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従来、制御システムは固有システムで構成され、外部ネットワークや共用システムとは接続されてい
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本資料の目的は、制御システムにおけるセキュリティマネジメントシステムの構築のために有効とな
る規格である IEC62443-2-1 を概説することである。また、実績をあげている情報システムにおけるセ
キュリティマネジメントシステム ISMS(ISO/IEC27001)との比較を解説し、これにならって、制御シス
テムにおけるセキュリティマネジメントシステムが普及するための提言を述べている。
本資料の想定する読者は、制御システムのセキュリティを検討しようとする事業者と制御システムに
関わるシステムや製品を開発している事業者である。
本資料が、制御システムのセキュリティへの対応に取り組むきっかけとなることを期待している。

The author thanks the International Electrotechnical Commission (IEC) for permission
to reproduce Information from its International Publication IEC 62443-2-1 ed. 1.0
(2010-11) All such extracts are copyright of IEC, Geneva, Switzerland. All rights
reserved. Further information on the IEC is available from www.iec.ch. IEC has no
responsibility for the placement and context in which the extracts and contents are
reproduced by the author, nor is IEC in any way responsible for the other content or
accuracy therein.
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重要インフラの制御システムセキュリティと IT サービス継続に関する調査報告書：
http://www.ipa.go.jp/security/fy20/reports/ics-sec/index.html
「2010 年度 制御システムの情報セキュリティ動向に関する調査」報告書：
http://www.ipa.go.jp/security/fy22/reports/ics_sec/index.html
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1.はじめに
1.1.制御システムにおけるセキュリティ対策の必要性
従来、制御システムは、固有システムで構成され、外部ネットワークや共用システムとは接続されて
いないなどの認識で、セキュリティの脅威は殆ど意識されてこなかった。しかし、この数年、以下のよ
うな環境の変化や、そのシステムの特性や位置づけ、および脅威の増大を背景に、セキュリティ対応の
必要性が非常に高まってきている。
（１） 構成システム、コンポーネントの変化
・システムを構成するコンポーネントとして、Windows や UNIX といった汎用のプラットフォームが
活用されてきている。
・システムでの通信は、汎用で標準的なプロトコルや、それをベースに従来のプロトコルデータを乗せ
る形で利用されている。
（２） 外部ネットワークとの接続、外部からのメディアの持込み
・管理のために、情報系のシステムとのネットワーク接続経路を有しているケースも出てきている。
・リモートメンテナンスなど、保守管理の利便性から、外部との通信が利用されるケースもでてきて
いる。
・制御の利便性から、無線 LAN が使われるケースも出てきている。
・システムやコンポーネントのパラメータ変更のため、外部メディアが利用されるケースも出てきて
いる。
（３）システムの特性、位置づけ
・システムの利用期間が、10～20 年と非常に長期間の利用が前提とされている（情報系の OS などの
サポート期限をはるかに超えている）
・24 時間、365 日の可用性が、最も重要な要件として挙げられている。
・社会基盤、産業基盤を支えており、攻撃等で稼働が阻害されるとなると、社会的な影響、事業継続上
の影響が非常に大きい。
（４）脅威、事件・事故の出現と傾向
・2010 年に発覚したイランの原子力設備を標的としたウイルス Stuxnet の出現により、制御システムを
周到に狙った攻撃が世界を震撼させた。
・生産ラインや制御システム等への標的型サイバー攻撃やウイルス感染などの事件報告が増加してきて
いる。
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1.2.制御システムセキュリティ基準における IEC62443 の位置づけ
1.2.1.制御システムのセキュリティを実現する基準
制御システムのセキュリティを実現するにあたって、どのような基準の活用が、有効かが、課題とな
る。その要件として、以下が挙げられる：
① 管理運用、システム、コンポーネント（装置・デバイス）など、トータルなセキュリティをカバーし
ていること
② 事業者、システム構築者、システム部品や装置製造者のそれぞれで、広く参照できること
③ 一分野に特化することなく、制御システム分野で広く共通的な活用が可能なこと
④ その準拠を保証するための、アセスメントや評価認証するスキームが（将来的にでも見通しが）ある
こと
（客観的な水準の裏付けや、第三者認証によって客観的な評価が可能なこと）
これまで提案されてきている基準・標準は、カバー範囲（組織、システム、コンポーネント（装置・
デバイス）、技術）、対策面（運用管理的対策、技術的対策）、業種分野（汎用、業界固有）、利用者
層（事業・運用者、システム開発者、装置・デバイス製造者）などによって異なっている。
対象範囲と対象事業分野における、既存の標準の位置づけの概念図を図 1-1 に示す。

図 1-1.制御システム分野における標準の位置づけ
また、EU における ESCoRTS プロジェクトで提示された既存基準の対策レベルと利用者分野におけ
る位置づけの概念図を、図 1-2 に示す。この図中、ISA99 が、IEC62443 を指している。
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これらから分かるように、IEC62443 は、上記①～③の要件（カバー範囲、利用者層、業種分野）に対
して、包括的な標準の位置づけにあり、その活用を検討していくことが有効であると考える。

1.2.2.IEC62443 の概要
表 1-1 に、IEC62443 を構成している基準の一覧と、2012 年 3 月時点での策定状況を示す。公表され
ている計画では、近年中に全ての基準（draft 含む）が揃えられることになっている。IEC62443 は全体
で 4 シリーズ、12 規格から構成されている。IEC62443-1 シリーズは本規格全体の用語・概念等の定義
が規定されており、2 シリーズには組織に対するセキュリティマネジメントシステム他、3 シリーズには
システムのセキュリティ要件や技術概説、4 シリーズは部品（装置・デバイス）層におけるセキュリティ
の機能や開発プロセスの要件が定められている。
この中で、ツール部品層における IEC62443-4-1,2 に対しては、この分野で基準を策定して既にそれ
に基づく評価認証サービスを開始している ISASecure（ISCI）2が、その基準（EDSA: Embedded Device
Security Assurance）3 を標準案として提案しており、それをベースに議論されている。また、システム
レイヤでは、同じく、ISCI が策定を進めている SSA(System Security Assurance)が、IEC62443-3 シリ
ーズで検討される方向となっている。従って上記 1.2.1 の④の観点でも、要件を満たす方向に進んでい
る。

2
3

ISA Security Compliance Institute: http://www.isasecure.org/
EDSA: http://www.isasecure.org/ISASecure-Program.aspx
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表 1-1.IEC62443 の構成
区
分

共
通

主対象者

全体

IEC

原本名

62443-1-1

Terminology, concepts and models

62443-1-2

Master glossary of terms and
abbreviations

62443-1-3

現状のステータス

リリース・予定

ドキュメントの状況，
ドラフトの現状

（2012.3時点）

セ
Establishing an IACS security
62443-2-1
キ
program
ュ
リ
62443-2-2 Operating an IACS security program
テ
Patch management in the IACS
ィ 事業・運用者 62443-2-3
environment
プ
ロ
Certification of IACS supplier
グ
62443-2-4
security policies and practices
ラ
ム

詳細

頁数

用語と、状況（動向）、ｾｷｭﾘﾃｨ概念、Scadaモデルの一般論： ・動

発行済み，
アップデート中

2009.07

テクニカルレポートと
してレビュー中

DTR：2012Q3

System security compliance metrics ドラフト執筆中

概要

81 向 ・セキュリティ概念 ・参照ﾓﾃﾞﾙ（５階層）、資産ﾓﾃﾞﾙ、ゾーン
＆経路ﾓﾃﾞﾙ

DTR：2013.02

発行済み，
アップデート中

2010.10
Ed.2：CDVは2012Q4

ドラフト執筆中

CDV：2013Q1

ドラフト執筆中

DTR：2012Q3

レビュー中

CDV：2011.10

発行済み

2009.07

＜事業者自体のｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ構築＞

159 ISMS（ISO27001）の制御システム版

＜事業者が制御システムのコンポーネントやシステムを調達する

42 際のセキュリティ要件集＞

セキュリティ技術の解説書： ・認証、ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ/ﾌﾞﾛｯｷﾝｸﾞ/ｱｸｾｽ

62443-3-1
シ 構築事業者
ス
・
テ
SIer
ム

部
装置ベンダ
品

Security technologies for IACS

102 制御、暗号/ﾃﾞｰﾀ保護、管理・監査・証跡、ｿﾌﾄ管理、物理ｾｷｭﾘ
ﾃｨ、人的ｾｷｭﾘﾃｨ

62443-3-2
62443-3-3

Security assurance levels for zones
ドラフト執筆中
and conduits
System security requirements and ドラフトが75%完成済
み
security assurance levels

CDV：2013.02
CDV：2012Q1

システムに対するセキュリティ要件。保証レベル（３段階）での要
件集。

62443-4-1

Product development requirements ドラフト執筆中

CDV：2013Q1

セキュアなコンポーネントを開発するための方法を規定。
ISASecureのEDSA（SDSA）をベースにしている。

62443-4-2

Technical security requirements for
ドラフト執筆中
IACS components

CDV：2013Q1

デバイス、システムに搭載されるセキュリティ機能を規定。
ISASecureのEDSA（FSA）をベースにしている。

IEC: International Electrotechnical Commision
IACS: Industrial Automation and Control Systems

CD：Committee Draft 、CDV：Committee Draft for Vote、DC：Document for Comments
DTR: Draft Technical Report 、NP：New Work Item Proposal 、RR:Review Report
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ISA: International Society of Automation
WIB: International Instrument User's Associations

