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1. 調査の背景・目的 

1.1. 背景 

経済産業省では、第四次産業革命の技術変化を踏まえ、データ連携を中心とする Connected 

Industries と、それに対応したデータ利活用を促進する制度などの新たな経済社会システムの

構築を通じて、サイバー空間と実空間が高度に融合した Society5.0 の実現を目指しているとこ

ろ。世界的に見ても CPS/IoT のグローバルな市場規模は足元の 194 兆円(2016 年)から 2030 年

までに 404.4 兆円まで倍増すると見込まれている。 

また、家庭内のエネルギーを適正に管理する HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステ

ム）をめぐり、欧米では SEP2.0（Smart Energy Profile 2.0）、日本では ECHONET-Lite（エ

コーネットライト）等、通信プロトコルに関する規格開発が行わるなど、IoT 製品に関する仕組

みづくりが行われている。 

こうした産業構造の変化の中、現状、社会的関心を引くような IoT 製品による消費者の生命

身体へ脅威を及ぼす事故は見受けられていない。しかしながら、家庭内の電気製品においても、

スマートフォン等による遠隔操作が行われるなど社会的な需要も高まってきている一方で、ソ

フトウェアやセンシング不良、外部からの攻撃等により、IoT 製品が消費者の生命身体へ脅威

を及ぼす事故を発生させるリスクも考えられる。 

他方、電気用品等製品に対して規制している製品安全関連法（電気用品安全法、消費生活用製

品安全法、PL 法等）は、ハードウェアの欠陥に起因する製品事故の防止や救済の目的で整備さ

れてきており、ソフトウェアやデータ不良、複合的なシステムの相互作用が製品事故を引き起

こすリスクに対して現行法が必ずしも十分に整備されているとは言い切れない。 

 

1.2. 目的 

このような状況を踏まえ、国内外の電気用品等製品の IoT 化（人工知能（AI）の活用を含む。

以下「IoT 化等」という）を起因としたトラブル、事故等について情報収集し、将来（３～５年

後）懸念される IoT 化等が考えられる電気用品等製品の利用に伴うリスクやユースケースを体系

的に整理・検討するとともに、IoT化等された若しくは IoT化等が考えられる電気用品等製品に

対する規制や業界規格の策定等に関する国内外の政府・事業者の動向調査も行い、今後の電気

用品等製品の IoT 化等に係る製品安全確保の在り方について検討した。 

 

1.3. 事業概要 

 

事業 1：電気用品等製品の安全性確保に係る実態調査 

事業 2：IoT 化等された製品に関するトラブル、事故の実態調査 

事業 3：IoT 化等が考えられる電気用品等製品において今後想定される消費者の生命、身体への危

害発生等のリスクシナリオ及びユースケースの整理・検討 

事業 4：IoT 化等された若しくは IoT 化等が考えられる電気用品等製品の安全に関する海外政府・

産業界等の動向調査 

事業 5：IoT 化等が考えられる電気用品等機器に係る消費者の生命、身体への危害発生の防止を図

るための製品安全の確保の在り方に関する検討 
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2. 事業実施方法 

2.1. 事業 1：電気用品等製品の安全性確保に係る実態調査 
 

(1) 公知文献の調査 

インターネット、業界紙、学会誌・論文集・予稿集等を調査し、IoT 化等された電気用品等製

品を製造する国内外の事業者の、製品安全確保に対する先進的な取組みを抽出した。 

 

(2) 国内事業者へのヒアリング調査 

 対象事業者の選定 

ヒアリング調査の対象とする「IoT 化等された若しくは IoT 化が考えられる電気用品等製品を

製造する国内企業」を 10 社選定した。 

 

 調査項目の設計 

ヒアリング調査事項については、(2)と同様に、以下の通り設計した。 

i. 電気用品等製品の安全確保にあたり重視している理念、規範、設計思想、達成目標等に係

る指針 

※特に、リスクアセスメントへの取組姿勢 

ii. 電気用品等製品に組み込んでいる安全装置 

iii. IoT 対応済もしくは計画している製品。左記の背景や戦略 

iv. 電気用品等製品の IoT 対応を思い止まらせている要因 

a. 外的要因 

（例：法制度上の制限、IoT 対応製品に対する安全規格が未だ整備されていない、 

 IoT 対応製品に対する安全指針・基準（ガイドライン等）が未だ整備されていない等） 

b. 内的要因 

  （例：経営方針、社内ルール、技術上の問題、専門人材の不足等） 

v. サイバー攻撃による「人に危害を及ぼす可能性のある脆弱性やトラブル・事故」の把握等

の有無（自社、他社を問わず） 

vi. 注視している海外動向（先進的な取組や政策動向等） 

vii. 欧州の IoT 対応コンシューマプロダクトへの PL 法適用の動向に対する所感 

viii. 電気用品等製品の安全性に係る第三者検査を実施する契機 

ix. IoT 機能を、リコール製品の場所の特定や、寿命を過ぎた電気用品等製品の使用制限に積

極的に活用することへの関心 

 

v については、後述の「事業 2：IoT 化等された製品に関するトラブル、事故の実態調査」の

「2.2(2) IoT 化等された若しくは IoT 化等が考えられる製品を製造する国内事業者へのヒアリ

ング調査」、vi 及び vii については「事業 4：IoT 化等された若しくは IoT 化等が考えられる電

気用品等製品の安全に関する海外政府・産業界等の動向調査」全般、さらには、ix については

「事業 3：IoT 化等が考えられる電気用品等製品において今後想定される消費者の生命、身体へ

の危害発生等のリスクシナリオ及びユースケースの整理・検討」の「2.3(2) リコール対応/寿命

に達した製品の使用停止に対する将来の対応改善の方向性の整理」に、それぞれ該当する設問項

目とすることで、一度のヒアリングで複数の事業の調査対象をカバーできるようにした。 

 

 ヒアリングの実施 

これらの調査項目について、(2)で選択した国内企業に対し、順次ヒアリングを実施した。 
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(3) 調査結果 

(1)及び(2)の調査結果を取りまとめ、後述する有識者検討委員会で報告及び議論した。(1)につ

いては第 1 回検討会、(2)については第 2 回検討会でそれぞれ報告した。 

 

2.2. 事業 2：IoT 化等された製品に関するトラブル、事故の実態調査 
 

(1) 公知文献の検索・収集 

以下について、国内外で発生したトラブル・事故事例（製品が IoT 化された環境で受けた影

響によって生じたものであって、インターネット等外部からの影響が大きいもの）を公知文献

から検索の上、収集を行った。 

・製品安全に関する各法が定める人の生命・身体に危害を与えうる製品 

・自動運転車・その他の電動の移動手段、医療・ヘルスケア機器等 

 

検索する公知文献は、CCDS が蓄積したノウハウを踏まえ、以下を中心とした。 

・各種製品事故事例データベース 

・IT 系専門インターネットメディア（Itmedia、インターネットウォッチ、WIRED、ITPro 等）

の記事 

・その他、その他新聞・雑誌の記事、専門家の研究論文 

 

 

(2) IoT 化等された若しくは IoT 化等が考えられる製品を製造する国内事業者へのヒアリング調

査 

先述の通り、「事業 1：電気用品等製品の安全性確保に係る実態調査 2.1(2)国内事業者への

ヒアリング調査」にて 10 社に対して実施したヒアリングで、確認・収集した。 

 

(3) 調査結果 

(1)及び(2)の方法で集約した IoT 化等された製品/IoT 化等が考えられる製品のトラブル・事

故事例を、以下の項目に沿って整理することを想定していたが、実際に IoT 化による製品のト

ラブル・事故事例は見つからなかった。 

・トラブル・事故等の概要 

・トラブル・事故等に至った主な原因 

・責任の所在 

・事故後の製品への対応等 

 

 

2.3. 事業 3：IoT 化等が考えられる電気用品等製品において今後想定される消費者

の生命、身体への危害発生等のリスクシナリオ及びユースケースの整理・検討 
 

(1) 事業者の取組実態と今後の予定に基づく将来のリスクシナリオ/ユースケースの想定 

「事業 1：電気用品等製品の安全性確保に係る実態調査」で取りまとめた事業者のスリース

テップメソッドに基づく対策、IoT 化等関連の対策への取組の現状と今後の予定に基づき、始
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めに想定して実態調査で検証を行ったリスクシナリオのうち、3～5 年後にはどれが顕在化す

るかを分析・推定して、リスクシナリオの種別に基づいて体系化して整理を行った。 

さらに、顕在化すると見込まれるリスクシナリオに従ってどのような危害が発生するかにつ

いて想定し、3～5 年後の IoT 化が考えられる製品のトラブル・事故に関するユースケースを

検討した。 

 

(2) リコール対応/寿命に達した製品の使用停止に対する将来の対応改善の方向性の整理 

現在、リコールになった製品の回収、寿命を過ぎた製品の使用停止への対応が大きな課題

となっている。左記を踏まえ、リスクシナリオとは少し異なるが、リコールになった製品や

寿命を過ぎた製品によって人の生命・身体に危害が生じるユースケースについても検討し、I

oT の監視機能や遠隔からの操作停止・保護機能を活用することで、リスクをどのように低減

できるかについても検討を行った。 

先述の通り、「事業 1：電気用品等製品の安全性確保に係る実態調査 2.1(2)国内事業者への

ヒアリング調査」にて、「IoT 機能を、リコール製品の場所の特定や、寿命を過ぎた電気用品

等製品の使用制限に積極的に活用することへの関心」といったヒアリング項目を設けて、10 社

に対し確認した。左記調査結果から、以下について取りまとめた。 

・IoT 化により、リコール対象製品の所有者や場所を特定する取組についての考え方 

・IoT 化により、寿命に達した製品から通知を受ける/一時的に停止させる取組についての考え方 

 

(3) 検討結果 

(1)及び(2)について、後述する有識者検討委員会で報告及び議論しつつ、3～5 年後に向けて

政府としてどのような取組を推奨していくのが望ましいのかについて検討を行った。 

 

2.4. 事業 4：IoT 化等された若しくは IoT 化等が考えられる電気用品等製品の安全

に関する海外政府・産業界等の動向調査 
 

主に欧米の産業界（業界団体、先進企業）を対象として、IoT 化等された若しくは IoT 化が考

えられる電気用品等製品について、公知情報調査及びヒアリングによる調査を実施した。また、

取組内容には地域差が見られるため、既に述べたとおり、米国では「危惧されるハザードの具体

化」、欧州では「IoT 製品の事故に関する責任と PL 法/リコール制度の適用」、中国では「IoT

製品の認証制度」に重点を置き、調査を行った。 

 

