
サイバー・フィジカル・セキュリティ対策
フレームワークの策定について

経済産業省 商務情報政策局
サイバーセキュリティ課



１．産業サイバーセキュリティ研究会、WG１
について

２．サイバー・フィジカル・セキュリティ対策
フレームワークについて



１．産業サイバーセキュリティ研究会、
WG１について



産業サイバーセキュリティ研究会
 サイバーセキュリティに関し、大所高所の観点から議論し、メッセージを強く発信。

 政府の政策や、研究会の下に設置するWGの具体的アクションについて方向を提示。
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＜構成員＞
石原 邦夫 日本情報ｼｽﾃﾑ･ﾕｰｻﾞｰ協会会長、東京海上日動火災保険株式会社相談役
鵜浦 博夫 日本電信電話株式会社代表取締役社長
遠藤 信博 日本経済団体連合会情報通信委員長、日本電気株式会社会長、サイバーセキュリティ戦略本部員
小林 喜光 経済同友会代表幹事、株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役会長
中西 宏明 日本経済団体連合会副会長・情報通信委員長、株式会社日立製作所会長
船橋 洋一 アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長
宮永 俊一 三菱重工業株式会社社長

座長 村井 純 慶應義塾大学教授、サイバーセキュリティ戦略本部員
渡辺 佳英 日本商工会議所特別顧問、大崎電気工業株式会社取締役会長

（オブザーバー）
NISC、警察庁、金融庁、総務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、防衛省

＜第一回会合（平成29年12月27日）における主な意見＞
○情報共有の必要性に関する意見
・サイバー攻撃の脅威が増す中、情報共有は社会全体の仕組みの問題なので、国が主導権をもって進めてほしい。

○サプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ強化に関する意見
・サプライチェーン全体、業界横断、他の国との連携等が必要であり、一企業、一国のような閉じた取り組みでは不十分。



産業サイバーセキュリティ研究会WG１の位置づけ
 昨年12月27日、産業サイバーセキュリティ研究会第1回を開催。我が国の産業界がサイバーセ
キュリティに関して直面する課題に対応していくためのＷＧの一つとして、制度・技術・標準化を
検討するWG１を設置。
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産業サイバーセキュリティ研究会

ＷＧ１ 制度・技術・標準化

ＷＧ２ 経営・人材・国際

ＷＧ３ サイバーセキュリティビジネス化

中小企業政策審議会基本問題小委員会等
連携

■サイバーセキュリティ政策全体の共通基盤となる経営・人材・国際戦略を検討

■セキュリティサービス品質向上と国際プレーヤー創出に係る政策を検討

■中小企業の生産性向上に資するIT利活用支援策とともに検討

■制度・技術・標準化を一体的に政策展開する戦略を議論

■政策の方向性を提示



WG１の検討事項(産業サイバーセキュリティ研究会第一回 資料５より引用)
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１．産業政策と連動した
政策展開

2．国際
ハーモナイゼーション

① 重要インフラの対策強化
－情報共有体制強化 等

② IoTの進展を踏まえたサプライチェーン毎の対策強化
(Industry by industry)
－防衛関係、自動車、電力、スマートホーム等の分野別検討と

技術開発・実証の推進
③ 中小企業のサイバーセキュリティ対策強化

① 日米欧間での相互承認の仕組みの構築
② 民間主体の産業活動をゆがめる独自ルールの広がり阻止

3．サイバーセキュリティ
ビジネスの創出支援

４．基盤の整備

① 産業サイバーセキュリティシステムを海外に展開
② サービス認定創設、政府調達などの活用

① 経営者の意識喚起
② 多様なサイバーセキュリティ人材の育成（ICSCoE等）
③ サイバーセキュリティへの過少投資解決策の検討



ビル

電力

防衛産業

自動運転

スマートホーム

ＷＧ１ 制度・技術・標準化

国際標準提案 / 相互承認提案

（エレベーター、
エネルギー管理等）

標準化・技術
開発等の連携

WG1の検討体制
 サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワークの標準モデルを検討し、業界毎に
順次展開して、具体的適用のためのセキュリティポリシーを検討。

標準モデル
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Industry by Industryで検討
(分野ごとに検討するSWGを設置)

その他コネイン関係分野

IPA
ECSEC
JIPDEC
CSSC

CRYPTREC

標準化・規格・認証関連機関

セキュリティ技術開発に
関する産学官の各種プロジェクト

国研企業 大学



２．サイバー・フィジカル・セキュリティ対策
フレームワークについて
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2．１． Society5.0、Connected Industries が実現する社会

 Society5.0は、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させることにより、多様なニーズにきめ
細かに対応したモノやサービスを提供し、経済的発展と社会的課題の解決を両立する社会。

