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序 

 

 当会は、経済産業省、公益財団法人ＪＫＡ及び関係団体のご協力を得て、「機械安全の標

準化事業」と「機械安全の推進事業」に取り組んでおります。 

 これは、機械安全の国際標準化活動における国内審議団体としての使命を果たすとともに、

その普及活動を通じて我が国における機械安全の確保に貢献しようとするものであります。 

 機械安全は、ＥＵにおけるＣＥマーキング制度の発足を契機に、関連するＥＮ規格が制定さ

れ、これに基づく国際規格化が進められるなど、世界的にもその重要性が認知されてきてお

ります。 

 我が国においても、平成 18 年労働安全衛生法改正による機械設備に対するリスクアセスメ

ント等の実施、平成 24年には残留リスク情報提供も努力義務化されるなど、機械の包括的な

安全基準に関する指針が強化され、安全性確保に国際標準の考え方を取り入れた取り組み

が浸透しつつあります。平成 25 年 4 月より 5 ヵ年計画で実施された第 12 次労働災害防止

計画に引き続き、平成 30 年 4 月からは第 13 次労働災害防止計画が始まり、中小企業を含

む多くの製造現場において安全対策が推進されることが期待されます。 

現在、製造業における大きな流れとして、IoTの利活用による第 4次産業革命が急速に活

性化しようとしています。我が国においても、IoT の利活用を進め、様々なつながりにより新た

な価値創出を目指す「コネクテッド・インダストリーズ」が提唱されています。我が国の機械産

業においても、IoT と ICT を有効に活用し、グローバル市場での競争力を、さらに高めていく

ことが求められます。その際には、安全対策とともに、今までにない新しい脅威として、セキュ

リティの脅威に対しても十分な配慮と対策を行うことが課題と考えられています。 

このような背景から、本調査研究においては、平成 29 年度より 2 ヵ年計画で、ICT 等を利

用した生産システムにおける安全性確保のための調査研究を実施しております。 

本報告書は、初年度の検討結果をまとめた中間報告となりますが、関係各位のご参考に寄

与すれば幸甚であります。 

                     平成 30年 3月    一般社団法人日本機械工業連合会 

会 長  大 宮 英 明 

  



  



は じ め に 

 

機械安全に関しては、安全の基本概念から個別機械の安全に至るまでの技術による工学

的対策を基本とする考え方が、ISO／IEC 国際標準として体系化されている。欧州から発信

されたこの考え方は、今や、北南米、また、中国を含むアジア各諸国にも広がり、機械災害防

止の世界的な共通認識となっている。 

時代は今や IoT時代を迎えようとしている。製造業であれば、生産システムを構成する機械

やロボットや様々な装置がつながれ、デジタル情報がビッグデータとして確保され、AI により

解析、診断、予測されることにより、これまでにない新しい時代の生産システムが実現すること

になると考えられる。しかし、そのような便利さ（ベネフィット）があるところには、これまでの機械

安全では考えられていない、新たなリスクが存在している。つながる時代には、つながることに

よる新しい問題であるセキュリティの問題が発生する。悪意によるセキュリティの問題は、これ

までは人命には関係なく情報関連の課題とされてきたが、ネットワークに接続された機械を考

えると、人命に直接かかわる問題となる。人にケガをさせるのは機械を通してのエネルギーで

あり、安全（セーフティ）が直接関係する。セキュリティとセーフティが不可分の関係となってく

る。 

本事業は、IoT 時代における生産システムにおいて、これまで以上に安全性を確保し、国

際競争力を維持していくために、どのようにセキュリティの脅威に対応するかを検討することを

目的としている。現状においては、セーフティはセーフティの専門家により、セキュリティはセ

キュリティの専門家により対策が進められており、両者のコミュニケーションは十分に行われて

いるとはいえない状況と思われる。本事業では、その両者の融合を図りながら、セキュリティの

対策も考慮した安全な生産システム構築の進め方を検討する。 

本調査研究は平成 30年度での完了を予定しており、本年度の報告は初年度の検討をまと

めたものである。 
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1. 背景と目的 

ISO 12100 を基本安全規格とする機械安全の国際安全規格の体系が構築されてから、ほぼ

20年の時間が経とうとしている。ISO 12100の発行当時、この国際規格が単なる任意規格ではな

く、EU の機械指令からも参照されることで国際市場に大きく影響するということが、日本の機械製

造業にとって大きな驚きであり、それだけでなく、安全は第一に機械により確保するという考え方

を新鮮と感じた人も多かったと考えられる。2018 年の現在においては、まだまだ完全とはいえな

いまでも、安全な機械の設計にはリスクアセスメントが必要であること、また安全な生産システムの

構築においてもリスクアセスメントが必要とされることは、機械安全に関係する人であれば、誰もが

知るところとなった。これは、これまでに実施されてきた関係各方面での様々な取り組みと、努力

の成果であると考えられる。 

現在、そのとき以上に、我が国の製造業に大きな動きが迫ってきている。それは、情報通信技

術（ICT）を利用することによる、生産環境の革新である。経済産業省が提唱する「Connected 

Industries」1も、様々なつながりによって新たな付加価値の創出や社会課題の解決をもたらすた

めに、IoT と ICTを最大限に利用することで、製造業の革新を目指しているといえる。 

グローバル化した国際市場における製造業の動きに対応して、ICTの活用により、製造業にお

いて、どのように大きなメリットを生み出すことができるのかを、考えていくことが求められている。そ

のために現在のビジネスの形態を、どのように変化させていくことが必要とされるのか、安全性確

保の観点からどのような対応が必要とされるのか、生産環境にはどのようなリスクが登場してくる可

能性があるのか、その対策として何が必要なのか、様々な点から多くの課題があげられる。 

本事業では、これらの課題を共有し、我が国の機械製造業における生産環境の安全性を確保

するために、必要とされる対策の方向性について検討し提言していくことを目的としている。 

 

 

                                                   
1 http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171002012/20171002012.html 
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2. 研究部会の開催 

本調査研究の目的を達成するために、機械安全および設備安全に関する有識者から構成さ

れる情報通信技術(ICT)等を利用した生産システムにおける人の安全確保を実現する

ための調査研究部会（以下、研究部会）を組織し、以下に示す 6回の研究部会を開催し検討を

行った。 

 第 1回 平成 29年 8月 3日 

 第 2回 平成 29年 10月 5日 

 第 3回 平成 29年 12月 6日 

 第 4回 平成 30年 1月 22日 

 第 5回 平成 30年 2月 27日 

 第 6回 平成 30年 3月 19日 
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3. ICTを利用した生産システムの安全性確保に関する検討 

3.1 つながる生産システム 

製造事業者が各種の製品の生産に使用する生産システムは、技術の進歩と社会のニーズの

高度化により、より複雑に高効率に発展を続けている。手動で操作されていた機械が自動化され、

単体で使用されていた機械が搬送装置等で連結され、より複雑な処理が可能なロボットが導入さ

れ、大量生産を効率的に行うだけでなく、多品種少量生産にも対応するシステムとして進化してき

ている。 

そのような生産システムでは、システムを構成する機械の相互の情報交換は、かねてから行わ

れてきたが、インターネット等の外部のオープンなネットワークへの接続は、情報漏えいの危険性

から遮断されていることが通常であった。現状においても、我が国においては、原則として、生産

システムのインターネットへの接続を禁止している企業は多い。 

一方で、IoT、ICTの急速な技術革新を背景として、製造業においても、IoT、ICT を有効に活

用することで、これまでにない新しい製造業を実現しようとする動きが活発化しており、我が国に

おいても、これらの取り組みを進めていくことが重要な課題となっている。経済産業省では、様々

なつながりによって新たな付加価値の創出や社会課題の解決をもたらすために、我が国の産業

が目指すべき姿（コンセプト）として、人、モノ、技術、組織等が様々につながることにより新たな価 

値創出を図る「Connected Industries」を提唱している。「Connected Industries」の 5 つの

重点取り組み分野の一つとして「ものづくり・ロボティクス」があげられており、今後のグローバルな

競争の中で重点的な政策を進める分野として指定されている。 

この取り組みの一環として、平成 28年度には「IoT推進のための社会システム推進事業」（スマ

ート工場実証事業）が実施されており、製造事業者等が、製品の設計・生産・販売の各種工程か

ら得られるデータを活用し、新たな付加価値を提供する取り組みを促進することを目的として実施

され、生産システムから得られる様々なデータを、インターネット等を介して利活用するための実

証事業を行っている。その実証実験の成果から、インターネット等を介した生産システムから得ら

れたデータを活用することで、製造業における生産性の向上だけでなく、製造業のあり方とビジネ

スモデルをも革新することが可能であるとして、以下の 3つの例が示されている2。 

                                                   
2 平成 28年度 IoT推進のための社会システム推進事業（スマート工場実証事業）報告書、2017

年 3月 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/smart_mono/index.html 
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 生産システムのデータを分析し設備設定等に活用することで生産効率を向上 

生産システムを構成する各種の製造設備の様々な状況を、設備から得られるデータに基

づき分析することで正確に把握し、その結果に基づき、生産設備の設定を最適化すること

で生産効率の向上を図る。インターネット等を利用して遠隔地からの管理も可能となり、分

散した生産システムを連携した管理を実現する。 

 工場の生産管理データと本社データを統合分析し最適な生産管理を実現 

本社の業務管理システムにおいて工場の生産管理データを共有して統合することにより、

現在の受注・生産･在庫の状況をリアルタイムに把握することが可能となり、市場からの多

品種少量生産の要求に的確に応えることを可能とする最適な生産管理を実現する。 

 生産システムの構成機器の交換時期の予測等による予知保全を実現 

生産システムを構成する機器や部品に関して、使用頻度や状態監視のデータを分析する

ことにより、交換時期や故障発生の予測を行い、保全活動の最適化を行うことにより、生産

システムの稼働時間の延長を図ることにより、生産効率の向上を図る。 

 

ここで「インターネットへの接続」とは、「外部のインターネットに接続される PC 等で使用された

USB メモリとの接続」という状況も含めて考えることが求められる。生産システムが直接インターネ

ットに接続されていなくても、メンテナンス作業者が使用した USB メモリを経由して、セキュリティ

の脅威（ウィルス等）が侵入することは、十分考えられるためである。 

リモート接続を使用したメンテナンスサービスの提供や、無線 LAN を使用したタブレットによる

システムの利用など、ICT を活用することで生産システムに関する利便性は大きく向上することが

可能である。ただし、その利便性が向上するのに反して、セキュリティの危険性も高くなる関係に

あることは認識しておかなければならない。ICT を便利に利用していくうちに、生産システムがセ

キュリティの脅威にさらされる状況になっている可能性がある。 

3.2 生産システムのセキュリティリスクの課題 

生産システムをインターネットに接続する必要性は、今後も増加していくと予想される。また、生

産システムを構成する制御システム等のオープン化が進んでいることもあり、生産システムのセキ

ュリティの脅威への確実な対策が求められる。インターネットには接続しないことを原則としていて

も、生産システムのどこかで、誰も認識しないうちに接続されてしまうことは、予想しておかなけれ

ばならない状況になっているといえる。 
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近年では、実際にプラント等へのサイバー攻撃が発生し、セキュリティの対策は急務といわれて

いるが、現場では、「セーフティとセキュリティ双方に精通した技術者が極めて少ない」、「セキュリ

ティ要件を実現した場合、安全要件に及ぼす影響をどう考えたらよいのかわからない」という課題

に直面しているといわれている3。また、セーフティ関係者の多くはセキュリティリスクへの認識が十

分ではなく、セキュリティ関係者の多くは、セキュリティの脅威が機密漏えいだけでなく、健康や安

全性、環境に重大な影響を及ぼすとの認識が不足している 3。また、生産システムを運用している

事業者からは、「安全性を確保しながらセキュリティ検討をどのように進めればよいか」という課題

が挙げられている 3。 

生産システムにおけるセキュリティの脅威の対策を進めるには、セーフティとセキュリティの専門

家が協力することが必要と考えられるが、現状においては、セーフティとセキュリティの専門家が

連携して取り組む段階には達していないと言える。 

本研究部会においては、機械安全（セーフティ）の専門知識を有する有識者を中心に委員を

構成し、そこにセキュリティ分野から多くのオブザーバーに参加をいただき、議論を行うことで、

「生産システムに必要とされるセキュリティの脅威への対策の方向性」について、検討を行った。 

ネットワークにつながる生産システムは、IoT（Internet of Things）システムの一種として考える

ことができるため、検討を進めるにあたっては、内閣サイバーセキュリティセンターが公表している

「安全な IoT システムのためのセキュリティに関する一般的枠組み」（以下、一般的枠組み）を検

討の基本的な枠組みとして設定した。 

一般的枠組みでは、IoT システムの設計・構築・運用に関する基本原則が、次の表のように示

されている4。 

 

                                                   
3 IPA、制御システム セーフティ・セキュリティ要件検討ガイド －基本編－ 第 1版、2018年 3

月 
4 内閣サイバーセキュリティセンター、安全な IoTシステムのためのセキュリティに関する一般的

枠組み、2016年 8月 26日 
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基本的に、システムの稼働前にセキュリティが確保されていることが確認・検証できるようにする

ことと、その要件として、基本方針の設定から運用・保守の各段階での要件を定義することが求め

られており、その中でリスク評価も行うことが必要とされている。 

検討部会では、この枠組みに基づき、生産システムを運用している事業者がセキュリティの脅

威への対策を検討できるようにするため、機械安全の立場から「生産システムにおけるセキュリテ

ィの脅威を検討するうえで基本となる考え方」について議論した。 

研究部会における検討の成果を次章に示す。 

 

 

  

安全なIoTシステムの設計・構築・運用に関する基本原則

IoTシステムの設計・構築・運用に際しては、セキュリティを事前に考慮
するセキュリティ・バイ・デザインを基本原則とし、これが確保されてい
ることが当該システムの稼働前に確認・検証できる仕組みが求められる。