(1) 公知情報調査 

調査にあたっては、インターネット検索によって情報を収集したほか、弊社が契約を有する

商用の記事データベース等についても検索を実施し、必要な情報を収集した。 

 

(2) 国内ヒアリング調査 

先述の通り、「事業 1：電気用品等製品の安全性確保に係る実態調査 2.1(2)国内事業者への

ヒアリング調査」にて、「注視している海外動向（先進的な取組や政策動向等）」「欧州の IoT 対

応コンシューマプロダクトへの PL 法適用の動向に対する所感」といったヒアリング項目を設
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 けて、10 社に対し確認した。 

 

(3) 海外ヒアリング調査 

米、欧、国家連合（EU、ASEAN）、欧米中の産業界（業界団体、先進企業）を対象として、

IoT化等された若しくは IoT化が考えられる電気用品等の製品安全に関する以下の項目につい

て、海外ヒアリング調査を実施した。 

i. 法令 

a.  設計時の要求 

・IoT 化に伴い設計時に新たに要求すべき事項 

・IT/セキュリティ設計におけるバイデザインの要求 

 

b.  遠隔操作に関する規制 

・IoT 化推進に伴う遠隔操作に関する規制方針の変化 

 

c.  製造物責任 

・IoT 化されることに伴う製造物責任の考え方の変化 

 

d.  流通時の対策 

・リコール/寿命を越えた製品の使用停止に関する IoT を活用した新しい制度の可能性 

 

ii. 国の規格・自主企画・国際標準規格 

a.  認証制度 

・国家が行う IoT 化された製品の認証とその範囲 

 

b.  保護/安全装置の防護 

・保護/安全装置がサイバー攻撃を受けて無力化されないための技術要件等 

 

iii. 国の基準・ガイドライン・自主基準 

a.  サイバー攻撃の影響範囲 

・サイバー攻撃を受けて危険源、危険状態、危害がどう変化するかの考え方 

 

b.  設計手法 

・スリーステップメソッドとサイバーセキュリティ対策の融合 

 

c.  保護/安全装置の防護 

・保護/安全装置がサイバー攻撃を受けないための設計手法、検査手法等 

 

d.  リスクアセスメント 

・IoT 化された製品に対するリスクアセスメント手法 

 

e.  使用上の情報の提供 

・IoT 化された製品における「使用上の情報の提供」の望ましい実施方法 
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f.  設計人材の育成 

・製品安全と IT/セキュリティの両方が分かる人材の育成または設計時からの IT/セキュリティ技

術者との連携 

 

g.  マネジメントシステム 

・製品安全確保と IT/セキュリティ対策の両方が融合したマネジメントシステムの考え方 

 

(4) 調査結果 

(1)(2)及び(3)について、調査結果を取りまとめ、後述する有識者検討委員会で報告及び議論

した。 

 

2.5. 事業 5：IoT 化等が考えられる電気用品等機器に係る消費者の生命、身体への

危害発生の防止を図るための製品安全の確保の在り方に関する検討 
 

(1) 構成員 

構成員（座長及び委員）は図表 1 の通り。 

図表 1 構成員一覧 

No 座長/委員 氏名(敬称略) 所属・役職等 

1 座長 向殿 政男 明治大学名誉教授 

2 委員 有村 浩一 
一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター

(JPCERT/CC) 常務理事 

3 委員 梶屋 俊幸 
一般社団法人セーフティグローバル推進機構理事 

IEC/IECEE CMC（認証管理委員会）代表委員 

4 委員 源田 浩 
三井住友海上火災保険株式会社 公務開発部 部長

（企画開発担当） 

5 委員 後藤 厚宏 情報セキュリティ大学院大学 学長 

6 委員 住谷 淳吉 
一般財団法人 電気安全環境研究所(JET)  

経営企画部 部長 

7 委員 高橋 茂樹 
コンサルタント 

（元国際電気標準会議（IEC）WG 座長） 

8 委員 升田 純 升田法律事務所 代表弁護士 

9 委員 森 亮二 弁護士法人 英知法律事務所 弁護士 

10 委員 渡部 利範 株式会社テクノクオリティー 代表取締役社長 

 

また、同様に以下に示す業界団体及び経済産業省の関連部署にもオブザーバーとして参画いた

だた。 
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・一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA） 

・一般社団法人日本電機工業会（JEMA） 

・一般社団法人日本ガス石油機器工業会（JGKA） 

・独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE） 

・独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 

・経済産業省 産業保安グループ製品安全課 

・経済産業省 商務情報政策局サイバーセキュリティ課 

・経済産業省 商務情報政策局情報産業課 

 

事務局は株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所が担当した。 

 

(2) 開催日程・場所 

1) 日程 

・第 1 回 … 平成 30 年 11 月 2 日（金）10：00～12：00 

・第 2 回 … 平成 31 年 2 月 8 日（金）10：00～12：00 

・第 3 回 … 平成 31 年 3 月 8 日（金）10：00～12：00 

 

 2) 場所 

経済産省本館 17 階第 2 特別会議室 
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3. 事業実施結果 

「2.事業実施方法」に対応する形で記載している。 

 

3.1. 事業 1：電気用品等製品の安全性確保に係る実態調査 

(1) 公知文献の調査 

 家電をめぐる環境変化 

機器のネットワーク化が進行し、他の製品・サービスとの連携による⾼度化からプラットフ

ォームへの情報集約とデータのマルチユースへと更なる進化が見込まれている1。 

従来は個々の機器の高機能化が、顧客の効用や満足度の向上に資するものであった。 一方、

 現在の家電の機能は一定レベルまで達しており（例：人感センサー付きエアコン、お掃除ロボ

ット等）、更なる高機能化によって得られる効用は逓減しつつある。 

また、近年はスマートフォンが暮らしに欠かせない機器の代表的存在になっている。スマート

フォンを介して操作をすることは勿論、得たデータを集約、ディープラーニング等によって解

析することで、より個人のニーズを先読みする“Context Awareness”技術が登場している。

単にデータを集めるのではなく、人の思考や行動パターンと結びついた形でデータを解析する

ことで、次に人が何を望むかを先読みし、新たな製品・サービス提供につなげるビジネスが生

まれつつある。 

現状では、家庭内の暮らしに関するデータついては、スマートフォンによってもなお収集・

分析しきれていない。スマートフォン以外にも、Google や Amazon 等が音声アシスタントデバ

イス（ Home や Amazon Echo）を介して、家庭内のコントロールタワーを巡る争いに参入し

ている。 

 

 スマートホーム、スマート家電のコンセプトの発展 

現在は一部の機器のみがスマートホーム・ハブに接続されている状態であり、AI の機能もま

だ未熟である。近い将来には、大部分の新製品がハブへの接続機能を持ち、機能・サービスの

パーソナライズ化が進むと予想されている2。 

また、今後はスマートフォンにより、家や家電は外から容易にコントロールできるようになる

と予想されている3。いつでもどこでもアプリケーションを操作でき、タッチ操作や音声入力に

も対応したユーザ･インターフェイスも増えており、パーソナル･アシスタント機能を持ち、ユー

ザの個別の要望とニーズを予測する学習機能を持つ機器も増えている。 

現在、各メーカーでは、アプリを活用してスマートフォンで操作・コントロール、各種設定を

可能にする家電を中心に製品化が進められており、一部、AI を搭載した製品をラインナップし

ているメーカーも存在する（図表 2）。海外では独自のプラットフォームを活用し、既に異なる

メーカーとのコネクティビティを広げる方向でパートナーを拡大している。 

                                                   
1 戦略分野の検討 「スマートに暮らす」 （討議資料：抜粋版）平成 28 年 12 月 22 日 産業構造審議会 新産

業構造部会 事務局 
2 AT カーニー 「スマートホーム･ビジネス戦略構築の必須条件」P16 

https://www.atkearney.co.jp/documents/4409500/15790639/The+Battle+for+the+Smart+Home+Open+to+All_

J.pdf/cf1e5651-19a0-ce75-0b49-18b21d6bb00a 
3 JEITA｢スマートホームで暮らしが変わる｣ https://www.jeita.or.jp/japanese/public/pdf/20170404.pdf 

https://www.atkearney.co.jp/documents/4409500/15790639/The+Battle+for+the+Smart+Home+Open+to+All_J.pdf/cf1e5651-19a0-ce75-0b49-18b21d6bb00a
https://www.atkearney.co.jp/documents/4409500/15790639/The+Battle+for+the+Smart+Home+Open+to+All_J.pdf/cf1e5651-19a0-ce75-0b49-18b21d6bb00a
https://www.jeita.or.jp/japanese/public/pdf/20170404.pdf
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図表 2 各メーカーにおける家電の IoT 化取組の方向性 

 
※いずれも 2018 年 10 月末時点の各メーカーホームページからの閲覧情報に基づく。 

 

(2) 国内事業者へのヒアリング調査 

平成 30 年 10 月から平成 31 年 1 月の間に、10 社に対するヒアリングを実施した。 

 

(3) 調査結果 

 

(ア)  安全確保にあたり重視している理念、規範、設計思想、達成目標等に係る指針 

ほぼ全てのメーカーが経産省や事業者団体のガイドラインに基づいた製品安全に係るガバナ

ンスをグループ含めて確立している。他方、リスクアセスメントの水準は差異がみられ、特に I

oT 対応に際しての再実施に至っていない企業も存在した。 

 

(イ)  電気用品等製品に組み込んでいる安全装置 

特に火災に対する物理的な安全装置の全ての電気用品等製品への組み込みは、全てのメーカ

ーが実施していた。 

 

(ウ)  IoT 対応済もしくは計画している製品に関する状況 

一部のメーカーは、あらゆる家電を IoT 対応により連携させたり、ネットのオンラインサー

ビスを利用可能とする「スマート・ホーム」の構想に基づき、ソフトウェアやサイバーセキュリ

ティの専門家を関与させつつ、家電製品の IoT 化を推進している。 

 

(エ)  電気用品等製品の IoT 対応を思い止まらせている要因 －①外的要因 

求められる安全水準や個人情報保護に関するガイドラインが整備途上であること、事故発生

時の責任分界の困難さ、WiFi の一般家庭への普及率が低いことといった意見があった。 

 

(オ)  電気用品等製品の IoT 対応を思い止まらせている要因 －②内的要因 

開発能力面でのハードルは高くないものの、機能追加のコストを回収を可能とするような新

たな価値を、一般消費者に遡及することが困難であると多くのメーカーが考えている。 

 

