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１．はじめに 

 

（スマートメーターの本格的な導入） 

スマートメーターは、通信機能を有し、遠隔での検針や遠隔での供給開始・停止業務等を

行うことが可能となる新しい電力量計であり、詳細な電力使用量の見える化や、きめ細かな

料金メニューの設定のために不可欠なインフラである。また、スマートメーターから提供さ

れるエネルギー使用情報（ビッグデータ）を活用した新しいサービスやビジネスの創出も期

待されている。更に、電力システム改革の一環として 2016 年（平成 28 年）4 月に実施さ

れる小売全面自由化により、需要家が多様な料金メニューや電力会社を選択することが可能

となるが、スマートメーターは需要家の選択肢の拡大を支える基盤としての役割を果たすこ

ととなる。 

 

2014 年（平成 26 年）4 月に取りまとめられた「エネルギー基本計画」において「2020

年代早期に、スマートメーターを全世帯・全事業所に導入する」とされているとおり、今後、

家庭等に対するスマートメーターの導入が本格的に進められ、東京電力管内では 2020年（平

成 32 年）度末まで、日本全体では 2024 年（平成 36 年）度末までに導入を完了する計画と

なっている。また、全ての一般電気事業者（小売全面自由化開始以降は、一般送配電事業者。

以下「事業者」という。）は、HEMS1設置等に伴いスマートメーターの設置を希望する需

要家や、小売全面自由化後、小売電気事業者の切替を希望する需要家に対して、スマートメ

ーターへの交換を優先的に実施することを表明している。 

 

（セキュリティ対策の重要性と対策強化） 

他方、通信機能を用いて遠隔での検針や遠隔での供給開始・停止業務等を行うことが可能

となることに伴い、サイバー攻撃等を通じた、安定供給への支障（大規模停電のおそれ）、

情報漏洩、料金誤請求、料金請求不能といったリスクが生じることが考えられる。このため、

各事業者においては、スマートメーターに関するシステムの調達にあたり、セキュリティに

関する要件を盛り込むなど、対策を講じつつシステムの構築を進めている。 

スマートメーターに関するシステムのセキュリティ対策は、一義的には各事業者が自らの

責任において自主的かつ継続的に更なる高みを目指す形で実践していくべきものであるが、

そのセキュリティ対策の成否は、安定供給の確保、電気料金の 大限の抑制、需要家の選択

肢や事業者の事業機会の拡大を目的とする電力システム改革の成否の鍵となる。更に、担い

手たる事業者の対策を促すことにより、スマートメーターのセキュリティ対策の確保を図る

ことは、我が国の成長戦略を支える基盤となることから、各事業者における一定の対策の水

                                                  
1 Home Energy Management System 
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準を確保するため、スマートメーター制度検討会（座長：林 泰弘 早稲田大学大学院 先進

理工学研究科 教授）において、「電力会社においてスマートメーターに関する統一的なセ

キュリティガイドラインの検討が進められることが期待される」とした上で、そのセキュリ

ティガイドラインの検討に先立って、スマートメーターシステムのセキュリティに関する検

討を行うワーキンググループを設置し、セキュリティガイドラインの検討の加速を促すこと

が必要であるとの方向性が示された。 

 

これに基づき設置された本ワーキンググループにおいては、事業者が整備し、その維持管

理を行う、スマートメーター本体（計量部、Ａルート・Ｂルート通信部）、情報通信網（FAN、

WAN）、HES、MDMS、ハンディターミナルから構成されるシステム全体を「スマートメ

ーターシステム」と定義し、検討の対象とした上で、スマートメーターシステムのセキュリ

ティ確保に関する論点について検討を進めてきた2。 

具体的には、 

①スマートメーターシステムのセキュリティ対策に関する統一的なガイドライン（以下、「統

一的なガイドライン」という）の位置付けや統一的なガイドラインに盛り込むべきセキ

ュリティ対策の要求事項、更新の在り方 

②統一的なガイドラインに基づいた各事業者における対策の在り方 

③スマートメーターシステムに関する脆弱性関連情報の共有・管理体制の在り方 

等について検討を行った。 

 

本検討結果を踏まえ、スマートメーターの本格的な導入が開始される小売全面自由化の実

施に向けて、各事業者において必要十分なセキュリティ対策が行われるよう、関係者におい

て取組を進めることが期待される。 

 

 

 

 

                                                  
2 B ルートのセキュリティ対策についてはスマートハウス・ビル標準・事業促進検討会で別途検討されて

おり、「HEMS-スマートメーターB ルート(低圧電力メーター)運用ガイドライン」に基づき対策が実施

されることとなる。 
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２．スマートメーターシステムに関するセキュリティ対策の目的 

 

（１）想定すべき脅威 

 

