三菱電機グループ
情報セキュリティー報告書2019
2019 年 3 月期

目次
■ 目次・編集方針
■

編集方針


2

情報セキュリティーガバナンス
基本的な考え方 

3

情報セキュリティーの体制 

5

マネジメントの考え方 

5

情報セキュリティーにかかわる規則・ガイドライン 

6

情報セキュリティーの点検 

7

情報セキュリティーの教育 

7

個人情報保護の取組 

8

その他の施策 

8

情報セキュリティーに対する取組

（技術的・物理的安全管理措置）

サイバー攻撃対策 
物理セキュリティー 
■

■

■

11

12

情報セキュリティーソリューションの提供
ＩＴ 

13

入退室管理（「MELSAFETY」シリーズ） 

16

ネットワークカメラ（「MELOOK 3」シリーズ） 

17

セキュリティー関連研究開発
セキュリティー関連研究開発 

■

9

製品・サービスのセキュリティー品質に対する取組
製品・サービスのセキュリティー品質に対する取組 

20

第三者認証
第三者認証 

ティーの取組について、ステークホルダーの皆様にご報告する
ことを目的として発行しています。

報告期間

（組織的・人的安全管理措置）

■

本報告書は三菱電機グループが「活力とゆとりある社会
の実現」に貢献するために日々取り組んでいる情報セキュリ

情報セキュリティーの考え方
統括責任者メッセージ 

■

1

23

1

2018年度（2018年4月1日〜2019年3月31日）

報告範囲
三菱電機グループの情報セキュリティーの取組

報告書の発行時期
2019年6月発行

情報セキュリティーの考え方
統括責任者メッセージ

情報セキュリティーへの対応を経営上の重要な課題と捉え取り組んでいきます。
三菱電機グループは企業理念「三菱電機グループは、技術、サービ
ス、創造力の向上を図り、活力とゆとりある社会の実現に貢献する」
を実践し、
「持続可能な社会の実現」、
「安心・安全・快適性の提供」
を目指しており、皆様に安心・安全を提供する手段の一つとして、情報
セキュリティーへの対応も真摯に取り組んでおります。
2005年に三菱電機グループの情報セキュリティーに対する取組を
社会に表明すべく「三菱電機株式会社 企業機密管理宣言」を制定い
たしました。また、それに先立ち個人情報を適切に扱うべく、2004年
には「個人情報保護方針」も制定しています。
企業機密・個人情報を適正に管理することは経営上のリスク管理の
観点からも非常に重要です。これらの宣言の理念を具体化すべく、三
菱電機グループでは、規則と体制の整備、全従業員への定期的な教
育の実施、ITを活用した総合対策の実施、点検活動を含めたPDCAサ
イクルの確立等、諸活動を行うことで実現してまいります。

三菱電機株式会社
常務執行役
企業機密管理統括責任者

原田 真治

また、2018年に発表された「経団連サイバーセキュリティ経営宣
言」に基づき、昨今の巧妙化、多様化するサイバー攻撃にも十分対応す
べく、サイバーセキュリティー対策も経営上の重要課題と位置付けてい
ます。
一方で、三菱電機グループはIT、入退室管理、ネットワークカメラ
等の分野で情報セキュリティーソリューションを提供しており、製品・
サービスを通じて安心・安全な社会に貢献することも可能です。
本報告書は、三菱電機グループの情報セキュリティーの活動をご紹
介するものです。ご覧いただき、皆様のお役に立つことができれば幸
いです。
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情報セキュリティーガバナンス（組織的・人的安全管理措置）
基本的な考え方
三菱電機グループでは、サイバー攻撃を受けたり、記録媒体

三菱電機の営業情報や技術情報、知的財産等の企業機密

を紛失することなどにより、企業機密や個人情報を万一漏えい

は、2005年2月に制定した
「企業機密管理宣言」
の考えに基づ

し、お客様や社会にご迷惑をおかけすることのないよう、社会

き管理しています。企業顧客の皆様からお預かりした情報につ

的責任を果たすべく、企業機密・個人情報を適正に管理してい

いては、機密保持契約の遵守はもちろん、
自社の企業機密と同

ます。

等な保護・管理に努めています。

企業機密管理宣言
当社は事業活動の根幹をなす情報資産に関して社外に開示すべき情報については適時適切に開示する一方、企業機密につ
いては適正な管理を徹底します。
皆さまからお預かりした貴重な情報や企業機密が万一漏洩すれば、当社にお寄せいただいた信用・信頼を失墜するのみなら
ず、その不正な使用により、国家・社会・個人の安全が脅かされかねません。
企業機密の適正な管理は当社が完遂すべき社会的責任の1つであると認識し、当社の全従業員が以下の企業機密管理方針
を遵守することを宣言します。
1．法令・規則遵守による企業機密の適正な管理
当社は、事業活動に関連するすべての企業機密を、法令及び当社規則に従い適正に管理します。
企業機密とは、当社が保有する技術上又は営業上の有用な情報及び漏洩・不正使用により当社又はステークホルダーの
皆さまに不利益を及ぼすおそれのある情報
（個人情報、社外から得た情報、
インサイダー情報等を含む。）
を指し、企業機
密を具現している物理的対象物も管理の対象とします。
2．安全管理措置の徹底
当社は、企業機密の保護・管理のため、適切な安全管理措置を講じます。
安全管理措置とは、組織的・人的・技術的・物理的諸対策を指し、企業機密のレベルに応じた措置を徹底します。
3．情報システムセキュリティー対策の強化
当社は、企業機密に対する不正アクセス・侵害、不正使用の防止等の観点から、情報システムセキュリティー対策を強化し、
ITを活用した総合的な対策を実施します。
4．全従業員に対する教育の実施
当社は、企業機密に携わる個々の従業員の意識向上こそが管理の基本であるとの認識に基づき、企業機密管理の重要性
と企業機密管理に向けた当社の取組につき、全従業員を対象とする教育を定期的に実施します。
5．PDCAサイクルによる継続的な管理向上
当社は、企業機密管理に関するマネジメントシステムを構築し、PDCA
（Plan・Do・Check・Action）
のサイクルによる主体
的かつ継続的な管理向上を図ります。
6．適時適切な情報開示の実施
上記 1.〜5.により、企業機密については適正な管理を徹底するとともに、社外に開示すべき情報については適時適切に
開示します。
制定日

