Case Study
株式会社ソディック

■ McAfee Embedded Control 導入事例

―

株式会社ソディック
株式会社ソディック
プロファイル
1976 年 の 創 立 以 来、 自 社 技 術、
自社開発にこだわり先進的な工作
機を提供する株式会社ソディック。
放電加工機の精度を飛躍的に向上
させるリニアモータやセラミックパー
ツの採用など独自技術による工作
機の進化に力を注ぎ続けている。

「CAD、CAMとの連携など、工作機械もネットワークに接続して利用する
時代。安定した生産性を維持するために必要なセキュリティを、McAfee
Embedded Controlを使って確保しました。」

電気エネルギーを使い、 硬度の高い素材にも高精度な加工を施す放電加工機
ソディックは、 放電加工機のトップメーカーとして自社技術にこだわった製品を送り出してきました。 放電
加工機は電気エネルギーを利用した工作機械で、金型や精密部品の開発、製作に使われる工作機です。
電気を流すことで加工するので、 ドリルによる加工が難しい硬い素材でも加工できること、 非接触なので
加工精度が高いことが特徴です。
ソディック製品の特長は、 なんといっても自社技術にこだわって開発しているという点です。 リニアモーター
から絶縁用のセラミックパーツまで、 すべて自社で開発、 製造した部品を使用、 もちろん制御に使う NC
も自社開発しています。

CAD、 CAM の利 用、 リアル タイム な 生 産 － これまでのセキュリティに対する取り組みについ
管 理 に よりネッ ト ワー ク化 が 進 む工 場 に、 てお聞かせください。
忍び寄るセキュリティ脅威
－ ソディックで作られる放電加工機は、 PC が並ぶ
オフィスではなく工場に設置され、 使われる機械
です。 そこではどのようなセキュリティ上の脅威が
考えられるのでしょうか。
こうした工作機は、 最初は手動で職人が操作する
ものでした。 電気化、 電子化が進み、やがてネット
ワークに接続されるようになります。 もっとも、最初
にネットワーク化されたのは CAD、 CAM などの
制御系ではなく、 エラー通知です。 生産を止めたく
ない工場では休日も機械を動かし続けます。無人で
稼働させられるよう、 エラー発生時にポケットベル
を鳴らす機能が求められたのです。
やがて、ご存じのように工作機の制御が PC 化され
てきました。 当初は工作機の前で直接制御盤を
操作して加工用のプログラムを作成していました
が、 この方法ではプログラム作成中は工作機を
使えなくなります。そのため、PC でプログラムを作っ
てから工作機に読み込ませるようになりました。
はじめは記録メディアを介して、 今ではネットワーク
を介してプログラムを読み込ませるのが一般的です。
さらに、 生産管理面でのニーズもあります。 工作機
の稼働状況、生産状況をリアルタイムにモニタリング
し、 受注に応じた効率的な生産を行なうために、
PC と工作機をネットワークで結ぶようになりました。
ネットワークに繋がるようになると気になるのが、ウイ
ルスなど外部からの脅威の侵入です。 ソディック
の放電加工機を始め、 昨今では多くの工作機が
OS に組み込み用 Windows を使っているため、
一般の PC と同じようにウイルス感染リスクが存在
するのです。 ウイルスに感染すれば動作不良を
起こし、 生産は止まってしまうでしょう。
実際に海外ではウイルス感染による被害が発生し
ています。 サポートチームが出向いて HDD を交換
するなどの対応が必要になり、 対応までの期間
は工作機が使えなくなるため生産計画にも支障が
生じます。

セキュリティ上の課題は認識していたものの、 効果
的 な 打開策は なかなか見つかりませんで した。
組み込み用 Windows では、 できる対策は限ら
れます。 CPU を始め処理能力に限りがあるので、
負荷の大きなウイルス対策ソフトなどは利用できま
せん。 そのため、 システム面と運用面の両面から
アプローチするしかありませんでした。
システム面からのアプローチとしては、 Windows
に備わるライト ・ フィルター を利用していました。
この機能は Windows のファイルシステムへの書き
込みを禁止するもので、 有効にしておけば電源を
オフにするたびにシステムが初期化されるように
なります。 万が一ウイルスの感染があったとしても、
電源を入れなおすだけで正常な状態に戻せると
いう訳です。
運用面からのアプローチとしては、 業務用のネット
ワークやインターネットに繋がるネットワークには
接続せず、 できるだけクローズドなネットワークで
運用してもらうようお願いしていました。
オフィスとは違い、工場ではインターネットに接続す
るニーズはあまりないので、 工作機と制御、 管理
用 PC だけのクローズドなネットワークが組まれる
ことが多いので、 こうした運用が可能だったのです。
しかし現在では、生産管理のために基幹業務ネット
ワークに工作機を接続したいというニーズも増えて
きました。
大手企業では、 業務ネットワークに接続する機器に
対してセキュリティ対策を義務付けるポリシーを持っ
ていることが少なくありません。 工場の現場では
セキュリティ対策がそれほど求められていなくても、
IT 担当部署からはセキュリティ対策を求められる
のです。
こうしたニーズに応えるため、 根本的な対策を施さ
なければならないと考えていました。
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図 1. ホワイトリスト型セキュリティ対策のコンセプト

