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1 組織 

1.1 体制 

目的：スマートメーターシステムのセキュリティの実施及び運用を実施し、統制するた

めの管理上の枠組みを確立するため。 

対象：役員 

管理策：役員は、スマートメーターシステムに係るセキュリティの確保について責任を

負うこと。スマートメーターシステムのセキュリティ目的を明確にすること。目的実現

のためのスマートメーターシステムのセキュリティ管理責任組織を設置すること。管理

責任組織と全社のセキュリティ管理責任組織との関係を明確化し、スマートメーターシ

ステムに関する事業者全体のセキュリティガバナンスの構築を行うこと。 

1.1.1 役員の責任 

 役員は、スマートメーターシステムに係るセキュリティの確保が事業遂行の重要な要

素であることを認識し、事業者がスマートメーターシステムのセキュリティに関する法

令、契約、その他経営上の求めに従い、その社会的責任を果たすセキュリティレベルを

定め、これを実現する経営（セキュリティガバナンス）を行う責任を負うこと。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 スマートメーターシステムのセキュリティにおける役員の責任を明確にしない場合、

事業者が重要インフラとしての社会的責任を果たすためのセキュリティ対策が実行さ

れない可能性がある。 

・ 機密性：—  
・ 完全性：セキュリティ対策の不備、効果損失 
・ 可用性：— 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステムのセキュリティの確保に係る役員の責任について文書

化されていることを確認する。その文書には、事実と相違ない情報が整理されて記

載されていることを確認する。 
□ スマートメーターシステムのセキュリティレベルに関して文書化されていること

を確認する。その文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載されていること

を確認する。 
□ スマートメーターシステムにおけるセキュリティガバナンスの体制・方針等が文書

化されていることを確認する。その文書には、事実と相違ない情報が整理されて記

載されていることを確認する。 
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1.1.2 目的 

 スマートメーターシステムのセキュリティ管理責任組織がセキュリティに関する意

識を明確にし、共有できるようにスマートメーターシステムのセキュリティの目的、セ

キュリティの確保により社会並びに組織、株主、従業員、取引及び利害関係者にもたら

される結果、事業における他の価値との優先順位を明確にするとともに、文書化するこ

と。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 セキュリティの目的を明確にしない場合、事業者に属する人員がそれぞれの判断にお

いて事業者の目的に反した活動をしてしまう可能性がある。 

・ 機密性：—  
・ 完全性：セキュリティ対策の不備、効果損失 
・ 可用性：— 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステムのセキュリティの目的が文書化されていることを確認

する。その文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認

する。 
□ スマートメーターシステムのセキュリティの目的が周知・徹底されていることを確

認する。 
□ スマートメーターシステムのセキュリティについて、事業における他の価値との優

先順位が文書化されていることを確認する。その文書には、事実と相違ない情報が

整理されて記載されていることを確認する。 
 

1.1.3 管理組織の責任 

 スマートメーターのセキュリティ管理を推進する責任主体として、スマートメーター

システムのセキュリティ管理責任組織を設置すること。管理責任組織と全社のセキュリ

ティ管理責任組織との関係を明確化し、スマートメーターシステムに関する事業者全体

のセキュリティガバナンスの構築を行うこと。役員は、スマートメーターシステムのセ

キュリティの実施に必要な資源を準備し、確実に実施可能な体制を構築すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 管理責任組織が構築できてなく、必要な資源の準備や体制の構築がなされていない場

合、セキュリティ管理が適切に行われない可能性や、全社の活動との関連した活動が行

われなくなる可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：セキュリティ対策の不備、効果損失 
・ 可用性：— 

＜対策の評価＞ 
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□ スマートメーターシステムのセキュリティ管理責任組織の責任が記載されている

文書が存在する。その文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載されている

ことを確認する。 
□ スマートメーターシステムのセキュリティ管理責任組織と全社のセキュリティ管

理責任組織との関係が記載された文書が存在する。その文書には、事実と相違ない

情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ スマートメーターシステムの実施に必要な体制が記載されている文書が存在する。

その文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 

1.2 役割 

目的：事業者におけるスマートメーターシステムのセキュリティに関する取組に着手

し、これを管理するための取組を確立するため。 

対象：スマートメーターシステムのセキュリティ管理責任組織 

管理策：スマートメーターシステムのセキュリティ管理責任者を設定し、役割を明確に

すること。関連する外部の組織における役割を明確にすること。 

1.2.1 責任者の設置 

 スマートメーターシステムのセキュリティ管理責任者を任命すること。責任者はこの

件にかかる報告体制を配置し、関連する全ての情報を適切に処理し、事業者全体のセキ

ュリティ管理の要素として位置づけること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 責任の不明確さによってセキュリティに関する判断を行うことができず、事業者とし

ての対応ができない可能性がある。 

・ 機密性：—  
・ 完全性：セキュリティ対策の不備、効果損失 
・ 可用性：事故への迅速な対応不備によるサービス停止・遅延 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステムのセキュリティ管理責任者が記載されている文書を確

認する。その文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確

認する。 
□ スマートメーターシステムのセキュリティ管理に関わる報告体制が配置されてい

る文書を確認する。その文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載されてい

ることを確認する。 

1.2.2 役割の定義 

 スマートメーターシステムに関連する全ての人員に対して、スマートメーターシステ

ムに関するセキュリティ管理体制における役割を明確にすること。役割は全ての人員が

理解し、内容を承諾すること。 
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＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 役割が明確になっていないことで、セキュリティ対策が適切に実施できない可能性が

ある。 

・ 機密性：—  
・ 完全性：セキュリティ対策の不備、効果損失 
・ 可用性：事故への迅速な対応不備によるサービス停止・遅延 

＜対策の評価＞ 

□ 事業者全体のセキュリティ管理体制にスマートメーターシステムに関するセキュ

リティ管理責任者の地位、名称、連絡先、その役割、責任が記載されている文書が

存在する。その文書には、事実と相違ない情報が、整理されて記載されていること

を確認する。 
□ スマートメーターシステムに関連する全ての人員に対して役割が適切に割り当て

られ、周知されていることを確認する。 

1.2.3 供給者関係 

 スマートメーターシステムに関連する企画、開発、運用及び保守並びに事務等の委託

先（グループ会社、再委託先、取引先を含む）及びその従業員に対し、セキュリティ管

理の目的や対策を明確に伝達し、遵守させる契約を行うこと。スマートメーターシステ

ムに関連する委託先におけるセキュリティ事象等を含むサービスについて監視、レビュ

ーし、監査すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 委託先におけるセキュリティ対策の不備や発生した事象などを把握しないことによ

り、事故が発生したり被害が拡大したりする可能性がある。 

・ 機密性：—  
・ 完全性：セキュリティ対策の不備、効果損失 
・ 可用性：事故への迅速な対応不備によるサービス停止・遅延 

＜対策の評価＞ 

□ 委託先におけるセキュリティの目的や対策等が周知されていることを確認する。 
□ 契約書等にセキュリティに関する項目が記載されていることを確認する。 
□ 委託先からの報告が適切に行われるための仕組み（たとえば窓口担当者など）を構

築しているかを確認する。 
□ 定期的に委託先のセキュリティ実施状況について監査していることを確認する。 

1.3 教育 

目的：スマートメーターシステムに関連する全ての関係者がセキュリティの責任を認識

し、設定されたセキュリティ対策を実施することができるようにするため。 
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対象：スマートメーターシステムのセキュリティ管理責任組織 

管理策：設定された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実施できる

ように教育を計画し、実施すること。それが効果的に実施されていることを確認するこ

と。  

1.3.1 教育の計画 

 スマートメーターシステムに関連する全ての人員がセキュリティ教育を受けること

ができるように教育の計画を行うこと。セキュリティ教育は少なくとも年に 1 回は実施

されるよう計画すること。セキュリティ事故発生時に適切に対応できる人材を育成する

ための教育や訓練を実施すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 全ての人員が教育を受けることができないことによって周知が適切に行われない可

