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はじめに 
 
 
 

 

このホワイトペーパーは、生産設備を持つ印刷会社において生

じているIT独自の問題と解決策に焦点をあてています。 

ITインフラやプロセスが複雑化し、情報セキュリティ上脆弱性の

が顕在化する中、印刷会社にとって情報セキュリティの重要性

はますます高くなっています。 

 

サイバー攻撃は毎年倍増し続け、新たな脅威も日々生まれて

います。印刷会社にとって、情報のバックアップとデータ保護は

つねに最優先事項というわけではありませんが、ジョブデータ

が損失したり、予期しないデータの削除やハードウェアの故障、

リムーバブル・メディアの紛失や盗難、自然災害などによって重

大な生産のダウンタイムが発生した場合、情報のバックアップ

とデータ保護はたちまち最優先事項となります。 

印刷会社は、このような事態が発生することのないように、また

は万が一発生したとしてもデータ損失や生産のダウンタイムが

最小限に抑えられるようにするべきです。 

では、セキュリティに必要な注意が払われるようにするにはどうし

たらよいのでしょうか？その第一歩は、セキュリティは不要なコス

トではなく競争上の優位であると認識することです。 

もし競合他社が、工場のセキュリティ確保のためベンダーが推奨

する業界標準の「ベストプラクティス」を使用していない場合、そ

の顧客は得体のしれない不要なリスクを負うことになります。 

 
 
 
 
ユージン・F・オブライエン（シニア・テクニカルサポート・アナリ

スト、PrinectおよびCtPサービス、Heidelberg USA, Inc） 

 

セキュリティについても同じことが言えます。セキュリティ対策

は多くの場合、優先順位としては下位ですが、データの損失と

同様、印刷会社がコンピュータウィルスに感染したり生産ネッ

トワークがハッキングされたりすると、保護や予防が何にもま

して強調されるようになります。一方、バックアップ/データ保護

とセキュリティ/プライバシーには異なるリスクが潜んでいます。

バックアップ/データ保護については、印刷会社は、具体的なリ

スクや生産の損失によって発生するコストを十分に理解してい

ないことが多く、セキュリティ/プライバシーについては、自社が

銀行、政府機関、病院、小売チェーンと同じように重要な個人

情報や財務情報を保存している組織であるという認識が不足

しているため、自社がサイバー攻撃の潜在的な標的であると

は考えていません。しかし現実には、脅威を免れる個人や企

業など存在しないのです。 

 

バックアップとセキュリティが不十分である理由の1つは、絶え間

なく変化する脅威の中で工場のセキュリティを確保し、従業員と

顧客の情報を秘密に維持し、生産を円滑に進めるITスタッフが

現場にいないことです。 

ユージン・F・オブライエン 

 

ユージン・F・オブライエンは、Heidelberg USA, Inc.のシニ

ア・テクニカルサポート・アナリストで、印刷会社のインターネ

ット・インフラストラクチャを主に担当しています。 

1975年にニューヨーク市の「金属活字」印刷工見習いとして

スタートした印刷業界におけるユージンのキャリアは35年を

超えます。ハイデルベルグでの在職中、シスコ技術者認定 

CCNA（Cisco Certified Network Associate）、ネットワーク

分野のマイクロソフト認定プロフェッショナル（MCP）、PCハー

ドウェア分野のIBM認定スペシャリストを取得するとともに、 

UNIXのOSではデータゼネラル社による認定も得ています。 
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絶え間なく変化する 

脅威を理解する 
 

 

今日、企業間（B2B）および企業・消費者間（B2C）のeコマースで

は新しく挑戦的な世界が繰り広げられており、印刷会社も他の業

界と同様に、コンピュータの世界で何が起こっているのか目を向け

なくてはなりません。 

以下では、絶え間なく変化する脅威についてご紹介します。 
 
 
 

