
サイバーセキュリティＷＧについて 

平成28年9月14日 
 

資源エネルギー庁 
新エネルギーシステム課 

資料７ 



ＥＲＡＢの検討体制について 
 ＥＲＡＢにおけるサイバーセキュリティのあり方等を検討するため、サイバーセキュリティWGを、ＥＲ
ＡＢ検討会の下部組織として設置する。 
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サイバーセキュリティＷＧ概要 
ＷＧの位置付け 

第1回     2016年8月30日（火） 

出席者 

開催日程 

【座長】（敬称略） 
梅嶋 真樹  慶應義塾大学 SFC研究所 AUTO-IDラボ・ジャパン 
  副所長 
 
【出席者】（５０音順、敬称略） 
石田 文章 関西電力(株)  地域エネルギー本部 地域エネルギー
 開発グループ 担当部長 
鍛  忠司 (株)日立製作所 研究開発グループ  
 システムイノベーションセンタ  セキュリティ研究部 部長 
小坂田 昌幸 (株)東芝 エネルギーシステムソリューション社（兼）  
 次世代エネルギー事業開発プロジェクトチーム 技師長 
小柴 智裕 (株)ジュピターテレコム  ケーブルTV事業統括本部 
 電力事業推進部  副部長 
小林 和真 倉敷芸術科学大学 産業科学技術学部 経営情報学科 
 教授 
坂口 正 ダイキン工業(株) 空調生産本部 企画部  担当課長 
鈴木 浪平 三菱電機(株) 戦略事業開発室 主管技師長 
永井 卓 (株)NTTファシリティーズ  スマートビジネス本部  
 エネルギーサービス部  サービス開発担当部長 
中野  明彦 ソフトバンク(株)  プロダクト＆マーケティング 
 統括エナジー事業推進本部  エナジー事業統括部長 
中野  嘉一郎 日本電気(株)  スマートエネルギー事業部 
 新事業推進室  シニアエキスパート  

水野  治展 パナソニック(株)  全社CTO室  エネマネ事業開発総括担当   
 上席主幹 
宮崎  達三 西日本電信電話(株)  理事  関西事業本部 
 ビジネス営業本部長 
宮原  真次 独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 
 IPA/SECソフトウェアグループ  研究員 
宮原 泰徳 KDDI(株)  商品・CS統括本部  サービス企画本部 
 エネルギービジネス企画部  担当部長 
森部  信夫 (株)デンソー  マイクログリッド開発室  担当部長 
森山  真一郎 アズビル(株)  ビルシステムカンパニー  マーケティング 
 本部  環境マーケティング部  情報通信ソリューショングループ 
矢野  孝 住友電気工業(株)  エネルギーシステム事業開発部  部長 
山崎  正浩 東京電力ホールディングス(株)  経営企画ユニット 
 システム企画室  情報セキュリティグループ 
  
【経済産業省】 
山澄  克  資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 
  新エネルギーシステム課  課長 
宮崎 芳人  資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部  
   新エネルギーシステム課  課長補佐 
萩谷  惟史   商務情報政策局  情報経済課  課長補佐 
森川  淳    商務情報政策局  サイバーセキュリティ課  係長 
川田  寿人   商務情報政策局  情報通信機器課  軽電機器係長 

・ ERABにおいて事業者のサイバーセキュリティ対策が脆弱で 
   あった場合、需要家の電気の利用に影響を及ぼすことが 
   懸念される。 
・ 上記の懸念があるため、本ＷＧではリソースアグリゲーターが 
   最低限実施しなければならないサイバーセキュリティ対策 
   を示したガイドラインを制定することを目的とする。 



本ＷＧの位置付けと役割について 
 ＥＲＡＢにおけるセキュリティ対策については、一義的には各事業者が取り組むべきもの。他方、ＥＲＡＢにお
いては、いずれかの事業者のサイバーセキュリティ対策が脆弱であった場合、需要家の電気の利用に影響を及ぼ
すことも懸念されるため、リソースアグリゲーターが講ずべきサイバーセキュリティ対策について、ＷＧで議論を行う。 

