
ＲＲＩ質問票　（Ver1.0）

1

部分的である　文書化されている。

2

リスク情報を活用している （組織のセ

キュリティ責任者が承認しているか、運用

している）

3

繰り返し適用可能な仕組みが構築され

て、PDCAがまわっている。

AM-1
CPS.AM-1

(Asset Management)

組織内にあるシステムを構成するハードウェア、ソフトウェア及びその管理情報（例

︓名称、バージョン、ネットワークアドレス、管理責任者、ライセンス情報）の⼀覧を

作成し、適切に管理する。

システムを構成する機器やソフトウェアの名称、バージョン、ネットワーク

アドレス、管理責任者、ライセンス情報、用途、利用範囲、システムア

カウントの所有者。機器の設置、保安状況。廃棄方法、故障を含む

不具合発生時の復旧に必要な情報、他システムの依存性、ネットワー

ク構成図を含むアセット⼀覧とその承認、改定の承認履歴

組織（のセキュリティ担当者）は、資産を

特定し、⼀覧を作成している。

組織のセキュリティ責任者は、特定された

資産の⼀覧を承認している。組織は、承

認された文書を管理、実施している。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、資産⼀覧を定期的にレビュー、更新し

維持管理している。

GV-1

GV-2

CPS.GV-1

(Governance)

セキュリティポリシーが策定・周知されている。⾃組織及び関係する他組織(取引

先）のセキュリティ上の役割と責任を明確にする。

セキュリティポリシーの策定及び承認、セキュリティポリシーの改定の承認

履歴。セキュリティポリシーには、⾃組織及び関連する他組織（例︓

業務委託先）のセキュリティの役割と責任が記載されている。委託先と

のセキュリティに関する取り決めがあるか。

組織（のセキュリティ担当者）は、セキュリ

ティポリシーを策定（文書化）している。

組織のセキュリティ責任者は、セキュリティ

ポリシーを承認し、実施している。組織は、

承認された文書を管理、実施している。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、セキュリティポリシーを定期的にレ

ビュー、更新し維持管理している。

RA-1
CPS.RA-1

(Risk Assessment)
⾃組織の資産に対する脆弱性が分析され、文書化されている。 主な資産の⼀覧に対し脆弱性を特定し、関連付けた文書。

組織（のセキュリティ担当者）は、特定し

た資産の⼀部の脆弱性を特定し文書化

している。

組織のセキュリティ責任者は、特定した資

産の全ての脆弱性を特定した文書を承認

している。組織は、承認された文書を管

理、実施している。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、特定した資産の全ての脆弱性を特定

した文書を定期的にレビュー、更新し維持

管理している。

RM-1
CPS.RM-1

(Risk Management Strategy)

セキュリティリスクマネジメントプロセスが、組織内の適切な関係者により確立され、

管理されている。

サイバーセキュリティリスクマネジメント計画書（実施記録・実施結果報

告・承認フロー含む）。

組織（のセキュリティ担当者）は、⾃組

織と業務委託先のサイバーセキュリティリス

クマネジメント計画書と実施状況の記録を

文書化している。

組織のセキュリティ責任者は、⾃組織と業

務委託先のサイバーセキュリティリスクマネ

ジメント計画書と実施状況の記録の文書

を承認している。組織は、承認された文書

を管理、実施している。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、⾃組織と業務委託先のサイバーセキュ

リティリスクマネジメント計画書と実施状況

の記録を文書を定期的にレビュー、更新し

維持管理している。

SC-1

CPS.SC-1

(Supply Chan Risk

Management)

サプライチェーンリスクマネジメントプロセスが、組織内の適切な関係者により確立さ

れ、管理されている。
取引先との契約書（セキュリティが考慮された項目があること。

組織（のセキュリティ担当者）は、取引

関係のライフサイクルを考慮したセキュリティ

に関する対策基準を文書化している。

組織のセキュリティ責任者は、取引関係の

ライフサイクルを考慮したセキュリティに関す

る対策基準を文書化し、取引先と合意し

ている。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、取引関係のライフサイクルを考慮した

セキュリティに関する対策基準を定期的に

レビュー、更新し維持管理している。既存

の取引先と変更内容について合意してい

る。

AC-1

CPS.AC-1

(Identify Management &

Access Control)