PDFに対するエクスプロイト 

McAfee
1とSymantec

2によると、ブラウザベースのサイバー攻

撃の50％近くはPDFベースの攻撃です。この事実はワークフロ

ーでPDFを頻繁に扱う印刷会社にとって特に関心を引くもので

しょう。 

Adobeは、ソフトウェアをひそかにアップデートするAdobe 

Acrobat新機能と「保護モード」よって解決が可能だと考えてい

ます。保護モードはデフォルトで有効化されており、PDFファイ

ルを表示するために必要なすべての操作が、権限が限定され

た「サンドボックス」と呼ばれる環境内で実行されます。 

 

外部アプリケーション（Microsoft Word）を使用してPDF内の添

付を起動するなど、「サンドボックス」で許可されていない操作を

実行しようとすると、リクエストがブローカープロセスに送られま

す。 

このプロセスでは許可された動作に関する厳しいポリシーが設

定されているため、潜在的に危険なファイルへのアクセスができ

なくなります。 

Adobeは、「サンドボックス」をAdobe Flash（頻繁に狙われる別

のターゲット）に実装済みです。ハイデルベルグのプリネクトポ

ータルでは、リモートでの承認ワークフローでAcrobat/PDFを処

理する際に、別の選択肢も用意されています。 

クリックジャック攻撃 

UIリドレッシングとしても知られるクリックジャック攻撃は、透明

化した別のページを重ねたダミーのウェブページを表示してユ

ーザーを騙すエクスプロイトです。 

ユーザーはダミーページ上に見えるボタンをクリックしていると

思っても、実際には透明なウェブページ上の別のボタンをクリッ

クしているということになります。これは、個人情報をユーザーに

漏えいさせるためによく使われる技術です。 

 
SQLインジェクション 

SQLインジェクションは、SQLデータベース用のユーザー入力変

数に悪意のあるコードが挿入されたときに発生します。 

SQLインジェクションの目的は、SQLデータベースを基本要素と

して使用していることの多いウェブサイトでクレジットカード番号

などの情報を盗むことです。 

一般的には、これはSQLのプログラミング？が適切に行われて

いないために発生するもので、回避可能である一方、重要なセ

キュリティアップデートで最新状態に維持していない場合に発生

しやすい脅威です。 

 
クロスサイトスクリプティング（XSS.） 

クロスサイトスクリプティングとは、ウェブアプリケーションによく

見られる脆弱性を利用した攻撃方法です。ウェブサイトを持つ

印刷会社にとって、また従業員がウェブサイトにアクセスすると

きには、潜在的なリスクがあります。 

XSSでは、攻撃者はクライアントサイドスクリプトを他のユーザ

ーが見られるウェブページに挿入することが可能になります。

攻撃者はこれらのスクリプトを使用して、そのウェブサイトに埋

め込まれたアクセス制御を迂回します。このような脆弱性があ

る場合、インフラストラクチャの改善が必要となります。 

 
 

1 https://www.mcafee.com/tw/resources/solutionbriefs/sbbrowsernetworkattackmethods.pdf 
2 https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr212016en.pdf 

http://www.mcafee.com/tw/resources/solution
http://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr
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マルウェア 

マルウェアまたは悪意のあるソフトウェアは、コンピュータワー

ム、トロイの木馬、ルートキット、ボットネット、アドウェア、ランサ

ムウェアなどの有害なソフトウェアの総称で、ユーザーのコンピ

ュータに望ましくないソフトウェアをインストールします。 

マルウェアの影響はさまざまで、パフォーマンスの低下、コンピ

ュータの不調、望ましくないウェブサイトへのリダイレクト、さら

にはIDの盗難などがあげられます。 

 