1.3.本レポートの目的
制御システムのセキュリティレベルを高めようとするアプローチとして、まず、セキュリティマネジ
メントシステムの確立は不可欠となる。前節で述べた、制御システムに対するセキュリティ基準である
IEC62443 において、IEC62443-2-1 は、IT システムにおけるセキュリティマネジメントシステム構築
の標準となっている ISO/IEC27001（ISMS：Information Security Management System）をベースに、
制御システム向けのセキュリティマネジメントシステム（CSMS:Cyber Security Management System）
となっている。
IPA では既に規格書として公開されている IEC62443-2-1 の翻訳を実施し、一般財団法人日本規格協
会（JSA）より、日本語版の規格書が発刊（2012 年 10 月予定）される。
本レポートでは、本規格書の活用が図られるための入門として、以下を概説している。
① IEC62443-2-1 の概要
② IEC62443-2-1 と ISO27001 の比較
③ IEC62443-2-1 と ISA-62443-3-3 (IEC62443-3-3)

4

との関係

IPA では、本規格書をベースに、制御システムの事業者・運用者において、
・制御システムにおけるセキュリティマネジメントシステムの知識の普及
・自社システムにおけるマネジメントシステムの構築とセルフアセスメントの実施
・将来的な CSMS 評価認証制度の確立の推進が図られることを期待している。

★

本レポートは、IPA による IEC62443 の各基準の部分の翻訳、意訳、引用に基づいています。また、

各基準の要件の解釈、各基準間（ISO/IEC27001、IEC62443-2-1、IEC62443-3-3）の対応に関しては、
IPA の分析と考察によって判断したものであり、基準解釈の正当性を保証するものではありません。基
準の正確な内容については、正式な原文書を参照下さい。本レポートは、IEC62443-2-1 の活用と普及
を推進する上での参考となることを期待しています。

4

ISA-62443-3-3(ISA Work Product List): http://isa99.isa.org/ISA99%20Wiki/WP_List.aspx
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2.IEC62443-2-1 の概要
IEC62443-2-1（Establishing an industrial automation and control system security）は、産業用制
御システム（IACS：Industrial Automation and Control System）向けのサイバーセキュリティマネジ
メントシステム（CSMS）を確立するための要素を定義しており、それらの要素を構築するためのガイ
ダンスを提供している。本章では、その構成と概要および考え方について説明している。その詳細に関
しては、正式な規格書5、あるいは今後、日本規格協会より発刊される日本語版規格書を参照頂きたい。

2.1.IEC62443-2-1 の全体構成
IEC62443-2-1 の構成を表 2-1 に示す。下表において１～４章が本文であり、4 章における要件（126
要件）項目の一覧については、付録１に示す。
表 2-1.IEC62443-2-1 の構成
章

タイトル

概要

1

Scope

本仕様の目的、範囲

2

Normative references

本仕様における引用規定

3

Terms, definitions, abbreviated

本仕様で使用する用語、定義、略語等

terms, acronyms, and conventions
4

Annex A

Elements of a cyber security

IACS 向けサイバーセキュリティマネジ

management system

メントシステムの要件

Guidance for developing the

IACS 向けサイバーセキュリティマネジ

elements of a CSMS

メントシステムの要件を満足するための
ガイダンス

Annex B

Process to develop a CSMS

IACS 向けサイバーセキュリティマネジ
メントシステムの構築プロセス例

Annex C

Mapping of requirements to

ISO/IEC 27001 の要件との対応表

ISO/IEC 27001

5

http://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/Artnum_PK/44613
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表 2-1 で示した IEC62443-2-1 本文と Annex の関係を図 2-1 に示す。なお、ISO/IEC 27000 シリーズ
と IEC62443 の関係については，ISO/IEC27001 が IEC62443-2-1 本文と対応し、ISO/IEC27002 が
IEC62443-2-1 Annex A と対応する位置づけにある。

リスク分析

CSMSにおけるリスクへの対処
IEC62443-2-1本文
CSMSの各要素に
おいて求められる
要件を規定

セキュリ
ティポリ
シ、組織、
意識

選択した
セキュリ
ティ対策

実装・
導入

IEC62443-2-1 AnnexA
各要素の要件を満足
するために実施する
具体的事項
－補足情報
－実施例

CSMSの監視および改善

CSMS

IEC62443-2-1 Annex B
CSMSを構築するため
のプロセス例

図 2-1.IEC62443-2-1 の本文と Annex の関係
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2.2. Annex の記載概要
2.2.1. Annex A
Annex A には本文第 4 章で規定した要件を満足する CSMS を構築するためのガイダンスが記載されて
いる。そのため、Annex A は第 4 章と同じ構成となっている。また、各要件には表 2-2 に示す項目が含
まれる。

表 2-2.Annex A の構成
項目

概要

Description of element

本要件の概要

Element-specific information

本要件に関する詳細なガイダンス

Supporting practices

本要件の具体的な実施例

Baseline practices

基本レベルを達成するために組織に対して推奨する実行策

Additional practices

セキュリティ強化のために用いられる実行策

Resource used

参考文献

本文中に記載されている要件は具体的ではないため、Annex A に記載されている表 2-2 の情報と併用
することにより、要件を満足するために実施すべき事項が明らかになる。しかしながら、Annex A で
は複数の要件をまとめたカテゴリ毎にガイダンスが記載されているため、個々の要件を満足するために
必要なガイダンスが明確になっていない。このため、各要件とガイダンスの対応関係に留意する必要が
ある。
各要件と Annex A のガイダンスをマッピングした結果の詳細を付録１に示す。この結果、要件によっ
てはガイダンスが存在しないと思われる項目が存在した（126 の要件のうち、10 の要件には明確なガイ
ダンスが存在しない）。このため、IEC62443-2-1 を普及させてゆくためには、これらの要件に対するガ
イダンスを作成し、追加していく必要があると考えられる。明確なガイダンスが存在しない要件を表
2-3 に示す。
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表 2-3.IEC62443-2-1 の要件の中でガイダンスが存在しない項目
カテゴリ

要件番号

要件内容

リスクの識別，分類及びアセ

4.2.3.2

リスクアセスメントの背景情報の提供

4.3.2.5.2

各システムに対する影響及び結果の決定

4.3.4.3.5

サイバーセキュリティ及びプロセス安全性マ

スメント
セキュリティポリシー，組織
及び意識向上
実装

ネジメント（PSM）の変更管理手順の統合
4.3.4.3.8

ウイルス対策／マルウェアマネジメント手順
の確立及び文書化

4.3.4.5.4

サイバーセキュリティインシデントの報告に
関する従業員の教育

4.3.4.5.5

タイムリーな方法によるサイバーセキュリテ
ィインシデントの報告

適合

CSMS のレビュー，改善及び
維持管理

4.4.2.4

文書の監査証跡の確立

4.4.2.5

非適合に対する懲罰処置の定義

4.4.2.6

監査員の能力の確保

4.4.3.8

セキュリティ上の提案に関する従業員のフィ
ードバックの要求及び報告
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2.2.2.Annex B
2.2.2.1. Annex B の目的
-

規格書本文及び Annex A に示されたサイバーセキュリティマネジメントシステム(CSMS)の要件を
確立する上で必要な活動の順序付けと、各々の活動における考え方を示す。

-

組織が CSMS の確立プロセスを開始する際に参照できるガイドを提供する。

-

本規格の使用方法に関するガイドを提供する。

2.2.2.2 .CSMS の開発手順
CSMS の開発は、図 2-2 に示す 6 つの最上位レベル活動から構成される。
① CSMS プログラムの開始
② 上位レベルのリスクアセスメント
③ 詳細なリスクアセスメント
④ ポリシー、組織及び意識の確立
⑤ 対抗策の選択及び導入
⑥ CSMS の維持管理

①CSMS
プログラムの
開始

②上位レベル
のリスク
アセスメント

④ポリシ、組織、
意識の確立
⑥CSMSの
維持管理

③詳細な
リスク
アセスメント

⑤対策の選択
および導入

図 2-2.CSMS の構築プロセス（トップレベル）
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各々の最上位レベル活動の目的と概要、注意点を以下に示す。
(1) CSMS プログラムの開始
目的

CSMS プログラムを経営陣に対して正当化（理解と支援を受ける）することで
活動の地盤を固め、取り組みの有効性を高める。

想定

CSMS を実施する事業上の根拠と適用範囲を策定する。

プロセス

事業上の根拠と適用範囲に対応するステークホルダを特定し、CSMS への関与
を要請する。
幹部のコミットメント及び支援と活動資金を獲得する。

注意点

プログラムを開始するとき、必ずこの活動を最初に実施すること。
プログラムの最初の適用範囲は、目標としたものより小さくなる場合がある。
その場合も、プログラムの成功に伴って範囲を拡大することができる。

(2) 上位レベルのリスクアセスメント
目的

脅威とその実現可能性、脆弱性の種類、結果を提示する。

想定

リスクの識別方法を定義し、ステークホルダの参加のもとでリスクの識別を実

プロセス

施する。
リスクの優先順位アセスメント方法を定義し、ステークホルダの参加のもとで
識別されたリスクの優先順位アセスメントを実施する。
アセスメントの結果と、その根拠を文書化する。

注意点

全体におけるリスクの関連性を明確化するため、リスクアセスメントは必ず上
位レベルのものから開始すること。

(3) 詳細なリスクアセスメント
目的

システムに存在する脆弱性と関連するリスクを識別し、その優先順位を設定す
る。

想定

システム、ネットワーク、装置などの資産台帳を作成する。

プロセス

資産の選別と優先順位付けを実施する。
アセスメントの結果と、その根拠を文書化する。

注意点

資源や時間の制約により全ての資産に対するリスクを検査できない場合は、上
位レベルのリスクアセスメントの結果を用いてどの構成要素を重点的に検査す
るかを決定すること。
上位レベルのリスクアセスメントに含まれないリスクが発見された場合、その
結果に従い上位レベルのリスクアセスメントを更新すること。
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(4) セキュリティポリシー、組織及び意識向上の確立
目的