2005年2月16日

改正日

2018年4月 1 日
三菱電機株式会社

執行役社長
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杉山

武史

各種アンケートやお買い上げいただいた製品の登録、アフ

います。さらに、三菱電機では2008年1月にプライバシーマー

ターサービス等を通じて入手したお客様の個人情報は、2004

クを取得し、
個人情報の適正な取扱いに努めています。

年4月に制定した
「個人情報保護方針」
の考えに基づき管理して

個人情報保護方針
三菱電機
（以下、
「当社」
といいます。）
は、技術、サービス、創造力の向上を図り、活力とゆとりのある社会の実現に貢献してい
きます。このような活動を通じて、当社はお客様や関係の皆様からさまざまな情報をお預かりしており、個人情報については個
人の重要な財産であることから、適切に保護し、正確かつ安全に取扱うことは企業の社会的責務と考えます。当社は、経営の一
環として個人情報保護マネジメントシステムを確立し、当社従業員
（役員・社員・パートタイマー・アルバイト・派遣社員などを含
む）
及びその他関係者に個人情報保護を周知徹底させて以下の取組を実行するとともに、改善・維持に努めてまいります。
1．個人情報の取得
当社は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得します。直接書面によって個人情報を取得する場合は、利用目的等
の必要事項を書面によって明示し、本人の同意をいただきます。
それ以外の方法で取得する場合は、当社のウェブサイトに利用目的等の必要事項を公表します。
2．個人情報の利用
当社は、特定した利用目的の範囲内で、業務上必要な限りにおいて個人情報を利用します。また、
目的外の利用は行わず、
そのために必要な措置を講じます。
3．個人情報の提供
当社は、本人の同意がある場合、法令に基づく場合等を除き、個人情報を第三者に提供しません。
4．個人情報保護に関する法令等の遵守
当社は、個人情報保護に関する法令、国が定める指針及びその他規範を遵守します。
5．安全管理措置の実施
当社は、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を予防するため、合理的な安全対策とともに、必要
な是正措置を講じます。
6．個人情報の取り扱いに関するお問合せ
当社は、個人情報に関して本人から情報の開示、訂正、削除、利用停止等を求められたとき、及び苦情、相談等のお問合せ
を受けたときは、遅滞なく対応いたします。また、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めます。
制定日

2004年4月16日

改正日

2018年4月 1 日
三菱電機株式会社

執行役社長

プライバシーマーク
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杉山

武史

情報セキュリティーの体制
三菱電機執行役社長が、企業機密管理活動全般を統括する

国内外の関係会社については、事業本部・事業所
（事業部・支

「企業機密管理・個人情報保護統括責任者
（以下、統括責任者

社・製作所）
から情報セキュリティーに関する指示・指導を行って

と記載）
」
と、個人情報の監査の実施と報告に責任を持つ
「個人

います。特に海外の関係会社については、地域ごとの事情、特

情報保護監査責任者」
を指名します。統括責任者が情報セキュ

性を考慮すべく統括事務局が米州・欧州・中国・アジアの拠点に

リティー全般を統括し、統括責任者の下にある企業機密管理・

海外地域担当を設置し、情報セキュリティーの確保のために連

個人情報保護統括事務局
（以下、統括事務局と記載）
が施策の

携をとっています。
情報セキュリティー体制

企画・推進を行います。企業機密・個人情報の実際の利用・管理
については、各事業本部で、本部長
（企業機密管理・個人情報保

社 長

護責任者）
及び事業所長
（実施管理者）
が管理責任を負います。

個人情報保護
監査責任者

責任者・実施管理者のそれぞれの下にある事業本部事務局、事

企業機密管理・個人情報保護 統括事務局

方針・
指示

連携

（総務部、IT戦略室）

する委員会を開催し、連携することで、情報セキュリティーの確
保に努めています。なお、万一事故が発生した場合、
この体制

海外地域担当

に沿って報告・指示が行われ、二次被害を防ぐなど適切な対応

事業本部
・責任者
（本部長）
・事務局
事業部・支社・製作所
・管理者
（事業所長等）
・事務局

連携

指示

業所事務局が、統括事務局と定期的に情報セキュリティーに関

企業機密管理・個人情報保護 統括責任者
（正：総務担当執行役、副：IT担当執行役）

国内関係会社
海外関係会社
…統括・企画責任

をとります。

…推進責任単位

情報セキュリティー体制
（三菱電機グループ）

PDCA サイクルによる継続的改善

マネジメントの考え方
三菱電機グループでは企業機密管理及び個人情報保護の

継続的改善

活動をPDCA
（Plan-Do-Check-Action）
サイクルによる継続
的な改善活動として取り組み、企業機密・個人情報を守るため
に組織的・人的・物理的・技術的からなる4つの安全管理措置を
実施しています。

PDCAサイクル

スパイラルアップ

年度初めに年度方針に基づく計画を策定
（Plan）
し、
各種情報

見直し

セキュリティー施策の展開や従業員への教育を行った
（Do）
上
で、情報セキュリティーの運用状況を確認
（Check）
し、その結

PLAN

ACTION

果を基に施策などの見直しを行う
（Action）
ことで、情報セキュ

CHECK

リティーのレベルがスパイラルアップするよう努めています。

PDCAサイクルによる継続的改善
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企業機密と安全管理措置