能性や、教育が不足することで適切な対策の実施、事故発生時の適切な対応ができない

可能性がある。 

・ 機密性：—  
・ 完全性：セキュリティ対策の不備、効果損失 
・ 可用性：事故への迅速な対応不備によるサービス停止・遅延 

＜対策の評価＞ 

□ セキュリティに関する教育計画が文書化されていることを確認する。その文書には、

事実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 少なくとも年に 1 回教育が実施される計画となっていることを確認する。 
□ 教育計画に、セキュリティ事故発生時の適切な対応に関する内容が含まれているこ

とを確認する。 

1.3.2 教育の実施 

 スマートメーターシステムのセキュリティに関する教育が計画通りに実施されるこ

と。関連する全ての人員が教育を受けていること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 全ての人員が教育を受けることができないことによって周知が適切に行われない可

能性や、教育が不足することで適切な対策の実施、事故発生時の適切な対応ができない

可能性がある。 

・ 機密性：—  
・ 完全性：セキュリティ対策の不備、効果損失  
・ 可用性：事故への迅速な対応不備によるサービス停止・遅延 

＜対策の評価＞ 
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□ セキュリティ教育の実施記録を確認する。その文書には、事実と相違ない情報が整

理されて記載されていることを確認する。 
□ 関連する全ての人員が教育を受けていることを確認する。 
□ 受講できなかった者に対する代替が適切に実施されていることを確認する。 

1.3.3 教育効果の測定 

 スマートメーターシステムに関連するセキュリティ教育が効果的に実施されている

ことを計測すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 セキュリティ教育の内容が理解されていない等、効果的な対策が実施されていない場

合、適切な対策を実施することができない可能性がある。 

・ 機密性：—  
・ 完全性：セキュリティ対策の不備、効果損失 
・ 可用性：事故への迅速な対応不備によるサービス停止・遅延 

＜対策の評価＞ 

□ セキュリティ教育に関する教材の内容が十分であるかを確認する。 
□ セキュリティ教育の効果を測定する仕組みが構築されているかを確認する。 

 

2 文書化 

2.1 文書管理 

目的：スマートメーターシステムに関連するセキュリティに関する情報を関係者に徹底

するため。セキュリティに関する 新の正しい情報を、必要な時に利用できるようにす

るため。 

対象：スマートメーターシステムのセキュリティ管理責任組織 

管理策：設定されたスマートメーターシステムに関連するセキュリティ対策を適切に周

知するために文書化すること。また、業務に関連する情報を管理し、状況を把握し、利

用しやすい環境を構築すること。適切に保護ができるような環境を構築すること。 

2.1.1 文書化の目的 

 スマートメーターシステムに関連する全ての情報は、それを必要とするもの全てが適

切に利用することができるように、文書化されること。文書化の目的について明確にし、

その取扱などについて文書化すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 
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 必要な情報が文書化されてなく、文書化された情報が正しく管理されないことによっ

て、セキュリティ事故の原因となる可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、情報周知の未徹底 
・ 可用性：情報伝達の停止・遅延 

＜対策の評価＞ 

□ 情報管理に関する規定が作成され、その中に目的が記載されていることを確認する。

その文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 

2.1.2 文書の管理 

 スマートメーターシステムに関連する情報は文書化され、適切に分類されること。文

書は分類に応じてラベリングされること。文書は分類ごとに管理方法を明確にし、それ

に応じて適切に管理すること。文書は定期的に見直して 新の状態にすること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 文書を不適切に扱うことで、セキュリティ事故の原因となる可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩  
・ 完全性：情報の改ざん・消去、情報周知の未徹底 
・ 可用性：情報伝達の停止・遅延 

＜対策の評価＞ 

□ 情報管理に関する規定が策定されているかを確認する。その文書には、事実と相違

ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 情報分類の方針が文書化されていることを確認する。その文書には、事実と相違な

い情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 情報管理に関する規定にラベリングについて記載されていることを確認する。その

文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 文書の分類毎の管理方法が明確化されていることを確認する。 
□ 文書が 新の状態になっていることを確認する。 

 

2.2 報告 

目的：スマートメーターシステムに関連するセキュリティ対策の実施に関する状況を明

確にするため。 

対象：スマートメーターシステムのセキュリティ管理責任組織 

管理策：スマートメーターシステムのセキュリティ対策の実施状況に関する報告の目的

を定め、適切に行うことができる仕組みを構築すること。 
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2.2.1 報告の目的 

 スマートメーターシステムに関連するセキュリティ対策の実施状況は、実態の把握及

び改善策の検討のために、定期的に報告すること。報告の目的について明確にすること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 報告が管理されていないことにより、対策の不備が発生する可能性や、事故に対する

再発防止策の検討が適切に行われない可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：セキュリティ対策の不備、再発防止策の検討不能 
・ 可用性：セキュリティ対策の維持不能 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステムに関連するセキュリティ対策の報告体制とともに報告

の目的が明確になっていることを確認する。 

2.2.2 報告の種類 

 スマートメーターシステムに関連するセキュリティ対策の実施状況は予め設定して

おくこと。報告の項目は目的に応じて判断に必要なものが全て含まれていること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 報告が管理されていないことにより、対策の不備が発生する可能性や、事故に対する

再発防止策の検討が行われない可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：セキュリティ対策の不備、再発防止策の検討不能 
・ 可用性：セキュリティ対策の維持不能 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステムに関連する報告の種類が明確になっている文書の存在

を確認する。その文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載されていること

を確認する。 
□ スマートメーターシステムに関連する報告の種類と項目が目的に応じて設定され

ていることを確認する。 

 

3 セキュリティ管理 

3.1 セキュリティ管理 

目的：スマートメーターシステムのセキュリティ対策の効果を継続的に向上させるた

め。 
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対象：スマートメーターシステムのセキュリティ管理責任組織 

管理策：スマートメーターシステムのセキュリティ対策を目的に応じて適切に実施する

ため、またその効果を維持し、向上させるため、セキュリティマネジメントシステムを

構築すること。  

3.1.1 対策の計画 

 スマートメーターシステムのセキュリティ対策は事業計画に基づいて経営者が策定

した方針に基づいて計画されていること。リスクアセスメントに基づいて対策が選択さ

れていること。財政的、技術的に対策が困難な場合は、法令の遵守に反しない範囲にお

いて残存リスクとして識別し、改善時に対応が検討できるように記録すること。事故・

事象発生時も、影響を 小限にとどめるべくシステムが安全に動作すること、必要な箇

所にはバックアップを行うことを基本的な考え方として対策を計画すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 リスクアセスメントに伴う計画が行われない場合、対策にかかるコストが増大する可

能性や、適切な対策が実施されない可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：セキュリティ対策の不備 
・ 可用性：セキュリティ対策の維持不能 

＜対策の評価＞ 

□ セキュリティ計画は事業計画に基づいていることを確認する。その文書には、事実

と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ セキュリティ計画はリスクアセスメントに基づいて策定されていることを確認す

る。 
□ 残存リスクについて把握し、検討の余地を残していることを確認する。 
□ 事故・事象発生時におけるシステムの安全な動作、バックアップを基本的な考え方

とした対策計画となっていることを確認する。 

3.1.2 対策の実施 

 スマートメーターシステムのセキュリティ対策は目的に応じて実施すること。セキュ

リティ対策の実施により事業継続に大きな影響を与えないことを確認すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 目的を失ったセキュリティ対策が実施された場合、対策にかかるコストが増大する可

