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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
トウエ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 2011 年 9 月末までにソフトウエア製品及びウェブ
アプリケーションの脆弱性に関する届出は累計で 6,891 件に達している。
2011 年度には、東日本大震災の影響で国内が大きく動揺する一方で、民間企
業や政府機関を標的としたサイバー攻撃による被害が次々と発覚することとな
った。複数の有力ゲームメーカが相次いで海外子会社のサイトに不正アクセス
を受け、大量の個人情報やメールアドレス等が流出したと見られることを明ら
かにした。また、防衛産業の重要拠点や衆議院・参議院の管理サーバが標的型
攻撃により侵入され、一部のデータが流出した可能性がある。
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」
（以下、「脆
弱性研究会」という）では、地方公共団体の脆弱性対策の実態を把握するとと
もに、そうした取り組みを促すための資料作りに取り組んだ。また、企業グル
ープにおける脆弱性対策促進方策、ソフトウエア製品とウェブアプリケーショ
ンの境界領域の問題等について検討した。さらに、法務専門家や有識者による
「脆弱性情報に係る調整手続検討ワーキンググループ」が、昨年度の脆弱性研
究会終了後に検討を続けとりまとめた調整不能案件の公表手順や情報セキュリ
ティ早期警戒パートナーシップガイドライン（以下、「ガイドライン」という）
の改訂案を、今年度の脆弱性研究会で審議し、加筆修正した。
本報告書はこれら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。
2012 年 1 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（以下、「パートナーシップ」
とする）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（現在の一般社団法人 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。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
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 および
JPCERT/CC 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 2011 年 9 月末までの IPA への脆弱性関連
情報の届出件数は、ソフトウエア製品の脆弱性に関するもの 1,249 件、ウェ
ブサイトの脆弱性に関するもの 5,642 件の計 6,891 件であった。四半期毎の
届出状況をに図 1-1に示す。

1

図 1-1 四半期ごとの届出状況
（http://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/documents/vuln2011q3.pdf より抜粋）

(1)ソフトウエア製品の脆弱性
ソフトウエ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
（http://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/documents/vuln2011q3.pdf より抜粋）

2

ソフトウ エア 製品 の脆弱性 関連情報 の届出 1,249 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 545 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 58 件、取扱い中のものが 438 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
191 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
（http://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/documents/vuln2011q3.pdf より抜粋）

ウェブサイトの脆弱性関連情報の届出 5,642 件のうち、修正が完了したも
のが 3,596 件（うち運用で回避されたもの 22 件、当該ページを削除して対応
1

Japan Vulnerability Notes（http://jvn.jp/）
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したもの 413 件）、IPA による注意喚起で広く対策を促した後、処理をとりや
めたもの 1,130 件、IPA およびウェブサイト運営者が脆弱性ではないと判断
したものが 289 件、取扱い中のものが 430 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ないもの（連絡不可能）が 42 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 155 件ある。

1.2.2.ソフトウエ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
2011 年 9 月末までに 1,224 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
2011 年 9 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 545 件である。届出受付開始から 2011 年 9
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 34％であり、公表までに時間を要している割合が大
きい。

図 1-4 ソフトウエア製品の脆弱性公表までに要した日数
（http://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/documents/vuln2011q3.pdf より抜粋）

(2)公表された脆弱性の内容
2010 年度第 3 四半期～2011 年第 3 四半期（2010 年 7 月から 2011 年 9 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 119 件である。このうち、複数の製品開発者のソフト
ウエア製品に影響のあるものは 2 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 33 件、製品開発者自身から届け出られた自社
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製品の脆弱性は 10 件、組込みソフトウエア製品の脆弱性は 8 件であった。
(3)海外 CSIRT から連絡を受け公表した脆弱性
2011 年 9 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 679 件である。このうち、2009 年度第 3 四半期～2011 年第 3 四
半期（2010 年 7 月から 2011 年 9 月末まで）に JVN で公表した脆弱性関連情
報は 182 件、うち通常の脆弱性情報が 157 件、対応に緊急を要する米国
US-CERT3等の Technical Cyber Security Alert が 25 件であった。
(4)製品種類別の内訳
届出受付開始から 2011 年 9 月末までのソフトウエア製品に関する脆弱性関
連情報の届出 1,249 件のうち、不受理のものを除いた 1,058 件の製品種類別
内訳を図 1-5 に示す。「ウェブアプリケーションソフト」が 42％を占めてい
る。

図 1-5 ソフトウエア製品種類別の届出内訳（届出受付開始～2011 年 9 月末）
（http://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/documents/vuln2011q3.pdf より抜粋）

(5)脆弱性の原因別の内訳
届出受付開始から 2011 年 9 月末までのソフトウエア製品に関する脆弱性関
連情報の届出 1,249 件のうち、不受理のものを除いた 1,058 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。

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。
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/
3
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図 1-6 ソフトウエア製品の脆弱性原因別の届出内訳（届出受付開始～2011 年 9 月末）
（http://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/documents/vuln2011q3.pdf より抜粋）

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
2011 年 9 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 3,596 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 46％の届出が 30 日以内、64％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～2011 年 9 月末）
（http://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/documents/vuln2011q3.pdf より抜粋）
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(2)届出の脆弱性種類別内訳
2011 年 9 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 5,642 件のうち、不受理のものを除いた 5,487 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」(46％)、「DNS 情報の設定不備」(24％)、
「SQL インジェクション」(14％)
の割合が高く、この３つだけで全体の 84％を占める。

図 1-8 ウェブサイトの脆弱性種類別内訳（届出受付開始～2011 年 9 月末）
（http://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/documents/vuln2011q3.pdf より抜粋）

(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 1-9 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」(43％)、「ド
メイン情報の挿入」(24％)、「データの改ざん、消去」（14％）の割合が高い。

図 1-9 ウェブサイトの脆弱性脅威別内訳（届出受付開始～2011 年 9 月末）
（http://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/documents/vuln2011q3.pdf より抜粋）
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1.3.本年度研究会における検討
前年度調査結果を踏まえ、本年度の脆弱性研究会は以下の 4 項目に整理し
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地方公共団体の啓発活動に資する調査
・地方公共団体に対するアンケート調査
・地方公共団体関係者に対するヒアリング調査
・地方公共団体の理解を促す資料の作成
②実効的な脆弱性対応に関する調査
・企業グループにおける脆弱性対策促進策の検討
・企業グループ関係者に対するヒアリング調査
・企業グループ向けの脆弱性対策促進資料の作成
③ソフトウエア製品とウェブアプリケーションの境界領域の問題に関する
調査
・ソフトウエア製品とウェブアプリケーションの境界領域の問題の検討
・SI 事業者に対するヒアリング調査
④ガイドライン改訂のための調査
・脆弱性情報に係る調整不能案件の公表のあり方に関する調査結果の反映
・①～③の検討成果の反映
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2.地方公共団体の啓発活動に資する調査

2.1.調査の概要
(1)目的
地方公共団体はインターネットを通じて不特定多数のユーザにサービスを
提供しているが、そのサービスが稼働するシステムにおいて脆弱性が存在す
る場合がある。
脆弱性は悪者からの攻撃の的であり、その脆弱性情報は外部に漏れぬよう
に適切に管理し、情報を基に早急に対策をとることが求められる。しかし地
方公共団体は、地域住民に対し情報を公表しないことは問題であるという考
え方があり、これに則ると脆弱性対策が十分でない状況のなか、脆弱性情報
を公表しなければならず、結果的に当該製品・サービスを利用しているユー
ザ全体を危険な状況に陥れることになりかねない。
そこで、このような背景のもと、脆弱性情報の取扱いを含む地方公共団体
の脆弱性対策の課題を明らかにして、望ましい脆弱性対策を促すため、以下
の調査を行った。
a) 地方公共団体に対するアンケート調査
b) 地方公共団体関係者に対するヒアリング調査
c) 地方公共団体の理解を促す資料の作成
(2)手順
a) 地方公共団体に対するアンケート調査
脆弱性対策の実態や公表のあり方に関する考え方や問題点を把握するため、
地方公共団体を対象とするアンケート調査を実施した。調査項目の設定や周
知は、財団法人 地方自治情報センター（LASDEC）の協力を得て行った。
［調査方法］郵送アンケート調査
［調査対象］地方公共団体（IT 担当課） 856 件
（都道府県 47 件、特別区 23 件、市 786 件）
［調査方法］399 件 (47.6%)
［調査項目］以下の内容について計 24 項目を設定
・IT および情報セキュリティ対策の予算
・住民・企業向けに公開しているウェブサイトの管理・運用
・脆弱性に関する情報の収集の状況
9