その際、IoTシステムのセキュリティ確保のための要件として、基本方針
の設定、リスク評価、システム設計、システム構築、運用・保守の各段階
で求められる要件を定義することが必要である。

その際、以下の項目について明確化することが必要である。

a) IoT システムについて、範囲、対象を含めた定義を改めて明確にするとともに、
IoTシステムが多岐にわたることから、リスクを踏まえたシステムの特性に基づ
く分類を行い、その結果に応じた対応を明確化する。

b) IoT システムに係る情報の機密性、完全性及び可用性の確保並びにモノの動作に
係る利用者等に対する安全確保に必要な要件を明確化する。

c) 機能保証の制定を含め、確実な動作の確保、障害発生時の迅速なサービス回復に
必要な要件を明確化する。

d) その上で、接続されるモノ及び使用するネットワークに求められる安全確保水準
(法令要求、慣習要求)を明確化する。

e) 接続されるモノ及びネットワークの故障、サイバー攻撃等が発生しても機密性、
完全性、可用性、安全性の各項目が確保されるとともに、障害発生時の迅速な
サービス復旧を行うことを明確化する。

f) IoT システムに関する責任分界点、情報の所有権に関する議論を含めたデータの
取扱いの在り方を明確化する。

「安全なIoTシステムのためのセキュリティに関する一般的枠組み」から引用して三菱総研が作成
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4. 検討成果 

検討部会における検討の成果を、機械安全の立場からセキュリティの脅威を検討するうえで基

本となる考え方と、今後の検討事項に整理して示した。 

「生産システムにおけるセキュリティの脅威を検討するうえで基本となる考え方」として、以下の 3

項目に整理した。 

生産システムにおけるセキュリティの脅威を検討するうえで基本となる考え方 

1-1)セキュリティの脅威は機械安全におけるハザードを生じる新たな因子 

1-2)セキュリティの脅威から生じるハザードは「偶発的」ハザードであり、確実に

発生するものと考える 

1-3)セキュリティの脅威への最終的な対策は「停止」 

 

今後の検討事項として、以下の 2項目を示した。 

今後の検討事項 

2-1) 設計・構築・運用の各段階での要件の明確化 

2-2) ガイドラインの作成検討 

 

4.1 生産システムにおけるセキュリティの脅威への対策の方向性 

4.1.1 セキュリティの脅威は機械安全におけるハザードを生じる新たな因子 

研究部会における議論 

 ものづくりの安全は、第一に作業者の安全を確保することである。機械が安全であれば

災害を減らせる、という考え方である。 

 生産システムの構築・運用の担当者にとっては、機械安全の発想から追求した考え方

が理解しやすい。 

 セキュリティの脅威は、ハザードを生じるこれまでにない新たな因子であり、悪意を持っ

た者により生じるものである。 

ISO 12100に基づく機械安全の考え方の基本は、リスクアセスメントである。セキュリティの脅威

への対策の検討を進めるにあたっても、機械安全の対策と一体となって取り組んでいくためには、

リスクアセスメントの中で評価することが必要とされる。 
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機械安全のリスクアセスメントでは、最初にハザードの洗い出しを行い、そのハザードに対して、

危害の重要度と発生確率の組み合わせとして、リスクを定義している。セキュリティの脅威につい

ては、リスクアセスメントにおいて、偶発的ハザードとして考え、また確実に発生するものと考えて

評価を行うことが適切であると思われる。 

ただし、セキュリティの脅威から生じるハザードは、従来とは異なり「悪意」という特徴を有してい

る。セキュリティの脅威には、何かしらの「悪意」が存在し、その「意図」を持って近づいてくるという

点が大きな特徴である。その特徴のために、対策として何を考えなければならないのかは、今後、

検討していくことが求められる。 

4.1.2 セキュリティの脅威から生じるハザードは「偶発的」ハザードであり、確実に発生す

るものと考える 

研究部会における議論 

 悪意を持って迫ってくるセキュリティの脅威は、確率論では対応することができない。 

 セキュリティの脅威から生じ、ハザードとして顕在すると考えた場合、ハザードの種類とし

ては偶発的ハザードであり、また確実に発生するハザードと考えるべきである。その事

象として、サイバー攻撃が存在している。 

ハザードとしてセキュリティの脅威を考えたならば、リスクアセスメントの次の段階としては、その

ハザードのリスクを求めることになる。リスクは危害の程度と発生確率の組み合わせで求めるが、

危害の程度については、セキュリティの脅威により、何が発生するかを想定し、推定することがで

きる。一方、発生確率に関しては、部品の劣化や磨耗等に起因する偶発的なハザードのように確

率で表現できるものではなく、確実に発生するものと考えて、その脅威に応じて発生する被害の

程度を見積もることが適切と考えられる。従って、セキュリティの脅威から生じるハザードの発生確

率に関しては、常に「100%」と考えることが安全側の思考方法として適切であるといえる。 

4.1.3 セキュリティの脅威への最終的な対策は「停止」 

研究部会における議論 

 セキュリティの脅威は、ソフトウェアに影響を与えるため、その結果として、ソフトウェアに

より制御される機械の動作は影響を受けることになる。このため最終的な安全を確保す

る対策は、ソフトウェアの制御から独立した機械により行うことが必要である。 

 一番の基本はフェールセーフを確実にすることであり、その上に、信頼性を確保するこ

とが必要とされる。 

 最終的な安全を確保するためには、ハードウェアで止める対策がよいと考えられる。 

機械安全における対策の基本は、隔離と防御である。人に危害が及ばないように、ハザードか
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ら隔離するか、カバー等で防御を施せば、100%の対策を実施することは可能である。一方、セキ

ュリティの脅威に関しては、脅威がシステム内に侵入することを 100%防御することは困難であり、

侵入した脅威が威力を発揮することを 100%防ぐことはできない。セキュリティの脅威からシステム

を防御する物理的なカバーは存在しないためである。そのため、セキュリティの脅威への対策は、

いかに早く発見し、迅速に確実にシステムを停止するかにつきると考えられる。また、停止するた

めの方法としては、ソフトウェアによる制御から独立した状態のセキュリティの脅威の影響を受けな

いハードウェアによる方策を用いることが望ましいと考えられる。 

4.2 今後の検討事項 

4.2.1 設計・構築・運用の各段階での要件の明確化 

研究部会における議論 

 生産システムの設計・構築・運用に関しては、セキュリティを事前に考慮するセキュリテ

ィ・バイ・デザインを基本原則として考えるべき。また、それが確保されていることを稼働

前に確認・検証できる仕組みが必要とされる。 

生産システムにおけるセキュリティの脅威への対策を、確実に実施していくために、基本原則に

のっとった仕組みを構築していくことが必要と考えられる。その仕組みの構築を、適切に効率よく

進めることをサポートするためのガイドラインを作成することが望まれる。 

4.2.2 ガイドラインの作成検討 

研究部会における議論 

 セキュリティリスク評価を含めた一連の流れを、具体的な生産システムのモデルをベー

スに議論することが有効と考えられる。 

 生産システムを設計・構築・運用する担当者が実施すべきポイントを確認するためのチ

ェックフローとして作成することが有効と考えられる。 

ガイドラインには、生産システムの設計・構築・運用の各段階での要件が明確に示され、設計・

構築・運用の各担当者が、その役割を理解できるチェックフローとして作成されることが期待され

る。そのためには、よりわかりやすいものとするため、生産システムの具体的なモデルをベースに、

想定される一連の流れを、セキュリティ評価を含めて検討しながら議論していくことが有効と考えら

れる。 
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5. 研究部会における議論 

5.1 第 1回研究部会 

(1) 検討目的 

• 生産設備が統合されて接続された次世代生産システムにおける安全の概念を議論して作

り上げたい。 

• IoT による複雑化した生産システムを、セキュリティも考慮しながら、トータルなセーフティの

考え方を追求したい。 

(2) 検討の視点 

• つなぐことによるメリットは、ステークホルダーそれぞれにあるはず。コストに応じたメリットの

明確化が必要とされる。 

• メリットと合わせてリスクを考慮した検討が必要とされる。 

(3) 検討のゴール 

• 日本の産業界の企業経営者に対するメッセージとして提示したい。特に中小企業の経営

者に対して提言したい。 

• 検討の成果を積極的に発表して欲しい。 

(4) 現状認識と論点 

• 機械安全と情報セキュリティの専門家が、それぞれに検討している。より正解に近づくため

には、機械安全側からのアプローチが必要である。 

• 日本の強みは、海外企業がまねのできない高レベルの品質保証にある。それをクオリティ
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チェーンという言葉で示したい。 

• 機械の遠隔操作の実施に関する要望がある。現状では規制は存在していないが、リスクを

考慮して自主規制している状態である。 

• 現場の危険予知にコンピュータが参加できるようになれば、日本のマイスターが IT を使い

こなせる時代になるのでは。 

(5) 取組事例等 

• データ共有化の実用化事例としては、近畿経済産業局と地域の工業会の協力で、成形機

のミドルウェアが開発された例がある。 

• 1990年代から複数の成形機を接続して集中管理している。機械稼働状況の把握と、トレー

サビリティの確保を実施している。 

5.2 第 2回研究部会 

(1) 検討の視点 

• つながる時代は「協調安全」の時代である。情報分野と機械分野が一緒に取り組むことが

必要である。 

• メリットとともにリスクがあることを自覚した視点が大切である。 

• 経営者にメリットとリスクのバランスで考えてもらうために、メリットを明確にすることが必要で

ある。セーフティのメリットはわかってきているが、セキュリティのメリットが理解されていない。 

(2) レジリエンスの概念 

• セーフティもセキュリティも、リスクはゼロにならない。発生した際に、どのように立ち上げ直

すか、レジリエンスの概念が重要である。セーフティとセキュリティを組み合わせることで、レ

ジリエンスの概念が出てくるのではないか。 

• 急速な復旧が重要である。問題を抱えながら、いかに動かすことができるか。 
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(3) セーフティとセキュリティの設計 

• つながることにより、安全を考える範囲が広がるが、IT 側の視点ではわからないことが多

い。 

• 将来的には、セーフティとセキュリティの並行分析・設計を目指すべきである。 

• 並行分析・設計においては、セーフティからセキュリティへの一方的な流れが描かれること

があるが、現状では逆の流れも存在する。 

(4) つながるリスクのアセスメント 

• セーフティに関しては継続的な取り組みが必要だが、状態変化は比較的少ないため、頻繁

なアセスメントは必要とされない。セキュリティに関しては状態変化が激しいため、常にアセ

スメントすることが必要とされる。現実的には、どの程度まで対応するかが課題である。 

• つながることによって、どのようなリスクが発生するかは、知識がないと想像がつかず、評価

が難しい。 

• 新たに接続された機器の責任や権利がどこまでなのかはわかりにくい。問題があるパケット

を送った方が悪いのか、受け取った方が悪いのかは明確になっていない。 

5.3 第 3回研究部会 

(1) セーフティとセキュリティ 

• セキュリティが破られた状態で人命に関わる事故が発生した場合には、それはセーフティの

問題である。セキュリティから踏み込んでセーフティを考えることが必要とされる。 

• セキュリティに関しては、被害を受けることを前提で考えなければならない。その上で、レジ

リエンスを考えておくことが必要である。事故は起きないことを前提としていると、事故発生

時には、大変なことになる。 

(2) セグメンテーション 

• セグメンテーションに関しては、鉄道で言えば、埼玉北部で発生した事故を、湘南地域に
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影響させないことが必要である。 

• 最適なセグメンテーションには、重要なデータの流れを考え、どのようにグルーピングが可

能かを考えることが役に立つ。 

(3) 組織内部の脅威 

• 組織内部からの脅威については、これまでの日本の状況では理解できない現象である。た

だし、時代もかわってきたため、今後は機械等でチェックすることなどが必要かもしれない。 

(4) セキュリティの構造 

• セキュリティだけでは人命は守れず、危険性は残っている。セキュリティを守った上で、セー

フティを守ることが必要とされる。両者を、うまく融合して使っていくことがポイントである。 

• セキュリティにも本質安全と機能安全がある。機能的にサポートするものと、ネットワークの

セグメントを切る、というような本質安全に近いものがある。 

• セーフティでは、本質安全設計、防御、機能安全、マネジメントと、決められた対応が存在

するが、セキュリティにも同様の考え方があるのではないか。 

• セキュリティの対策を進めるにあたっては、どの分野に適用するかを特定しないと抽象度が

あがる。生産システムに応用するには、その領域を明確に想定した検討が必要とされる。 

(5) リスクアセスメント 

• 世界的には、様々なところで、IoTシステムが存在している。つながない勇気も必要だと思う

が、世界においていかれる可能性もある。いずれにしろリスクアセスメントが重要である。 

• リスクアセスメントを主体的に行い、どこまでを許容するのか、その概念が必要とされる。 

• 様々な人が集まって一つの表を作るのは難しい。ただし、最終的に相関性を議論すること

は必要である。一つの専門分野だけで実施することは問題がある。様々な分野の人が関与

して、代替案を検討することが必要とされる。 



14 

 