(カ)  電気用品等製品の安全性に係る第三者検査を実施する契機 

電気用品等製品全般に対して、S マーク認証、欧州や米国の認証を取得するために実施して

いるといったメーカーが多く存在した。安全品質水準が特に高いメーカーからは、結果的に大

多数の製品に対して実施しているとの回答があった。 

メーカー 日立 パナソニック 東芝 三菱電機 シャープ SUMSUNG B/S/H LG

URL

https://getnavi.j
p/homeappliance
s/225568/

https://panasoni
c.jp/pss/

https://www.tos
hiba-
lifestyle.co.jp/livi
ng/smart/

http://www.mits
ubishielectric.co.j
p/consumer/appl
ication/

https://cocoroplu
s.jp.sharp/
http://www.shar
p.co.jp/brand/vi
sion/aiot/about/

https://www.sa
msung.com/us/

https://www.bos
ch.co.uk/

https://www.lg.c
om/us/experienc
e-tvs/smart-
entertainment

備考

Wi-Fi接続でスマホ
操作できるモデルを
「コネクテッド家電」と
して製品化している。

家電にスマホをタッチ
してエコ情報の確認
やレシピ検索、各種
設定が可能な製品を
発表している。

クラウドを利用して外
出先からコントロール、
故障予知診断、見
守りサポート等を実
施する製品等を発表
している。

ME.APPを使ってスマ
ホでエアコン操作、炊
飯設定、音声認識に
よるリモコン操作をす
る家電を製品化して
いる。

AIでお客様の行動や
好みを学習、それぞ
れに適したサービスや
使い方を提案し、ひと
りひとりに最適化した
家電を提案している。

独自のAIアシスタント
「Bixby」によるホーム
ネットワーク制御に注
力。2020年までにス
マート家電製品をす
べてOCF
(OPEN 
CONNECTIVITY 
FOUNDATION）
対応予定である。

独自のプラットフォー
ム「Bosch Home 
Connect」アプリで、
ユースマートフォンやタ
ブレット端末から家電
製品を操作することが
可能となっている。

100種類以上のIoT
家電を販売。
「SmartThinQ」とい
う独自のプラットフォー
ムを使って異なるメー
カーとのコネクティビ
ティを広げる。（一部
グーグルアシスタント、
クロームキャスト、アマ
ゾンアレクサ対応）
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3.2. 事業 2：IoT 化等された製品に関するトラブル、事故の実態調査  

(1) 公知文献の検索・収集 

 検索・収集の方法 

国内外で発生したトラブル・事故事例（製品が IoT 化された環境で受けた影響によって生じた

ものであって、インターネット等外部からの影響が大きいもの）を公知文献から検索の上、収集

を行った。 

収集した事例の観点は以下のとおりである。 

・製品安全に関する各法が定める製品のうち、人の生命・身体に危害を与えうる製品 

・自動運転車・その他の電動の移動手段、医療・ヘルスケア機器等 

 

検索する公知文献は、以下（図表 3）を確認した。 

 

図表 3 確認した資料の例 

N

o 

項目 調査先 URL 

1 各府省・関連

団体の事故

事例データ

ベース 

経済産業省事故事例データベー

ス 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/indus

trial_safety/sangyo/hipregas/jikoboushi/database.

html 

2 NITE 製品事故 100 選 http://www.nite.go.jp/jiko/journal/index.html 

3 NITE 事故事情報・リコール情報

データベース 

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/index.html 

4 事故情報 消費者庁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_saf

ety/child/project_006/ 

5 消防庁事故事例・事故統計資料 https://www.fdma.go.jp/relocation/neuter/topics/fi

eldList4_16/jiko_shiryo.html 

6 移動支援ロボット ～ 交通用具

(公道上)  交通事故統合データ

ベース (ITARDA) 

http://www.itarda.or.jp/ 

7 医療事故情報収集等事業 (厚労

省)  医療事故／ヒヤリ・ハット

報告事例検索（(公財)日本医療機

能評価機構） 

http://www.med-

safe.jp/mpsearch/SearchReport.action 

8 事故事例データバンク http://www.kokusen.go.jp/jikojoho_db/ 

9 NISC（内閣サイバーセキュリテ

ィセンター） 

https://www.nisc.go.jp/security-site/ 

10 サイバーセキュリティ戦略本部 https://www.nisc.go.jp/conference/cs/index.html 

11 （一社）重要機器連携セキュリテ

ィ協議会（CCDS） 重要生活機器

の脅威事例集 Ver.1.2 

https://www.ccds.or.jp/public/document/other/CC

DS_CaseStudies_v1_2.pdf 

12 重要生活機器の脅威事例集 2016

年度 

https://www.ccds.or.jp/public/document/other/CC

DS_CaseStudies_2016.pdf 

13 海外政府に

おける事故

事例データ

ベース 

CONSUMER 

PRODUCTSAFETY 

COMMISSION（CPSC）全米傷

害 調 査 電 子 シ ス テ ム

（ NationalElectronicInjurySur

veillanceSystem） 

https://www.cpsc.gov/Research--Statistics/Injury-

Statistics 

14 全米消費者苦情データベース https://www.saferproducts.gov/Default.aspx 

15 欧州委員会障害データベース

IDB: Injury Data Base 

https://ec.europa.eu/health/indicators_data/idb_en 

16 メーカーの

事故事例発

表情報 

事 故 事 例 イ ン デ ッ ク ス

（Panasonic） 

https://www.panasonic.com/jp/support/kaden/case

.html 

17 IT 系専門イ Itmedia https://www.itmedia.co.jp/ 

18 インターネットウォッチ https://internet.watch.impress.co.jp/ 
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N

o 

項目 調査先 URL 

19 ンターネッ

トメディア 

WIRED https://wired.jp/ 

20 ITPro https://tech.nikkeibp.co.jp/it/atcl/column/14/09010

0053/ 

21 その他新聞・雑誌の記事、専門家の研究論文 

 

 

 検索・収集の結果 

検索・収集を実施した結果、国内外で発生したトラブル・事故事例（製品が IoT 化された環境

で受けた影響によって生じたものであって、インターネット等外部からの影響が大きいもの）は

見つからなかった。 

ただし、いくつか脆弱性は指摘されており、今後の動きを注視する必要がある。 

将来的な関連が考えられる脆弱性の事例を抽出・整理した結果を以下に示す（図表 4、図表 5、

図表 6）。 

 

図表 4 家電製品等に関する脆弱性の例 

分類 脆弱性 脅威 サーモスタットを乗っ取り空調温度を自由に設定できる脆

弱性 

情報源 ネットニュース（2017年 7月） 

https://thenextweb.com/insider/2017/07/21/hacker-remotely-raises-home-

temperature-12oc-22of-smart-thermostat/#.tnw_YKx2Vh4X  

概要 欧米では家庭でも多く使われているサーモスタット（温度を監視し、快適な温度

に維持するようにエアコン・ヒーター等の動作を調節する装置）の制御を乗っ取

り、温度設定を 23℃から 35℃に変更できることを示した。 

分類 脆弱性 脅威 スマートプラグの不正操作 

情報源 McAfee公式ブログ（2018年 8月） 

https://blogs.mcafee.jp/wemo-vulnerability  

概要 WiFi接続できるスマートプラグ（Belkin 社製）を乗っ取り、スイッチをオフに

したり、過負荷を掛けることができることを発見した。また、家庭内の WiFiネ

ットワークに不正アクセスする踏み台として悪用し、他の家電製品（TV）の電源

ON/OFFを行うこともできた。 

分類 事故 脅威 電動スケートボードやトスライダーのコントロールを不

正に奪取できる脆弱性 

情報源 DEFCON 23：Hacking Electric Skateboards: Vehicle Research For Mortals

（2015年 4月） 

wired ： http://www.wired.com/2015/08/hackers-can-seize-control-of-

electric-skateboards-and-tossriders-boosted-revo/  

https://thenextweb.com/insider/2017/07/21/hacker-remotely-raises-home-temperature-12oc-22of-smart-thermostat/#.tnw_YKx2Vh4X
https://thenextweb.com/insider/2017/07/21/hacker-remotely-raises-home-temperature-12oc-22of-smart-thermostat/#.tnw_YKx2Vh4X
https://blogs.mcafee.jp/wemo-vulnerability
http://www.wired.com/2015/08/hackers-can-seize-control-of-electric-skateboards-and-tossriders-boosted-revo/
http://www.wired.com/2015/08/hackers-can-seize-control-of-electric-skateboards-and-tossriders-boosted-revo/
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概要 メルボルンの交差点に向かって電動スケートボードに乗っていたところ、突然

ボードが停止して、乗っている人が投げ出されるという事故が発生。これは、ス

ケートボードが携帯型リモコンから Bluetooth 経由で駆動コマンドを送信して

制御されていたため、ノイズにより制御不能に陥ったことが原因である。さら

に、近くから制御を完全に奪取できることも示された。 

分類 脆弱性 脅威 ロボット掃除機の不正操作 

情報源 Japan Vulnerability Notes：JVNDB-2017-000238 

https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2017/JVNDB-2017-000238.html  

概要 ロボット掃除機にセッション管理不備の脆弱性が存在。悪意あるリクエストを

送信することで、任意の操作の実行や情報の漏えい、改ざんを行うことができる

ことを示した。 

分類 脆弱性 脅威 エアコンの不正 ON/OFF 

情報源 カペルスキーの Webサイト（2016年 3月） 

https://blog.kaspersky.co.jp/air-conditioner-hack/10458/  

概要 米国の一部公益事業者では、電力消費のピーク時に電力会社側でエアコンを切

ることに同意した消費者に対し、年間最大 200 ドルの値引きを提供している。

各地域のセンターのオペレータがエアコンをオン/オフするコマンドを特定の

無線周波数で送信するが、その中継局を乗っ取られる脆弱性が存在した。中継局

を乗っ取り、より強い信号を発信すれば、中継局の制御を奪い、不正にエアコン

を ON/OFFできる。電力需要のピーク時に近隣のエアコンを一気にオンすると、

地域全体が停電する恐れがある。 

 

 

