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遅れをとらない
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空港：

プレッシャーに晒されている業界

COVID-19 のパンデミック（世界的大流行）、戦争に関連した飛行
制限、燃油価格の高騰など、近年のグローバルショックによって空

港の利益が圧迫され、効率性とサービスレベルの向上が要求さ

れています。

これに対応して、空港はシステムを接続し、新しい OT/IoT/IT 技
術に投資することによって変革を遂げています。

同時に、サイバーセキュリティの改善に向けた重圧も増大していま

す。サイバー攻撃の増加により、空港の経営陣は、サイバーセ

キュリティ規制に遅れをとらずに、企業のセキュリティ基準を改善

してリスクを軽減することを重視しています。

こういったすべての変化に対処しながら、サービスの継続を維持

するにはどうすればいいのでしょうか。運用の回復力を確保する

には、空港に関する深い専門知識を持つソリューションとベンダー

を採用し、すべてのシステムとサブシステムで可視性とサイバーセ

キュリティを得ることが必要です。

このケーススタディを読んで、Nozomi Networksが世界の上位 5指に
入る空港でこれらの課題をどのように解決したかを学びましょう
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https://www.nozominetworks.com/downloads/US/Nozomi-Networks-Top-Five-Global-Airport-Case-Study.pdf


従来のネットワークを中心とするポイントソリューションセキュリティツールは、元々は重要なインフラ運用のために導
入されており、新たに出現する脅威の速度と複雑さに対応するにはもはや十分ではありません。

Gartner 調査、2021 年 11 月 10 日

複雑なシステム

課題：

サイバーリスクを

軽減し運用の回復力を

維持

空港にとって、デジタル変革は両刃の剣となります。一

方では、効率的で安全な運用を維持するための重要な方

法です。他方、空港はサイバー脅威や混乱に対してより

脆弱になります。複雑なシステムを持っている空港は、

規模を拡大してサイバーリスクを軽減し、運用の 回復力

を向上させるソリューションを必要としています。

空港が直面する主要なセキュリティ上の課題とは次の3つ

です。
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コンプライアンスの重圧

IT/OT のサイロ化
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複雑なシステム

コンプライアンスの重圧

IT/OTのサイロ化

サイバー脅威が増大し続けるにつれ、空港が標的となるケースがさらに増えて

います。空港の複雑で多様かつ分散したシステムでは、サイバー攻撃にさらさ

れる可能性が増大します。CISOは、何百万人もの旅客、何千人もの従業員、
何百ものベンダーとの関りを通じて膨大な攻撃対象の領域を持つ、数多くの

ネットワークを保護するという課題に直面しています。

サイバー攻撃が発生した場合、影響を受けるのはITネットワークだけではあり
ません。中核となる空港システムが脅威にさらされる可能性もあります。最悪

の場合、OT/IoTシステムが停止したり、それらを保護するためにオフラインに
なる可能性があります。

OT/IoT/IT システムを集約すると、可視性が無くリアルタイムの運用データへ
のアクセスが制限されるために、盲点が生じる可能性がありす。空港では、シ

ステムやネットワークへのリスクに優先順位を付けて軽減策を講じるために、コ

ンテキストに基づき資産、脆弱性、脅威、異常に関する情報を収集する必要が

あります。

4

1.出典元：国際空港評議会

空港のインフラの監視は、
多数のシステムが大量のト
ラフィックを抱え、セグメ
ンテーションが進んでいな
いことがあるため、複雑に
なります。
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複雑なシステム

コンプライアンスの重圧

IT/OTのサイロ化

増大するサイバー脅威に対応して、世界中の規制当局や立法機関が空港のた

めのサイバーセキュリティ要件を導入しています(ヨーロッパではNIS指令、フ
ランス、カタール、クウェートなどでは国ごとの法律と基準）。地域または国家単

位の規制を受けない国の空港でさえも、サイバーセキュリティ基準を採用して

います。

その結果、コンプライアンスとリスク軽減は、CISOと ITSECチームにとって最
優先事項となっています。彼らは、セキュリティKPIを達成し、損害をもたらす
セキュリティ違反を防止し、事業の継続性を確保する必要に基づき行動してい