 スマートメーターシステムのセキュリティ対策の検討に際しては、スマートメーターシス

テムに関わる主体と各主体において生じ得る脅威を可能な限り明確にした上で、セキュリテ

ィ対策の要求事項を示していくことが望ましいと考えられる。 

他方、スマートメーターシステムは、現在構築が進められているところであるため、現時

点でその脅威を網羅的に想定することは容易ではないが、少なくとも以下の観点を前提とし

て検討を進めることが必要である。 

・ 国際的なサイバーテロや標的型攻撃、内部不正も想定すること 

・ 閉域網だから安全であるという考えに立脚しないこと 

・ スマートメーターシステムの各構成要素（スマートメーター本体、コンセントレーター

等）のライフサイクル全体を念頭にその脅威や対策を検討すること 

・ セキュリティ対策については、安全な状態が完全に達成されることはなく、事故が起こ

り得ることを前提として継続的に対策を改善する必要があること 

 

（２）事業者が維持すべきサービスレベル 

 

スマートメーターシステムのセキュリティ対策の枠組みを構築するにあたっての前提と

して、現時点で想定され、事業者が満たすべき 低限のサービスレベルを設定し、当該サー

ビスレベルを実現するためのセキュリティ対策とすることが適当である。 

 

通信機能を有するスマートメーターが導入されることにより、 

・ 遠隔での検針値（指示値、計器 ID）の収集（及びそれにより収集された情報の提供） 

・ 遠隔での開閉機能やアンペアブレーカー設定の制御 

といった事業環境の変化が生ずることとなるが、スマートメーターの導入によるこれらの事

業環境の変化を受けても、スマートメーターシステムが直面する脅威等に応じ、事業者は以

下のようなサービスレベルを維持すべきと考えられる。 

①電気の安定供給に関すること 

 ・供給支障電力が７千 kW 以上７万 kW 未満で、その支障時間が１時間以上の供給支障事

故が生じないこと 

 ・供給支障電力が７万 kW 以上で、その支障時間が 10 分以上の供給支障事故が生じない

こと 
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②取引等に必要な情報（電力使用量等）の提供に関すること 

②－１ 小売電気事業者による需要家への料金請求に関して需要家の電力使用量等の

情報を小売電気事業者に提供すること 

②－２ 同時同量支援等に関して需要家の３０分電力使用量等の情報をベストエフォ

ートで６０分以内に小売電気事業者に提供すること 

②－３ スイッチング支援に関して広域的運営推進機関のスイッチング支援システム

を通じて、需要家の電力使用量やメーター種別等の情報を小売電気事業者に提

供すること 

③情報の適切な管理に関すること 

 ・情報を適切に管理し、その漏洩等が生じないこと 

 

 なお、「②取引等に必要な情報（電力使用量等）の提供に関すること」や「③情報の適切

な管理に関すること」については、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）

（以下「個人情報保護法」という。）の見直しやビッグデータ活用の検討の状況に応じて、

その範囲が変化することがあり得る点に留意が必要である。 
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３．統一的なガイドラインの策定 

 

（１）統一的なガイドライン策定の目的 

 

 スマートメーターシステムのセキュリティ対策については、そのシステムの障害がもたら

す影響が甚大であることに鑑み、少なくとも２．（２）で記載したサービスレベルを維持で

きるよう、各事業者が自らの責任において自主的かつ継続的に更なる高みを目指す形で実践

していくことが必要である。 

 このため、スマートメーターシステムのセキュリティ対策の実施・改善に資するよう、リ

スクマネジメントの観点も含め、スマートメーターシステムに関するセキュリティ対策の要

求事項をまとめた統一的なガイドラインの策定が求められる。 

 

 

（２）統一的なガイドラインと国の基準等との関係 

 

２．（２）で記載した各サービスレベルに対し、その維持と法令の義務との関係や、統一

的なガイドラインの位置付けなどは以下のように整理される。 

 

①電気の安定供給に関すること 

（法令の義務との関係） 

 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）において、事業者に対して、電圧及び周波数の値

を一定の水準に維持する義務3を課すとともに、事業用電気工作物の保安確保義務を課すこ

とにより、電気の安定供給に関するサービスレベルの維持を義務付けている。 

 また、著しい供給支障の解釈として、電気関係報告規則（昭和 40 年通商産業省令第 54

号）において、供給支障電力が７千 kW 以上７万 kW 未満でその支障時間が１時間以上、

供給支障電力が７万 kW 以上でその支障時間が 10 分以上とされている4。 

 更に、電気の安定供給に関するサービスレベルを維持するために事業者が実施すべき具体

的な対策として、電気事業法に基づき国が定める技術基準5、電気事業法に基づき事業者が

自主保安を原則として策定し、国へ届出を行う保安規程6が存在する。 

 

（統一的なガイドラインの位置付け） 

                                                  
3 電気事業法等の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 72 号）第 1 条の規定による改正後の電気事業