マルウェアは、インターネット上の組織的犯罪でよく使用される

手法で、現在広がりを見せているマルウェアの1つ、スタックス

ネットは、産業用ソフトウェア、特に事業発電所を標的としてい

ます。 

比較的新しい「メモリ読み取りマルウェア」は、システム内のメイ

ンメモリからデータを抜き出して、暗号化を回避しながら、読み

取りと処理に復号が必要なメモリ内のデータを盗み出します。

よく見られる他の手法として、偽のアンチウィルスの警告ポップ

アップ、偽のソフトウェアアップデート、オンライン調査詐欺など

があります。 

フィッシング 

フィッシングは、銀行などの合法的な企業の合法的な電子メールや

ウェブサイトを装って機密情報を収集しようとする詐欺行為です。 

フィッシングの中でもスピアフィッシングは、最も急速に広がってい

るサイバー脅威の1つとしてFBI3のリストにも載せられています。 

 

不特定多数のユーザーを狙う通常のフィッシングとは異なり、スピ

アフィッシングは多くの場合、Facebook、MySpace、ブログ、フォー

ラムの情報に基づいて調査した特定の利益団体を標的にします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 http://www.fbi.gov/news/stories/2009/april/spearphishing_040109 

http://www.fbi.gov/news/stories/2009/april/spearphishing_040109
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スパム 

「ジャンクメール」とも呼ばれるスパムとは、受信者の意向を無

視して大量に一括してばらまかれる電子メールに対して使用さ

れる言葉です。この手法はコストがかからず防ぐ方法もほとん

どないため、依然として数多くみられます。 

スパムに伴う最大の問題は、貴重なコンピュータの処理能力や

ディスクスペースが消費されることです。一般的な対策としては、

スパムのフィルタリング・ソフトウェアやハードウェアを使用して、

既知の問題の無いソースを「ホワイトリスト」に登録してそのメ

ールを許可し、反対に問題のあるとされるソースを「ブラックリ

スト」に登録してそのメールをブロックします。 

 
SEOポイズニング 

検索エンジン最適化（Search Engine Optimization：SEO）ポ

イズニングはブラックハットSEOとも知られ、GoogleやBingな

どの検索エンジンの検索結果を汚染し、悪質なサイトへ直接誘

導します。 

多くのユーザーは検索結果ページの最初の1～2ページのみし

か見ないため、合法的な企業も検索エンジンの結果で表示順

位を上げるためにSEOを使用しています。 

ハッカーは、検索結果を乗っ取り、ユーザーを悪質なサイトに

誘導して個人情報を盗んだりマルウェアをインストールしたりし

ます。検索結果の感染は年々増加を続けています。 

位置情報 

日常的に人々が犯しやすいセキュリティ上のミスは、写真をイ

ンターネット上に投稿すると実際にどのくらいの情報が共有さ

れるかを認識していないことです。 

ほとんどのスマートフォンや一部のデジタルカメラでは、写真を

撮った場所の座標が記録されます。写真には、位置を特定す

るために必要な正確な座標が含まれている場合もあります。 

これは、泥棒やストーカーに彼らの標的を追うための新しいツ

ールが与えられたことを意味します。プライバシーを維持する

には、カメラの「位置情報」をオフにする必要があります。 

 
告発サイト 

ウィキリークスを受け、政府組織だけではなく営利事業組織

や民間産業をターゲットにした新しいサイトの出現が予測され

ています。 

このようなサイトでは、内容の良し悪しを問わず、企業秘密が

公開されると考えられます。 
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ITセキュリティのよくある誤解 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

誤解 

「Appleのコンピュータは、ウィルスやハ

ッカーには強い。」 

 
 
 
 

 

「我が社は小規模な印刷会社なの

で、ハッカーの標的とはならない。」 

 
 
 
 
 
 

「ハッカーが望むようなものは何も

ない。」 

 
 
 

