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周辺防御ソリューション
OPDS-5D

のソリューション

低コストのマイクロセグメント化による保護
OPDS-5D は、重要インフラの運営事業者向けの低コストサイバーセキュリティソリューションとして設計されています。 サイバー攻撃の脅威が増す
につれ、運営事業者は手頃なコストで産業システムを守ることのできる方法を求めるようになりました。その中に、産業システム(OT)ネットワークの
内外の設備を隔離し、より小規模で厳密に定義されたネットワークの周辺セキュリティ (マイクロセグメント化) があります。例えば、ガスのパイプ
ラインや高圧線では、全体にわたって定期的に監視を行い、その監視データを安全な形で報告できる必要があります。OPDS-5Dは、このような監視
所をそれぞれマイクロセグメント化して隔離することにより、外部のクラウドやITネットワークに一方向のデータ転送を実現しながら、サイバー攻撃
を防ぎます。

効果とメリットが実証されているハードウェアベースの低コストサイバーセキュリティソリュー
ション、 OPDS-5D を採用すれば、より対象を絞り込んだ正確なセキュリティ制御が可能になりま
す。OPDS-5Dは、重要な産業インフラに使用される DIN レールフォームファクタのシングルボッ
クスソリューションです。信頼性が高く、MTBF は 12 年間という長さを誇ります。OPDS-100D が
対応するソフトウェアおよびネットワークインターフェースをすべてサポートし、最大スルー
プットは 5 Mbps で複数のデータフローを同時に処理できます。
OPDS-5D は、ネットワークマイクロセグメントを作成するために使用することができます。
マイクロセグメント化により、個々のデバイス (PLC など)、ヒストリアン、データベース、 
パイプラインの圧縮ステーション、変電所、送電線沿いの監視所、その他のデータ送信元を扱う
帯域幅要件が低い環境を保護します。

低コスト - 高い価値
Owl 周辺防御ソリューション (OPDS) は、複数のデータフロー、プロトコル、インターフェース、
アプリケーション、送信元および送信先のすべてを同時にサポートするシングルボックスソ
リューションです。サーバーを何台も並べたり、転送用デバイスを用意する必要はありませ
ん。OPDS-5D には、ハイエンドのデータダイオードサイバーセキュリティの転送機能がすべて搭
載されています。スループットを低めに設定したお手頃価格で、小規模で帯域幅要件が低い環境
にぴったりです。

細かい制御
ハイエンドの OPDS 製品は OT ネットワークのすべてのトラフィックに対応しますが、OPDS-5D 
ではより細かい制御が可能で、保護するポイントに直接ユニットを配備することができます。シ
ステム管理者が特定のセグメントまたはマイクロセグメントで外部アクセスを完全に排除してサ
イバー攻撃の脅威を和らげたいと考える場合があるかもしれません。そんなとき、OPDS-5D は
個々のセグメントまたはデバイスを分離して保護しながら、監視データやその他の運用情報の一
方向転送を可能にする、コストパフォーマンスに優れた方法を提供します。

独自の極限環境設計
厳しい環境を想定して設計された DIN レールフォームファクタのオールインワンサイバーセキュリティソリューションを提供しているのは 
Owl だけです。OPDS-5D はファンを使わない受動冷却を採用した密閉型ソリューションであり、煙やほこりが発生しやすい場所にぴったり
です。独自設計により、極端な低温・高温 (-40℃～+60℃) にも耐えられるため、屋外での配備、変電所やリモートセンサーなど環境をコン
トロ ールできないような場所にも適しています。