組織におけるリスク許容度に基づき、対抗策を実行するための適切なポリシー
と組織を確立する。ポリシーは、適用される対抗策に関して特定のシステム開
発や保守プロセスを要求したり、リスクの再アセスメントの時期を決定したり
する場合がある。

想定

ポリシー及び手順を作成し導入する。

プロセス

ポリシーを組織のメンバに伝達する。
訓練活動の策定


職務に応じたシステム利用時の責任、事業に対する一般的な影響、リスク
アセスメント方法、リスクマネジメント方法、対抗策及び関連する手順の
運用、事業継続及びインシデント対応手順、システム開発プロセス、CSMS
監査手順、CSMS 変更手順

組織への責任の割り当て


リスクアセスメントチーム：上位レベル及び詳細なリスクアセスメント



リスクマネジメントチーム：対抗策の選定



運用業務：対抗策の導入



事業継続及びインシデント対応担当者：事業継続及びインシデント対応計
画の更新

注意点



新規あるいは変更されるシステムについてのリスクアセスメントを推進



CSMS 管理者：CSMS 適合状況の監査



CSMS サポート：CSMS の改善

対抗策の有効性を担保するため、本活動は、「(5) 対抗策の選択及び導入」と
協調して実施すること。

(5) 対抗策の選択及び導入
目的

リスクアセスメントの結果及び組織のリスク許容度に基づき、対抗策を選択・
導入する。

想定

対抗策を選択・導入する。

プロセス

導入した対抗策に従い、新規システムを開発するか既存システムを変更する。

注意点

システムの開発や変更に伴い、事業継続性及びインシデント対応計画に対する
更新が必要になる。
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(6) CSMS の維持管理
目的

組織が CSMS のポリシー及び手順に適合しているか、組織のサイバーセキュリ
ティ目標の達成に CSMS が効果を発揮しているか、組織内外の状況に照らし
て、これらの目標を変更する必要があるかどうかを決定する。
上位レベルまたは詳細なリスクアセスメントの改訂が必要な時期を定義する。
対抗策の有効性を最大限に発揮させるためのポリシー、手順、組織の決定また
は訓練の改善に必要な情報を提供する。
選択された対抗策における、改善すべき弱点を示す。

想定

法律や規制による制約の変化を監視する。

プロセス

業界における新たな事例報告を監視する。
新たに適用可能となった対抗策を監視する。
CSMS の有効性を測定する。
CSMS への適合度を監査する。結果が思わしくない場合は訓練または組織の責
任の割り当てを改善する。
上記全てに基づいて CSMS をレビューし、改良する。ポリシー及び手順の変更
またはそれらの導入内容の改善を含む。

2.3.IEC62443-2-1 概要のまとめ
本節では、IEC62443-2-1 で記載されている要件およびガイダンスを分析し、規格の内容の観点から
CSMS 構築に際して、課題となる点を明らかにした。今後、これらの分析結果を踏まえ、実際に CSMS
構築を予定している企業において顕在化する課題を明確化していく必要がある。
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3.IEC62443-2-1 と ISO/IEC27001 との比較
IEC62443-2-1 は ISO/IEC27001 を参考にして、制御システムに固有の部分を追加して作成されてい
る。従って、IEC62443-2-1 には ISO/IEC27001 に記載されている要件と同様の要件が多数記載されて
いる。そのため、ISMS 認証を取得した企業、もしくは ISMS をベースにマネジメントシステムを構築
している企業では、CSMS の大多数の要件を満足しているものと考えられる。
本章では、IEC62443-2-1 にのみ記載されている要件を抽出し、制御システムにおいて求められてい
る要件を明確化する。また、CSMS 認証制度案検討の参考とする。

3.1.比較分析結果
はじめに、IEC62443-2-1 と ISO/IEC27001 に記載されている要件のうち、固有要件と共通要件を抽
出した。結果を表 3-1 に示す。具体的な要件に対応関係については付録２に示す。この結果、大半の要
件は共通であり、固有要件は少数であることが明らかとなった。
表 3-1.IEC62443-2-1 と ISO/IEC27001 の要件の分析
IEC62443-2-1

ISO/IEC27001

126

100

固有要件

26

27

共通要件

100※

73※

要件数

※IEC62443-2-1 と ISO/IEC27001 では要件の記載レベルが異なり、一つの要件に複数の要件
がマッピングされることから、数が一致していない

次に、IEC62443-2-1 のみに記載されている要件のうち、必須である要件を抽出したものを表 3-2 に示
す。なお、下線は ICS 特有であると想定される要件内容を示す。
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表 3-2.IEC62443-2-1 にのみ記載されている必須要件
カテゴリ

要件

項目名

要件

単純なネットワーク図

組織は，論理的に統合されたシステムのそれ

の策定

ぞれについて，主要装置，ネットワークの種

番号
リスクの識別，分類

4.2.3.5

及びアセスメント

類及び機器の一般的な場所を示す単純なネ
ットワーク図を策定しなければならない。
4.2.3.11

物理的リスクのアセス

資産のリスク全体を理解するために，物理的

メントの結果と HSE6

リスクのアセスメントの結果と HSE 上のリ

上のリスクのアセスメ

スクのアセスメントの結果とサイバーセキ

ントの結果とサイバー

ュリティリスクのアセスメントの結果が統

セキュリティリスクの

合されなければならない。

アセスメントの結果の
統合
4.2.3.12

セキュリティポリ

4.3.2.3.2

シー，組織及び意識

IACS のライフサイク

開発，実装，変更及び廃棄を含む，技術ライ

ル全体にわたるリスク

フサイクルのすべての段階にわたって，リス

アセスメントの実行

クアセスメントが行われなければならない。

セキュリティ組織の確

経営陣の主導によって確立（又は選抜）され

立

た，IACS のサイバー的側面に関する明確な

向上

指示及び監督を提供する責任を持つ，ステー
クホルダの組織，構造又はネットワークが存
在しなければならない。
4.3.2.4.5

訓練プログラムの経時

新たな又は変化する脅威及びぜい弱性を説

的な改訂

明するために，サイバーセキュリティの訓練
プログラムが必要に応じて改訂されなけれ
ばならない。

選ばれたセキュリ

4.3.3.3.1

ティ対抗策

4.3.3.3.10

補助的な物理的セキュ

資産を保護するための物理的セキュリティ

リティ及びサイバーセ

とサイバーセキュリティの両方に対処する

キュリティポリシーの

セキュリティのポリシー及び手順が確立さ

確立

れなければならない。

重要資産の暫定的保護

例えば火災，浸水，セキュリティ侵害，中断，

のための手順の確立

天災又はその他のあらゆる種類の災害が原
因となって運用が中断しているときに重要
なコンポーネントを確実に保護するための
手順が確立されなければならない。

6

HSE: Health, Safety and Environmental
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4.3.3.5.5

不要なアカウントの一

アクセスアカウントは，（例えば職務の変更

時停止又は削除

によって）もはや不要になったらすぐに一時
停止又は削除されなければならない。

4.3.3.6.3

システム管理及びアプ

すべてのシステム管理者アクセスアカウン

リケーション構成での

ト及びアプリケーション構成アクセスアカ

強い認証方法の要求

ウントでは，強い認証実践（強いパスワード
を要求するなど）が使用されなければならな
い。

4.3.3.7.2

IACS 装置にアクセス

IACS 装置へのアクセスの許可は，論理的で

するための適切な論理

あるか（既知のユーザに，それらのユーザの

的及び物理的許可方法

役割に基づいてアクセスの付与又は拒否を

の確立

行う規則），物理的であるか（実行中のコン
ピュータコンソールへのアクセスを制限す
る錠，カメラ及びその他の管理策），又はそ
の両方でなければならない。

実装

4.3.4.3.4

システムの開発又は保

既存のゾーン※内の IACS 環境に設置される

守による変更に対する

新しいシステムのセキュリティ要求事項は，

セキュリティポリシー

そのゾーン／環境において要求されるセキ

の要求

ュリティのポリシー及び手順に合致してい
なければならない。同様に，保守によるアッ
プグレード又は変更が，そのゾーンのセキュ
リティ要求事項に合致していなければなら
ない。

4.3.4.3.6

ポリシー及び手順のレ

セキュリティ上の変更によって安全性又は

ビュー及び維持管理

事業継続性に対するリスクが増大しないこ
とを確実にするために，運用及び変更管理の
ポリシー及び手順がレビューされ，最新の状
態に維持されなければならない。

4.3.4.5.2
4.3.4.5.10

インシデント対応計画

すべての適切な組織に，インシデント対応計

の伝達

画が伝達されなければならない。

発見された問題点に対

発見された問題点に対処し，それらが修正さ

する対処及び修正

れていることを確実にするための事業上の
方法を，組織は導入しなければならない。

CSMS のレビュー， 4.4.3.1

CSMS に対する変更を

CSMS の変更の改良及び導入を管理及び調

改善及び維持管理

管理及び導入するため

整し，定義された方法を使用して変更を策定

の組織の割り当て

及び導入するために組織が割り当てられな
ければならない。
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※ ゾーンとコンジット
システムを複数の領域（ゾーン）に分割し、その間を通信路（コンジット）で接続する。セキュリ
ティ対策は各ゾーンで実施し、コンジットは土管として取り扱うという IEC62443 で提唱しているセ
キュリティコンセプトである。システムへの適用イメージを図 3-1 に示す。