・住民・企業向けに公開するウェブサイトの脆弱性対策の状況
・ウェブサイトの脆弱性対策に関する課題
・脆弱性対策に関する公的な取組みの認知状況
b) 地方公共団体に対するヒアリング調査
a)の結果を踏まえ、地方公共団体関係者から脆弱性対策及びパートナーシ
ップに関する理解を促すための方策についてヒアリング調査を行った。調査
では、アンケート調査に回答した地方公共団体の中から以下の枠に基づき、
計 8 件抽出した。
表 2-1 地方公共団体関係者に対するヒアリング先の抽出方針
タイプ分類
脆弱性対策を複数実施してい
るケース
脆弱性対策を複数実施してい
ないケース
脆弱性情報の公表について自
治体の方針と合わないケース

都道府県

区

市

1

1

1

1

-

1

-

-

3

c) 地方公共団体の理解を促す資料の作成
パートナーシップや脆弱性対策が地方公共団体に正しく理解してもらえる
ようにするための資料を作成した。資料の作成にあたっては、a)、b)の結果
と整合性を確保した。併せて、その効果的な周知方法についても検討した。
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2.2.地方公共団体に対するアンケート調査
アンケート調査の詳細は別紙 2 に示す。以下に、アンケート調査から得ら
れた知見を取りまとめる。
(1)「脆弱性情報に関する透明性、安全性、可用性の判断」の現状と「情報セ
キュリティ早期警戒パートナーシップに対する認識」の影響
・ 便宜上、図 2-1 の 4 つの選択肢を以下のように呼ぶこととする。
『1. 透明性を重視して住民にウェブサイトに脆弱性が存在することを
周知するが、当該システムは住民の利便性のために稼動し続け、対策
の入手・適用の機会を待つ』
→ 『1.周知・サービス維持』
『2. 透明性を重視して住民にウェブサイトに脆弱性が存在することを
周知し、当該システムは安全のため対策完了までは停止する』
→ 『2.周知・サービス停止』
『3. 攻撃を受けるリスクを抑えるために脆弱性の存在については対策
を適用するまで住民への公表を控え、当該システムは住民の利便性の
ために稼動し続け、対策の入手・適用の機会を待つ』
→ 『3.非公表・サービス維持』
『4. 攻撃を受けるリスクを抑えるために脆弱性の存在については対策
を適用するまで住民への公表を控え、当該システムは安全のため対策
完了までは停止する』
→ 『4.非公表・サービス停止』
・ 運営するウェブサイトに、公表されていない脆弱性があることを確認し
た場合に優先する対応として、『1.周知・サービス維持』は 5.0%が選択し
た（図 2-1）。この場合、対策が適用される前に公表すると、システムが
攻撃され住民の情報が流出するなどの被害が生じるリスクや他組織の類
似システムが攻撃対象となるリスクがあるが、回答者がそれらのリスク
を認識していない可能性がある。
・ 『2.周知・サービス停止』については、35.1%が選択した（図 2-1）。この
場合、他組織の類似システムが攻撃対象となるリスクがあるが、回答者
がそのリスクを認識していない可能性がある。
・ パートナーシップから脆弱性の通知を受けたことがある組織のうち、
43.8%が『3.非公表・サービス維持』としており(図 2-2)、全体平均（図
2-1）に比べ高い割合になっている。通知を受けた経験者の方がより客観
的に脆弱性のリスクやサービス維持の必要性を判断したと考えられる。
・ ただし、市の約 8 割、都道府県・特別区の 6 割超がパートナーシップを
十分に認識しておらず、普及啓発のさらなる推進が求められる(図 2-3)。
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運営するウェブサイトに、公表されていない脆弱性があることを確認した場合に優先する
対応 (N=399)
0%

10%

5.0%

20%

30%

40%

50%

60%

35.1%

70%

80%

31.1%

90%

13.0%

100%

15.5%

0.3%

Q14

1.透明性を重視して住民にウェブサイトに脆弱性が存在することを周知するが、当該システムは住民の利便
性のために稼動し続け、対策の入手・適用の機会を待つ。

2.透明性を重視して住民にウェブサイトに脆弱性が存在することを周知し、当該システムを安全のため対策
完了までは停止する。
3.攻撃を受けるリスクを抑えるために脆弱性の存在については対策を適用するまで住民への公表を控え、当
該システムは住民の利便性のために稼動し続け、対策の入手・適用の機会を待つ。
4.攻撃をうけるリスクを抑えるために脆弱性の存在については対策を適用するまで住民への公表を控え、当
該システムは安全のため対策完了までは停止する。

図 2-1 運営するウェブサイトに、公表されていない脆弱性があることを確認した場合
に優先する対応
「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」の取組みについて (N=399)
0%

10%

1実際に脆弱性について通知を受けたことがある(48) 6.3%
2聞いたことがあり、内容も良く知っている(39)

20%

30%

40%

16.7%

10.3%

50%

60%

43.8%

36.9%

4聞いたことはない(133) 4.5%

36.1%

(空白)(3)0.0%

28.2%
28.4%

90%

100%

22.9%

0.0%

2.6% 12.8% 2.6%
13.6%

31.6%
66.7%

80%

10.4%

43.6%

3聞いたことはあるが、内容は良く知らない(176) 4.0%

70%

16.5%
0.0%

17.0% 0.0%
11.3%
0.0%

33.3%

0.0%

Q14

1.透明性を重視して住民にウェブサイトに脆弱性が存在することを周知するが、当該システムは住
民の利便性のために稼動し続け、対策の入手・適用の機会を待つ。
2.透明性を重視して住民にウェブサイトに脆弱性が存在することを周知し、当該システムを安全の
ため対策完了までは停止する。
3.攻撃を受けるリスクを抑えるために脆弱性の存在については対策を適用するまで住民への公表
を控え、当該システムは住民の利便性のために稼動し続け、対策の入手・適用の機会を待つ。
4.攻撃をうけるリスクを抑えるために脆弱性の存在については対策を適用するまで住民への公表
を控え、当該システムは安全のため対策完了までは停止する。
5.その他
(空白)

図 2-2 パートナーシップに対する認識と Web サイトに脆弱性を発見した際の対応
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「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」の取組みについて (N=393)

特別区(11)

18.2%

都道府県(24)

18.2%

16.7%

市(358)

11.7%

0%
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36.4%

20.8%

27.3%

41.7%

8.7%

20.8%

45.0%

20%

30%
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34.4%

50%

60%

70%

80%

0.0%

0.0%

0.3%

90%

100%

Q23

1実際に脆弱性について通知を受けたことがある

2聞いたことがあり、内容も良く知っている

3聞いたことはあるが、内容は良く知らない

4聞いたことはない

(空白)