能性や、適切な対策が実施されない可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：セキュリティ対策の不備 
・ 可用性：セキュリティ対策の維持不能 
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＜対策の評価＞ 

□ セキュリティ対策が目的に応じて実施されていることを確認する。 
□ セキュリティの実施が事業継続に大きな影響を与えていないことを確認している

ことを確認する。 

3.1.3 対策の点検 

 スマートメーターシステムのセキュリティ対策が期待した効果を得ていることを技

術面・運用面から定期的に点検すること。対策の点検は内容に応じて専門家等第三者に

よる評価を検討すること。対策の点検は事業者における対策の改善だけではなく、実施

状況を外部に説明するために実施すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 目的を失ったセキュリティ対策が実施された場合、対策にかかるコストが増大する可

能性や、適切な対策が実施されない可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：セキュリティ対策の不備 
・ 可用性：セキュリティ対策の維持不能 

＜対策の評価＞ 

□ セキュリティ対策の点検が計画され、定期的に実施されていることを確認する。 
□ 点検の性質に応じて専門家等第三者の協力による評価を計画していることを確認

する。 
□ 点検の報告書は適切に管理され改善や報告に活用されていることを確認する。 

3.1.4 対策の改善 

 スマートメーターシステムのセキュリティ対策が期待した効果を得ていないことを

確認した場合は改善を計画すること。環境の変化に伴ってセキュリティの目的の変更を

検討すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 環境の変化に応じた対策を実施できない場合、ぜい弱性が露呈し、適切な対策が実施

されない可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：セキュリティ対策の不備 
・ 可用性：セキュリティ対策の維持不能 

＜対策の評価＞ 

□ セキュリティ対策の改善のための体制が構築されていることを確認する。 
□ 改善を判断するための情報収集が適切に実施されていることを確認する。 
□ 改善がセキュリティの計画へのインプットとなっていることを確認する。 
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□ PDCA サイクルが適切に運用されていることを確認する。 
 

4 事故の対応 

4.1 事故の定義 

目的：スマートメーターシステムのセキュリティ事故対応の要否を検討するための判断

基準を策定するため。 

対象：スマートメーターシステムのセキュリティ管理責任組織 

管理策：スマートメーターシステムのセキュリティに関する事故対応を実施するための

判断基準となるべき事故と事象を定義すること。判断を行うための証拠を収集すること。  

4.1.1 事故の定義 

 全ての人員が適切な対応を実施するためにスマートメーターシステムのセキュリテ

ィ事故の定義を行うこと。事故の種類によって対応を明確にすること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 影響の度合いを想定して、直接大きな影響が出るものを事故と設定することで対応を

迅速に行う。これができていない場合、損失が増大する可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：—  
・ 可用性：事故によるサービス停止・遅延、損失の増大 

＜対策の評価＞ 

□ 事故の定義が文書化されていることを確認する。その文書には、事実と相違ない情

報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 事故の定義に応じた対応が決定されていることを確認する。 

4.1.2 事象の定義 

 全ての人員が適切な対応を実施するためにスマートメーターシステムのセキュリテ

ィ事象の定義を行うこと。事象はどの事故に結びつく可能性があるかを明確にすること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 影響の度合いを想定して、事故につながる要因となるものを事象と定義することで対

応を迅速に行う。これができていない場合、事故を未然に防ぐことができない可能性が

ある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：— 
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・ 可用性：事故の未然防止の失敗からの事故発生によるサービス停止・遅延、損失の

増大 

＜対策の評価＞ 

□ 事象の定義が文書化されていることを確認する。その文書には、事実と相違ない情

報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 事象の定義に応じた対応が決定されていることを確認する。 

4.1.3 証拠の収集 

 スマートメーターシステムのセキュリティ事故の原因を明確にするために証拠の収

集を適切に行うこと。事故の対応を想定して証拠を定義し、これを収集できるような仕

組みを構築すること。必要に応じて、法律その他の専門家の助言を得ること。証拠は記

録だけではなく報告なども含め、関連付けるように検討すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 事故の対応を行うための証拠がないことで原因究明ができず、適切な事故対応ができ

ない場合がある。また、再発防止策の検討ができない可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：— 
・ 可用性：原因究明不能によるサービス停止・遅延、損失の増大、再発防止策の検討

不能 

＜対策の評価＞ 

□ 事故対応のための証拠収集方針が明確になっていることを確認する。その文書には、

事実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 証拠を収集する仕組みが構築されていることを確認する。 
□ 証拠の管理について、利用を前提とした管理がされていることを確認する。 

4.2 事故対応 

目的：スマートメーターシステムのセキュリティ事故における被害を極小化するため。 

対象：スマートメーターシステムのセキュリティ管理責任組織 

管理策：スマートメーターシステムのセキュリティ事故や事象対応の体制と手順を明確

にすること。  

4.2.1 責任と手順 

 スマートメーターシステムのセキュリティ事故対応のための組織を作り、責任者と報

告体制を設定すること。事故対応についての手順を策定し、定期的に見直しを実施する

こと。手順には事故対応だけではなく、再発防止策検討のための活動を含むこと。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 
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 事故対応手順や報告体制が整っていない場合、事故の対応が遅くなり、被害が増大す

る可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：— 
・ 可用性：事故への迅速な対応不備によるサービス停止・遅延、損失の増大 

＜対策の評価＞ 

□ 事故対応体制が明確になっていることを確認する。体制には報告体制と責任者が設

定されていることを確認する。 
□ 事故対応手順が文書化され、関係者に周知されていることを確認する。その文書に

は、事実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 新の事故対応手順が関係者に閲覧可能な状態になっていることを確認する。 
□ 事故対応手順に再発防止策検討のための調査活動が含まれていることを確認する。 

4.2.2 事象の対応 

 スマートメーターシステムのセキュリティ事象は監視し、事故に発展しないように対

応すること。定義された事象を検知した場合は対応手順に従って報告及び適切な対応を

迅速に行うこと。検知した事象を記録し、後の対応に活かせるように対応報告を作成す

ること。同様の事象が他の領域で発生していないかを確認し、対応すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 事象を監視しないことで事故を未然に防ぐことができない可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：— 
・ 可用性：事故の未然防止の失敗からの事故発生によるサービス停止・遅延、損失の

増大、再発防止策の検討不能 

＜対策の評価＞ 

□ 全ての事象は適切に監視され、異常を報告されていることを確認する。 
□ 事象は管理され、他への影響がないかを確認していることを確認する。 

4.2.3 事故の対応 

 スマートメーターシステムのセキュリティ事故は監視し、被害を 小限にするための

対応を迅速に行うこと。定義された事故を検知した場合は対応手順に従って報告及び適

切な対応を迅速に行うこと。検知した事故を記録し、後の対応に活かせるように対応報

告を作成すること。同様の事故が他の領域で発生していないかを確認し、対応すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 事故を監視しないことで被害の増大を防ぐことができない可能性がある。 

・ 機密性：— 
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・ 完全性：— 
・ 可用性：事故発生によるサービス停止・遅延、損失の増大 

＜対策の評価＞ 

□ 事故対応体制が明確になっていることを確認する。体制には報告体制と責任者が設

定されていることを確認する。 
□ 事故対応手順が文書化され、関係者に周知されていることを確認する。 
□ 新の事故対応手順が関係者に閲覧可能な状態になっていることを確認する。 
□ 事故対応手順に再発防止策検討のための調査活動が含まれていることを確認する。 