事業ゾーン
ラップトップ

ワークステーション

メインフレーム

コンジット
プラントAゾーン

APサーバ

ファイルプリント
サーバ

ファイアーウォール

APサーバ

データサーバ

プラントB制御ゾーン

データサーバ メインターミナル
サーバ

コントローラ

I/O

コントローラ

I/O

ルータ

ファイルプリント
サーバ

ファイアーウォール

コンジット

APサーバ

コンジット
プラントCゾーン

ルータ

データサーバ

プラントA制御ゾーン

サーバ

コンジット
プラントBゾーン

ルータ

ファイルプリント
サーバ

サーバ

APサーバ

データサーバ

プラントC制御ゾーン

ファイアーウォール

コンジット

コンジット

APサーバ

データサーバ メインターミナル
サーバ

コントローラ

コントローラ

I/O

I/O

※IEC62443-1-1を元に作成

図 3-1.ゾーンとコンジットのイメージ

19

APサーバ

データサーバ メインターミナル
サーバ

コントローラ

1

I/O

コントローラ

I/O

3.2.考察
図 3-2 に示すように、IEC62443-2-1 にのみ記載されている要件は、リスク分析、対策立案、レビュー
の CSMS の各ステップにおいて、実施する必要がある固有の要件を示している。これらの要件から、
ICS では以下の 2 点が重要視されていると考えられる。
・リスク分析の拡充
情報系システムで想定するリスク分析を拡大して実施する必要がある。特にセーフティ（人、環
境等）に対するリスクの洗い出しやライフサイクル全般（開発～廃棄）までの各ステップにおける
リスクの洗い出しを実施する必要がある。
・安全性レベルの維持
災害時やシステム更新時にセキュリティレベルや安全性が低下しないような対策機能の実装や運
用を実施する必要がある。
従って、IEC62443-2-1 を用いた CSMS 構築を広く普及させるためには、これらの要件の違いを認識
し、ISMS 取得企業が新たに取り組まなければならない点を明らかにしてゆく必要がある。

リスク分析

・HSEのリスクを考慮
・システムライフサイクル全体での分析

・暫定対策の導入
・システム更新時の安全性の維持

対策立案

レビュー

・レビュー、維持管理組織の構築

図 3-2.IEC62443-2-1 固有要件のマッピング

3.3.両規格の比較のまとめ
本章では、IEC62443-2-1 と ISO/IEC27001 に記載されている要件を詳細に比較・分析し、差分を調
査した。その結果、IEC62443-2-1 ではあらゆる状況下での安全性の確保やシステムライフサイクル全
般でのリスク対応が求められているなど、従来の ISMS では考慮されていなかった要件が含まれている
ことが明らかとなった。従って、CSMS 構築に際してはこれらの差異を考慮し、ISMS 取得企業に対す
る負荷を低減する仕組みや、新たに追加された要件を満足するためのガイドラインや支援ツールの整備
等を検討していく必要があると考えられる。
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4.IEC62443-2-1 と ISA-62443-3-3(IEC62443-3-3) との関係
IEC62443-2-1 によるセキュリティマネジメントシステムの構築を実現する上で、技術的要件に対して、
その実装をどうするかが、課題となる。IEC62443-3-3 は、システムのセキュリティ要件を規定している
ので、それに準拠して、システムのセキュリティ実装が可能であれば、基準間の連携および整合性含め、
一貫性がとれることになる。そこで、本章では、IEC62443-2-1 における技術要件が、IEC62443-3-3 の
どの要件でどの程度カバーできるのかを検証する。なお、IEC62443-3-3 の正式ドラフトはまだ公開され
ていないため、そのベースとなっており、公開されている ISA-62443-3-37を引用することとする。

4.1.両規格の対応関係
IEC62443-2-1 で記載されている要件のうち、技術要件に対して ISA-62443-3-3 に対応要件が記載さ
れている主要な要件の対応の例を表 4-1 に示す。

7

ISA-62443-3-3(ISA Work Product List): http://isa99.isa.org/ISA99%20Wiki/WP_List.aspx
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表 4-1.IEC62443-2-1 と ISA-62443-3-3 の対応表（一部）
SR: System Requirement

IEC62443-2-1
小分類
Network
segmentation
ネットワークの分割

Access control:
Account
administration
アクセス制御―アカ
ウント管理

Access control:
Authentication
アクセス制御―認証

Access control:
Authorization
アクセス制御―認可

ISA-62443-3-3 (IEC62443-3-3)
項目名

要件番号

要件番号

要件内容

4.3.3.4.1

Develop the network segmentation architecture
ネットワーク分割アーキテクチャの策定

SR5.2

ネットワークのセグメント化

4.3.3.4.2

Employ isolation or segmentation on high-risk IACS
高リスクIACSの隔離又は分割の採用

SR5.2

ネットワークのセグメント化

4.3.3.4.3

Block non-essential communications with barrier devices
障壁装置による不要な通信のブロック

SR5.3

ゾーン境界保護

4.3.3.5.1

Access accounts implement authorization security policy
アクセスアカウントでの認可セキュリティポリシーの導入

SR2.1

認可強化

4.3.3.5.2

Identify individuals
個人の識別

SR1.1

人、プロセス、デバイスの認証

4.3.3.5.3

Authorize account access
アカウントアクセスの認可

SR2.1

認可強化

4.3.3.6.2

Authenticate all users before system use
システムの使用前のすべてのユーザの認証

SR1.1

人、プロセス、デバイスの認証

4.3.3.6.3

Require strong authentication methods for system administration and
application configuration
システム管理及びアプリケーション構成での強い認証方法の要求

SR1.1

人、プロセス、デバイスの認証

4.3.3.6.4

Log and review all access attempts to critical systems
重要なシステムに対するすべてのアクセス試行の記録及びレビュー

SR2.7

監査可能なイベント

4.3.3.6.5

Authenticate all remote users at the appropriate level
適切なレベルでのすべてのリモートユーザの認証

SR1.1

人、プロセス、デバイスの認証

4.3.3.6.7

Disable access account after failed remote login attempts
失敗したリモートログイン試行の後のアクセスアカウントの無効化

SR1.8

不正ログインによる試行

4.3.3.6.8

Require re-authentication after remote system inactivity
リモートシステムの活動がなくなった後の再認証の要求

SR1.10

セッションのロック

4.3.3.6.9

Employ authentication for task-to-task communication
タスク間通信での認証の採用

SR1.1

人、プロセス、デバイスの認証

4.3.3.7.2

Establish appropriate logical and physical permission methods to access
IACS devices
IACS装置にアクセスするための適切な論理的及び物理的許可方法の確
立

SR2.1

認可強化

4.3.3.7.3

Control access to information or systems via role-based access
accounts
役割に基づくアクセスアカウントによる，情報又はシステムへのアクセスの
制御
Employ multiple authorization methods for critical IACS
重要なIACSに対する複数の認可方法の採用

SR2.1

認可強化

SR2.1

認可強化

4.3.3.7.4
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IEC62443-2-1 の「選ばれたセキュリティ対抗策」や「実装」カテゴリ内の技術的な要件が、ISA-62443-3-3
の要件によって、サポート可能であるかの検証結果をまとめると、表 4-2 に示すように、70%～90%の要
件がカバーされていることが分かる。従って、IEC62443-2-1 の技術要件の実現にあたっては、そのほと
んどは、IEC62443-3-3 の対応部分のセキュリティ要件を参照すればよいことになる。対応要件のない
項目に対しては、システムに応じて、他の既存の基準等の引用が必要となる。
表 4-2.IEC62443-2-1 と ISA-62443-3-3（IEC62443-3-3）との関係
カテゴリ

要件

IEC62443-2-1

ISA-62443-3-3

サポー

分類

要件数

（IEC62443-3-3）

ト割合

サポート数
事業上の根拠

運用

1

0

0%

リスクの識別，分類及びアセス

運用

14

0

0%

運用

27

0

0%

技術

19

17

89%

運用

22

0

0%

技術

10

7

70%

運用

19

0

0%

適合

運用

6

0

0%

CSMS のレビュー，改善及び

運用

8

0

0%

メント
セキュリティポリシー，組織及
び意識向上
選ばれたセキュリティ対抗策

実装

維持管理
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4.2.両規格の対応関係のまとめ
本章では、IEC62443-2-1 と IEC62443-3-3 の関係性について分析を実施した。その結果、
IEC62443-2-1 の要件の中で技術的な対策が求められる要件において、IEC62443-3-3 に準拠したシステ
ムを導入する効果が明らかとなった。
システムのセキュリティ要件である IEC62443-3-3 と、今後公開される装置・デバイスのセキュリテ
ィ要件である IEC62443-4-2 との対応を分析すると、以下のように基準間の連携と整合性が明確となり、
トータルなセキュリティの実現に有効になるものと考える。
・IEC62443-2-1（セキュリティマネジメントシステム構築）
↓ ＜本章の分析＞
・IEC62443-3-3（システムのセキュリティ要件）
↓
・IEC62443-4-2（装置・デバイスのセキュリティ要件）
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5.CSMS の普及に向けた提言
国内制御システム及び重要インフラシステムのセキュリティレベルを向上させるためには、現状のシ
ステムの把握（システム資産、想定される被害、脅威等に基くリスク分析）及びセキュリティマネジメ
ントシステムを確立することが第一に取り組むべきものと考える。制御システムに対するマネジメント
標準として、２章で述べたように、IEC62443-2-1(CSMS：Cyber Security Management System)が既
に策定されており、IT システムの分野における ISO/IEC27001 に基く ISMS(Information Security
Management System)と同等の位置づけにある。
ISMS は 2002 年 4 月に認証基準（Ver.1.0）が公表され、これに基づいて本格運用が開始されており、
日本国内では認証取得事業者 4,112 組織、認証機関 26 組織(2012.9.7 時点）となっている。ISMS 認証
制度により、事業者の情報システムにおけるセキュリティの管理と対策のレベルはかなり向上している
ものと考えられる。ISMS 認証取得件数は、世界でも日本が突出して普及している状況にある。
制御システムセキュリティの向上には、ISMS 認証と同様に CSMS 認証が普及して、制御システム事
業者が認証取得する流れを確立することが非常に有効であり、特に、セキュリティが重要視されるレベ
ルの制御システム分野で認証取得を推進することで、制御システム分野のセキュリティレベルの向上に
つながるものと考えられる。
CSMS 認証は現在存在しないが、そのスキームを確立するためには、以下に述べる４つの観点での施
策が重要である：