「ファイアウォールで保護されている。」 

 
事実 

Apple4のOSは、MicrosoftのOSほど多くの攻撃は受けませんが、攻撃を受けないコン

ピュータなどありません。 

OSX/Pinhead-BやBoonanaトロイの木馬などのウィルスは、Macを狙います。これらは

ブラウザの動きを監視し、Facebookユーザーにマルウェアをインストールさせようとしま

す。Appleもセキュリティアップデートを継続していることから、Macも脆弱性が対象にな

り攻撃の影響を受けるということが分かります。 

 
ウォール・ストリート・ジャーナル5の報告によると、小規模企業に対するハッカーの攻撃

が激増しています。多くの小規模企業には、自社の保護や回復のためのリソースがあり

ません。 

最新の数値では、印刷会社の20％がアンチウィルスソフトウェアを使用しておらず、

60％がワイヤレスリンクで暗号化を使用していません。また、66％にはセキュリティプラ

ンがありません。印刷会社の大多数が攻撃に弱い状況にある中、ハッカーがそのような

印刷会社を標的と考えても不思議ではないと言えます。 

 
ハッカーは顧客リスト（連絡先やクレジットカード情報を含むもの）、従業員データベー

ス（社会保障番号を含むもの）などの情報を盗み出し、機密である顧客情報を公開す

る可能性があります。ハッカーに加え、不満を持つ元従業員なども、情報を盗み出す

動機や重要なアクセス情報を持っている可能性があります。それだけではなく、知ら

ないうちに自社がハッカーの手先として攻撃に加担しているかもしれません。 

 
ファイアウォールは、ソフトウェアが最新で規則を適切に定義している場合にのみ、侵

害からの防御線となります。USBドライブやCD/DVDなどのリムーバブル・メディアに

よるものなど内部の脅威、または危険なリンクや電子メールの添付の脅威に対しては、

ファイアウォールでは保護できません。 

ディープパケットインスペクション、コンテンツをフィルタリングする不正侵入検知防御

システム（Intrusion Protection System：IPS）、ゲートウェイアンチウィルスを備えた

次世代の統合脅威管理（Unified Threat Management：UTM）デバイスへのアップグ

レードなどの追加ステップが推奨されます。
 

4 http://support.apple.com/kb/ht1222 
5 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703483604574630690362605018.html?mod=dist_smartbrief  

http://blogs.wsj.com/techeurope/2011/03/21/hackerthreattobusinessincreasing/  

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704398804575071103834150536.html 

http://support.apple.com/kb/ht1222
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703483604574630690362605018.html?mod=dist_smartbrief
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704398804575071103834150536.html
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ハイデルベルグがヘルプデスクへのリクエストでインストール、アップグレード、

点検、サポートを行うために顧客サイトへアクセスすると、ITセキュリティに不

備があるという事態に絶えず遭遇します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パスワードポリシーの不徹底 

「利用規約」で定義されていないパスワードは、多くの場合、攻

撃に対して脆弱です。パスワードの一般的な抜け穴には次の

ようなものがあります。 

• ファイアウォール、スイッチ、ルータ、無線アクセスポイントな

どのネットワークアプライアンスに関して、印刷会社は、ベン

ダーから提供されたパスワードを初期設定のまま使用する傾

向がある。そのようなパスワードはハッカーにもよく知られて

おり、製品文書で簡単に見つかったり、検索エンジンからも探

すことができてしまうため、あらゆる機密情報が攻撃を受け

やすくなる。 

• サーバーやワークステーションのユーザーパスワードがな

かったり、非常に推測しやすいものであったり（「password」

や「123456」など）、または機器にパスワードを書いたメモ

が貼ってある。 

• パスワードが不明。問題を解決するために設定確認でデバイ

スにアクセスしようとするが、パスワードが古かったりパスワ

ードの設定者がその会社を辞めてしまったりしていて、工場

内の誰もパスワードを知らない。 

 
不十分なインターネットインフラ 

一般的な印刷工場では、次の3つの側面でインターネットが使

用されています。 

• 従業員による一般的なウェブサーフィンや電子メール 

• ハイデルベルグなどのベンダーが提供するリモートサービ

ス 

• プリントバイヤーによるアップロード/ダウンロード/ソフトプル

ーフ/デジタル承認 

 
ウィルス対策の欠如 

多くの印刷会社は、ワークフロー機器でアンチウィルスソフトウ

ェアを実行していません。ウィルス感染の可能性は、インターネ

ットだけでなく、USBドライブやCD/DVDにもあります。 

 