図 2-3 情報セキュリティ早期警戒パートナーシップの取り組みについての認識度

(2)地方公共団体における脆弱性対策に係る課題
本調査のアンケートでは、ウェブサイト関連システムに脆弱性対策を進め
る上での課題について回答を得ている (図 2-4 参照)。
・ 地方公共団体において『重要な課題である』として認識されている項目
のうち、上位 3 項は以下の通り。このうち、『f. 脆弱性対策の修正作業
等によるシステム停止で、住民や企業の利便性が損なわれないようにす
ることが難しい』は、業務継続を期待される地方公共団体に特徴的な傾
向と考えられる。
b. 増え続ける脆弱性に逐一対応することは難しい 36.1%
g. 脆弱性に関する技術・知識の習得が難しい 30.8%
f. 脆弱性対策の修正作業等によるシステム停止で、住民や企業の利便
性が損なわれないようにすることが難しい 28.1%
・ 地方公共団体において『課題のひとつである』として認識されている項
目のうち、上位 3 項は以下の通り。このうち、『d. 脆弱性を修正しない
と判断した場合のリスクの見積りが難しい』の割合が最も高く、「止める
ことの影響と、止めないことのリスクの判断になってくる」などのヒア
リング結果とも合致する。
d. 脆弱性を修正しないと判断した場合のリスクの見積りが難しい
64.4%
g. 脆弱性に関する技術・知識の習得が難しい 61.7%
h. 脆弱性に関する情報が多すぎて取捨選択が難しい 61.4%
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a. 多くのシステムがありすべてに脆弱性対策を行うことは難しい

20%

30%

40%

50%

26.1%

b. 増え続ける脆弱性に逐一対応することは難しい
36.1%
c. システムに不具合が生じる恐れがあるため脆弱性対策を適用できない
25.8%
d. 脆弱性を修正しないと判断した場合のリスクの見積りが難しい
18.5%
e. 知りえた脆弱性等のシステムのセキュリティに関する情報について、… 10.8%
f. 脆弱性対策の修正作業等によるシステム停止で、住民や企業の利便…
28.1%
g. 脆弱性に関する技術・知識の習得が難しい
30.8%
h. 脆弱性に関する情報が多すぎて取捨選択が難しい
7.5%

70%

7.5%
0.3%

64.4%
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33.3%
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61.7%
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57.6%
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n. システムの情報セキュリティ対策についてオーナー部門の理解を得…6.8%

34.6%
37.6%

57.9%
55.1%

2.課題のひとつである

100%

22.1%

m. システムの情報セキュリティ対策について組織トップの理解を得るこ… 8.5%

1.重要な課題である

90%

56.1%

25.8%

o. システムの情報セキュリティ対策についてシステムのエンドユーザ… 7.0%

80%

19.8% 0.3%

51.6%

23.3%

i. 脆弱性に関する情報がどこにあるのかわからない
j. 脆弱性対策の作業コスト（テストやシステム停止など）がかかる
k. 組織の内外に脆弱性対策を行うための体制・人員の整備されていない
l. 脆弱性対策に関するルールや手順が定まっていない

60%

53.9%

3.特に課題ではない

0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.8%
0.3%

無回答

図 2-4 ウェブサイト関連システムに脆弱性対策を進める上での課題

・ 特別区の一部と人口の少ない市では、『m システムの情報セキュリティ
対策について組織トップの理解を得ることが難しい』、
『n システムの情
報セキュリティ対策についてオーナー部門の理解を得ることが難しい』
を『重要な課題』と回答する傾向にある(図 2-5、図 2-6)。

都
道 特
府 別
県 区
(24) (11)

システムの情報セキュリティ対策について組織トップの理解を得ることが難しい (N=393)
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1.重要な課題である

2.課題のひとつである

3.特に課題ではない

(空白)

図 2-5 『システムの情報セキュリティ対策について組織トップの理解を得ることが難
しい』
（自治体区分別、市人口別）
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図 2-6 『システムの情報セキュリティ対策についてオーナー部門の理解を得ることが
難しい』
（自治体区分別、市人口別）

(3)人口を基準とした脆弱性対策の整備状況に対する分析
・ 地方公共団体において『ウェブサイトを構築する際に、どのような脆弱
性対策を実施するか決めていない』、『運用中のウェブサイトについて、
脆弱性検査や脆弱性診断サービスを利用していない』、『脆弱性対策の一
連の手順を文書化していない』ことと、人口の間には相関がある(図 2-7、
図 2-8、図 2-9 参照)。この原因は、人口の少ない市では人手や予算が不
足していること(図 2-10 参照)にあると考えられる。ただし、市が情報シ
ステムを保有しないホスティング方式を選択した結果、脆弱性対策も委
託業者がカバーしているケースも含まれている点に留意が必要である。
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ウェブサイトを構築する際に、どのような脆弱性対策を実施
するか決めていない
50万人以上

15.0%

20～50万人
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Q8.7

決めていない

決めている

図 2-7 脆弱性対策を決めているかどうか

運用中のウェブサイトについて脆弱性検査や脆弱性診断
サービスを利用していない
50万人以上

10.0%

90.0%

20～50万人 6.3%

93.8%

10～20万人
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60%
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利用していない

利用している

図 2-8 脆弱性検査、診断サービスの利用
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脆弱性対策の一連の手順の文書化をしているか
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1組織内ルールとして文書化されており、その手順を活用している
2組織内ルールとして文書化されているが、形骸化している
3組織内では定まった手順はないが、委託先の対応手順を用いている

4特に定まった手順はない
5わからない

図 2-9 脆弱性対策の手順に係る文書化

ウェブサイトのセキュリティ対策に必要な費用や人員はどの程度確保されて
いますか
50万人以上 5.0%
20～50万人

55.0%
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1十分に確保できている

2おおむね確保できている

3やや不足している

4全く足りていない

5わからない

(空白)

図 2-10

費用と人員の確保
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2.3.地方公共団体関係者に対するヒアリング調査
地方公共団体を訪問し、アンケート調査の回答票に沿って脆弱性対策の実
態を収集し、課題点を抽出した。
(1)透明性、安全性、可用性のバランスについて
地方公共団体と脆弱性情報を共有する方式を探る上で重要な、情報公開ポ
リシー(透明性)と公表によるリスクのバランスについて地方公共団体のとら
え方を調査した結果、以下の点が明らかになった。
・ 公開が行政のあり方であるという見方もあり、未公表の脆弱性でも公開
される可能性がある。一方、未公表の脆弱性情報は『公開により住民に
被害の及ぶ可能性がある場合は非公開にして良い』という例外条項に該
当するという意見もある。
・ 脆弱性を悪用した攻撃のリスクを判断する必要があり、その際には自治
体の被害状況などの判断材料が必要である。
・ サービスを停止する場合は、住民や議会に説明を求められることがある。
(2)啓発情報と内容、および効果的な普及策について
地方公共団体に対して脆弱性対策を啓発する際に、対象層ごとに提供すべ
き情報内容、および効果的な普及策に関しては以下のような意見であった。
【経営層・管理層】
脆弱性の対策を怠って被害が発生した場合、結果的に市民からの信頼を
失う恐れがあることを示す。
テレビや新聞で報道されている事例について示す。
統計情報を継続的に提示する（例：周辺都市におけるツールの導入状況）
【オーナー部門（原課）】
IT 担当部門による支援の必要性について、マニュアル・ガイドラインの
形で示す。
委託先への注意喚起も重要であるということを示す。
【IT 担当部門】
IT 担当部門が脆弱性の情報をうまく裁けるような体制管理に関する資
料を示す。
どういう手法で、どこが狙われているかといった差し迫った情報を示す。
(3)認識している課題について
・ 『脆弱性対策の予算確保』について課題とした地方公共団体が 50%の 4
県あった。
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2.4.地方公共団体の理解を促す資料の作成
調査の結果、地方公共団体では脆弱性対策に関して以下の課題があること
が明らかになった。
・突然発覚する脆弱性の問題について、経営層の理解が得られない
・情報システムを保有する担当課が脆弱性対策の必要性を理解していない
・人事異動により、経験のある IT 担当課の職員が不足している
これらを踏まえ、地方公共団体の脆弱性対策を促進するべく「地方公共団
体のための脆弱性対応ガイド」を作成した。
本ガイドの目次構成を表 2-2 に示す。ガイド自体は別紙 3 に示す。
表 2-2