ます。

規制および企業のセキュリティ基準を満たすために、空港はすべてのシステム

とサブシステムを可視化し、OTと IoTのセキュリティギャップを埋める必要が
あります。
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の空港が 2020年には
サイバー攻撃の標的に

なりました。* 
62
%

*出典元：国際空港評議会
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複雑なシステム

コンプライアンスの重圧

IT/OTのサイロ化

予算の問題が常に重圧となっているため、空港はテクノロジーへの投資と労働

力を最大限に活用することを希望しています。そのため、OTおよび IoTのセ
キュリティテクノロジーを IT のシステムとワークフローに統合することがますま
す重要になっています。

空港の多様なシステムから送られるセキュリティ情報を一元化することは、簡

単にはいかないことがあります。セキュリティ分析へ運用データを取り込むこと

は重要ですが、すべてのセキュリティソリューションがSIEM、SOC、その他の
システムへの全体的な統合を提供するわけではありません。多くの場合、空港

は運用資産とセキュリティの情報を得るために、サードパーティシステムと複数

の統合を行う必要があります。

空港は、リスクを軽減し、インシデント対応を改善し、生産性を最大化するため

に、SIEM システムおよび SOCシステムとの統合を通じて、欠落している運用
データとコンテキスト情報をITインフラに取り込むことに迫られています。

レガシーシステムは、今日の

高度なサイバー脅威に耐え

るように構築されていません。
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空港は攻撃対象となる領域が大きく、攻撃者の標的にな

る機会が増えています。高レベルのトラフィックとノードを

持つ複雑なシステムとネットワークには、空港のデジタル

変革に対応できる拡張可能な監視が必要です。

状況認識を強化し、混乱を生じる前に問題を修正する唯

一の方法は、IT、OT、IoT の可視性とセキュリティを正確
かつ詳細に維持することです。
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安全
サイバーレジリエンスの改善とコンプライアン

スの促進

統一
さまざまなOT システムからのデータを IT イン
フラと統合

機会：

可視化、安全、統一

サイバー脅威に先んじて運用の回復力を確保するには、

次の対策を行う必要があります。

可視化
OTおよび IoTの包括的な可視性の機会を開く
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可視化

安全

統一

包括的でリアルタイムな可視性ネットワーク上に

あるデバイスの種類とその数を全て把握していま

すか？どれがアクティブに通信中であり、どんな

プロトコルを使用しているでしょうか。重複するIP
アドレスを持つ複数のサブシステムをどのように

処理していますか？

信頼性を脅かすネットワークと通信の問題を検知

して解決するには、資産、接続、通信、プロトコル

その他の情報をリアルタイムで可視化する必要が

あります。

資産インベントリを自動的に作成することで盲点

をなくし、これまで見落としていた可能性のある資

産の存在を明らかにします。常に最新のインベン

トリを構築するソリューションを使用すれば、デー

タのスナップショットに依存するやり方よりも、時間

と費用を節約できます。

必要とされているのは、広範かつ詳細なプロトコ

ルサポートを提供するソリューションです。すべて

のシステムであらゆるOT、IoT、IT資産を、集約
された監視ソリューションで最大限に網羅する必

要があります。
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「異常を検出して可視化する優れた製品この製品で、OT環境の可視性が向上しました。本当に優れた製品であり、
管理も簡単です。サポートも良好で、迅速かつ効果的です。デバイスを管理するためのインターフェイスは非常に
簡単に使用でき、多くの情報を提供してくれます。」

~顧客の声
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「ネットワークで高レベルのセキュリティが得られます。
Nozomi は優れたネットワークアナライザーです。ネットワークをどんな脅威からも保護します。いかなる脆弱なデバイスも
リアルタイムで表示してくれます。誤報はありません。購入の主な理由は、コスト管理、ビジネスプロセスの俊敏性向上、
ビジネスプロセスの成果向上です。」

~顧客の声

可視化

安全

統一

コンプライアンスKPIの達成
地域および国レベルで進化しているサイバーセ

キュリティ要件は、空港に対し、さらに高い水準を

求めるものとなっています。セキュリティKPIを達
成するための準備はできていますか? 