使用実例：
OPDS-5D が、圧縮ステーションからの安全な
監視データ転送を実現
ガスパイプライン企業が、屋外に設置された圧縮ステー
ションの監視情報を中央監視施設まで安全に転送する方法
を必要としていました。サイバーセキュリティソリュ ー
ションに求められていた条件は、圧縮ステーションを外部
からのサイバー攻撃の脅威から守りながら、リアルタイム
で運用データを転送することでした。
圧縮ステーションで一度に生成されるデータ量はわずか
で、事業者はパイプライン全体で数百ヶ所設置されている
圧縮ステーションにユニットを配備する必要がありまし
た。OPDS-5D が選ばれた理由は、厳しい環境でも発揮され
る高い信頼性、低価格、およびリアルタイムで様々なデー
タタイプを処理できる機能にあります。
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サポートされているプロトコル、ファイルタイプおよびデータフォーマット
最大スループットが 5 Mbps の OPDS-5D は、DIN レールスタイルのマウントを採用している施設専用に設計されています。他の OPDS 全製品と
同様に、本製品は SCADA システム、PLC、ヒストリアン、センサーをはじめとする OT ネットワーク上のデジタル機器を含む様々なデータ送信元
のホストで使用されている幅広いデータフォーマットとトランスポート層プロトコルに対応しています。
例えば次のものがあります：電子メール (SMTP)、FTP/SFTP、Modbus、OPC 協議会 (DA、A&E)、遠隔ファイル転送 (警報、イベント)、DNP 3、遠
隔 HMI 画面レプリケーション、SQL データベースレプリケーション、SIEM、SNMP トラップ、システムログ、TCP 転送、UDP 転送 (マルチキャス
ト、ユニキャスト)。
さらに以下のような様々なベンダーが提供する産業制御ソリューションにも対応しています：
ABB、GE Historian、GE OSM Support、三菱電機、OSIsoft PI historian、PAS Alarm Management、Rockwell Automation ‒ RSLinx Classic、Facto-
ryTalk Gateway、FactoryTalk Historian、Rolls Royce PMS、Schneider Electric ‒ RemoteWatch、Wonderware eDNA、Wonderware Historian、 
Scientech R*Time。

動作条件：
• -40℃～+60℃
• 湿度 5%～90% (結露なし)

• 電源：
• 入力：9～20V DC
• 推定通常電力使用量 10～15 W/送信側、受信側（2系統必要）
• 最大 20W/送信側、受信側（2系統必要） 

ストレージ：
• -40℃～+70℃
• 湿度 5%～90% (結露なし)

振動：
• 振動：(IEC 60255-21-1)
• 振動 1g (10～500Hz) (稼働時)
• 振動 2g (10～500Hz) (稼働時および非稼働時) 

マウントシステム：
• DIN レール (1") マウント、卓上

衝撃：
• 衝撃：(IEC 60255-21-2)
• 衝撃 10g 11ms (稼働時)
• 衝撃 30g 11ms (稼働時および非稼働時)

冷却システム：
• システム温度制御に基づくアダプティブ強制冷却による筐体側
面からの伝導冷却

認可：
• FCC Part 15 　2017 年見込み
• E マーキング 2016 年 Q3 見込み、CB マーキング 2017 年見込み
• 国際評価基準コモンクライテリア

ISO：
• ISO9001:2008 認証品質保証プログラムを使用した製造 

シャーシ寸法：
• W 5.38 cm x H 15.58 cm x D 13.97 cm 

ユニット重量：
• 1.1 kg 

平均故障間隔 (MTBF)：
• 12 年

ネットワーク接続：
• ネットワークトラフィックと遠隔管理を分離したイーサネット接続
• 物理コネクタ：8P8C (RJ45)
• 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T に対応 
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Owl について
Owl は 17 年以上にわたり、重要なネットワークの次世代サイバーセキュリティソリューションの実現に取り組んできまし
た。Owl 独自のデータダイオードである DualDiode Technology® は 24件の技術特許を誇り、世界中の情報機関、政府機関、軍、金融サービス、公益事
業、エネルギーをはじめとする重要なインフラネットワークにおいて、2,000 件を超える展開を成功させてきました。Owl のハードウェア強制技術
により安全なネットワークが実現し、データタイプやファイルサイズを問わず信頼性が高くロバストな転送が可能になりました。
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