「地方公共団体のための脆弱性対応ガイド」の目次構成

1.情報システムを安全に使い続けるために
1.1. 情報システムと脆弱性
1.2. 脆弱性に起因する影響の例
2. 調査結果に基づく組織的な対応
2.1. 幹部の方へ
2.2. 情報システムを保有する各担当課の方へ
2.3. IT 担当課の方へ
3.脆弱性が見つかったら
3.1.発見時の対応
3.2.脆弱性情報の取り扱いの問題点
3.3.脆弱性情報の取り扱いの事例
参考資料
参考.1 脆弱性とはなにか
参考.2 情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ
参考.3 参考 URL
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3.実効的な脆弱性対応に関する調査

3.1.調査の概要
ウェブサイトの脆弱性の届出があった組織がグループ4に属する場合には、
グループ全体の窓口に連絡することで、以下の点で、全体のリスクの低減に
効率的・効果的に寄与できる可能性がある。
・ 統括組織にとって、グループ内のリスクを適切に把握できる。
・ グループ内で複数の下部組織が類似の環境を構築している場合に、確
認・対応の要請を横展開することで未発覚の問題も効率的に解決する
ことが可能になる。

グループ

ガイドライン上
連絡できない

統括組織

グループとして
望ましい流れ

必要に応じて
横展開が可能

下部組織

下部組織

IPA
下部組織に連絡した場合
親会社が事態を把握
できない可能性がある

下部組織
ウェブ
サイト

図 3-1

グループにおける脆弱性問題の現状

しかし、専門家の見解（表 3-1参照）等から、以下の問題点も挙げられる。
・ 脆弱性の存在を当該組織以外に連絡することは、現在のガイドライン
上は認められていない。
・ 企業グループにおいて、事前調整なく親会社に直接連絡することは、
子会社にとって信用毀損や業務妨害に該当する可能性がある。
表 3-1 法務専門家の見解
・事前調整なく親会社に直接連絡すると、子会社の信用毀損や業務妨害に該
当する可能性がある。子会社の同意が不可欠。
・事前に親会社が子会社の合意をとる形であれば、方向としては適切。ただ
し、具体的な制度が規約などを含めて見えない段階では、「合意」の適法性
について判断することが難しい。

4

本稿では、連結決算対象となる親会社・子会社のような資本関係に基づく企業グループや、府省庁な
どの組織の集団をさす。
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そこで、企業グループを中心に、これらの問題点を改善しつつ効果が得ら
れるしくみを検討し、その実現可能性について調査した。

3.2.企業グループにおける脆弱性対策促進策の検討
子会社に対する信用毀損や業務妨害の可能性を考慮すれば、事前調整なく
親会社に直接連絡することは難しい。そこで、親会社・子会社間で事前調整
がなされることを前提として、企業グループに IPA からの連絡窓口を一本化
するよう要請する 2 つの手順を検討した。
(1)トップダウンアプローチ
親会社にアプローチして、企業グループとの連携を図る。
たとえば、親会社が、グループ内の合意を前提として、グループ窓口とグ
ループ企業リストを IPA に登録する。登録企業のウェブサイトに関する届出
があった場合、IPA からグループ窓口に概要情報を送付、窓口経由で連絡を
受けた子会社が IPA に問い合わせて詳細情報を入手する。この形であれば、
子会社側は、親会社に脆弱性の詳細を知られてしまうことはない。
さらに、親会社の判断で、グループ内に当該脆弱性の確認を横展開するこ
とも可能である。

【事前調整・登録】
③登録

①窓口一本化
打診

親会社

IPA

②合意

子会社

子会社

子会社

【届出対応】
親会社

①概要情報の送付
②対応要請

IPA

③問合せ
④詳細情報の送付

子会社

子会社

子会社
ウェブ
サイト

図 3-2

トップダウンアプローチの適用モデル例
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(2) ボトムアップアプローチ
実際の脆弱性の届け出に係る対応の中で、当該企業を介してグループとの
連携を図る。
たとえば、企業グループ傘下の子会社のウェブサイトについて脆弱性の届
け出があった場合、当該子会社に通常の手順で脆弱性を通知するが、その際、
グループ全体の窓口がある場合は、そちらも紹介してくれるよう依頼する。
もしくは、当該子会社に通常の手順で脆弱性を通知し、対策がとられた後
に、今後の脆弱性の通知先として、グループ全体の窓口がある場合は、そち
らも紹介してもらうよう依頼する。
グループ全体の窓口に連絡がとれた後は、(1)トップダウンアプローチと同
様の手順になり、IPA からの依頼に親会社が応じた場合、親会社は子会社へ
のグループ内の合意を得た上で、グループ窓口とグループ企業リストを IPA
に登録する。
ボトムアップアプローチの場合、当該子会社がグループ窓口への通知を許
可することが前提であり、子会社側に、グループ窓口を連絡先にすることに
メリットがあると判断してもらえるかが鍵となる。

【届出対応】
④登録打診

親会社

IPA

③連絡窓口
の紹介
①脆弱性の通知
②連絡窓口の紹介依頼

子会社

子会社

子会社
ウェブ
サイト

【調整・登録】
①窓口一本化
打診

③登録

親会社

IPA

②合意

子会社

図 3-3

子会社

子会社

ボトムアップアプローチの適用モデル例
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3.3.企業グループ関係者に対するヒアリング調査
3.2 に示した企業グループの脆弱性促進方策案（トップダウンアプローチ
を中心に）について、企業グループの関係者やグループセキュリティの専門
家等にヒアリングを行い、その導入可能性や検討課題を整理した。この結果
を表 3-2に示す。
表 3-2

企業グループ関係者に対するヒアリング結果

対象
A グル
ープ

窓口一本化の可否
窓口の設置先 IPA への登録の可否
可能。現在でもセキュ グループ CSIRT5 特に問題は無い。
リティに関する諸問
が担当。
題を情報共有する枠
組み（契約）がある。

B グル
ープ

IPA から子会社に連絡
する脆弱性情報を、親
会社にも CC するしく
みが望ましい。窓口の
一本化により、親会社
が対応のボトルネッ
クになってはいけな
い。
基本的に可能。ただ
し、独自対応を望むグ
ループ企業も若干あ
る。

C グル
ープ

本社セキュリテ
ィ統括部署が担
当。

グループ CSIRT
が担当。

D 団体 ・親子会社は多階層で ・CSIRT がグルー
(複数の あり、孫会社等の合意 プを対象とす
CSIRT
は難しい。すべての子 るとは限らな
関係者
会社・孫会社をまとめ い。グループが
が回答) られるグループは少
対象である場
ないのではないか。
合もグループ
・経営面だけで関係が 全体ではない。
あっても、実業面では ・脆弱性のハンド
関係が無い場合があ
リング機能を
る。
有する CSIRT で
あれば対応可
能。

その他
子会社がスムーズに対応で
きるように親会社がサポー
トしたいので、親・子会社
間であらかじめ合意できて
いれば、最初から詳細情報
を親会社に渡すべき。
情報が集約されないグルー
プには統制を強化できるメ
リットがあるが、当グルー
プではこのしくみがなくて
も情報は集約できるので、
メリットは薄い。また、親
会社が知っていても子会社
が対応するとは限らない。
最初から親会社に詳細情報
を渡すスキームも検討すべ
き。また、その後のやりと
りも子会社と IPA の間だけ
に限定しないスキームとす
べき。

提供された親会社
が子会社に対して
周知徹底しなけれ
ばならなくなるこ
と、その結果を IPA
に報告する方向に
なることを危惧し
ている。
グループ企業は吸
収・合併・分割な
どで変動するた
め、窓口登録時点
だけでなく、取り
扱うグループ企業
を適宜変更できる
仕組みが必要。
・IPA が企業のグル ・ウェブサイト運営者が登録
ープについて把握 したくなるようなプロモー
できるのか、違和 ションが無い。何か飴を用
感を感じる。
意してはどうか。例えば協
・企業風土も様々で 力企業一覧を公表する等。
あり、自グループ ・傘下の会員企業に向けた啓
にフィットするか 発活動や情報提供は可能。
どうか判断が難し ・ウェブインテグレーション
いので、何パター 事業者に連絡するようにす
ンかモデルを示し べきではないか。
てほしい。