NC （制御装置） への負担が少ないホワイト
リスト方式の McAfee Embedded Control
を採用し、 セキュリティ強化を実現
－ Windows 系 OS を搭載しているソディックの
放電 加工機では、 使えるウイルス対策ソフトは
いくつもあったと思います。それらの中から McAfee
Embedded Control を選ばれた理由を教えてくだ
さい。

ウイルス対策が施され、 セキュリティが確保
されていることが当然の環境が目標
－ McAfee Embedded Control の導入は、放電
加工機にどのような効果をもたらすのでしょうか。
｢セキュリティー対策には、意識さ
せない安心感が求められます。」

これまでにも、 いくつものウイルス対策ソフトを検
討してきましたが、 いずれも PC 用のものであり、
工作機には向きませんでした。
対 策 を 検 討 して い る 中 で、 紹 介 さ れ た の が
McAfee Embedded Control で し た。 何 よ り
興味をひかれたのは、 一般的なウイルス対策製品
が採用しているブラックリスト方式ではなく、ホワイト
リスト方式を採用しているという点です。
ブラックリスト方式では、 リストに合致するウイルス
が存在しないかどうか定期的にシステムをスキャン
する必要があります。 しかし NC に搭載されている
CPU などの処理能力は限られており、 スキャンに
よって大きな負荷がかかれば動作不良を起こしか
ねません。
PC 向けのウイルス対策ソフト を動作させられる
高性能な CPU を搭載するという選択肢もあります
が、 それは本末転倒だと考えています。 工場の
生産設備として購入される工作機において、 コスト
削減は至上命題です。 加工精度など工作機本来
の性能のためならともかく、セキュリティ確保のため
に余計なコストをかける訳にはいきません。
また、 ブラックリスト方式の場合はパターン定義ファ
イルを常に最新に保たなければなりません。 工場
のネットワークはインターネットに接続されていない
場合が多く、 その運用も現実的ではありません。

マーケティングセンター
営業推進室 室長
澤崎隆 氏

セキュリティは確保しなければなりませんが、 その
ための対策は空気のような存在であってほしいと
いうのが私たちの理想です。 その理想の実現の
ために、 McAfee Embedded Control は役立っ
ています。
McAfee Embedded Control はウイルススキャン
も行なわず、 パターン定義ファイル更新のための
待ち時間もありません。 加工中に 「スキャン中」 と
表示されて動作が遅くなることもありません。 エン
ジニアはセキュリティについて何も意識することは
なく、従来通りの使い勝手で工作機を使えるでしょう。
仮に、 ネットワークや記録媒体を経由してウイルス
ファイルが持ち込まれたとしても、 そのウイルスは
起動することができないので工作機が拡散源に
なる恐れもありません。 IT 担当部門も、 安心して
業務ネットワークへの接続を許可できるでしょう。

ホ ワ イ ト リ ス ト 方 式 の McAfee Embedded
Control なら、これらの課題をすべて解決できます。

ホワイトリスト方式のウイルス対策
あらかじめ承認されたアプリケーションの
みをホワイトリストとして登録する。
McAfee Embedded Control による保護
機 能 が オ ン に な っ て い る 場 合、 新 た な
アプリケーションが起動されるたびにホワ
イトリストと照合し、 実行の制御を行いま
す。 これにより、未登録の不正プログラム
（ウイルス） の実行を防止します。

図 2. McAfee Embedded Control

今後も増えるネットワーク接続のニーズに安全
に応えるため、 McAfee Embedded Control
を活用

そうしたニーズに応えるべくソディックでは、 今後
開発する工作機に関しては McAfee Embedded
Control の導入を進めていきます。

－ これから先もセキュリティの脅威は増え続けると
言われています。ソディックの製品はそうした状況に、
今後どのように対応していくのでしょうか。

技術的な吟味とセキュリティ製品の導入は、私たち
メーカーが行います。 その上で、 難しい説明をし
なくても 「ソディックの製品はマカフィーで守られて
いるから安心です」 と言い切れる状況が理想です。

｢工作機械業界でもネットワーク
機能は必須となってきている中、
我々としてはお客様に安心安全
を提供する義務があります。」

現場のエンジニアや設備の管理者にとって、特別な
セキュリティ知識がなくても安心して使えるという
観点では、 ウイルス対策ソフトの機能はもちろん、
信頼できるブランドの製品であるということが重要
です。 その点でもマカフィー製品は応えてくれると
信じています。

研究開発本部
山森和久 氏
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今後は McAfee Embedded Control の搭載を
進め、 新機種ではセキュリティ対策が施されて
いるのが当然という状況にしていきたいと考えて
います。
工作機がネットワークに接続するニーズは今後も
多様化し、 増えていくでしょう。 そうした活用を進
める上で、 本来は工作技術を磨くべきエンジニア
の方がセキュリティ対策に意識を奪われたり、 時
間を割かなければならないのでは本来の業務に
悪影響を与えかねません。 ネットワークに接続し
ても安心して使える機器を開発、 提供することが、
今後の工作機メーカーに求められていると考えて
います。
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