図表 5 自動車に関する脆弱性の例 

分類 事故に至るソ

フトウェア不

具合 

脅威 自動運転車による死亡事故の発生 

情報源 ネットニュース（2018年 5月） 

https://www.excite.co.jp/news/article/Gizmodo_201805_cause-of-uber-

death-accident/  

概要 米国アリゾナ州テンピで Uberの自動運転実験車が車道を横断中の女性をはねて

死亡させる事故が発生した。車のカメラや LIDAR（物体までの距離を計測する技

術）はすべて正しく機能していたが、センサーで検知した物体のうち無視して

OK なものとそうでないものをソフトウェアで判定する基準の感度設定が「無視

して OK」寄りでありすぎたという不具合が報告されている。 

分類 脆弱性 脅威 車両システムの安全上重要な機能を遠隔で乗っ取ること

ができる脆弱性 

https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2017/JVNDB-2017-000238.html
https://blog.kaspersky.co.jp/air-conditioner-hack/10458/
https://www.excite.co.jp/news/article/Gizmodo_201805_cause-of-uber-death-accident/
https://www.excite.co.jp/news/article/Gizmodo_201805_cause-of-uber-death-accident/
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情報源 研究論文（2015年 8 月） 

http://illmatics.com/Remote%20Car%20Hacking.pdf  

概要 ジープチェロキーの車載マルチメディアシステムのコントローラを踏み台とし

て CAN バスに接続できる別のコントローラ（V850 コントローラ）を掌握し、不

正なコマンドを CAN バスに送信することで、車に搭載されているコンポーネン

ト（ハンドル、エンジン、トランスミッション、ブレーキシステム等）をすべて

自在に操作できることを示した。 

分類 脆弱性 脅威 車両システムの安全上重要な機能を遠隔で乗っ取ること

ができる脆弱性 

情報源 ネットニュース（2016年 9月） 

https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/20/tesla-model-s-

chinese-hack-remote-control-brakes  

概要 中国の研究者が、Telsa Model S の遠隔制御を乗っ取り、12マイル離れた所か

らブレーキ、ドアロック、ダッシュボードコンピュータのスクリーン、その他の

電子制御されている機能を不正操作できることを示した。 

分類 脆弱性 脅威 自動車洗車機の不正操作 

情報源 Web ニュース（2017年 7月） 

https://www.theregister.co.uk/2017/07/27/killer_car_wash/  

概要 自動車洗浄機のすべての機構を不正に制御し、安全装置を無効化できることを

示した。例えば、機械的な防壁が設置されていなければ、洗車用の回転アームを

所定位置よりも下に下げ、車の上部を破壊することもできる。 

分類 脆弱性 脅威 タイヤ空気圧モニター（TPMS）の無線通信を傍受し、警告

灯を不正に操作できる脆弱性 

情報源 MIT テクノロジーレビュー 

https://www.technologyreview.com/s/420168/wireless-car-sensors-

vulnerable-to-hackers/  

概要 米国では 2007年からタイヤ空気圧監視システム（TPMS）の装着が義務化されて

いる。TPMS の通信プロトコルを解析し、車両毎に 32 ビットの固有 ID が割り当

てられていることを発見。この IDを用いて車両を追跡したり、誤った計測デー

タの送信を行って警告灯を誤作動させることが可能であることを示した。 

分類 脆弱性 脅威 LIDARを乗っ取り、自動運転車を不正操作（強制的に減速・

停止）できる脆弱性 

情報源 Japan Vulnerability Notes（2015年 9月） 

https://jvn.jp/vu/JVNVU97593732/index.html  

概要 自動運転車の屋根の上で周囲の状況をスキャニングする LIDAR がレーザーを用

いて乗っ取られる脆弱性が発見された。距離計測データを改ざんすることで、自

動運転車を強制的に減速させたり、停止したまま動かなくさせたりすることが

できる。 

 

http://illmatics.com/Remote%20Car%20Hacking.pdf
https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/20/tesla-model-s-chinese-hack-remote-control-brakes
https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/20/tesla-model-s-chinese-hack-remote-control-brakes
https://www.theregister.co.uk/2017/07/27/killer_car_wash/
https://www.technologyreview.com/s/420168/wireless-car-sensors-vulnerable-to-hackers/
https://www.technologyreview.com/s/420168/wireless-car-sensors-vulnerable-to-hackers/
https://jvn.jp/vu/JVNVU97593732/index.html
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図表 6 医療機器に関する脆弱性の例 

分類 脆弱性 脅威 点滴装置の乗っ取りが可能な脆弱性 

情報源 東洋経済オンライン（2018年 8月） 

https://news.goo.ne.jp/article/toyokeizai/business/toyokeizai-

234099.html?page=3  

概要 ネットに接続された点滴装置のパスワードを詐取し、点滴装置の制御ディスプ

レイにアクセスして、薬剤の投与量等の設定を改ざんできることを示した。 

分類 脆弱性 脅威 ワイヤレスインシュリンポンプの不正操作を可能にする

脆弱性 

情報源 ネットニュース（オリジナルは米国の Vulnerability Notes Database、2016年

10月） 

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1610/06/news060.html  

概要 インシュリンポンプとの無線通信に暗号化されていないという脆弱性が見つか

り、近くにいる攻撃者が遠隔操作でシステムを操作して不正なインシュリン注

入を誘発させ、低血糖症を起こさせうることを示した。 

分類 脆弱性 脅威 ペースメーカの不正操作を可能にする脆弱性 

情報源 ネットニュース（2017年 5月） 

https://japanese.engadget.com/2017/05/30/8000/  

概要 2017 年 1 月に米国 FDA が心臓ペースメーカの多くに外部からハッキングされる

恐れがあると警告。これを受けて、WhiteScope 社が、各社の埋込み式ペースメ

ーカ用プログラムソースから 8,000 に及ぶ脆弱性を発見したと公表した。調整

や監視を行うツールの多くはユーザ認証機構さえなく、非常に危険と警告して

いる。 

分類 脆弱性 脅威 医療機器の USBポートの脆弱性 

情報源 専門家ブログ（2015年 11月）Top 10 medical technology hazards for 2016 

https://www.ecnmag.com/blog/2015/11/top-10-medical-technology-hazards-

2016  

概要 医療機器の USB ポートに不正なデバイスを差すことで、医療機器がマルウェア

等に感染し、稼働しなくなる、患者の治療ができなくなる、機器設定が改ざんさ

れる、機器性能が低下する、監視技術が無効化されたり正しい警報を上げられな

くなったりする恐れがあると指摘されている。 

分類 脆弱性 脅威 心臓除細動器の不正操作を可能にする脆弱性 

情報源 専門誌：Journal of Biomedical Informatics（2015年 6月） 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S153204641500074X  

概要 植込み型の心臓除細動器の無線 LAN 通信の脆弱性や遠隔ソフトウェアアップデ

ートを悪用されて攻撃を受け、機能が停止する、正しく動作しなくなる等の不具

合を生じ、患者をショック状態に陥れるリスクが想定されている。 

 

 

 

https://news.goo.ne.jp/article/toyokeizai/business/toyokeizai-234099.html?page=3
https://news.goo.ne.jp/article/toyokeizai/business/toyokeizai-234099.html?page=3
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1610/06/news060.html
https://japanese.engadget.com/2017/05/30/8000/
https://www.ecnmag.com/blog/2015/11/top-10-medical-technology-hazards-2016
https://www.ecnmag.com/blog/2015/11/top-10-medical-technology-hazards-2016
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S153204641500074X
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(2) IoT 化等された若しくは IoT 化等が考えられる製品を製造する国内事業者へのヒアリング調

査 

「3.1(2)国内事業者へのヒアリング調査」により得られた結果は以下の通りである。 

・物理的な安全対策を多重に施しているかつ、ソフト的な安全対策が未導入であることから、IoT

化が進展しても人に危害を及ぼすリスクへの影響はないといった共通認識があった。 

・遠隔操作機能のある家電については、通信障害、誤動作・不意の動作、複数ポイントからの接

続等に対するリスクアセスメントが要求されているため、サイバー攻撃に対する耐性を備えて

いるといった認識があった。 

・今回ヒアリングを行った全てのメーカーが、トラブルはもちろんのこと人に危害を及ぼす脆弱

性は今のところ見当たらないとのことだった。 

 

(3) 調査結果及び考察 

今回の調査で行った公知文献の収集や国内外ヒアリングにおいて、IoT 化に伴うトラブルはも

ちろんのこと人に危害を及ぼす脆弱性は、今回調査した範囲内においては特に見つからなかった。 

今回ヒアリングした国内製造メーカーは、電気用品等へのサイバー攻撃が人に危害（感電・火

災・傷害）を及ぼしたインシデント事例や、その原因となりうる脆弱性事例について、今までに

見たことがないとの見解で一致している。 

また、米国、欧州共に、電気用品等製品に限って見れば、今回ヒアリングした団体、企業の限

りにおいては、サイバー攻撃が人に危害を及ぼしうる脆弱性やインシデントの事例を見たことが

ないという見解で一致している。 

各国・地域とも、電気用品等製品の安全設計の現状を考えると、サイバー攻撃が人に危害を

及ぼしうる脆弱性やインシデントの発生は考えにくいととらえているものと考えられる。 

この現状を踏まえると、電気用品等製品のサイバー攻撃対策を考えるにあたり、以下を行う

ことが重要であると言える。 

・セーフティに関する部分は、既存の製品安全設計を徹底 

・特に、遠隔操作に対する安全設計（リスクアセスメント、その他の技術基準の順守）について

は、サイバー攻撃対策としても有効に働くので、確実に実施 

・IoT 化の進展に伴い、電気用品等の高度化や変革により、機能安全の組込等、製品安全設計の実

態が変化していく可能性があるため、国内外の最新の動きにも配慮が必要 

 

 

3.3. 事業 3：IoT 化等が考えられる電気用品等製品において今後想定される消費者

の生命、身体への危害発生等のリスクシナリオ及びユースケースの整理・検討 
 

(1) 事業者の取組実態と今後の予定に基づく将来のリスクシナリオ/ユースケースの想定 

既存製品の危険源が人への危害に至る典型的なリスクシナリオを抽出し、その上でネット接

続から受ける影響を想定し、既存の対策で安全確保ができないケースがありうるかを分析した。

その上で、既存対策を徹底することの有効性、安全が確保できない場合の追加対策の考え方、及

びこれを検討するプロセスのあり方等について検討を行った。 

なお、それらのリスクシナリオ及びユースケースの案については、検討会での自由な議論や検
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討を妨げないよう具体的なリスクシナリオ及びユースケースの案を提示しつつ、本事業の調査結

果に基づき様々な可能性について整理や検討等を行った。そのため、リスクシナリオ及びユース

ケースの詳細については非公開とするが、得られた検討結果等の概要については以下の通りであ

る。 

1) リスクシナリオの提示 

 電気用品等製品へのサイバー攻撃のリスクシナリオの提示方法 

 IoT 対応により「開かれたネットワーク」に接続された電気用品等製品のセキュリティ対策が

破られた結果、３つの入り口（危険な状態を作る、危険事象を発生させる、安全保護装置を無力

化する）から製品安全への影響が及んでくる。この状況に、製品安全の手法で対処することで、

安全を確保する。この考え方に基づき、IoT 化された製品のリスクシナリオの骨格（フレーム）

を考案（図表 7）した。 

 