5

CSIRT（Computer Security Incident Response Team）：コンピュータ緊急時対応チーム。定められた
構成員のサイトを巻き込むセキュリティインシデントへの対応やコーディネート、サポートを行う。
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E 専門
家(グル
ープセ
キュリ
ティ)

親会社に連絡した場
合、親会社の許可なく
子会社に直接連絡で
きなくなる。

グループ CSIRT
を有するケー
スは少ない。シ
ステム子会社
に連絡する方
法もある。

脆弱性等の問題が
顕在化する以前か
ら、企業グループ
の代表窓口を作る
よう働きかけるべ
き。

IT への親和性が低い親会社
の場合、コンプライアンス
やリスク管理、危機管理等
の関係部門にたらい回しに
される可能性がある。

ヒアリングの結果、以下の点が明らかになった。
(1) 窓口の一本化
・ グループ内の合意を前提として、親会社にグループ窓口とグループ企業
リストを IPA に登録してもらうといったやり方で、企業グループに IPA
からの連絡窓口を一本化してもらうことは可能と考えられる。ただし、
実際のグループの構造は多層的であり、孫会社や関係会社等を含めたグ
ループ内のすべての企業から合意を得ることができるケースは少ないと
の見方もある。したがって、窓口一本化の合意は、親会社が直接取りま
とめできる範囲を前提とし、必ずしもグループとしての網羅性を求める
べきではない。
・ 窓口一本化によるメリットとして、
– 親会社にとって、グループ内のリスクを適切に把握できる
– グループ内で複数の子会社が類似の環境を構築している場合に、確
認・対応の要請を横展開することで未発覚の問題も効率的に解決する
ことが可能になる
を想定していたが、必ずしもそれが有効とは限らないケースも見られた。
・ 法務専門家からは、企業グループ内で事前に行う「合意」に関して、実
際に脆弱性が発見された場合の有効性を検証する必要があるとの意見も
あった。
(2) 窓口の設置先
・ 窓口としては、グループのサポートを行うグループ CSIRT が有力である。
特に、グループ CSIRT が脆弱性情報のハンドリング機能を有する場合、
窓口としての対応は期待できる。
・ グループの構成によっては、グループ全体を統括するセキュリティ部署
やグループを横断的にサポートするシステム子会社に連絡することも考
えられる。
(3) IPA への登録の可否
・ IPA に登録すること自体は「問題ない」とする回答が得られた。グループ
企業は吸収・合併・分割などで変動すること、IPA がそれを詳細に把握す
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るのは極めて難しいことから、IPA にグループ企業リストを登録した場合、
登録者が企業名や構成、連絡先等の登録情報を適宜変更できるようにす
る必要がある。
(4) 情報提供のプロセス
・ 情報提供のプロセスについては、グループ側のニーズに配慮し、複数の
モデルを用意することが望ましいと考えられる。
（プロセスの例）
– IPA からグループ窓口に概要情報を送付、窓口経由で連絡を受けた子
会社が IPA に問い合わせて詳細情報を入手する
– 最初の段階からグループ窓口にも詳細情報を提供する
– 最初から子会社と直接交渉し、その CC をグループ窓口にも提供する
・ 親会社としては、子会社が脆弱性にスムーズに対応できるようサポート
するために、詳細情報も把握したいとの意見が得られた。
(5) その他
・ 親会社が子会社のサイトの脆弱性について把握した場合、子会社側が適
切に対応するよう促す効果も期待されたが、必ずしもそうした反応にな
るとは限らないとの見方もあった。
・ 企業グループとしての登録を促すプロモーションを用意すべきとの意見
もあった。
・ IT への親和性が低い親会社の場合、適切な部署が見つからず、調整に時
間がかかる可能性もある。
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3.4.実効的な方策について
検討結果から、グループ内の合意を前提として、親会社にグループ窓口と
グループ企業リストを IPA に登録してもらうといったやり方で、企業グルー
プに IPA からの連絡窓口を一本化してもらうことは有効であり、可能である
と考えられる。
ただし、グループ側のニーズも多様であり、シンプルな対応ではそうした
ニーズに応えることが難しい。そこで、柔軟かつ効果的に対応できるよう、
さらに詳細な検討を行った上で、ガイドラインを改訂するのが妥当と考えら
れる。
そこで、まず、グループの登録に関する制度化や問題点の洗い出しを目的
として、数件の企業グループ（実際に情報流通が発生した場合の法的問題が
クリアできるケース）を対象に試行する。
試行では、たとえば以下の項目について記録し、本格運用の際に有用な知
見として開示することを想定する。
・グループ内の調整手順
・窓口一本化の範囲（例：子会社/孫会社等）
・グループ窓口の部署（例：グループ CSIRT、IT 子会社、グループ総務等）
・登録情報の管理（於 IPA）
・情報流通のしくみ
情報流通については、関係者を集め、仮想の脆弱性問題を想定して、机上
で試行する形でしくみの妥当性、有効性について検証することが考えられる。
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4.ソフトウエア製品とウェブアプリケーションの境界領
域の問題に関する調査
4.1.概要
(1)論点
現在の情報システムにおいては、ウェブサイトに多く見られるように、ソ
フトウエア製品を組み合わせ、顧客のニーズに合わせてカスタマイズする提
供形態が見られる。このような情報システムに脆弱性が内在する場合、現在
の脆弱性関連情報届出制度で取扱いが難しくなることがある。
具体的には、以下の論点があげられる。
・ ソフトウエア製品とウェブアプリケーションの境界領域において発見
された脆弱性をどのように取り扱うべきか
・ オンラインサービスとして機能を提供するウェブサイトの脆弱性をど
のように取り扱うべきか

システム
(6) サービス
を提供

ソフトウエア
製品
ネットワーク
インフラ提供者

(5) 計算
リソース

ウェブサイト
運営者

(4) システム
を納品
(3) カスタマイズ

ウェブサイト
利用者

(7) ユーザフィードバック
(1)要求仕様

SI事業者

(2) ソフトウエア製品を供給

製品開発者

図 4-1

ソフトウエア製品とウェブアプリケーションの境界領域の問題
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(2)現状認識
SI 事業者による情報システムの提供形態は次の 3 つに大別できる。
①SI 事業者がシステムを構築し、売り切り（保守契約をしない）
②SI 事業者がシステムを構築し、その後の保守・運用も提供
③SI 事業者がシステムを構築し、サービスとして機能を提供
これらの提供形態について、それぞれの SI 事業者のサービス範囲を図 4-2
に示す。
企画

①SI事業者が
システム構築し
売り切り

②SI事業者が
システム構築し
その後の保守・
運用も提供

設計

開発

製造

保守・運用

ウェブサイト運営者
（保守・運用）

SI事業者
ウェブサイト
運営者

SI事業者（保守・運用）
SI事業者

ウェブサイト
運営者

③SI事業者が
システム構築し
サービスとして機
能を提供

ウェブサイト運営者

SI事業者

図 4-2

（保守・運用）

・比較的小規模なサイトのケース
が多い
・構成情報やカスタマイズ情報は
SI事業者からウェブサイト運営
者に引き継がれる

・システムは顧客の資産
・他社開発分を含むシステム統
合を求められることもある
・脆弱性の通知はウェブサイト運
営者経由でSI事業者に入る

・システムはSI事業者の資産
・脆弱性の通知は、SI事業者で
はなく、ウェブサイト運営者に入
る可能性もある

SI 事業者によるシステムの提供形態

以降の節では、上記の提供形態の区分を軸に分析を行う。
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4.2.境界領域で発見される脆弱性の取扱い
(1)主な論点
一般に、その脆弱性がウェブサイトに固有のものか、使用されているソフ
トウエア製品のものかを判別し難いため、発見者は、十分に判別できないま
ま、いずれかと判断して届け出ている。
しかし、現行の制度では、届出を受けた後でウェブサイト脆弱性の取扱い
とソフトウエア脆弱性の取扱いの間での連携が困難なため、製品開発者が脆
弱性を再現できなくなる問題が指摘されている。
a)提供形態①における問題
ソフトウエア製品の脆弱性として通知すると、ガイドライン上、製品開発
者は問題のあるウェブサイトのカスタマイズ情報を得ることができず、脆弱
性を再現できない可能性がある。