権限の与えられたデバイス、人、実行プロセスに対して識別情報（ID)と認証情報

(credential)が発行、管理、検証、失効、監査されている。

権限の与えられたデバイス、人、実行プロセスに対して識別情報（ID)

と認証情報(credential)が発行、管理、検証、失効、監査の記録

組織（のセキュリティ担当者）は、認可さ

れた装置・機器、ユーザ、プロセスのＩＤと

証明書の⼀覧と発行、管理、検証、取

消、監査記録を文書化している。

組織のセキュリティ責任者は、認可された

装置・機器、ユーザ、プロセスのＩＤと証

明書の⼀覧と発行、管理、検証、取消、

監査記録を承認している。組織は、承認

された文書を管理、実施している。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、認可された装置・機器、ユーザ、プロセ

スのＩＤと証明書の⼀覧と発行、管理、

検証、取消、監査記録を定期的にレ

ビュー、更新し維持管理している。

AT-1

AT-2

CPS.AT-1

(Awareness &Training)

⾃組織の人員に対して、セキュリティインシデントの防止・対応のための適切な訓

練・教育を実施し、役割と責任を理解させる。

組織のすべての関係者（役員、社員、派遣社員、委託会社社員）

のサイバーセキュリティに関する役割と責任の⼀覧。すべての関係者に

対する訓練、教育の計画と実施記録。

・組織（のセキュリティ担当者）は、組織

のすべての関係者のサイバーセキュリティに

関する役割と責任の⼀覧を文書化してい

る。

・組織（のセキュリティ担当者）は、すべて

の関係者に対する訓練、教育の計画と実

施記録を文書化している。

・組織のセキュリティ責任者は、組織のす

べての関係者のサイバーセキュリティに関す

る役割と責任の⼀覧を承認している。組

織は、承認された文書を管理、実施して

いる。

・組織のセキュリティ責任者は、すべての関

係者に対する訓練、教育の計画と実施記

録を承認している。組織は、承認された文

書を管理、実施している。

・組織のセキュリティ担当者および責任者

は、組織のすべての関係者のサイバーセ

キュリティに関する役割と責任の⼀覧を定

期的にレビュー、更新し維持管理してい

る。

・組織のセキュリティ担当者および責任者

は、すべての関係者に対する訓練、教育

の計画と実施記録を定期的にレビュー、

更新し維持管理している。

DS-1
CPS.DS-1

(Data Security)

組織間で保護すべき情報を交換する場合、取引先の情報保護のセキュリティ要件

について、事前に組織間で取り決める。

組織間のＮＤＡ。保護すべき情報の定義書、情報交換手段及びそ

の実装方法、アクセス制御手段及びその実装方法。

組織（のセキュリティ担当者）は、組織

間で保護すべき情報を交換する場合、

NDAを結んでいる。

組織のセキュリティ担当者は、保護すべき

情報の定義書、情報交換手段及びその

実装方法、アクセス制御方法を文書化、

システム化している。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、保護すべき情報の定義書、情報交換

手段及びその実装方法、アクセス制御方

法を定期的にレビュー、更新し維持管理

している。

IP-1

CPS.IP-1

(Information Protection

Process & Procedures)

全ての資産の初期設定と設定変更がセキュリティ原則に基づいて運用されている。

資産の初期設定手順書。設定変更手順書。

セキュリティ原則の定義が必要（例えば、必要最小限の原則を実現す

る設定）

組織（のセキュリティ担当者）は、初期

設定手順及び設定変更管理プロセス運

用手順を文書化している。

組織のセキュリティ担当者は、初期設定

手順及び設定変更管理プロセス運用手

順を実装し、運用している。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、運用中の初期設定手順及び設定変

更管理プロセス運用手順を定期的にレ

ビュー、更新し維持管理している。

IP-11

CPS.IP-9

(Information Protection

Process & Procedures)