 なお、ＥＲＡＢにおけるサイバーセキュリティ対策については、ＩｏＴ推進コンソーシアム、経済産業省、総務
省が共同で取りまとめた、「ＩｏＴセキュリティガイドライン ｖｅｒ１．０」のＩｏＴセキュリティ対策の考え方を
基本とする。 

 本ＷＧでは、「ＩｏＴセキュリティガイドライン ｖｅｒ１．０」のもと、ＥＲＡＢという具体的なビジネス領域
において、リソースアグリゲーターが最低限実施しなければならないサイバーセキュリティ対策を示したガイドラインを
制定するとともにメンテナンス体制を構築し、ＥＲＡＢにおけるサイバーセキュリティを担保する。 
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ビジネスモデル 

ＩｏＴセキュリティガイドライン ｖｅｒ１．０ 
ＩｏＴ推進コンソーシアム（経済産業省、総務省） 

サイバーセキュリティWG 

ＥＲＡＢが想定するビジネスモデルを実現するにあたり、リスク対応やコスト負担等を十分考慮した、最低限実施しなければなら
ないサイバーセキュリティ対策を示したガイドラインを取りまとめる。 

ビジネスモデル ・・・ ＥＲＡＢ ビジネスモデル 

○ＩｏＴセキュリティ対策の基本的な考え方 
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検討範囲 

本ＷＧが検討する対象範囲 

 リソースアグリゲーターを中心に据えて、リソースアグリゲーターが行う機器の制御や通信に
おいて、サイバーセキュリティをどのように確保するか、その方向性や具体策について検討し、
ガイドラインとして取りまとめる。 



機器が保有する情報の改ざんや、機器に対する
不正な情報の送信、不正な需要家による情報

送信の否認が発生する 
情報の改ざん・
削除・否認 

サービス提供を中断することなく、 
ソフト・ハードの更新・アップデートを 

行わなければならない 
サービス提供の
継続妨害 

災害・インフラ
機能不全・サイ
バー攻撃 

サイバー攻撃等により被害を受けた機器・システム
が起点となり、社会インフラへ影響する 

人手による監視・管理が行き届きにくいため、不
正なユーザや不正な接続機器の検知・判定が

難しい 
なりすまし 

本ＷＧの進め方 
 サイバー攻撃の手口は時々刻々と変化し、対策を行っていてもいずれ攻撃を受ける可能性がある。そのため、

ＰＤＣＡサイクルを回し、その結果を反映できる機器やシステムとする必要がある。 

 本ＷＧでは、まず主なサービスモデルごとにリスクを洗い出した上で、必須の対策や推奨される対策について、
ＥＲＡＢを育成する観点を踏まえつつ整理を行っていく。 

マネジメント的対策 

組織的対策 人的対策 物理的・環境的 
対策 

技術的・システム的
対策 

 
 

機密情報の流
出、盗聴 

 
 

暗号化、VPN 

認証、 
アクセス制御 
電子署名 

個人情報保護法 
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）、 

情報セキュリティ監査 
台帳等による機器の管理 

機密性 

完全性 

可用性 

一般的な 
脅威 ERAB特有の脆弱性(可能性) 

想定リスク 
セキュリティ 
の観点 

リソース制約により、セキュリティ性能・機能の十
分な確保が困難な機器がシステム・ネットワークに
繋がるため、機器の乗っ取りを防ぐことが難しい 

(Confidentiality) 

(Integrity) 

(Availability) 

機器の脆弱性情報の収集、 
ファームウェアアップデート、 
機器の交換 
緊急時のインシデントレスポンス 
ＢＣＰ対応、復旧対応 

境界セキュリティ、 
ソフト・ハードの 
更新・アップデート 
被害・影響の局所
化対策・バックアップ 
 

注）対策の中身は主なもののみ記載 

論点② 

サービスモデルに応じて検討 

論点① 
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インターネット網が活用されるため、攻撃者の情
報窃取可能な入口が増える 



論点①：サイバーセキュリティの品質とコストのバランスについて 
 分散して存在する多数の需要家の機器を制御するというＥＲＡＢの特性を踏まえ、品質とコストのバランスを踏まえたサイバー
セキュリティ対策の検討を行う。 