4.3 報告と学習 

目的：セキュリティ事故に関する社会的責任を果たすため。事故の予防及び再発防止の

ため。 

対象：スマートメーターシステムのセキュリティ管理責任組織 

管理策：事業者におけるスマートメーターシステムのセキュリティ事故が他の組織に影

響を与えないようにするために、事業者内だけではなく関係機関への報告を行い、対応

を行うこと。また、セキュリティ事故から得られた知識を、事故の予防及び再発防止に

活用する仕組みを確立すること。 

4.3.1 事故の報告 

 スマートメーターシステムのセキュリティ事故対応の後には対応の経緯を報告し、対

応を行うこと。報告は、スマートメーターシステムの企画・運用・保守・改修・調達等

における再発防止策の検討及び事故対応の見直しに活用できるように予め決められた

様式にしたがって実施すること。再発防止策についての教育を行うこと。必要に応じて

関係機関への報告を行うこと。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 事故の報告がなされない場合、迅速な対応ができない可能性や、再発防止策の検討が

できない可能性がある。また、自身の被害が他社に影響を与える可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：— 
・ 可用性：事故発生によるサービス停止・遅延、損失の増大、再発防止策の検討不能  

＜対策の評価＞ 

□ 事故対応の報告に関する様式があるかを確認する。 
□ 報告の項目が再発防止に役立つものであるかを確認する。 
□ 事故の再発防止策についての教育が実施されているかを確認する。 
□ 事故の種類によってどの機関に報告するかが明確になっているかを確認する。 
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4.3.2 事象の報告 

 スマートメーターシステムのセキュリティ事象報告の後には経緯をまとめて報告し、

対応を行うこと。報告は、スマートメーターシステムの企画・調達・運用保守・改修等

における再発防止策の検討及び見直しに活用できるように予め決められた様式にした

がって実施すること。再発防止策についての教育を行うこと。必要に応じて関係機関へ

の報告を行うこと。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 事象の検知が遅れ、事故を未然に防ぐことができない可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：— 
・ 可用性：事故の未然防止の失敗からの事故発生によるサービス停止・遅延、損失の

増大、再発防止策の検討不能 

＜対策の評価＞ 

□ 事象の報告に関する様式があるかを確認する。 
□ 報告の項目が事故の予防に役立つものであるかを確認する。 
□ 事象の再発防止策についての教育が実施されているかを確認する。 
□ 事象の種類によってどの機関に報告するかが明確になっているかを確認する。 

4.3.3 弱点の報告 

 自らの組織で見つかったスマートメーターシステムのぜい弱性や脅威について、他の

組織でも同様の問題が発生すると判断された場合はしかるべき機関を通じて報告し、対

応を行うこと。また他の組織が報告したぜい弱性や脅威についても情報を収集し、対応

を行うこと。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 弱点を報告しないことで、事故の未然防止や再発防止策の検討ができない可能性があ

る。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：— 
・ 可用性：事故の未然防止の失敗からの事故発生によるサービス停止・遅延、損失の

増大、再発防止策の検討不能 

＜対策の評価＞ 

□ 事業者の内外を問わず、ぜい弱性や脅威に関する情報を収集する仕組みが構築され

ていることを確認する。 
□ ぜい弱性や脅威に関する情報を報告する機関とその窓口が特定できているか確認

する。 
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5 機器のセキュリティ 

5.1 セキュリティ仕様 

目的：スマートメーターシステムに関する機器のセキュリティリスクを適切に管理する

ため。 

対象：スマートメーター、コンセントレータ、HES、ハンディターミナル    

管理策：スマートメーターシステムに関する機器が出荷される際にセキュリティ仕様を

明確にすること。また、仕様通りに設計され、ぜい弱性を含まないよう製造されている

ことを確認すること。環境変化に合わせてセキュリティ仕様を修正できる仕組みを構築

すること。仕様を踏まえ、運用も含めた対策を実施すること。 

5.1.1 機器のセキュリティ仕様 

 スマートメーターシステムに関する機器のセキュリティ仕様を明確にすること。必要

小限のソフトウェアのみ利用し、不要なソフトウェアは無効化または削除すること。

仕様には、ぜい弱性が存在しないか、マルウェアの混入や実装上のセキュリティ問題が

ないかの確認を含めること。また、仕様を踏まえ、スマートメーターシステム全体のセ

キュリティ確保のために、運用も含めた対策を実施すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 スマートメーターシステムに関する機器のなりすましが行われる可能性や、機器が有

する情報が保護できない可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩  
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステムに関する全ての機器のセキュリティ仕様が実装可能な

状態で記述されているかを確認する。 
□ 仕様において、不要なソフトウェアの無効化または削除の記載があるか確認する。 
□ 仕様において、セキュリティ検査が記述されているか確認する。 
□ 仕様を踏まえ、運用も含めた対策が実施されていることを確認する。 

5.1.2 準拠性の確認 

 スマートメーターシステムに関する機器は、仕様通りに設計され、製造されているこ

とを確認するために、設計・製造時、出荷時及び設置時など機器のライフサイクルにし

たがって検査を受けること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 
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 スマートメーターシステムに関する機器のなりすましが行われる可能性や、機器が有

する情報が保護できない可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステムに関する全ての機器が仕様通りに設計され、製造されて

いることをテスト手順に従って確認する。 
□ テスト手順には適正なテストが実施されるように、必要に応じてツールの利用が推

奨されているかを確認する。 

5.1.3 機器のセキュリティ仕様の変更 

 スマートメーターシステムに関する機器のセキュリティ仕様の変更は、正式な変更管

理手順を用いて管理すること。機器のセキュリティ仕様の重要な変更は、文書化、仕様

化、試験、品質管理及び管理された実装からなる正式な手続きに従うこと。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 スマートメーターシステムに関する機器のセキュリティの不備が発生する可能性が

ある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステムに関する全ての機器が仕様通りに設計され、製造されて

いることをテスト手順に従って確認する。 
□ テスト手順には適正なテストが実施されるように、必要に応じてツールの利用が推

奨されているかを確認する。 

5.2 機器の取得と設置、交換、撤去 

目的：スマートメーターシステムに関する機器を適切に管理し、保護するため。それぞ

れの機器がスマートメーターシステム全体へ影響を与えないようにするため。 

対象：スマートメーター、コンセントレータ、HES、ハンディターミナル 

管理策：スマートメーターシステムに関する機器のライフサイクルにおいて継続的な管

理が可能な手順を明確にすること。実施のための要員の認定や実施状況の定期的な確認

を行うこと。 
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5.2.1 手順の策定 

 スマートメーターシステムに関する機器の管理手順を明確にすること。機器のライフ

サイクルに関して継続して適切な管理が行われる仕組みを構築すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 スマートメーターシステムに関する機器の管理不備により、セキュリティの不備が発

生する可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステムに関する全ての機器がライフサイクルにおいて適切に

管理されるように、手順が策定されているかを確認する。 
□ 特に機器の交換については変更前と変更後で動作に変更がないかを確認するため

の手順が策定されているかを確認する。 
□ 機器のメンテナンスに携わる要員については、適切な対応ができるようにマニュア

ルを作成し、教育、訓練を実施しているかを確認する。 

5.2.2 要員の認定 

 スマートメーターシステムに関する全ての機器の取得と設置、交換、撤去に携わる要

員は教育、訓練されていること。認定された要員であることが証明できるような仕組み

を構築すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 スマートメーター関連機器を認可されていない要員がメンテナンスした場合、不適切

な対応によりセキュリティの不備が発生する可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ 機器のメンテナンスに携わる要員については、適切な対応ができるようにマニュア

ルを作成し、教育、訓練を実施しているかを確認する。 
□ 機器のメンテナンスに携わる要員が認定された者であることを示す仕組みが構築

されているかを確認することを確認する。できれば、その要員以外では作業ができ

ない仕組みとなっていることを確認する。 

5.2.3 定期的な確認 

 スマートメーターシステムに関連する機器が不正に置き換えられたり、変更されたり

していないかを定期的に確認すること。 
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＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 機器が不正に置き換えられたり、変更されたりしていることが検知できず、事故の発