4つの安全管理措置
「組織的」
安全管理措置は、管理体制、社内規則、社内監査な

組織

ど企業機密・個人情報を守るための仕組みであり、業務環境の
安全管理措置

変化などによりその有効性が失われないよう必要に応じて、都
度見直しています。
「人的」
安全管理措置は、情報セキュリティーの施策を従業員

人

管理体制・社内規則整備・点検
従業員教育・労務管理

物理

入退室管理・機器等の物理的な保護

技術

情報システムセキュリティー

4つの安全管理措置

に徹底するための教育や労務管理です。

グローバルでの取組

「物理的」安全管理措置は、無関係な第三者が事業所内に
入って企業機密や個人情報に触れることを防ぐ入退室管理や

海外関係会社を含めたグループ全体で情報セキュリティー

機器などの物理的保護です。

レベルを維持・向上すべく、関係会社向けの企業機密管理・個

「技術的」
安全管理措置は、サイバー攻撃対策などの情報シ

人情報保護に関するガイドラインを制定し、情報セキュリティー

ステムセキュリティーです。

の体制に則り、
各種点検を実施しています。

情報セキュリティーにかかわる規則・ガイドライン
企業機密管理宣言、個人情報保護方針を実現するために、情

います。

報セキュリティーにかかわる規則・ガイドラインを4つの安全管

また、個人情報保護、関係会社についても同様のルールを定

理措置に沿って整備し、現行の法律に則り、適宜見直しを行って

めています。

項目

基本的な規則
組織的安全管理措置：企業機密管理規則

安全管理措置

人 的 安 全 管 理 措 置：社員就業規則
物理的安全管理措置：物理セキュリティーガイドライン
技術的安全管理措置：情報システムセキュリティー管理規則

業務環境の変化に対する対応
基本となる上記規則類に加えて、業務環境の変化に応じて

を強化するための管理基準などを必要に応じて適宜設けてい

「公開ウェブサイトの開示に関する規則」、
「 スマートフォンの

ます。

使用に関する規則」
、サプライチェーン上の情報セキュリティー
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情報セキュリティーの点検
三菱電機グループでは、
グループ全体の企業機密管理・個人

（Action）
につなげています。

情報保護活動が適切になされているか、
またどのようなレベル

これらの点検活動については、三菱電機を対象とした
「企業

にあるかを確認するために、PDCAサイクルの中のC
（Check）

機密管理規則」
及び国内外関係会社を対象とした
「情報セキュ

として、本社管理部門、事業本部、事業所及び関係会社にて次

リティー管理規則ガイドライン」
に定めています。

の点検活動を実施しています。
これにより、施策等の見直しを行い、PDCAサイクルのA
情報セキュリティーにかかわる点検
名称

内容等

自己チェック

企業機密管理・個人情報保護に関する
自己点検

三菱電機グループ各社ではチェックリストを用いて、
情報セキュリティーの取組を自己点検しています。

第三者チェック

企業機密管理・個人情報保護に関する
第三者点検

三菱電機事業所間では相互に情報セキュリティーの運用状況を
確認しています。関係会社の情報セキュリティーの運用状況は三
菱電機が確認しています。

個人情報保護の監査
（PMS監査）

三菱電機では、個人情報保護監査責任者の指示の下、全社で
個人情報の保護状況を確認しています。プライバシーマークを付
与された国内関係会社では、各社の監査責任者により同様の確認
をしています。

情報セキュリティーの教育
三菱電機では、企業機密・個人情報の適切な取扱いを徹底す
る企業風土を醸成するために下記の教育プログラムを実施し
ています。

全従業員への教育

不審メール対処予行演習

約5万人の全従業員を対象に情報セキュリティーの教育を年

サイバー攻撃対策として、三菱電機では役員を含む全従業

一回、eラーニングで実施し、三菱電機の方針、情報漏えい事故

員を対象に
「不審メール対処予行演習」
を実施し、定期的に不審

概況、個人情報保護関連法令、不正競争防止法、一人ひとりが

メールへの対処方法を確認しており、国内関係会社の従業員

認識すべき安全管理措置
（組織的・人的・物理的・技術的）
を周

も同演習に参加できるようにしています。海外関係会社につい

知徹底します。

ては、地域担当の下、米州、欧州、中国で地域の実情に合わせて
予行演習を実施しています。

キャリアパスに沿った教育

その他の個別教育

新入社員教育、20代対象の研修、30代対象の研修、新任課
長研修の中で、各階層で求められる役割を果たすために必要な

海外赴任者に対しては赴任前研修の中で、企業機密管理・個

企業機密管理・個人情報保護の教育を実施しています。

人情報保護に関する海外でのリスク、海外での情報漏えい事故
の事例について教育しています。
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個人情報保護の取組

情報セキュリティー

図表 3

個人情報保護
三菱電機では、2001年10月に
「個人情報の保護に関する規
則」
を制定の上、三菱電機従業員及びその他関係者に個人情
報保護を周知徹底し、個人情報保護活動に取組んでいます。
2004年には
「個人情報保護方針」
を制定し、
日本工業規格
「JIS
Q 15001：2006個人情報保護マネジメントシステム—要求事
項」
に準拠した個人情報保護活動として整備しました。2008年
1月には、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整
備していることを認定するプライバシーマークを取得し、以後、
継続して更新しています。

個人情報保護のルール体系

また、2017年5月に施行された改正個人情報保護法に適切
に対応すべく、社内の規則などを見直しています。

個人情報の適切な取扱い

マイナンバーへの対応

個人情報は利用目的を特定するなど適切に取得し、利用する

マイナンバー制度に対応した社内規定に則り、厳格な管理と

ときは
「利用目的の範囲を超えて利用しない」
、第三者に提供す

適切な取扱いに努めています。マイナンバーを取り扱う従業員

るときは
「あらかじめ本人の同意を得てから行う」
など、個人情

に対して、
個別の教育を行っています。

報を適切に取り扱っています。

EU一般データ保護規則
（GDPR）
への対応

プライバシーマーク

EUにおけるプライバシー保護の枠組みとして2018年5月

三菱電機及び
「第三者認証」
記載の国内関係会社では、プラ

に施行されたEU一般データ保護規則
（GDPR;General Data

イバシーマークを取得しています。

Protection Regulation）
に従い、三菱電機グループとしてEU
個人データを適切に取り扱っています。

その他の施策
取引先・委託先管理
企業機密・個人情報を委託する際は、適切に秘密保持契約を

か評価・選定し、契約後も定期的に利用及び管理状況の報告を

締結した上で、
セキュリティー上の理由から取引・委託先に求め

受けるなど、適切な監督を行っています。さらに、個人情報の取

るべき事項があれば契約書に記載しています。委託先に渡した

扱いを他社に委託するときは、個人情報保護に留意した取扱い

企業機密・個人情報が適切な管理のもとで取り扱われているこ

事項を規定した契約をしています。

とを確認するために、委託先が適切な保護水準を維持している
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情報セキュリティーに対する取組（技術的・物理的安全管理措置）
サイバー攻撃対策
企 業にとって大きな脅 威となっているサイバ ー 攻 撃は、