法（以下「新電気事業法」という。）第 26 条に規定 
4 電気関係報告規則第 3 条に規定 
5 新電気事業法第 39 条に規定 
6 新電気事業法第 42 条に規定 
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電気の安定供給に関するサービスレベルについては、重要インフラとして持続的な提供が

求められることから、その重要性に鑑み、単にサービスレベルの維持を法令で義務付けるだ

けではなく、事業者が実施すべき 低限のセキュリティ対策の要求事項を法令等に明示的に

位置付けることとする。 

 具体的には、統一的なガイドラインのうち安定供給の確保に関する部分を以下のとおり技

術基準の解釈等に位置付けることとする。 

・ ハード対策部分（アンチウィルスソフト等ソフトウェアの実装等を含む）については、

電気設備に関する技術基準を定める省令（平成 9 年通商産業省令第 52 号）に根拠規定

を追加した上で、その技術基準の解釈に統一的なガイドラインの該当箇所を位置付ける 
・ ソフト対策部分（マネジメント等を含む）については、電気事業法施行規則（平成 7

年通商産業省令第 77 号）に根拠規定を追加した上で、事業者が自主保安を原則として

策定し、国へ届出を行う保安規程に統一的なガイドラインを位置付ける 

 なお、技術基準の解釈に統一的なガイドラインの該当箇所を位置付ける場合、公平性、客

観性等の観点から、当該ガイドラインが事業者以外の第三者によって策定・更新されること、

当該ガイドラインが公開されること、の二つの要件を満たす必要がある。 

 

（各事業者の対策及び事業者に対する国の是正措置） 

 上記の措置を講ずることにより、各事業者は、技術基準の解釈に位置付けられた統一的な

ガイドラインの該当箇所にスマートメーターシステムを適合させることが求められるとと

もに、自主保安を原則として策定し、国へ届出を行う保安規程に統一的なガイドラインを位

置付け、主任技術者の監督の下、その保安規程を遵守することが求められることとなる。 

 国は、必要に応じ、立入検査等を通じて事業者が実施するスマートメーターシステムのセ

キュリティ対策の状況を確認し、サービスレベルが維持されている場合であっても、技術基

準への適合の状況等に応じて、電気事業法に基づく技術基準適合命令7や保安規程変更命令8

を発動することができる。また、サービスレベルの維持の状況に応じて、電気事業法に基づ

く業務改善命令9を発動することができる。 

 

②取引等に必要な情報（電力使用量等）の提供に関すること 

（法令の義務との関係） 

電気事業法において、事業者に対して、託送供給義務10を課すことにより、取引等に必要

な情報の提供に関するサービスレベルの維持を義務付けている。サービスレベル②－１につ

                                                  
7 新電気事業法第 40 条に規定 
8 新電気事業法第 42 条第 3 項に規定 
9 新電気事業法第 27 条に規定 
10 新電気事業法第 17 条に規定 
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いては、事業者が定め、国が認可する託送供給等約款11において、②－２及び②－３につい

ては、広域的運営推進機関が定め、国が認可する業務規程12（及び業務規程下に設定される

ルール13）や送配電等業務指針14において、その内容が明確化されることとなる。 

 

（統一的なガイドラインの位置付け） 

現時点では、取引等に必要な情報の提供に関するサービスレベルを維持するために事業者

が実施すべき 低限のセキュリティ対策の要求事項（①電気の安定供給に関することに関係

して、法令等に明示的に位置付けることとなる要求事項を除く）を法令等に明示的に位置付

けることは行わず、業務改善命令の直接の根拠とはしない（具体的な要求事項そのものにつ

いての適合命令等を発動しない）こととする。 

 

（各事業者の対策及び事業者に対する国の是正措置） 

各事業者は、統一的なガイドライン等を参照しつつ、自主的に必要な対策を実施すること

となるが、取引等に必要な情報の提供に関するサービスレベルの維持は小売全面自由化や競

争の促進を図る上で重要であり、国は、サービスレベルの維持の状況に応じて、電気事業法

に基づく業務改善命令を発動することができる。なお、業務改善命令の発動の要否を判断す

るに際しては、統一的なガイドラインの遵守の状況等を参考にすることが想定される。 

 

③情報の適切な管理に関すること 

（法令の義務との関係） 

事業者が保有する情報のうち、個人情報については、個人情報保護法において、事業者に

対して、個人データの安全管理措置義務15を課すことにより、個人情報の適切な管理に関す

るサービスレベルの維持を義務付けている。また、個人情報の適切な管理に関するサービス

レベルを維持するために事業者が実施すべき具体的な対策については、個人情報保護法に基

づき国が定める16「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイ

ドライン」（平成 26 年 12 月 12 日厚生労働省・経済産業省告示第 4 号）が存在する。 

個人情報に該当しない情報については、その適切な管理について、法律上明示的な義務は

課されていない。しかしながら、「電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発

達を図る」という電気事業法の目的に鑑みれば、個人情報に該当しない情報であっても、事

業者がその保有する情報を適切に管理しなければならないことは当然であると考えられる。 
                                                  
11 新電気事業法第 18 条に規定 
12 新電気事業法第 28 条の 41 に規定 
13 30 分電力量提供業務ビジネスプロトコル標準規格 
14 新電気事業法第 28 条の 46 に規定 
15 個人情報保護法第 20 条に規定 
16 個人情報保護法第 8 条に規定 
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（統一的なガイドラインの位置付け） 