5.4 第 4回研究部会 

(1) まとめの方向性 

• 機械設備に ICT を導入した際に、機械の安全性を保つ上で、どのように影響するのか。つ

ないだ時に、何を担保しないといけないのか。安全管理のために、本質的な安全としての

外部との遮断も含めて、どのようなことを実行しなければならないのか。それらを、きちんとま

とめることが必要である。本質安全だけでは実現できない外部接続に対しての保護のことも、

示すべきである。 

(2) セーフティとセキュリティ 

• 基本的要求事項として、人の命に関わる本質安全設計の話があり、その上にセキュリティの

要求が存在している。 

• 対策側からの検討も必要である。本質安全設計だけでは、対策が限定される。 

• つながっている世界において、セキュリティに関係する部分と関係しない部分を区別するこ

とは難しい。そのために、カテゴライズは難しい。 

• 生産システムのセキュリティを、一つのモデルとして表現することを検討するべき。 

(3) セキュリティの対策 

• セキュリティの世界では、脅威は何かしらの意図をもって入ってくる。この概念は、機械安全

にはない。 

• セキュリティに関しては、第一に保護資産の抽出を、次に脅威の識別を行い、その後に脆

弱性の識別を行い、アタックを受けた際に発生する被害の程度の分析を行う。 

• セキュリティの脅威は、過去の知見によりある程度想定できるが、全てを防ぐことは不可能な

ため、発見した時に対応が必要とされる。速やかな対応のためには、想定外のリスクを考え

ておくことが必要とされる。 

• 予想外のことが、これまで以上のスピードで出現してきている。そのために、過去のことだけ

では対策できない。 
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• セキュリティの世界では、常に関わっていることが必要とされる。今後は、攻撃を受けながら

事業を継続することが求められる。あるいは、戦いながら生産する状態が、日常の状態にな

るかもしれない。 

• セキュリティのリスクアセスメントを、セーフティ並みに実施できるようにすることが求められる 

5.5 第 5回研究部会 

(1) ものづくりの安全とセキュリティ 

• ものづくりの安全は、第一に作業者の安全を確保することである。機械が安全であれば災

害を減らせるという考え方である。セキュリティのリスクは、その安全を脅かす今までにない

ハザードによるものであると考えればよいのだろう。 

• ものづくりの世界では 3 ステップメソッドが定着している。一方、ソフトウェアの世界では機能

安全が先行して 3 ステップは守られずに、注意喚起も行われないことがある。 

(2) セキュリティの脅威の影響 

• セキュリティの脅威は、歩留まりを悪くすることもあり、品質管理に影響する。また、生産ライ

ンの停止により、財政的な影響、社会全体の混乱にもつながり、作業者のケガではすまず、

レジリエンスの概念が重要になってきている。 

• 現時点でのセキュリティは確保できたとしても、5 年後にどうなるかは予想がつかない。メン

テナンスでは、維持できない可能性もある。 

• ソフトウェアを使用しているから影響を受けるのであって、ハードウェアである機械であれば

影響は受けない。最終的には、機械による対策が有効なのではないか。 

• 人は間違える、機械は壊れる、そしてソフトウェアはだまされることがある。 

(3) 今後の検討の方向性 

• 財産の話、人命の話、社会の混乱というように、段階的な整理が必要とされる。経営のトップ

に理解されるためにも、損害賠償も含めて、様々なビジネスリスクと関係付けて考えておくこ

とが必要とされる。 
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• 現状の生産現場においては、どのくらいネットワークにつながっているかがわからない状態

になっている。そこで行うべきことは、セグメントを決めて、エンジニアリングの見える化を行う

ことである。 

• ネットワークを含めたエンジニアリングの見える化を行うために、実施すべきポイントを確認

するためのチェックフローを業界ごとに作れるとよい。 

• 保護資産の抽出、脅威・脆弱性の識別、セキュリティリスク評価、妥当性確認といった一連

の流れを、日機連の平成 28 年度検討部会の報告書の生産モデルをベースに議論しては

どうか。対象を明確にすることで、具体的な検討が可能となる。 

• 一番の基本はフェールセーフを確実にすることであり、その上で、信頼性を確保することが

必要とされる。その基盤の上に、つなぐことによる利便性を実現していくことが求められる。 

5.6 第 6回研究部会 

(1) 協働ロボットの活用と課題 

• 協働ロボットには移設が簡単であるというメリットがある。これは、安全柵を不用とすることが

できる、ということが一番大きな理由である。 

• 導入にあたってリスクアセスメントは必須である。大きなメーカーであれば、リスクアセスメント

は習慣化されているが、サービス業界では、その言葉すら知られていない点が問題であ

る。 

• サービス業への導入は、BtoCに近い状況であり、難しい点が多い。無料WiFiが整備され

てきているところも多く、知らない間にネットワークに接続する危険も考えられる。 

• ロボットの認証は規格に規定されている安全機能ごとに認証が行われている。セキュリティ

に関しては、セキュリティファンクションが規定されていないため、何かしらの規定が必要と

考えられる。 

• 中小企業支援の策としてロボットの導入が進められているが、リスクアセスメントを知らないイ

ンテグレーターも多い。中小インテグレーター向けの安全教育の実施が必要とされる。 
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(2) 現状と将来に向けての課題などについて 

• 最終的な安全を確保するためには、ハードウェアで止める対策がよいと考えられる。現在の

自動車には、その考え方は用いられていないが、その点は問題である。 

• 安全とセキュリティを一緒に体系化することはできないか。安全設計を行ったうえで、セキュ

リティは悪意を持ったハザードの一種である、という考え方でよいのではないか。 

• 新しいリスクの要因が登場したと考えれば、大騒ぎしなくてもよい。 

• ITの時間ファクターは、機械の時間ファクターとは違って、寿命の考え方が違うため、ライフ

サイクルの時間の概念が異なっている。共通の概念として持てるようになることが必要であ

る。 

• 自動車や機械の寿命である数10年間にわたって、利用されるソフトウェアを維持することが

できるのか。IT技術者の流動性の観点からも課題ではないか。 

• 安全はメカニカルな手順でなければならない、ということを言わなければならない。電子化し

てはいけないものもある。 

• 人中心という考え方でよいのではないか。機能安全が、外からの攻撃で暴れだすことを想

定しておかなければならない。電子制御は信用せず、安全が確認できなければ進まない、

という判断を正しいとするべき。 

• 今回の検討テーマにおいては、機械安全の発想から追求した方が良い。セキュリティの脅

威は、ハザードを生じる新たな因子であり、悪意を持った者により生じるものである。 

• セキュリティの脅威から生じるハザードは偶発的ハザードであろう。その事象としてサイバー

攻撃が存在することになる 
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6. 人と協調作業を行う機械におけるリスクや安全性確保の考え方 

現在、ICT を利用した生産システムの革新、また人と機械の間の物理的なバリア等を撤去し、

人と機械が協調して作業を行うロボット等が出現してきており、生産システムに対する考え方のパ

ラダイムシフトが起ころうとしている。このような生産システムの新しい時代において、これまでの安

全性確保の考え方や技術だけでは対応が困難な状況に対して、現状の課題と今後の方向性に

ついて検討の一環として、人と協調作業を行う機械におけるリスクや安全性確保の検討を行うに

あたり、協働ロボットの開発における安全性確保の考え方について調査した。 

調査は、長年にわたって産業用ロボットを開発してきた我が国の製造事業者で、協働ロボットの

開発にも実績を有する企業のロボット開発本部に対して、ヒアリング調査により行った。 

以下に、ヒアリング調査により得られた、人と協調作業を行う機械におけるリスクや安全性確保

の考え方のポイントを示す。 

A) 協働ロボットのメリット 

協働ロボットの導入による代表的なメリットとしては、以下の 3点があげられる。 

 人間がロボットに直接指示を与えて協働作業を行うことができるため、100%

自動化が難しい分野にも、導入することが可能である。 

 安全柵を設置する必要がないため、これまで設置が困難とされた狭いスペー

スに導入することが可能である。 

 台車の上に設置することができるため、生産ラインの構成の大幅な変更に柔

軟に対応することが可能である。 

B) 協働ロボットにおける安全性確保 

協働モードの運転スピードは、人間に衝突してもケガをしない程度に制限されている。ISO 

TS 1５０６６に基づいて設定されている。 

C) 協働ロボットにおけるセキュリティ対策 

従来の産業用ロボットと同様に、二重化することによって対策している。速度監視は、ロボッ

トを動かすチップとは別のチップで監視しており、監視専門の系統は、外部ネットに接続す

る系統とは独立している。 

D) ロボットの安全性確保の特徴 

従来は、何かあったら全てを遮断して停止する、という考え方であったが、できるだけ止め
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たくないというユーザーの要望と、不具合発生時にはリトライするシステムも登場してきてお

り、簡単には遮断できなくなっているのが、ロボットの安全対策の特徴である。いずれにしろ、

ロボット単品だけではなく、システム全体としての安全対策が重要である。 

E) 協働ロボットの認証取得 

認証は、ロボットの機能に対して認証を取得している。それにより、協働ロボットの使用方法

であっても、従来型のロボットの使用方法であっても、どちらでも適用可能な認証となって

いる。 

認証の取得は、特に海外の企業からは強く要求されることが多い。システムインテグレータ

ーであれば、他の企業に対してシステムとして提供することになるため、その際には特に認

証が重要と考えられる。 

F) 今後の協働ロボットの活用と課題 

今後は、これまでロボットを導入することがなかったサービス業において、協働ロボットの利

用が増加していくことが考えられる。サービス業においては、協働ロボットのメリットを生かし

た様々な使い方が期待される。 

一方で、安全性確保という観点からは、機械を使用した経験が無い人たちが使用すること

は、危険性が高まる可能性がある。また、サービス業の現場には WiFi が設置されたオー

プンネットワーク環境が整備されていることが多く、知らないうちにロボットがネットワークに

接続してしまう危険性についても考えなければならない。 

生産システムにおける利用においては、生産量と種類の大きな変動にフレキシブルに対応

可能な生産システムであれば、生産スピードが低下しても、トータルの生産効率が向上す

る可能性もあるため、協働ロボットが有効に利用される可能性がある。 

いずれにしろ、ユーザーの要求と目的を見極めるとともに、安全性を確認したうえで、協働

ロボットの適用を進めることが必要とされる。 
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お わ り に 

 

ここ 20 数年の間の情報通信技術の発展と普及により、情報の流れ方とスピードが大きく変

わり、製造業に限らず仕事の進め方は、大きく変化してきた。最近は、PC やスマートフォンの

ような情報機器に限らず、様々なものがネットワークに接続されてきている。これらのいわゆる

IoT の拡大により、今まで以上に急速なスピードで、新しい情報技術の利用が進んでいくもの

と考えられる。あまりの急激な変化により、その複雑さが限度を超えて、人間がコントロールで

きる境界を遥かに超えてしまうのではないかと心配になる。 

機械製造業においても、一連の統合生産システムはロボットを含む複数の機械装置で構

成され、相互にネットワークで接続することで生産情報の共有とコントロールが行われる世界

になってきている。その接続は、工場内にとどまらず、事業所間、あるいは企業間での情報交

換・共有に利用されるようになり、グローバルな生産体制の一部を形成する時代が、すぐそこ

に迫ってきていると考えられる。そのような時代においても、安全性（セーフティ）の確保は第

一に考えられなければならないが、複雑な情報ネットワークのどこかに、少しでもセキュリティ

の問題が存在していると、それは従来には存在しなかったリスクとして、生産システムの安全

性を大きく低下させる可能性を有している。 

本事業では、そのような生産システムの安全性に関わるセキュリティの問題への対応を、セ

ーフティとの両立を図りつつ確保していくための方策を検討するために、「情報通信技術(ＩＣ

Ｔ)等を利用した生産システムにおける人の安全確保を実現するための調査研究部会」（以下、

研究部会）を設置し検討を行った。今回の活動が、日本における機械安全レベルの向上に、

多少なりとも貢献することができれば幸いである。 

研究部会の主査、副主査並びに委員の方々に深く感謝するとともに、今後の活動につき

ましても同様のご協力をお願いする次第です。 
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1. 制御システムへの脅威
（1）インシデントの発⽣の状況
� JPCERT/CCによる調査

制御システムオーナー300社アンケート（2013年）結果
「コンピュータウィルスの感染被害経験がある」事業者：7%

� ICS-CERT（米国）による調査
ICS-CERT（制御システムのセキュリティ対策専門組織）
に報告されたインシデントの件数を右図に示す。
増加傾向にあるが情報システムのインシデントよりは
大幅に少ない。

� JPCERT/CCとは
（一社）JPCERTコーディネーションセンターは、コンピュータセキュリティのインシデント情報について、日本国内の報告を受け
付け、対応の⽀援、発⽣状況の把握、⼿⼝の分析、再発防⽌のための対策や検討・助⾔を⾏っている。

� 制御システムについて
IPAの資料では、「他の機器やシステムの動作を管理、⽀持、制御するシステムであり、センサーやアクチュエーターなどのフィー
ルド機器、制御⽤ネットワークコントローラー、監視・制御システム（SCADA）などで構成されている。」と定義される。
情報システムとの対語としても使われる。
制御システムは、FA（Factory Automation）系と、PA（Process Automation）系に分けられる。
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1. 制御システムへの脅威
（2）これまでに発⽣したインシデント
� 海外で発⽣した制御システム関連の主なインシデントを以下の表に示す。
発生時期 発生地域 インシデント内容

2000年 オーストラリア 解雇された元従業員が下⽔処理施設に対して不正アクセスを⾏い、処理設備を不正操作した。

2003年 アメリカ 原⼦⼒発電所の制御システムがSQL Slammerワームに感染し、監視システムが一時的に停⽌した。

2003年 アメリカ 鉄道会社に信号や宮殿を制御するシステムが、MSBlasterワームに感染し、鉄道の運⾏に影響が⽣じた。

2005年 アメリカ ⾃動⾞メーカの制御システムネットワークにZotobワームが侵⼊し、⼯場の組み⽴てラインが停⽌した。

2009年 アメリカ 持つ従業員が過去に貸与されたリモートアクセス件を使⽤し、電⼒会社のシステムに不正アクセスした。

2009年 オーストラリア 配電⼩売事業者の社内ネットワークにワームがし⼊試、多数の端末が感染し、電⼒系統に影響が及ぶ可能性があった。

2010年 イラン ウラン濃縮施設が制御システムをターゲットとするStuxnetワームに感染し、濃縮⽤遠⼼分離機が不正操作された。

2011年 ブラジル 発電所システムがConflickerワームに感染し、発電システムが稼動停⽌した。

2011年 アメリカ 鉄道会社のコンピュータがハッカーの攻撃を受け、2日間にわたって列⾞の運⾏が混乱した。

2012年 アメリカ Ugly Gorillaと呼ばれる攻撃者によるガスおよび電⼒システムを狙ったサーバースパイ活動が確認された。

2012年 サウジアラビア 国営石油会社の3万台のワークステーションがウィルス感染の被害を受けた。

2013年 メキシコ他 会場の石油掘削基地において、ウィルス感染によりコンピュータ網が停⽌した。

2014年 ドイツ 製鋼所の溶鉱炉がサーバー攻撃により停⽌。製鋼所の制御システムが標的メール攻撃を受け、所内ネットワークのアクセス
権を奪われ、システム全体に不具合が発⽣し、溶鉱炉が爆発する被害を受けた。

