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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 2014 年 12 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 10,655 件に達しており、その
拠り所となる経済産業省告示「ソフトウエア等脆弱性取扱基準」
（以下、「告示」
という）も 2014 年 5 月に改正されたところである。
2014 年には、米映画会社へのサイバー攻撃を巡り、米国と北朝鮮の間で国際
問題へと発展した。また、国内では、2020 年の東京オリンピック・パラリンピ
ックの開催により大量のサイバー攻撃が予想されること、攻撃対象が制御シス
テム分野へと広がっていることを背景として、2014 年 11 月、政府のサイバー
セキュリティ戦略の基盤となる「サイバーセキュリティ基本法」が衆議院本会
議で可決成立した。その一方、大手教育出版会社の顧客情報 4,800 万件が流出
する内部不正事案が発生、社会的な動揺を招いた。
このような環境変化を背景として、本年度の「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、告示の改正
や国際標準への対応を睨んだ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、「P ガイドライン」という）の全面的な見直しと概要版（日本
語・英語）の作成を実施した。さらに、制御システムユーザ向け啓発資料の作
成、ウェブサイトの脆弱性の対策促進や取扱終了、脆弱性情報の入手・展開に
関する調査、脆弱性に起因する事件・事故に関する調査などに取り組んだ。
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。
2015 年 3 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。「ソフトウエア等脆弱性情報取扱基準」（平成
26 年経済産業省告示第 110 号（平成 16 年経済産業省告示第 235 号の改正）
、以
下「告示」とする）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 2014 年 12 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 1,952 件、ウェブサ
イトの脆弱性に関するもの 8,703 件の計 10,655 件であった。四半期毎の届出状
況を図 1-1に示す。
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図 1-1

脆弱性関連情報の四半期ごとの届出状況
（活動報告レポート[2014 年第 4 四半期（10 月～12 月）]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届出に関する処理状況を図 1-2 に示す。

図 1-2

ソフトウエア製品の脆弱性関連情報の届出の処理状況
（活動報告レポート[2014 年第 4 四半期（10 月～12 月）]より抜粋）

ソフトウエア製品の脆弱性関連情報の届出 1,952 件のうち、IPA と JPCERT/CC
2

が共同運営する脆弱性対策情報ポータルサイト JVN 1において脆弱性が公表され
ているもの（公表済み）が 952 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 75 件、取扱い中のものが 613 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 272 件、JVN 公
表を行わず製品開発者が個別対応したものが 33 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
（活動報告レポート[2014 年第 4 四半期（10 月～12 月）]より抜粋）

ウェブサイトの脆弱性関連情報の届出 8,703 件のうち、修正が完了したもの
が 5,941 件（うち運用で回避されたもの 28 件、当該ページを削除して対応した
もの 698 件）、IPA による注意喚起で広く対策を促すことにより取扱いを終了し
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 471 件、取扱い中のものが 886 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など調整が滞ったものが 91 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 184 件ある。
1

Japan Vulnerability Notes（https://jvn.jp/）
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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
2014 年 12 月末までに 2,127 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
2014 年 12 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 959 件である。届出受付開始から 2014 年 12 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％であり、301 日以上要しているものは 29%(276 件)を占める。

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
（活動報告レポート[2014 年第 4 四半期（10 月～12 月）]より抜粋）

(2)公表された脆弱性の内容
2014 年第 1 四半期～2014 年第 4 四半期（2014 年 1 月から 2014 年 12 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 140 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 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 39 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 28 件、組込みソフトウエア製品の脆弱性は 16 件、制御システムの脆弱
性は 2 件であった。
(3)海外 CSIRT 等から連絡を受け公表した脆弱性
2014 年 12 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 1,169 件である。このうち、2014 年第 1 四半期～2014 年第 4 四半
期（2014 年 1 月から 2014 年 12 月末まで）に JVN で公表した脆弱性関連情報は
161 件、うち通常の脆弱性情報が 159 件、対応に緊急を要する米国 CERT/CC 3等
2
3

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。
https://www.cert.org/certcc.html
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の Technical Cyber Security Alert が 2 件であった。
(4)製品種類別の内訳
届出受付開始から 2014 年 12 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 1,952 件のうち、不受理分を除いた 1,680 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 37％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～2014 年 12 月末）
（活動報告レポート[2014 年第 4 四半期（10 月～12 月）]より抜粋）

(5)脆弱性の原因別の内訳
届出受付開始から 2014 年 12 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 1,952 件のうち、不受理分を除いた 1,680 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 53％を占
める。