（１）CSMS の普及啓発
CSMS の周知と人材の育成が挙げられる。ただ、これに関しては、３章で述べたが、図 5-1 に
示すように、ISMS と非常に共通部分が多いので、ISMS で培った知識や人材の活用が現実的であ
る。また、日本語版の規格書が必要となるが、IPA が翻訳した規格書が日本規格協会（JSA）から
発行される予定（2012 年 10 月）である。

図 5-1.CSMS と ISMS の関係

（２）認証スキームの確立
認証スキームに対しても、ISMS と CSMS の差異を考慮すると ISMS 認証スキームを活用する
ことが、日本の ISMS 認証におけるアドバンテージを活かす上でも有効である。その構成は図 5-2
に示すものとなる。例えば、ISO27001 にアドオンする要件（CSMS で追加された部分）を纏める
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ことで、それを使った評価認証ができる機関を JIPDEC に認定頂くことが実現案として有望であ
る。

図 5-2.ISMS の認証スキームの構成

（３）認証取得に関するコスト負担の軽減
評価認証におけるコストは、事業者にとって大きな課題となる。それに対して、以下の２観点
を検討していくことが有効と考える。
① 差分認証：仮に、ISMS を先行して取得されている組織であれば、それに加えて、CSMS で
追加された部分（差分）の要件だけの認証で、取得できることが望ましい。
② 認証取得部分の限定：ISMS でも実施されているが、認証取得の位置づけやその部分の特定
の考え方などを提示することで、限定してまず取得してみるアプローチができることが望ま
しい。

（４）認証取得に対する事業メリットの醸成
事業者にとっての認証取得の事業メリットを明確化できることが、組織幹部の認識の向上や取
得判断を促進する上で重要である。以下のような観点での様々な施策や公的な指導が重要となる
と考える。
① 認証取得の立上げ：認証のスタート時に、パイロット事業など、認証取得を補助するような
仕組みを提供する。
② 事業者ブランドの確立：CSMS 認証を取得している事業者であることを社会的に評価、
有効視する。
③ 事業メリット：あるレベルのシステムやサービスの調達、公的機関における調達では、
CSMS 認証取得が要件として加えられることを推奨していく。
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付録.１

IEC62443-2-1本文（要件）とAnnexAとの対応一覧

網掛け：IEC62443-2-1の要件に対応するAnnexA記述のない項目
IEC62443-2-1 本文（４章 要件）
大分類 中分類
Business
Risk
analysi rationale
s
リスク
分析

ビジネス根
拠
Risk
identificatio
n,
classificatio
n and
assessment
リスク識
別、分類、
及び評価

小分類

要件番号

説明内容

要求
度合

（注）IPAにて作成
IEC62443-2-1 AnnexA

識別番号

記載項目・内容

4.2.2.1 Develop a business rationale 強く A.2.2.2
ビジネス根拠を構築する
推奨
A.2.2.3
A.2.2.4

サイバーセキュリティリスク，事業上の
根拠及びビジネスケース
事業上の根拠の主要コンポーネント
IACSの事業上の根拠の内容の提案

4.2.3.1 Select a risk assessment

リスクアセスメント及び脆弱性アセスメ
ント
リスクアセスメントの方法の種類
リスクアセスメント方法の選択

必須 A.2.3.3.2

methodology
リスク評価方法を選択する

A.2.3.3.4
A.2.3.3.5

4.2.3.2 Provide risk assessment

強く
background information
推奨
リスク評価の背景情報を提供
する

4.2.3.3 Conduct a high-level risk
assessment
高度なリスク評価を実施する

必須 A.2.3.3.3
A.2.3.3.6
A.2.3.3.7

4.2.3.4 Identify the industrial
automation and control
systems
IACSを特定する

上位レベル及び詳細なリスクアセスメント
上位レベルのリスクアセスメントーリスクの
識別
上位レベルのリスクアセスメントーリスクの
分類

必須 A.2.3.3.8.2 主要なIACSの特性の識別
A.2.3.3.8.3 装置及びシステムのグループ化並び
に資産台帳の策定

4.2.3.5 Develop simple network

必須 A.2.3.3.8.4 単純なネットワーク図の策定
diagrams
単純なネットワーク図を構築
する
必須 A.2.3.3.8.5 識別された各システムの全体的リスク
4.2.3.6 Prioritize systems
システムを優先付けする
の予備アセスメント
A.2.3.3.8.6 システムの優先順位付け
必須 A.2.3.3.8.7 脆弱性の識別及びリスクの優先順位
4.2.3.7 Perform a detailed
vulnerability assessment
付け
詳細な脆弱性評価を実行す
る

4.2.3.8 Identify a detailed risk

必須 A.2.3.3.8.7 脆弱性の識別及びリスクの優先順位
assessment methodology
付け
詳細なリスク評価方法を特定
する
必須 A.2.3.3.8 詳細なリスクアセスメント
4.2.3.9 Conduct a detailed risk
assessment
詳細なリスク評価を実施する
必須 A.2.3.3.8.7 脆弱性の識別及びリスクの優先順位
4.2.3.10 Identify the reassessment
frequency and triggering
付け
criteria
再評価頻度と実施基準を特
定する

4.2.3.11 Integrate physical, HSE and
cyber security risk
assessment results
物理的、人的、環境的,及び
サイバー的なセキュリティリ
スク評価を統合する

必須 A.2.3.3.8.9 物理的セキュリティ対策との相互関係

4.2.3.12 Conduct risk assessments
throughout the lifecycle of
the IACS
IACSの全ライフサイクルを通
してリスク評価を実施する

4.2.3.13 Document the risk
assessment
リスク評価を文書化する

必須 A.2.3.3.8.1 リスクアセスメント及びIACSのライフサ
0
イクル

必須 A.2.3.3.8.7 脆弱性の識別及びリスクの優先順位
付け

4.2.3.14 Maintain vulnerability

強く A.2.3.3.8.7 脆弱性の識別及びリスクの優先順位
assessment records
推奨
付け
脆弱性評価記録を管理する

Addres
sing
risk
with
the
CSMS

Security
CSMS scope 4.3.2.2.1 Define the scope of the
CSMS
policy,
CSMS対象範囲を定義する
organization CSMSの対
, and
象範囲
4.3.2.2.2 Define the scope content
対象範囲内容を定義する
awareness

必須 A.3.2.2.2

CSMSの適用範囲の策定

強く A.3.2.2.2
推奨

CSMSの適用範囲の策定

セキュリティ Organizing
4.3.2.3.1 Obtain senior management 必須 A.3.2.3.3
support
方針、組
for security
CSMS 織、及び認
上位管理層のサポートを得る
におけ 識
セキュリティ
必須 A.3.2.3.2
るリス
のための組 4.3.2.3.2 Establish the security
organization(s)
ク検討
織化

着手及び支援の獲得

セキュリティのための組織の枠組みの
構築

セキュリティ組織を確立する

4.3.2.3.3 Define the organizational

必須 A.3.2.3.2

responsibilities
組織の責任を定義する

4.3.2.3.4 Define the stakeholder team 強く A.3.2.3.3

セキュリティのための組織の枠組みの
構築
着手及び支援の獲得

makeup
推奨
利害関係者チーム構成を定
義する

Staff
training and
security
awareness

4.3.2.4.1 Develop a training program

必須 A.3.2.4.2

スタッフ訓練プログラムの策定及びセ
キュリティ意識向上の形成

必須 A.3.2.4.2

スタッフ訓練プログラムの策定及びセ
キュリティ意識向上の形成

強く A.3.2.4.2
推奨

スタッフ訓練プログラムの策定及びセ
キュリティ意識向上の形成

4.3.2.4.4 Validate the training program 強く A.3.2.4.2

スタッフ訓練プログラムの策定及びセ
キュリティ意識向上の形成

訓練計画を構築する

4.3.2.4.2 Provide procedure and
facility training
手順・設備訓練を提供する

スタッフの訓
練とセキュリ
4.3.2.4.3 Provide training for support
ティ認識
personnel
支援要員のための訓練を提
供する

訓練計画の妥当性を証明す 推奨
る

4.3.2.4.5 Revise the training program

必須 A.3.2.4.2

スタッフ訓練プログラムの策定及びセ
キュリティ意識向上の形成

強く A.3.2.4.2
records
推奨
従業員の訓練記録を管理す
る

スタッフ訓練プログラムの策定及びセ
キュリティ意識向上の形成

over time
時間経過と共に訓練計画を
改訂する

4.3.2.4.6 Maintain employee training

Business
continuity
plan
事業継続計
画

4.3.2.5.1 Specify recovery objectives 必須 A.3.2.5.2

事業継続性計画の適用範囲

復旧対象を特定する

4.3.2.5.2 Determine the impact and

強く
consequences to each
推奨
system
各システムへの影響と結果を
Develop and implement
必須 A.3.2.5.3
4.3.2.5.3 決定する
business continuity plans
事業継続性計画を策定・実
行する
4.3.2.5.4 Form a business continuity 強く A.3.2.5.3
team
推奨
事業継続チームを形成する