 

図表 7 電気用品等製品へのサイバー攻撃が発生する際のリスクシナリオの骨格 

 
 

 

（イ）電気用品等製品へのサイバー攻撃による危害シナリオの抽出 

「3.1(2)国内事業者へのヒアリング調査」及び「3.4(3)海外ヒアリング調査」において、IoT 対

応した家電製品へのサイバー攻撃が人に危害を及ぼす可能性について意見交換を行った。それ

らの結果等をもとに、想定されうるサイバー攻撃による危害シナリオをいくつか抽出し、リスク

シナリオの案として検討を行った結果、以下４つの示唆を得ることができた。 

i. 「意図的な犯罪目的のサイバー攻撃」「（製品四法でカバーされない）生命身体に直接影響

が及ばない（電気用品等製品の情報漏洩や DDoS（分散型サービス拒否攻撃）の踏み台化

等）インシデントや被害等」は、今回検討の対象外ではないか。 

 

ii. 「電気用品等製品単体における遠隔操作における安全対策」については、既存の製品安全

の規制やガイドライン等で既に IoT 化の進展を踏まえた上での対策がある程度織り込まれ

ているが、「「スマートホーム」に接続される複数の電気用品等製品のマルチベンダー化」

については、実態調査を行うなど更なる調査・検討が必要ではないか。 

・電気用品等製品単体でみると、IoT 化が進展してもメーカーが従来の製品安全手法に基づいた
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リスクアセスメントを実施の上、設計を行うことで、利用者の身体や生命を損なうハザードの

発生を防止可能と考えられる。 

・将来、異なる製造元の複数の電気用品等製品が、クラウドサービス等と連携しつつ協調動作す

るといった仕組みが「スマートホーム」として実現・商品化され、普及していく状況などの実

態を踏まえながら、消費者も含めたサプライチェーン全体を見据えたシナリオや対策の検討も

進める必要があるのではないか。 

 

iii. ソフトウェアによる安全制御（機能安全）については、IoT 化が進展していくと身体生命に

影響を与えるハザードを発現させるリスクポイントとなる可能性が高いため、何らかの対

策をしていく必要があるのではないか。 

 

iv. リスクシナリオ「一斉型」（※）は、電気用品等製品の IoT 化進展に伴う固有の課題と思わ

れる。左記については「犯罪目的の攻撃」以外のケースを想定しながら、製品安全の範疇

での検討を進める必要があるのではないか。 

 

（※）電気用品等製品のタイプごとに想定されうる危害シナリオが、多数の家庭で同時に発生

した場合を指す。 

 

上記を踏まえて、IoT 化された電気用品等製品に係る安全確保のための観点を改めて整理した。

（図表 8） 

 

図表 8 リスクシナリオ・ユースケースの検討を踏まえた安全確保のための観点 

 

以降で、【1】【2】【3】について詳述する。 

・【1】IoT 化された電気用品等製品に対する想定されるサイバー脅威は「意図的な犯罪目的のサ

イバー攻撃」を主眼としない 

当初設定した検討スコープは変わらないものの、サイバー攻撃の主体については、犯罪者集団や

大規模組織等によるものを主眼とせず、必要に応じて製造元が電気用品に追加実装可能な経済合

理性をもった範囲での対策を検討対象とする（図表 9）。  

リスクシナリオ・ユースケースの検討から得られた示唆

ⅰ.「犯罪者等悪意をもった攻撃者によるサイバー攻撃」「生命身体に
直接影響が及ばないインシデントや被害等」は、今回検討の対象
外ではないか。

ⅱ.「電気用品等製品単体における遠隔操作における安全対策」に
ついては、既存の製品安全の規制やガイドライン等で既にIoT化の
進展を踏まえた上での対策がある程度織り込まれているが、
「「スマートホーム」に接続される複数の電気用品等製品のマルチベン
ダー化」については、更なる調査・検討が必要ではないか。

ⅲ.ソフトウェアによる安全制御（機能安全）については、IoT化が進
展していくと身体生命に影響を与えるハザードを発現させるリスクポイン
トとなる可能性が⾼いため、何らかの対策をしていく必要があるのでは
ないか。

ⅳ.リスクシナリオ「一斉型」は、電気用品等製品のIoT化進展に伴う
固有の課題と思われる。左記については「犯罪目的の攻撃」以外の
ケースを想定し、製品安全の範疇での検討を進める必要があるのでは
ないか。

IoT化された電気用品等製品に係る安全確保のための観点

【1】IoT化された電気用品等製品に対する想定されるサイバー
脅威は「意図的な犯罪目的のサイバー攻撃」を主眼としない。

 「誤操作(接続先サービス運営者のオペレーションミス含む)」
「個人による攻撃(愉快犯等)」「技術進化による製品の安全性
低下」等が対象となる。

【2】IoT化された電気用品等製品のバリューチェーンを見据えた上
で、どのような対策が講じえるかを継続検討する。

 製造者によるサプライチェーンについては、「サイバー・フィジカル・
セキュリティ対策フレームワーク」がカバーしている。

 前項に含まれない対象として、「流通・販売」「(消費者による)
利用」が加わる。

【3】特に「深刻な脆弱性の発覚による急激な製品の安全性低下」
と「最終消費者による取扱説明書の記載事項を逸脱する利用」に
ついては、注意喚起の可能性を検討する。

 前者は「IoT化された電気用品等製品の新しいリコールの
在り方」といった検討スコープが顕在化する可能性がある。

 後者は「電気用品安全法の技術基準体系」においては製造元
が接続先製品及びその製造元を選択・宣言できるものとされて
いるが、今後も最新動向を踏まえつつ、関係組織も含めた意見
交換等を行う必要がある。
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図表 9 本調査の検討スコープにおける想定されるサイバー脅威の対象 

 
 

 

・【2】IoT 化された電気用品等製品のバリューチェーンを見据えた上で、どのような対策が講じ

えるかを継続検討 

サプライチェーンに、バリューチェーンの要素を加味した「流通・販売」「(消費者による)利用」

といった工程を含めた上で、製品安全とサイバーセキュリティが連携する形での対策を継続検

討する。サイバーセキュリティの領域では、このような全工程を俯瞰しつつ対策を検討・実装

する「セキュリティ・バイ・デザイン」といった手法が提唱・推進されていることを鑑み、IoT

化された電気用品等製品についても「セーフティ＆セキュリティ・バイ・デザイン」といった考

え方が有効だと推察される。 

・【3】「深刻な脆弱性の発覚による急激な製品の安全性低下」と「最終消費者による取扱説明書

の記載事項を逸脱する利用」については、注意喚起の可能性を検討 

IoT 対応固有の課題と考えられる「深刻な脆弱性の発覚による急激な製品の安全性低下」及び、

急速な情勢の変化を受けた「最終消費者による取扱説明書の記載事項を逸脱する利用」について

は、今後も検討を進める必要があるのではないか。 

「深刻な脆弱性の発覚による急激な製品の安全性低下」とは、図表 10 のように、既に広く普

及しているソフトウェア(部品)が組込まれ、十分に安全対策を講じた上で検査及び出荷された I

oT 化された電気用品等製品が、出荷後の時点で当該ソフトウェア(部品)に深刻な脆弱性が発見さ

れることにより、当該製品の安全性が急激に低下するといった事象のことである。 

 

 

 

 

 

 

インターネット 不正な部品

【検討対象内の被害：人への危害】 【検討対象外の被害：情報の不正な取扱、権利侵害、環境破壊等】

人の死亡 人の身体的障害

人の健康障害

環境劣化

情報漏えい プライバシー侵害情報改ざん

内部不正 IT障害

ITサービスの利用不能

知的財産権の侵害

金銭の詐取

サイバー攻撃

サービス妨害
（DoS）

うまく動作し
ない等

不正操作（不正な動作命令
送信、バックドア悪用等）

ON/OFF、制御、
安全防護装置の無効化

悪性Webサイトへの誘導
（ランサムウェア等の悪用）
使用できない＋金銭要求等

IoT化された電気用品等製品の使用を通じて受ける被害

【既に検討されている事項】

【既に検討されている事項】
セーフティ機能（機能安全）の脆弱性等

遠隔から
の誤使用

安全を守るソ
フトウェアの
欠陥、自己診
断機能の不備

接続されて
いる別の
IoT化され
た製品から
の影響波及
※次ステップ以降
で検討を予定

【今回追加事項】リスクアセスメント・シナリオにおいては、「誤操作(接続先サービス運営者のオペレーションミス含む)」
「個人による攻撃(愉快犯等)」「技術進化による製品の安全性低下」等を想定する。
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図表 10 IoT 化された電気用品等製品深刻な脆弱性の発覚による急激な製品の安全性低下の 

イメージ 

 

 
 

 

今後 IoT 化された電気用品等製品が広く国内外で普及すると同時に、当該リスクも一般化する

事態が想定されるため、電気用品等製品に対して、「出荷した後も安全でありつづける」ことが

求められるようになり、そのために、「IoT 対応した電気用品等製品の新しいリコールの在り方」

といった検討スコープが顕在化する可能性がある。 

 

「最終消費者による取扱説明書の記載事項を逸脱する利用」については、以下の二つの潮流が

このような状況を拡大していく可能性が考えられる。 

a. 中国メーカーの「スマート家電・コネクテッド家電」の動向 

中国メーカーは、ネット（クラウド）サービス経由で家電を遠隔操作する形の IoT 対応を積極

的に推進する姿勢である。例えば、中国家電最大手のハイアール（海爾）社は、スマートテレビ

をホームコントローラーとして、ハイアール製の IoT 家電をリモコンや音声による操作により自

在にコントロールするといった「スマートホーム」を既に商品化しているとのことである。4 

他にも、電源接続された家電を、クラウドサービスからの遠隔操作でオン・オフ可能とすると

いった、2,000～3,000 円程度の中国メーカー産スマートソケットが、日本の技適マークや PSE

マークを取得した上で、日本国内で流通し始めている。5 

このように、中国メーカーは、ネット（クラウド）サービス経由で家電を遠隔操作する形の I

oT 対応を積極的に推進する姿勢である。これにより、家電をクラウド側から操作する機能が普

及すると、遠隔操作の安全に重大な影響を及ぼす可能性がある。 

 

