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はじめに
政府や IT 業界、セキュリティ機関等が我が国の情報セキュリティ確保のため
に協力する形で実現した情報セキュリティ早期警戒パートナーシップは、ソフ
トウェアの脆弱性という問題に対処する官民連携の枠組みとして機能してきた。
2004 年 7 月の運用開始から 2009 年 3 月末までにソフトウェア製品及びウェブ
アプリケーションの脆弱性に関する届出は累計で 5,251 件に達している。
2008 年度を概観すると、まず、内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）
が事務局を務める情報セキュリティ政策会議では、2009 年 2 月 3 日の会合で「第
２次情報セキュリティ基本計画『ＩＴ時代の力強い「個」と「社会」の確立に
向けて』」をとりまとめた点が注目される。第２次基本計画は、第１次基本計画
に基づく各種の取組みの進展や社会環境の変化などを踏まえ、引き続き我が国
全体として情報セキュリティ問題への取組みを力強く推進するもので、第１次
基本計画同様、3 年間（2009 年度から 2011 年度まで）を対象としている。
一方、2008 年 7 月に公表された「DNS キャッシュポイズニングの脆弱性」は
幅広い機関が該当したため届出が急増し、2008 年 8 月～2009 年 3 月のわずか 8
ヶ月間で届出累計は 1,131 件に達している。また、
「SQL インジェクションの脆
弱性」についても、2008 年 4 月～2009 年 3 月の届出累計は 318 件に達しており、
依然として脆弱な環境にあることがうかがえる。
このような状況において、政府、ベンダ、ユーザ企業を支える社会制度であ
る情報セキュリティ早期警戒パートナーシップが果たすべき役割は、ますます
重要になっている。
そこで、今年度の「情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する研究会」
では、そうした先導役としての社会的ニーズを踏まえ、具体的なアプローチや
課題、啓発ツール等について議論した。本報告書はその検討を集約した成果で
ある。本検討にご尽力いただいた関係各位にあらためて深く御礼申し上げる。
2009 年 6 月
情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する研究会
座長 土居 範久
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1.情報セキュリティ早期警戒パートナーシップの現状と課題

1.1.背景
情報セキュリティ早期警戒パートナーシップは、独立行政法人 情報処理推
進機構（Information-Technology Promotion Agency, Japan；以下、IPA と
する）、有限責任中間法人 JPCERT コーディネーションセンター（以下、
JPCERT/CC とする）などが中心となって、2004 年 7 月に運用を開始した。同
パートナーシップは、情報システム等の脆弱性について、その発見から対策
の策定・公表に至るまでの過程に関与する関係者に期待する行動基準を示す
ことにより、脆弱性関連情報を適切に流通させ、より迅速な対策方法の提供・
適用を促す産官連携の取組みである。経済産業省告示「情報システム等脆弱
性情報取扱基準」（2004 年 7 月 7 日公示）に基づく公的な制度として運用さ
れているという点で、国際的にも例を見ない独自の制度といえるが、その一
方、脆弱性情報の取扱いは国際的な連携により実施することが必要となるこ
とから、運用面では国際的な実務とも整合する形を採用している。
1.2.運用の状況
情報セキュリティ早期警戒パートナーシップの運用状況については、届出
受付機関である IPA から四半期毎に公表されている。以下にその詳細につい
て示す。

1.2.1.届出件数
2004 年 7 月 8 日の受付開始から 2009 年 3 月末までの IPA への脆弱性関連
情報の届出件数は、ソフトウェア製品の脆弱性に関するもの 912 件、ウェブ
サイトの脆弱性に関するもの 4,339 件の計 5,251 件であった。四半期毎の届
出状況を図 1-1 に示す。なお、業務日 1 日当たりの届出件数がは急増してお
り、2008 年第 4 四半期には 4.00 件に達し、2009 年第 1 四半期にはさらに増
加している。
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図 1-1 四半期ごとの届出状況

(1)ソフトウェア製品の脆弱性
ソフトウェア製品の脆弱性関連情報の届出に関する処理状況を図 1-2 に
示す。

図 1-2 ソフトウェア製品の脆弱性関連情報の届出の処理状況
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ソフトウェア製品の脆弱性関連情報の届出 912 件のうち、IPA と JPCERT/CC
が共同運営する脆弱性対策情報ポータルサイト JVN1において脆弱性が公表さ
れているもの（公表済み）が 337 件、製品開発者からの届出のうち製品開発
者が個別対応したものが 17 件、製品開発者により脆弱性ではないと判断され
たものが 35 件、取扱い中のものが 388 件となっている。また、告示で定める
脆弱性に該当しないため、届出の対象外（不受理）としたものが 135 件ある。
(2)ウェブサイトの脆弱性
ウェブサイトの脆弱性関連情報の届出に関する処理状況を図 1-3 に示す。

図 1-3 ウェブサイトの脆弱性関連情報の届出の処理状況

ウェブサイトの脆弱性関連情報の届出 4,339 件のうち、修正が完了したも
のが 1,508 件（うち運用で回避されたもの 19 件、該当ページを削除して対応
したもの 109 件）、ウェブサイト運営者により脆弱性ではないと判断されたも
1

Japan Vulnerability Notes（http://jvn.jp/）
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のが 172 件、取扱い中のものが 2,548 件となっている。この他、ウェブサイ
ト運営者と連絡が取れず取扱いができないもの（取扱い不能）が 7 件、告示
で定める脆弱性に該当しないため、届出の対象外（不受理）としたものが 104
件ある。

1.2.2.ソフトウェア製品の脆弱性関連情報の届出の内容
JPCERT/CC が国内の製品開発者との調整や海外 CSIRT（Computer Security
Incident Response Team）2との協力に基づき JVN において公表した脆弱性は
2008 年 12 月末までに 713 件になる。
(1)国内の発見者および製品開発者から届出があり公表した脆弱性
2009 年 3 月末までに、国内の発見者から IPA に届出があったもの及び製品
開発者自身から自社製品の脆弱性・対策方法について連絡を受けたもので、
JVN において公表された脆弱性は 321 件である。届出受付開始から 2009 年 3
月末までの届出について、脆弱性関連情報の届出を受理してから製品開発者
が対応状況を公表するまでに要した日数を図 1-4 に示す。45 日以内に公表
されている件数は全体の 33％にとどまる。

図 1-4 ソフトウェア製品の脆弱性公表までに要した日数

(2)公表された脆弱性の内容
2008 年度（2008 年 4 月から 2009 年 3 月末まで）に IPA が国内の発見者及
び製品開発者自身から届出・連絡を受け、JVN で公表された脆弱性は 76 件で
ある。このうち、複数の製品開発者のソフトウェア製品に影響のあるものは
4 件であった。また、オープンソースソフトウエア（OSS）製品の脆弱性は 31
件、製品開発者自身から届け出られた自社製品の脆弱性は 6 件、組込みソフ
トウェア製品の脆弱性は 7 件であった。
2

コンピュータセキュリティに関するインシデント（事故）への対応や調整、サポートをするチーム。
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(3)海外 CSIRT から連絡を受け公表した脆弱性
2009 年 3 月末までに JPCERT/CC が海外 CSIRT 等と連携して JVN で公表した
脆弱性情報は 407 件である。このうち、2008 年度（2008 年 4 月から 2009 年
3 月末まで）に JVN で公表した脆弱性関連情報は 79 件、うち通常の脆弱性情
報が 45 件、対応に緊急を要する米国 US-CERT3等の Technical Cyber Security
Alert が 33 件、CPNI からの情報が 1 件であった。
(4)製品種類別の内訳
届出受付開始から 2009 年 3 月末までのソフトウェア製品に関する脆弱性関
連情報の届出 912 件のうち、不受理のものを除いた 777 件の製品種類別の内
訳を図 1-5 に示す。「ウェブアプリケーションソフト」が届出の 44％を占め
ている。

図 1-5 ソフトウェア製品種類別の届出内訳（届出受付開始～2009 年 3 月末）

(5)脆弱性の原因別の内訳
届出受付開始から 2009 年 3 月末までのソフトウェア製品に関する脆弱性関
連情報の届出 912 件のうち、不受理のものを除いた 777 件の原因別の内訳を
図 1-6 に示す。脆弱性の原因は「ウェブアプリケーションの脆弱性」が 66％
を占める。

3

United States - Computer Emergency Readiness Team（米）
：DHS(Department of Homeland Security)
と CERT/CC の共同事業として 2003 年 9 月に開始。脆弱性データベース（US-CERT Technical Alert）や
国民向けのセキュリティ情報サービス（National Cyber Alert System）の管理運用等を行っている。
http://www.uscert.gov/
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図 1-6 ソフトウェア製品の脆弱性原因別の届出内訳（届出受付開始～2009 年 3 月末）

1.2.3.ウェブサイトの脆弱性関連情報の届出の内容
(1)修正された脆弱性の内容
2009 年 3 月末までに届出されたウェブサイトの脆弱性のうち修正の完了し
た 1,508 件について、IPA からウェブサイト運営者に脆弱性関連情報の詳細
を通知してから、修正されるまでに要した日数を、脆弱性の種類別にまとめ
たものを図 1-7 に示す。全体の 58％の届出が 30 日以内、80％の届出が 90
日以内に修正されている。

