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スマートビル：
サイバーリスクとコストの軽減

スマートビルの所有主は、運用コストを抑え、エネルギー消費を削

減する方法を模索しながら、老朽化している場合の多いビル管理

システムへ IoTシステムとセンサーを追加しています。

しかし、スマートビルが犯罪者にとって魅力的な標的となっている

現在、総合接続されたIoTデバイスがサイバー攻撃対象となる領

域を増加させています。導入されているシステムの多様性、本質

的なセキュリティの欠如、およびサイバーリスク管理への関心の

低さが理由で、侵入の入口が数多く提供されています。リスクにさ

らされるシステムには、HVAC、エレベーター、IoT、照明、駐車場な

ど、ITが対応していないものも数多く含まれます。

この脅威を切り抜け、重要な運用を継続させながら、利用者の安

全と快適さ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、スマートビル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IoTデバイスとビル管

理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。

©  2022 Nozomi Networks Inc.  |  All rights reserved.  |  www.nozominetworks.com 2



サイバーセキュリティには IT企業や部門が対処できていない領域があり、それはビルシステムや請負業者に起因する脆弱性、

断片化、一貫性の欠如です。

インテリジェントビル

サイバーリスクの増大

課題：

サイバーリスク

軽減と運用の

回復力の維持

スマートビルには、電気、出入管理、CCTV、エネルギー管理、HVAC、

照明制御など、多数のシステムが含まれています。IoTセンサーを追

加することで、サイバー脅威や中断に対する建物の脆弱性が増しま

す。建物のサイバーセキュリティには責任者がいないことが多いた

め、企業は、サイバーリスクを軽減し、運用の 回復力を効率的かつ

大規模に向上させる ソリューションを必要としています。

スマートビルで直面している主要なセキュリティ上の課題とは次の 3

つです。

可視性の欠如

限られたサイバーセキュリティのリソース
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可視性の欠如

サイバーリスクの増大

限られたサイバーセキュリティのリソース

サイバーリスクは、インフラストラクチャに IoT/OTデバイスを追加するにつれて増大しま

す。しかし、見えないものを守ることはできません。ITスペシャリストと施設管理者は、サ

イバーセキュリティを強化するために、すべてのベンダーであらゆるデバイスとシステム

を完全に可視化する必要があります。可視化することで脆弱性と異常を正確に検出で

きるため、サイバーリスクを軽減し、混乱を最小限に抑えることができます。

スマートビルに対する攻撃の頻度が増すにつれて、建物の出入り、カメラ、エレベー

ター、HVAC、照明などから、OT/IoTデバイスを介して脅威要素が侵入するようになりま

す。多様なシステムがあるため、すべてのシステムを全体的に把握し、それらリスクの

優先度を評価することは困難です。

施設の管理者とIT担当者は、リスクを適切に評価し、運用の回復力を維持するための

効率的な措置を講じるために、すべての資産、ネットワーク、およびシステムを自動的

に統合し、一括管理できることを必要としています。

スマートビルをサイバー脅威か

ら保護することは、OT/IoTシステ

ム全体に大きな盲点やセキュリ

ティギャップがあるために困難と

なっています。
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可視性の欠如

サイバーリスクの増大

限られたサイバーセキュリティのリソース

世界中で地政学的な緊張が高まり、サイバー攻撃が増加しています。建物への攻撃は、

利用者の安全と快適さだけでなく、建物を所有し管理する企業の評判と財務状況をも

脅かします。

しかし、スマートビルを保護することは、想像するほど簡単ではありません。ITサイバー

セキュリティソリューションは、IoT/OTデバイスの保護には適しておらず、ビル管理シス

テムを管理するさまざまなベンダーが持つサイバーセキュリティの専門知識と取り組み

は、多くの場合において限られています。

サイバー攻撃が巧妙化するにつれて、脆弱性を特定して優先順位を付けることが、既

存デバイスおよび新規デバイスの両方について重要になります。IT部門は、スマートビ

ルの適切な保護のために、大規模にで包括的な監視と、継続的なリスク情報の更新を

必要としています。

施設管理者は、OTサイ

バーセキュリティを「懸念

している」または「心配し

ている」のいずれかと回

答しています。*

71%

*出典元：Honeywell、2021年「サイバー脅威に対する施設の運用技術の保護」
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可視性の欠如