現時点では、情報の適切な管理に関するサービスレベルを維持するために事業者が実施す

べき 低限のセキュリティ対策の要求事項（①電気の安定供給に関することに関係して、法

令等に明示的に位置付けることとなる要求事項を除く）を法令等に明示的に位置付けること

は行わず、業務改善命令の直接の根拠とはしない（具体的な要求事項そのものについての適

合命令等を発動しない）こととする。 

 

（各事業者の対策及び事業者に対する国の是正措置） 

各事業者は、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイド

ライン」に基づく対策を実施するとともに、統一的なガイドライン等を参照しつつ、自主的

に必要な対策を実施することとなる。 

国は、サービスレベルが維持されている場合であっても、「個人情報の保護に関する法律

についての経済産業分野を対象とするガイドライン」への適合の状況等に応じて、個人情報

保護法に基づく是正勧告・命令17を発動することができる。 

また、情報の適切な管理に関するサービスレベルの維持は小売全面自由化や競争の促進を

図る上で重要であり、国は、サービスレベルの維持の状況に応じて、電気事業法に基づく業

務改善命令を発動することができる。なお、業務改善命令の発動の要否を判断するに際して

は、統一的なガイドラインの遵守の状況等を参考にすることが想定される。 

 

 

（３）統一的なガイドラインの構成 

  

（統一的なガイドラインの構成・内容） 

上記を踏まえ、統一的なガイドラインは、標準対策要件（公開）、詳細対策要件（非公開）

の二つから構成するものとする。 

 

標準対策要件については、事故が起こり得ることを前提として継続的に対策を改善する必

要があることを踏まえつつ、①スマートメーターシステムのセキュリティ対策に取り組むに

際しての基本的な考え方、②セキュリティマネジメント要求事項（組織、文書化、セキュリ

ティ管理等）、③各セキュリティマネジメント要求事項を実施する目的・考え方等を規定す

るとともに、④安定供給の確保に関するサービスレベルを維持するために事業者が実施すべ

き 低限のセキュリティ対策の具体的要求事項を規定することが求められる。 

                                                  
17 個人情報保護法第 34 条に規定 
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セキュリティマネジメント要求事項については、少なくとも国際基準等（NIST IR 7628、

JIS Q 27002 等）で求められるレベルと同等のレベルとすることが求められる。また、④安

定供給の確保に関するサービスレベルを維持するために事業者が実施すべき 低限のセキ

ュリティ対策の具体的要求事項については、技術基準の解釈において位置付けられることと

なる。 

 

詳細対策要件については、標準対策要件の考え方に沿って行われる具体的な対策例を規定

することが求められる。具体的には、①スマートメーターシステムの構成要素毎に想定され

る脅威、②当該脅威と事業リスクとの相関関係、③（ⅰ）抑止、（ⅱ）内部防御／情報保護、

（ⅲ）侵攻検知、（ⅳ）被害把握／事業継続の各フェーズにおける当該脅威に対する対策例

を詳細に検討し、規定することが求められる。これに加えて、④標的型攻撃への対策や内部

不正への対策、サイバー攻撃と物理攻撃の組合せによる攻撃への対策など、構成要素毎に実

施すべき対策ではなく、スマートメーターシステムに関係する特定のテーマに応じた対策に

ついても規定することが求められる。 

詳細対策要件においては、規定される想定脅威やそれに対する具体的な対策例等が盛り込

まれることから、非公開とすることが適当である。 

 

（標準対策要件と詳細対策要件の関係） 

詳細対策要件は、標準対策要件の考え方に沿って行われる具体的な対策例を規定するもの

であることから、標準対策要件において規定されている内容については、詳細対策要件にお

いても規定されていることが望ましい。 

他方、スマートメーターシステムは現在構築が進められているものであり現時点でその脅

威を網羅的に想定することは容易ではないこと、現時点で未知の脅威が今後顕在化すること

も考えられること等に鑑みれば、統一的なガイドラインの初版を策定する際には、標準対策

要件の考え方に沿って行われる具体的な対策例を可能な限り規定するとともに、統一的なガ

イドラインの継続的改善（以下（４）を参照）を行う中で、詳細対策要件において具体的な

対策例が追加的に盛り込まれていくことが望まれる。その際、故障や操作ミスの発生がより

大規模な事故に発展しないような対策や具体的な対応策18についても詳細な検討が進めら

れることが期待される。 

なお、標準対策要件と詳細対策要件の関係に鑑みれば、詳細対策要件に規定されている内

容は、常に標準対策要件に規定されていることが求められる（統一的なガイドラインの継続

的改善を行う中で、仮に詳細対策要件の範囲が拡大すれば、それに応じて標準対策要件の範

囲を拡大することが求められる。）。 

                                                  
18 各事業者において対応を行うための体制の整備は４．（４）を参照 
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（策定・更新の主体及び策定方法） 