                                                   
4 「2018.5.7＜山本敦の AV 進化論 第 157 回＞勢いに乗る中国家電市場の「今」。IFA 姉妹イベ

ント「CE China」レポート（https://www.phileweb.com/news/d-av/201805/07/43962.html）」

を参照（2019 年 2 月 26 日閲覧。）。 
5 「2018.10.3 節電にもなる！中国製のスマートソケットがどんどん日本適合品を投入している

（https://simfree-life.info/gadget/smart_socket_wi-fi.html）」を参照（2019 年 2 月 26 日閲

覧。）。 

出荷

ソフト

情報システム

IoT化された
家電用品等
製品

出荷前 出荷後

ソフト

情報システムソフト

ソフト

ソフト

IoT化された
家電用品等
製品

ソフト

製品全体の安全性低下

深刻な脆弱性
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b. 児童・学生・社会人向けの「プログラミング教育」が、遠隔操作含めた家電のソフトウェア制

御を教材として用いる動向 

普段 IT、デジタル、ソフトウェアに接することが少ない層や児童・学生向けのプログラミング

教育が数年来活況を呈しているが、イメージのしやすさから「家電のソフトウェアによる制御」

を題材として取り入れる動きがでてきている 6。現時点で実際に家電を遠隔操作しているかは不

明であるが、0 のような中国製スマート家電・コネクテッド家電関連の商材が容易に入手可能に

なることで、そのようなニーズが高まっていくといった将来予測が可能である。 

 

さらに、【1】【2】【3】について、具体的な論点を想起できるように、近い将来の普及が予想さ

れる、「クラウドサービスを介して遠隔操作される「スマートホーム」」の構成図や遠隔操作のイ

メージを表記しつつ、注意喚起のポイントを例示する。 

・家庭内の LAN に接続された IoT 対応家電が、ホームコントローラーやスマートフォンから、

クラウドサービス経由で遠隔操作されるようになる。IoT 非対応家電についても、スマートプ

ラグやロボット家電を介して、同様に遠隔操作するといったニーズが高まる。 

（図表 11） 

 

図表 11 将来普及が予想される「スマートホーム」の構成図及び遠隔操作のイメージ 

 

【構成図】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 「公開日 2018 年 9 月 11 日 更新日 2018 年 11 月 7 日 小学校家庭科におけるプログラミング教育（https://m

iraino-manabi.jp/content/277）」では、炊飯器や電気洗濯機のプログラミングによるコントロールを題材とする

ことが提起されている。 

居宅
ブロード
バンド
ルーター

クラウドサービス

IoT対応
家電

IoT対応
家電 …

ホーム
コントローラー

インターネット

• セットトップ
ボックス型等

• 中国メーカー
(ハイアール)は
スマートテレビ
をホームコント
ローラー化

スマート
フォン

公衆無線
回線(4G等)

スマート
フォン

外出

IoT非対応
家電

…

スマートプラグ

無線(WiFi)または有線LAN

電源接続

ロボット
家電

https://miraino-manabi.jp/content/277
https://miraino-manabi.jp/content/277
https://miraino-manabi.jp/content/277
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【ホームコントローラーからの遠隔操作イメージ】 

IoT対応家電に対して居宅のLAN回線を通じてホームコントローラーが遠隔操作指示を出す。

（▲で表現している。） 

 

 

 

【スマートフォンからの遠隔操作イメージ】 

IoT 対応家電に対して居宅の LAN 回線を通じてホームコントローラーが遠隔操作指示を出す。

（▲で表現している。） 
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IoT対応
家電

IoT対応
家電 …

ホーム
コントローラー

インターネット

• セットトップ
ボックス型等

• 中国メーカー
(ハイアール)は
スマートテレビ
をホームコント
ローラー化

スマート
フォン

公衆無線
回線(4G等)

スマート
フォン

外出

IoT非対応
家電

…

スマートプラグ

無線(WiFi)または有線LAN

電源接続

ロボット
家電

ホームコントローラー
からの遠隔操作指示

居宅
ブロード
バンド
ルーター

クラウドサービス

IoT対応
家電

IoT対応
家電 …

ホーム
コントローラー

インターネット

• セットトップ
ボックス型等

• 中国メーカー
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スマートテレビ
をホームコント
ローラー化
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回線(4G等)

スマート
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外出

IoT非対応
家電

…
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無線(WiFi)または有線LAN
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【スマートプラグやロボット家電を用いた IoT 化非対応家電への遠隔操作イメージ】 

スマートフォンが居宅の LAN 回線を通じて遠隔操作指示を出す（▲で表現している。）ケー

スと、消費者がブロードバンドルータのセキュリティ設定を変更することで、クラウドサービス

等から直接遠隔操作を行うケースの二通りが想定される。 

 

 

 

 

 

・「クラウドサービス起因のサイバー脅威の可能性」「海外メーカーのスマートホーム対応製品の

普及・浸透拡大」「「プログラミング教育」の普及による、取り扱い説明書を逸脱する利用方法

が浸透する可能性 7」の 3 つのポイントについて、家電メーカー、業界団体、他府省等と意見交

換等を通じて注意喚起を行う必要があると思料される。（図表 12） 

 

図表 12 注意喚起の必要性が考えられるポイントの例示 

 

                                                   
7 ここでいう「ハッキング」とは、世間で想起される「不正・違法な利用等（クラッキング）」

ではなく「利用者の自己責任での主体的かつ自由な利用」といった本来の意味を指す。 

居宅
ブロード
バンド
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クラウドサービス
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家電

IoT対応
家電 …

ホーム
コントローラー

インターネット

• セットトップ
ボックス型等

• 中国メーカー
(ハイアール)は
スマートテレビ
をホームコント
ローラー化

スマート
フォン

公衆無線
回線(4G等)

スマート
フォン

外出

IoT非対応
家電

…

スマートプラグ

無線(WiFi)または有線LAN

電源接続

ロボット
家電

クラウドサービス起因のサイバー
脅威の可能性
ーオペレーションミス、第三者
からの迂回攻撃等

海外メーカーのスマートホーム
対応製品の普及・浸透拡大

「プログラミング教育」の普及による、取扱説明書を
逸脱する利用方法が浸透する可能性
ープログラミング教育者は、「ハッキングを是」と
するオープンイノベーション文化を肯定する気風
がある。

居宅
ブロード
バンド
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クラウドサービス
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家電

IoT対応
家電 …

ホーム
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…

スマートプラグ

無線(WiFi)または有線LAN

電源接続

ロボット
家電

スマートプラグやロボット家電
経由の遠隔操作指示

※宅外からの遠隔操作の場合は
ルーターのセキュリティ設定
を消費者自身で変更
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(2) リコール対応/寿命に達した製品の使用停止に対する将来の対応改善の方向性の整理 

前項のリスクシナリオ/ユースケースの検討で論点となったように、電気用品等製品に対して、

「出荷した後も安全でありつづける。」ことが求められるようになり、そのために、「IoT 電気用

品等製品の新しいリコールの在り方」が今後検討される可能性があることが改めて想起された。 

こちらを念頭に置きつつ、「3.1(2)国内事業者へのヒアリング調査」において、事業者に対して

当該施策についての関心や課題等についてヒアリングを実施したところ、多くのメーカーから強

い関心が寄せられた一方で、所有権やプライバシー保護の観点から慎重な態度が求められると

の意向も示された。また、「スマートホーム」を推進しているメーカーからは技術面でのハード

ルの存在を示された。 

 

(3) 検討結果による考察 

 ホームコントローラーやデジタルプラットフォーム（クラウドサービス）を通じた複数機器

の接続についての製品安全の在り方 

利便性のさらなる向上の追及と現在の製品安全レベルとの間のトレードオフが顕在化する。

こちらに際しては、安全サイドで最低限何をどこまで守る必要があるかの線引き（バランス調

整）を明確にする必要がある。これに則して、他社製品との接続ポリシーの見直しや、複数機

器を接続するシステムへの参加に伴う製品単体の安全要求の在り方を検討していくことが必

要ではないか。 

 

 電気用品等のサプライチェーンと消費者が果たすべき役割の見直し 

今回の検討において、3 つの論点が導出された。 

 安全確保におけるスコープの飛躍的拡大 

IoT 対応により電気用品等製品のライフサイクルに関連する「ユニット（工程）」が、相互の

連携を含めて飛躍的に増えるため、サプライチェーンを網羅した議論が重要になる。これは

「製造者」の概念を見直す論議にも繋がる。 

 

 消費者の挙動への着目 

消費者の挙動（より深い挙動解析）はより重要な視点として、今後論議すべきである。 

 

 サプライチェーンの構造に基づく議論の開始 

「源流から消費者の役割：ISO10377 におけるサプライチェーン」を、それぞれのユニット

として整理し、明確に区分したものを基に論議を進めるべきである。 

 

上記の論点を念頭に置き、IoT 化された電気用品等製品のバリューチェーンを見据えた上で、

どのような対策が講じえるかを継続検討していくことが望ましい。 

なお、製造者が検討すべきサプライチェーンのセキュリティ対策については、産業サイバー

セキュリティ研究会ＷＧ１にて策定を進めている「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フ

レームワーク」でカバーしている。このフレームワークとの連携を確保しつつ、先述の「販売者」

「最終消費者」を加えた上、全工程を俯瞰しつつ対策を検討・実装するといった「セーフティ＆

セキュリティ・バイ・デザイン」の観点にて議論を今後進めていくのが効率的である。 
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また、「電気用品安全法の技術基準体系」において「製造元が接続先製品及びその製造元によ

る遠隔操作機構の仕様を決定する」とされているが、今後は中国系のプラットフォーマー（遠隔

操作サービスの提供にクラウドサービスを活用）の登場や海外メーカーのスマートホーム対応製

品の普及・浸透が見込まれるため、消費者による製造元が提供する製品取扱説明書の記載を逸

脱した利用の拡大が想定される。これについても重要な課題と認識すべきであり、ステークホ

ルダー（政府、家電メーカー、業界団体等）が集まり今後の対応を議論していくことが望ましい。 

 

 複数機器が１つのホームコントローラ（集中管理制御装置）8の下で繋がることに起因するリ

スクへの対応 

まず、リスクとこれを軽減する対策についての調査検討を進めた上で、ガイドライン等の

方向性を関係者間で議論を進めていく必要があると考えられる。 

 

 リコール製品の場所の特定や寿命が過ぎた電気用品等製品の使用制限への IoT 機器の活用 

今回検討において、制度の解釈や、技術的な実現性に関する課題が指摘されたため、「2) 電

気用品等のサプライチェーンと消費者が果たすべき役割の見直し」と併せつつ、調査検討を継

続することが望ましい。 

 