断片化されたシステム

限られたサイバーセキュリティのリソース

ビル管理システムのサイバーセキュリティは、多くの場合、所有者がはっきりせずリソー

スが不十分なことが問題となっています。

IT部門によって実行されるサイバーセキュリティプログラムは通常、ビルオートメーショ

ンの OT/IoTシステムで生じるリスクに対応していません

施設管理者もサイバーセキュリティリスクをあまり重視せず、解決策を積極的に探ろう

とはしません。彼らは施設の運営を継続し、建物の利用者の快適さと安全を維持する

必要性を優先します。

共有の監視ツールがないため、IT部門や施設管理者が効果的にサイバーリスクを検出

して軽減することは困難です。

スマートビルのセキュリティを守る上で、リソースと専門知識の不足に加えて、各領域間

で整合がうまくとれていないことが大幅な障害となります。

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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スマートビルは攻撃対象となる表層が大きく、高度な攻撃者

の標的になる可能性が増大しています。複数の施設内にま

たがる多様なシステムとネットワークには、統合された監視

が必要です。企業はコストを抑えてイノベーションのペース

に追いつくために、簡単に拡張できるソリューションを必要と

しています。

状況認識を強化し、建物の利用者の安全を脅かす可能性

のある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保つことです。

診断
AIベースの分析でセキュリティの脅威とプロセ

スの問題を診断し、業務リスクを軽減

対応
実用的なインサイトとガイド付きの復旧機能を提供

して最優先事項に対応し、最大限の効率を実現

機会：

予測、診断、対応

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。

予測
運用プロセスを最適化するためのセキュリティ

の脆弱性とメンテナンス要件を予測
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予測

診断

対応

包括的でリアルタイムの可視性と、サイバー脅威と機

器の誤動作の早期警告

問題の予測は可視化から始まります。御社はネッワー

ク上にあるデバイスの種類とその数を本当に把握して

いますか？どのデバイスが現在、通信を行っています

か？サイバー攻撃が損害を与える前に対処するにはど

うすればよいのでしょうか？

信頼性を脅かすサイバーインシデントやネットワークの

問題を発見して解決するには、資産、接続、通信をリア

ルタイムで可視化し、リスクを早期に警告する必要があ

ります。

ビル管理インベントリ一覧を自動的に作成することで

盲点をなくし、これまで見逃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。

必要なのは、OT/IoT/ITエコシステムの全体像を示し、

セキュリティの脆弱性とメンテナンス要件を警告して、

どんな混乱であれ、発生前に必ず対処できるようにし

てくれるベンダーです。

「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

この画像の高解像度
ファイルが必要
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予測

診断

対応

脅威と異常の高度な検出

サイバー攻撃者がますます高度化していることに

よって、スマートビルのセキュリティを担当する施設

管理者やITスペシャリストに対し、さらに高い水準の

スキルが求められています。

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、すべてのシステムとサブシステムから

の運用データを考慮していますか？

すべての施設の複雑なビル管理およびIoT環境から得ら

れる情報を収集および分析する場合、リソースを効率的

に使用することが鍵を握ります。

スマートビルには、運用のセキュリティと回復力の状態に

対する信頼をもたらす、継続的に更新されるリスク情報

が必要です。

また、問題となる可能性のあるネットワークの変化を経

時的に分析したり、インシデントに迅速に対処するには、

強力なフォレンジックタイムライン分析とクエリのツール

が必要です。

「Nozomiはネットワークに高レベルのセキュリティを提供します。」
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。脆弱なデバイスをリアルタイムで表示してく
れ、誤報はありません。購入の主な理由：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。