バー攻撃もあるため、サイバー攻撃を監視し、事案が発生した

年々、巧妙かつ多様化しており、防ぐことは容易ではありませ

場合に即時対応する体制を整え、被害の防止、最小化を図って

ん。三菱電機グループでは、多層化した複数の異なる防御策を

います。

講じる
「多層防御」
によってサイバー攻撃対策に取り組んでい

また、
常に外部から多くの脅威にさらされているインターネッ

ます。

ト公開ウェブサイトについては、
セキュリティーレベルを保つた

さらに、
「多層防御」
だけでは完全に防ぐことができないサイ

めに認定されたウェブサイトのみを公開しています。

多層防御
三菱電機グループでは、
「多層防御」
として
「出入口対策」
「
、端

かじめ許可された人だけが利用できるようにすることです。サ

末セキュリティー対策」
「
、情報保護」
の3階層の技術的な対策を

イバー攻撃に備えて、外部からアクセス不可能な文書管理シス

実施しています。
「出入口対策」
とは、
インターネットと社内ネッ

テムに保管し、取り出した情報を自動的に暗号化するなどの対

トワークの接続点に様々なセキュリティー対策機器を配置し、

策により、
「情報にアクセスさせない」
「
、文書管理システムにア

メールやウェブなどの通信を監視、制御することにより、外部か

クセスされても情報は漏えいしない」
ことを目指しています。ま

ら社内への不正なアクセスやマルウエアの侵入を遮断するこ

た、情報に対する操作ログを取得し、不審な操作の有無を定期

とや、社内から外部へ情報が漏えいすることを防ぐことです。

的に確認しています。

「出入口対策」
をすり抜けた攻撃に対しては、
「 端末セキュリ

以上のような様々な対策を実施していますが、巧妙なサイ

ティー対策」
で対応します。
「端末セキュリティー対策」
とは、
マル

バー攻撃に対しては、技術的な対策だけでは万全ではないた

ウエア対策ソフトによるマルウエアの検知・駆除や、
ソフトウエ

め、セキュリティーに関する規則の整備と徹底、従業員教育も

アの脆弱
（ぜいじゃく）
性を修正するセキュリティーパッチの適

併せて実施しています。

用によりマルウエア感染を防ぐこと、端末のセキュリティーポリ
シーを定め適用することで攻撃の抑制や被害の局所化を図る

多層防御

ことです。そのために、端末を一元的に管理し対策を徹底して

規則・教育

います。

攻撃

さらに、
万一端末がマルウエアに感染した場合などに備えて、
「情報保護」
を実施しています。
「情報保護」
とは、情報の重要度
に応じてセキュリティー対策を施した場所に情報を保管し、あら
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出入口対策

端末セキュリティー
対策

緊急即応体制
三菱電機グループでは、サイバー攻撃に対する監視と事

また、
「端末セキュリティー対策」
により、
マルウエアの検知情

案発生時の即時対応のため、三菱電機CSIRT（Computer

報や端末のセキュリティー対策状況などを収集、把握すること

Security Incident Response Team）
を設置しています。従

ができます。万一、事案が検出された場合は、上記の仕組みを

来は対応が不十分であった国内外の関係会社に対する監視体

駆使することで、即座に被害状況を把握し、緊急で適切な対処、

制も整えました。前述の
「出入口対策」
で通信を監視することに

復旧を行い、被害を可能な限り抑えます。その後、事案を詳細

より、不審な挙動を検出、安全性を確認することでサイバー攻

に分析し、
事案発生部門による恒久対策の実施を支援します。

撃をいち早く検出し遮断します。

三菱電機CSIRT

インターネット公開ウェブサイト管理
三菱電機グループでは、過去に発生した不正アクセスによる

て、管理状況を把握することで、不要なウェブサイトを廃止する

事故を契機に、
セキュリティーレベルを保つために認定された

他、セキュリティー対策が不十分なウェブサイトについてはセ

ウェブサイトのみを公開しています。事前にセキュリティー検査

キュリティー対策強化を図っています。あわせて、未許可のウェ

を実施して不具合を解消したウェブサイトでなければ、公開を

ブサイトを見つけた場合は、速やかにセキュリティー検査を実

許可していません。

施しています。

また、
インターネット上の公開ウェブサイトを定期的に点検し
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物理セキュリティー
三菱電機グループでは、不審者が事業所内に立ち入って企

る物理領域
（エリア）
を区画化し、
エリアごとにセキュリティーの

業機密に触れることがないよう、事業所内の敷地、廊下、執務

レベル
（エリアレベル）
を定めています。

室、会議室、サーバーエリア、資料室など、人が活動する場であ

エリアレベル

入退室
（場）
管理

エリアレベルの考え方は以下の表のとおりです。エリアレベ

エリアレベルの異なるエリアに入る際は、認められた者しか

ルに応じたセキュリティーのルールを定めています。

入れないよう入退室
（場）
管理を行っています。特に、三菱電機
の事業所においては、IDカードによる認証システムを導入する
ことで、入退管理の効率化とセキュリティーの確保を実現して

エリアレベルの考え方
エリアレベルの考え方

います。
高

低

事業所内で、限定された従業員のみ
が利用･アクセス可能なエリア

サーバ室、
資料室、
開発室

事業所内で、原則従業員のみが利用
･アクセス可能なエリア

執務室

事業所内で、入場手続きを済ませた
従業員関係会社社員（代理店含む）
やお客様が利用できるエリア

敷地、
共用会議室、
廊下

事業所外

敷地外

入退室
（場）
管理

事業所内

事業所外

レベル0：敷地外

注）入退室
（場）
管理にはP.16に記載の
「MELSAFETY」
シリーズを
活用しています。
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製品・サービスのセキュリティー品質に対する取組
製品・サービスのセキュリティー品質に対する取組
三菱電機では、2019年4月に、製品・サービスのセキュリ