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～2014 年 12 月末）
（活動報告レポート[2014 年第 4 四半期（10 月～12 月）]より抜粋）
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(6)連絡不能開発者の調査
連絡不能開発者との調整を再開するため、連絡不能開発者に関する情報を公
開する取組みを開始している。この連絡不能開発者一覧の公表開始（2011 年 9
月 29 日）から 2014 年 12 月末までに公表した連絡不能開発者の件数は累計 185
件、うち 22 件が調整を再開（その中の 12 件が調整完了）したが、163 件は製
品開発者と連絡がとれない状況にある（図 1-7参照）。

図 1-7 連絡不能開発者一覧の処理状況（公開開始～2014 年 12 月末）
（活動報告レポート[2014 年第 4 四半期（10 月～12 月）]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
2014 年 12 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 5,941 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 1-8に示す。全体の 48％の届出が 30 日以内に、67％の届出が 90 日以内
に修正されている。

図 1-8

ウェブサイトの脆弱性修正に要した日数（届出受付開始～2014 年 12 月末）
（活動報告レポート[2014 年第 4 四半期（10 月～12 月）]より抜粋）
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(2)届出の脆弱性種類別内訳
2014 年 12 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 8,703 件のうち、不受理のものを除いた 8,519 件の種類別内訳を 図
1-9 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」
(56％)、「DNS 情報の設定不備」(16％)、「SQL インジェクション」(11％)の割合
が高く、この３つだけで全体の 83％を占める。

図 1-9

ウェブサイトの脆弱性種類別内訳（届出受付開始～2014 年 12 月末）
（活動報告レポート[2014 年第 4 四半期（10 月～12 月）]より抜粋）

(3)届出の脆弱性影響別内訳
届出のあった脆弱性から想定される影響別内訳を図 1-10 に示す。脆弱性か
ら想定される影響としては、「本物サイト上への偽情報の表示」(54％)、「ドメ
イン情報の挿入」(16％)、「データの改ざん、消去」（11％）の割合が高い。

図 1-10

ウェブサイトの脆弱性影響別内訳（届出受付開始～2014 年 12 月末）
（活動報告レポート[2014 年第 4 四半期（10 月～12 月）]より抜粋）
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(4)取扱の状況
ウェブサイトの脆弱性関連情報のうち、取扱いが長期化（IPA からウェブサ
イト運営者へ脆弱性関連情報を通知してから、90 日以上脆弱性を修正した旨の
報告が無い）しているものに関する経過日数別の件数を図 1-11に示す。経過日
数が 90 日以上である件数は 448 件である。1000 日以上経過している届出脆弱
性の中には、SQL インジェクションなどの比較的危険度の高い脆弱性が含まれ
ており、速やかな対策が望まれる。

図 1-11

取扱いが長期化（90 日以上経過）しているウェブサイトの経過日数
と脆弱性の種類
（活動報告レポート[2014 年第 4 四半期（10 月～12 月）]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 5 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制御システムの利用者における脆弱性対応に関する調査
・ 啓発資料の作成に関する調査
・ ヒアリング調査
②国際標準への対応に関する調査
・ ISO/IEC29147 の分析
・ ヒアリング調査
③ウェブサイトの脆弱性の対策促進や取扱終了、脆弱性情報の入手・展開に
関する調査
・ ウェブサイトの脆弱性に関する長期・不良案件の傾向や特徴等の分析・整
理
・ 脆弱性対策を促す施策やパートナーシップでの取扱い終了の条件の検討
・ 脆弱性情報の入手・展開における課題の整理
④P ガイドラインの改訂等に関する調査
・ P ガイドラインの見直しに関する調査
・ P ガイドラインの概要版の作成に関する調査
⑤脆弱性に起因する事件・事故に関する調査
・ 文献調査
・ ヒアリング調査
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2.制御システムの利用者における脆弱性対応に関する調査

2.1.調査の概要
(1)目的
昨年度の調査を経て IPA では、脅威が高まっている制御システム分野の製品
の脆弱性情報が発見された場合にパートナーシップの枠組みで適切に取り扱う
ことができるように、P ガイドラインの改訂を行った。これによりパートナー
シップでも制御システム分野の製品の脆弱性情報が公表されるケースがより増
えると考えられる。
そこで、本調査は公表された脆弱性情報への対応など制御システムの利用者
（特に中堅企業の利用者）がどのように対応すべきかを解説した啓発資料を策
定した。
(2)方法
啓発資料は、制御システム分野の関係者に対するヒアリング調査をもとに案
を作成し、制御システム業界の専門家 5 名による査読を経てとりまとめ、脆弱
性研究会の承認を得て完成とした。