 リソースアグリゲーターが最低限実施しなければならないサイバーセキュリティ対策について対処優先順位をつけ整理し、これにか
かるコストを踏まえた議論を行う。 

ＥＲＡＢにおける想定リスクのうち、リスクの高いものか
ら優先的に対処する方法を検討。 
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『リスク回避』： 対策は “必須“ 
『リスク低減』： “必要最低限”の対策 
『リスク保有』：対策を講じる“必要がない“ 

対
処
優
先
順
位 

高い 

低い 

ＥＲＡＢにおける想定リスクへの対応 

2 必要なセキュリティ対策について、コスト削減に向けた方
法を検討。 

サイバーセキュリティの品質とコストのバランスについて検討 

注1：リスク回避とは、大きなリ
スクに対して予め対策を講じ
る行為 

注2：リスク低減とは、発生可
能性の低減、損害の大き
さの低減の観点からリス
クをコントロールする行
為 

注3：リスク移転とは、リスクに
関する損害の負担を他者と
分担する行為 

注4：リスク保有とは、リスクに
関する損害の負担を享受す
る行為 

ビジネスモデル上の創意工夫 
企画    設計    開発    導入    運用 

シンプルなモデルにより、 
“無駄を発生させない” 

連携・分担モデルにより、 
“コストを抑える” 
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シンプルな 
モデル 

連携・分担
モデル 

コスト削減方法の例 

過剰な業務・データを適正化する 

標準化された技術を採用する 

アウトソーシングの活用や利用範囲の拡大を行う 

利用者と事業者との間、または事業者間で合理的
にコストを分担する 



論点②：機器等の制御や通信に関わるリスクと対策、課題について 
 特に、機器の制御や通信のサイバーセキュリティについて、どのような仕組みが有用かつ効果的であるかの検討を
行う。 
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リスク 

対策 

課題 

不正なユーザ等による 
なりすましや盗聴等 

セキュリティ上の脅威や 
機器の故障等による影響が 
繋がっている他の機器に波及 

機器認証や通信の暗号化等の仕組みを導入する 

電子証明書 認証情報 電子証明書以外 

認証方式 

単
方
向
認
証 

第
三
者
認
証 

機器認証 

双
方
向
認
証 

通信の暗号化 
通信ﾓｼﾞｭｰﾙ 

機
器
標
準
搭
載 

外
付
け
機
器 

方式 

機能 

標
準
暗
号 

軽
量
暗
号 

暗号 

機器・システムのセキュリティ機能・性能を 
改善しようとするとコスト負担が高まる 

１パス ４パス 
以上 

２～３パス 
以上 

何か有用なもの 
があるか。 

検討のための論点 
このような状況や
制御モデル、それ
ぞれの機器・シス
テムの特性を踏ま
えたうえで、

ERABとして、ど
のような仕組みが
有用か議論 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

閉
域
網 

回線 

認証や暗号化のセキュリティ強度は、機器・システムの通信効率や計算効率とトレードオフの関係にある 

通信効率や計算効率の低い機器・システムでは
セキュリティ機能・性能の十分な確保が難しい 



 ＷＧ前半（第１～３回）は、各種調査結果のインプットを行い、ガイドラインに必要な事項の討
議を実施し、WG後半（第４～６回）は、ガイドラインの取りまとめに注力する。 
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会合 開催時期 議題 

第１回 ８月３０日  オリエンテーション 
 ＩｏＴセキュリティガイドラインと今後のＩｏＴセキュリティ政策の動向の紹介 

9/14（水） ERAB検討会  サイバーセキュリティWGで議論する論点やスケジュール等について報告 

第２回 
～ 

第３回 

１０月 
～ 

１１月 
 事業者からＶＰＰの実証内容について紹介 
 ＶＰＰ実証のビジネスモデルをベースとして、サイバーセキュリティ対策について議論 

ＥＲＡＢ検討会企業への説明  サイバーセキュリティＷＧの議論内容について共有 

１２月 
～ 
２月 

 上記の議論の内容を踏まえたガイドライン（初案、修正案）に関する報告・討議 
 ガイドラインの活用方法を加えたガイドライン（最終案）に関する報告・討議 

WGのスケジュールと各回の議題（予定） 
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