2015年
2016年

ウクライナ 電⼒会社に対する標的型メール攻撃によってマルウェアに感染させ、⻑期間にわたる偵察活動で情報を収集。遠隔操作を利
⽤して、変電所の遮断機を切断。1〜数時間にわたる停電が発⽣。

� 参考資料
宮地利雄（JPCERT/CC）、制御システムセキュリティの減座時と展望2017 この1年間を振り返って
中谷昌幸（JPCERT/CC）、産業⽤制御システムのセキュリティについて、2015
佐藤直（情報セキュリティ大学院大学）、サイバーインシデントの最新動向、2015
IPAセキュリティセンター、重要インフラの制御システムセキュリティとITサービス継続に関する調査、2009
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1. 制御システムへの脅威
（3）対策の方向性

� 事前対策
� ⼊り⼝対策：ファイアウォール等によるゲートウェイセキュリティの導⼊ 等

� 可搬メディアの使⽤制限 等

� 事後対策
� 事故前提のセキュリティ対策

� セキュリティインシデントは必ず発⽣ → 被害発⽣を最⼩限に⽌める対策

� 社内CSIRT（Computer Security Incident Response Team）に必要なリソース（人員、機材）配置

� 異常を検地した際に、早急に⼯場を復旧・対策できる体制・仕組みを構築
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1. 制御システムへの脅威
（4）制御システム セキュリティアセスメントに使える基準とツール

� J-CLICS
� Check Listfor Industrial Control Systems of Japan

� SSAT（CPNI）
� SCADA Self Assessment Tool

� NIST
� SP800-53連邦政府情報システムにおける推奨セキュリティ管理策
� SP800-82産業⽤制御システム(ICS)セキュリティガイド

� CSET (ICS-CERT)
� Cybersecurity Evaluation Tool

� CSMS（IEC62443）
� Cyber Security Management System

� 業界安全基準

� 参考資料
落合一郎（JPCERT/CC）、制御システムセキュリティアセスメント

6

2. 制御システムのセキュリティ課題
課題1：オープン化に伴う脆弱性リスクの混⼊

� 制御システムに汎⽤製品が採⽤され、汎⽤製品の脆弱性を継承。
� 脆弱性対策のパッチが公開されても、稼働中のシステムへの適⽤は可⽤性重視の観点から困難。
� 標準プロトコルのネットワーク採⽤により、ウィルスの進⼊、機密情報漏えいのリスクが⾼まる。
� 外部から持ち込まれたPC、USBメモリ等からのワーム進⼊の可能性あり。

課題2：製品の⻑期利⽤に伴うセキュリティ対策技術の陳腐化
� 制御システムのライフサイクルが通常10年〜20年と⻑期間にわたる。
� 汎⽤製品やオープンネットワークが採⽤されていても、最新版ではなく、セキュリティ対策も最新ではないことが多い。

課題3：可⽤性重視に伴うセキュリティ機能の絞込み
� 情報システムと違って、可⽤性（Availability）が最も重視される。情報システムは、機密性（Confidentiality）、完全性

（Integrity）、可⽤性（Availability）の順。
� 可⽤性重視のため、システムの負荷となる、ウィルス監視やソフトウェア⾃動更新は⾏われていない。

� 参考資料
IPAセキュリティセンター、重要インフラの制御システムセキュリティとITサービス継続に関する調査、2009

制御システム 情報システム

セキュリティ優先順位 A.I.C（可用性重視） C.I.A（機密性重視）

セキュリティの対象 モノ（設備、製品）
サービス（連続稼動）

情報

システム更新 10年～20年 3～5年

稼働時間 24時間365日 通常業務時間内

運用管理 現場技術部門 情報システム部門

制御システムと情報システムにおける情報セキュリティの考え方の違い
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3. 内閣府 サイバーセキュリティ戦略
安全なIoTシステムのためのセキュリティに関する一般的枠組み 2016年8月26日
１）目的

� 「安全なIoTシステムの創出」
� システム相互間接続の新たな脆弱性に対して、セキュリティ・バイ・デザインの思想での設計、構築、運⽤が不可⽋。

２）検討の視点
� 4つの⽤件を確保（安全性、機密性、完全性、可⽤性）

３）基本原則
� 検討を要する6項目

a. IoTシステムについて、範囲、対象を含めた定義を改めて明確にするとともに、IoTシステムが多岐にわたること
から、リスクを踏まえたシステムの特性に基づく分類を⾏い、その結果に応じた対応を明確化する。

b. IoT システムに係る情報の機密性、完全性及び可⽤性の確保並びにモノの動作に係る利⽤者等に対する安全確保に
必要な要件を明確化する。

c. 機能保証の制定を含め、確実な動作の確保、障害発⽣時の迅速なサービス回復に必要な要件を明確化する。
d. その上で、接続されるモノ及び使⽤するネットワークに求められる安全確保水準(法令要求、慣習要求)を明確化す

る。
e. 接続されるモノ及びネットワークの故障、サイバー攻撃等が発⽣しても機密性、完全性、可⽤性、安全性の各項目

が確保されるとともに、障害発⽣時の迅速なサービス復旧を⾏うことを明確化する。
f. IoT システムに関する責任分界点、情報の所有権に関する議論を含めたデータの取扱いの在り方を明確化する。

� 参考資料
内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）、安全なIoTシステムのセキュリティに関する一般的枠組、2016年8月26日
内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）、安全なIoTシステムのセキュリティ、2017年2月8日
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3. 内閣府 サイバーセキュリティ戦略（続き）
安全なIoTシステムのためのセキュリティに関する一般的枠組み 2016年8月26日

４）取り組み方針
(1) 要求事項の明確化

� 関連する法令・規制要求事項等の明確化。
(2) IoTシステムのモデル化

� 分析・検討を⾏う等適切なモデル化を⾏い、そのモデルを参照しながら、セキュリティ⽤件を議論していく
(3) リスクに応じた対応

� リスクアセスメントを適宜活⽤するもの。
(4) 性能要求と仕様要求の適切な適⽤

� 要求事項は、普遍的な性能要求と、その時点で有効な⼿段の具体的方法を示す仕様要求の2つの要求から構成する。
(5) 段階的・継続的アプローチ

� 基本的な機能⽤件を定め、段階的・継続的にそれを進化させていく。
(6)役割分担および連携した対処のあり方の明確化

� IoTシステムに関連する者の役割分担の明確化
� 各主体の連携・協調によるセキュリティ確保のあり方や各主体間の責任分界点の明確化

(7) その他運⽤ルールの検討
� IoTシステムとの連携、データの利活⽤、個人情報保護の仕組み等
� 機器認証のあり方等

� 参考資料
内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）、安全なIoTシステムのセキュリティに関する一般的枠組、2016年8月26日
内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）、安全なIoTシステムのセキュリティ、2017年2月8日
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4. 論点（案）
今年度の検討部会において議論すべき点を示す。

（１）ICT利⽤とセキュリティ対策の現状
� 製造業において産業機械を利⽤する分野において、現状、ICTをどのように利⽤し、何を実現しているのか。
� その際の、セキュリティ対策の方法と課題は。

（２）IoTやICTに対する期待
� 今後、IoTやICTの利⽤により、どのような課題を解決することを期待しているか。

（３）IoTやICT利⽤により懸念されるリスク（脅威、危険）
� IoTやICT利⽤により、どのようなリスクが増大すると考えられるか。
� これまでに想定されていない、新たな脅威や危険の発⽣はありえるのか。

（４）産業機械分野におけるIoTおよびICTのあり方検討
� IoTやICTを安全性を確保して利⽤するために必要とされる検討・研究
� 繋がれた産業機械の安全性確保に関する基本的な考え方の整理

� 枠組み、ガイドライン等の検討
� 検討のためのモデル構築

� 新たなリスクへの対応
� 新しいリスクの洗い出し
� リスクと対策方法の共有

� 標準化動向の把握と標準化の提案
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5. 参考資料
� 安全なIoTシステムのためのセキュリティに関する一般的枠組み、内閣サイバーセキュリティセンター、平成28年8月26日

https://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/iot_framework2016.pdf
� 安全なIoTシステムの創出、内閣サイバーセキュリティセンター、2016年3月1日

https://www.nisc.go.jp/conference/cs/kenkyu/dai03/pdf/03shiryou05.pdf
� 安全なIoTシステムのセキュリティ 〜IoT黎明期におけるIoT標準化の必要性〜、内閣サイバーセキュリティセンター 基本戦略グループ、

結城則尚、平成29年2月8日
https://www.ipa.go.jp/files/000057702.pdf

� 重要インフラの制御システムセキュリティとITサービス継続に関する調査、IPAセキュリティセンター、2009年3月
https://www.ipa.go.jp/security/fy20/reports/ics-sec/

� 上⽔道分野⽤のSCADA（監視制御システム）セキュリティグッド・プラクティス 〜重要インフラのセキュリティ向上に向けて〜、TNO
report、翻訳・監修IPA

https://www.ipa.go.jp/files/000014077.pdf#search=%27%E4%B8%8A%E6%B0%B4%E9%81%93%E5%88%86%E9%87
%8E%E7%94%A8%E3%81%AESCADA%27

� NIST SP800-82 Rev.2 産業⽤制御システム(ICS)セキュリティガイドSCADA、DCS、PLC、その他の制御システムの設定 日英対訳版
https://www.jpcert.or.jp/ics/information02.html#NISTSP800-82

� 技術研究組合 制御システムセキュリティセンター、制御システムセキュリティの脅威と対策の動向およびCSSCの研究概要について、
2016年10月7日

http://www.css-
center.or.jp/pdf/about_CSSC.pdf#search=%27%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%8
1%AE%E8%84%85%E5%A8%81%E3%81%A8%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3CSSC%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A6%82%
E8%A6%81%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27

� 向殿政男、IoT時代におけるものづくり安全の動向、情報通信学会誌 Vol.34 No.1(2016)
� 藤井俊郎（パナソニック ⽣産技術本部）、製造システムのセキュリティ確保に向けたパナソニックでの取り組み、制御システムセキュリ

ティカンファレンス 2017年2月21日（JPCERT/CC）
� 落合一郎（JPCERT/CC）、制御システムセキュリティアセスメント、制御システムセキュリティカンファレンス 2017年2月21日

（JPCERT/CC）
� 宮地利雄（JPCERT/CC）、制御システムセキュリティの現在と展望2017 この1年間を振り返って、制御システムセキュリティカンファ

レンス 2017年2月21日（JPCERT/CC）
� 中谷昌幸（JPCERT/CC）、産業⽤制御システムのセキュリティについて、2015年9月7日
� 新誠一、社会インフラにおけるサイバーセキュリティ課題の全体像（総論として）、安全⼯学 Vol.54 No.6 (2015)
� 佐藤直、サイバーインシデントの最新動向、安全⼯学 Vol.54 No.6 (2015)
� 神余浩夫、制御システムの安全とセキュリティの標準化動向、安全⼯学 Vol.54 No.6 (2015)
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1. 第1回研究部会の議論
１）検討目的

� ⽣産設備がトータルで接続された次世代⽣産システムにおける安全の概念を議論して作りあげたい。
� IoTによる複雑化した⽣産システムを、セキュリティも考慮しながら、トータルなセーフティの考え方を追求したい。

２）検討の視点
� つなぐことによるメリットは、ステークホルダーそれぞれにあるはず。コストに応じたメリットの明確化が必要とされる。
� メリットとあわせてリスクを理解した検討が必要とされる。

３）検討のゴール
� 日本の産業界の企業経営者に対するメッセージとして提示したい。特に中小企業の経営者に対して提言したい。
� 検討の成果を積極的に発表して欲しい。

４）現状認識と論点
� 機械安全と情報セキュリティの専門家が、それぞれに検討している。機械安全側からのアプローチで、より正解に近づける。
� AIを活⽤した製造業のためには、本当のマイスターの技術が必要。AI利⽤することで付加価値を加えることが望ましい。
� 日本の強みは、海外企業がまねのできない⾼レベルの品質保証にある。それをクオリティチェーンという言葉で示したい。
� 機械の遠隔操作に関する要望があり、規制は存在しないが、現状ではリスクを考慮し自主的に実施していない。
� 現場の危険予知にコンピュータが参加できるようになれば、日本のマイスターがITを使いこなせる時代になるのでは。

５）取り組み事例等
� データ共有化の実⽤化事例として、近畿圏の経済産業局と⼯業会の協⼒で、成形機のミドルウェアが開発されている。
� 1990年代から複数の成形機を接続して集中管理している。機械稼働状況の把握と、トレーサビリティの確保を実施。
� 自動⾞の自動運転は⼈間が主役。⼈間が危険予知を⾏って安全を確保している。
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2. 研究部会の成果のイメージ
研究部会における検討（２年間）の成果をどのように形にするか、具体的なイメージ（目標）の検討が必要。