資産、ネットワーク、通信、プロトコルなどの可視

性を含む、コアシステムの最新状況を常に把握す

ることが、空港のセキュリティ体制の向上に役立

ちます。

同時に、脅威、異常、および脆弱性を継続的に検

出することによって、サイバー脅威や運用上の脅

威に対し、被害が発生する前に評価して対処する

ことができます。

空港には、セキュリティの状態に関する信頼を提

供するために、リスク情報を継続的に更新するソ

リューションが必要です。

9
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「Nozomiは非常に使用が簡単で、その情報は SIEMに容易に統合できます。

当社では、OT ネットワークの分析に Nozomi を使用しています。システムから多くのフィードバックが得られ、非常に強力な
システムであるため、大変ありがたく思っています。購入の決定には、これまでの提携関係、製品の機能、パフォーマンスが

大きく関与しました。」

~顧客の声

可視化

安全

統一

セキュリティ情報の一元化

御社のセキュリティ分析は正確ですか？リスクを

評価する際に、すべてのサブシステムからの運用

データを考慮していますか？

空港の複雑なOT/IoT/IT 環境から得られるセ
キュリティ情報の収集と分析は、徹底的に行なう

ことが重要です。

既存の ITテクノロジースタックとシームレスに統
合する OT/IoT ソリューションは、空港の安全性
向上とチームの業務効率化に役立ちます。

運用データを SIEM、SOC その他のシステムに
統合することで、OTおよび IoTのセキュリティ
ギャップや脆弱性が不可視の状態から、包括的

かつ効率的なセキュリティ管理に移行できます。
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措置を講じる これらの課題を理解し、事業の継続性を確保しながらリスクを軽減するために適切

なソリューションを選ぶ重要性を認識している空港は、優位に立てるはずです。

今すぐ実施できる戦略は次の 3つです。
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監視を集約

規模を拡張

既存の投資をさらに活用

エアブリッジ、手荷物処理、CCTV、緊急事態、火災感知システム、照明、HVAC、施設内放送、セキュリティなど、空港
内のすべての運用システムとサブシステムで効果を発揮

当社製品の
詳細情報

Guardian™ CMC™

これは何でしょう？空港OT/IoT
ネットワークからのデータを分析し
可視化するセンサーです。

これは何でしょう？オンプレミスで
の集約監視用に Guardian セン
サーからのデータを集約する機器
です。

詳細はこちら 詳細はこちら

Vantage™

これは何でしょう？非常に大規模
な空港の OT/IoT/IT 環境のセ
キュリティ監視と可視性を拡張す
る SaaSです。

詳細はこちら

https://www.nozominetworks.com/products/guardian/
https://www.nozominetworks.com/products/guardian/
https://www.nozominetworks.com/products/vantage/
https://www.nozominetworks.com/products/central-management-console/
https://www.nozominetworks.com/products/vantage/
https://www.nozominetworks.com/products/vantage/
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監視を集約

