃を受けた場合の対策に至るまで、組織の支援を
行っています。私たちの理念では、セキュリティとはプロ
セスであり、ソリューションではありません。そのため、 

IT/OTネットワークおよび機密データを電子的な攻撃や
リスクから保護することは、経常的な取組みとなります。

私たちのチームはサイバーセキュリティの領域の実務において、ライフサイエ
ンス、医療およびその他の業界の世界有数の企業から絶大な信頼を獲得し、
維持しています。私たちのサービスは、戦略およびガバナンスから、大規模な
セキュリティ変革プログラムや全面的なサイバーリスク対応サービスまでの多岐
にわたり、オンデマンドの悪意のコード分析、ホストおよび企業ベースのフォレ
ンジック、ネットワークフォレンジック、脅威インテリジェンスおよび専門家に
よる鑑定などが含まれます。 

KPMGの OTコンプライアンス &トランスフォーメーションチームは、重要な 

IT-OT相互運用、適切なレジリエンスのメカニズム、およびリスクに集中した
優先度の高いエンハンスメント・プログラムの計画および設計において、様々
な業種のクライアントを支援してきました。私たちは、クライアントが新たな
時代の世界において競争力を発揮できるよう、テクノロジーを活用し、真の
予防的メカニズム構築の支援、 OTセキュリティ機能の継続的測定、重要な
業務改善の実現を行っています。サービスの例を以下に示します。 

セキュリティプログラム戦略の設計 

セキュリティプロセスのエンジニアリングおよび運用上の変革 

ネットワークアーキテクチャの戦略およびセグメンテーション 

資産の一覧化および管理、インテリジェンスの実現、イベントの関連付け 

テクノロジーの統合および論理的デザイン 

産業用モノのインターネット（ IIoT）におけるセキュリティおよびアーキテク
チャ 
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