ネットワークインフラの不備 

理想的なネットワークインフラストラクチャは、ビジネスを保護し

ながら、高いパフォーマンスと信頼性を提供します。境界線は堅

い殻で保護されていても中身が非常に緩い状態の「エッグシェ

ル理論」を回避することが重要です。一般的な間違いには次の

ようなものがあります。 

• ビジネス用に設計された商用機器ではなく、個人の家庭用

に設計されたネットワーク機器の使用 

• ベンダーの耐用期間が切れて保証されていない、または新

しい脅威から保護する現在のセキュリティアップデートがな

い老朽設備の使用 

• バッテリーバックアップによる無停電電源装置

（Uninterruptible Power Supply：UPS）でのインフラストラ

クチャ機器の保護 

• 小規模な過電圧も電圧低下もネットワークパフォーマンス

低下につながり、機器の再起動中は生産が一時的に中断 

• 機器内のファームウェアが最新の状態に維持されていない

ため、ハッカーが悪用できる抜け穴を修正する重要なセキ

ュリティアップデートのパッチがあてられていない 

• 設定が、業界基準に従った厳しいものではなく、ベンダー推

奨の基準に従っている 

• 無線の実装はセキュリティが非常に低く、「悪質なアクセス

ポイント」での暗号化不使用、古いファームウェアの使用、

デフォルトパスワードの使用により、無線LANはインターネ

ット接続の乗っ取りに対して非常に脆弱になる 
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印刷会社は何をすべきか？ 
 

 