既存の投資を
さらに活用

規模を拡張

攻撃者は、IT/OT防御の隙間を突く方法を知ってい
ます。大量のトラフィック、多数のノードと資産を持つ

ため、空港は脆弱になります。リスクを軽減するには、

OT/IoT 資産の監視を単一のビューに統合すること
が不可欠です。

空港には、多様なシステムと資産の包括的な可視性

と監視を提供するソリューションが必要です。つまり、

どのような運用データに関する質問にも迅速に回答

し、新たな脅威を検出して阻止するシステムです。

ITは、すべての資産とネットワークを確認し、不
正な使用と活動を迅速に検出できなければなりま

せん。すべてのサブシステムからの情報を統合し、

脆弱性と脅威に優先順位を付け、実用的なインテ

リジェンスで対応を迅速化するソリューションが理

想的です。
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ダウンロードする

空港ソリューションのイン
フォグラフィックを読み、
Nozomi Networksが
空港にスマートなサイ
バーセキュリティを提供
する方法をご覧ください。

https://www.nozominetworks.com/downloads/infographics/Nozomi-Networks-Smart-Cybersecurity-for-Smart-Factories-Solution-Infographic.pdf
https://www.nozominetworks.com/downloads/infographics/Nozomi-Networks-Smart-Cybersecurity-for-Airports-Solution-Infographic.pdf
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監視を集約

既存の投資を
さらに活用

規模を拡張

空港向けのサイバーセキュリティソリューションでは、

企業の IT/IoT/OT エコシステム全体の主要なアプ
リケーションとシームレスに統合することで、CISO
および ITSECチームがさらに効果的に業務を遂行
できるようにする必要があります。

空港ではテクノロジーソリューションに多額の投資を

行っています。すべての技術を使用し維持していくた

めには、多大なコミットメントとリソースが要求される

ため、CISOはベンダーの選定を絞り込んでいます。

理想的なサイバーセキュリティソリューションは、

SIEM、SOC、その他のシステムと統合して、毎
日使用する ITアプリケーションに運用データを取
り込む必要があります。全体的な統合によって、

データ分析だけでなくリソースとワークフローの効

率も向上します。

OTチームでは、運用リスクのない単一のソ
リューションで監視対象のすべての資産を包括的

に可視化することで、さらに生産性が向上します。

IT と OTの両方が日常業務を実施するのに役立
つソリューションは、サイロ化を解消し、コラボレー

ションを強化します。

13
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監視を集約

既存の投資を
さらに活用

規模を拡張

多様で分散した、空港のOT/IoT/IT インフラには、
大規模な監視が必要です。大量のトラフィックがある

複雑なシステムとネットワークを保護できるソリュー

ションの実装が不可欠です。

円滑にまた迅速に拡張できるシステムは、複雑さ

とコストを削減するのに役立ちます。現場でさまざ

まなセンサーを取り込むことができる、こういったシ

ステムはどのような空港のニーズにも適合します。

14



1
5

どのような成果が

得られるでしょうか?

ケーススタディ：
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トップ 5の空港で可視性を向上

国際空港での IT/OT データ統合
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空港での
可視性向上

16

課題： 結果：

世界でも上位5指に入る国際空港は以下を求
めていました：

Nozomi Networks ソリューションを導入するこ
とで、空港は以下を実現できました：

監視対象となる大量のトラフィック、変動要素、およびシステム

を含む環境への可視性を獲得

100,000 を超えるノードを含む 20近くの分離システムが空
港に存在

空港のコアシステムを可視化

可視化までの時間を 90%短縮

サイバーレジリエンス、コンプライアンス、セキュリティのKPIを
向上
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空港は IT/OT
データを統合

課題： 結果：

ある国際空港では以下を希望していました： Nozomi Networks ソリューションを導入するこ
とで、空港は以下を実現できました：

運用資産とセキュリティデータをデータレイクに含めることに

よって、セキュリティ分析を改善

運用データを正規化し、データレイクに統合

セキュリティ分析を改善

包括的なデータを使用して分析を実行し、セキュリティに関する

意思決定を改善
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顧客の声：Gartner Peer Insights