3.4. 事業 4：IoT 化等された若しくは IoT 化等が考えられる電気用品等製品の安全

に関する海外政府・産業界等の動向調査 
 

(1) 公知情報調査 

調査にあたっては、インターネット検索によって情報を収集したほか、各種記事等について

もデータベース検索を実施し、必要な情報を収集した上で、仮説の裏づけや深堀を行う形でヒ

アリングを実施した。 

 

(2) 国内事業者へのヒアリング調査 

「3.1(2)国内事業者へのヒアリング調査」において海外動向についてのヒアリングを実施した。 

 

(3) 海外ヒアリング調査 

海外ヒアリング対象先として、事業者団体とコンシューマプロダクトを製造するメーカーを

選定し、ヒアリング調査を実施した。 

事業者団体に対しては、主として国・地域における「IoT 化されたコンシューマプロダクト

の安全と製造物責任に関する法体系、民間規格」等についてインタビューを実施した。これに

対し、製造メーカーに対しては、遠隔からの操作に対する安全確保の実態（準拠しているルー

ルや規格、安全設計のポイント等）、サイバー攻撃が製品安全に及ぼす影響、コンシューマプ

ロダクトへの機能安全適用の状況、サイバー攻撃と製造物責任の関係、国・地域のルールメ

イキングについてのスタンス等についてヒアリングを実施した。 

 

                                                   
8 家庭用の ISP（インターネット接続プロバイダ）接続用のルータ（ブロードバンド（BB）ルータ、ホームルー

タとも）は含まない。 
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 IoT 化された電気用品等の遠隔からの操作に対する安全確保の現状～制度的枠組み 

我が国では遠隔からの操作に対する安全確保のための技術規格について、電気用品調査委

員会が技術基準の詳細を検討し、国が電気用品安全法技術基準の解釈別表として公表してお

り、電気用品の製造メーカーはこの技術規格を順守しているが、米国や欧州、中国の業界団体

等関係者にヒアリングした結果、国や地域ごとに違った取り組みが見受けられた。 

米国の事業者団体等にヒアリングした結果、UL 基準において既に製品種別ごとの遠隔操作

の安全に関する要求が組込まれており、またこれに基づく設計の実績を積み上げており、民間

がコンセンサスベースで製品種別ごとに基準を策定して公表しているため、新しい技術基準は

必要ないとのコメントがあった。 

欧州の事業者団体等にヒアリングした結果、国際標準である IEC60335-1 の改訂にあたり、

遠隔操作の定義変更、不正アクセス及び通信異常に対する安全状態の確保、複数個所からの

同時／順次の操作に対する安全状態の確保、遠隔操作の通信を有効にする際の運用要件等に

ついて新たな基準を検討しているとのことだった。基本的な考え方として、伝統的なフェール

セーフ設計が遠隔操作の安全をカバーしているとのコメントもあった。 

中国の関係企業にヒアリングした結果、国が主導して「スマート家電」「IoT 電化製品」に対

する推奨基準を公表したが義務はなく、未だ製品種別毎には策定できていないとのことだっ

た。 

 

 IoT 化された電気用品等への機能安全の組込みの動向 

電気用品等への機能安全の組込み（特に、最終的な防御壁としての組込み）については、こ

れまでの調査結果や IEC60335-1 附属書 R に基づく認証実績の現状を踏まえると、我が国で

はあまり進んでいないという実感があり、現時点では消極的と考えられる。一方で、欧米では

IoT化された電気用品等において、革新的でより複雑な IoT製品の登場により、機能安全の組

込みが進むという見方が存在する。 

米国の団体へのヒアリング結果によると、米国では実際に IEC/UL 60730 の製品種別毎基

準（安全で信頼性が高い自動電子制御を要求する「家電向け機能安全」の基準）を実際の製品

に適用して試験・評価する動きが進んでいるが、我が国では、類似の基準である IEC60335-1

附属書 R に基づく認証の実績はない。加えて米国は IEC/UL60730 の製品種別毎基準に基づ

くソフトウェア試験評価を実践していることも確認された。 

欧州においては、ドイツの製造メーカーへのヒアリング調査を実施したが、意見が分かれて

おり、企業により考え方が異なる結果となった。 

また、中国の製造メーカーへのヒアリング調査によると、機能安全が実態として製品に組み

込まれている製品が既に出現しており、各社により対応やレベルは異なるものの、最終的な防

御壁となっている場合も含め、機能安全が組み込まれた電気用品が多く登場してきているとの

ことだった。 

なお、機能安全が「最終的な防御壁」として組込まれている場合は、サイバー攻撃による影

響で人に危害が及ぶリスクの評価を慎重に行う必要があるとの課題認識は、我が国も欧米も

共通していることが確認された。 
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 IoT 化された電気用品等へのサイバー攻撃が人に危害を及ぼさないための対策等 

今回ヒアリング調査を行ったメーカーは、基本的には「感電・火災・傷害に対する多重の物

理的な安全対策や、遠隔操作に対する安全設計が、サイバー攻撃の影響を食い止める上で効

果的に働く」との考え方で共通している。また、P-SIRT（Product SIRT）9 を設け、家電製

品等に対し、出荷前に徹底的にペネトレーションテストを実施している国内メーカーも見ら

れた。 

欧州のメーカーにおいても、「多重の物理的な安全対策がサイバー攻撃の影響を食い止める」

という考え方に共感する企業が見られた。 

一方、米国の事業者団体へのヒアリング調査によると、米国においては製品種別毎の UL 基

準がサイバー攻撃への備えを以前から求めており、これに対応することで既に実績も上げて

いることから、サイバー攻撃を受けても IoT 化された電気用品等が消費者に危害を及ぼすこ

とはないとの意見であった。また、米国のメーカにおいては、IoT 化された電気用品等に対

し、ペネトレーションテストを徹底的に実施するのが一般的とのことである。 

これに加えて、UL はベストプラクティスとして、「WiFi 接続用ボード（回路）と製品の安

全制御用ボード（回路）の完全分離」の有効性を強調している。 

 

 IoT 化された電気用品等のセキュリティ行動規範に関する新たな取組 

前段において、電気用品等のサイバー攻撃対策を考えるにあたり、セーフティに関する部分

は、現時点においては、人への危害のインシデント事例やその原因となる脆弱性が問題となっ

た事例は見られないことから、現状、既存の製品安全設計を徹底することで足りると考えられ

る。 

2018 年 10 月に英国のデジタル・文化・メディア・スポーツ省（Department of Digital, 

Culture, Media and Sports）が公表した「Code of Practice for Consumer IoT Security：

消費者向け IoT 製品のセキュリティに関する行動規範」（対応は任意）はコンシューマ向け製

品を対象にしているという点で先取りしていると言える。 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
9 PSIRT（Product Security Incident Response Team）は、組織が提供する製品の脆弱性に起因するリスクに対

応するための組織内機能。自社製品の脆弱性への対応、製品のセキュリティ品質管理・向上を目的とした組織

で、国内の製品開発者においても徐々に設置が進んでいる。https://www.jpcert.or.jp/research/psirtSF.html 
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図表 13 IoT 化された電気用品等のセキュリティ行動規範に関する新たな取組 

 

 
 

 

 IoT 化された家電製品等の製造物責任について 

欧州では、1985 年に EU で施行された製造物責任指令（PLD 85/374/EEC（The Product 

Liability Directive））が古いため、AI、IoT 等のデジタル技術革新とこれに伴う社会変革に

対応できているのかという疑問が顕在化している。これを踏まえて、製造物責任指令に新た

な視点を組込む議論が、2016 年 9 月から開始され、2018 年 5 月には第 5 次中間取りまとめ

が公表され、EC から「Fifth Report on PLD Application10」が公開されている。当該レポ

ートでは、PLD 85/374/EEC が今後も継続されることを確認した上で、次のような議論があ

った。 

 

・「製品」「製造者」「欠陥」「損害」のような概念は、新技術に照らして再評価される必要がある 

・消費者に求められる証明はより簡単にすべきかについても検討されるべき 

・製品安全とサイバーセキュリティの重複領域、特に GDPR（一般データ保護規則：EU におけ

る個人情報保護法制）に関わる所は議論が必要 

 

上記の EC レポートを受けて、IoT に特化した要協議事項として、次のようなトピックが同定

された。 

・アプリケーション、組込ソフトではないソフトウェア、IoT ベース製品は、「製品」と考えるべ

きか 

・進歩したロボットの意図しない自動的な行動は欠陥と考えるべきか 

・IoT 製品が起こした損害の「strict liability（厳格責任）」は異なるステークホルダーにどのよ

うに割り当てるべきか 

 

                                                   
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0246&from=DE 

レポートの正式名称：「REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 

COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the Application of the 

Council Directive on the approximation of the laws, regulations, and administrative provisions of the 

Member States concerning liability for defective products (85/374/EEC)」 

＜特徴１＞対象を消費者向けIoT製品に絞り込んでいる

＜特徴２＞セキュアバイデザインに関する行動規範の中に、既存の製品安全設計の技術基準を取り込んでいる

【13の要求事項】
1. 初期パスワードを設定しない
2. 脆弱性に関する情報の公開方針を導入する
3. ソフトウェアを定期的に更新する
4. 認証情報とセキュリティ上重要なデータを

安全に保存する
5. 安全に通信する
6. 攻撃対象になる場所を最小限に抑える
7. ソフトウェアの整合性を確認する
8. 個人データの保護を徹底する
9. 機能停止時のシステムの復旧性を確保する
10. システムの遠隔データを監視する
11. 消費者が個人データを容易に削除できるよ

うに配慮する
12. デバイスを容易に設置してメンテナンスで

きるように配慮する
13. 入力データを検証する

（本文抜粋）
リモート管理やリモート制御を含め、セキュリティ上
重要なデータは、テクノロジやその使用方法の属性に
応じて暗号化して転送する必要があります。鍵はすべ
て安全に管理する必要があります。

（本文抜粋）
製品やサービスの用途または依存するその他のシステムで必要
とされる場合には、データネットワークの停止や停電の可能性
を考慮した復旧性を IoT デバイスやサービスに組み込む必要が
あります。可能であれば、ネットワークが停止しても、IoT
サービスは動作を継続してローカルで機能し続けるべきであり、
停電から回復した場合は、スムーズに復旧するものとします。
デバイスをネットワークに復旧させる際は、膨大な数が一度に
再接続するのではなく、秩序を保って合理的な形で復旧させる
必要があります。
消費者が使用する IoT システムおよびデバイスは、安全性や生
命に影響を及ぼす重要な場面で運用される機会が増えています。
ネットワーク停止時にローカルでサービスを継続することは、
復旧性を高める手法の 1 つです。他にも、サービスに冗長性を
組み込んだり、DDoS 攻撃を緩和したりするといった対策があ
ります。必要な復旧性のレベルは、用途の重要度に合わせて設
定し、その内容に従って決定します。ただし、システム、サー
ビス、デバイスに依存している他の要素が想定より広範囲に影
響を及ぼす可能性があるため、そうした要素も考慮する必要が
あります。