図 1-7 ウェブサイトの脆弱性修正に要した日数（届出受付開始～2009 年 3 月末）
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(2)届出の脆弱性種類別内訳
2009 年 3 月末までに IPA に届出のあったウェブサイトに関する脆弱性関連
情報の届出 4,339 件のうち、不受理のものを除いた 4,235 件の種類別内訳を
図 1-8 に示す。脆弱性の種類は依然として「クロスサイト・スクリプティン
グ」が 43％と最多だが、「DNS 情報の設定不備」（27％）が「SQL インジェク
ション」（15％）の割合を上回る届出件数となった。

図 1-8 ウェブサイトの脆弱性種類別内訳（届出受付開始～2009 年 3 月末）

「DNS 情報の設定不備」は、2008 年 9 月に届出が激増した、いわゆる「DNS
キャッシュポイズニングの脆弱性」が大半を占める。10 月以降の届出は減尐
傾向にあったが、2 月以降再度急増し、3 月には 190 件に達している。

図 1-9 DNS キャッシュポイズニング脆弱性の届出件数と対策状況（2009 年 3 月末現在）

また、深刻な被害をもたらしかねない「SQL インジェクション」も、2008
年 8 月以降に急増し、2009 年 3 月末時点で取扱い中のものが 275 件ある。
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図 1-10 SQL インジェクション脆弱性の届出件数と対策状況（2009 年 3 月末現在）

(3)届出の脆弱性脅威別内訳
届出のあった脆弱性から想定される脅威別内訳を図 1-11 に示す。脆弱性
から想定される脅威としては、「本物サイト上への偽情報の表示」(39％)、
「ドメイン情報の挿入」(28％)、「データの改ざん、消去」（15％）の割合が
高い。

図 1-11 ウェブサイトの脆弱性脅威別内訳（届出受付開始～2009 年 3 月末）
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1.3.普及啓発の状況
IPA および JPCERT/CC では、情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ
の活動や JVN に関する認知度向上、脆弱性に関する知識と対処、さらに開発
時の脆弱性削減などを目的とした普及啓発活動を実施している。
(1)プレス向けの広報活動
IPA および JPCERT/CC の情報発信は、プレスによって配信されることによ
って、幅広いユーザにリーチすることが可能になる。そこで、次のようなプ
レス向けの広報活動を展開した。
・ JVN の公表と同時に、公表内容をプレス（約 300 社）向けにメールを配信
した。
・ メール配信に加え、脆弱性の影響度や製品の普及状況等を勘案して注意喚
起を実施し、経団連へ注意喚起資料の投込み（約 50 社）を行った。この
結果、JVN で平成 20 年度に公表した 76 件の脆弱性対策情報に関して、例
えば「ITmedia」では 55 件、「CNET」では 23 件、「INTERNET Watch」では
11 件が引用されるなど、多数の IT 系ニュースサイトで脆弱性対策が促さ
れ、これらをニュースソースに Yahoo! JAPAN、Google、livedoor などの
ポータルサイトでも取り上げられた。
・ また、JVN の公開に合わせて平成 20 年度は 8 件の注意喚起を行ったこと
により、
「読売 ONLINE」（4 件）、
「日経 ITpro」（3 件）、
「マイコミジャーナ
ル」（2 件）など、従来引用されなかったニュースサイトでも脆弱性対策
が促され始めた。
・ さらに、SQL インジェクション脆弱性対策、DNS キャッシュポイズニング
脆弱性対策、古いソフトウェア製品を利用しているウェブサイトへの注意
喚起資料や、四半期ごとの脆弱性関連情報に関する届出状況資料の経団連
へ投込みを行ったことにより、日刊工業新聞や日経産業新聞等の新聞でも
取り上げられた。
以下に、
「Becky! Internet Mail におけるバッファオーバーフローの脆弱性」
の注意喚起の事例を紹介する。この結果、サーチエンジンでキーワード検索
（「Becky」「脆弱性」「注意喚起」）を行うと、現在 11,200 件ものページがヒ
ットする状況にある。
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情報発信（オリジナル）
 JVNJVNの対策情報の公表（2月12日）
http://jvn.jp/jp/JVN29641290/
 IPAの注意喚起（ 2月12日）
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/documents/2009/200902_becky.html

プレスからの注意喚起
 CNET Japan（2月13日）
http://japan.cnet.com/news/sec/story/0,2000056024,20388105,00.htm
 ZDNet Japan（2月13日）
http://japan.zdnet.com/news/sec/story/0,2000056194,20388105,00.htm
 INTERNET Watch（2月12日）
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/02/12/22416.html
 ITmedia （2月12日）
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0902/12/news119.html
 日経BP社 PConline（2月13日）
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20090213/1012172/
 日経ITpro（2月13日）
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090213/324724/
 マイコミジャーナル （2月12日）
http://journal.mycom.co.jp/news/2009/02/12/041/
 HotSecurity （2月12日）
http://hotsecurity.jp/detail/8314/
 SOURCE POD （2月13日）
http://www.source-pod.com/newsheadline/20090213-01.html
 Security NEXT （2月12日）
http://www.security-next.com/009891.html
 RBBTODAY （2月14日）
http://www.rbbtoday.com/news/20090214/57819.html
 NetSecurity （2月12日）
https://www.netsecurity.ne.jp/1_12877.html
 YAHOO!JAPANニュース （2月14日）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090214-00000001-rbb-sci

図 1-12 「Becky! Internet Mail におけるバッファオーバーフローの脆弱性」に
関するプレスへの波及展開

(2)注意喚起に関するプレス向けの普及活動
「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」へ脆弱性の届出が多数寄
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せられたウェブサイトの「SQL インジェクション脆弱性」や、DNS サーバの「DNS
キャッシュポイズニング脆弱性」、古いソフトウェア製品を利用しているウェ
ブサイトの脆弱性などに関しては注意喚起を積極的に行い、四半期ごとに公
表している脆弱性関連情報に関する届出状況でもトピックとして取り上げ、
プレス向けにメール配信や経団連への投込みを行ったことにより、日刊工業
新聞や日経産業新聞などの新聞でも取り上げられた。
(3)脆弱性対策ツールに関するプレス向けの普及活動
「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」の運用で得られたノウハ
ウを生かした各種ツールの公表時のプレス発表を積極的に行った。この結果、
脆弱性対策情報データベース「JVN iPedia」が日経ネットワークに、また、
ウェブサーバのアクセスログを解析して脆弱性を狙った攻撃の検出を簡易に
行うツール「iLogScanner」が日経 Linux や日経システム、日経コミュニケー
ションズに、アニメでウェブサイトの脅威と仕組みを易しく解説した「知っ
ていますか脆弱性」が日経パソコンに掲載されるなど、ニュースサイトに合
わせて数々の雑誌でも取り上げられた。
(4)SCAP 標準化への対応
米国が NIST(米国立標準技術研究所)を中心に進めている脆弱性対策の確認
作業の自動化に向けた規格 SCAP(Security Content Automation Protocol)の
標準化活動に参画し、日本国内での活用に向けた基盤整備を行った。また、
国内への普及を図った。
・ SCAP で脆弱性を一意に識別するための CVE（Common Vulnerabilities and
Exposures：共通脆弱性識別子）の採番の枠組みに JVN と JVN iPedia が参
画し、10 月 7 日に CVE サイトで公示された。また、12 月 18 日に JVN、JVN
iPedia、MyJVN の「CVE 互換宣言」を行い、CVE サイトで公示された。さ
らに、CVE の概説資料を 1 月 26 日に公開した。
・ 製品を一意に識別するための CPE（Common Platform Enumeration：共通
プラットフォーム一覧）を適用した MyJVN を、CPE の概説資料と共に 10
月 23 日に公開した。
・ 脆弱性の深刻度評価を行うための基準として、FIRST(Forum of Incident
Response and Security Teams)で標準化が進められている CVSS（Common
Vulnerability Scoring System：共通脆弱性評価システム）に関して、6
月 23 日 か ら 27 日 に バ ン ク ー バ で 開 催 さ れ た 20th Annual FIRST
Conference で、JVN iPedia の CVSS 活用状況を報告した。
・ 脆弱性の種類の分類を標準化する CWE（Common Weakness Enumeration：
共通脆弱性タイプ一覧）を適用した JVN iPedia を、CWE の概説資料と共
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に 9 月 10 日に公開した。また、10 月 3 日に JVN iPedia の「CWE 互換宣言」
を行い、CWE サイトで公示された。さらに、1 月 12 日に CWE サイトで公表
された「2009 CWE/SANS Top 25 Most Dangerous Programming Errors」の
プロジェクトに寄稿者として参画した。
(5)「責任ある脆弱性情報開示」の標準化への対応
2007 年度研究会の成果「ソフトウェア製品開発者による脆弱性対策情報の
公 表 マ ニ ュ ア ル 」 の 英 語 版 「 Vulnerability Disclosure Guideline for
Software Developers 」 を 7 月 29 日 に 公 開 し た 。 本 資 料 を ISO/IEC
JTC1/SC27/WG3 で進められている「責任ある脆弱性情報開示(29147 RVD:
Responsible Vulnerability Disclosure)」の標準化検討作業へ、日本から寄
書「SC 27 N6880」として参加各国に配布、10 月のキプロス会議で説明し、
好感を得ることができた。
RVD は、脆弱性を修正すべき組織や個人のためのガイドラインを目指すも
ので、発見者や調整機関から脆弱性情報を受け取る方法、パッチなどととも
に脆弱性情報を公表または特定者に開示する方法についてフォーカスしてい
る。
(6)SQL インジェクションの脆弱性に関する注意喚起
ウェブサイトの SQL インジェクションの脆弱性に対する攻撃の急増を踏ま
え、JPCERT/CC や IPA ではあらためて注意喚起を行った。
JPCERT/CC からは、2008 年 3 月 14 日に「SQL インジェクションによる Web
サイト改ざんに関する注意喚起」というタイトルで注意喚起がなされた。ま
た、IPA からは、2008 年 5 月 15 日に「SQL インジェクション攻撃に関する注
意喚起 ～ウェブサーバのアクセスログ調査およびウェブサイトの脆弱性検
査を推奨～」というタイトルで注意喚起がなされた。
さらに、IPA からは、ウェブサーバのアクセスログを解析して脆弱性を狙
った攻撃の検出を簡易に行うツール「iLogScanner」(4 月 18 日公開、11 月
11 日機能強化)が公開された。その結果、月に 2 千件を超えるダウンロード
があり、ウェブサイト運営者に好評に活用されている。
(7)DNS サーバの脆弱性に関する注意喚起
2008 年 7 月に、複数の DNS サーバ製品の開発ベンダから対策情報が公開さ
れた「DNS キャッシュポイズニングの脆弱性」については、2008 年 7 月 24 日
に IPA および JPCERT/CC がそれぞれ注意喚起を行った。
さらに、本研究会での議論を踏まえ、 1 月 14 日には IPA が「DNS キャッシ
ュポイズニング対策」の資料を公開した。この資料は、月に 1 万件を超える
ダウンロードがあり、ウェブサイト運営者や DNS サーバ管理者に好評に活用
12