Security Incident Response Team）
を構築し、取組を強化

ティー品質に対応する社内体制として三菱電機PSIRT
（Product

しました。

三菱電機PSIRTの役割

三菱電機PSIRTの体制

三菱電機PSIRTは、以下の活動を行うことを役割としてい

三菱電機では、すべての事業本部と事業所に、製品・サービ

ます。

スのセキュリティーにおける責任者
（PSIRTマネージャー）
を配

● お客様へ提供している製品・サービスの脆弱性に関する情

置し問題への対応などリスク低減を推進しています。また、生

報収集

産システム本部に全体を統括するコーポレートPSIRTを設置

● 製品の設計・製造部門及びサービスの運用部門と連携した

し、製品・サービスのセキュリティー品質向上に対して取り組ん

発見された脆弱性への迅速な対応

でいます。

● 製品・サービスの開発段階から脆弱性混入を予防するため
の技術的な取組の強化・推進
● 製品・サービスの開発に関係するすべての役員及び従業員
に対する必要なセキュリティーに関する教育
● 脆弱性に関する情報・対策のお客様への公開

三菱電機PSIRTの体制図
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情報セキュリティーソリューションの提供
IT
ITシステム向け情報セキュリティーソリューション
近年ますます高度化・巧妙化するサイバー攻撃に対し、お客

24時間365日の監視・運用とインシデント対応を行うソリュー

様のITシステムの情報セキュリティー対策システムを構築し、

ションを提供しています。

1．セキュリティーの重要性

3．三菱電機グループのソリューション

インターネットを利用したITシステムは近年企業活動を支え

企業には不正アクセスやサイバー攻撃への対策が求められ

る重要なものとなっていますが、
インターネットには、利便性と

ていますが、
セキュリティー対策は多岐にわたり、高度な専門知

引き換えに、不正アクセスやサイバー攻撃を受ける危険があり

識かつノウハウを持った技術者が必要なことから、すべてを自

ます。これらのリスクを低減させるため、適切なセキュリティー

社で対応するには限界があります。

対策を実施することが必須となります。もし、個人情報や取引

三菱電機グループでは、
セキュリティー対策における
「導入」
、

先の機密情報を漏えいした場合、
損害賠償を請求されるのみな

「運用・監視」
「
、 調査・分析」
「
、 検討・設計」
のPDCAサイクルを

らず、社会的信用の低下など企業経営そのものにとって重大な

包括的に実現するセキュリティーソリューション
「CyberMinder

影響を受けます。また、被害の拡大防止のためにシステムを停

（サイバーマインダー）
」
を提供しています。

止するとその間の業務も停滞するため、長期化すれば事業存

ネットワークセキュリティーにおけるPDCAサイクル

続が困難になる場合もあります。

技術

情報セキュリティー対策の目的は、企業情報・顧客情報の保

安定稼働
セキュリティーオペレー
ションセンター（SOC)に
よる24時間365日の有
人監視で安定稼働を実現
しています。

2．セキュリティーの基本対策
ITシステムのセキュリティーでは、防御・監視・対応を組み合

ネットワーク
セキュリティー

構築

設計

維持、そして、企業活動そのものを守るものといえます。

運 用・監 視

三菱電機情報技術総合
研究所との連携により、
最新のセキュリティー技
術を取り入れています。

護、金銭的損害の防止にとどまらず、会社イメージ・ブランドの

実績／経験

調査

1998年のサービス開始
から蓄積したノウハウを
活かしたサービスを提供
します。金融機関などへ
の実績も豊富です。

安心
セキュリティー専門技術
者がお客様のビジネスを
守るため、検討から運用
まで全ての局面をサポー
トします。

わせた対策が重要です。知らず知らずのうちに、
セキュリティー

（1）CyberMinder

ホール
（セキュリティー対策が不十分な箇所）
が発生していた

セキュリティー対策は、上述の内容に加え、不正アクセスやサ

り、不正アクセスが行われていたりすることがないよう、
日々の

イバー攻撃を未然に防ぐための事前対策や防御対策、
マルウェ

監視・運用が必須になります。

ア等に感染した場合の事後対策など多岐にわたります。さら

また、新種のウイルスなどの新しい脅威への対応を含め、
セ

に、最近ではクラウドの利用促進やIoT対応に伴う新たなITシ

キュリティー対策を定期的に見直すことも重要です。

ステムへのセキュリティー対策が求められています。
「CyberMinder」
では、
事前対策の
「CyberMinder DIAG」
、

MIND社 によるセキュリティーの基本対策
※

トータルにサポート
防

御

監

視

防御対策の
「CyberMinder Guard」
、
インダストリアル
（産業）
対

IoT向けセキュリティー対策の
「CyberMinder IoT」
、
クラウド

応

Protection

Monitoring/Audit

Action

ファイアウォール
サーバー要塞化

不正アクセス監視
ネットワークセキュリティー監視
ログ分析、情報収集

インシデントレスポンス
（セキュリティー事故に
対する緊急対応）

セキュリティー対策の
「CyberMinder Cloud」
、Webセキュ
リティーの
「CyberMinder Internet」
、
これらを24時間365
日で監視・運用する
「CyberMinder MSS
（マネージドセキュリ

※ 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社：
情報通信サービスを主な事業とする三菱電機グループ会社

ティーサービス）
」
など、ITシステムの変化に対応した包括的な
ソリューションを提供しています。
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CyberMinderのソリューションマップ

（2）監視・運用を支える24時間365日の監視センター
24時間365日、お客様のシステムを絶え間なく監視・運用し

的確なアウトプットを提供します。調査・分析には人工知能
（AI）

ます。

を活用し、アウトプットまでの時間を短縮するとともに、高度

セキュリティーアラートを検知した際、
お客様に緊急度に応じ

な専門知識を駆使した調査や多方面と連携してお客様をサイ

て通報することで、お客様の運用負荷を軽減すると共にセキュ

バー攻撃から守ります。

リティーインシデントに迅速に対応できます。
三菱電機グループが独自開発した分析ルールを搭載した
SIEM
（Security Information and Event Management）
基
盤でサーバーやネットワーク機器、
セキュリティー機器などから
ログを収集し、自動的に分析します。検知条件や異常アクセス
を検知するしきい値
（一定時間内のアクセス頻度など）
、
ブラッ
クリストデータは日々更新すると共に、お客様の環境に合わせ
たカスタマイズも可能です。
インシデントの深刻度に応じてアナリストへエスカレーション
することで、迅速かつ俯瞰
（ふかん）
的にインシデントを評価し、
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（3）ITシステムの変化に対応した取組
① IoT向けセキュリティー
「CyberMinder IoT」