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0246&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0246&from=DE
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上記の第 5 次中間取りまとめにおいて提示された新たな論点について、2018 年 6 月からは、

専門家グループ会合によるさらなる議論が始まっており、例えば、以下のような論点が提示され

ている。 

・ソフトウェアの製造者も「Producer」とみなされるのか 

・ソフトウェアやアプリケーションも「製品」に含まれるのか 

・既に市場に出ている製品のソフトウェアアップデートはどう考えるべきなのか 

・誰の責任か（製造メーカーなのか、システム設計者なのか、ネットワークプロバイダなのか、

サイバー攻撃者なのか） 

・期待できる適正な安全レベルとは何か 

・損害、欠陥、原因との関係をどのように証明すべきか 

 

 IoT 化された家電製品等の安全／セキュリティに関する民間ベースの持続的な国際間意見交

換について 

国内でのヒアリング調査結果から、我が国の製造メーカーは、海外動向については、主と

して民間の事業者団体を通じて情報を収集していることが分かった。そこで、欧米の最新動

向についての情報が今回のテーマ（IoT 化された家電製品等の安全/セキュリティ）についても

我が国の事業者団体に情報が集まるスキームを作るために、欧米の民間の事業者団体に対し、

持続的な意見交換をヒアリング調査先に提案を行った。 

具体的には、次のような観点から、IoT 化された家電製品等の安全とセキュリティに関し、

民間の事業者団体ベースで国際間の持続的な意見交換を行うことは有益/効果的ではないかと

の提案を行った。 

・IoT 化された家電製品等の安全設計に関する技術基準については、各国・地域の既存の取組及

びその発展を尊重する。 

・IoT 化された家電製品等に対するサイバーセキュリティ対策や、サイバーセキュリティに関す

る技術的な基準等は任意（ボランタリーベース）であるべきであり、民間ベースの国際協調に

よりこれを推進する。 

・IoT 化された家電製品への悪意のサイバー攻撃が、人に危害を及ぼした場合の製造物責任の扱

いについて、欧州で新しい議論が行われた場合は、民間ベースでその情報を交換する。 

・AI/IoT 時代の製造物責任のあり方について、民間ベースの国際的な意見交換の場を作っていく。 

この提案について、米国における事業者団体からは前向きな回答が得られており、欧州にお

ける事業者団体も賛同している。 

 

 リコール製品の場所の特定や寿命が過ぎた電気用品等製品の使用制限への IoT 機能の活用 

多くのメーカーから強い関心が寄せられた一方で、所有権やプライバシー保護の観点から

慎重な態度が求められるとの考えも示された。また、「スマートホーム」を推進しているメー

カーからは技術面での課題の存在も指摘されている。 

制度の解釈や、技術的な実現性に関する課題が指摘されており、さらなる調査が必要な状況

である。拙速に進めることは難しいと考えられる。 
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(4) 調査結果による考察 

以下の考察について検討会に諮り、議論したところであるが、さらに議論を続けることが

必要と考えられる。 

 電気用品等製品の IoT 化に関する我が国の国際的ポジションと今後の国際展開 

我が国の強みは、電気用品等について、「IoT 化の安全」（遠隔からの操作）に焦点を絞った

体系的な技術基準を既に持ち、その実践ノウハウを蓄積していることである。こちらを踏ま

えて、体系化された技術基準を発展途上国等に展開して国際協力に貢献するとともに、業界団

体を通じて我が国の強みとノウハウを国際標準（IEC60335-1 等）の改訂に反映していき、こ

れを通じて我が国の強みを国際社会に展開することが望ましいと考える。 

IoT 化された電気用品等へのサイバー攻撃が人に危害を及ぼさないための対策等について

は、米国メーカーの取組ノウハウが事業者団体に集約されている可能性があり、日米の事業者

団体の間での情報交換等も有効と考えられる。また、国内の事業者団体等からメーカーに対

し、出荷前の製品へのペネトレーションテストを確実に実施するよう啓発することも検討の

余地がある。このような点も含め、まずは実態調査などから検討から検討を進めることが考え

られる。 

 

 電気用品等製品の IoT 化の進展に際しての製品安全確保の在り方 

将来、IoT 化した家電製品等が多く利用される社会が到来する蓋然性は高い。従って、今

のうちから、以下に示す諸課題の克服に向け、数年先を見据えて計画的に取り組むことが重

要である。 

我が国においても、革新的な IoT 製品の登場を念頭に、電気用品等に機能安全を組込む動

きが拡大する可能性を意識し、組込まれた機能安全の試験・評価に関する知見やノウハウに

ついて、米国の事業者団体等から持続的に情報収集しておくことが考えられる。また、機能

安全がサイバー攻撃の影響を受けた時に、人に危害を及ぼすリスクをどのように評価すべき

かについても、検討の余地がある。 

 

 安全制御とネットワーク接続制御の明確な分離 

米国の UL 基準で定められている「WiFi 接続用ボード（回路）と製品の安全制御用ボード

（回路）の完全分離」を我が国においても推奨することが考えられる。但し、全ての電気用品

等に対して一律に推奨するよりも、リスクの高い電気用品等を選んで推奨する方が現実的と

考えられるため、更なる検討が必要である。なお、製品ごとの規格にそれぞれ機能安全が組み

込まれている米国の現状を踏まえると、詳しい技術基準の検討は、各製品種別に対し、民間の

コンセンサスベースで行うことが望ましいのではないか。 

 

 行動規範策定等によるセキュリティ・バイ・デザインと製品安全設計の連携の推進 

今後、デジタル技術・IoT 関連の技術者等に、電気用品等製品に特有の安全特性を十分に理

解してもらった上で、セキュリティ・バイ・デザインと製品安全設計の連携を推進することが

望ましく、さらなる検討が求められる。 
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 ソフトウェアで実現された安全機能（機能安全）へのサイバー攻撃からの防御 

今後の急速な技術の進歩や家電製品等の機能の複雑化に伴い、IoT 化された電気用品等に

おいてもヒューズ等による物理的安全機能の部分がソフトウェアで実現されることが今後増

加していくものと想定される。また、新たな安全機能を確保するため、ソフトウェアで実現さ

れた安全機能（機能安全）の適用も増加する可能性が高い。これらを踏まえると、今後はサイ

バー攻撃の影響に対する製品安全の確保（特に、ソフトウェアで実現された安全機能の防御）

についても更なる検討が必要である。 

米国では、既に民間ベースの製品種別毎基準にサイバーセキュリティ対策を組み入れて実

践している。この取組で蓄積されたノウハウが米国の事業者団体に集約されていると見込ま

れるため、組込まれた機能安全の試験・評価に関する知見・ノウハウ、機能安全がサイバー

攻撃の影響を受けて人に危害を及ぼすリスクの評価ノウハウ等、民間ベース（事業者団体間等）

の国際交流等を通じて情報収集を試みることが望ましい。 

なお、出荷前の製品へのペネトレーションテストの実施も米国等で広く普及しつつあるので、

これについても留意が必要と考えられる。 

 

 IoT 化された電気用品等の安全（安全に影響を及ぼすサイバーセキュリティの視点を含む）

に関する日米欧の国際的な意見交換の場の創出 

各国の強みを相互に共有して自国・地域の強化に役立てるとともに、新しい基準や概念に

ついては国際的なコンセンサスの形成を目指すため、日米欧の民間事業者団体間で今後意見

交換を持続できる仕組みを創っていくことが望ましい。今回、ヒアリング調査にあたり、我

が国の制度や製造メーカーの考え方について欧米の事業者団体に情報提供して関心の喚起に

努めたので、これをきっかけとした今後の積極的な取組に期待したい。 

 

【意見交換の理念と目標】 

・IoT 化された家電製品等の安全設計に関する技術基準については、各国・地域の既存の取組及

びその発展を尊重する。 

・IoT 化された家電製品等に対するサイバーセキュリティ対策や、サイバーセキュリティに関す

る技術的な基準等は任意（ボランタリーベース）であるべきであり、民間ベースの国際協調に

よりこれを推進する。 

・IoT 化された家電製品への悪意のサイバー攻撃が、人に危害を及ぼした場合の製造物責任の扱

いについて、欧州で新しい議論が行われた場合は、民間ベースでその情報を交換する。 

・AI/IoT 時代の製造物責任のあり方について、長い目で見た民間ベースの国際的な意見交換の場

を作っていく。 

 

 IEC の検討動向の継続ウォッチ 

IEC は、IEC60335-1 の改訂検討にあたり、サイバー攻撃（不正アクセス）に対しても安全

状態の確保を要求する変更を検討している。 

この検討は、我が国の立ち位置とは異なる整理であるため、IEC の検討動向を引き続き注

視しつつ、将来の対応を改めて検討する必要がある。 
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一方中国は、最近になって IoT 化された家電製品等に対する新しい技術基準（推奨基準）を

公表した。これらの基準は強制ではないが、中国の家電大手製造各社はこれに従う意向を示し

ている。今後は、製品種別毎の強制基準について、さらに検討されるものと考えられる。 

 

i. スマート家電一般技術基準（智能家用电器通用技术标准 GB∕T 28219-2018）：2019/1/1 施

行 

ii. スマートホーム自動制御設備一般技術要求（智能家居自动控制设备通用技术要求 GB∕T 

35136-2017）：2018/7/1 施行 

iii. IoT 家電第三者認証（コンフォーマンステスト）規範（物联网家电一致性测试规范 GB∕T 

36427-2018）：2019/1/1 施行 

iv. IoT 家電システムアーキテクチャ及びアプリケーションモデル（物联网家电系统结构以及

应用模型 GB∕T 36429-2018）：2019/1/1 施行 

 

これらの技術基準における製品安全対策は、家電製品に係る従来の要求事項のほかに、ス

マート家電としての要求事項、家電制御システム（IoT 電化製品の視点）への要求事項、およ

び情報セキュリティに関する要求事項から構成される。特にサイバー攻撃への対策の実施は

重視されている。 

このように、国際標準化機関（IEC）に留まらず世界の各地域においても、IoT 化された電

気用品等の安全対策が活発に議論されており、その動きも急である。我が国としても、世界の

動きに先んじるべく、これらの動向を引き続き注視していく必要がある。 

 

（以上） 

 