されている。
(8)古いソフトウェア製品を利用しているウェブサイトへの注意喚起
2008 年第 3 四半期頃から、多数のウェブサイトに対して「ソフトウェア開
発者からパッチが公表されているが、ウェブサイト運営者がそのパッチを適
用していないのではないか」という旨の届出が増加していることを踏まえ、
IPA は、2009 年 3 月 19 日、ウェブサイト運営者に対して「古いソフトウェア
製品を利用しているウェブサイトへの注意喚起」を行った。
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1.4.本年度研究会における検討
昨年度調査結果を踏まえ、本年度の研究会は以下の４頄目に整理して検討
を進めた。以降の章では、これらに関する検討成果を示す。
①脆弱性対策の普及・啓発に係る検討
・情報サービス事業者等が活用可能な普及・啓発資料の策定
・普及・啓発に係る関係機関との連携体制の構築
②組込みシステムの脆弱性に係る検討
・組込みシステムの脆弱性対策促進の今後の方策についての検討
③パートナーシップの強化・浸透に係る検討
・パートナーシップ関係者間の関係強化
・脆弱性発見から対策適用までの分析・検証能力の強化
④JVN/パートナーシップの目指すべき方向性と展開に係る検討
・海外の関連研究動向を踏まえた JVN 機能の方向性
・長期化案件への対応方針の検討

【 人材育成 】

【 ユーザの実践 】
■脆弱性対策の普及・啓発に
係る検討
・情報サービス事業者等が活
用可能な普及・啓発資料の
策定
・普及・啓発に係る関係機関
との連携体制の構築

■パートナーシップの強化・
浸透に係る検討

1

・パートナーシップ関係者間
の関係強化
・脆弱性発見から対策適用ま
での分析・検証能力の強化

発見・届出

5 対策適用

2
情報セキュリティ
早期警戒
パートナーシップ

【 運用の効率化】
■JVN/パートナーシップの目指
すべき方向性と展開に係る検討
・海外の関連研究動向を踏まえた
JVN機能の方向性
・長期化案件への対応方針の検討

分析

対策公表

【 領域の拡大 】

情報流通

4

3

■組込みシステムの脆弱性に
係る検討
・組込みシステムの脆弱性
対策促進の今後の方策に
ついての検討

図 1-13 平成 20 年度研究会の検討方針
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2.脆弱性対策の普及・啓発に係る検討

2.1.対策促進に関する課題
これまでの調査を通じて、以下の点が明らかになっている。




脆弱性対策は継続的に行う必要があることをユーザ企業に理解していた
だく必要がある
昨年度のヒアリング調査によると、ユーザ企業の中には、システム導
入・運営上の意思決定を担う層の脆弱性に関する知識が乏しく、運用・保
守の予算が十分に確保されていないケースが尐なくないことが明らかに
なった。ユーザ企業が運用･保守の契約を結ばない場合には、情報サービ
ス企業は「作りっぱなし」の状況にならざるをえない。
ウェブサイトの脆弱性対策を今まで以上に進める必要がある
ウェブサイト運営者においては、脆弱性対策については関心が低く、脆
弱性を放置した場合の問題も認知されていない。有識者ヒアリングでは、
サイト運営の責任を担う層に危機感が薄いことを懸念する指摘もあった。
そこで、昨年度事業では、「ウェブサイト運営者向けの脆弱性対応ガイド」
（情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン 付録６）を
策定した。ただし、こうした資料を対象層（ウェブサイト運営者）に届く
ように展開する啓発方策が必要である。
また、ウェブサイトを構築する事業者側も、脆弱性対策についての意識
をいっそう高める必要がある。2005 年に公開された「SI 事業者における
脆弱性関連情報取扱に関する体制と手項整備のためのガイダンス（以下、
「JISA ガイダンス」という。）」（社団法人情報サービス産業協会（JISA）、
社団法人電子情報技術産業協会（JEITA））は有用な情報をとりまとめた資
料であるが、JISA に所属していない情報サービス企業のエンジニアやウェ
ブデザイナー、またユーザ企業内でウェブサイト構築・運用を担当するス
タッフには十分に活用されていない可能性がある。

そこで、情報サービス企業の実務経験者により構成される「普及方策検討ワ
ーキンググループ（WG）」を設置し、これらの課題への対応について具体的な
検討を実施した。
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2.2.情報サービス事業者等が活用可能な普及・啓発資料の策定
2.1.の問題意識を踏まえ、以下の 2 つの資料を作成した。
(1) 脆弱性及び脆弱性対策について解説する基礎啓発資料
脆弱性に関するユーザ企業の知識が乏しいために、運用・保守に関する SI
事業者との契約がなされないのだとしたら、それは双方にとって損失となる。
そうした状況を打開するには、SI 事業者の営業担当が顧客に対し、脆弱性対
策の重要性について簡潔かつ適切に説明する必要がある。そこで、脆弱性及
び脆弱性対策に関する基礎的な普及啓発資料として、パンフレット「情報シ
ステムを安全にお使いいただくために」を作成した。
顧客企業
(主に中堅・中小
企業を想定）

情報サービス事業者の
営業担当

普及啓発資料

営業担当が顧客に対し、自分で
完結できる範囲で、脆弱性対策
の重要性を説明する

A3 二つ折
全4頁を想定

図 2-1 基礎啓発資料のイメージ

(2) ウェブサイト構築者向けガイド
情報サービス企業のエンジニアやウェブデザイナー、またユーザ企業内で
ウェブサイト構築・運用を担当するスタッフを読者として想定し、JISA ガイ
ダンスの内容を更新かつ簡略化し、留意すべき脆弱性の問題について解説し
た資料「ウェブサイト構築事業者のための脆弱性対応ガイド」を作成した。
ウェブサイト運営者
向けガイド
（昨年度成果）

想定読者層
対応
ユーザ企業内
技術者

JISAガイダンス

情報サービス企業
（含JISA未所属）
の技術者

ウェブサイト構築者
向けガイド
ウェブデザイナー

図 2-2 ウェブサイト構築者向けガイドのイメージ
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2.3.普及・啓発に係る方策の検討
昨年度策定した「ウェブサイト運営者向けの脆弱性対応ガイド」や 2.2.で
策定した資料をはじめとする脆弱性関連の啓発コンテンツを効率的・効果的
に対象層に提供するため、WG において適切な方策について検討した。
具体的には、以下の大きな 2 つの方向についての啓発活動を検討する必要
がある。
(a) 情報システムのユーザ企業全般、およびその中に含まれるウェブサイ
ト運営者
(b) SI 事業者、およびその中に含まれるウェブサイト構築事業者
また、(b)は(a)へのリーチを有するという意味で、自ら啓発活動に取り組む
ことが望まれる。
さらに、(b)の中でもリーチが難しいデザイナーの群も含め、抜本的な改善策
として、教育機関に向けたアプローチが重要となる。