 Society5.0へ向けて、様々なつながりによる新たな付加価値を創出するConnected
Industriesの実現に向けた新たな産業構造の構築が必要。

出典：経済産業省「平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(水道事業におけるCPS(サイバーフィジカルシステム)実装のための調査研究)」報告書を基に作成
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2．２．サイバー攻撃の脅威の増大
 IoTとAIによって実現されるSociety5.0の社会(人間中心の社会)では、サイバー攻撃の起点が
増大するとともに、複雑につながるサプライチェーンを通じてサイバーリスクの範囲が拡大。

 サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合するため、サイバー攻撃がフィジカル空間まで到達。
 IoTから得られる大量のデータの流通・連携を支えるセキュリティも課題。
 海外においても、IoTやICS防衛のためにはサプライチェーンマネジメントでアプローチする必要
が広く認識されるようになっている。

OEM

サイバー空間
(運転情報を
コントロール)

サービス
プロバイダー サプライヤー

大量のデータの
流通・連携

⇒データプロテクション
の重要性が増大

サービス
プロバイダー サプライヤー

サプライヤーサービス
プロバイダー

サプライヤー

電力会社

サービス
プロバイダー サプライヤーサービス

プロバイダー サプライヤー

サプライヤーサービス
プロバイダー

サプライヤー

創出される
大量のデータ

データの収集・分析等

分析結果
による制御

サイバー空間
(電力供給
をコントロール)

データの収集・分析等

創出される
大量のデータ

分析結果による
制御

Society5.0の社会におけるモノ・データ等の繋がりのイメージ

モノ・サービス・データのやり取り

サイバー空間の間での
データの流通・連携

複雑につながる
サプライチェーン
⇒影響範囲が拡大

フィジカルと
サイバーの融合

⇒フィジカル空間まで
サイバー攻撃が到達



２．3．フレームワークを策定する目的

 Society5.0、Connected Industries の実現へ向けて、産業構造、社会の変化に
伴うサイバー攻撃の脅威の増大に対応することが必要。

 このため、産業に求められるセキュリティ対策の全体像を整理し、産業界が活用できる
『サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク』を策定することを目指す。

① 各事業者が実施するセキュリティ対策のオペレーションレベルで活用できる。
• 社会として目指すべき概念だけではなく、各事業者が実際にセキュリティ対策を実施するうえで活用できる内容にする。

② セキュリティ対策の必要性とコストの関係を把握できる。
• サプライチェーン全体を構成する中小企業を含めた事業者が、実際に対策を行えるよう、想定されるリスクと必要な対策のコストのバランスを

イメージできるようなものにする。
• セキュリティレベルを保ったままでコストを圧縮できるようにする。
• リスク・シナリオ・ベースの考え方も考慮する。

③ グローバルハーモナイゼーションを実現する。
• グローバルサプライチェーンの中で、日本における製品・サービスのセキュリティ対策が海外からも認められるよう、グローバルの動きをよく取り入れ、

米欧などの主要な認証制度との相互承認を確保する。

• Society5.0、Connected Industries の実現に求められるセキュリティの確保
• 製品・サービスのセキュリティ品質を差別化要因(価値)にまで高めることで競争力を強化
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１．各事業者が本フレームワークを活用することで期待される効果

２．サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワークに必要な要件
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 あらゆるものがつながるIoT、データがインテリジェンスを生み出すAIなどによって実現される
Society5.0（人間中心の社会）、Connected Industriesでは、製品/サービスを生み出
す工程（サプライチェーン） も従来とは異なる形態をとることになる。

 本フレームワークでは、Society5.0型サプライチェーンをこれまでのサプライチェーンと区別するため、
価値創造過程（バリュークリエイションプロセス）と定義し、そのセキュリティへの対応指針を示す。

• 本フレームワークは、価値創造のための活動が営まれる産業社会を、下記の三層構造と6つの
構成要素で捉え、包括的にセキュリティポイントを整理し、それらに対応するための指針となるもの。
⇒ 詳細は次頁以降参照

◆三層構造
－サイバー空間におけるつながり

－フィジカル空間とサイバー空間のつながり

－企業間のつながり（従来型サプライチェーン）

◆６つの構成要素 －組織、ヒト、モノ、データ、プロシージャ、システム

２．4．フレームワークの構造～Society5.0型サプライチェーン“価値創造過程”への対応
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２．4．フレームワークの構造～Society5.0型サプライチェーン“価値創造過程”への対応
(１)価値創造過程が展開する産業社会の三層構造
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三層構造アプローチの意義

企業間のつながり（従来型サプライチェーン）
【第１層】

• 適切なマネジメントを基盤に各主体の信頼を確保

 ３つの層では、それぞれ価値が創造される。
第１層では生産された製品等
第２層ではセンサーで読み込まれたデータ等
第３層ではデータ分析で得られたデータ等

 本フレームワークでは、各層で創造される価値の持つ特徴を踏まえた対応の方針を示す。

サイバー空間におけるつながり
【第３層】

• 自由に流通し、加工・創造されるサービスを創
造するためのデータの信頼を確保

フィジカル空間とサイバー空間のつながり
【第２層】

• フィジカル・サイバー間を正確に“転写“し、機能の
信頼を確保
（現実をデータに転換するセンサーや電子信号
を物理運動に転換するコントローラ等の信頼）
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構成要素 ポイント