①ヒアリング調査

②啓発資料「制御システム利用者のための脆弱
性対応ガイド（仮称）」の作成に関する調査

• 有識者、事業者（システムオーナー）
及びその支援を行う運用・保守事業
者を対象としたヒアリング調査

• 啓発資料案の作成
• 制御システム業界の専門家による査読
（合計5名：有識者、制御システムの運用・保守事業者等）

図 2-1

調査手順

ヒ ア リ ン グ 調 査 で は 中 堅 の FA （ Factory Automation ）、 PA （ Process
Automation）等、工場やプラント等における制御システムを中心に、有識者、
事業者（システムオーナー）及びその支援を行う運用・保守事業者を対象とし
たヒアリング調査（20 件）を行った。ヒアリング対象と調査項目は以下の通り
である。
[調査対象］
①制御システム分野の有識者（2 人）
10

②制御システムの事業者（システムオーナー）（12 事業者）
・機械系
- 汎用機械、生産用機械、業務用機械、電気機械、情報通信機械、輸送
用機械等の製造業：5 事業者
・プラント系
- 化学（化学工業、石油製品・石炭製品、プラスチック製品、鉄鋼業等
の製造業）：3 事業者
- ライフライン（電気・ガス・熱供給・水道業）：4 事業者
③制御システムの運用・保守事業者（6 事業者）
［調査項目］
・ セキュリティ攻撃やその被害の実態
・ 現在の脆弱性対応の状況（情報の入手、対応方針等の判断、対策適用）
・ 脆弱性対応に係る課題（例：24 時間・365 日の稼働が求められるためパッ
チ適用が困難）
・ 啓発資料の構成方針・普及方策

2.2.ヒアリング調査
ヒアリング調査の結果について、主な調査項目ごとに整理する。
(1)セキュリティ被害の実態
国内では、制御システムへの不正アクセスはみられないものの、一般的なマ
ルウェア感染による被害は一部の企業で実際に発生している。多くの場合、動
きが遅くなるなどの被害に留まるものの、一部の事例では工場の生産ラインの
停止などに繋がっている。
一方、全体でみると、被害経験のある企業は少数であり、中堅、中小企業で
は多くの場合、セキュリティ被害の経験はない。
ヒアリングでいただいた意見を以下に示す。
（ユーザ企業）
 生産工程にて使用している装置がウイルス感染し、設備が使用できなくなり、
生産が一定期間停止するといったことがあった。（電気機器）
 ウイルス感染からすべての端末が通信エラーになり、生産ラインが半日停止
した。機会損失で換算すると数億円程度の損害。（輸送用機器）
 制御システムで利用している端末へのマルウェア感染により、止まるまでは
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いかないが、動きが遅いというのはあった。USB 経由が多い。（電気機器）
（ベンダ）
 全体で月に数回程度マルウェア感染があり、実害も出ている。
 大きな損害にはつながっておらず、ラインが止まるまではいかないものの、
ウイルス感染は発生している。
 大企業の場合、おおごとになったケースはないものの、マルウェアの感染は
一定程度ある。半分は USB 経由、半分は原因不明。
 過去には、USB 経由のウイルス感染が実際に起こっている。ただし、それで
ラインが止まったなどのことはない。ここ数年はウイルス感染の報告は受け
ていない。
（有識者）
 止まった時にウイルスが原因とわからない。一週間後にウイルスとわかって
も、発表しない。そのまま原因がわからず、消えたものが多いのではないか。

(2)セキュリティ意識
多くの制御システムの利用者はセキュリティに関する問題意識が低い。大手
企業の一部に意識の高い企業が存在するものの、準大手から中堅、中小企業の
多くは意識していないのが現状である。
実際にセキュリティ被害を受けた場合でも、現場の該当箇所での対策のみに
留まるなど、根本的な改善にいたっておらず、全体でのセキュリティ強化や体
制の構築などになかなか結びついていないと考えられる。
ヒアリングでいただいた意見を以下に示す。
（ユーザ企業）
 ウイルス感染による生産の一定期間停止が、以後の対策強化・徹底を行う経
緯となった。（電気機器）
 生産ラインの停止の被害以降、USB ポートのロックなどの対策を進めて、セ
キュリティ対策を強化した。（輸送機器）
 制御システムへの脅威について今まで被害もなく、あまり意識したことはな
かった。（電気、熱供給、鉄鋼、事務機器など）
 経営者としてセキュリティ対策は考えないといけないと認識している。（ガ
ス）
 現場からするとセキュリティ対策を情報システム部にやらされている感じが
あり、危機感はほとんどない。（化学）
（ベンダ）
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 セキュリティは、大手で徐々にやっと機運が高まり始めたところ。中堅はま
だ組織として動けていないのが実状。PLC＋SCADA で使っているような中小も
しくは下流側は、大手の系列を除けば意識していない。
 大手は勉強し始めている段階。準大手がちょっと気にし始めたところであり、
それ以外となると皆無に近い。
 一部の感度が高い顧客もいるが、大半のお客様はまったく考えていないのが
現状。
 ネットから切れてクローズドなシステムであれば、やはり意識が異なる。単
品で使っているような中小のオーナーがセキュリティといわれたとき当事者
意識を持てるかどうか。