標準対策要件については、技術基準の解釈に位置付けられることとなる安定供給の確保に

関するサービスレベルを維持するために事業者が実施すべき 低限のセキュリティ対策の

具体的要求事項が規定されるため、公平性、客観性等の観点から、事業者以外の第三者が策

定・更新を行うことが必要である。また、標準対策要件の内容に鑑み、標準対策要件を策定・

更新する第三者はセキュリティについて一定の知見を有する専門機関であることが求めら

れる19。 

専門機関である第三者は、本報告書や別添「統一的なガイドラインの標準対策要件に盛り

込むべき事項」を基本としつつ、本ワーキンググループが提示する詳細対策要件の素案（非

公開）を参照して、安定供給の確保に関するサービスレベルを維持するために事業者が実施

すべき 低限のセキュリティ対策の具体的要求事項を抽出することにより、標準対策要件を

策定することが望まれる。 

 

詳細対策要件については、想定される脅威や具体的な対策例を規定するものであるため、

実際にスマートメーターシステムを運用する事業者が主体となり策定・更新を行うことが考

えられる。他方で、セキュリティに関する 新の専門的知見を常に導入するとともに、後述

する「５．脆弱性関連情報の共有・管理体制の在り方」から得られる知見を活用するため、

①脆弱性関連情報の共有・管理体制の中核となる機関と連携しつつ、②有識者から構成され

る委員会等の確認を受けて策定・更新を行うことが必要である。 

事業者は、本報告書や別添「統一的なガイドラインの標準対策要件に盛り込むべき事項」

の考え方を前提として、本ワーキンググループが提示する詳細対策要件の素案（非公開）を

基に詳細対策要件を策定することが求められる。 

 

（標準対策要件、詳細対策要件の活用方法） 

各事業者は、統一的なガイドライン等を踏まえ、セキュリティ対策を講ずることとなるが、

その際には、標準対策要件に規定されている①セキュリティ対策に取り組むに際しての基本

的な考え方、②セキュリティマネジメント要求事項、③各セキュリティマネジメント要求事

項を実施する目的・考え方を参照しつつ、詳細対策要件に規定されている①想定される脅威、

②事業リスクとの相関関係、③具体的な対策例などをチェックリストとして活用しながら、

自社のセキュリティ対策を設定・実施することとなる。なお、標準対策要件のうち、技術基

準に位置付けられた部分については、自社のセキュリティ対策に盛り込むことが必要となる。 

                                                  
19 発電設備等の制御システムのセキュリティに関するガイドラインは、日本電気技術規格委員会（ＪＥ

ＳＣ）において 2015 年（平成 27 年）度中を目途に策定作業を進めている。 
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（４）統一的なガイドラインの継続的改善 

 

統一的なガイドラインは、スマートメーターの普及状況や社会変容、セキュリティインシ

デントの発生等に応じて、継続的にその内容を更新し、各事業者において 終的に求められ

る対策レベルに近づけていくことが必要である。 

特に、詳細対策要件は、標準対策要件の考え方に沿って行われる具体的な対策例を規定す

るものであることから、一般的なセキュリティマネジメント要求事項等を規定した標準対策

要件と比較して、その更新が求められる頻度は高いと考えられる。標準対策要件及び詳細対

策要件の更新の頻度については、一義的には更新の主体となる機関において判断されるべき

ものであるが、少なくとも詳細対策要件については、１年に１回は定期的にその内容が点

検・更新されることが望ましい。なお、脆弱性が顕在化するなど早急な対策が求められる際

には随時更新されることが求められる。 

また、標準対策要件と詳細対策要件は相互に連携するものであるため、一方の見直しが行

われた場合には、他方の見直しが適切に行われることが必要である。 
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４．統一的なガイドラインを踏まえた各事業者における対策の在り方 

 

（１）各事業者におけるセキュリティ対策の基本的考え方 

 