� 具体的なイメージを持つことで、目的を明確に共有しやすくなり、検討の活性化が期待される。
� 以下にイメージの例を示す。特に順番に実施するものでものなく、これらにこだわるものでもない。

� ICT等利⽤を安全に効
果的に使⽤するため
の業界としての宣言

D
業界宣言

� ICT等の⽣産システム適⽤にあたり、安全性確保を対応した企業であることを事故
宣言する活動の推進

� 自己宣言のための要件を公表するとともに自己宣言した企業をリストアップ
� 具体的な導⼊事例を公開

� ICT等利⽤の際の
チェックリスト

� ICT等利⽤時の注意点
を読み物に

C
ガイドライン

� 国内製造事業者が⽣産システムにICT等を利⽤する際に、注意すべき点について
チェックリストとして整理

� あるいは、ICT等の⽣産システム適⽤に関して、目的、メリット、導⼊方法、安全
性対策、運⽤課題等を、読み物として作成（書籍化）

� ICT等の利⽤に関する
Q&Aリスト

� 国内製造事業者向け

B
Q&Aリスト

� 現状において、ICT等の利⽤により発⽣する可能性がある問題点をリストアップ
� 製造事業者の⽴場のQuestionに対するAnswerを作成（以下、例）

� ⽣産設備をネットで接続するメリットは何ですか？
� 外部のインテグレーターと⽣産設備を接続しても問題ないでしょうか？

� 現状で考えられる問
題点をリストアップ

� 業界に向けた注意換
気

A
問題点リスト

� ⼯場の⽣産システムにICT等を利⽤することによるメリットを提示
� ICT等の利⽤により発⽣が考えられる脅威等について解説
� 脅威へ対応するために参考とすべき情報をリストアップ
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３. 参考事例調査の候補

１）自動⾞自動運転
� SAEの定義レベル１〜レベル５。レベル２までは実⽤化済み。
� 現在、レベル３〜レベル４の実⽤化に向けて国際的に議論中。遠隔制御の実施についても議論中。
� 国内では、警察庁発⾏のガイドラインに基づき、公道においてレベル3相当の実証試験が可能。遠隔型も可能。

２）協働ロボット
� 厚労省通達に基づく対応を実施することにより、協働ロボットの使⽤が可能とされている。
� 「エリア共有」、「ハンドガイド」、「⼈共存」、「⼈協働」の協働運転要求事項が、 ISO 10218-1、-2で規定される。
� ISO 10218-1、-2に基づき、第三者機関による認証が⾏われている。

３）自律型製造システム
� 市場ニーズに対する柔軟な対応を図るため、変種変量⽣産の実現、⽣産準備期間の短縮、品質の向上等の実現のため、ロ

ボット自信が自⽴的に判断して状況の変化に対応するシステムが研究されている。
� 三菱電機：「自律型セル⽣産ロボットシステム」
� 富士通：「スマートなものづくり」
� 清水建設：「シミズ スマートサイト」

４）セーフティ／セキュリティ対策
� 内閣府：安全なIoTシステムのためのセキュリティに関する一般的枠組み
� EU・ドイツにおけるIoT製品にかかるサイバーセキュリティ規制の動向
� Platform Industrie(PI) 4.0におけるセキュリティの考え方
� EU一般データ保護規則（GDPR）の概要と対応
� 米国におけるサイバーセキュリティ政策

⽣産システムへのICT等適⽤の参考として、参考となりそうな他分野の事例を調査することが必要と考えられる。
� ICT等の活⽤することにより、今までにない新たなステップの実現に結びつく事例として、参考とすべき分野の情報提供をお

願いしたい。
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4. 論点（案）
今年度の検討部会において議論すべき点を示す。

（１）ICT利⽤とセキュリティ対策の現状
� 製造業において産業機械を利⽤する分野において、現状、ICTをどのように利⽤し、何を実現しているのか。
� その際の、セキュリティ対策の方法と課題は。

（２）IoTやICTに対する期待
� 今後、IoTやICTの利⽤により、どのような課題を解決することを期待しているか。

（３）IoTやICT利⽤により懸念されるリスク（脅威、危険）
� IoTやICT利⽤により、どのようなリスクが増⼤すると考えられるか。
� これまでに想定されていない、新たな脅威や危険の発⽣はありえるのか。

（４）産業機械分野におけるIoTおよびICTのあり方検討
� IoTやICTを安全性を確保して利⽤するために必要とされる検討・研究
� 繋がれた産業機械の安全性確保に関する基本的な考え方の整理

� 枠組み、ガイドライン等の検討
� 検討のためのモデル構築

� 新たなリスクへの対応
� 新しいリスクの洗い出し
� リスクと対策方法の共有

� 標準化動向の把握と標準化の提案
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５. 参考資料
� 安全なIoTシステムのためのセキュリティに関する一般的枠組み、内閣サイバーセキュリティセンター、平成28年8月26日

https://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/iot_framework2016.pdf
� 富士通 スマートなものづくり

http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/manufacturing/monozukuri-total-support/products/plm-software/smart-
monozukuri/

� 三菱電機 自律型セル⽣産ロボットシステム
http://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/randd/spotlight/spotlight12.html

� 清水建設、自律型ロボットと⼈がコラボしながら⼯事を進める次世代型⽣産システム「シミズ スマート サイト」を構築
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP451024_S7A710C1000000/

� EU・ドイツにおけるIoT製品にかかるサイバーセキュリティ規制の動向
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
VDMA Cybersecurity integrated part of a Single European Market

� Platform Industrie(PI) 4.0におけるセキュリティの考え方
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/a3-jochem-
platform_industrie_4.0_security_of_networked_systems.pdf
IT security in Industrie 4.0 First steps towards secure production_GUIDELINE
Industrie 4.0 Security Guidelines Recommendations for actions
IT Security in Industrie 4.0 Action fields for operators

� 米国におけるサイバーセキュリティ政策
NIST SP800-171
DFARS Clause252.204-7012
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＜参考資料-1＞ 自動⾞自動運転システムの現状整理（1/3）

� SAE Internationalによる自動運転の定義は以下のとおり。

レベル SAE名称 定義 運転
主体

周辺
監視

運転
バックアップ

0 自動化なし � 警報や介⼊システムによるサポートはあるものの、
運転者が、全ての状況下で⾞を運転 運転者 運転者 運転者

1 運転支援
� 運転環境情報を⽤い操舵、または加減速のうち1つ

の運転支援を実⾏
� その他の運転に必要な作業は運転者が⾏う

運転者
システム 運転者 運転者

2 部分的自動化
� 運転環境情報を⽤い操舵、加減速等の複数の運転支

援を実⾏
� その他の運転に必要な作業は運転者が⾏う

システム 運転者 運転者

3 条件付自動化
� システムからの介⼊要求時には、⼈間による適切な

対応を期待し、自動運転システムが、全ての動的運
転作業を実⾏

システム システム 運転者

4 ⾼度な自動化
� 自動運転システムが、全ての動的運転作業を実⾏
� システムからの介⼊要求時にも、⼈間による適切な

対応が期待できない場合もありうる
システム システム システム

5 完全自動化 � ⼈間の運転者が運転可能なあらゆる⾛⾏環境下で、
自動運転システムが全ての動的運転作業を実⾏ システム システム システム

ICT、AI等の活⽤により、自動⾞自動運転システムの実現に向けて、世界的に検討が進められている。
これまでにない新たな技術を実⽤化を推進するために、技術分野に限らず進められている様々な国際的なルール作りは、次世代の⽣産システ
ムを検討する上でも、参考とすべき要素が含まれている可能性があると考えられる。
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＜参考資料-2＞ 自動⾞自動運転システムの現状整理（2/3）
� SAE Internationalにより自動運転の定義は以下のとおり。

レベル SAE名称 責任
所在

現状認識と課題

0 自動化なし 運転者
� 国際道路交通協約（以下、国際協約）の範囲内

� 自動車は運転者の制御下であることが必要条件とされる。
� 道路交通法第70条（安全運転の義務）

1 運転支援 運転者 � 国際協約の範囲内。現状法体系で対応可能。
� 現状において実用化済み

2 部分的自動化 運転者

� 国際協約の範囲内。現状法体系で対応可能。
� 複数のシステムが相互に連携するため、システムが今何をして、次に何をするのかがわかり
にくい。

� 運転者が常に監視し、必要に応じて介入することが求められる。
� 現状において実⽤化済み

3 条件付自動化 運転者
（システム）

� 国際協約の範囲内か検討が必要（自動車基準調和世界フォーラム WP29）。運転者の責任と
すれば、現状法体系で対応可能。

� 走行中の事故発生時に運転者の過失責任を問えるかどうかは、法学分野での検討が必要。
� システムから運転者に権限が委譲する際のヒューマンエラー発⽣の可能性あり、実現困

難との⾒方も。

4 ⾼度な自動化 システム

� 国際協約の範囲外。現状法体系での対応困難。
� システムは運転者に運転を要請しない。緊急時には、システムの判断で安全な状態（路肩に
自動停止）にする。そのため、使用場所（ゾーン）と使用条件は限定される（自動車専用道路
等）。

� 現状の法体系で対応可能かは議論が必要。
� AIの進化が原因で事故が発⽣した場合は、AIの法的責任とするという考え方もある。

5 完全自動化 システム
� 国際協約の範囲外
� レベル4と同様に、法体系、AIの進化の課題あり。
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＜参考資料-3＞ 自動⾞自動運転システムの現状整理（3/3）
� 自動運転に関係する国際条約と⾒直しの動き

１. 交通に関する国際条約
� ジュネーブ条約（1949年 ジュネーブ国連会議で採択、1952年発効）
� ウィーン条約（1968年 ウィーンで締結、1977年発効）
� 国際化の進展に合わせて、ジュネーブ条約を補強するために締結され、ジュネーブ条約よりも厳しい内容になっている。
� 日本は、1964年にジュネーブ条約に加盟。ウィーン条約は、欧州が中⼼だが、英国、アイルランド、スペインは非加盟。
� 両条約とも、⾛⾏中の⾞両には運転者が存在していることを要求。運転者は常に⾞両を操縦・制御しなければならないとされている。レベル3は

違反。

２. 条約⾒直し
� 国連欧州経済委員会（UN-ECE）の元にある「道路交通安全作業部会（Working Party on Road Traffic Safety : WP1）」にて、欧州が主導する

ウィーン条約の条⽂改正案が議論され、以下のような条件を満たせば、公道⾛⾏可能とする改正案（レベル3まで）が、2014年に合意され、
2016年に発効された。
� 国連の協定で定めている国際基準に適合しているか（現⾏の国際基準では、10km/h以下での自動操舵しか認められていないため、10km/h以下ならば自動運転可能）

� いつでも⼈が自動運転システムに運転をとって代われるか

� 自動運転システムのスイッチを切れる状態にあるか

� WP1での議論により、2016年4月にジュネーブ条約とウィーン条約に関して、以下の条⽂解釈の合意がなされた。
� 運転者が常に自動⾞を操縦・制御できる状態にあるなら、必ずしも⾞内にいる必要はない。

� これにより「遠隔制御」できれば公道での無⼈⾛⾏が可能と考えられる。ただし「遠隔制御」の定義については、議論中で結論は出ていない。
� UN-ECEにある「自動⾞基準調査世界フォーラム（World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations : WP29）では、自動⾞の安全・環

境基準と認証の相互承認に関する国際取り決めが協議されている。
� WP29では、「自動運転」分科会（2014年11月）、「ブレーキと⾛⾏装置」（GRRF）専門分科会に「自動操舵専門家会議」 （2015年2月）が

設置されている。現在のテーマは、10km/h以下でしか認められていない自動操舵に関する基準の⾒直しである。

＜参考資料-2＞ 協働ロボット関連法令・基準の現状整理（1/1）

労働安全衛⽣規則
第150条の４（運転中の危険防止）

厚労省労働基準局⻑通達

第150条の4関係 (3) ISO適合

A エリア共有
（運転時費接触）

B ハンドガイド
（イネーブルSW

押下時接触作業）

D ⼈協働
（運転時接触作業）

ISO 10218-1:2001（JIS B 8433-1:2015)

5.10 協働運転要求事項

C ⼈共存
（非接触作業）

5.10.1 一般
5.10.2 安全適合の監視停止

5.10.3 ハンドガイド

5.10.4 速度及び間隔の監視

5.10.5 本質的設計⼜は制御による動⼒及び⼒の制限

ISO 10218-2:2001（JIS B 8433-2:2015)

5.11 協働ロボットの運転
5.11.1 目的の一般説明
5.11.2 一般

5.11.3 協働作業空間に対する要求事項

5.11.4 非協働運転と協働運転との間での切換え

5.11.5 協働作業空間内での運転

5.11.5.1 一般

5.11.5.2 安全適合の監視停止

5.11.5.3 ハンドガイド

5.11.5.4 速度及び間隔の監視

5.11.5.5 設計⼜は制御による動⼒及び⼒の制限

ISO/TS 15066

5.5 Collaborative operations

5.5.1 General

5.5.2 Safety-rated monitored stop

5.5.3 Hand guiding

5.5.4 Speed and separation monitoring

5.5.5 Power and force limiting

Annex A Limits for quasi-static and 
transient contact

� 機能と法令・基準の関係
� 産業ロボットについては、さくで囲って、使⽤者と分離することが安全対策の基本。
� ただし、協働ロボットに関しては、労働安全衛生法に基づく通達により、（１）リスクアセスメントで安全性を確認、もしくは（２）

ISOに適合すれば、必ずしもさくで囲うことが求められなくなった。
� ISO 10218（JIS B 8433）では、協働ロボットの運転要求として、安全適合の監視、ハンドガイド、速度と間隔の監視、動⼒と

⼒の制限について規定している。それぞれ、エリヤ共有、ハンドガイド、⼈共存、⼈協働に必要とされる要求事項である。
� ISO/TS 15066では、ISO 10218を実現するためのガイダンスとして、要求事項とそれを求めるためのパラメーターの定義、制限値