生・被害の増大の可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ 機器の不正な変更や置換えを検知するための仕組みが構築されているかを確認す

る。 
□ 適切な期間で確認がされていることを確認する。 

5.3 ファームウェアアップデート 

目的：スマートメーターシステム環境を維持するため。不正なファームウェアのアップ

デートによって機器が不正な動作をしないように保護するため。 

対象：スマートメーター、コンセントレータ、HES、MDMS、ハンディターミナル   

管理策：ファームウェアアップデートを適切かつ確実に実施できる仕組みを構築するこ

と。 

5.3.1 ファームウェアアップデート手順の策定 

 スマートメーターのファームウェアアップデートは予め策定した手順に従って実行

すること。ファームウェアアップデートには以下の機能を含めること。 

a) アップデート前のファームウェアバージョン確認機能 
b) アップデートのロールバック機能 
c) アップデータの検証機能（配布元、データの内容など） 
d) アップデートの記録機能 
e) 設定の維持機能 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 機器のなりすましや、アップデート時の不正なプログラムやマルウェア等の混入によ

り、機器の無効化や他の機器やネットワークの機能に対する影響が発生する可能性があ

る。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 
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□ ファームウェアアップデートの手順を確認する。 
□ ファームウェアアップデートの機能を確認する。 
□ ファームウェアアップデートが失敗した際の代替手段を確認する。 

5.3.2 アップデータの確認 

 ファームウェアアップデートに利用するアップデータは正しいものであることを確

認する機能を提供すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 機器のなりすましや、アップデート時の不正なプログラムやマルウェア等の混入によ

り、機器の無効化や他の機器やネットワークの機能に対する影響が発生する可能性があ

る。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ アップデータの真正を確認する手順を確認する。 
□ 不正なアップデータを受け付けないことを確認する。 

5.3.3 定期的な確認 

 スマートメーターを管理するシステムは、ファームウェアの不正なアップデートを検

知する機能を有すること。不正なアップデートを検知した場合、当該スマートメーター

を無効化するか、機器からのデータを無効化する機能を有すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 機器のなりすましや、アップデート時の不正なプログラムやマルウェア等の混入によ

り、機器の無効化や他の機器やネットワークの機能に対する影響が発生する可能性があ

る。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ 管理システムからの定期的な確認機能について確認する。 
□ 確認機能が正常に動作していることを確認する。 

5.4 認証 

目的：スマートメーターシステム環境を維持するため。なりすまし等によって機器やシ

ステムが不正な動作をしないように保護するため。 
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対象：スマートメーター、コンセントレータ、HES、MDMS、ハンディターミナル 

管理策：スマートメーターシステムにおいて予め許可された機器と通信するための認証

を行うこと。 

5.4.1 機器認証 

スマートメーターシステムに関する機器は一意に識別され、事業者によって定義され

た機器リストに基づき認証されること。機器識別の認証は暗号等を用いた手段が実装さ

れること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 機器のなりすましの可能性や、不正な機器がスマートメーターシステムに接続するこ

とによる、他の機器やネットワークの機能に対する影響が発生する可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ セキュリティ仕様に機器を一意に認証するための機能について記載されているか

を確認する。 
□ セキュリティ仕様にアクセス制御機能について記載されているかを確認する。 
□ 認証の手順は暗号等を用いて実装されていることを確認する。 

 

6 通信のセキュリティ 

6.1 通信モジュール 

目的：スマートメーターシステムに関連する機器に搭載される通信モジュールが正しく

通信できるようにするため。 

対象：スマートメーター、コンセントレータ、HES、ハンディターミナル 

管理策：スマートメーターシステムにおいて、不正な通信モジュールの設置や交換が行

われないように、通信モジュールの設計を行うこと。通信モジュールに不正な改変等の

異常がないことを定期的に確認すること。仕様を踏まえ、運用も含めた対策を実施する

こと。 

6.1.1 通信モジュールの設計 

 スマートメーターシステムに関連する機器の通信モジュールがスマートメーターシ

ステム関連機器とは別に設計される場合、または市販されているモジュールを利用する
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場合、セキュリティ仕様についても別に明確化すること。仕様を踏まえ、スマートメー

ターシステム全体のセキュリティ確保のために、運用も含めた対策を実施すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 スマートメーターシステムに関する機器への不正アクセスが発生する可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩  
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ 通信モジュールのセキュリティ仕様が実装可能な状態で記述されているかを確認

する。 
□ セキュリティ仕様に通信モジュールを認証するための機能について記載されてい

るかを確認する。 
□ 仕様を踏まえ、運用も含めた対策が実施されていることを確認する。 

6.1.2 通信モジュールの認定 

 スマートメーターシステムに関連する機器の通信モジュールは、仕様通りに設計され、

製造されていることを確認するために、設計・製造時、出荷時及び設置時など機器のラ

イフサイクルにしたがって検査を受けること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 通信モジュールの交換によるなりすましを行われる可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ 通信モジュールが仕様通りに設計され、製造されていることをテスト手順に従って

確認する。 
□ テスト手順には適正なテストが実施されるように、必要に応じてツールの利用が推

奨されているかを確認する。 

6.2 セキュアなプロトコル 

目的：スマートメーターシステムに関連する機器同士の通信における傍受や不正なデー

タ送信を防ぐため。 

対象：スマートメーター、コンセントレータ、HES、ハンディターミナル 
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管理策：スマートメーターシステムに関連する機器間の通信においてセキュアなプロト

コルを選択すること。選択したプロトコルにぜい弱性がないことを継続的に確認するこ

と。 

6.2.1 通信プロトコルの選択 

 スマートメーター関連機器及び、通信モジュールのセキュリティ仕様を満たすような

通信プロトコルが選択されていること。通信プロトコルをカスタマイズする場合は、当

初のセキュリティ機能を損なうことがないようにカスタマイズすること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 通信プロトコルの不備による盗聴や通信ルートが不正に変更される可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩  
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ セキュリティ仕様に利用する通信プロトコルが記載されているかを確認する。 
□ 通信プロトコルをカスタマイズしている場合、ベースとなっているプロトコルにつ

いて記載しているかを確認する。 

6.2.2 通信プロトコルの確認 

 スマートメーターシステムにおいて利用している通信プロトコルのぜい弱性につい

ての情報を定期的に収集すること。通信プロトコルのぜい弱性が発見された場合は、そ

のぜい弱性を回避できるように対応手順を検討しておくこと。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 通信プロトコルの不備による盗聴や通信ルートが不正に変更される可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ 通信プロトコルのぜい弱性を収集し判断する手順が明確になっているかを確認す

る。 
□ 通信プロトコルのぜい弱性が発見された場合の対応手順が明確になっているかを

確認する。 

6.3 暗号 

目的：スマートメーターシステムに関連する機器同士の通信における傍受や不正なデー

タの挿入、機器が保有する重要なデータの漏洩・改ざんを防ぐため。 
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対象：スマートメーター、コンセントレータ、HES、MDMS、ハンディターミナル、   

各機器間の通信 

管理策：スマートメーターシステムに関連する機器同士の通信や機器・システムが有す

る重要なデータは暗号化すること。暗号鍵は適切に配布し、管理すること。  

6.3.1 暗号の利用方針 

 スマートメーターシステムにおける情報を保護するための暗号による対策の利用に

関する方針を策定し、実施すること。また、暗号鍵の利用、保護及び有効期間に関する

方針を策定し、ライフサイクル全体に渡って実施すること。適切な鍵管理には、暗号鍵

を生成、保管、保存、読出、配布、使用停止及び破壊するための、セキュリティを保っ

たプロセスを有すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 通信データや保管データの盗聴、不正な閲覧の可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩  
・ 完全性：— 
・ 可用性：— 