4.3.2.5.5 Define and communicate

事業継続性の計画プロセス

事業継続性の計画プロセス

必須 A.3.2.5.3

事業継続性の計画プロセス

必須 A.3.4.3.8

バックアップ及び回復

必須 A.3.2.5.3

事業継続性の計画プロセス

必須 A.3.2.6.2
Security
4.3.2.6.1 Develop security policies
セキュリティ方針を策定する
policies and
procedures
4.3.2.6.2 Develop security procedures 必須 A.3.2.6.5
セキュリティ手順を策定する
セキュリティ
ポリシーと手
順
強く A.3.2.6.3
4.3.2.6.3 Maintain consistency

セキュリティポリシーの策定

specific roles and
responsibilities
特定の役割と責任を定義し、
徹底する

4.3.2.5.6 Create backup procedures
that support business
continuity plan
事業継続計画を支援する
バックアップ手順を作成する

4.3.2.5.7 Test and update the
business continuity plan
事業継続計画を試験・更新
する

サイバーセキュリティポリシーの導入

リスクに対する組織の許容度の決定

between risk management
推奨
systems
リスク管理システム間の一貫
性を管理する

4.3.2.6.4 Define cyber security policy 必須 A.3.2.6.2

セキュリティポリシーの策定

and procedure compliance
requirements
サイバセキュリティポリシー・
手順の遵守要求事項を定義
する

4.3.2.6.5 Determine the organization’s 必須 A.3.2.6.3

リスクに対する組織の許容度の決定

tolerance for risk
組織のリスク耐性を定義する

4.3.2.6.6 Communicate the policies
and procedures to the
organization
組織に対してポリシーと手順
を徹底する

必須 A.3.2.6.2
A.3.2.6.5

4.3.2.6.7 Review and update the cyber 必須 A.3.2.6.4
security policies and
procedures
サイバーセキュリティポリ
シー・手順を見直し、更新す
る

セキュリティポリシーの策定
サイバーセキュリティポリシーの導入

サイバーセキュリティポリシーのレ
ビュー及び改訂

4.3.2.6.8 Demonstrate senior

必須 A.3.2.6.2

セキュリティポリシーの策定

必須 A.3.3.2.2

要員のセキュリティの要求事項

必須 A.3.3.2.2

要員のセキュリティの要求事項

強く A.3.3.2.2
推奨

要員のセキュリティの要求事項

4.3.3.2.4 Address security

強く A.3.3.2.2
responsibilities
推奨
セキュリティ責任を検討する

要員のセキュリティの要求事項

4.3.3.2.5 Document and communicate 必須 A.3.3.2.2

要員のセキュリティの要求事項

leadership support for cyber
security
上位指導者がサイバーセ
キュリティに関与していること
を示す

Selected
Personnel
security
security
countermea
sures
要員セキュ
リティ
選択したセ
キュリティ対
策

4.3.3.2.1 Establish a personnel
security policy
要員セキュリティポリシーを
確立する

4.3.3.2.2 Screen personnel initially
要員を初期段階で選別する

4.3.3.2.3 Screen personnel on an
ongoing basis
要員を継続的に選別する

security expectations and
responsibilities
セキュリティの期待効果と責
任範囲を文書化・徹底する

4.3.3.2.6 State cyber security terms

必須 A.3.3.2.2

要員のセキュリティの要求事項

4.3.3.2.7 Segregate duties to maintain 強く A.3.3.2.2

要員のセキュリティの要求事項

and conditions of
employment clearly
サイバーセキュリティの雇用
条件を明確に記述する
appropriate checks and
推奨
balances
適正なチェックと権限のバラ
ンスを維持するために職務を
分離する

Physical and 4.3.3.3.1 Establish complementary
physical and cyber security
environment
policies
al
物理的およびサイバー的な
security

必須 A.3.3.3.2.2 セキュリティポリシー

セキュリティポリシーを確立
する
物理的環境
Establish physical security 必須 A.3.3.3.2.3 セキュリティ境界
4.3.3.3.2
的セキュリ
perimeter(s)
ティ
物理的セキュリティ境界を確
立する

4.3.3.3.3 Provide entry controls

必須 A.3.3.3.2.4 入退管理

入室管理を提供する

4.3.3.3.4 Protect assets against

必須 A.3.3.3.2.5 環境的損傷からの保護

environmental damage
環境的損傷に対して資産を
守る

4.3.3.3.5 Require employees to follow 必須 A.3.3.3.2.6 セキュリティ手順
security procedures
従業員にセキュリティ手順を
遵守させる

4.3.3.3.6 Protect connections

必須 A.3.3.3.2.8 接続

接続を保護する

4.3.3.3.7 Maintain equipment assets

必須 A.3.3.3.2.9 機器の保守

装置資産を維持管理する

4.3.3.3.8 Establish procedures for
monitoring and alarming
監視・警告の手順を確立する

必須 A.3.3.3.2.1 警報
0

4.3.3.3.9 Establish procedures for the 強く A.3.3.3.2.1 機器のライフサイクル
addition, removal, and
推奨 1
disposal of assets
資産の追加、除去、及び廃棄
手順を確立する

4.3.3.3.1 Establish procedures for the 必須 A.3.3.3.2.1 重要資産の暫定的保護
interim protection of critical
4
0
assets
重要資産の暫定的保護のた
めの手順を確立する

必須 A.3.3.4.2
Network
4.3.3.4.1 Develop the network
segmentation architecture
segmentatio
ネットワーク分離構成を構築
n

ネットワークセグメント及びゾーン

する

ネットワーク
セグメント化 4.3.3.4.2 Employ isolation or

必須 A.3.3.4.2
segmentation on high-risk
IACS
高リスクなIACSを隔離又は
分離する
必須 A.3.3.4.2
4.3.3.4.3 Block non-essential
communications with barrier
devices
障壁装置との非重要な通信
を遮断する

Access
4.3.3.5.1 Access accounts implement 必須 A.3.3.5.3.2
authorization security policy
control:
認可セキュリティポリシが適
Account
用されたアクセスアカウント
administratio
n
必須 A.3.3.5.3.7
4.3.3.5.2 Identify individuals
アクセス制
御：アカウン
ト管理

ネットワークセグメント及びゾーン

ネットワークセグメント及びゾーン

システム，データ及び特定の機能への
ユーザのアクセスを制御するための規
則
個人の識別

個人を識別する

4.3.3.5.3 Authorize account access

必須 A.3.3.5.3.8 認可

アカウントのアクセスを認可
する

4.3.3.5.4 Record access accounts
アカウントのアクセスを記録
する

4.3.3.5.5 Suspend or remove

必須 A.3.3.5.3.1 アクセスアカウントの記録
1

必須 A.3.3.5.3.9 不要なアクセスアカウント

unneeded accounts
不要アカウントを使用停止又
は除去する

4.3.3.5.6 Review account permissions 必須 A.3.3.5.3.1 アクセスアカウントの許可のレビュー
アカウントの許可内容を見直
す

0

4.3.3.5.7 Change default passwords
初期パスワードを変更する

必須 A.3.3.5.3.1 デフォルトのパスワード
3

4.3.3.5.8 Audit account administration 強く A.3.3.5.3.1 アカウント管理の監査
アカウント管理を監査する

推奨 4

必須 A.3.3.6.5.1 認証戦略の定義
Access
4.3.3.6.1 Develop an authentication
strategy
(a)
control:
認証方針を構築する
Authenticati
4.3.3.6.2 Authenticate all users before 必須 A.3.3.6.5.1 システムの使用前のすべてのユーザ
on

アクセス制
御：認証

system use
(b)
システム利用前に全ユー
ザーを認証する
必須 A.3.3.6.5.1
4.3.3.6.3 Require strong
authentication methods for
(c)
system administration and
application configuration
システム管理やアプリ構成管
理に対する強力な認証方法
の要求

の認証

システム管理及び／又はアプリケー
ション構成での強いセキュアなアカウ
ントの要求

4.3.3.6.4 Log and review all access

強く A.3.3.6.5.3 重要なシステムに対するすべてのアク
attempts to critical systems 推奨 (b)
セス試行の記録及びレビュー
重要システムへの全アクセス
を記録し、見直す

4.3.3.6.5 Authenticate all remote
users at the appropriate
level
適正レベルで全遠隔ユー
ザーを認証する
4.3.3.6.6 Develop a policy for remote
login and connections
遠隔ログインや接続のため
のポリシーを構築する

必須 A.3.3.6.5.3 適切なレベルでのすべてのリモート
(a)
ユーザの認証

必須 A.3.3.6.5.3 リモートユーザの認証
A.3.3.6.5.4 タスク間通信の認証

4.3.3.6.7 Disable access account after 強く A.3.3.6.5.3 失敗したリモートログイン試行の後の
failed remote login attempts 推奨 (c)
遠隔ログイン失敗時のアカウ
ント無効化