人員の採用、異動等人事プロセスにセキュリティを考慮した手続きを含める。

人員のアクセス権を管理している。
アカウント作成、削除及びアクセス権付与、削除に関する運用手順書

組織（のセキュリティ担当者）は、アカウン

ト作成、削除及びアクセス権付与、削除

に関する運用手順書を文書化している。

組織のセキュリティ責任者は、アカウント作

成、削除及びアクセス権付与、削除に関

する運用手順書を承認している。組織

は、承認された文書を管理、実施してい

る。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、アカウント作成、削除及びアクセス権

付与、削除に関する運用手順を定期的

にレビュー、更新し維持管理している。

マチュリティレベル

Identify

Protect

NIST CSF

CPSF

対策

Countermeasure ID

RRI対策要件

RRI requirements

エビデンス例

Evidence example



ＲＲＩ質問票　（Ver1.0）

MA-1
CPS.MA-1

(Maintenance)
システムの構成要素の保守は、承認されたツールで実施し履歴をとる。

保守（含むセキュリティアップデート）を行う資産システムの構成要素

の⼀覧、実施計画書、手順書、実施記録。

組織（のセキュリティ担当者）は、セキュリ

ティアップデートを行う資産⼀覧、及びセ

キュリティアップデート実施計画書、手順

書、実施記録を文書化ている。

組織（のセキュリティ担当者）は、セキュリ

ティアップデートを行う資産⼀覧、及びセ

キュリティアップデート実施計画書、手順

書、実施記録を承認している。組織は、

承認された計画に従って実行している。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、セキュリティアップデートを行う資産⼀

覧、及びセキュリティアップデート実施計画

書、手順書、実施記録を定期的にレ

ビュー、更新し維持管理している。

MA-2
CPS.MA-2

(Maintenance)
納品したシステムの構成要素の保守は、承認されたツールで実施し履歴をとる。

保守（含むセキュリティアップデート）を行うシステムの構成要素の⼀

覧、実施計画書、手順書、実施記録。

組織（のセキュリティ担当者）は、セキュリ

ティアップデートを行う資産⼀覧、及びセ

キュリティアップデート実施計画書、手順

書、実施記録を文書化ている。

組織（のセキュリティ担当者）は、セキュリ

ティアップデートを行う資産⼀覧、及びセ

キュリティアップデート実施計画書、手順

書、実施記録を承認している。組織は、

承認された計画に従って実行している。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、セキュリティアップデートを行う資産⼀

覧、及びセキュリティアップデート実施計画

書、手順書、実施記録を定期的にレ

ビュー、更新し維持管理している。

Detect AE-1
CPS.AE-1

(Anomalies & Events)

定常的なネットワーク運用と、その際の人とシステム間の情報の流れが特定されて

いる。
データーフロー図,操作仕様書、機器の通信仕様の文書。

組織（のセキュリティ担当者）は、組織

内のネットワークに接続されているすべての

機器の情報の流れを特定し、管理する手

順を確立し、文書化している。

組織（のセキュリティ担当者）は、組織

内のネットワークに接続されているすべての

機器の情報の流れを特定し、管理する手

順を実装している。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、組織内のネットワークに接続されている

すべての機器の情報の流れを特定し、管

理する手順を定期的にレビュー、更新し維

持管理している。

AE-2
CPS.AE-2

(Anomalies & Events)
セキュリティイベントを検知・分析・対応する体制を整える。

セキュリティ管理責任者(CISO)、セキュリティ対応組織

(SOC/CSIRT)体制がわかる文書。

組織内にセキュリティ管理責任者を任命し

ている。

組織内にセキュリティ管理責任者を任命

し、セキュリティ対応組織体制を整えてい

る。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、外部のセキュリティ対応組織と情報連

携を行っている。

CM-1

CPS.CM-1

(Security Continuous

Monitoring)

組織内のネットワークや外部ネットワークとの接続点が監視されている。
広域ネットワークとの接続箇所のリスト、接続箇所での通信の許可リス

ト、ファイアウォールの導入。

組織（のセキュリティ担当者）は、広域

ネットワークとの全ての接点と、そこを通過

させるべき通信を制御している。

組織（のセキュリティ担当者）は、広域

ネットワークとの全ての接点と、そこを通過

させるべき通信を制御し、監視している。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、広域ネットワークとの全ての接点と、そ