の設定の方法、リスクアセスメントで考慮すべきこと等が規定されている。TS（技術仕様）であるため、必ずしもこれによらなくてもよ
い。

� ISO/TS 15066では、付属書Aでロボットと⼈の接触時の限界値の計算例を⽰している。
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1. 第2回研究部会の議論
1）検討の視点

� 繋がる時代は「協調安全」の時代である。情報分野と機械分野が一緒に取り組むことが必要である。
� メリットとともにリスクがあることを⾃覚した視点が⼤切である。
� 経営者にメリットとリスクのバランスで考えてもらうために、メリットを明確にすることが必要。セーフティのメリットは

わかってきているが、セキュリティのメリットがわかっていない。

2）レジリエンスの概念
� セーフティもセキュリティも、リスクはゼロにならない。発⽣した際に、どのように⽴ち上げ直すか、レジリエンスの概念

が重要である。セーフティとセキュリティを組合すことで、レジリエンスの概念が出てくるのではないか。
� 急速な復旧が重要である。問題を抱えながら、いかに動かすことができるか。

3）セーフティとセキュリティの設計
� 繋がると安全を考える範囲が広がるが、IT側の視点ではわからないことが多い。
� 将来的には、並⾏分析・設計（右図a)）を目指すべき。
� 現状では、セキュリティからセーフティへの矢印も存在する。

4）繋がるリスクのアセスメント
� セーフティに関しては継続的な取組が必要だが、状態変化は比較的少ないため、頻繁なアセスメントは必要とされない。セ

キュリティに関しては状態変化が激しいため、常にアセスメントすることが必要とされる。現実的には、どの程度まで対応
するかが課題である。

� 繋がることによって、どのようなリスクが発⽣するかは、知識がないと想像がつかず、評価が難しい。
� 新たに接続された機器の責任や権利がどこまでなのかはわかりにくい。問題があるパケットを送った⽅が悪いのか、受け

取った⽅が悪いのかは明確になっていない。

【引⽤元】神余、機能安全と制御セキュリティの標準化動向
情報処理 Vo.58 No.11 Nov.2017
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＜参考-1＞ IT security in Industrie 4.0 GUIDELINE（1/2）
Platform Industrie 4.0 ネットワークセキュリティWG
がガイドラインを発⾏

目的：
� Industrie 4.0の⽣産プロセスはデジタルで接続され、企業間

協⼒と価値創造ネットワーク（inter company cooperation 
and value creation networks）を形成する。

� 価値創造ネットワークの移⾏を視野に、デジタルでネット
ワーク化された⽣産に向けた中小企業向けのガイドラインを
WGがまとめた。

将来の⽅向性：
� ICTの利⽤増加により、今後数年間で、Industrie 4.0の柔軟

な価値創造ネットワークは、古典的な⽣産チェーンの階層構
造を変換していく。ある企業は、デジタルプラットフォーム
で⾃由に⽣産能⼒を提供し、他の企業は提供されている能⼒
を利⽤し、必要に応じて⾃らの⽣産設備を一時的に拡張可能
である。

ITセキュリティ側面からの分析：
� 企業のリスク分析のための質問（9項目）次ページ参照
� 優先すべき要件（7項目）次ページ参照
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＜参考-1＞ IT security in Industrie 4.0 GUIDELINE （2/2）

企業がリスクア分析するための質問
� どのような製造能⼒を提供可能か、あるいは統合できる

か。
� 企業間プロセスチェーンのフレームワークにおいて、ど

のようなデータを、いつ、誰に、どのように提供できる
か。また、どんなデータが、いつ、だれに、どのように
提供される必要があるか。

� このデータは、企業内の機密性、完全性の点から、どの
程度重要か。

� 顧客データの取扱いにおいて、データ保護法の遵守は、
どのように保証されているか。

� 分散⽣産と価値創造ネットワークにおける資源共有に関
して、どのようなパートナーが協⼒して利⽤できるか。
また、これらのパートナーと機密データを、どの程度交
換する必要があるか。

� 何らかの不適切な問題のために、提供または処理された
データの所有権に関する責任と責任の配分に関して、協
⼒パートナーと締結する必要がある契約は何か。

� Industrie 4.0のプロセスにおいて、貴社の⽣産部門が
外部からどのような機械、コンポーネント、製品に通信
されるべきか、その際にどのようなアイデンティティを
必要とするか。

� 通信される情報の完全性と機密性を保証するために、ど
のように外部との通信を確実に保護するか。

� 貴社の⽣産部門と管理部門においてITセキュリティを単
相するスタッフはだれですか。

Industrie 4.0の要件を満たすための優先事項
1. 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）にお

けるセキュリティ責任者が指名されており、訓練されて
いなければならない。

2. ITセキュリティリスクに対する⽣産者の意識を⾼める仕
組みを構築し実施しなければならない。

3. ネットワークアクセスポイント（リモートメンテナンス、
Wi-Fi、クラウド等）のセキュリティコンセプトを構築
し実装しなければならない。

4. リムーバルデータ記憶媒体（USBメモリ等）および外部
ハードウェア（プログラミングデバイス、診断システム
等）の使⽤に関する規定を作らなければならない。

5. ⽣産⼯程におけるスマート本やタブレットシステムの利
⽤のリスクに対して、リスクを⾼める必要がある。

6. 新しい機械や装置を購入する際には、悪質なソフトウェ
アから保護するための予防措置が必要とされる。

7. 最新のオペレーティングシステム、⽣産ソフトウェア、
セキュリティアップデータを要求しなければならない。
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1. 第3回研究部会の議論
1）セーフティとセキュリティ

� セキュリティが破られた状態で人命に関わることになったら、それはセーフティの問題である。セキュリティから踏み込ん
でセーフティを考えることが必要とされる。

� セキュリティに関しては、被害を受けることを前提で考えなければならない。その上で、レジリエンスを考えておくことが
必要である。事故は起きないことを前提としていると、事故発生時には、大変なことになる。

2) セグメンテーションと内部の脅威
� セグメンテーションに関しては、鉄道で⾔えば、埼⽟北部で発生した事故が、湘南地域に影響させないことが必要だろう。

最適なセグメンテーションには、重要なデータの流れを考え、どのようにグルーピングが可能かを考えることが役に⽴つ。
� 内部からの脅威については、現状の日本では理解できない。ただし、時代もかわってきたので、これからは機械等でチェッ

クすることが必要かもしれない。
3) セキュリティの構造

� セキュリティだけでは人命は守れない。危険性は残っている。セキュリティを守った上で、セーフティを守ることが必要と
される。両者を、うまく融合して使っていくことがポイントである。

� セキュリティにも本質安全と機能安全がある。機能的にサポートするものと、ネットワークのセグメントを切る、というよ
うな本質安全に近いものがある。

� セーフティでは、本質安全設計、防御、機能安全、マネジメントと、決められた対応が存在するが、セキュリティにも同様
の考え方があるのではないか。

� セキュリティの対策を進めるにあたっては、どの分野に適⽤するかを特定しないと抽象度があがる。生産システムに応⽤す
るには、その領域を明確に想定した検討が必要とされる。

4）リスクアセスメント
� 世界的には、様々なところで、IoTが繋がれている。繋がない勇気も必要だと思うが、世界においていかれる可能性もある。

いずれにしろリスクアセスメントが重要である。
� リスクアセスメントを主体的に⾏い、どこまでを許容するのか、その概念が必要とされる。
� 様々な人が集まって⼀つの表を作るのは難しい。ただし、最終的に相関性を議論することは必要である。⼀つの専門分野だ

けで実施することは問題がある。様々な分野の人が関与して、代替案を検討することが必要とされる。
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2. 生産システム構築の観点からみたセキュリティの確保
� IoTのセキュリティを確保するための要件については、IPAやIndustrie 4.0から発

⾏されている。
� IPA発⾏「繋がる世界の開発指針 第２版」では、つながる世界の開発指針として、17の指針が示され

ている。＜参考-1＞
� INDUSTRIE 4.0 SECURITY GUIDELINESでは、Industrie 4.0に参加する⾏動基準と、最低限の要求

事項に関して、17項目が規定されている。＜参考-2＞

� 問題は、これらの要件を、生産システム構築において、どのように実現するのかである。
� 生産システム構築において安全性を担う機械安全技術者にとっては、生産システム構築の観点

から⾒て、セキュリティ確保のために、どの段階で、どのような方策を考えるべきかを知るこ
と必要と考えられる。

� それを考える⼀助として、日機連の研究部会（主査：⻑岡技術科学大学 福田教授）にて検討
された安全設計プロセス＜参考-3＞と、上記の2つのセキュリティ要件の対応関係を整理し、
＜参考-4＞＜参考-5＞として示した。
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3. 参考資料
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� 米国におけるサイバーセキュリティ政策
NIST SP800-171
DFARS Clause252.204-7012
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＜参考-1＞ IPA 繋がる世界の開発指針 第２版
〜安全安⼼なIoTの実現に向けて開発者に認識して欲しい重要ポイント〜

4.1 つながる世界の安全安心に企業として取り組む

第4章 つながる世界の開発指針

[指針1]安全安心の基本方針を策定する

[指針2]安全安心のための体制・人材を見直す

[指針3]内部不正やミスに備える

4.2 つながる世界のリスクを認識する

[指針4]守るべきものを特定する

[指針5]つながることによるリスクを想定する

[指針6]つながりで波及するリスクを想定する

[指針7]物理的なリスクを認識する

4.3 守るべきものを守る設計を考える

[指針8]個々でも全体でも守れる設計をする

[指針9]繋がる相手に迷惑をかけない設計をする

[指針10]安全安心を実現する設計の整合性をとる

[指針11]不特定の相手とつなげられても安全安心を確保できる設計をする

[指針12]安全安心を実現する設計の検証・評価を行う

4.4 市場に出た後も守る設計を考える

[指針13]自身がどのような状態かを把握し、記録する機能を設ける

[指針14]時間が経っても安全安心を維持する機能を設ける

4.5 関係者と一緒に守る

[指針15]出荷後もIoTリスクを把握し、情報発信する

[指針16]出荷後の関係事業者に守ってもらいたいことを伝える

[指針17]つながることによるリスクを一般利用者に知ってもらう
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＜参考-2＞ INDUSTRIE 4.0 SECURITY GUIDELINES (1/10)
Recommendations for action and minimum requirements（⾏動基準と最低限の要求事項）

1. Risk analysis
リスクアナリシス

1.1. Identifying assets
アセットの特定

1.2. Determining protection goals
保護目標の決定

1.3. Identifying threats
脅威の特定

1.4. Risk assessment
リスクアセスメント

2. Network segmentation
ネットワークセグメンテーション

2.1. Definition of risk-based security requirements assigned to plants and components
プラントおよびコンポーネントのスクベースのセキュリティ要件の定義

2.3. Using isolation measures
隔離対策の適用

2.4. Periodic checking of isolation measures for effectiveness and patchability of filter components
フィルタコンポーネントの有効性とパッチ可能性のための隔離対策の定期的なチェック

2.2. Zoning of services
サービスのゾーニング

2.5. DNS and other services per zone
ゾーンごとのDNSおよびその他のサービス
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＜参考-2＞ INDUSTRIE 4.0 SECURITY GUIDELINES (2/10)
3. User accounts, credentials, authentication and authorization

ユーザーアカウント、資格情報、認証と承認

3.1. Individual user accounts
独立したユーザーアカウント

3.2. Account management
アカウント管理

3.3. Distribution and management of credentials
視覚情報の配布と管理

3.4. Authenticating human users, software processes and components
ユーザー、ソフトウェア、コンポーネントの認証

3.5. Public-Key authentication
公開鍵認証

3.7. The machine should ensure an authorization check of the players/services after every authentication 
認証ごとにプレーヤ/サービスの認可チェックを保証する機械の必要性

3.8. Strong authentication to external interfaces 
外部インターフェイスへの強力な認証

3.6. Creating zones and access concepts with corresponding authentication
証明に関係付けたゾーンとアクセスコンセプトの設定

4. Using secure protocols 
安全なプロトコルの使用

4.1 Confidentiality of communication with IP-based protocols
IPベースのプロトコルとの通信の機密性

4.2. Integrity of communication 
暗号化アルゴリズムの種類、強度、品質

4.3. Type, strength and quality ofencryption algorithms 
視覚情報の配布と管理

4.4. Special consideration of fieldbus 
フィールドバスの特別な配慮

8

＜参考-2＞ INDUSTRIE 4.0 SECURITY GUIDELINES (3/10)
5. Safeguarding wireless technologies

ワイヤレス技術の保護

5.1. Secure configuration
セキュアな設定

5.2. Wireless access management
ワイヤレスアクセス管理

5.3. Time-dependency of security of cryptographic functions
暗号機能のセキュリティの時間依存性

6. Secure remote service
安全なリモートサービス

6.1. Controls on setting up and ending a remote access session
リモートアクセスセッションの設定と終了に関するコントロール

6.2. Safeguarding through technical andorganizational measures
技術的および組織的手段による保護

6.3. Encrypting the connections
接続の暗号化

6.4. Establishing access processes
アクセスプロセスの確立

6.5. Securing connections to other networks
他のネットワークへの接続の保護
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＜参考-2＞ INDUSTRIE 4.0 SECURITY GUIDELINES (4/10)
7. Monitoring and recognizing attacks