＜対策の評価＞ 

□ 暗号の利用に関する方針文書を確認する。その文書には、事実と相違ない情報が整

理されて記載されていることを確認する。 
□ 暗号鍵の利用、保護に関する記載が含まれるかを確認する。その文書には、事実と

相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 暗号鍵のライフサイクルに渡ったセキュリティに関する記載が含まれるかを確認

する。その文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認

する。 

6.3.2 暗号アルゴリズムの選択 

 リスクアセスメントに基づき、スマートメーターシステムにおいて要求される暗号ア

ルゴリズムの種別、強度及び品質を考慮して、要求された保護レベルの暗号を選択こと。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 通信データや保管データの盗聴、不正な閲覧の可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：— 
・ 可用性：— 

＜対策の評価＞ 

□ 暗号選択に関する理由が記載された文書を確認する。その文書には、事実と相違な

い情報が整理されて記載されていることを確認する。 
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□ その暗号が利用できない場合の代替手段について記載されているかを確認する。そ

の文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 

6.3.3 暗号鍵の配布 

スマートメーターシステムで利用する暗号鍵は意図した相手にのみ配布すること。鍵

をアクティベートする手順を策定すること。秘密鍵の確立は、指定されたアルゴリズム

と鍵長に従って作成されること。システムにおける鍵の生成については、適切な乱数生

成器を用いて実行されることがのぞましい。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 通信データや保管データの盗聴、不正な閲覧の可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：— 
・ 可用性：— 

＜対策の評価＞ 

□ 暗号鍵の配布についてのルールが記載されているかを確認する。その文書には、事

実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 暗号鍵のアクティベートの手順が記載されているかを確認する。その文書には、事

実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 適切な鍵長の鍵が生成されることを確認する。 

6.3.4 暗号鍵の管理 

 スマートメーターシステムにおいて利用される全ての暗号鍵は、改変及び紛失から保

護すること。さらに、共通鍵及びプライベート鍵は、認可されていない利用及び開示か

ら保護する必要があるため、鍵の生成・保管及び保存のために用いられる装置は、物理

的に保護されること。鍵の保管時には、認可されている利用者がどのような方法で鍵に

アクセスするか、鍵の変更又は更新時には、鍵をいつどのような方法で変更するか、鍵

を無効にする手順を定めること。不適切な使用を起こりにくくするために、鍵のアクテ

ィベーション及び非アクティベーションの期日を定め、鍵管理の方針で定めた期間内だ

け鍵を使用できるようにすること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 通信データや保管データの盗聴、不正な閲覧の可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：— 
・ 可用性：— 

＜対策の評価＞ 
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□ 暗号鍵の保管についてのルールが記載されているかを確認する。その文書には、事

実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 暗号鍵の保護について記載されているかを確認する。その文書には、事実と相違な

い情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 暗号鍵の無効化について記載されているかを確認する。その文書には、事実と相違

ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 暗号鍵の有効期間について記載されているかを確認する。その文書には、事実と相

違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
 

6.4 ネットワークの管理 

目的： ネットワークにおける情報の保護、及びネットワークを支える施設の保護を確

実にするため。 

対象：スマートメーター、コンセントレータ、HES、MDMS、ハンディターミナル間

のネットワーク 

管理策：スマートメーターシステムのネットワーク全てを管理し、保護すること。適切

なアクセス制御を行い、外部ネットワークと接続する場合は接点を極小化すること。 

6.4.1 ネットワークへのアクセス制御 

 スマートメーターシステムのネットワークへのアクセスを制御する方式により、接続

可能な機器の制限、あるいは、許可されていない機器からの通信遮断、負荷分散する対

策を実施すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 ネットワークへの不正なアクセスにより、情報が保護できない可能性や、正常なネッ

トワークアクセスが確立できない可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去 
・ 可用性：ネットワーク負荷増によるネットワークアクセス不能 

＜対策の評価＞ 

□ ネットワークへの接続可能な機器が制限されていることを確認すること。 
□ 許可されていない機器からの通信が遮断される対策が実施されているか確認する

こと。 

6.4.2 ネットワークの分離 

 スマートメーターシステムのネットワークと外部ネットワークを接続する場合は、接

続点は極小化するとともに、接続点には、必要な防御装置を設置すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 
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 ネットワークへの不正なアクセスやマルウェアの侵入により、情報が保護できない可

能性や、正常なネットワークアクセスが確立できない可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去 
・ 可用性：ネットワーク負荷増によるネットワークアクセス不能 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステムのネットワークと外部ネットワークとの接続が、限定さ

れた端末間、必要な通信のみ等、極小化されていることを確認すること。 
□ スマートメーターシステムのネットワークと外部ネットワークの接続点に防御装

置が設置されていることを確認すること。 

 

7 システムのセキュリティ 

7.1 システム設計 

目的： システムにおける不正な処理を防止し、情報の保護を行うため。 

対象：スマートメーター、コンセントレータ、HES、MDMS、ハンディターミナル 

管理策：スマートメーターシステムは原則として外部ネットワークやメディアと分離す

ること。システムにおいて、予め定められたプロセスのみが実行されるようにすること。

不正なコマンドが発行されないようにすること。事故や事象の予兆を検知可能な仕組み

を導入すること。 

7.1.1 外部との分離 

原則として、スマートメーターシステムは外部ネットワークと分離すること。メディ

アの接続を行わないこと。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 システムへの不正なアクセスやマルウェアの侵入により、情報が保護できない可能性

がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去 
・ 可用性：— 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステムが外部ネットワークと分離されていることを確認する。 
□ メディアの接続を行わない仕組みが導入されていることを確認する。 
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7.1.2 プロセス管理 

スマートメーターシステムの機器やシステムにおいて予め必要なプロセスを定め、定

められたプロセスのみが実行されるようにすること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 不正なプロセスの検知が行われず、サービスの継続に影響を与える可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：不正な処理の実行 
・ 可用性：サービス停止 

＜対策の評価＞ 

□ 機器やシステムにおいて必要なプロセスを予め定め、定められたプロセスのみが実

行されるような仕組みが導入されていることを確認する。 

7.1.3 コマンド管理 

 スマートメーターシステムの機器やシステムにおいて、不正なコマンドが発行されな

いような仕組みを導入すること。重要コマンドの操作は複数人で行う、コマンド発行回

数を制限する等の仕組みを導入すること。コマンド発行者の権限を限定すること。コマ

ンド発行の承認フローを定め、定められたフロー以外の承認がなされないような仕組み

を導入すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 不正なコマンドの検知が行われず、サービスの継続に影響を与える可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：不正な処理の実行 
・ 可用性：サービス停止 

＜対策の評価＞ 

□ 機器やシステムで発行されるコマンドが正しいものであることを確認し、不正なコ

マンド発行を防止する仕組みが導入されていることを確認する。 
□ 機器やシステムにおける重要コマンドの操作は複数人で行う、コマンド回数等の仕

組みが導入されていることを確認する。 
□ コマンド発行者が正しい権限を持っているか確認する仕組みが導入されているこ

とを確認する。 
□ 機器やシステムにおけるコマンド発行の承認フローが定められており、定められた

フロー以外の承認を防止する仕組みが導入されていることを確認する。 

7.1.4 システム監視 

スマートメーターシステムの機器やシステムの性能、稼働状況等を監視し、事故や事

象の予兆を検知可能な仕組みを導入すること。 
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＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 機器やシステムの事故・事象の予兆検知が行われず、システムの異常や停止が発生す

る可能性や、情報が保護できなくなる可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作、不正な処理の実行 
・ 可用性：機器の停止、サービス停止 

＜対策の評価＞ 

□ 事故や事象の予兆を検知するための機器やシステムの監視の仕組みが導入されて

いることを確認する。 

 