アクセスアカウントの無効化

4.3.3.6.8 Require re-authentication

強く A.3.3.6.5.3 リモートシステムの活動がなくなった後
after remote system
推奨 (d)
の再認証の要求
inactivity
遠隔システム非アクティブ時
の再認証要求
authentication for
強く A.3.3.6.5.4 タスク間通信の認証
4.3.3.6.9 Employ
task-to-task communication 推奨
タスク間通信のための認証を
採用する
必須 A.3.3.7.1.1 認可セキュリティポリシー
Access
4.3.3.7.1 Define an authorization
security policy
(a)
control:
認可セキュリティポリシーを
Authorizatio
定義する
n
4.3.3.7.2 Establish appropriate logical 必須 A.3.3.7.1.1 IACS装置にアクセスするための論理
and physical permission
(b)
的及び物理的許可方法
アクセス制
methods to access IACS
御：権限付
devices
与
IACSデバイスへのアクセスに
対する適正な論理的物理的
許可方法を確立する
強く A.3.3.7.1.1 役割に基づくアカウントによる情報又
4.3.3.7.3 Control access to
information or systems via
推奨 (c)
はシステムへのアクセス
role-based access accounts
ロールベースアカウント経由
で情報やシステムへのアクセ
スを制御する

4.3.3.7.4 Employ multiple authorization 強く A.3.3.7.1.3 リモートユーザの認可
methods for critical IACS
推奨
重要IACSに対しては多認可
手法を採用する

必須 A.3.4.2.2
Implementa Risk
4.3.4.2.1 Manage IACS risk on an
ongoing basis
tion
management
定期的にIACSリスクを管理
and
する
A.3.4.2.3
実行
implementati
on
強く A.3.4.2.4
4.3.4.2.2 Employ a common set of
countermeasures
推奨
リスク管理と
共通的な対応策を採用する
実行
必須 A.3.4.3.5
System
4.3.4.3.1 Define and test security
functions and capabilities
development
セキュリティ機能や能力を定
and
義・試験する
maintenance

システム開
Develop and implement a
必須 A.3.4.3.6
発とメンテナ 4.3.4.3.2 change management system
ンス
変更管理システムを開発・実

リスクマネジメント及び導入の枠組みの構
築
IACSのサイバーセキュリティリスクのレベル
を決定するためのIACSのリスクのアセスメ
ント

各ゾーンの選択された対抗策の策定
及び導入

テスト

変更管理

装する

4.3.4.3.3 Assess all the risks of

必須 A.3.4.3.6

変更管理

4.3.4.3.4 Require security policies for 必須 A.3.4.3.3

設計
変更管理

changing the IACS
IACSを変更させる全てのリス
クを評価する
system development or
maintenance changes
システム開発やメンテナンス
変更に対するセキュリティポ
リシーの要求

A.3.4.3.6

4.3.4.3.5 Integrate cyber security and 強く
process safety management 推奨
(PSM) change management
procedures
サイバーセキュリティとプロセ
スセーフティ管理（PSM)の変
更管理を統合する
4.3.4.3.6 Review and maintain policies 必須 A.3.4.3.6
and procedures
ポリシーと手順を見直し、維
持管理する

4.3.4.3.7 Establish and document a

必須 A.3.4.3.7

変更管理

パッチマネジメント

patch management
procedure
パッチ管理手順を確立し、文
書化する

4.3.4.3.8 Establish and document

必須

antivirus/malware
management procedure
アンチウィルス/マルウェア管
理手順を確立し文書化する

4.3.4.3.9 Establish backup and

必須 A.3.4.3.8

バックアップ及び回復

restoration procedure
バックアップと復旧手順を確
立する
必須 A.3.4.4.2
Information 4.3.4.4.1 Develop lifecycle
management processes for
and
IACS information
document
IACSの情報のライフサイクル
management

情報及び文書のマネジメントの考慮事
項

管理プロセスを開発する

情報・文書
管理

4.3.4.4.2 Define information
classification levels
情報分類レベルを定義する

必須 A.3.4.4.2

情報及び文書のマネジメントの考慮事
項

情報・文書
管理
4.3.4.4.3 Classify all CSMS

必須 A.3.4.4.2

情報及び文書のマネジメントの考慮事
項

強く A.3.4.4.2
推奨

情報及び文書のマネジメントの考慮事
項

強く A.3.4.4.2
推奨

情報及び文書のマネジメントの考慮事
項

強く A.3.4.4.2
推奨

情報及び文書のマネジメントの考慮事
項

強く A.3.4.4.2
推奨

情報及び文書のマネジメントの考慮事
項

information assets
全CSMS情報資産を分類する

4.3.4.4.4 Ensure appropriate records
control
適切な記録管理を保証する

4.3.4.4.5 Ensure long-term records
retrieval
長期的な記録維持を保証す
ること
4.3.4.4.6 Maintain information
classifications
情報分類を維持管理する
4.3.4.4.7 Audit the information and
document management
process
情報と文書の管理プロセスを
監査すること

必須 A.3.4.5.2
Incident
4.3.4.5.1 Implement an incident
response plan
planning and
インシデント対応計画を導入
response

計画フェーズ

Communicate the incident
必須 A.3.4.5.2
インシデント 4.3.4.5.2 response plan
対応計画
インシデント対応計画を普及

計画フェーズ

する

させる

4.3.4.5.3 Establish a reporting

強く A.3.4.5.2
procedure for unusual
推奨
activities and events
非定常な活動やイベントにつ
いての報告手順を確立する

4.3.4.5.4 Educate employees on
reporting cyber security
incidents
サイバーセキュリティインシ
デント報告について従業員を
4.3.4.5.5 Report cyber security
incidents in a timely manner
直ちにサイバーセキュリティ
インシデントを報告する
4.3.4.5.6 Identify and respond to
incidents
インシデントを識別し、対応す
る
4.3.4.5.7 Identify failed and successful
cyber security breaches
サイバーセキュリティ違反の
成功・失敗を識別する

計画フェーズ

強く
推奨

強く
推奨

必須 A.3.4.5.3

対応フェーズ

強く A.3.4.5.3
推奨

対応フェーズ

必須 A.3.4.5.3
incidents
インシデントの詳細を文書化
する
必須 A.3.4.5.3
4.3.4.5.9 Communicate the incident
details
インシデント詳細内容を伝達
する

対応フェーズ

4.3.4.5.1 Address and correct issues
discovered
0

必須 A.3.4.5.4

回復フェーズ

4.3.4.5.1 Conduct drills
訓練を実行する
1

強く A.3.4.5.2
推奨

計画フェーズ

4.3.4.5.8 Document the details of

対応フェーズ

発見された問題を検討、訂正
する

Monitor Conformanc
ing and e
improvi
ng the 適合性
CSMS
CSMS
の監視
と改善

4.4.2.1 Specify the methodology of

必須 A.4.2.2

スケジュールされた活動とスケジュー
ルされていない活動

必須 A.4.2.2
audits
定期的にIACS監査を実施す
る
強く A.4.2.3
4.4.2.3 Establish conformance
metrics
推奨
適合度判定方法を確立する

スケジュールされた活動とスケジュー
ルされていない活動

the audit process
監査プロセスの方法を規定
する

4.4.2.2 Conduct periodic IACS

主要パフォーマンス指標

4.4.2.4 Establish a document audit

必須
trail
文書監査証跡を確立する
4.4.2.5 Define punitive measures for 必須
nonconformance
不適合時の罰則を定義する

4.4.2.6 Ensure auditors’
competence
監査人の能力を保証する

Review,
improve and
maintain
the CSMS
CSMSの見
直し・改善・
維持

4.4.3.1 Assign an organization to

強く
推奨

必須 A.4.3.5

CSMSの変更の管理

manage and implement
changes to the CSMS
CSMSに対する変更を管理
し、導入する組織を割り当て
る

4.4.3.2 Evaluate the CSMS

必須 A.4.3.3
periodically
定期的にCSMSを評価する
4.4.3.3 Establish triggers to evaluate 強く A.4.3.3
CSMS
推奨
CSMSを評価するタイミングを
確立する

CSMSの有効性の測定及びレビュー

4.4.3.4 Identify and implement

必須 A.4.3.3
corrective and preventive
actions
是正および予防措置を識別、
実行する
強く A.4.3.3
4.4.3.5 Review risk tolerance
リスク許容範囲を見直す
推奨

CSMSの有効性の測定及びレビュー

4.4.3.6 Monitor and evaluate

CSMSの有効性の測定及びレビュー

強く A.4.3.3
industry CSMS strategies
推奨
業界のCSMS戦略を監視、評
価する

4.4.3.7 Monitor and evaluate

必須 A.4.3.4

applicable legislation relevant
to cyber security
サイバーセキュリティに関連
する規制の適用可能性を監
視、評価する

4.4.3.8 Request and report

強く
employee feedback on
推奨
security suggestions
セキュリティ提案に対する従
業員のフィードバックを要求、
報告する

CSMSの有効性の測定及びレビュー

CSMSの有効性の測定及びレビュー

CSMSに対する法律及び規制の影響

付録.２

IEC62443-2-1とISO27001との対応一覧

網掛け：IEC62443-2-1には存在するが、ISO27001には存在しない項目

ISO27001

IEC62443-2-1 要件
大分類

対応項目番
号

4.2.2.1

4.2.1(a)

同じ。
ISMSでは適用範囲の定義が必要であることについても言及。

4.2.3.1

4.2.1(c)

ほぼ同じ。
ISMSではリスクの受容についても言及。

4.2.3.2

---

4.2.3.3

4.2.1(d)
4.2.1(e)

同じ。
ISMSではリスク識別・分析・評価の手順の中身についても言及。

4.2.3.4

4.2.1(d)

ISMSではリスクの識別手順について記載。

4.2.3.5

---

4.2.3.6

4.2.2(a)