~顧客の声
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予測

診断

対応

時間を節約するプレイブック

状況の認識は重要ですが、それだけでは不十分で

す。サイバーリスクや異常な挙動の警告に対処する

方法を知る必要があります。

復旧のための実用的なインテリジェンスとプレイブックを

活用し、リスクを取りまとめて優先順位を付けるシステム

は、効率的かつ体系的に施設のセキュリティを向上する

のに役立ちます。

解決すべき問題の種類ごとに段階を追った指示が必要

であり、リスク軽減の優先順位を付けるには脅威インテ

リジェンスが必要です。適切な情報とツールがあれば、

労力を無駄にせず平均応答時間 (MTTR) を短縮でき

ます。

「OT環境で CISO必携の品」
Nozomi Networksはこの分野のリーダーです。単なるセキュリティ技術を越えて、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、これは実に不可欠なものです。

~顧客の声

1
0



措置を

講じる

これらの課題を理解し、リスクを軽減するために適切なソリューションが役立つことを認識しているビル

管理者とITスペシャリストは、競争力を向上できます。

今すぐ実施できる戦略は次の3つです。

監視を統合する

規模を拡張する

サイバーセキュリティ戦略を拡大する

照明、エレベーター、CCTV、緊急システム、火災感知システム、HVAC、構内放送、防犯など、スマートビル内のすべての

IoTおよび運用システムに役立ちます。

当社製品の
詳細情報

Guardian™ CMC™

これは何でしょう？インテリジェン
トビルディング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？単一コンソール
でのオンプレミス監視用に
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？複数の接続され
た施設と複雑なビル管理環境のセ
キュリティ監視と可視性を拡大する、
SaaSです。

詳細はこちら
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監視を統合する

サイバーセキュリティ戦略を
拡大する

規模を拡張する

攻撃者は、IT/OT防御の隙間を突く方法を知っています。

複数の施設にまたがる多数のビルディング IoTと相互接

続されたビル管理システムでは、検出が困難な場所での

サイバーリスクが生じます。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。

スマートビルには、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。

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る必要があります。すべて

のシステムと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。

ダウンロードする

ビル管理システムソリューション
のインフォグラフィックで、
Nozomi Networksがスマートビ

ル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。
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監視を統合する

サイバーセキュリティ
戦略を拡大する

規模を拡張する

IoTデバイスは、セキュリティ機能と外部システムへの接

続が不足しているため、サイバー侵害につながる扉を開

きます。スマートビルでは、ITサイバーセキュリティツール

を使用する場合があります。しかし、既存および新規に追

加されたIoTとOTデバイスへ十分に対応していない場合、

それらはサイバーリスクにさらされています。

サードパーティのベンダーが IoTデバイスにパッチを適用

したり更新したりすることはめったになく、またOTデバイス

は運用上の理由からパッチを適用することが難しく、建物

の運用がリスクにさらされています。

サイバー脅威への露出とそれに伴う金銭的損失を抑

えるために、スマートビルオペレーターは、従来の ITシ

ステムだけでなく、拡大する IoT/OTインフラストラチャ

にも対応する、包括的なサイバーセキュリティ戦略を必

要としています。

包括的なサイバーセキュリティアプローチにより、エネ

ルギー節約など、デジタル変革のすべてのメリットを安

全に享受できます。また、適切な IoT/OTソリューション

は、未来のマルウェアに対抗する継続的な脅威インテ

リジェンスと、新しいテクノロジーとプロパティに対応す

る拡張性を持つため、建物を将来も有効利用するのに

役立ちます。
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監視を統合する

サイバーセキュリティ戦略を
拡大する

規模を拡張する

分散した建物と急速に進化している IoTシステムでは、大

規模な監視が必要です。OT、IoT、IT、エッジ、クラウドの資

産がいくつあっても保護できるソリューションを実装すること

が重要です。

展開が簡単で、リソースを効率よく使用し、円滑に拡張

可能なシステムが必要です。SaaSを使用するアプリ

ケーションは、全施設について集約され、優先順位が付

けられたリスクを、単一ペインビューで表示できます。こ

れは迅速にスケールアップできるため、複雑さと費用を

削減するのに役立ちます。こういったシステムは、現場

のさまざまなセンサーと組み合わせれば、どのようなス

マートビルのニーズにも適合します。
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御社にとって成功とは

何を意味しますか？

ケーススタディ：

ショッピングモールのトップ 5企業

ホテル業界のトップ5企業
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ショッピングモールの
トップ 5企業