8 運用のセキュリティ 

8.1 システムの管理 

目的：スマートメーターシステムに関連する機器やシステムの真正およびセキュリティ

を保った運用を確実にするため。 

対象：スマートメーター、コンセントレータ、HES、MDMS、ハンディターミナル 

管理策：スマートメーターシステムにおける管理者アクセス権の割当を適切に行い、不

正行為がないことを確実にすること。マルウェアの侵入を防御する対策を実施すること。

セキュリティに影響を与える変更を適切に管理すること。ログを取得、保持し、定期的

に確認すること。 

8.1.1 管理者アクセスの管理 

 スマートメーターシステムにおける管理者権限は必要に応じて、個人に発行され、管

理されること。複数人で管理者権限を共有する場合は誰がその管理者権限を利用して業

務を遂行したかを確認する手順を明確にすること。管理者権限を利用した業務は全て記

録され、管理されること。管理者権限の逸脱がないかを監視し、システムにおいて不正

行為がないことを確実にすること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 利用されていない管理者権限の放置、複数人による管理者権限の利用による不正アク

セスや情報窃盗などの可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器やネットワークの停止 
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＜対策の評価＞ 

□ 管理者権限について認可された業務の一覧が作成されていることを確認する。その

文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 管理者権限が個人に対して発行されていることを確認する。 
□ グループで管理者権限を共有している場合は個別の作業が確認できる仕組みが構

築されていることを確認する。 
□ 管理者権限において実施された業務について記録され、その記録の監視および管理

が行われていることを確認する。その文書には、事実と相違ない情報が整理されて

記載されていることを確認する。 

8.1.2 マルウェア侵入防護 

 スマートメーターシステムにおける機器、システム、およびネットワークに対し、ネ

ットワーク経由及びメディア経由でのマルウェアの侵入を防御する対策を実施するこ

と。メディアを接続する場合は、マルウェアに感染していないことを複数の機器類で検

査すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 スマートメーターシステムへのマルウェアの侵入により、情報が保護できない可能性

や、正常なネットワークアクセスが確立できない可能性がある。マルウェア駆除に時間

を要すると、スマートメーターシステムが長期に渡り利用できない可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去 
・ 可用性：機器やネットワークの停止 

＜対策の評価＞ 

□ マルウェア検知の仕組みが導入され、 新の状態になっているか定期的に確認する。 
□ スマートメーターシステムに接続するメディアは予め 小限に定められ、マルウェ

アに感染していないことを複数の機器類（サンドボックス等）で検査してから接続

する手順となっていることを確認する。 

8.1.3 変更管理 

 スマートメーターシステムの機器やシステムにおける重要な変更を種別し、変更にお

ける影響などを管理すること。システムに与える影響などを考慮して変更の手順を策定

すること。特にサービス継続に影響を与える変更についてはサービスの稼働率を考慮す

ること。変更が適切に行われなかった場合のロールバックについても手順に含まれるこ

と。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 不正な変更の検知が行われず、情報が保護できない可能性や、サービスの継続に影響

を与える可能性がある。 
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・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器やネットワークの停止 

＜対策の評価＞ 

□ 機器やシステムの重要な変更について特定されていることを確認する。 
□ 変更の手順が明確になっていることを確認する。 
□ 手順通りに作業が実施されたことを記録から判断できることを確認する。 
□ 手順には変更が適切に行われなかった場合の復旧について記載されていることを

確認する。 

8.1.4 ログの取得と保護 

 ネットワーク、サーバ、端末等のスマートメーターシステムのログを取得し、保持し、

予め評価基準に基づいて証拠を文書化し、その証拠に基づいて定期的に認定すること。

ログは、改ざん及び認可されていないアクセスから保護すること。必要に応じて適切な

プライバシー保護対策を取ること。想定される脅威を踏まえ、脅威検知の目的のために、

収集するログの選別や検知ロジックの精査を行った上で、取得するログと保存期間を予

め設定しておくこと。ログによる監視から事故や事象の特定を迅速に行うこと。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 ログが適切に取得・保護されていないことにより、事故の検知が遅れ、サービスの継

続に影響を与えたり、再発防止などの改善が適切に行われなかったりする可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去、機器の不正な動作 
・ 可用性：機器やネットワークの停止 

＜対策の評価＞ 

□ ログについて評価基準に基づき証拠を文書化していることを確認する。その文書に

は、事実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 脅威検知の目的を明確化し、目的を踏まえた上で取得するログと保存期間を設定さ

れていることを確認する。 

8.2 機器の管理 

目的：機器に関連する事故の発生を予防、もしくは事故を迅速に検知し対応できるよう

にするため。 

対象：スマートメーター、コンセントレータ、HES、MDMS、ハンディターミナル 

管理策：スマートメーターに関連する機器全てを管理し、保護すること。機器の状態を

監視すること。 
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8.2.1 資産管理 

 スマートメーターシステムに関する機器は全て把握し、その存在について確認するこ

と。必要に応じて資産一覧を作成し、更新すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 機器の存在が把握できない場合、なりすましや、機器の不正な動作や紛失に気づかな

い可能性がある。 

・ 機密性：—  
・ 完全性：機器の不正な動作、紛失 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステムに関する機器の一覧が作成されていることを確認する。

その文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 機器一覧が適切に更新されていることを確認する。 

8.2.2 機器の監視 

 スマートメーターシステムに関する機器は全て把握し、機器が適切に作動しているこ

とを定期的に確認すること。機器の異常などに気がついた場合は、手順に従って修正・

交換等が行われること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 機器の存在が把握できない場合、なりすましや、機器の不正な動作や紛失に気づかな

い可能性がある。 

・ 機密性：—  
・ 完全性：機器の不正な動作・紛失 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステムに関する機器が監視され、期待した動作をしていること

を確認する仕組みが構築されていることを確認する。 
□ 期待した動作をしていない際に、定められた時間内に適切な修正や交換が行われる

ことができる手順を作成していることを確認する。 

8.2.3 機器の管理 

 スマートメーターシステムに関する全ての機器はライフサイクルにわたって適切に

管理され、必要に応じて保護を行うこと。機器は設置時に有効期間を設定し、有効期間

が終了し継続利用するときには再度有効期間を設定すること。有効期間が終了した機器

はすみやかに撤去すること。スマートメーターシステムに接続するメディアや機器にお

いても、内部持ち込み・外部持ち出しについて同等の管理を行うこと。 
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＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 機器の存在が把握できない場合、なりすましや、機器の不正な動作や紛失に気づかな

い可能性がある。 

・ 機密性：—  
・ 完全性：機器の不正な動作・紛失 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステムに関する機器に関する保護策が設定されていることを

確認する。 
□ 機器の有効期限について設定されていることを確認する。 
□ 機器の有効期限が過ぎた際の更新や撤去についてのルールが設定されていること

を確認する。 

8.3 データの管理 

目的：スマートメーターシステムのデータに関連する事故の発生予防、もしくは事故を

迅速に検知し対応できるようにするため。 

対象：スマートメーター、コンセントレータ、HES、MDMS、ハンディターミナル   

管理策：スマートメーターに関連するデータ全てを管理し、保護すること。 

8.3.1 データの定義 

 スマートメーターシステム上で利用または保管される全てのデータを把握し、帳票を

作成すること。全てのデータは情報管理規定に基づいて分類され、管理されること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 扱うデータが把握できない場合、データの漏洩等に気づかない可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去 
・ 可用性：情報の常時利用の不可 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステム上で利用または保管される全てのデータのカテゴリに

ついて記載された書類を確認する。その文書には、事実と相違ない情報が整理され

て記載されていることを確認する。 
□ 情報分類が適切に実施されているかを確認する。 
□ 情報管理規定にしたがって管理されていることを確認する。 
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8.3.2 データの管理 