①発見

発見者

ソフトウエア
製品

③通知

ウェブサイト
運営者

IPA
④「製品の問題」
との回答

・ソフトウエア製品の
カスタマイズ
・脆弱性分析支援

SI事業者

②届出

⑤「製品の問題」
として連絡

⑦カスタマイズ
の確認
⑥通知

製品開発者

JPCERT/CC

ソフトウエア製品の脆弱性として
扱う案件については、製品開発
者に問題のあるウェブサイトの
情報を渡すことができない

図 4-3

境界領域で発見される脆弱性の取扱い

b)提供形態②における問題
提供形態②の場合、ウェブサイトの構築時に係るカスタマイズや構成上の
情報は適切に管理されているため、大きな問題は起こりにくいと考えられる。
c)提供形態③における問題
提供形態③が普及すると、ウェブサイト運営者のサイトの構成がさらに多
層化・複雑化し、問題の切り分けが今以上に難しくなる可能性がある。
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(2)ヒアリング調査結果
(1)に示した問題を念頭に、SI 事業者に対するヒアリング調査を行った結
果を表 4-1 に示す。
表 4-1

SI 事業者に対するヒアリング調査結果まとめ

SIer

情報システムの提供形態

提供形態①における問題

提供形態③における問題

A社

・ビジネスオーナーでないと影響と投資の
判断に至らない。全体的に様々な利害
関係が発生しうるが、ビジネスオーナー
統制をとりハンドリングすべき。
・ビジネスオーナーにITスキルが不足する
場合は、ITスキルに特化して外部に支援
を求めるべき。ハンドリング全体を外部
に丸投げすると責任の擦り付け合いに
なる。

・業種やシステム規模により顧客の意識は異な
るが、責任範囲でなくても顧客が困っていれば
対応したい。顧客の代行で問題解決にあたる場
合はある。
・原因が構築アプリかプロダクトか迷う場合、サ
ポート契約がないと切り分けは難しい。そのた
めフリーの製品やサポートのない製品は提案に
含めない。

・IaaSやPaaS上の基盤に関する脆弱
性は、基盤上に構築した顧客のア
プリケーションに不具合が出る可能
性があるため、勝手にパッチを当て
られない。
・今後いっそう複雑化して、問題の切
り分けが困難になるのは確実。

B社

・形態①・形態②の違いは保守契約の有
無に依存する。
・顧客に保守費用を細分化して提示し、選
択できるようにしている。
・システムは複雑化しており、自社製品で
ない部分もあるため、原因が解明できな
いケースが出てくる。

・契約のない顧客から調査依頼を受け、エンジニ
アが調査してスポット契約を結ぶことはある。
・他社の製品は、顧客に対応してもらうのが妥当。
ベンダとの交渉を代行したことはある。
・SIerとベンダの間を第三者が仲介する場合、問
題が起きたら誰が責任を持つのか。

・他社のPaaSを使っている場合、複
数のミドルウェアが入っていると、ど
ちらが悪いのか分からなくなる。切
りわけが必要。
・さらに、海外の製品が関わるとより
複雑化する。

C社

・形態①は瑕疵担保契約で閉じている。保
守契約やスポット保守も含め、契約がな
ければ対応できない。
・出荷するシステムの脆弱性検査を行う社
内ルールがある。

・他社製品でもグループ内に該当する保守窓口
がある場合には、対応する。逆に、そうした責任
が持てない製品は扱わない。
・製品保守は顧客が契約するため、製品の脆弱
性情報はSIerでなく顧客に届く。

・SIerが提供するインフラの脆弱性を
ウェブサイト運営者に通知してしま
うと、それを悪用される可能性があ
るのではないか。

D社

・SIerによる情報システムの提供形態によ
り、問題に違いがある。
・Webサイトの開発に内在する問題の方が
Webサイトを構成する製品の問題より多
いのではないか。

・サイトの脆弱性を調査した結果、製品に問題が
あると考えた場合、SIerは製品ベンダと直接や
りとりするほうを望む。
・開発チームは、運用段階には解散してしまうた
め、文書化しないと、システム構成やカスタマイ
ズ、設定等の情報が消散してしまう。

・既存のWebアプリで構築・運用する
事業者は問題の切り分けが難しい
かもしれない。しかし、調査段階で
は社外へ助けを求めない。多層化
すれば、さらにその問題は複雑化
する。

E社

・以前は形態①を多く手がけていたが、現
在は形態③に移っている。顧客がアプリ
ケーション構築を行う際に使えるソフトウ
エアは限定している。

（取り扱っていない）

・顧客は自ら構築したアプリケーショ
ンの脆弱性について自分が管理す
る範囲と捉えておらず、危険性を意
識していない。

この結果を整理すると、以下のようになる。
・ 提供形態②の場合には、SI 事業者は、境界領域で発見された脆弱性の問
題が製品自体にあるか、カスタマイズした部分にあるかを調査し、適切
に対応する。
・ 提供形態①の場合でも、ウェブサイト運営者の要請に対し、何らかの契
約（スポット契約等）に至ることを前提に、調査に応じることはある。
・ 構成に他社製品が含まれている場合、SI 事業者には他社製品の情報収集
や分析が難しいため、ウェブサイト運営者から当該製品開発者に確認し
てもらうことになる。さらに自社であまり扱っていない製品の場合には、
リスクを考慮し対応を断る場合もある。
・ 提供形態③については、関与者が増え、構成も多層化・複雑化する方向
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にあるため、問題の切り分けはさらに難しくなると考えられる。
・ PaaS の場合、顧客側のアプリケーションに不具合が生じる可能性がある
ため、サービスを提供する事業者自身の判断でパッチを適用することが
できないという問題がある。
・ SI 事業者がサービスとして提供しているインフラの脆弱性をウェブサイ
ト運営者に通知してしまうと、それを悪用されるリスクも指摘された。
・ SI 事業者が提供したインフラ上に顧客がアプリケーションを構築した場
合、顧客はそのアプリケーションの脆弱性を自ら管理する範囲と捉えて
おらず、危険性が認識されていない場合が多くあるとの指摘もあった。
(3)改善方策案
この結果を踏まえ、本論点に関する制度面の改善方策案を検討した。
【背景】
ウェブサイトの脆弱性として届けられ、ウェブサイト運営者に確認をす
ると、カスタマイズされたソフトウエア製品の問題であることが判明した。
そこで、ソフトウエア製品の脆弱性に切り替え、JPCERT/CC を通じ製品
開発者に直してもらおうとしても、製品開発者はウェブサイトの情報を通
知されておらず、カスタマイズの内容が掴めないため、脆弱性を再現でき
ない。
【問題】
ソフトウエア製品の脆弱性として切り替えて扱う案件において、ガイド
ライン上、製品開発者に問題のあるウェブサイトの情報を渡すことができ
ない。
【改善方策案】
IPA が問題のあるウェブサイトの運営者に了承を得た上で、当該サイト
に関する情報を、JPCERT/CC を経由して製品開発者に伝える。
【課題】
・ ウェブサイト運営者に製品に関する未公表の脆弱性情報が伝わる。
・ 結果的にウェブサイトの脆弱性であった場合を考慮する必要がある。
この改善方策に沿って、ガイドラインを改訂した案を 5 章に示す。具体的
には、IPA、JPCERT/CC、ウェブサイト運営者が、当該ウェブサイトに関する
情報を製品開発者に提供することを可能にするとともに、製品開発者はその
ような情報提供を要求できること、得られた情報の適切な管理が求められる
ことを示した。
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4.3.今後の検討項目
オンラインサービスとして機能を提供するウェブサイトの場合、サイト側
の修正のみで脆弱性対策が完了するケースが多いと予想されるが、ユーザ側
で何らかの対策が必要となるケースも考えられる。
・ 脆弱性のあるソフトウエア製品がユーザの手元に残るケース
・ 脆弱性の存在が確認されたが修正されない、または修正までに時間を要
するケース
（公表されればユーザが利用について再考できる）