同じ。

4.2.3.7

4.2.1(e)

ISMSでは主にリスクの評価手順について記載。

4.2.3.8

4.2.1(c)

ISMSでは脆弱性の優先付けについて直接の記載はない。

4.2.3.9

4.2.1(d)
4.2.1(e)

同じ。
ISMSではリスク評価手順の中身についても言及あり。

4.2.3.10

4.2.3(d)

内容としてはほぼ同じ（ISMSではさらに脅威や外部要因も挙げられ
ている）。 但し、ISMSの記載としては、頻度と基準の特定ではな
く、見直しを行うこと自体が要件。

4.2.3.11

---

---

4.2.3.12

---

---

4.2.3.13

4.3.1(d)
4.3.1(e)

4.2.3.14

4.3.3

Security policy,
organization, and
awareness

4.3.2.2.1

4.2.1(a)
4.3.1(b)

同じ。

4.3.2.2.2

4.2.1(a)

ISMSにはこれらの要素は直接的には記載されていない。

セキュリティ方針、
組織、及び認識

4.3.2.3.1

5.1

同じ。 ISMSでは管理者層のコミットメントの証拠を示す手順につい
ても言及。

4.3.2.3.2

---

---

4.3.2.3.3

5.1(c)

同じ。 但し、ISMSには物理セキュリティに関する記載無し。

4.3.2.3.4

5.2.1

ISMSには部門間協力についての記載なし。

4.3.2.4.1

5.2.2

同じ。

4.3.2.4.2

5.2.2

同じ。 但し、ISMSには「定期的に」といった内容の言及はない。

4.3.2.4.3

5.2.2

同じ。 CSMSの方が詳細に言及。

4.3.2.4.4

6

4.3.2.4.5

---

4.3.2.4.6

5.2.2(d)
4.3.3

同じ。 但し、ISMSには訓練更新の計画については記載なし。

4.3.2.5.1

A.14.1.1

同じ。

classification and
assessment
リスク識別、分類、
及び評価

Addres
sing
risk
with
the
CSMS
CSMS
におけ
るリス
ク検討

ISMS/CSMS相違点

要件
番号

中分類

Business rationale
Risk
analysi ビジネス根拠
s
Risk identification,

リスク
分析

（注）IPAにて作成

---

---

同じ。
同じ。
ただし、ISMSでは、抽象的に、効果的運用の証拠を示すために必
要な記録といった文言で記載。

同じ。 但し、ISMSには訓練について明示的には記載されていな
い。
---

4.3.2.5.2

A.14.1.2

同じ。

4.3.2.5.3

A.14.1.3

同じ。

4.3.2.5.4

A.14.1.4

同じ。 ISMSでは、優先順位の特定のために１つの事業計画を維
持することと記載されている。

4.3.2.5.5

A.14.1.4

内容としては包含されるが、ISMSでは明示的には記載なし。

4.3.2.5.6

A.10.5.1

同じ。 但し、ISMSにはリストア手順についての記載はなし。

4.3.2.5.7

A.14.1.5

同じ。

4.3.2.6.1

4.2.1(b)
A.5.1.1

同じ。

4.3.2.6.2

4.2.1(g)

同じ。

4.3.2.6.3

---

4.3.2.6.4

4.3.1(c)

明示的な記載はなし。

4.3.2.6.5

4.3.1(e)

同じ。 但し、ISMSには明示的にリスク耐性との記載はなし。

4.3.2.6.6

4.2.2(f)

同じ。 但し、ISMSは抽象的。

4.3.2.6.7

4.2.3(b)
4.2.3(f)
4.2.3(g)

同じ。

4.3.2.6.8

5.1

同じ。

Selected security
countermeasures

4.3.3.2.1

A.8.1.1

同じ。

4.3.3.2.2

A.8.1.2

同じ。

選択したセキュリ
ティ対策

4.3.3.2.3

---

4.3.3.2.4

A.8.1.1

同じ。 但し、ISMSでは経営陣についての特段の記載はなし。

4.3.3.2.5

A.8.1.1

ISMSでは、定期的な伝達については記載なし。

4.3.3.2.6

A.8.1.3

同じ。但し、SMSでは、延長についての明示的な記載はなし。

4.3.3.2.7

---

---

4.3.3.3.1

---

---

4.3.3.3.2

A.9.1.1

同じ。

4.3.3.3.3

A.9.1.2

同じ。

4.3.3.3.4

A.9.1.4

同じ。

4.3.3.3.5

A.9.1.5

同じ。

4.3.3.3.6

A.10.6.1

同じ。

4.3.3.3.7

A.9.2.4

同じ。

4.3.3.3.8

A.13.1.1

ISMSでは監視手順の確立については記載なし。

4.3.3.3.9

A.9.2.6

同じ。 但し、ISMSでは追加手順についての記載はなし。

4.3.3.3.1
0
4.3.3.4.1

--A.11.4.5

同じ。

4.3.3.4.2

A.11.6.2

同じ

4.3.3.4.3

A.11.4.7

同じ。

4.3.3.5.1

A.11.1.1

同じ。

4.3.3.5.2

A.11.5.2

ISMSでは個人を識別するIDを付与することが要件として記載され
ている。

4.3.3.5.3

A.11.2.1

同じ。

4.3.3.5.4

A.10.10.1

同じ。

4.3.3.5.5

---

4.3.3.5.6

A.11.2.4

同じ。

4.3.3.5.7

A.11.3.1

包含されるが、ISMSに明示的な記載はなし。

---

---

---

---

Implementation
実行

4.3.3.5.8

A.11.2.4

同じ。

4.3.3.6.1

A.11.1.1

4.3.3.6.2

A.11.5.1

4.3.3.6.3

---

4.3.3.6.4

A.10.10.2

同じ。 但し、ISMSでは重要システムのみに限らず、情報処理設備
の使用状況として記載。

4.3.3.6.5

A.11.4.2

同じ。

4.3.3.6.6

A.11.7.1

同じ。

4.3.3.6.7

---

4.3.3.6.8

A.11.5.5

4.3.3.6.9

---

4.3.3.7.1

A.11.1.1

4.3.3.7.2

---

---

4.3.3.7.3

---

---

4.3.3.7.4

---

---

4.3.4.2.1

4.2.3(d)

同じ。

4.3.4.2.2

4.2.1(g)

ISMSでは組織横断に共通させることについては触れていない。

4.3.4.3.1

A.12.1.1

同じ。 但し、ISMSではテストまでは記載していない。

4.3.4.3.2

A.12.5.1
A.10.1.3

同じ。但し、ISMSではシステムではなく手順として記載。

4.3.4.3.3

A.12.5.2

同じ。 但し、ISMSではOSの変更についてのみ言及。

4.3.4.3.4

---

---

4.3.4.3.5

---

---

4.3.4.3.6

---

---

4.3.4.3.7

A.12.6.1

同じ。 ISMSでは手順の確立と文書化については明記無し。

4.3.4.3.8

A.10.4.1

同じ。

4.3.4.3.9

A.10.5.1

同じ。但し、ISMSには復旧、バックアップの保護、手順の試験につ
いての記載なし。

4.3.4.4.1

4.3.2
4.3.3

4.3.4.4.2

A.7.2.1

同じ。

4.3.4.4.3

A.7.2.2

同じ。

4.3.4.4.4

4.3.2
4.3.3
A.7.1.1

同じ。 但し、ISMSでは明示的な記載ではない。

4.3.4.4.5

4.3.2
4.3.3

同じ。

4.3.4.4.6

---

---

4.3.4.4.7

6

4.3.4.5.1

A.13.2.1

4.3.4.5.2

---

4.3.4.5.3

A.13.1.2

同じ。

4.3.4.5.4
4.3.4.5.5

5.2.2
A.8.2.2
A.13.1.1

同じ。 但し、ISMSではインシデント報告について明示的に記載し
ているわけではない。
同じ。

4.3.4.5.6

4.2.3(h)

同じ。

4.3.4.5.7

4.2.3(a)
A.13.2.2

同じ。

ISMSのA.11.5.1ではOSへのアクセスについてのみ記載。
---

--同じ。
--同じ。

同じ。 但し、ISMSでは明示的な記載ではない。

同じ。 ISMSでは確認すべき内容まで記載。
同じ。
---

4.3.4.5.8
4.3.4.5.9
4.3.4.5.1
0
4.3.4.5.1
1
4.4.2.1

4.3.1(h)
4.3.3
A.13.1.1
---

同じ。
同じ。 但し、ISMSの記述では4.3.4.5.5との区別はない。
---

4.2.2(e)

同じ。但し、ISMSではインシデント対応との明記はない。

6
A.15.3.1

同じ。

4.4.2.2

6

同じ。

4.4.2.3

6

同じ。

4.4.2.4

4.3.2
4.3.3

同じ。

4.4.2.5

A.8.2.3

同じ。

4.4.2.6

6

同じ。

Review, improve
and maintain the
CSMS

4.4.3.1

---

---

4.4.3.2

7.1
8.1

同じ。
ただし、ISMSでは経営陣がレビューすることと記載。

CSMSの見直し・改
善・維持

4.4.3.3

7.1
A.5.1.2

4.4.3.4

4.2.4(a)(b)
8.1
8.2
8.3

4.4.3.5

7.3

同じ。

4.4.3.6

7.2(c)

同じ。

4.4.3.7

7.2(c)

同じ。

4.4.3.8

---

Monitor Conformance
ing and
improvi 適合性
ng the
CSMS
CSMS
の監視
と改善

同じ。
ただし、ISMSには見直すタイミングについての詳細には触れていな
い。
同じ。

---