② クラウド対応のセキュリティー
「CyberMinder Cloud」

ITコストの低下と多種多様なデバイスがネットワークに接

クラウド環境はインターネット上の各種サービスを組み合わ

続するIoTの拡大、
ビッグデータの分析技術の進展により、
「ICT

せることにより、ITシステムの利用環境を構築するものであり、

（情報通信技術）
をモノづくりの現場でも活用する動き」が急

企業が自ら機器を購入し、
データセンターやマシン室でシステ

速に進んでいます。それに伴い、製造現場ネットワークと外部

ム運営を行う形態
（オンプレミス）
とは異なる柔軟な拡張性や

ネットワークが接続され、サイバー攻撃の標的となるリスクが

資産を保有しないことによる管理負荷の削減などの数々の利

増加しています。

便性をもたらします。

三菱電機グループはIT向け情報セキュリティーのノウハウに

しかしながら、情報セキュリティーに対してクラウド環境の内

加え、製造業としてIoTに取り組んできた技術を融合させ、製造

部が利用者からみるとブラックボックスとなり従来とは異なる

現場ネットワークとITシステムの境界分離、通信の見える化や

リスクも指摘されています。三菱電機グループはますます利用

端末制御、製造現場への持ち込み媒体対策といったサービス

が促進されるクラウドに対しても適切なセキュリティー対策を

を提供しています。

提供し、調査・設計・構築・運用の各フェーズにおいてトータルに
サポートするサービスを提供しています。

CyberMinder IoT
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入退室管理
（
「MELSAFETY」
シリーズ）
三菱統合ビルセキュリティーシステム
「MELSAFETY
（メルセーフティー）
」
シリーズ
コンプライアンスや機密情報管理の更なる強化が求められ

システムやエレベーター・空調・照明等のビル設備との連携、履

る時代に対応し、三菱電機は統合ビルセキュリティーシステム

歴と映像の統合管理により、効率的な入退室管理システムの提

「MELSAFETY」
シリーズで、あらゆる建物の高度なセキュリ

供や省エネを可能にします。販売開始から20年以上の歴史が

ティーニーズにお応えします。
「 MELSAFETY」
シリーズはセ

あり、
多くの納入実績があります。

キュリティーソリューションの中核を成すシステムとして、情報

3. 具体的なソリューション事例

1.「MELSAFETY」
シリーズが導くセキュリティーを切り口と
した社会への貢献

ビルの運営管理では、
「MELSAFETY」
シリーズが設置された

● 外部からの不法侵入の抑止、内部犯行の抑止、安心・安全で

管理室のモニターで扉の施解錠の状況を集中管理できます。

快適な社会の構築

有事の際には監視カメラの映像と連携して現場状況を効率的

● ビ ル管理者にビルの運営管理の効率向上、品質の向上を

に確認することができ、複数のビルや拠点の一元管理も可能で

提供

す。また、人事管理システムと連携し、人事異動等の際に自動的

● エンドユーザーへの快適な環境の提供

に通行権限を変更するなど管理業務の負荷軽減を図ることが

● ビルオーナーへビルの付加価値向上を提供

できます。
エンドユーザーにとっては、
「MELSAFETY」
シリーズの在室
管理機能を用いて空調や照明などを制御することで、
オフィス
環境の快適性や利便性の向上が期待できます。また、通行履歴

2.「MELSAFETY」
シリーズが提供するソリューションの特徴

を勤怠管理システムと連携することで個々人の労務申請の手

入退室管理システム
「MELSAFETY」
シリーズは、非接触カー

間を省くこともできます。

ドによる認証をはじめ、無線タグによるハンズフリー認証、指透
過認証や顔認証といった生体認証など、
多彩な認証装置のライ

さらに、
「MELSAFETY」
シリーズはエレベーターとの連動制

ンアップをそろえています。システムの柔軟性も高く、お客様

御により、
ビルの付加価値向上にも寄与します。高層のオフィス

の様々な環境やご要望に対応できることが特徴です。さらに三

ビルでは、朝の出勤時間帯などにエレベーターを待つ人で大

菱電機のエンジニアがお客様のセキュリティーレベルや運用

渋滞になることがあります。また、
エレベーターに乗った後も各

課題を把握し、個々にシステム設計を行うことで最適な入退室

階に停止してなかなか進まないこともあります。こうした朝の

管理ソリューションを提供します。また、万全のアフターサービ

大渋滞は、働く人にとってストレスとなり、
ビルのイメージダウ

ス体制を整え、
お客様の運用変更にも柔軟に対応します。

ンにつながります。入退室管理システム
「MELSAFETY」
シリー
ズでは、認証情報
（ID）
を用いて利用者の行き先階を判断し、同

さらに、入退室管理システムが持つ個々人の認証情報
（ID）
を、昇降機、空調、照明、監視カメラといったビル内設備の制御

じ階に行く人をまとめて一つのエレベーターに乗せることで、

に利用することで、利便性向上や省エネ、業務効率改善、資産

停止階を減らします。これにより運行効率を改善してこれらの

価値向上といったお客様の様々な課題解決
（ソリューション）
に

問題を解決することができます。

貢献することができます。
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エレベーターの入退室管理システム連動制御の導入比較
（三菱電機事例）
エレベータ―の入退室管理システム
エレベータ―の入退室管理システム
エレベータ―の入退室管理システム

導入前のエレベーター乗り場
導入前のエレベーター乗り場 導入後のエレベーター乗り場
導入後のエレベーター乗り場
導入前のエレベーター乗り場

導入後のエレベーター乗り場

乗客の行き先階がバラバラでエ
利用者を行き先階ごとにまとめ
乗客の行き先階がバラバラでエ
乗客の行き先階がバラバラでエ
利用者を行き先階ごとにまとめ
利用者を行き先階ごとにまとめ
レベ ーターレベ
の 停止階が多くな
たことで、運行効率が改善し、
長
レベ ーター の 停止階が多くな
ーター の 停止階が多くな
たことで、運行効率が改善し、
たことで、
長
運行効率が改善し、
長
り、運行効率が低下するため、
長
い列が解消されました。
り、運行効率が低下するため、
り、
長
運行効率が低下するため、
長
い列が解消されました。
い列が解消されました。
い列ができます。
い列ができます。
い列ができます。