すべての印刷会社は、セキュリティとプライバシーの問題を真剣にとらえなく

てはなりません。印刷会社が自社を保護するためには、ITセキュリティについ

て受け身ではなく積極的なアプローチをとる必要があるのです。社内外の未

知の脅威から逃れるためには、知識が最大の防御です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

最高セキュリティ責任者（CSO） 

第一歩は、組織内に最高セキュリティ責任者（CSO）を任命する

ことです。CSOは、情報の取り扱いの制限や免責のために印

刷会社全体で従うべき方針や手続きの策定に対して責任を負

います。 

また、CSOは、意思決定プロセスやインシデント・レスポンス・チ

ーム（Incident Response Team：IRT）の管理に伴う、印刷会

社におけるセキュリティのけん引役となります。IRTは、侵害の

疑いやその他の問題レポートの調査、文書化、解決を行います。 

 
脆弱性評価 

脆弱性評価の実施も、対処すべき領域の特定に有益です。脆

弱性評価は、社内で行うのではなく外部ソースが実行する必要

があります。Heidelberg USAでは、Prinect Security 

Analysis®を提供しています。Prinect Security Analysis®では、

お客様の工場を訪問して存在する問題を特定するとともに、そ

のような問題の排除方法について推奨事項をお伝えします。ご

要望に応じて、推奨事項を行うことも可能です。 

 
利用規約 

利用規約を策定します。従業員、および訪問中の顧客とベンダ

ーに対し、通常のサービスと情報にアクセスするためにインター

ネット接続を公開する場合があります。 

障害なくインターネットを最大限に活用するために、印刷会社は、

潜在的な脅威を効果的に管理および最小化する必要がありま

す。誰にアクセス権を与えるか、何にアクセスする必要がある

か、どのような制限をするかなどといった問いを十分に検討しな

くてはなりません。 

利用規約は、インターネットへのアクセス管理のための重要な

ツールです。効果的に作られた規約では、従業員や訪問者の

使用可能なサービスレベルが明確であるとともに、ビジネスに

おけるインターネットの役割が明確に定義されています。 

 
不要なソフトウェアの削除 

不要なソフトウェアとは、現在のユーザーがインストールした

ものではないソフトウェアと定義されます。不要なソフトウェア

の多くは、店舗やオンラインで購入したコンピュータに最初か

らインストールされています。このようなプログラムは、可能な

限り削除してください。 

 
サーバー、ワークステーション、プリンタの強化 

OSの強化にはMicrosoftやAppleなどのベンダーのガイドラ

インに従い、プリンタやプルーファの強化にはHPなどのベン

ダーのガイドラインに従います。 

 
アンチウィルスソフトウェアのインストール 

アンチウィルスソフトウェアを実行させるだけでなく、ソフトウェ

アと定義ファイルを最新の状態に維持することが重要です。 

 
基準への準拠 

クレジットカードを受け付けている印刷会社の場合、ネットワー

クと業務がPCI DSS（クレジットカード情報保護のためのセキ

ュリティ基準）に準拠している必要があります。 
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ファイアーウォールへのDMZの実装 

  
プリネクト 

シグナ 

ステーション 

プリネクトレンダラ プリネクト 

プリプレス 

マネージャー 

プリネクト 

 ポータル 

Windows 2012R2 

 
 
 

 

DMZとリバースプロキシの実装 

印刷会社は、プリントバイヤーにウェブサービスを提供する際、

非武装地帯（DeMilitarized Zone：DMZ）とリバースプロキシを提

供する必要があります。 

 

モバイルパソコン上でのハードディスク暗号化（Full Disk 

Encryption：FDE）の使用 

ラップトップなどのモバイルパソコンは、紛失や盗難のおそれが

あります。ラップトップのデータには、プリントバイヤーや生産従

業員に関する機密情報だけでなく、パスワードやネットワーク構

成などのネットワークおよびサーバーに関する情報が含まれてい

る場合があります。 

 
 

 

 

 

FTPの排除 

印刷会社ではFTPがまだ多く使用されています。問題は、FTP

は1980年代のソフトウェアコードを基盤としており、その不備

はハッカーにもよく知られている点です。 

そのため、FTPは「Failure To Protect（保護失敗）」であるとも

揶揄されます。クレジットカードを受け付けている印刷会社の

場合、ネットワークと業務がPCI DSS（クレジットカード情報保

護のためのセキュリティ基準）に準拠している必要があります。 

 

FTPは、ファイアウォールでは対処できない次のような問題を

数多くもたらします。 

• データ転送に追加のTCP/IP接続を使用 

• データ接続が、ランダムなポート番号へ送られる場合がある 

• データ接続は、サーバーからクライアント、およびクライアント

からサーバーへと行われる 

• データ接続の目的のアドレスは、制御接続に使用されるチャ

ネルによりクライアントとサーバー間でオンザフライで決定さ

れる 

 

FTPでは、ログイン情報が暗号化されません。 

• パスワードや他の機密情報の傍受や盗難の可能性がある 

• 接続が乗っ取られる可能性がある 

 

匿名のFTPは真に匿名です。 

• 誰が何の情報をリクエストしたか、記録されない 

 

プリネクトポータルのような最新のソリューションはワークフローに

組み込まれており、よりセキュアで高い信頼性を実現します。 
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追加リソース 
 

 

最新の脅威やセキュリティツールに関する情報は、 

以下でご確認ください。 

（※以下は、すべて英文サイトです。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adobe security bulletins & advisories 

https://helpx.adobe.com/security.html 

 
Apple security updates 

https://support.apple.com/en-us/HT201222 

 
Cisco security advisories 

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListi

ng.x 

 
European Cybercrime Center 

https://www.europol.europa.eu/about-

europol/european-cybercrime-centre-ec3 

 
Flash Player security & privacy 
https://www.adobe.com/devnet/security.html 

 
McAfee Labs security advisories 

http://www.mcafee.com/apps/mcafee-labs/signup. 