攻撃の監視と認識

7.1. Monitoring all access to machine components
マシンコンポーネントへのすべてのアクセスを監視

7.2. Integrating monitoring functions in the control desk
コントロールデスクへの監視機能の統合

7.3. Virus scanners
ウイルススキャナ

8. Recovery plan
復旧計画

7.4. Network IDS and anomaly detection incomplex machines
ネットワークIDSおよび異常検出不完全なマシン

8.1. Creating backup systems
バックアップシステムの作成

8.2. Creating regular backups
定期的なバックアップの作成

8.3. Checking backups for recoverability
回復可能性のためのバックアップの確認

8.4. Restoring a trustworthy state after a malfunction/attack
誤動作/攻撃後の信頼できる状態の復元

8.5. Recovering encrypted data
暗号化されたデータの回復
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＜参考-2＞ INDUSTRIE 4.0 SECURITY GUIDELINES (5/10)
9. Secure product lifecycle

製品ライフサイクルの確保

9.1. Monitoring vulnerabilities
脆弱性の監視

9.2. Manufacturer monitoring of the threat situation
メーカーの脅威状況の監視

9.3. Responsiveness to vulnerabilities
脆弱性への対応

9.4. Determining the channels of communication within the plant
プラント内の通信チャネルの決定

9.5. Patch management
パッチ管理

9.6. Nomination of internal and external responsible parties
内部および外部責任者の指名

9.7. Handling end of support (EoS)
サポートの終了処理（EoS

9.8. Phase-out management
フェーズアウト管理
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＜参考-2＞ INDUSTRIE 4.0 SECURITY GUIDELINES (6/10)
10. Adapting and testing components

コンポーネントの適合とテスト

10.1. Adjust standard settings
標準設定への調整

10.2. Adapting the hardware configuration
ハードウェア構成の変更

10.3. Internet access within the ICS network
ICSネットワーク内のインターネットアクセス

10.4. Tests for verification and validation
検証と妥当性確認のためのテスト

10.5. Tests for software and information integrity
ソフトウェアと情報の整合性のテスト

10.6. Selecting secure components
セキュアなコンポーネントの選択

11.1. Removing unnecessary software and services
不要なソフトウェアとサービスの削除

11.2. Removing/deactivating all hardware components not in use
使用していないすべてのハードウェアコンポーネントの削除/無効化

11. Foregoing unnecessary component functions
不要なコンポーネントの機能
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＜参考-2＞ INDUSTRIE 4.0 SECURITY GUIDELINES (7/10)
12. Component hardening

コンポーネント強化

12.1. Components may only execute hardened code
コンポーネントは、強化コードのみを実行することがあります

12.2. Security tests as an integral part of development and system integration
開発とシステム統合の不可欠な部分としてのセキュリティテスト

12.3. DoS protection
DoS保護

12.4. Application whitelisting and blacklisting
アプリケーションのホワイトリストとブラックリスト

12.5. Reducing system complexity
システムの複雑さの軽減

12.6. Safeguarding field devices located outside the plant from physical attacks
物理的な攻撃からプラントの外にあるフィールドデバイスを保護

12.7. Safeguarding electronic external interfaces
電子外部インターフェイスの保護

13. Isolation techniques within the machine/virtualization
マシン/仮想化における分離テクニック

13.1. Protection against malicious code by sandboxing and virtualization
サンドボックス化と仮想化による悪意のあるコードからの保護

13.2. The machine should implement restrictions for “mobile code”
マシンは「モバイルコード」の制限を実装する必要があります。

13.3 Delimiting the operational and configuration data of application programs
アプリケーション・プログラムの操作および構成データの区切り
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＜参考-2＞ INDUSTRIE 4.0 SECURITY GUIDELINES (8/10)
14. Cryptography

暗号化

14.1. Implementing standardized algorithms
標準化されたアルゴリズムの実装

14.2. Integrating into existing Public Key Infrastructures
既存の公開鍵基盤との統合

15.1. Checking security requirements of supplied components
提供されたコンポーネントのセキュリティ要件の確認

15.2. Identifying one's own role as a supplier
サプライヤーとしての自らの役割の特定

15.3. Outsourced software development
アウトソーシングされたソフトウェア開発

15. Determining security requirements for vendors and suppliers
ベンダおよびサプライヤのセキュリティ要件の決定
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＜参考-2＞ INDUSTRIE 4.0 SECURITY GUIDELINES (9/10)
16. Documentation

ドキュメンテーション

16.1. Interfaces
インターフェース

16.2. Established processes
確立されたプロセス

16.3. Documentation of risk analysis
リスク分析の文書化

16.4. Distributed rights
分散された権利

16.5. Machine inventory
マシンインベント

16.6. Document management
ドキュメント管理

16.7. Security incidents
セキュリティインシデント

16.8. Strategy and security controls
戦略とセキュリティのコントロール

16.9. Organizational processes and roles
組織のプロセスと役割
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＜参考-2＞ INDUSTRIE 4.0 SECURITY GUIDELINES (10/10)
17. Developer training on security

セキュリティに関する開発者トレーニング

17.1. Awareness
自覚

17.2. (Software) developers and designers
（ソフトウェア）開発者と設計者

17.3. Plant planners and project designers
プラントプランナーとプロジェクトデザイナー

17.4. Responsible party for product security
製品セキュリティ担当者

17.5 Training methods
トレーニング方法ト
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＜参考-3＞ 日機連 平成28年度 安全な生産システム構築能⼒向上のための
調査研究報告書

1. 生産システムの安全要求事項の確認

ISO 11161に基づく統合生産システム（以下、生産システム）の安全設計プロセス

2. 生産する製品の仕様と製造条件の決定

3. 工程分析

3..1 初期工程分析－空間設計

3..2 中期工程分析－ライン構想

3..3 後期工程分析－危険源同定その1

4. リスクアセスメント

5. 作業分析と作業ゾーンの切り分け

7. 生産システムのリスクアセスメント

6. 作業ゾーンにおける危険源同定 その2

8. 安全機能の制御範囲の決定（各運転モード）

9. 生産システムの妥当性確認（リスクアセスメント）

10. 生産システムの運用

� 安全要求事項の確認するとともに、適用する規格を確認する。

� 製造する製品の形状、材質、構造などの製品仕様および生産量を決定する。
� 製造ライン仕様書（ユーザー要求）の作成

� 材料から製品までの製造工程を分析し、必要設備を決定する。
� 各工程での生産財、製造設備（単体機械）の必要機械性能・仕様（ユーティリティを含

む）を決定する。
� 各設備における大まかな人の配置を決定する。

� 各工程での定常作業・非定常作業を検討する。
� 各設備（単体機械）における段取・設定・調整・生産作業内容の定常作業手順を決定する。
� 段取時、トラブル処理などの非定常作業での人の介入を洗い出す。

� 各機械設備に対して各作業者がどのような作業に関わるかを決定する。
� 決定した作業にしたがい機械設備全体を作業ごとのゾーンに切り分ける。
� 全作業ゾーンにおいて、各作業者と各作業のかかわりを整理し、ゾーン間の関連を洗い出す。

� 生産システムを構築した際の各設備の保護法策の改造、追加の保護方策の妥当性確認を実施する。
� 生産システムの安全戦略の妥当性確認の技術ファイルを作成し、保管する。

� 全体のリスクアセスメントの結果に基づくリスク低減方策（モード・インターロック・非常停止等）の西予範囲を
決定、整理する。

� 全体のリスクアセスメントとリスク低減方策を決定する。

� 各作業ゾーンを通過して別の作業ゾーンへの人および設備の侵入を考慮した場合の危険源同定を行う。

� 機械機能とレイアウトが決定した段階での、単体機械、コンポーネント、それらの組み合わせによる危険源を
同定する。

� 機械機能とレイアウトが決定した段階でのリスクアセスメントを行い、リスク低減方策を決定する。
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＜参考-4＞ 生産システム構築の観点からみたセキュリティ要件

1. 生産システムの安全要求事項の確認

生産システムの安全設計プロセス

2. 生産する製品の仕様と製造条件の決定

3. 工程分析 3..1 初期工程分析－空間設計

3..2 中期工程分析－ライン構想

3..3 後期工程分析－危険源同定その1

4. リスクアセスメント

5. 作業分析と作業ゾーンの切り分け

7. 生産システムのリスクアセスメント

6. 作業ゾーンにおける危険源同定 その2

8. 安全機能の制御範囲の決定（各運転モード）

9. 生産システムの妥当性確認（リスクアセスメント）

10. 生産システムの運用

[指針1]安全安心の基本方針を策定する [指針2]安全安心のための体制・人材を見直す

[指針3]内部不正やミスに備える

[指針4]守るべきものを特定する

[指針5]つながることによるリスクを想定する [指針6]つながりで波及するリスクを想定する

[指針7]物理的なリスクを認識する

[指針8]個々でも全体でも守れる設計をする

[指針9]繋がる相手に迷惑をかけない設計をする

[指針10]安全安心を実現する設計の整合性をとる

[指針11]不特定の相手とつなげられても安全安心を確保できる設計をする

[指針12]安全安心を実現する設計の検証・評価を行う

[指針13]自身がどのような状態かを把握し、記録する機能を設ける

[指針14]時間が経っても安全安心を維持する機能を設ける

[指針15]出荷後もIoTリスクを把握し、情報発信する

[指針16]出荷後の関係事業者に守ってもらいたいことを伝える

[指針17]つながることによるリスクを一般利用者に知ってもらう

IPA 繋がる世界の開発指針 第２版
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＜参考-5＞ 生産システム構築の観点からみたセキュリティ要件

1. 生産システムの安全要求事項の確認

生産システムの安全設計プロセス

2. 生産する製品の仕様と製造条件の決定

3. 工程分析 3..1 初期工程分析－空間設計

3..2 中期工程分析－ライン構想

3..3 後期工程分析－危険源同定その1

4. リスクアセスメント

5. 作業分析と作業ゾーンの切り分け

7. 生産システムのリスクアセスメント

6. 作業ゾーンにおける危険源同定 その2

8. 安全機能の制御範囲の決定（各運転モード）

9. 生産システムの妥当性確認（リスクアセスメント）

10. 生産システムの運用

1. Risk analysis
リスクアナリシス

2. Network segmentation
ネットワークセグメンテーション

1. Risk analysis
リスクアナリシス

3. User accounts, credentials, authentication and authorization
ユーザーアカウント、資格情報、認証と承認

4. Using secure protocols 
安全なプロトコルの使用

5. Safeguarding wireless technologies
ワイヤレス技術の保護

6. Secure remote service
安全なリモートサービス

7. Monitoring and recognizing attacks
攻撃の監視と認識

8. Recovery plan
復旧計画

9. Secure product lifecycle
製品ライフサイクルの確保

10. Adapting and testing components
コンポーネントの適合とテスト

11. Foregoing unnecessary component functions
不要なコンポーネントの機能

12. Component hardening
コンポーネント強化

13. Isolation techniques within the machine/virtualization
マシン/仮想化における分離テクニック

1. Risk analysis
リスクアナリシス

14. Cryptography
暗号化

15. Determining security requirements for vendors and suppliers
ベンダおよびサプライヤのセキュリティ要件の決定

16. Documentation
ドキュメンテーション

17. Developer training on security
セキュリティに関する開発者トレーニング

INDUSTRIE 4.0 SECURITY GUIDELINES
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向上のための調査研究」

• これに、セキュリティ分析・対策を実施してみる
→安全セキュアな生産システムの検討ケーススタディ

• IPA「制御システムセーフティ・セキュリティ要件検討ガイ
ド(ケーススタディ編)」を参考
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＜出典＞
IPA,「制御システムセーフティ・セキュリティ要件検討ガイド
（ケーススタディ編）」, 2018年3月
（https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180319.html）



モデルライン・システム構成例（JMF）
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分析手順概要（IPA)
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＜出典＞ IPA（2018）「制御システムセーフティ・セキュリティ要件検討ガイド（ケーススタディ編）」P3を基に作成
（https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180319.html）



保護資産の抽出（IPA)

•情報資産、機能資産、物理資産(コントローラ等)、人的
資産など

•後の分析に効果的な資産を抽出＝重要な資産を注目
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N

o

資産
Asset 脅威

Threat

脆弱性
Vulnerability

被害
内容

リスク評価

対策
Security

Measure

種
類

名
称

標的
Target

影響
度

可能
性

ﾘｽｸﾚ
ﾍﾞﾙ

分
類

内容

１ 情
報

安
全
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

A：保護停止機能

２ B：パラメータ

３ C:通信機能

４ D:自己診断機能

＜出典＞
IPA（2018） 「制御システムセーフティ・セキュリティ要件検討ガイド（ケーススタディ編）」P34を基に作成
（https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180319.html）

脅威・脆弱性の識別
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プログラム・

パラメータの
改ざんにより、
安全機能喪失

DoS攻撃による
安全通信停止

パラメータの
改ざんにより、
安全機能喪失



ゾーン・コンジット分割

• ゾーン＝制御アイランド、設備・機械
• コンジット＝ゲートウェイ、外部インタフェース
• モデルラインにおいて、ゾーン分割できるか？
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ゾーンはバス中心なの
で、こんな分割はしない

安全制御はセキュリティ
リスク高めなので、別
ゾーンにしたい

物理セキュリティ(柵)と
ゾーンの関係

＜出典＞
IPA（2018） 「制御システムセーフティ・セキュリティ要件検討ガイド（ケーススタディ編）」P23を基に作成
（https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180319.html）

セキュリティリスク評価（IPA)
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N

o

資産
Asset 脅威

Threat

脆弱性
Vulnerability

被害
内容

リスク評価

対策
Security

Measure

種
類

名
称

標的
Target

影響
度

可能
性

ﾘｽｸﾚ
ﾍﾞﾙ

分
類

内容

１ 情
報

安
全
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

A：保護停止機能 不正に書
き換える

ウィルス対策管理が
杜撰な安全機器用PC

ロボット
停止せず
作業者負
傷

高 高 高

無線(旧Wi-Fi機器) 高 高 高

：

B：パラメータ パラメータ
が改ざんさ
れる

ウィルス対策管理が
杜撰な安全機器用PC

ロボット
停止せず
作業者負
傷

高 高 高

無線(旧Wi-Fi機器) 高 高 高

：

C：通信機能 盗聴 施錠していないHUB 制御情報
の暴露

高 中 高

D：自己診断機能 機能停止 ウィルス対策管理が
杜撰な安全機器用PC

ロボット
停止せず
作業者負
傷

高 高 高

： 可能性の見積
りが難しい

３×３のマトリ
クスによる

どこまで具体
化するか

＜出典＞
IPA（2018） 「制御システムセーフティ・セキュリティ要件検討ガイド（ケーススタディ編）」P46を基に作成
（https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180319.html）