各事業者においては、自社のセキュリティ対策の現状、自社が 終的に目指すべきセキュ

リティ対策を明確にした上で、その実現に向けたプロセスを検討することが必要である。 

また、ＰＤＣＡサイクル（①セキュリティ対策の設定、②セキュリティ対策の実施、③セ

キュリティ対策の評価、④適切な改善策の設定・実施）によるセキュリティ対策の検証・改

善を行い、各事業者が自らの責任において自主的かつ継続的に更なる高みを目指す形でセキ

ュリティ対策を実践していくことが必要である。なお、その前提として、各事業者において

は、ＰＤＣＡサイクルを回すことができる運用・管理体制を構築することが求められる。 

他方、セキュリティ対策の実施には上限がないため、対策の検討に際しては、実施に要す

るコストも勘案しつつ、過剰な投資を行うことなく必要十分な範囲で対策を講ずることが求

められる。 

 

 

（２）各事業者におけるセキュリティ対策の設定・実施 

 

各事業者がスマートメーターシステムに関するセキュリティ対策を設定するに際しては、

事業者毎にその許容できるリスクが異なると考えられることから、経営上のリスクを適切に

評価した上で、統一的なガイドラインに記載された要求事項にとどまらず20、自社のスマー

トメーターシステムが満たすべき対策を適切に設定することが必要である。 

 

 

（３）各事業者におけるセキュリティ対策の検証・改善 

 

（各事業者における検証・改善） 

 各事業者においては、自社が設定したセキュリティ対策を踏まえ、スマートメーターシス

テムの構築を行うとともに、セキュリティ対策の実施状況の評価、セキュリティ対策の有効

性の評価を行うことにより、自社のセキュリティ対策の改善を図ることが必要である。 

セキュリティ対策の実施状況の評価については、少なくとも内部監査を実施し、セキュリ

ティ対策の有効性の評価については、内部監査に加え、 低限以下の条件を満たす主体によ

                                                  
20 事業者における統一的なガイドラインの活用方法は、３.（３）「（標準対策要件、詳細対策要件の活用

方法）」を参照 
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る外部監査を受けることが必要である。 

・ 自社のスマートメーターシステムの構築メーカーと関係を有しないなど中立的・客観的

な監査が実施できること 

・ インターネットのセキュリティのみならず制御システムのセキュリティに知見を有す

ること 

 

各事業者においては、適切な外部監査の実施が適切な事業の遂行に資することを明確に認

識した上で、外部監査を実施する主体を選択することが求められる。 

また、外部監査の実施に際しては、実効的な評価を行うのに必要な資料（システムの機能・

構成等）を開示するとともに、スマートメーターシステムに求められるセキュリティ対策を

攻撃者側の視点から検証するため、実際のシステムへのテスト（ペネトレーションテストを

含む）を実施することが必要である。 

 

 なお、スマートメーターシステムの各構成要素は、関係する技術の改善等を踏まえつつ更

新が行われることになる。そのため、評価等を通じて得られた知見については、その各構成

要素の新たな調達等においても活用し、セキュリティ対策の向上を図ることが求められる。

また、これらの知見は、スマートメーターシステムそのものの継続的な改善を実施するうえ

でも活用することが求められる。 

 

（セキュリティ対策の評価において国に求められる役割） 

国は、定期的に各事業者のセキュリティ対策の実施状況を確認するとともに、その外部監

査を行った主体について報告を求めるべきである。 

 また、国は、我が国のセキュリティ対策の向上を図り、経済社会の持続的発展や国民の安

全・安心を確保する観点から、事業者の協力を得て、スマートメーターシステムに関するセ

キュリティの評価技術・手順の策定やその有効性の実証を進めるとともに、その実証から得

られる成果の展開を行うなど、重要インフラにおける制御システムに関するセキュリティ対

策の評価に関する人材の育成に努めることが重要である。 

 

■ 評価の内容・主体 

 対象範囲 主体 

セキュリティ対策の実

装状況の評価（※１） 

全体 少なくとも内部監査を実施 

セキュリティ対策の有

効性の評価（※２） 

全体 内部監査に加え、外部監査を実施 
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（※１）各事業者が設定したセキュリティ対策が適切に実施されているか否かを、文書化状

況の確認やシステムの点検等によって検証することが想定される 

（※２）実質的に十分なセキュリティ対策が行われているか否かを、文書内容の精査やペネ

トレーションテスト等によって検証することが想定される 

 

 

（４）各事業者における監視・対応体制 

 

各事業者においては、ＰＤＣＡサイクルを回すことができる運用・管理体制を構築するこ

とを前提としつつ、システムの状況の監視やインシデントへの対応が可能な体制を構築する

ことが必要である。その体制の構築に際しては、平時、有事（インシデント発生時）におい

てそれぞれ以下の対応を可能とすることが求められる。とりわけ、インシデント発生時には、

そのインシデントがより大規模な事故に発展しないよう、その異常を 小限にとどめるため

の対応及び対応体制の構築が求められる。また、インシデントへの対応については、単に体

制を構築するのではなく、事故が実際に生じ得ることを前提とした上で、実際に対応を行え

るよう有事の際の対応計画を策定するとともに継続的に訓練を実施することが必要である。 

システムの状況の監視については、システムの異常の予兆を検知するとともに異常の発生

時にその要因を特定できるようにするため、収集すべきログを選別し、恒常的にその分析を

行うことが必要である。 

 