こを通過させるべき通信とアクセス制御・監

視の手段と内容を定期的にレビュー、更

新し維持管理している。

DP-4
CPS.DP-1

(Detection Process)
セキュリティイベント検知の役割と責任が適切に定義されている。 インシデント検知に対する役割と責任を記載した文書。

組織（のセキュリティ担当者）は、インシ

デント検知に対する役割と責任を文書化

している。

組織のセキュリティ責任者は、インシデント

検知に対する役割と責任を記載した文書

を承認している。組織は、承認された文書

を管理、実施している。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、インシデント検知に対する役割と責任

を記載した文書を定期的にレビュー、更新

し維持管理している。

Respond/

Recover
RP-1

CPS.RP-1

(Detection Process)

(Recovery Planning)

インシデントを検知後の対応が、定められた対応手順に従って実施される。
インシデント検知後の対応手順書（対応の内容や優先順位、対応

範囲、対応するシステム毎の組織および責任者、実施者）

組織（のセキュリティ担当者）は、インシ

デント検知後の対応手順を文書化してい

る。

組織のセキュリティ責任者は、インシデント

検知後の対応手順を承認している。組織

は承認された文書を管理、プレイブックとし

て実装している。

組織のセキュリティ担当者および責任者

は、インシデント検知後の対応手順を定

期的にレビュー、更新し維持管理してい

る。

ECM

developme

nt process

IEC 62443-4-1 SM 製品開発プロセスに情報セキュリティ管理要件が含まれている。

製品開発プロセス（要件定義、設計、テスト、運用、廃棄）に

関わるセキュリティ管理について記載したセキュリティポリシー文書

群と、その承認、改定の承認履歴

組織（のセキュリティ担当者）は、製

品開発プロセス（要件定義、設計、

テスト、運用、廃棄）に関わるセキュリ

ティ管理について記載したセキュリティ

ポリシーを文書化している。

組織のセキュリティ責任者は、製品開

発プロセス（要件定義、設計、テス

ト、運用、廃棄）に関わるセキュリティ

管理について記載したセキュリティポリ

シーを承認している。組織は、承認さ

れた文書を管理、実施している。

組織のセキュリティ担当者および責任

者は、セキュリティポリシーを、定期的

にレビュー、最新に更新し維持管理し

ている。

IEC 62443-4-1 SM 製品開発環境が情報セキュリティ要件に従い管理されている。

開発・設計における開発環境ツール群(例えばソフトウエア開発

ツールVidual Studio, CADツール, Redmine、関連する

ハードウェアなど)を管理する文書、構成管理の⼀覧など

組織（のセキュリティ担当者）は、開

発・設計における開発環境ツール群

(例えばソフトウエア開発ツール

Vidual Studio, CADツール,

Redmine、関連するハードウェアな

ど)を管理する文書、構成管理の⼀

覧を作成している。

組織のセキュリティ責任者は、開発・

設計における開発環境ツール群(例え

ばソフトウエア開発ツールVidual

Studio, CADツール, Redmine、

関連するハードウェアなど)を管理する

文書、構成管理の⼀覧を承認してい

る。組織は、承認された文書を管理、

実施している。

組織のセキュリティ担当者および責任

者は、情報セキュリティ管理要件が製

品環境を管理する文書を、定期的に

レビュー、更新し維持管理している。

IEC 62443-4-1 SM 製品のソースコードやデータの内容が正しく保たれていることを確認している。
構成管理の⼀覧中のアクセス制御、試験後のリポジトリへの反

映、バージョン管理(Git等)、変更管理プロセスなど

組織（のセキュリティ担当者）は、製

品のソースコードやデータの内容に関

する構成管理情報を文書化してい

る。

組織のセキュリティ責任者は、製品の

ソースコードやデータの内容に関する

構成管理情報の文書を承認してい

る。組織は、承認された文書を管理、

実施している。

組織のセキュリティ担当者および責任

者は、製品のソースコードやデータの

内容に関する構成管理情報の文書

を、定期的にレビュー更新し維持管

理している。

Protect

Developme

nt

environmen

t
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nt
IEC 62443-2-4 SP.02 提供する製品・サービスのセキュリティ水準を保証する文書が提示される。