aspx?region=us 

 
Oracle critical patch updates & security alerts 

http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/al

erts-086861.html 

 

Microsoft security advisories 
https://technet.microsoft.com/en-us/security/advisories 

 
SANS (SysAdmin, Audit, Network, Security) 
http://www.sans.org/ 

 
Symantec security advisories 

http://www.symantec.com/avcenter/security/SymantecAdvisories.html 

 
US CERT (Computer Emergency Response Team) 
http://www.us-cert.gov/ 

 
US Department of Justice  

https://www.justice.gov/criminal-ccips/ccips-documents-and-reports 

http://www.europol.europa.eu/about-europol/
http://www.europol.europa.eu/about-europol/
http://www.adobe.com/devnet/security.html
http://www.mcafee.com/apps/mcafee-labs/signup
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/
http://www.sans.org/
http://www.symantec.com/avcenter/security/
http://www.us-cert.gov/
http://www.justice.gov/criminal-ccips/
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まとめ 
 

 

可能な限り脅威を低減または排除することによって、継続的な生産を確保し、信頼性と収益性

の高いビジネスを実現することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印刷会社は、新しいインターネットベースのサービスや製品を提

供するために積極的に歩みを進めています。その一方で、ハッ

カー、ウィルス、スパイウェア、アドウェア、マルウェアなどの拡

大する脅威にも直面しています。 

インシデントの頻度や期間の変化とともに、印刷会社にかかる

コストも急増に向かっています。セキュリティに関する一部の意

思決定は、購入やインストールといった初期段階で行われます

が、現実には、セキュリティは継続的な対応が必要なものであり、

究極的には各顧客の責任です。 

 

可能な限り脅威を低減または排除することによって、継続的な

生産を確保し、信頼性と収益性の高いビジネスを実現すること

ができます。攻撃から生き残る最良の方法は、準備を怠らない

ことです。 

 

各企業は、それぞれのセキュリティリスクを評価し、実行するセ

キュリティ対策を決定する責任を負います。攻撃は、意図的なも

のであろうと偶発的なものであろうと、内部のものであろうと外

部のものであろうと、生産に影響を与え、最終的には企業の財

政への負担となります。 

 

ネットワーク侵害は増加の一途をたどっており、今では、企業へ

の不正アクセスが行われたのかすらも分からないことがありま

す。現在、攻撃を防ぐための新しい法律が作成されていますが、

法律は企業にとっても制限となる可能性があります。2011年に

は、新しいデータ侵害告示法であるデータアカウンタビリティお

よびトラスト法令（Data Accountability and Trust Act：DATA）

（H.R. 2221）が、印刷会社も含め、業務プロセスを変えることに

なりました。 

脅威の拡大と規制の増加とともに、下層部から上層部まですべ

ての従業員がコンピュータとネットワークのセキュリティについて

緊張感を持つ必要があります。目標は脆弱性を最小化し、生産

ネットワークをセキュアにすることです。 



 

Heidelberger Druckmaschinen AG 

Kurfuersten-Anlage 52 – 60 

69115 Heidelberg 

Germany 

電話：+49 6221 92-00 

Fax：+49 6221 92-6999 

heidelberg.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
商標 

ハイデルベルグ、ハイデルベルグのロゴタイプ、プリネクト、 

プリネクトプリプレスマネージャー、およびプリネクトシグナス

テーシ ョ ンは 、米国および他の国々で登録された

Heidelberger Druckmaschinen AGの商標です。その他の

すべての商標は、各所有者の所有物です。 

技術的な修正や変更が行われる場合があります。 

内容に関する免責事項 

このパンフレットの内容に関しては万全を期しておりますが、
当社は、情報の正確性、完全性、精度に関して一切の保証
または責任を負わないものとします。このパンフレットは、情
報（拘束力のないもの）の提供のみを目的としており、契約
上の提供を行うものではありません。 