ユーザ企業に継続的な脆
弱性対策の必要性を啓発

ユーザ企業
ウェブサイト
運営者

SI事業者
ウェブサイト運営者に脆
弱性問題への理解を図る

ウェブサイト
構築事業者
システムエンジニア

ECサイト
教育
機関

重要情報サイト

ウェブサイト構
築事業者をめざ
す学生を啓発

重要情報を扱う
サイトには早急
な対応を促す

IPA

プログラマ
デザイナー

SI事業者として
行うべきことと
顧客への働きか
けを促す

図 2-3 普及啓発方策の展開イメージ

(1) 関係機関との連携体制の構築
個々の企業に啓発を働きかけていくことは極めて非効率的であり、妥当性
に欠ける。そこで、脆弱性対策の普及･啓発を効果的に推進する方策として、
業界団体等の関係機関と連携する方向が考えられる。
関係機関には、たとえば
17

・ IPA と共催で、会員企業を対象とした啓発セミナーを開催する
・ IPA の啓発コンテンツやサイト等を紹介する
・ 関係者に対応を求める
といったアクションが期待される。
具体的な関係機関としては、
・ EC サイトなど重要情報を扱うウェブサイト運営者
・ 自らの取組みと、顧客企業の啓発を担うべき SI 事業者
・ ユーザ企業への直接のリーチを有するレンタルサーバ事業者
・ SE、プログラマ、デザイナー等の人材を輩出する専門学校
などの業界団体が挙げられる。以下に、それらの関係機関と想定される方策
について示す。
表 2-1 関係機関と想定される連携方策（案）
組織名
社団法人日本
通信販売協会
（JADMA）

対象
EC サイト運営
者

有限責任中間
法人日本電子
認証協議会
（JCAF）
社団法人情報
サービス産業
協会
（JISA）
社団法人コン
ピュータソフ
トウェア協会
（CSAJ）
社団法人日本
インターネッ
トプロバイダ
ー協会
（JAIPA）
全国専門学校
情報教育協会
（INVITE）

認証局

SI 事業者
(ウェブサイ
ト構築事業
者)
製品開発ベン
ダ

目的
協力方策（案）
ウェブサイト ・ IPA と共催でウェブサイト運営者向け
運営者の啓発
セキュリティ啓発セミナーを開催する。
- 東京
4/15
- 大阪
4/17
- 名古屋 6 月予定
- 福岡
6 月予定
・ JADMA から会員の EC サイト運営者に対
して啓発資料を配布していただく。
ウェブサイト ・ 会員企業(認証局等)からサーバ証明書
運営者の啓発
の顧客＝重要情報を扱うウェブサイト
運営者に対して啓発情報を配信してい
ただく。
顧客企業の啓 ・ IPA と共催で SI 事業者向け脆弱性啓発
発
セミナーを開催する。
・ JISA の関係団体に資料・ファイルを配
布していただく。
ウェブサイト ・ 会員企業に対して啓発資料を紹介、配布
運営者の啓発
していただく。

レンタルサー
バ事業者

ウェブサイト ・ JAIPA 及びレンタルサーバ事業者を介
運営者の啓発
してウェブサイト運営者に対して啓発
資料を配布していただく。

専門学校
(SE,プログ ラ
マ,デザイナ
ー)

ウェブサイト ・ 専門学校等に対し、IPA で策定した脆弱
構築事業者の
性対策等の啓発資料について紹介する
啓発
メールを配信する。
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また、情報セキュリティ早期警戒パートナーシップの設立当初から関与し
ている特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）には、
セミナーの講師派遣や啓発資料の配布、カリキュラム作成等の作業において、
適宜協力を要請する。

(2) SI 事業者との連携
SI 事業者においては、情報システムの構築・運用業務を通じて、ウェブサ
イト運営者をはじめとする顧客の意識啓発や脆弱性対策の適用など、実務上
は中心的な役割を担う立場にある。しかし、情報セキュリティ早期警戒パー
トナーシップのフレームにおいて SI 事業者の立ち位置は必ずしも明確に規
定されていないのが現状である。
このような状況を踏まえ、各 SI 事業者と情報セキュリティ早期警戒パート
ナーシップの中核である IPA・JPCERT/CC が協力し、脆弱性対策に係る普及啓
発活動等に取り組むことで、お互いの事業をより円滑に進めていくことがで
きると考えられる。
ただし、顧客のシステム環境等技術情報に関する守秘義務、SI 事業者間の
競争等の制約があり、情報共有モデルが必ずしもなじまない点にも配慮する
必要がある。
そこで WG において、SI 事業者にとってのメリットや妥当性を踏まえた連
携のあり方について検討した結果、以下の方針案が得られた。

【連携方針案】
JISA を経由して会員企業に以下の協力要請を発信していただくよう、依頼
する。
 脆弱性対策に関して積極的な取組みを担う意思のある SI 事業者に、自
ら宣言する形で IPA に登録してもらい、そのリストを公開する。
 協力可能な SI 事業者には、自らの HP 上等に IPA の脆弱性対策ページ
へのリンクボタンを掲載していただく。
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3.組込みシステムの脆弱性に係る検討

3.1.対策促進に関する課題
組込みシステムは高度化が進み、従来 PC 等において見られたような脆弱性
に基づく脅威が顕在化しつつある。把握された脆弱性の事例を基にした実態
情報を整理することで、脅威像を明確にするとともに、対策知識を製品開発
者等に継続的に提示し、適切な対策を促すことが重要である。そうした認識
が一般化していない現在、以下のような課題が指摘されている。


一般消費者には組込み製品（デジタル家電）の脆弱性についての認識が
乏しく、将来、そのような問題が起きた場合の混乱が懸念される



組込み製品の情報セキュリティ機能について、ユーザ向け説明の記載等
のあり方にコンセンサスがなく、ユーザの誤解を招くことが懸念される



組込み製品における脆弱性の捉え方や情報セキュリティ早期警戒パート
ナーシップとしての対応方針にコンセンサスがなく、今後取扱いがデッ
ドロックに落ちる可能性もある。

そこで、有識者や組込み製品ベンダ、消費者団体等により構成される「組
込みシステムにおけるユーザ・コミュニケーション等検討ワーキンググルー
プ（WG）」を設置し、これらの課題への対応について具体的な検討を実施した。
3.2.組込み製品の情報セキュリティ機能に係るユーザ向け普及啓

発資料の策定
デジタルテレビや DVD レコーダ等のデジタル家電は、ネットワークに接続
されることが一般的となっている。デジタル家電に脆弱性が存在する場合、
ユーザがパッチを当てることが最も有効な対策である。そのためにはデジタ
ル家電のユーザの情報セキュリティに係る理解が必要である。
現状において、デジタル家電のユーザの理解が進んでいるとはいえない状
況にある。そのため、一般消費者を想定したユーザ向けの情報セキュリティ
に係わる普及啓発資料として、冊子「ネットワークにつながる家電を安全に
利用するために」を検討した。
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3.3.組込み製品の情報セキュリティ機能のユーザ向け説明記載等

のあり方の検討
製品供給者がカタログ等にて情報セキュリティ機能の表示を含む説明記載
等のあり方について、どのような検討を行うべきかを WG において議論した。
検討の結果、今後の作業として、以下の方針がとりまとめられた。

１．目的
組込み製品の情報セキュリティ機能のユーザ向け説明記載の現状を把握し、ユーザ向
け説明記載のあり方についての基礎検討を行う。
２．具体的な作業頄目
１）現状把握
２）ユーザ向け説明記載のあり方の検討
３．方向性の概要（案）
（１）検討対象とする製品
企業向けの記憶媒体そのもの入出力デバイス関連製品を対象とする
（２）対象とする脅威
アクセス制御または暗号化が施された記憶媒体において、アクセス制御または暗
号化が破られて発生する情報流出を対象脅威とする
（３）記載の方向性
製品供給者は、製品の基本仕様および情報セキュリティ関連機能の仕様を可能な
範囲で客観的に記述することを基本とする。
４．今後の課題
情報セキュリティ関連機能とし記載すべき頄目については、今後の検討課題である。
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3.4.組込み製品における脆弱性の検討
パートナーシップにおける組込み製品の取扱いに関して、
・ 脆弱性の定義
・ パートナーシップにおける取扱い基準
・ パートナーシップにおける取扱い方法・普及方法
・ 今後の対応（パートナーシップにおける脆弱性取扱いガイドラインの改
訂の方向性など）
といった点が論点となる。そこで、パートナーシップに届けられた事例を踏
まえ、どのような検討を行うべきかを WG において議論した。検討の結果、今
後の作業として、以下の方針がとりまとめられた。