SLAにセキュリティ関連項目が含まれていること，取引時に製

品・サービス・のセキュリティ（設計・評価・設定等）仕様書が

存在するかどうか

組織（のセキュリティ担当者）は、調

達製品・サービスのセキュリティ水準を

保証する文書、利用するセキュリティ

分析ツールなどの説明書、セキュリティ

強化方法を説明する文書を作成して

いる。

組織のセキュリティ責任者は、調達製

品・サービスのセキュリティ水準を保証

する文書、利用するセキュリティ分析

ツールなどの説明書、セキュリティ強化

方法を説明する文書を作成し、承認

している。組織は、承認された文書を

管理、実施している。

組織のセキュリティ担当者および責任

者は、調達製品・サービスのセキュリ

ティ水準を保証する文書、利用するセ

キュリティ分析ツールなどの説明書、セ

キュリティ強化方法を説明する文書を

定期的レビュー更新し維持管理して

いる。

IEC 62443-4-1 SG 機器をセキュアにに設定し堅牢化するためのマニュアルが提供される。
機器を安全に設定し堅牢化するための内容が記載されたマニュ

アルなど

組織（のセキュリティ担当者）は、機

器を安全に設定し堅牢化するための

マニュアルを作成している。

組織のセキュリティ責任者は、機器を

安全に設定し堅牢化するためのマニュ

アルを承認している。組織は、承認さ

れた文書を管理、実施している。

組織のセキュリティ担当者および責任

者は、機器を安全に設定し堅牢化す

るためのマニュアルを定期的にレ

ビュー、更新し維持管理している。

IEC 62443-4-1 SG 機器のセキュアな利用、廃棄を行うためのマニュアルが提供される。
機器のセキュアな利用、廃棄を行うための内容が記載されたマ

ニュアルなど

組織（のセキュリティ担当者）は、機

器のセキュアな利用、廃棄を行うため

の内容が記載されたマニュアルを作成

している。

組織のセキュリティ責任者は、機器の

セキュアな利用、廃棄を行うための内

容が記載されたマニュアルを承認して

いる。組織は、承認された文書を管

理、実施している。

組織のセキュリティ担当者および責任

者は、機器のセキュアな利用、廃棄を

行うための内容が記載されたマニュア

ルを定期的にレビュー、更新し維持管

理している。

IEC 62443-2-4 SP.01.01, SP.01.02生産設備の構築が情報セキュリティ要件に従い管理されている。

生産設備を構築する際、生産設備の要素（システム、構成装

置）に対するセキュリティポリシーが定められた文書群と、その承

認、改定の承認履歴

組織（のセキュリティ担当者）は、生

産設備を構築する際、生産設備の

要素（システム、構成装置）に対す

るセキュリティポリシーが定められた文

書を作成している。

組織のセキュリティ責任者は、生産設

備を構築する際、生産設備の要素

（システム、構成装置）に対するセ

キュリティポリシーが定められた文書を

承認している。組織は、承認された文

書を管理、実施している。

組織は、承認された文書を、定期的

にレビュー、最新に更新し維持管理し

ている。

IEC 62443-2-1 生産設備の運用が情報セキュリティ要件に従い管理されている。

生産設備を運用する際、生産設備の要素（システム、構成装

置）に対するセキュリティポリシーが定められた文書群と、その承

認、改定の承認履歴

組織（のセキュリティ担当者）は、生

産設備を運用する際、生産設備の

要素（システム、構成装置）に対す

るセキュリティポリシーが定められた文

書を作成している。

組織のセキュリティ責任者は、生産設

備を運用する際、生産設備の要素

（システム、構成装置）に対するセ

キュリティポリシーが定められた文書を

承認している。組織は、承認された文

書を管理、実施している。

組織は、承認された文書を、定期的

にレビュー、最新に更新し維持管理し

ている。

生産設備

O&M