大手鉄道事業者にとって
優れた製品
Nozomi は、重要な OT インフラにおけ
るネットワークアクティビティの可視性向

上を目指したイニシアチブを最初からサ

ポートしてくれました。長期間にわたる複

数のオプション評価など、長いプロセスを

経て同社のソリューションを選択しました。

Nozomi を選択したのは、技術自体に
加えて、販売、プリセールス、実装チーム

も大きな理由です。現在、大規模な鉄道

網にこの技術を展開しており、決定を下

す前に、コンセプト実証/バリュー実証を
十分に行ないました。

★★★★★
役職： 鉄道OTサイバーセキュリティ
業界：運輸

事業規模： 100億～300 億ドル

役職： OTセキュリティスペシャリスト
業界：運輸

事業規模： 10億～30億ドル

OT環境で CISO必携の品
Nozomi Networks はこの分野の第
一人者です。単なるセキュリティ技術で

はありません。不透明な運用技術の世

界を油断なく監視します。セキュリティ

マネージャーである私にとって、欠か

せない存在です。

役職： 企業サイバーセキュリティマネージャー

業界：ヘルスケア

事業規模：2.5億～5 億ドル

★★★★★★★★★★

Guardian は購入時の状態
でそのまま使用でき、わずか
数時間で成果を発揮
Nozomi Networks Guardian は、
他のベンダー 2 社の製品とコンセプト
実証をプレーオフした後に選ばれました。
Guardian が当社の要件を満たせるこ
とは、早い段階で判明しました。当社は
OTセキュリティのジャーニーで識別段
階にあり、また優れたローカルサポート
が得られました。OT プロトコル分析は、
驚くべきことにセットアップやトレーニン
グが必要なく、時間の経過に伴う設備
の動作の変化を検出できました。異常
の検知精度は非常に高く、Nozomi サ
ポートとローカルの OT チームおよびセ
キュリティチームの両方が、簡単に微調
整できました。

その他のNozomi Networks顧客レビュー
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Nozomi Networks が、空港のサイバーレジリエンス、可視性、
セキュリティの向上にどのように役立つかをご覧ください。

次のステップ

空港のウェブページ デモをリクエストする

https://www.nozominetworks.com/solutions/transportation-logistics/
https://www.nozominetworks.com/solutions/airports/
https://www.nozominetworks.com/demo/
https://www.nozominetworks.com/demo/


さらに

詳しい情報
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Nozomi Networks と空港について
Nozomi Networks は、空港の可視性、脆弱性管理、セキュリティ監視の大手プロバイ
ダーです。当社の拡張性と柔軟な導入オプションは、個々の空港サブシステムから、数多く

の複雑で重要なシステムを備えた最大級の国際空港まで、幅広く対応します。OT と IoT の
セキュリティギャップを解消し、盲点をなくし、規制や企業のサイバーセキュリティ基準に適合

するのに役立ちます。

追加の資料：

ケーススタディ：世界

でも 5指に上る空港
ソリューションのインフォ

グラフィック

ウェブページ：空港

ブログ：空港のセキュ

リティは可視化から始

まります

Nozomi Networks
ソリューションがNIS指
令と規制の準拠をサポー

トする方法

IT プロフェッショナルに
よるOT/IoT セキュリ
ティガイド

https://info.nozominetworks.com/case-study-top-five-airport-improves-visibility-and-security-lp-0
https://www.nozominetworks.com/downloads/infographics/Nozomi-Networks-Smart-Cybersecurity-for-Airports-Solution-Infographic.pdf
https://info.nozominetworks.com/transportation-industry-brief-improving-operational-resiliency-lp-0
https://nozominetworks.com/solutions/airports
https://www.nozominetworks.com/blog/improving-airport-cybersecurity-starts-with-visibility
https://info.nozominetworks.com/mapping-guide-nis-directive-lp-0
https://info.nozominetworks.com/learning-guide-ot-iot-security-lp-0
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Nozomi Networksは、世界の重要なインフラストラクチャ、産業、政府組織をサイバー

脅威から保護することで、デジタル変革を加速します。当社のソリューションは、OTおよび

IoT環境向けに、ネットワークと資産の可視化、脅威の検知、および知見の提供を最高水

準で実行します。顧客からの信頼を受け、当社は運用の回復力を最大限に向上しつつ、

リスクと複雑さを最小限に抑えます。

ご覧いただき
ありがとうございました。

EBOOK-AIR-Cybersecurity-Challenges-JP-A4-001

nozominetworks.com