課題： 結果：

ショッピングモールで世界でもトップ5 に入る

企業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、次の

ことが実現可能です。

複数のベンダーによって管理されている多数の IoT/OTデバイスとシ

ステムを含む環境を可視化する

サードパーティベンダーによって制御されるものを含む、コアビルディン

グ管理システムの可視性を実現します。

IoTデバイスを含むすべての資産のインベントリを自動化することで、可

視化までの時間を短縮します

監視を統合する
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ホテル業界の
トップ 5企業

課題： 結果：

ホテル業界で世界でもトップ5 に入る企業は以下を

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、次の

ことが実現可能です。

サイバーリスクを最小限に抑える

サイバー攻撃によって生じるマイナスの影響からブランドを

守る

IoT/OT/ITデバイスがサイバー脅威にさらされているかどうかを

判断する

サイバーリスクを明確に理解する

実用的なインサイトを用いて軽減策を実施しレスポンスまでの時間を短

縮する
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顧客の声：Gartner Peer Insights

その他のレビュー Nozomi Networks 利用者より

Nozomiを使用することに

よって、OTネットワークにつ

いての詳細な情報と高度な

能力を持つ専門家からの助

言が得られました
Nozomiを採用したことで、産業用ネットワー

クをより詳細に幅広く可視化できるようにな

り、複数の領域で改善を実施するための基
盤が得られました。主要な課題である分析と

異常対策に加え、レガシーネットワークを理
解するのにも役立ちます。

★★★★★

役職：シニアサイバーセキュリティアナリスト

業界：その他

事業規模： 5～10億ドル

役職： ITインフラと運用

業界：医療

事業規模： 300億ドル以上

OT環境で CISO必携の品
Nozomi Networksはこの分野のリー
ダーです。単なるセキュリティ技術を越

えて、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、これは実に不

可欠なものです。

役職：企業サイバーセキュリティマネージャー

業界：医療

事業規模： 2.5億～5億ドル

★★★★★★★★★★

Nozomiは OTネットワーク

を監視するための優れたソ

リューションを提供します
Nozomi との連携は、最高のパートナー

シップです。同社のツールは、OT環境を保
護するのに必要な可視性を提供してくれま

す…また、簡単に導入できます。
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Nozomi Networksが、スマートビルのサイバー回復力、

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

ビルオートメーションのウェブページ デモをリクエストする
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https://www.nozominetworks.com/solutions/transportation-logistics/
https://www.nozominetworks.com/solutions/building-automation-systems/
https://www.nozominetworks.com/demo/
https://www.nozominetworks.com/demo/


さらに

詳しい情報

Nozomi Networks とスマートビルについて
Nozomi Networksは、スマートビルとビルオートメーションシステムのセキュリティと可視性に

おける御社のパートナーです。当社の拡張性に優れ柔軟なソリューションは、資産とネット

ワークへ優れた可視性と監視を提供することで、OT と IoTの盲点とセキュリティギャップを埋

めます。これにより、サイバー脅威、リスク、および異常を正確に検出し、企業のリスク軽減と

運用の回復力を向上させることができます。

追加の資料：

ソリューションのインフォ

グラフィック

IoTネットワーク向け

の全面的な可視性と

脅威の検出

ブログ：サイバーセキュ

リティの脅威からBMSを

保護

BMSにおけるOTと

IoTの保護

IoMTサイバーセキュ

リティの改善

小売業におけるサイバー

セキュリティの改善
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OT と IoT にセキュリティと可視化対策を提供する業界最先端ソリューション

Nozomi Networks は、世界の重要なインフラストラクチャ、産業および政府組織をサイバ

ー脅威から保護することにより、デジタルトランスフォーメーションを加速します。当社のソ

リューションは、OT および IoT 環境向けに、卓越したネットワークと資産の可視性、脅威

の検出、および洞察を提供します。お客様は、運用の回復力を最大化しながら、リスクと

複雑さを最小限に抑えるために当社に信頼を寄せています。

EBOOK-BMS-Solving-Cybersecurity-JP-A4-001

nozominetworks.com

ありがとうございました。


