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SISのねらいは、安全性技術者
（safety engineer）がセキュリティ
についての認識を深めることと、そ
のためにプロセスと知識を提供する
ことである。Bloomfieldらは、政府
の支援を受けて、鉄道分野と自動車
分 野 に お け る codes of practice 

(CoPs) を開発した。セキュリティ
エンジニアと安全性エンジニアの協
働作業プロセスを作成した。このプ
ロセスは、安全性技術者のためにセ
キュリティ知識を提供するととも
に、セキュリティ技術者に安全性知
識を提供している。製品とサービス、
活動のセキュリティ関連リスクが、
安全性について受け入れ不能なリス
クを引き起こさないことを CoPで
確認する必要がある。
また、相互依存性が考慮され、単
一または少数の要素の障害が広範囲
に影響する可能性がある場合につい
ても、システム論的リスクを管理す
るための推奨事項を提示している。
CoPのもう一つの重要な側面は、ト
ランスポーテーション・エコシステ
ムを構成するすべての組織がトラン
スポーテーションシステムのユー
ザーと社会全体に対して安全性リス
クを最小化することについてより良

い活動をすべきだという認識である。
換言すれば、特定の組織に閉じて安
全性リスクを最小化するだけでは不
十分だという認識が重要である。

Bloomfieldらによる CoPの作成
では、次の方針を設定している。
［方針1］既存の関連原則と、SISに
ついての考察およびアセスメント経
験の分析に基づく一般原則を収集
［方針2］注釈とコメントを提供す
ることにより、一般原則を鉄道と自
動車分野に適応
［方針3］CoPの適用について、詳細
説明とガイダンスからなる支援情報
を付録として提供

CoPの開発では、以下に示すよう
にトップダウン手法とボトムアップ
手法を組み合わせている。
◆トップダウン手法

CoPの一般原則を確認するため
に、C A E ( C l a i m s - A r g u m e n t -

Evidence)ケースを作成している。
CAEケースでは、原則が産業界の
高水準ビジョンをどのように支援す
るかを示すことができる。CAEケー
スでは、ゴールを下位ゴールに段階
的に分解する。また最下位ゴールを
証拠によって保証することにより、

最上位のゴールが成立することを論
理的に確認できる。
トップダウン手法では、まずトラ
ンスポーテーション分野の包括的な
ビジョンから始める。たとえば、鉄
道システムが安全でセキュアである
と誰もが確信しているように世界を
みている。このことから、最上位の
主張を導くことができる。
「鉄道移動に対して、サイバーセ
キュリテイの課題が、受け入れ不可
能なリスクを発生することはないと
いう正当化された確信 (confidence)

がある」
次いで、アシュアランスについて
の CAE手法を用いて、原則の集合
によって支持される下位の主張のネ
ットワークを作成できる。このよう
にして作成された CAEでは、以下
のような主張から構成されている。
・現在と将来の組織的側面
・資源と競争優位性
・開発サイクル
・保証ケース
・製品の将来の振る舞い
・他のステークホルダの確信
◆ボトムアップ手法
ボトムアップ手法の場合、重要安
全分野についての既存のセキュリテ
ィおよび安全性に焦点をあてた原則

セキュリティを考慮した安全性

IEEE COMPUTER誌の 8月号に、Bloomfield 氏 がセキュリティを考慮した安全性 (SIS, Security Informed Safety) について寄稿
していたので紹介したい [1]。彼は Adelard 社の創設者で、City, University of London の教授でもある。
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とガイダンスから出発する。たとえ
ば、表 1のような文書がある。
これらの文書で記述されている原
則の共通性分析に基づいて、共通す
る課題を抽出できる。これらの共通
課題をトップダウン手法の推奨ガイ
ドラインと比較することにより、重
要項目が適切に網羅されていること
を確認できる。この結果、①組織的
セキュリティ原則、②製品あるいは
プロジェクトライフサイクル原則、
③設計原則という 3種類の原則が
あることを明らかにしている。

作成された CoPの構成を表 2に

原則との対応関係も示した。
CoPの各章では、具体的な推奨
対策を説明している。推奨対策では、
アウトカムベースですべきこととす
べきでないことについて対策内容と
関連資料へのノートが示されている
（表 3）。