どこのソフトウエアに
修正が必要となるかは
場合による

ユーザの手元で動く
ソフトウエア

ウェブサイトで動く
ソフトウエア

ソフトウエア利用者 兼
ウェブサイト利用者
（サービス利用者）

サービス
を提供

発見

発見者
届出
ウェブサイト運営者
（サービス提供者）

SI事業者

図 4-4

IPA

製品開発者

JPCERT/CC

オンラインサービスとして機能を提供するウェブサイトの脆弱性の
取扱い

オンラインサービスとして機能を提供するウェブサイトに脆弱性があった
場合に、「脆弱性が存在すること（存在したこと）」および「修正を行ったこ
と」について脆弱性情報の公表が必要となるかについて、検討の結果、以下
の事項を整理した。
・ ソフトウエア製品であるか、オンライン・アプリケーションであるかに
係らず、同じ原理原則に基づいて公表の要否を判断すべきである。この
点で、細かに場合分けを行い、対応を多様化することは、運用上適当で
はない上に、状況によってはトラブルを招く可能性もある。
・ SI 事業者からは、「基本方針は『利用者の利益を優先する』べきであり、
そのために有効であれば、公表すべき」との意見が得られた。これは、
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パートナーシップにおける公表の基本的な考え方（不特定多数の利用者
が適用する必要がある対策であれば公表する）と合致するものである。
・ 既に実態として、製品の脆弱性として届け出られたものの、サーバ側の
修正と自動 update で解決されるため、公表の必要性を問われている案件
がある。このケースでは、ソフトウエア製品そのものは各ユーザの手元
にあるが、ソフトウエア製品の利用時に必ずサーバにアクセスするしく
みであり、都度 update するため、ユーザに負担をかけることなく問題を
解消できる。したがって、公表は不要ではないかとの意見がある。
本論点については、具体的な事例が乏しく、抽象的な議論にとどまったこ
とから、次年度以後に引き続きヒアリング等を通じて事例を収集するなど検
討を進め、改善方策の策定を目指すものとする。
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5.ガイドラインの改訂（案）
「脆弱性情報に係る調整手続検討ワーキンググループ」の検討成果、4 章
の検討成果等に基づき、ガイドラインの主な修正点を以下に示す（太字・下
線部が変更点）。また、これらを踏まえたパートナーシップガイドライン改訂
案を別紙 1 に示す。

5.1.脆弱性情報に係る調整不能案件の公表
「脆弱性情報に係る調整手続検討ワーキンググループ」の検討成果に基づ
き、脆弱性情報に係る調整不能案件の公表等に係るガイドラインの改訂項目
を以下に示す（各項目は「脆弱性情報に係る調整不能案件の公表のあり方に
関する調査報告書」より引用。詳細は同報告書を参照のこと）。
(1) 調整不能案件の公表プロセスへの移行
① 一般への情報の公表
-----------------------------------------------------------------Ⅳ．ソフトウエア製品に係る脆弱性関連情報取扱
-----------------------------------------------------------------３．IPA および JPCERT/CC の対応
(1)IPA
「14)IPA および JPCERT/CC の判断に基づく公表」を新たな項目として追記
IPA および JPCERT/CC は、製品開発者と連絡が取れない、脆弱性検証の結果
の報告および対応状況の報告がないなど、公表に向けて製品開発者との合意
を得ることが困難な場合には、付録 11 に定める手続をへて、製品開発者名と
ともに脆弱性情報などを JVN で公表することがあります。
-----------------------------------------------------------------(2)JPCERT/CC
「10) JPCERT/CC および IPA の判断に基づく公表」を新たな項目として追記
JPCERT/CC および IPA は、製品開発者と連絡が取れない、脆弱性検証の結果
の報告および対応状況の報告がないなど、公表に向けて製品開発者との合意
を得ることが困難な場合には、付録 11 に定める手続をへて、製品開発者名と
ともに脆弱性情報などを JVN で公表することがあります。
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② 製品開発者への連絡
-----------------------------------------------------------------Ⅳ．ソフトウエア製品に係る脆弱性関連情報取扱
-----------------------------------------------------------------(2)JPCERT/CC 2) 製品開発者への連絡
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、該当する製品開発者を「連絡不能開発者」と位置づけて公表し、連絡を
呼びかけます（付録８）。それでも連絡がとれない場合には、JPCERT/CC は、
対象製品（製品名及びバージョン）を公表し、広く一般に情報提供を呼びか
けることがあります（付録９）。
これらの呼びかけにも関わらず連絡が取れない場合、JPCERT/CC は、その脆
弱性の再現性確認の状況を考慮して取扱いを終了すること、または、公表に
向けた製品開発者との合意形成が困難であると判断し、製品開発者名ととも
に脆弱性情報などを JVN で公表することがあります。JVN で公表する場合は
付録 11 に定める手続に基づき行います。
-----------------------------------------------------------------付録９ 対象製品情報の公表と関係者へのお願い
連絡期限を追記した段階で、以下の内容を付与する。
なお、yyyy 年 mm 月 dd 日までにご連絡をいただけなかった場合は、製品開発
者と連絡がとれないため調整不能と判断し、「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「Ⅳ.ソフトウエア製品に係る脆弱性関連情
報取扱」および付録 8、9 及び 11 の記載に準じて取り扱います。
-----------------------------------------------------------------③ 一般への情報の公表および製品開発者の対応
-----------------------------------------------------------------Ⅳ．ソフトウエア製品に係る脆弱性関連情報取扱
-----------------------------------------------------------------４．製品開発者の対応
「10)IPA および JPCERT/CC の判断に基づく公表」を新たな項目として追記
IPA および JPCERT/CC は、製品開発者と連絡が取れない、脆弱性検証の結果
の報告および対応状況の報告がないなど、公表に向けて製品開発者との合意
を得ることが困難な場合には、付録 11 に定める手続をへて、製品開発者名と
ともに脆弱性情報などを JVN で公表することがあります。その場合、製品開
発者は、付録 11 に定めるとおり、公表判定委員会に自らの意見を提出したり、
IPA および JPCERT/CC による公表時に自らの意見を併記することができます。
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(2) 調整不能案件の公表プロセス（付録 11（新設））
調整不能に陥った案件について、被害が生じる可能性をできる限り低減す
るために、IPA および JPCERT/CC は、以下の手続きにしたがって、脆弱性情
報を公表することができます。ただし、ここで扱う案件は、 IPA および
JPCERT/CC と製品開発者の間で合意に至らなかったものであることから、脆
弱性を公表しない場合に生じうる被害と、公表により製品開発者等が被りう
る不利益とのバランスに配慮するとともに、社会的影響も思料し、不利益を
被りうる関係者が意見を表明することも可能な、透明性・妥当性のある処理
プロセスを整備します。
1. 判断の主体
IPA は、調整不能案件について、公表する条件を満たしていることを判定
する「公表判定委員会」を組織します。公表判定委員会は、関係者に意見表
明の機会を提供し、その意見を踏まえ、公表が適当か否かを判定します。
2. 製品開発者への連絡
公表判定委員会は、調整不能案件の当事者である製品開発者に対し、当該
脆弱性情報を公表する旨を連絡します。
1) 連絡内容
公表判定委員会が製品開発者に伝える内容は、当該脆弱性情報とその存在
を判断した根拠、経緯、公表予定の文案、意見書の提出先と提出期限です。
2) 連絡方法
公表判定委員会から製品開発者に対し、電子メール等の合理的手段をもっ
て連絡を試みます。連絡は、プライバシーに十分に配慮します。
さらに、製品開発者の連絡先が不明である場合には、付録９の方法を実施
したことをもって、通達努力を果たしたものとみなします。
3. 関係者からの意見聴取
公表判定委員会は、製品開発者をはじめとする関係者からの意見聴取を行
います。意見聴取は、原則として書面による手続きで行います。また、公表
判定委員会は、その裁量によって、関係者から口頭での意見を聴取すること
ができます。
4. 判定
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公表判定委員会は、脆弱性検証結果や当該製品開発者の意見書に基づき、
脆弱性情報の公表に関する判定を行います。取り扱う案件が下記のすべての
条件を満たす場合、IPA および JPCERT/CC で公表することが適当と判定しま
す。
1) 当該案件が調整不能であること
IPA および JPCERT/CC と製品開発者が合意に至ることが社会通念上困難に
なったと判断される場合を「調整不能」と位置づけます。ガイドラインⅣ章 3
節(2) 2)に示した連絡方法をすべて試みても製品開発者と 9 カ月以上連絡が
取れない場合、または、製品開発者と JVN 公表に関する調整を行ったがこれ
以上の調整や議論の余地が残っていない場合、当該案件は調整不能と判断し
ます。
2) 脆弱性が存在すると判断できること
ソフトウエア製品の脆弱性とは、ソフトウエア製品等において、コンピュー
タ不正アクセスやコンピュータウイルス等の攻撃により、その機能や性能を
損なう原因となり得るセキュリティ上の問題箇所です。ソフトウエア製品に
おいて、情報セキュリティの三大要素（機密性、完全性、可用性）の１つ以
上が侵害される可能性があり、その原因となる問題挙動を IPA または
JPCERT/CC が具体的に例示可能であるとき、脆弱性があると判断します。
3) 製品利用者に必要な情報が届かない可能性があること
製品開発者が当該ソフトウエア製品の製品利用者全員に確実に通知するこ
とが困難な場合を対象とします。たとえば、ソフトウエア製品が市販されて
いる場合や、ホームページ等でダウンロード可能である場合はこれに該当し
ます。
4) 公表が適当ではないと判断する理由・事情がないこと
製品開発者の取組みや製品利用者の状況を鑑みて、公表をすることが適当で
はないと判断する明確な理由・事情がある場合には、公表を行いません。
5. 製品開発者への結果の通知
公表判定委員会は、製品開発者に対して、判定の結果を伝えます。これに
対し、製品開発者が意見を有し、その併記を希望する場合には、その意見を
申し出ることができます。
6. 公表
IPA および JPCERT/CC は、 JVN を通して、製品開発者名と当該脆弱性情報
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を公表します。製品開発者から、併記を希望する意見が申し出期間内に提出
された場合、その意見の趣旨および根拠が、脆弱性情報に併記される形で公
表します。