１． 目的
以下を決定する。
・脆弱性の定義
・パートナーシップにおける取扱い基準
・パートナーシップにおける取扱い方法・普及方法
・今後の対応（パートナーシップにおける脆弱性取扱いガイドラインの改訂の方向
性など）
２．具体的な作業頄目
１）パートナーシップの現状把握
２）組込み製品に係る届出状況の把握
３）組込み製品における脆弱性の定義の検討
４）パートナーシップにおける取扱い基準、取扱い方法の検討
５）パートナーシップにおける普及方法の検討
６）今後の対応
３．方向性の概要（案）
（１）前提
ネットワークに接続されている組込み製品を対象とする（次年度以降は別途検討）
。
（２）脅威
組込み製品がネットワークに接続されていることにより発生する以下の事象を脅
威と想定する。
・組込み製品の動作の異常
・組込み製品に格納されている利用者等のネットワークへの情報の流出
・ネットワーク上からの組込み製品を踏み台としての攻撃
（３）組込み製品における脆弱性
組込み製品における脆弱性は、ネットワークを介して悪意のある人が攻撃した際
に、動作の異常、踏み台攻撃、情報漏えいに至る性質とする。
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（４）情報セキュリティ早期警戒パートナーシップでの取扱い基準と方法
・届出窓口設置による発見者の支援
・関係者の対応による脆弱性への早期対応
・ソフトウェア製品とウェブアプリケーションに分けた対応
・JVN(JP Vendor Status Notes)による脆弱性対策情報ポータルサイトの提供
・対策方法の浸透によるユーザ企業や個人ユーザの保護
・脆弱性関連情報の取扱いに向けたノウハウの共有化
・ソフトウェア製品にて脆弱性届出の受付から脆弱性公表までの標準日数は 45 日
脆弱性関連情報流通体制

ユーザ
ユーザー
脆弱性関連
情報届出

ソフトウェ ア
製品の脆弱性

受付・分析機関
受付機関

脆弱性関連
情報通知

報告された

脆弱性関連情報の
報告された脆弱性
内容確認・検証
関連情報の内容確認

発
見
者

対応状況の集約、
公表日の調整等

公表日の決定、
海外の調整機関
との連携等

対策情報ポータル

脆弱性対策情報ポータル

ソフト
開発者等

分析支援機関

対応状況
対策方法等
公表

システム導入
支援者等

政府
企業
個人

セキュリティ対策推進協議会

分析機関
脆弱性関連
情報届出

W eb サイトの
脆弱性

調整機関

報告された脆弱性
産総研など 脆弱性関連情報通知
脆弱性関連情報通知
関連情報の検証

W eb サイト運営者

個人情報の漏えい時は事実関係を 公表
個人情報漏洩時は事実関係を公表

Webサイト運営者
検証、対策実施
検証、対策実施

※JPCERT/CC：有限責任中間法人 JPCERT コーディネー ション センター、産総研：独立行政法人 産業技術総合研究所

図

情報セキュリティ早期警戒パートナーシップの全体像とポイント

基本的には、上記の枠組みにて組込み製品を取り扱う。
組込み製品の取り扱いに際して、留意事頄は以下の通りである。
１）上記（３）で述べた脆弱性に関する届出は IPA として受理することを前提とし、
（３）に該当しない事象（廃棄時の利用者の個人情報の流出等）に関して、届出
時点で IPA にて検討する
２）組込み製品にて公表までの標準日数に関しては、案件毎に考慮する
３）JVN（脆弱性情報データベース）に関しては、組込み製品用一般消費者向けを構築
し、一般消費者にはそれを閲覧して頂く方向での検討を行う
４）組込み製品にて、汎用的な IT 技術が利用されている場合（OS、プロトコルスタッ
ク、ブラウザ、その他ミドルウェア等）
、JVN における記述は、組込み製品の脆弱
性とソフトウェア製品の脆弱性を別個に発表する方向での検討を行う
５）組込み製品の可用性に係る問題に関しては検討する
６）CVSS（Common Vulnerability Scoring System：）共通脆弱性評価システムにて、
個々の組込み製品の脆弱性の脅威レベルをわかりやすく表示する方法を検討する
７）ネットワーク連動型サービス等組込み製品側での受信可能な情報提供方法に関し
て検討する
４．課題等
１）一般消費者向け JVN のあり方
２）組込み製品の可用性に係る届出への対応方法
３）CVSS を用いた表示方法
４）ネットワーク連動型サービス等組込み製品側での受信可能な情報提供方法
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4.パートナーシップの強化・浸透に係る検討

4.1.パートナーシップ関係者間の関係強化
(1) 課題
脆弱性情報の取り扱いに関しては、対策実施の計画、脆弱性情報の公表時
期や内容について関係者間の意思疎通や合意形成が難しく、昨年度の発見
者・専門家ヒアリングにおいても、
「脆弱性発見後の対策に係る猶予期間を発
見者側が一方的に通告してきた」とする指摘があった。脆弱性取り扱いのス
キームにおいては制度の存在自体の認知度を向上させるとともに、より適切
な情報共有の実現に向けて実際に係る関係者に対して最大限の透明性を確保
する努力を重ね、本制度の公正さ・信頼性が社会的にも認められることが重
要である。特に最近では、脆弱性の届出件数が急激に増加しており、受理等
の処理が遅れるケースも生じているため、発見者が不満を感じている可能性
もある。
また、研究会では、脆弱性情報の開示等について、ウイルス対策ベンダと
パートナーシップの間に適切な連携がとれていないとの指摘を受けた。たと
えば、ゼロデイ攻撃の際に、ウイルス対策ベンダがマルウェア4の解析中に攻
撃対象のソフトウェアの脆弱性を発見した場合、それが IPA に届け出られな
いケースが見られる。さらに、ウイルス対策ベンダが公表するマルウェアの
危険度5が低い場合、脆弱性の深刻度が低いと誤解され、脆弱性対策がなおざ
りにされてしまう可能性もある。
(2) 調査結果
ヒアリング調査を通じて、発見者、製品開発ベンダ、情報サービス事業者、
ウイルス対策ベンダ等の間における、脆弱性情報の取扱いにおける相互の情
報伝達の実態や改善策について、検討を行った。その結果、以下の点が明ら
かになった。
■脆弱性届出の急増に伴う処理の遅延について
・ 発見者は、脆弱性届出の受理通知に遅延が生じていることを認識してい

4

ウイルスやスパイウェアなど、悪意あるソフトウェアの総称。
マルウェアの感染力や感染状況、感染対象の普及状況、マルウェアの活動による被害などからその危
険性を定量的に示したもの。
5
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るが、それが大きな問題であるとの意見はなかった。
・ 届出が多すぎて処理できない状況なので、発見者から当該ウェブサイト
運営者に直接連絡してもらうよう推奨すべきとの提案も出たが、その一
方、IPA が発見者に代わって交渉することで相手からも信頼が得られる
という指摘もあり、さらなる検討が必要と考えられる。
■関係者間の情報共有の強化について
・ 大手製品開発ベンダでは、社内の情報共有体制は整備済みであり、大き
な問題は生じていない。ただし、社外の部品ベンダについては、未公表
の脆弱性情報を直接提供できない構造にある。
・ JPCERT/CC から製品開発ベンダに提供される情報にはわかりにくい表現
が含まれることがあるため、説明等についてさらに工夫を求める意見が
得られた。
・ 競合関係にある製品開発ベンダ間の情報共有体制については、そのよう
な対応が必要な危機的状況は最近発生していないこともあって、強いニ
ーズは見られなかった。
■SI 事業者を含む情報共有の強化について
・ 大手 SI 事業者では、既知の脆弱性情報に関する共有体制は整いつつあ
る。ただし、社内や顧客の理解はまだ十分ではなく、既知の脆弱性に関
する対策や検査の徹底にはいっそうの啓発が必要である。
・ 実際にはパッチの適用が困難な状況があることも視野に入れて、対応方
法を検討することが望まれる。
■マルウェア対策と脆弱性対策について
・ ゼロデイ攻撃の場合、ウイルス対策ベンダが検体を入手した時点で未公
表の脆弱性を悪用した攻撃コードが実在しているので、ウイルス対策ベ
ンダは、脆弱性を秘匿するより、ユーザに注意喚起することを優先する。
・ 海外のウイルス対策ベンダの場合、未公表の脆弱性の取扱いについて、
企業のグローバルなポリシーで定められているため、日本国内の制度を
項守することは困難である。
・ ウイルス対策ベンダは、マルウェア対策を公表した時点でパッチが提供
されていれば、パッチの適用も推奨している。
・ 脆弱性が及ぼしうる影響はユーザの環境によって変わるので、脆弱性の
深刻度をマルウェアの危険度に合わせて提示するなどの対応は難しい
との見方もある。
・ ウイルス対策ベンダとして、未公表の脆弱性が見つかった場合、検体の
提供元や当該製品開発ベンダに届出を薦めることは可能である。
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表 4-1 パートナーシップ関係者間の情報共有に係る課題の認識
関係者

発見者

現状認識

指摘事頄、意見

・届出が多すぎて手が回らず、受理に ・発見者から直接連絡してもらうよう
時間がかかっていると見られる。
推奨してはどうか。
・期待していたより時間がかかる印 ・IPA が無名の個人である発見者に代
象。最初は不満に思ったが、徐々に
わって連絡することで、相手からも
こういうものだという実感も出て
信頼が得られる。
きた。
・内容によって IPA の対応に優先項位
・修正されずに長期間放置されている
があるのは当然。
ケースもあり、問題である。
・長期間放置されているものは取扱終
・製品案件については、取扱い開始の
了として、発見者に公表の自由を与
通知がなく、状況がわからない。
えるという方法もある。