本稿で紹介した、CoPについて、
まとめると以下の 3点になる。
・CoPは、一般原則に基づくトッ
プダウン手法と実在のガイドライ
ンに基づくボトムアップ手法の両
面から構成すべきである。
・セキュリティを考慮した安全設計
のための CoPが対象とするトラ
ンスポーテーションシステムは、
SoSである。
・個別システムに閉じた安全設計だ
けでなく、相互接続性を考慮した
広範囲の安全性リスクについても
保証する必要がある。

＜システム安全性のことなら下記へ＞
yamamotosui@icts.nagoya-u.ac.jp

示す。CoPの章は、1.セキュリテ
ィポリシ、組織、文化、2.セキュ
リティを考慮した開発プロセス、
3.効果的な防御の維持、4.インシ
デント管理、5. セキュア安全性設
計、6.安全でセキュアな世界への
貢献からなる 6章となっている。
まず、第 1章では既存の安全性

ポリシーと組織文化へのセキュリテ
ィの影響について述べている。2章
では、システムライフサイクル工程
におけるセキュリティ要求について
説明している。3章では、効果的に
防御を維持するために、運用時のセ
キュリティ保証について述べてい
る。４章では、セキュリティインシ

デントの管理プロセスにつ
いて述べている。５章では、
システム設計におけるセキ
ュリティ開発について述
べ、セキュア安全性設計を
明らかにしている。６章で
は、トランスポーテーショ
ン・エコシステムのセキュ
リティを向上するための外
部組織との協調と連携につ
いて述べ、安全でセキュア
な世界への貢献のあり方を
明らかにしている。
なお、表 2では 3種類の

ノート内容話題

相互運用性
組織が提供する製品・サービス
は産業標準について適切な水
準で準拠すべきである

リスク管理

より広いトランスポーテーショ
ンシステムとより一般的な社会
を分析して、製品やサービス障
害が引き起こすリスクを管理す
べきである

注1：製品やサービスの安全性関連特性
と適用される法制度に依存する
注2：トランスポーテーション能力の低
下などが社会的リスクに含まれる

情報共有

製品・サービスについて、適切
な設計情報と保証情報を提供
することにより、顧客がセキュリ
ティを評価できるようにすべき
である

知財権を保護するために、詳細設計情
報などの機密情報を非公開についての
合意の下で提供すべきである

連携
適切な組織と脅威を軽減するた
めのプラクティスを共有すべき
である

関連組織には政府機関、産業団体など
が含まれる

国際的な課題

サプライチェインを構成する他
国との連携を考慮すべきである

サプライチェインリスク関連資料
Protection of National Infrastructure 
(https://www.cpni.gov.uk/supply-chain)
National Cyber Security Centre 
(https://www.ncsc.gov.uk/guidance/su
pply-chain-security)

  表 3　 CoP 6 章の内容例

CoPの内容
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まとめ

組織 文書 URL
The Key Principles of Cyber 
Security for Connected and 
Automated Vehicles

Cyber Security and Resilience 
of Smart Cars: Good Practices 
and Recommendations

Cybersecurity for Modern 
Vehicles4

EU Network and 
Information Security (NIS) 
Directive guidance
Security Assessment 
Principles for the Civil 
Nuclear Industry

英国政府

EU Agency for 
Network and 
Information 
Security
US National 
Highway 
Traffic Safety 
Administration
UK National 
Cyber Security 
Centre
UK Office for 
Nuclear 
Regulation

https://www.gov.uk/government/publications/
principles-of-cyber-security-for-connected-and-
automated-vehicles/the-key-principles-of-
vehicle-cyber-security-for-connected-and-
automated-vehicles.
https://www.enisa.europa.eu/publications/
cyber-security-and-resilience-of-smart-cars

https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/
files/documents/812333_cybersecurityform
odernvehicles.pdf.

https://www.ncsc.gov.uk/guidance/nis-
guidance-collection.

http://www.onr.org.uk/syaps/security-
assessment-principles-2017.pdf.

原則の分類内容章

組織既存の安全性ポリシーと組織文化への
セキュリティの影響

1. セキュリティポリシ、
　 組織、文化

開発プロセスシステムライフサイクル工程における
セキュリティ要求

2. セキュリティを考慮した
　 開発プロセス

運用プロセス運用時のセキュリティ保証3. 効果的な防御の維持

運用プロセスセキュリティインシデントの管理4. インシデント管理

設計システム設計におけるセキュリティ開発5. セキュア安全性設計

組織トランスポーテーションエコシステムのセキュリティを
向上するための外部組織との協調と連携

6. 安全でセキュアな
　 世界への貢献

  表 1　CoP で参考にした資料   表 2　CoPの構成