 
機能名 平時の対応 有事の対応 

セキュリティ 
統括 

①社内全体のセキュリティに関す

る取組の統括 
－リスク評価、ペネトレーション

テスト等の計画・実施・管理 
②経営層、関係各部へのセキュリ

ティに関する情報の提供 

①経営層、関係各部へのセキュリティ

事故に関する情報の提供 
②行政機関等の外部への説明、社内の

広報部門への情報提供 

セキュリティ 
事故対応 

①有事の際の対応計画の策定、訓

練の実施 

②攻撃情報の提供、受領、分析 
③セキュリティに関するログの横

断的分析等の実施 

①インシデントへの二次対応・応援

②（必要に応じ）インシデント調査に

係る外部リソースの調達 
③インシデントの分析・報告書の作成

セキュリティ 
監視 

①運用監視機能への作業指示、作

業結果管理 
②セキュリティに関するログの定

型分析 

①運用監視機能からの連絡によるイ

ンシデントへの一次対応 
②インシデントに伴う、運用監視機能

への緊急作業指示、作業結果管理 
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運用監視 ①システムの監視 
－性能監視、死活監視、イベント

監視等 
②インシデント検知時のセキュリ

ティ監視への連絡 
③通常システムの運用業務 

①セキュリティ監視機能からの指示

に基づく対応作業の実施 
②（必要に応じ）事故対応で必要とな

るログの収集 
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５．脆弱性関連情報の共有・管理体制の在り方 

 

 スマートメーターシステムに関する脆弱性関連情報（脆弱性情報、攻撃方法など）は、そ

の悪用により、広域的な供給支障など重大な事態を発生させる可能性があるため、積極的な

発見に努めるとともに、発見された脆弱性関連情報の適切な共有・管理を行うことができる

体制を構築することが必要である。 

 

重要インフラの情報共有体制については、「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る

第３次行動計画」（平成 26 年 5 月 19 日情報セキュリティ政策会議決定。平成 27 年 5 月

25 日サイバーセキュリティ戦略本部改訂）において、内閣官房、重要インフラ所管省庁、

セプター21、セプターカウンシル22、重要インフラ事業者等の間の情報共有体制が整理され

ている。当該体制においては、IT 障害を含む IT の不具合やサイバー攻撃に関する情報、加

えて、サイバー攻撃等の予兆や、事象の発生には至らなかったミス、マルウェアが添付され

た不審メールの受信などの情報が共有されることとなっている。 

また、脆弱性関連情報の共有・管理体制については、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）

や一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター（JPCERT/CC23）を中核とする「情

報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」の枠組みが構築されており、その枠組みにはス

マートメーターシステムを含む制御システムに関する脆弱性関連情報の共有・管理も組み込

まれている。つまり、スマートメーターシステムに関係する脆弱性関連情報が発見された場

合、発見者が IPA へ届出を行うことで、当該枠組みを通じて、システムの開発者への提供

がなされ、脆弱性関連情報への対処が進むこととなる。 

他方で、「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」の枠組みは、システムの利用者

を含め、関係者が多岐に渡る場合の脆弱性関連情報の共有・管理を主な目的としており、必

ずしも限られた関係者間で脆弱性関連情報の積極的な発見やその密接な共有が求められる

場合を念頭に置いたものではない。また、「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第

３次行動計画」においても、関係者間で脆弱性情報の共有を行うことが期待されている。 

 

スマートメーターシステムについては、 

                                                  
21 「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る行動計画」（2005 年 12 月 13 日情報セキュリティ政策

会議決定）において、重要インフラ分野毎に情報共有・分析機能及び当該機能を担う組織を設置するこ

とが求められており、例えば、電力分野では、電気事業連合会情報通信部が代表を努める「電力におけ

るＩＴ障害に係る情報共有・分析機能」が存在する。 
22 「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る行動計画」において、セプターの代表で構成されるセ

プター間の情報共有等を行う協議会の設置が求められており、当該協議会としてセプターカウンシルが

設置されている。 
23 Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center 
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・ 新たに開発を行いつつ構築が進められているシステムであり、事業者及びシステムの構