導入前

導入後

ネットワークカメラ
（
「MELOOK 3」
シリーズ）
ネットワークカメラは、
これまでの単なる画像記録・監視から、

ズを通じて、急速に高度化、拡大する映像監視ニーズに対応し

撮影した映像の解析・分析を通じた、
より高度な活用ニーズが

たネットワークカメラをご提供することで、
より安心・安全な社

高まっており、
さらなる機能・性能の向上が求められています。

会の実現に努めています。

三菱電機では、最新ラインアップである
「MELOOK 3」
シリー

1．
「MELOOK 3」
シリーズの紹介

<ベーシックタイプ>
カメラ16台を1台のレコーダーに接続するシンプル構成に

基本機能を搭載したベーシックタイプから、LAN接続による
多地点監視・大規模システム構築に対応したマルチタイプ、既

最適なタイプ。HUB経由で合計32台のカメラ接続も可能で、

存の同軸ケーブル等を利活用したデジタル＆フルHD化を可能

監視エリアを2倍に拡張することで、
これまでの死角を減らすこ

とする同軸タイプまで、多様化する監視ニーズに対応する豊富

とができます。また、顔サムネイル機能といった記録された映

なラインアップを提供しています。

像からの簡単検索機能を始めとした、多彩な機能を標準搭載し
ています。
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<マルチタイプ>

<同軸タイプ>

最大64台のカメラを1台のレコーダーに接続可能で、大規模

既存のアナログカメラ用同軸ケーブルを有効活用し、
カメラ・

システム構築に最適なタイプ。大型スーパーマーケット、中・大

レコーダーの取り換えだけで、
フルHDの高機能監視を実現し

規模ビル等に求められる、
高精度な映像監視・拡張性・低消費電

ます。既存の配線を活用するため、低コストかつ短期間でシス

力を実現します。また、最大512台分のカメラをパソコン1台で

テムを構築します。

一括集中管理が可能。映像・音声の記録により、証拠確保や、犯
罪抑止効果の向上も実現します。

「MELOOK 3」
シリーズの映像技術
表示といった映像技術に磨きをかけています。

フルHD対応、
「新デジタル増感」
「
、スーパー・ファイン・ビュー
Ⅲ」
、16分割表示時でも毎秒30コマ
（30fps）
のなめらかな動画
<フルHD対応>

● フルHD映像
（1920×1080）

● アナログカメラの映像

<新デジタル増感>

● 暗所撮影

●メガピクセルカメラの映像

● フルHDカメラの映像

<スーパー・ファイン・ビューⅢ>

● 新デジタル増感

● 逆光時

<16分割映像x30fps表示>

※1. 16分割・30fps表示は、
ライブ・記録再生のいずれかとなります。
※2. 16分割・30fps表示はMELOOK 3カメラ16台接続時に可能となります。
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● スーパー・ファイン・ビューⅢ

2．
「MELOOK 3」
シリーズ導入によるセキュリティー事例
高いセキュリティー効果を発揮します。また、長期間記録対応、

フルHD高画質表示によるお札や商品名のくっきりとした判
別、逆光の入口や夜間の駐車場・倉庫などの悪条件でも見やす

映像・音声の記録により、証拠確保や、犯罪抑止効果、
コンプラ

い表示を可能とし、死角をなくすことで、屋内外の隅々に至る

イアンスの向上も実現します。
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セキュリティー関連研究開発
セキュリティー関連研究開発
背景
近年、
IoTの進展によりネットワークを介したサイバー攻撃に

対策フレームワーク」
として策定し、防衛・電力・ホーム・ビル・製

よる機密情報の漏えいや重要インフラの機能不全のリスクが

造業等、
業界横断的なセキュリティー強化を見込んでいます。

高まっています。2017年5月には、
PCの脆弱
（ぜいじゃく）
性を

サイバーセキュリティー対策では、
データ、
ネットワーク、機器

悪用したウイルス
「WannaCry」
が世界150カ国に及び感染を

のセキュリティーが総合的に求められます。データのセキュリ

広げ、金融、鉄道、製造等、幅広い分野でサービスや操業を停

ティーは古くから盗聴・改ざん防止に活用されてきた暗号が代

止する被害が相次ぎました。日本政府は
「サイバーセキュリティ

表的です。一方、
インターネットの普及・浸透に伴い、
ネットワー

基本法」
を2015年1月に施行後、
内閣に
「サイバーセキュリティ

ク経由の情報システムに対する不正操作が深刻となり、それら

戦略本部」
を、内閣官房に
「内閣サイバーセキュリティセンター

を検知・防御するネットワークセキュリティーも求められるよう

（NISC）
」
を設置し、
サイバーセキュリティー対策の方針策定を

になりました。そして、IoTの時代には、
データ・ネットワークのセ

推進しています。そして、
経済産業省は2019年中にサイバー空

キュリティーに加え、
ネットワークにつながる機器への不正操作

間とフィジカル空間を高度に融合しSociety5.0に求められるサ

を防止する機器のセキュリティーが重要となります。

イバーセキュリティー対策を
「サイバーフィジカルセキュリティ

三菱電機グループの研究開発への取組
セキュリティーに関する全般的な研究開発に加え、差別化技

機器セキュリティーの各分野でIoT時代のニーズを先取りした

術として、データセキュリティー、ネットワークセキュリティー、

研究開発に取り組んでいます。
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データのセキュリティー
「秘匿検索」
IoTの時代には、人や機器の情報をクラウドに収集し分析す