組織
[対象]・サプライチェーンを構成する法人(製品やサービスを提供、または利用する)
[要件]・ユニークな識別子（ID）で識別できること

・セキュリティポリシーに従い策定したセキュリティマネジメントシステムを運用していること

ヒト
[対象]・組織に属する人（組織から役割、権限を与えられ、何らかの責任を負う）
[要件]・組織のセキュリティマネジメントシステムに従って行動すること

・ユニークな識別子（ID）で識別できること
・人の正当性、真正性が担保されていること

モノ
[対象]・機器、ソフトウェア、およびそれらを構成する部品
[要件]・ユニークな識別子（ID）で識別できること

・モノの正当性、真正性が担保されていること

データ
[対象]・フィジカル空間にて収集される(符号化された)情報、およびその情報をシェアし分析・シミュレーション

することで得られる付加価値を含む情報
[要件]・データの完全性が担保されていること

プロシージャ [対象]・定義された目的を達成するための一連の手続き
[要件]・プロシージャの信頼性、安全性、可用性が担保されていること

システム
[対象]・複数のヒト、モノ、データ、プロシージャで構成され、機能やサービスを実現する仕組み・インフラ
[要件]・ユニークな識別子（ID）で識別できること

・システムの信頼性、安全性、可用性が担保されていること

２．4．フレームワークの構造～Society5.0型サプライチェーン“価値創造過程”への対応
(２)価値創造過程に関わる６つの要素



セキュアなデータ連携・活用に
必要な対策の項目

■データプラットフォームのセキュリティ
■データ品質の確認
■データプラットフォームに参加する企業
のセキュリティの確認 等

セキュアなシステム構築に
向けて必要な対策の項目

■機能安全に考慮したシステムの構築、運用
■セキュアなIoT機器等の導入 等

セキュアなサプライチェーン構築
のために取引先に確認すべき項目
■納入されるモノのセキュリティ確保
■取引先のセキュリティ状況の確認
■取引先とのやり取りのセキュリティ確保

2．5．各層において守るべき事項・リスク・対策の概要

守るべきもの
セキュリティリスクの

洗い出し
具体的な対策の提示
(構成要素ごとに整理)

・セキュアなデータ
流通

・サイバー上での
サービス利用

・実現したい機能
・レジリエンス
・セキュリティ
・セーフティー 等

・仕様どおりの製品、
サービス

・情報の秘密保持
・安全な取引

・データの信ぴょう性
・データプラット
フォームへの攻撃

・ネットワーク上での
攻撃

・不正な機器の混入
（設置段階）

・計測データの改ざん
・制御機能への攻撃

・マルウェアの混入
・不正な機器の混入

（調達段階）
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互いに関係

互いに関係

新たな
サプライチェーン
構造の整理

サイバー空間に
おけるつながり
【第３層】

フィジカル空間と
サイバー空間のつながり

【第２層】

企業間のつながり
（従来型サプライチェーン）

【第１層】
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サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワークにおける信頼の確保の考え方

 サイバー・フィジカル・システムのセキュリティを確保するため、それぞれの構成要素についての
セキュリティの確保（信頼の創出）とその確認（信頼の証明）を繰り返し行い、信頼
のチェーンを構築することで、バリュークリエイションプロセス全体のセキュリティを実現。

１．信頼の創出
・セキュリティ要件を満たす機器・サービス等の生成
・対象機器・サービス等が要件を満たした形で生成されたことを認証

２．信頼の証明
・対象機器・サービス等が正常に生成されたものであることを確認できるリスト（トラストリスト）の作成
と管理

・トラストリストを参照することで対象機器・サービス等が信頼できるものであることを確認

３．信頼のチェーンの構築と維持
・信頼の創出と証明を繰り返すことで信頼のチェーンを構築（トレーサビリティの確保）
・信頼のチェーンに対する外部からの攻撃等への検知・防御
・攻撃に対するレジリエンスの強化



17

信頼の創出、信頼の証明、信頼のチェーンの構築と維持の関係のイメージ

Ｏ
Ｅ
Ｍ

認証機関

登録ＤＢ
（トラストリスト）

ユーザ

中堅
サプライヤー

S/W

H/W

データ

仕様書 等

（１）認証・審査

（２）ー１
認証・審査を経た製品・サービス等を
トラストリストへ登録

（２）ー２
納入された製品・サービス等について
トラストリストを参照し信頼を確認

１．信頼の創出

２．信頼の証明

３．信頼のチェーンの
構築と維持

モノ・サービス
の提供

（３）－２
信頼のチェーンに対する
攻撃等への検知・防御

モノ・サービス等
の納入

（３）－１
トレーサビリティの確認

中小
サプライヤー

S/W

H/W

データ MSS※ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
事業者

※Managed Security Service

メンテナンス

セキュリティ
の脅威を
監視
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