 スマートメーターシステム上で利用または保管される全てのデータは、ライフサイク

ルにわたって適切に管理され、必要に応じて保護を行うこと。データを適切に保護する

ために暗号化を行うこと。データの保存・利用の際には、プライバシーに配慮すること。

データは作成時に有効期間を設定し、有効期間が終了するときには再度有効期間を設定

すること。有効期間が終了したデータはすみやかに廃棄またはアーカイブすること。保

護すべきデータの外部流出を防止すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 扱うデータが把握できない場合、データの漏洩等に気づかない可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報の改ざん・消去 
・ 可用性：情報の常時利用の不可 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステム上で利用または保管されるデータに関する保護策が設

定されていることを確認する。 
□ データの有効期限について設定されていることを確認する。 
□ データの有効期限が過ぎた際の廃棄やアーカイブについてのルールが設定されて

いることを確認する。 

8.3.3 データの移動 

 スマートメーターシステム上で利用または保管される全てのデータをシステムの内

外を問わず移動させた場合にデータの分類に基づいたルールが順守されること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 扱うデータが把握できない場合、データの漏洩等に気づかない可能性がある。 

・ 機密性：情報の漏洩 
・ 完全性：情報のデータ・消去 
・ 可用性：情報の常時利用の不可 

＜対策の評価＞ 

□ スマートメーターシステム上で利用または保管されるデータがどこにあっても定

められた保護が有効であることを確認する。 
□ データの移動によってデータ保護のライフサイクルが途切れることがないような

仕組みを構築していることを確認する。 
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9 物理セキュリティ 

9.1 施設及び機器の管理 

目的：スマートメーターシステムに関連する施設そのもの、または施設に設置される機

器やシステムを適切に保護するため。 

対象：スマートメーター関連機器が設置されている施設や場所 

管理策：スマートメーターシステムに関連するセキュリティ区画を明確にし、保護対象

となる施設及び区画について適切に保護すること。施設に設置される機器やシステムを

物理的に保護するために入退室管理を実施すること。 

9.1.1 セキュリティ区画 

 スマートメーターシステムにおける取り扱いに慎重を要するまたは重要な情報、機器、

システムのある施設を保護するために物理的なセキュリティ境界を設定すること。境界

については関係者が適切に判断することができるように文書化し、区画に応じたセキュ

リティの指針が示されていること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 保護が必要な区画を設定しない場合、その区画や内部に設置された機器の保護ができ

ない可能性がある。また、適切な業務設計を行うことが難しく、施設設計時に都度詳細

なリスクアセスメントを行わなければならない可能性がある。ぜい弱性が発覚した場合

にも、全ての区画についてリスクアセスメントを実施しなおさなければならず、対応が

遅れる可能性がある。 

・ 機密性：施設や機器への侵害 
・ 完全性：機器の紛失 
・ 可用性：機器の停止 

＜対策の評価＞ 

□ セキュリティ区画および境界が明確にされ文書化されている。その文書には、事実

と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 文書には区画に応じた一般的な対策が記載されている。その文書には、事実と相違

ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 一般的な対策はリスク評価の結果として記載されている。その文書には、事実と相

違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 一般的な対策には、予防だけではなく検知の手段（侵入検知し、それを防御する仕

組み）が提示されていることを確認する。その文書には、事実と相違ない情報が整

理されて記載されていることを確認する。 
□ 物理的な対策について、建築基準法や消防法などの関連する法律に準拠しているこ

とを確認する。 
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9.1.2 施設の管理 

 スマートメーターシステムに関連する施設については、その内外のセキュリティを確

保するためにセキュリティ設計を実施すること。自然災害、サイバー攻撃、事故または

内部不正に対する物理的な保護を設計し、適用すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 施設においてセキュリティを考慮した設計が行われない場合、施設内の機器や業務が

侵害される可能性がある。 

・ 機密性：施設への侵害 
・ 完全性：機器の紛失 
・ 可用性：機器の停止、業務停止 

＜対策の評価＞ 

□ セキュリティ区画および境界に応じた保護策が選択されていることを確認する。 
□ 主要な施設は一般の人のアクセスが避けられる場所に設置されていることを確認

する。 
□ 施設の中に配置される機器や実施される業務についても保護されていることを確

認する。 

9.1.3 入退室管理 

 スマートメーターシステムに関連する施設については、セキュリティを保つべき領域

は認可されたものだけにアクセスを許すことを確実にすること。適切な入退室管理によ

って保護すること。入退室に関する記録を行うこと。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 入退室に関する保護や記録を行わない場合、施設内の機器や実施される業務が侵害さ

れる可能性がある。 

・ 機密性：施設への侵害 
・ 完全性：機器の紛失 
・ 可用性：機器の停止、業務停止 

＜対策の評価＞ 

□ 物理的な入退室管理が行われていることを確認する。 
□ 個人を識別するために ID カードの利用や警備員の配置などが実施されていること

を確認する。 
□ 入退室に関する記録が適切に取得され、補完されていることを確認する。 
□ 電子的な入退室管理に合わせて、目視できるような物理的対策も実施していること

を確認する。 
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10 サービス継続管理 

10.1 サービス継続管理 

目的：スマートメーターシステムで展開されるサービスを継続的に提供するため。 

対象：スマートメーターシステムが提供するサービス 

管理策：スマートメーターシステムで展開される機能を定義し、それぞれの関連性を考

慮してサービス継続のための計画を構築すること。事故発生時の対応に関する周知や訓

練を定期的に行うこと。計画通りに実施されているかを定期的に確認し、改善の要否を

検討すること。 

10.1.1 計画 

 スマートメーターシステムで展開されるサービスの継続について、その計画にセキュ

リティの継続に関する内容が含まれていることを確認すること。セキュリティの継続が

事業継続に与える影響を検討し、事故発生時にセキュリティが維持されるように計画す

ること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 事故発生時におけるセキュリティの維持が行われないことで、ぜい弱性が露呈し、サ

ービス継続ができない可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：— 
・ 可用性：業務停止、サービス停止 

＜対策の評価＞ 

□ 事故発生時のセキュリティの維持について事業継続計画に関する文書に記載され

ていることを確認する。その文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載され

ていることを確認する。 

10.1.2 実施 

 スマートメーターシステムのセキュリティ管理責任組織は、事故発生時に、セキュリ

ティが確保されるレベルを決定し、それが実行されるための手順や対応策を確立し、文

書化すること。事故発生時の対応に関する周知や訓練を定期的に行うこと。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 事故発生時におけるセキュリティの維持が行われないことで、ぜい弱性が露呈し、サ

ービス継続ができない可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：— 
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・ 可用性：業務停止、サービス停止 

＜対策の評価＞ 

□ 事故発生時に確保すべきセキュリティレベルが決定されていることを確認する。そ

の文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確認する。 
□ 事故発生時に実施するセキュリティ対策が手順化され文書化されていることを確

認する。その文書には、事実と相違ない情報が整理されて記載されていることを確

認する。 
□ 事故発生時の対応について周知や訓練が行われているかを確認する。 

10.1.3 改善の提案と報告 

 スマートメーターシステムのセキュリティ継続のための計画及び手順が目的を達成

することができることを定期的に確認し、検証すること。必要に応じて、改善策を検討

すること。 

＜対策を実施しない場合の影響の例＞ 

 計画が有効でない場合、実施したセキュリティ対策が実行できず、サービス継続がで

きない可能性がある。 

・ 機密性：— 
・ 完全性：— 
・ 可用性：業務停止、サービス停止 

＜対策の評価＞ 

□ セキュリティ継続のための計画及び手順が定期的に見直される仕組みが提供され

ていることを確認する。 

 