開発しました
（下記図表参照）
。本技術により、情報の秘匿と活

るビッグデータ処理により、付加価値創出が期待されていま

用の両立を実現します。現在、顧客情報や機器稼働情報等を機

す。
しかし、人や機器の情報は、機密性が高くクラウドに保存す

密情報・プライバシー情報をパブリックなクラウドで処理する

る場合には暗号化が求められています。一方、従来、暗号化さ

ケースに応用する開発への取組を進めています。さらに、暗号

れた情報を検索する場合、いったんクラウドで復号する必要が

化したままできる処理を
「検索」
から統計処理等の計算に拡張

あり、その際に機密情報が漏えいする懸念がありました。そこ

する準同型暗号の開発にも取り組んでいます。

で、
クラウドで復号することなく検索できる暗号
「秘匿検索」
を

ネットワークのセキュリティー
「攻撃検知技術」
IoTがインフラ分野にも広がる中、社会生活の根幹を支える

攻撃が増加しており、新しい対策技術を望む声が高まっていま

重要インフラのネットワークセキュリティー強化が課題となっ

す。そこで、三菱電機グループは制御システムのリアルタイム

ています。これまで、電力、
ガス、水道、化学、石油などの重要イ

性を確保しつつ、サイバー攻撃を検知する
「サイバー攻撃検知

ンフラの安全性は、物理的隔離やファイアウォールなどの通信

技術」
を2017年5月に発表しました注1）。本方式は、制御システ

制御に加え、厳格な運用管理の徹底により守られてきました。
し

ムの運転状況ごとに異なる正常命令をルール化して、正常命令

かし、近年海外を中心に、重要インフラの制御システムに侵入

からの逸脱を攻撃とみなすことを特長としています。現在、各

し、監視端末からの制御命令を装った偽の制御命令を送ること

種制御システムへの適用への取組を進めています。

で、停電や設備破壊などの被害を引き起こす巧妙なサイバー

注1）本開発成果は、技術研究組合制御システムセキュリティーセンター
（CSSC）
が受託した、総合科学技術・イノベーション会議の戦略的イノベーション創造プ
ログラム
（SIP）
「重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保」
（管理法人：NEDO）
の委託業務の一部により得られたものです。
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機器のセキュリティー
「センサーへのダイレクトな攻撃を検知する技術」
センサーで計測したデータを基に最適な自動制御を行う
車載機器、生産設備やドローンなどの機器の普及が進んでい
ます。また一方で、安心・安全・快適な社会の実現のため、サイ
バー攻撃への対策が求められています。三菱電機グループは、
ドローンなどの自動制御の要である、複数のセンサーを組み合
わせて計測データを取得するセンサーフュージョンアルゴリズ
ムの内部計算に着目しました。そして、
これまで確立されてい
なかったセンサーフュージョンアルゴリズムの安全性を評価・
検証し、独自の「センサー攻撃検知アルゴリズム」
をセンサー
フュージョンアルゴリズム内に実装することで、悪意のある攻

注2）本開発成果の一部は、
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構
（NEDO）
の委託業務の結果から得られたものです。

撃で発生する計測データから攻撃を検知する
「センサーセキュ
リティー技術」
を、世界で初めて開発し2019年2月に発表しま
した注2）。

まとめ
IoTシステムのセキュリティー向上には、製品・システムを提

今回紹介したような差別化技術の研究開発に加えて、業界ご

供する企業がセキュリティー対策を適切に実装することが求め

とのセキュリティー対策のコンセンサス作りにも積極的に参画

られています。企業によるセキュリティー実装促進のためには、

し、IoT時代の安心・安全・快適な社会の実現に貢献していきま

どのような脅威に対して、
どこまで対策をとればよいのかとい

す。

うコンセンサスを業界ごとに確立することが重要です。
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第三者認証
第三者認証
三菱電機及び国内関係会社では、情報セキュリティーに関連する第三者認証の取得を推進しています。

プライバシーマーク取得状況
（2019年4月1日現在）
三菱電機株式会社

三菱スペース・ソフトウエア株式会社

アイテック阪急阪神株式会社

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社

株式会社アイプラネット

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

エムビーテクノ株式会社

三菱電機クレジット株式会社

株式会社ガウス

株式会社三菱電機ビジネスシステム

西菱電機株式会社

三菱電機保険サービス株式会社

株式会社ダイヤモンドパーソネル

メルテック・ビジネス株式会社

日本アドバンス・テクノロジー株式会社

株式会社栗菱コンピューターズ

株式会社ビーシーシー

ISMS認証取得状況
（2019年4月3日現在）
三菱電機株式会社
（インフォメーションシステム統括事業部）
三菱電機株式会社
（鎌倉製作所）
三菱電機株式会社
（宣伝部ウェブサイト統括センター）
三菱電機株式会社
（通信機製作所）
アイテック阪急阪神株式会社
青森三菱電機機器販売株式会社
（関連組織：株式会社シンク）
株式会社シンリョー
西菱電機株式会社
（猪名寺事業所情報通信ソリューション事業部/鳥取西菱電機株式会社）
通菱テクニカ株式会社
日本アドバンス・テクノロジー株式会社
（湘南事業所名古屋分室を除く）
株式会社ビーシーシー
三菱スペース・ソフトウエア株式会社
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社、
株式会社テクノウェア
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
（MIND ISMS関連事業部門及び事業所）
三菱電機エンジニアリング株式会社
（伊丹事業所及び基板・LSI事業部
（伊丹事業所駐在部門）
）
三菱電機エンジニアリング株式会社
（鎌倉事業所）
三菱電機エンジニアリング株式会社
（京都事業所）
三菱電機システムサービス株式会社 電子本部
（東京テレコム支社 企画部
（総務課、経理課、資材課除く）
）
三菱電機特機システム株式会社
（東部事業部）
三菱電機特機システム株式会社
（西部事業部
（三田地区、伊丹地区、岩国地区）
）
株式会社三菱電機ビジネスシステム 、
エムビーテクノ株式会社
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 （本社技術推進本部24時間サービスセンター、
エンジニアリング本部原子力事業所）
三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社
三菱プレシジョン株式会社

1.営業本部における航空・宇宙・慣性・電波機器及びシミュレーションシステムの防衛・宇宙分野向け営業
2.鎌倉事業所における航空・宇宙・慣性・電波機器及びシミュレーションシステムの製造及び保守

株式会社栗菱コンピューターズ
（本社）
菱栄テクニカ株式会社
（品証事業部計測管理部校正サービスセンター）
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www.MitsubishiElectric.co.jp

お問い合わせ先 ：〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3
〈東京ビル〉 総務部 情報セキュリティセンター TEL
（03）3218-2210