(3) 用語の定義
① 製品利用者の定義
-----------------------------------------------------------------Ⅱ. 用語の定義と前提
-----------------------------------------------------------------「１２．製品利用者」を新たな項目として追記
製品利用者とは、ソフトウエア製品のライセンス許諾（明示的でないケース
を含む）を受けてソフトウエア製品を導入・管理する企業または個人です。
一般に、ソフトウエア製品の脆弱性対策を適用する立場にあります。

5.2.関連ウェブサイトに関する製品開発者との情報交換
製品開発者にウェブサイトに関する情報を渡す場合についての IPA および
JPCERT/CC における対応に関して、新たな項目を追加して示す。
(1) IPA における脆弱性関連情報の取り扱い
-----------------------------------------------------------------Ⅳ．ソフトウエア製品に係る脆弱性関連情報取扱
-----------------------------------------------------------------３．IPA および JPCERT/CC の対応
(1) IPA
5) 脆弱性関連情報の取り扱い
IPA は、脆弱性関連情報に関して、それに関する脆弱性情報が一般に公表
されるまでの間は、発見者・JPCERT/CC・当該製品開発者以外の第三者に提
供しないように適切に管理します。ただし、脆弱性が再現する状況を特定
できない等止むを得ない理由がある場合、IPA は、守秘契約を結んだ上で、
独立行政法人産業技術総合研究所などの外部機関に脆弱性関連情報に関す
る技術的分析を依頼することや、関係者の許諾を得た上で、JPCERT/CC と
連携し、脆弱性の再現に必要な情報を製品開発者に提供することがありま
す。
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(2) JPCERT/CC における脆弱性関連情報の取り扱い
-----------------------------------------------------------------Ⅳ．ソフトウエア製品に係る脆弱性関連情報取扱
-----------------------------------------------------------------３．IPA および JPCERT/CC の対応
(2) JPCERT/CC
5) JPCERT/CC における脆弱性関連情報の取り扱い
JPCERT/CC は、脆弱性情報を一般に公表するまでは、第三者に漏洩しない
ように管理します。ただし、海外製品であり外国企業の日本法人や総代理
店が無い場合、海外に大きな影響を与える脆弱性関連情報の場合、および
脆弱性関連情報の詳細な分析が必要な場合などは、秘密保持契約を締結し
た上で、海外の調整機関または IPA を含む外部機関に連絡や分析を依頼す
ることや、関係者の許諾を得た上で、IPA と連携し、脆弱性の再現に必要
な情報を製品開発者に提供することがあります。
------------------------------------------------------------------

(3) 製品開発者におけるウェブサイト情報の取り扱い
製品開発者にウェブサイトに関する情報を渡す場合について、製品開発者
の対応に関して、新たな項目を追加して示す。
-----------------------------------------------------------------Ⅳ．ソフトウエア製品に係る脆弱性関連情報取扱
-----------------------------------------------------------------４．製品開発者の対応
5) 関連ウェブサイトに関する情報の取扱い
当該ソフトウエア製品がウェブサイトの構成要素であり、製品開発者が当
該脆弱性を再現できない場合、 製品開発者は、届出に関連したウェブサイ
トの情報を JPCERT/CC に求めることができます。製品開発者は、関連ウェ
ブサイトの情報が提供された場合、その情報を第三者に漏洩しないように
適切に管理してください。
------------------------------------------------------------------
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(4) IPA による製品開発者への情報提供
製品開発者にウェブサイトに関する情報を渡す場合について、IPA の対応
に関して、従来の項目に追記する。
-----------------------------------------------------------------Ⅴ．ウェブアプリケーションに係る脆弱性関連情報取扱
-----------------------------------------------------------------３．IPA の対応
8) ソフトウエア製品の脆弱性である場合の対応
IPA は、届け出られた脆弱性関連情報を分析のする過程で、ソフトウエア製
品の脆弱性であることを認識した場合、JPCERT/CC を介して製品開発者に連
絡を行います。この場合、その際、原則としてウェブサイトを特定可能な情
報を提供しないように適切に管理します。ただし脆弱性の再現のため必要な
場合、ウェブサイト運営者の同意が得られれば、当該ウェブサイトに関する
情報を製品開発者に提供することがあります。
------------------------------------------------------------------
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6.今後の課題
以上の検討を踏まえ、今後取り組むべき検討課題について以下に示す。
(1) 企業グループへの情報提供に関する試行
企業グループにおいて、傘下企業のウェブサイトの脆弱性情報の連絡に
関するグループ登録制度のモデルの具体化と問題点の洗い出しを行う目的
で、企業グループ数ケースを対象に、試行する。
(2) ソフトウエア製品とウェブアプリケーションの境界領域の問題
本調査で整理した境界領域における問題点の改善を検討し、パートナー
シップが今後取り組むべき対応方針を明確化する。
例）- ASP/XaaS事業者における脆弱性対策の実態調査
- オンラインサービスとして機能を提供するウェブサイトの脆弱性
の取扱いの検討
(3) ガイドラインの見直し
2004年から改訂を重ねてきたガイドラインは、今一度、読者にとっての
可読性、利便性を向上するべきとの認識から、全体構成を見直し、より理
解しやすい内容に変更することを検討する。
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