セキュリティ対策の立案と残存リスク評価(IPA)

• リスク対策：セキュリティ機能の追加、マネジメントによるもの、脆
弱性の排除など

• 許容レベル以下にする
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N

o

資産
Asset

脅威
Threat

脆弱性
Vulnerability

被害
内容

リスク評価

対策
Security

Measure

対策後の
リスク評価 セーフ

ティへ
の影響

種
類
名
称

標的
Targ

et

影
響
度

可
能
性

ﾘｽ
ｸﾚ
ﾍﾞﾙ

分類 内容
脅威・脆弱性
の再確認・結

果

影
響
度

可
能
性

ﾘｽ
ｸﾚ
ﾍﾞﾙ

１ 情
報

安
全
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

A：保

護停
止機
能

不正に
書き換
える

ウィルス対策
管理が杜撰な
安全機器用
PC

ロボット停
止せず作
業者負傷

高 高 高 防御
（初期）

パッチ適
用をダブ
ルチェック

脆弱性情
報公開に
よるゼロ
デイ攻撃

無 高 低 無

防御
（初期）

機器認証

無線(旧Wi-Fi

機器)

高 高 高 防御
（初期）

メッセージ
認証

無？

エンジツール
を攻撃する

ネット接続時の機器認証
CPU書込み時のユーザ認証

物理セキュリティ、ITセ

キュリティ、マネジメント
の合わせ技

＜出典＞
IPA（2018） 「制御システムセーフティ・セキュリティ要件検討ガイド（ケーススタディ編）」P48を基に作成
（https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180319.html）

セキュリティ対策の立案と残存リスク評価(IPA)
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用途・目的 説明 対策例

防御

初期侵入段階

攻撃の最上流（初期段階）における、外部との接続点を介し
たネットワーク経由の攻撃、あるいはシステム（サーバ・操作
端末・機器等）設置場所への攻撃者の物理的侵入を防止す
る目的で実装される対策。

また、攻撃者（内部犯行者を含む）による、システム（サー
バ・操作端末・機器等）への不正ログイン等を防止する目的
で実装される対策。

ファイアウォール（FW）、IPS、
アンチウイルス、
パッチ適用、脆弱性回避、
通信相手の認証、操作者認証、
入退管理

内部侵攻・
拡散段階

システム（サーバ・操作端末・機器等）への侵入を果たした攻
撃者（人間あるいは不正プログラム）による、内部の情報収
集や侵入範囲拡大（侵入したシステム内部での拡大及び他
のシステムへの拡散）を防止する目的で実装される対策。

セグメント分割／ゾーニング、
APT対策ツール、
アクセス制御、
ホワイトリストによるプロセスの起動制限

目的遂行段階
「情報窃取」「データ改ざん」「制御乗っ取り」「システム破壊」
等、攻撃者による最終目的の実現を防止する目的で実装さ
れる対策

重要操作の承認、
データ暗号化、データ署名、
フェールセーフ設計

検知

攻撃の実施、あるいは攻撃の成功による被害の発生を早期
に検知することを目的に実装される対策。

IDS、アンチウイルス、APT対策ツール、
統合ログ管理システム、
機器異常検知、機器死活監視、

入退管理、侵入センサ

被害把握
攻撃の成功による被害や影響範囲の把握を目的に実装さ
れる対策。あるいは、監査における証跡提示のため、攻撃
内容の詳細の把握等を目的に実装される対策

ログ収集・分析、
統合ログ管理システム

事業継続
攻撃の成功による被害を最小限に留めるために実装される
対策。あるいは、サービスの継続、被害の早期復旧を実現
することを目的に実装される対策

データバックアップ、冗長化、
暗号鍵更新、
フェールセーフ設計

＜出典＞
IPA（2018） 「制御システムセーフティ・セキュリティ要件検討ガイド（ケーススタディ編）」P49を基に作成
（https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180319.html）



セーフティへの影響確認(IPA)

• リスト化された各項目について、機器メーカ等含め詳細にセーフ
ティ影響分析を行いその結果をフィードバックします。
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N

o

資産
Asset

脅威
Threat

脆弱性
Vulnerability

被害
内容

リスク評価

対策
Security

Measure

対策後の
リスク評価 セーフ

ティへ
の影響

種
類
名
称

標的
Targ

et

影
響
度

可
能
性

ﾘｽ
ｸﾚ
ﾍﾞﾙ

分類 内容
脅威・脆弱性
の再確認・結

果

影
響
度

可
能
性

ﾘｽ
ｸﾚ
ﾍﾞﾙ

１ 情
報

安
全
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

A：保

護停
止機
能

不正に
書き換
える

ウィルス対策
管理が杜撰な
安全機器用
PC

ロボット停
止せず作
業者負傷

高 高 高 防御
（初期）

パッチ適
用をダブ
ルチェック

脆弱性情
報公開に
よるゼロ
デイ攻撃

無 高 低 無 －
（非該当）

防御
（初期）

機器認証 無

無線(旧Wi-Fi

機器)

高 高 高 防御
（初期）

メッセージ
認証

無

対策
安全要求：

対策後のSIL
安全機能 影響 判定

機器認証 保護停止
機能動作 正常／異常 ○ SIL1

性能（50ms） 45ms ○ SIL1
検討の結果全て満たす
と判定され、影響無

セキュリティ機能
をONにすると、安

全機能や性能に
干渉しないか

＜出典＞ IPA（2018） 「制御システムセーフティ・セキュリティ要件検討ガイド（ケーススタディ編）」P52を基に作成
（https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180319.html）

安全妥当性確認／セキュリティ妥当性確認（IPA)

• 事業者はセキュリティ対策が実装された製品・サブシステムを含
む全システムが、事業者のセーフティ要求を満たしているか（SIL
への適合性）を確認します。

• 成果物レビューならびにサブシステムを連結させた全体的ペネト
レーションテストやロバスト性テスト等でセキュリティの妥当性（セ
キュリティレベルSLへの適合性)を確認します。

• サブシステムのセーフティ、セキュリティ機能で可能な項目は、本
ステップに先立ちインテグレータ、機器メーカにて妥当性確認が
行われたとしています。
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おそらく、妥当性確認は安全管理者と
セキュリティ管理者の共同作業となる

→規格と技術に精通していること

＜出典＞
IPA（2018） 「制御システムセーフティ・セキュリティ要件検討ガイド（ケーススタディ編）」P54を基に作成
（https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180319.html）



運用・保守・修理(IPA)
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運用 内容

入退出管理 工場サーバ室、工程ライン入退出者のセキュリティ管理要件の追加

インシデント対応体制構築 CSIRT体制（要員の訓練含）の追加

アプリケーション管理 ホワイトリストによるPLC、HMI装置上の制御アプリケーション管理

通信サービス TCP/IP上の不要な通信サービス（Telnet他）の制限

通信トラフィック監視 工場内制御・情報LAN上のパケット収集＆挙動監視

機器・装置監視 機器ID導入し、接続時機器認証機構を追加

保守・修理 内容（★＝インシデント対応ドキュメント例）

機器稼働リモートメンテ 機器メーカ、保守会社の保守要件（★遠隔監視保守仕様書）

オンライン交換 機器メーカ、保守会社の保守要件（★オンライン保守要領書）

パッチ適用 セキュリティパッチ適用改訂ダブルチェックルール追加（★セキュリ
ティパッチ適用手順書）

コンピテンシ 内容

生産管理・オペレータ セキュリティ教育受講者であること、当該システムのセキュリティ知
識があること、認定許可者であること などの要件規程追加

製造セキュリティ専門員 セキュリティインシデントへの適切な判断・対処を行うことができる
専門要員の規定と監査、体制見直し

復旧・回復措置がない

＜出典＞ IPA（2018）「制御システムセーフティ・セキュリティ要件検討ガイド（ケーススタディ編）」P57を基に作成
（https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180319.html）
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B-1 安全な IoTシステムのためのセキュリティに関する一般的枠組み 

資料名： 安全な IoTシステムのためのセキュリティに関する一般的枠組み 

発行元： 内閣サーバーセキュリティセンター 

発行時期： 2016年 8月 26日 

URL： 

https://www.nisc.go.jp/active/kihon/res_iot_fw2016.html 

概要： 

安全な IoTシステムが具備すべき一般要求事項としてのセキュリティ要件の基本的

要素を明らかにすることを目的とした枠組みを示す。 
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B-2 つながる世界の開発指針 

資料名： つながる世界の開発指針 第 2版 

～安全安心な IoTの実現に向けて開発者に認識してほしい重要ポイント～ 

発行元： （独）情報処理推進機構 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター 

発行時期： 2017年 6月 30日 

URL： 

https://www.ipa.go.jp/sec/publish/tn16-002.html 

概要： 

IoT製品があらゆるモノとつながることを想定し、IoT製品の開発者が開発時に考慮

すべきリスクや対策を指針として明確化した。 
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B-3 制御システムのセキュリティリスク分析ガイド 

資料名： 制御システムのセキュリティリスク分析ガイド 

～セキュリティ対策におけるリスク分析実施のススメ～ 

発行元： （独）情報処理推進機構 技術本部 セキュリティセンター 

発行時期： 2017年 10月 

URL： 

https://www.ipa.go.jp/security/controlsystem/riskanalysis.html 

概要： 

制御システム分野において、リスク分析を具体的に手引きする適切なガイドが存在し

ていないため、リスク分析の全体像の理解を深めその取り組みを促すこと、リスク分析

を具体的に実施するための手順や手引きを示すこと、IPAにおいて実践したリスク分

析でのノウハウを手引きに盛り込むこと、を目的としている。 
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B-4ガイド別冊：制御システムに対するリスク分析の実施例 

資料名： 制御システムに対するリスク分析の実施例 

～制御システムのセキュリティリスク分析ガイド 別冊～ 

発行元： （独）情報処理推進機構 技術本部 セキュリティセンター 

発行時期： 2017年 10月 

URL： 

https://www.ipa.go.jp/security/controlsystem/riskanalysis.html 

概要： 

制御システムのセキュリティリスク分析ガイドの別冊として、典型的なモデルシステム

に対して、資産ベースのリスク分析と事業被害ベースのリスク分析の完全な実施事例

を解説し提示している。 
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B-5制御システム セーフティ・セキュリティ要件検討ガイド（基本編） 

資料名： 制御システム セーフティ・セキュリティ要件検討ガイド  

－基本編－ 

発行元： （独）情報処理推進機構 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター 

発行時期： 2018年 3月 

URL： 

https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180319.html 

概要： 

既存のセーフティシステムに対し、セーフティ要件とセキュリティ要件を連携させ、すり

合わせるための考え方を示している。基本編では、セーフティ・セキュリティ検討プロ

セスの手順を概説している。 
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B-6制御システム セーフティ・セキュリティ要件検討ガイド（ケーススタディ編） 

資料名： 制御システム セーフティ・セキュリティ要件検討ガイド  

－ケーススタディ編－ 

発行元： （独）情報処理推進機構 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター 

発行時期： 2018年 3月 

URL： 

https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180319.html 

概要： 

既存のセーフティシステムに対し、セーフティ要件とセキュリティ要件を連携させ、すり

合わせるための考え方を示している。ケーススタディ編では、より理解を深めることが

できるよう、抽象化されたシステムを用いて詳細に解説している。 
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B-7 つながる世界のセーフティ＆セキュリティ設計入門 

資料名： つながる世界のセーフティ＆セキュリティ設計入門 

～IoT時代のシステム開発『見える化』～ 

発行元： （独）情報処理推進機構 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター 

発行時期： 2015年 10月 7日 

URL： 

https://www.ipa.go.jp/sec/publish/tn15-001.html 

概要： 

セーフティ設計・セキュリティ設計と見える化の導入を促すことを目的に、設計の重要

性やリスク分析手法、設計手法、見える化手法、経営層の関与のあり方などを解説。 
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B-8 INDUSTRIE 4.0 SECURITY GUIDELINES 

資料名：INDUSTRIE 4.0 SECURITY GUIDELINES 

Recommendations for action and minimum requirements 

発行元： VDMA（ドイツ機械工業連盟） 

発行時期： 2016年 

URL： 

https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/vd

ma-guideline-industrie-40-security.html 

概要： 

Industrie 4.0における持続可能で永続的に安全なシステムの提供の目標を達成す

るために、このガイドラインでは、セキュリティの考慮事項を、設計プロセスにしたがっ

て実施すべき目標として記述している。 

さらに、Industrie 4.0セキュリティの要件には、試運転前に危険とリスクを調べ、動作

中にサイバー・リスクを管理し、接続されたマシンやシステムの製品ライフサイクル全

体にわたってセキュリティ機能を維持することが含まれている。 
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B-9 IT security in Industrie 4.0 GUIDELINE 

資料名：IT security in Industrie 4.0 GUIDELINE 

発行元：Platform Industrie 4.0 ネットワークセキュリティWG 

発行時期： 2016年 4月 

URL： 

https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/it-s

ecurity-in-i40.pdf?__blob=publicationFile&v=7 

概要： 

Industrie 4.0が形成する企業間協力と価値創造ネットワークへの移行を視野に整

備された中小企業向けのガイドラインである。企業のリスク分析のための質問（9項

目）、優先すべき要件（7項目）が用意されている。 
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