・社内で脆弱性情報（未公表）共有の ・情報提供の段階で、実装に関する脆
しくみは整備済。ただし、実際の対
弱性と、仕様に関する脆弱性を色分
応の判断は現場次第。
けしてくれるとよい。
製 品 開 ・JPCERT/CC からの情報は影響が大き ・脆弱性情報が理解できない場合、そ
発ベン
いものほど曖昧な表現になってい
の意味を確認するための日本語の
ダ
る。JPCERT/CC 以外の情報源も活用
ML があるとよい。
して、総合的に判断している。
・OSS、オープンソフトの脆弱性への
・部品ソフトの供給元の問題で、対応
対応をどのようにすべきか。
できないこともある。
・社内での脆弱性情報（公表済）共有
のしくみは整備済み。ただし、その
対応は部署によって温度差がある。
・即座に脆弱性対策を適用すること
が、事業継続上困難な場合がある。
SI 事業
意識が高い顧客であれば自ら適用
者
の判断をしてくれる。
・フレームワークの活用により開発工
程での対応を促進することが可能。
検査は開発コスト次第の面があり、
徹底できていない。
・マルウェア解析時に脆弱性を発見す
るケースはほとんどない。
・マルウェアが出現している段階で
は、ユーザを守るため、製品開発ベ
ウイル
ンダの対応状況に依らず脆弱性は
ス対策
公表する。
ベンダ ・マルウェア対策を公表した時点でパ
ッチが提供されていれば、パッチの
適用も推奨している。
・検体の提供元の関係で、ウイルス対
策ベンダからの届出が困難。
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・脆弱性の問題について社内に理解し
てもらうのにはなお時間を要する。
・セキュリティ意識のない顧客に理解
してもらうのは非常に難しい。
・脆弱性を発見した場合の対応が徹底
していない。
・対策が適用できないケースも含め
て、どうしたらよいかを考えて伝え
ていく必要がある。
・発見した脆弱性の取扱いは企業のポ
リシーで定められおり、日本国内の
制度を項守することが難しい。
・脆弱性が及ぼしうる影響はユーザの
環境によって変わるので、脆弱性の
深刻度を提示することは難しい。
・未公表の脆弱性が見つかった場合、
検体の提供元や当該製品開発ベンダ
に届出を薦めることは可能。

この調査結果を踏まえ、必要な情報共有のあり方について、さらに検討を
進めることとする。
なお、中堅・中小の SI 事業者については、2 章に示した資料やその普及方
策案を軸に、関係機関や大手 SI 事業者からの情報提供を通じて、意識啓発と
関係強化を進める必要がある。
また、ウイルス対策ベンダに対しては、「セキュリティベンダ IPA 定期連絡
会議」（2 月 25 日開催）、「情報セキュリティベンダ懇談会」（3 月 19 日開催）
において、IPA から脆弱性関連情報の取扱いに関する届出等の協力を要請し
ている。
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4.2.脆弱性発見から対策適用までの分析・検証能力の強化
(1) 課題
近年、マルウェア開発側で未公表の脆弱性を悪用した、いわゆる「ゼロデ
イ攻撃」が増えており、対抗する側の脆弱性分析能力の強化に関する社会的
要請が高まりつつある。特に、日本語ワープロのように、国内でのみ利用さ
れるアプリケーションソフトの場合、海外の専門家による脆弱性分析の対象
とならないため、潜在的な脆弱性が検出されずに残っている可能性は否定で
きない。このような背景から、脆弱性の発見から対策の適用までに関して最
新の情報に基づいた高度な分析を示しうる技術者が必要とされる。
また、広範なセキュリティに関する話題の中で、脆弱性についても専門的
見地から話せるエバンジェリスト的な専門家が必要である。しかし、日本国
内にはこのような脆弱性分析に関するトップレベルの専門家は尐ない状況に
ある。
(2)調査結果
日本国内には脆弱性分析に関するトップレベルの専門家は尐ないことから、
国内の技術者の脆弱性分析能力の向上策について、発見者、ウイルス対策ベ
ンダ、地域コミュニティに対するヒアリング調査を実施し、高度な脆弱性分
析能力を持つ技術者を育成する方策や実現手項についての意見を収集した。
・ ウイルス対策ベンダは、脆弱性分析の人材育成には関心が低く、IPA 等
において研修制度を立ち上げたとしても需要が乏しい可能性がある。
・ まず、ソフトウェア開発における品質管理のためのデバッグエンジニア
を増やすべきであり、将来的に脆弱性診断や解析を行う人材を育成すべ
きとの意見がある。
・ 地域の技術者コミュニティでは、脆弱性分析の研修に関心がある。
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表 4-2 脆弱性分析の技術者育成に関する課題と方向
関係者

発見者

現状と課題

育成の方向

・脆弱性について理解しているエンジ ・IPA による地域の技術者向けセミナ
ニアがいるかどうかは、たとえば開
ーは需要があるのではないか。
発を外部委託する際の業者選定の ・企業の研究所の人材を活用してはど
参考にはなりうる。
うか。企業の事業部門がそうした人
・ただし、どういう場合が優れている
材を活用できていない。
といえるのか、識別が難しい。
・脆弱性を発見することは、ビジネス
としては魅力に乏しい。
・情報セキュリティの知識は、悪用し
ようと思えばできてしまうので、セ
ミナー等の方法にはリスクがある。

・グローバルに実施しているマルウェ ・脆弱性分析の技能が必須ではないの
ア解析の一環で脆弱性分析の技能
で、IPA 等での研修制度を設けたと
ウイル
も用いられる可能性はある。ただ、
してもウイルス対策ベンダはあまり
ス対策
製品開発時のデバッグ技術であり、
活用しないのではないか。
ベンダ
特別なものではない。
・脆弱性発見はビジネスにならないの
で、人材育成の必要性が乏しい｡
・セキュリティ勉強会が各地で設けら ・まずは品質管理のデバッグエンジニ
れつつあるが、まだこれから。
アを増やして、将来的に脆弱性診断
技術者
・脆弱性技術についても関心は高い。 や解析を行う人材を育成すべき。
コミュ
比較的学生が多い。
・セキュリティキャンプの出身者を講
ニティ
・ハンドリング業務よりバイナリのコ
師として活用することも可能。
ードを追うほうに関心が高い。

29

4.3.暗号アルゴリズム及びプロトコルの脆弱性の取扱い
(1) 課題
・ 2007 年 3 月、発見者(研究者)から IPA に APOP(Authenticated Post Office
Protocol)に関する届出（JVN#19445002）があり、受理した。その際、2004
年 3 月脆弱性研究会で検討された「暗号アルゴリズム」および「プロト
コル」の取扱い方針について、IPA 実務者が認識していなかった。
ガイドライン「脆弱性関連情報の管理および開示」に基づき、通常の脆
弱性の取扱いと同じに、対策情報が公表されるまで脆弱性関連情報の公
開(学会発表を含む)を控えるように IPA から発見者(研究者)へ依頼した。
この結果、発見者(研究者)は学会における研究発表資料にて「セキュリ
ティの問題に配慮した対応をした」と報告をした。
こうした対応は研究開発の発展を妨げる懸念があることから、暗号アルゴ
リズム及びプロトコルの脆弱性の取扱いについて、本研究会で検討すること
とした。
(2) 検討結果
①取扱い方針
脆弱性が「暗号アルゴリズム」「プロトコル」もしくは、製品の「実装」に
あるかによって、次のような取扱いとする。なお、IPA による脆弱性の分類
の判断が難しい場合、分析支援機関(AIST 他)に技術的分析を依頼することも
ある。
「暗号アルゴリズム」および「プロトコル」の場合、不受理とする。
広範に使われている汎用の通信プロトコルの仕様自体、あるいは暗号ア
ルゴリズムに脆弱性が発見された場合、JPCERT/CC 経由で製品開発者に
だ け 情 報 を 提 供 す る だ け で は 問 題 解 決 で き な い た め 、 CRYPTREC
（Cryptography Research and Evaluation Committees）6の事務局であ
る IPA と独立行政法人情報通信研究機構（NICT）で検討する。
脆弱性が実装の場合、受理する。
対策情報公表前の学会発表については、基本的に発見者(研究者)の責任
において行う。学会発表について発見者(研究者)から IPA に相談があっ
た場合には、攻撃を誘発しないように公表内容には注意をお願いする。
6