築メーカーにおいて脆弱性関連情報の積極的な発見が求められること、また、それらの

事業者及びシステムの構築メーカーが発見する可能性が高いこと 

・ 発見された脆弱性関連情報への対処は、システムを運用する事業者及びシステムの構築

メーカーによって行われること 

から、事業者自らが中核となり、システムの構築メーカーを含め、脆弱性関連情報を密接に

共有するとともに協働して対策を検討できる体制を構築することが求められる。 

このため、事業者、システムの構築メーカー、事業者間の調整を担う機関、脆弱性関連情

報の分析等を担う機関からなる脆弱性関連情報の共有・管理体制を構築し、各主体が以下の

役割を果たすことが求められる。 

 なお、脆弱性関連情報の共有・管理を行う体制を構築するに際しては、共有される脆弱性

関連情報の範囲を明確化するとともに、その情報の取扱い（どのような場合に事業者間の調

整を担う機関や行政機関に情報を共有するのか、外部からの情報提供に対しどのように対応

するのか等）についてルールを定めることが必要である。 

 また、本体制の枠外で発見された脆弱性関連情報については、上記の「重要インフラの情

報セキュリティ対策に係る第３次行動計画」の情報共有の枠組みや「情報セキュリティ早期

警戒パートナーシップ」の枠組みなどの従来の枠組みを通じて、事業者やシステムの開発者

に共有されることとなる。 

 

■ 脆弱性関連情報の共有・管理体制における各主体の役割 

（事業者） 

・ 自社のシステムの脆弱性関連情報の積極的な発見 

・ システムの構築メーカーから脆弱性関連情報を取得 

・ 発見・取得した脆弱性関連情報を事業者間の調整を担う機関、行政機関に提供 

・ 事業者間の調整を担う機関から脆弱性関連情報を取得 

・ システムの構築メーカーと連携しつつ脆弱性関連情報に対処 

・ 対処した結果を事業者間の調整を担う機関に提供 

（システムの構築メーカー） 

・ 構築するシステムの脆弱性関連情報の積極的な発見 

・ 発見された脆弱性関連情報を事業者に提供 

・ 事業者と連携しつつ脆弱性関連情報に対処 

（事業者間の調整を担う機関） 

・ 事業者から脆弱性関連情報を取得 

・ 取得した脆弱性関連情報を関係する事業者や脆弱性関連情報の分析等を担う機関に提供 
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・ 脆弱性関連情報の分析等を担う機関と連携し、連携により得られた知見を事業者に提供 

（脆弱性関連情報の分析等を担う機関） 

・ 事業者間の調整を担う機関から脆弱性関連情報を取得 

・ 取得した脆弱性関連情報の一元的な管理・分析 

・ 国内外の脆弱性関連情報の収集・分析（事業者への影響の検討等） 

・ 事業者間の調整を担う機関と連携（分析等により得られた知見を提供） 
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６．スケジュール 

 

スマートメーターの本格的な導入が開始される小売全面自由化（2016 年（平成 28 年）4

月実施）までに各事業者において、統一的なガイドライン（初版）に基づいた対策が行われ

るよう関係者において取組を進めるべきである。 

具体的には、本年 12 月を目途に、統一的なガイドラインのうち、標準対策要件について

は専門機関である第三者が主体となって成案を策定し、詳細対策要件については事業者が主

体となって策定することが求められる。また、各事業者においては、統一的なガイドライン

（初版）の策定と並行して、具体的なセキュリティ対策を設定・実施し、その後、2015 年

（平成 27 年）度内にセキュリティ対策の検証を行うことを目指すべきである。 

 

また、国においては、専門機関である第三者における標準対策要件の検討状況や、日本電

気技術規格委員会（ＪＥＳＣ）における発電設備等の制御システムのセキュリティに係るガ

イドラインの検討状況を踏まえつつ、標準対策要件のうち、安定供給の確保に関するサービ

スレベルを維持するために事業者が実施すべき 低限のセキュリティ対策の具体的要求事

項を技術基準の解釈など電気事業法に基づく保安規制の枠組みに位置付けるべく、事故報告

の在り方も含め、所要の審議会等において検討を進めるべきである。 
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三角 育生 内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター 内閣参事官 

布施田 英生 総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課長 

 

事務局： 

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力市場整備課（代表） 

経済産業省 商務情報政策局 情報セキュリティ政策室 
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スマートメーター制度検討会 セキュリティ検討ワーキンググループ 

開催実績 

 

 

 

２０１５年（平成２７年） 

２月１７日 第１回会合 

（１）議事の運営について 

（２）スマートメーターシステムのセキュリティに係る検討について 

（３）セキュリティ対策に関する取組状況について 

 

３月２６日 第２回会合 

（１）統一的なセキュリティガイドラインに盛り込むべき内容について 

（２）ガイドラインに基づいた対策（監査等）の在り方について 

（３）脆弱性情報共有・管理体制の在り方について 

 

５月２６日 第３回会合 

（１）統一的なセキュリティガイドラインの位置づけの整理について 

（２）統一的なセキュリティガイドラインに盛り込むべき内容について 

 

６月２３日 第４回会合 

（１）スマートメーターシステムのセキュリティに係る検討結果について 

 
 

参考資料（２） 