電子政府推奨暗号の安全性を評価・監視し、暗号モジュール評価基準等の策定を検討するプロジェク
ト。総務省及び経済産業省が共同で開催する暗号技術検討会と、独立行政法人情報通信研究機構（NICT）
及び独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が共同で開催する暗号技術監視委員会及び暗号モジュール
委員会で構成される。
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（例：製品名を伏せるなど）
②今後の対応提案
再発防止も含め周知を図るため、上記方針に基づき、ガイドラインの改訂
を行う。詳細は 5.3 に示す。
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5.JVN/パートナーシップの目指すべき方向性と展開に係る検討
5.1.海外の関連研究動向を踏まえた JVN 機能の方向性
(1) 背景
JVN に掲載する脆弱性関連情報については、その活用を促進するため、管
理対象のソフトウェアに関する情報を迅速・効率的に検索する機能等の、利
用者ニーズに応じた機能を備えることが求められる。既に IPA においては、
広範な脆弱性情報を取り扱う JVN iPedia に加え、セキュリティ情報の RSS
（Really Simple Syndication）提供、セキュリティ全般に関する情報と脆弱
性対策情報とを統合しユーザのカスタマイズにあわせた情報提供を行うフレ
ームワーク「MyJVN」といった各種機能の整備を進めている。
そこで、MyJVN において今後重点的に整備すべき機能等について検討を行
うべく、脆弱性対策を目的とする情報提供フレームワークの海外事例につい
て調査した。また、MyJVN の有力ユーザとして想定される層を対象に、普及
の可能性についてヒアリングした。
(2) 脆弱性対策の情報提供フレームワークの海外事例
① SCAP（Security Content Automation Protocol）
脆弱性発生件数の増加など、社会におけるセキュリティへの関心が高まる
なか、米国政府省庁の情報システムのセキュリティを強化することを義務付
けた FISMA（Federal Information Security Management Act：連邦情報セキ
ュリティマネジメント法）が 2002 年に施行された。
これに伴い米国政府省庁では、FIPS（Federal Information Processing
Standards：連邦政府情報処理規格）、NIST(National Institute of Standards
and Technology：米国立標準技術研究所) SP800 シリーズ、さらにベンダガ
イドなどからセキュリティ要求事頄を洗い出し、あらゆる情報システムにセ
キュリティ要求事頄を反映する必要があった。その結果、米国政府省庁では、
セキュリティコンプライアンスへの技術的対応に膨大な時間や労力を費やす
こととなった。また、設定作業を手作業で行うと、設定ミスや設定者のセキ
ュリティ知識の程度、判断の相違などからセキュリティが損なわれる可能性
が高まった。そこで、効率牲・有効化を実現すべく、米 NIST では、米国政府
を対象とした情報セキュリティ対策の自動化と標準化を規定した仕様群であ
る SCAP の開発を進めている。
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表 5-1 SCAP の仕様群
仕様名
CVE
(Common Vulnerabilities and Exposures)
CCE
(Common Configuration Enumeration)
CPE
(Common Platform Enumeration)
XCCDF
(EXtensible Checklist Configuration Description Format)
OVAL
(Open Vulnerability and Assessment Language)
CVSS
(Common Vulnerability Scoring System)

概要
プログラム自身に内在するプログラム上のセキュリティ問
題に一意の番号(脆弱性識別子)を付与する仕様
プログラムが稼働するための設定上のセキュリティ問題に
一意の番号を付与する仕様
情報システム，プラットフォーム，ソフトウェアパッケージに
一意の名称を付与する仕様
セキュリティチェックリストやベンチマークなどの文書を記
述するための仕様
プログラム上のセキュリティ問題や設定上のセキュリティ問
題をチェックするための手続き仕様
脆弱性自体の特性，パッチの提供状況，ユーザ環境で
の影響度などを考慮し脆弱性の影響度を評価する仕様

SCAP の運用にあたっては、NIST のほか、NSA（National Security Agency：
国家安全保障局）や DISA（Defense Information System Agency：米国防情
報システム局) でもガイドラインが提出されている。さらに、マイクロソフ
トをはじめとする複数のベンダからシステム利用のための設定標準が提案さ
れている。既に、上記の仕様に基づく SCAP ツールの製品化が始まっている。
② WARP(Warning, Advice and Reporting Point)
英 CPNI（Centre for the Protection of National Infrastructure：国家
インフラ防護センター)が推進している中小規模組織向けのセキュリティ情
報共有サービスであり、FWA(Filtered Warnings Application)と呼ばれるツ
ールを用いて、セキュリティ情報の選別やカテゴリ毎のフィルタリングを実
現している。
③ EISAS(European Information Sharing and Alert System)
EU（European Union：欧州連合）では、情報セキュリティ推進機関である
ENISA(European Network and Information Security Agency：欧州ネットワ
ーク情報セキュリティ庁)が中心となって、セキュリティ関連情報の共有シス
テムを実現するためのプロジェクトを推進している。
(3) MyJVN が今後重点的に整備すべき機能と課題
将来的には、欧米の取組を踏まえ、脆弱性対策に関わる処理の機械化の利
活用基盤を整備しつつ、脆弱性対策の自動化を実現することが期待される。
しかし、対策情報の多くは主に文書として構成されていることから、以下の
課題に対応する必要がある。
・ 脆弱性対策確認の容易化
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ユーザにとって、日々公表される脆弱性対策情報をチェックし、どの脆弱
性が自身に関係するものか判断することは手間が掛かる。
・ 脆弱性対策情報の流通基盤の整備
ユーザが必要とする脆弱性対策情報は、ユーザの使用している製品や専門
レベルで異なるため、提供者側のサービスだけで網羅するには限界がある。
このような状況を踏まえ、MyJVN では、情報セキュリティの脆弱性対策が
国内だけではなく、国際的にも対応可能とすべく、共通基準を積極的に採用
することが望まれる 。具体的には、脆弱性の共通識別子「 CVE（Common
Vulnerabilities and Exposures）」、脆弱性の深刻度を評価する共通脆弱性評
価システム「CVSS(Common Vulnerability Scoring System)」、脆弱性の種類
を 識 別 す る た め の 共 通 脆 弱 性 タ イ プ 一 覧 「 CWE(Common Weakness
Enumeration)」に加えて、ソフトウェアやハードウェアを識別するための共
通プラットフォーム一覧「CPE(Common Platform Enumeration)」JVN Web サ
ービス API、脆弱性{対策情報記述}XML フォーマットの 3 つを整備しているを
導入している。
さらに、処理の機械化や自動化を考慮した利活用基盤の拡張として、以下
の 2 頄目を整備することを目指す。
・ OVAL(Open Vulnerability and Assessment Language：表 5-1参照)の導入
脆弱性診断手続きの標準化を行う OVAL を実装する。具体的には、OVAL 定
義データに記載された Windows システムのレジストリ情報を利用して設定値
のチェックを実現する。
・ JVN Web サービス API の拡張
JVN データベースに登録されている脆弱性対策情報から、製品提供者一覧、
製品一覧、脆弱性概要情報一覧、脆弱性詳細情報を XML 形式で出力する Web
サービス API を提案する。
(4) MyJVN の普及可能性
政府機関や民間企業は、MyJVN の有力ユーザとして期待される層である。
そこで、それぞれのセグメントにおける MyJVN の普及可能性についてヒアリ
ングした結果、以下の点が明らかになった。
① 政府機関
政府機関に展開される可能性について、有識者にヒアリングした。
・ 政府機関が利用するサービスとして見た場合、サービスの成熟度が重
要になる。政府機関に適用を要請する以上、その必要性や合理性、政
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府機関側のメリット等を説明する必要がある。単にサービスの対価や
内部コストとの対比という意味だけではない。
・ 技術・サービスを育てる情報セキュリティ政策としての観点に立つと、
関係省庁のイニシアティブが不可欠である。特に未成熟な技術・サー
ビスを適用することについて、その技術の育成の重要性を明確化する
必要がある。
② 民間企業
先行事例である米国における民間企業の状況について、有識者にヒアリン
グした。
・ 米国でも、民間企業では今一つ関心が高くないように感じられる。
・ 日本と同様に、実運用環境への影響を考慮して、パッチ適用が進みに
くい傾向がある。
・ したがって、現段階では、仮想パッチ、インラインパッチが主流にな
ると見ている。仮想パッチ、インラインパッチの情報ソースとして
XCCDF（eXtensible Configuration Checklist Description Format：
表 5-1参照）対応を謳う製品が増加すると予想されるが、SCAP そのも
のの展開を見極めるには今しばらく時間を要すると考えられる。
・ SCAP 対応製品については NIST が認定ロゴマークの添付を認めており、
米国内での普及を促している。
したがって、今後、自動化・機械化技術を含む MyJVN の普及に向けて、技術
の成熟度の向上と、実環境での試用による有用性の実証に取り組むことが望
まれる。
5.2.長期化案件への対応方針の検討
(1) 製品の脆弱性
情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン( Ⅳ3(2)2) )「影
響範囲や連絡の取れない期間を考慮して取扱いを終了することがある」にお
ける「製品開発者との連絡が取れない場合」の規定が明確でない。したがっ
て、連絡の取れない場合の取扱いの終了が実質的に困難な状況にある。
一方、進捗の見込みがない脆弱性案件のうち，製品開発者と連絡が取れな
いものが多数を占め、いわば“塩漬け状態”に置かれている。
・ 進捗の見込みがない案件： 累積届出件数の 15%
・ 製品開発者と連絡が取れない案件： 累積届出件数の 14%
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そこで、情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドラインを改訂
し、製品開発者と連絡が取れない場合における対応の選択肢を拡充する。
・取扱いの終了 [既存]
・脆弱性情報を公表する [新設]
この場合、多くのケースで利用の中止または回避策を推奨することになる。
具体的には、製品開発者と連絡が取れない場合について、以下の方針でガ
イドラインを修正する。
・「製品開発者と連絡が取れない場合」の定義：「一定の期間にわたり，常
識的に考えられるすべての手段により，定められた回数以上に反復して
試みても，製品開発者と連絡が取れない場合」とする。
・取扱いの選択肢：(利用者を守るために原則として)「脆弱性が存在する
こと； 開発者と連絡が取れないこと」を含む脆弱性情報を JVN 上に公表
する。
・影響範囲がきわめて限定的と判断される場合、取扱いを終了させ、JVN
への公表は行わない。届出者に「取扱い終了」を伝えることで，本パー
トナーシップにおける発見者の守秘義務を解除する。
(2)ウェブサイトの脆弱性
①古い製品を利用しているウェブサイト
脆弱性の原因が、ウェブサイトの使用しているソフトウェア製品の脆弱性
に起因していて、そして、その製品の修正版が既に公開されているが、アッ
プデートしていないような案件の届出が増加している。
今後、深刻度が低い案件の優先項位を下げて対応することにより、結果的
にパッチを適用していないウェブサイト運営者へ長期間、脆弱性を通知でき
なくなる可能性がある。
そこで、脆弱性の原因が、ソフトウェア製品のアップデートを怠っている
ことに起因していることが明らかに判るような、極めて単純かつ不適切な運
用は、取扱いを終了させる[取扱ルールを改訂]。
・脆弱性の原因が極めて単純なので、ウェブサイト運営者は自力で気付
くべき。
・IPA で取扱いを終了する前に、脆弱性が攻撃された場合の脅威など、
製品の脆弱性対策を促す旨の注意喚起をしたいと考えている。
・この結果、届出者は関連情報の取扱いに関する「お願い」から解放さ
れる。
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②何度も修正を促したが対策がなされないウェブサイト
IPA は、ウェブサイト運営者から脆弱性対策の返信がない場合、脆弱性が
攻撃された場合の脅威を丁寧に解説するなど、1～2 カ月毎にメールや郵送手
段などで脆弱性対策を促している。また、特に修正が長期化しているウェブ
サイト運営者に面会するなど、更に脆弱性対策を促している。
しかし、取扱中の件数が激増していること、近年の届出対応に注力してよ
り効率的に対応を進めるべきであることから、取扱いを終了させる選択肢を
拡充することが適当と考えられる。
具体的には、ウェブサイト運営者から的確な答えが得られない場合におけ
る対応の選択肢を拡充する。
1)一定期間にわたり的確な答えがない場合は取扱いを終了させる [新規]
・ 取扱いを終了する旨は、届出者とウェブサイト運営者へ通知したいと
考えている。
・ この結果、届出者は関連情報の取扱いに関する「お願い」から解放さ
れる。
・ 脆弱性が対策されないウェブサイトが残存するリスクは残る。
2)一定期間は１～2 年程度が適当と考えている。
・ 対策できない理由として、「予算が無く、来年度の予算で対応する」旨
の回答も多い。
・ 2008 年第 4 四半期の取扱中 1,907 件のうち、300 日(約 1 年間)以上未
対策は 81 件（約 4%）、700 日(約 2 年間)以上未対策は 20 件（約 1%）。
以上の点を踏まえ、ガイドラインの改訂を 5.3 に示す。
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5.3.情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドラインの

修正に関する検討
ガイドラインの主な修正点は以下のとおりである（太字・下線部が変更点）。
実際の情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン改訂版は別
紙２に示す。
(1) 暗号アルゴリズム及びプロトコルの脆弱性の取扱い
-----------------------------------------------------------------Ⅲ．本ガイドラインの適用の範囲
-----------------------------------------------------------------・国内で利用されているソフトウエア製品
国内で、多くの人々に利用されている等のソフトウエア製品が該当し
ます。
「暗号アルゴリズム」や「プロトコル」を実装しているものも含み
ますが、一般的な「暗号アルゴリズム」や「プロトコル」等の仕様その
ものの脆弱性は含みません。
------------------------------------------------------------------

(2) 長期化案件への対応方針の検討
-----------------------------------------------------------------Ⅳ．ソフトウエア製品に係る脆弱性関連情報取扱
-----------------------------------------------------------------2) 製品開発者への連絡
(中略)
さらに、製品に添えられた宛先情報をもとに電子メールや郵便、電話、FAX
等いずれの手段で製品開発者に連絡を試みても一定期間にわたりまったく応
答がない場合には、「連絡が取れない」と判断します。その場合、JPCERT/CC は、
その脆弱性の影響範囲や連絡のとれない期間を考慮して取扱いを終了するこ
とがあります。
3) 一般への公表日の決定
(中略)
なお、製品開発者と連絡がとれない場合、または、製品開発者から脆弱性
検証の結果の報告がない場合、過去の類似事例を参考にし、JPCERT/CC が公
表日を決定することがあります。
9) 一般への情報の公表
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(中略)
なお、製品開発者と連絡がとれない場合、または、脆弱性検証の結果の報
告および対応状況の報告がない場合、JPCERT/CC および IPA は、その旨を、
製品開発者名とともに JVN で公表することがあります。
-----------------------------------------------------------------Ⅴ．ウェブアプリケーション脆弱性関連情報取扱
３．IPA の対応
-----------------------------------------------------------------4) 脆弱性関連情報への対応続行の判断
IPA は、以下の条件のいずれかと合致した場合、処理を取りやめるととも
に発見者に連絡します。
(ア) IPA が脆弱性関連情報でないと確認した場合
(イ) IPA が既に報告されている脆弱性関連情報であると確認した場合
(ウ) ウェブサイト運営者から脆弱性関連情報でないと連絡があった場合
(エ) ウェブサイト運営者から既知の脆弱性関連情報であると連絡があっ
た場合
(オ) ウェブサイトの不適切な運用（付録４）のうち、脆弱性の原因が下記
と判明したもので、IPA が注意喚起などの方法で広く対策を促した後、処理
を取りやめる判断をした場合
・ウェブサイトが利用しているソフトウエア製品の設定情報が、誤ってい
たり初期状態のままとなっている。
・ウェブサイトが利用しているソフトウエア製品の修正プログラムが適用
されていない。
なお、上記(オ)の注意喚起後は、該当する製品の開発者も対策方法の再度
の周知をウェブサイト運営者へ行うことを推奨します。
5) ウェブサイト運営者への連絡
IPA は、上記 2)、3)および 4)における対応の是非の判断の結果、対応する
ことが妥当との判断を下した脆弱性関連情報について、速やかにウェブサイ
ト運営者に通知します。
また、ウェブサイト運営者が脆弱性の再現する状況を特定できない場合等
は、ウェブサイト運営者の了解を得た上で、IPA は IPA の内部または外部で
脆弱性関連情報に関する技術的分析を行います。
なお、ウェブサイトに掲載された宛先情報をもとに電子メールや郵便、電
話、FAX 等いずれの手段でウェブサイト運営者に脆弱性関連情報に係わる問
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い合わせを試みても、一定期間にわたり的確な答えがない場合、IPA は、そ
の脆弱性の影響範囲や取扱い期間を考慮して取扱いを終了することがありま
す。
-----------------------------------------------------------------付録４
-----------------------------------------------------------------１．ウェブサイトの不適切な運用
ウェブサイトの不適切な運用の例を以下に挙げます。
・URL の一部にパスワードが判別可能な形式で明示されている
・本来閉じられているべきtelnet 等のポートが空いており、administrator
のパスワードが付与されていない
・ウェブサイト運営者が公開を意図していないファイル（個人情報ファイル
等）が、ウェブサーバに、誰にでも閲覧できる状態で（アクセス制限なし
に）置かれている
・ウェブサイトにおいて、本来提供するべき対象外の機能（ウェブ管理画面
等）やファイル（個人情報ファイル等）が、アクセス制限なしに公開され
ており、セキュリティが維持できなくなっている。
・ウェブサイトで使用されているソフトウエア製品に脆弱性が存在している。
・サービスを行っていないウェブサイトの脆弱性が放置されている。

(3)その他
-----------------------------------------------------------------Ⅳ．ソフトウエア製品に係る脆弱性関連情報取扱
-----------------------------------------------------------------５．その他
1) 製品開発者自身による脆弱性関連情報の発見・取得
製品開発者は、自社のソフトウエア製品についての脆弱性関連情報であっ
て、他社のソフトウエア製品に影響を及ぼさないと認められるものを発
見・取得し、調整機関からの通知によることなく、対策方法を作成した場
合であっても、ユーザへの周知を徹底するために JPCERT/CC または IPA に
連絡することが望まれます。この連絡をもって、IPA および JPCERT/CC に
連絡したこととみなされます。
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-----------------------------------------------------------------付録７（新設）
-----------------------------------------------------------------「ウェブサイト構築事業者のための脆弱性対応ガイド」の第２章、第３章
を抜粋し、
「ウェブサイト構築事業者のための脆弱性対応マニュアル」として
掲載した。

5.4.今後の課題
以上の検討を踏まえ、今後取り組むべき課題について以下に示す。
(1) パートナーシップの強化に向けた検討
・ 「発見者による直接通知を推奨する」ことの是非に関して、検討を行う。
・ 普及・啓発に向けた関係機関との連携を目指して調整に着手する。
・ 地域の技術者コミュニティとの連携について具体化する。
(2) 機械化・自動化の推進に向けた検討
・ 脆弱性対策の機械化・自動化に向けて行うべきMyJVN改善に係る取組に
ついて、さらに検討を行う。
(3) 組込み脆弱性に関する検討（継続）
・ 情報共有や対策周知のあり方について、組込み製品の適用範囲の拡大を
踏まえ、さらに検討を行う。
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