(3)脆弱性対応の状況
多くの中小企業は、脆弱性対応含め、セキュリティ対策は行っておらず、ベ
ンダに一任している場合も多い。セキュリティ対策を行っている大手企業や準
大手企業においても、ネットワークに接続しないことを前提にパッチ適用は実
施していないことが多い。パッチを適用する場合は、プラントのメンテナンス
時に、あわせて実施されているケースが多い。
ヒアリングでいただいた意見を以下に示す。
（ユーザ企業）
 制御システムは社内 LAN と基本的には接続していない。更新はほとんどして
おらず、年に 1、2 回のメンテ時にしているかどうか。パッチ等はベンダに一
任。（熱供給）
 OS は Windows で、一定のアプリのみを動かしており、パッチ適用等は実施し
ていない。（鉄鋼）
 脆弱性情報の収集は行っていないが、脆弱性情報などのリスクが発生した場
合はベンダから情報提供を受けられると考えている。（熱供給）
 24 時間稼働であり、年 1 回のメンテ時にシステムチェックはしているが、パ
ッチ適用は不明。（電気）
 パッチをあてると動かなくなる可能性があり、FW を置いて分離しているとい
う前提で実施しない方針。（ガス）
 WAN 内は、情報システムグループが丁寧に監視しており問題はない。ただし、
工場 LAN の中で何が起きているかは監視しておらず、把握していない。（化
学）
 外部と遮断されたイントラネットのため、パッチ適用は実施していない。（輸
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送機器）
 マルチベンダで納入されてくるモノに対してのパッチ適用は難しい。（電気
機器）
（ベンダ）
 対策実施は、止められないということがあるので、顧客のタイミングによる。
長期の保守の中で計画的に実施している顧客もいる。保守で行うバージョン
アップの際に、Windows のパッチ適用を行うことは既に基本として実施して
いる。
 検証済みの最新パッチをあててくださいという情報提供とお願いはしてい
る。

(4)啓発資料の対象
準大手から中堅、中小クラスの企業が現状ではセキュリティ意識が低く、普
及啓発が必要との意見を多くいただいた。現場から推進しても全社的に進める
ことは難しく、現場での対応はその場だけのものに留まることも多い。セキュ
リティ対策を定着させるにはマネジメント組織の設置など全社的な取り組みが
課題とされている。経営層や BCP などを担当している役員に対して普及啓発を
進める必要がある。
ヒアリングでいただいた意見を以下に示す。
（ユーザ企業）
 対象としては、全社の生産管理を横串で統括している部署がよいのではない
か。（事務機器）
 トップ向けが一番はやい。そこがセキュリティをやるといえば進む。この手
の話はボトムアップが難しく、全社の予算決定権があるところに周知がされ
ないといけない。（輸送機器）
 ある程度大きい会社では、IT セキュリティを担当している部署があり、対象
として考えられるのではないか。（電気機器）
（ベンダ）
 中小はまだ考えていないものの、被害にあったとしても、システムが小規模
なため、影響範囲も小さい。まずは一部上場クラスの大手・準大手への啓発
を優先すべきではないか。
 現場から推進しても全社的には広がりにくい。一方、経営側が進めれば全社
的に進む。危機管理担当の役員への啓発が有効ではないか。
 ボトムからは上がっていかない。危機管理担当役員がマネジメントシステム
14

を理解して、数年かけて末端まで浸透させていかないと意味がない。
 セキュリティを考えている人がどこまで担当しているかにもよるが、製造に
責任を持つ人にとってはセキュリティが後回しになりやすいため、工場長よ
りは BCP をみているような人の方が重要か。
 会社のトップの意識を変えないといけない。セキュリティのマネジメントを
している組織がないことも課題であり、保守・エンジニアリング部門ではそ
の場の対応のみで、PDCA が回らない。
 企画提案でも顧客側にセキュリティを評価ができる人が必要。そのような人
を保持する必要がある。
 工場のパソコンの推進担当やネットワーク担当がセキュリティを見るよう言
われている。その人たちがセキュリティを理解できるような資料も必要。
（有識者）
 制御系では、ベンダも含めて完全なヒエラルキーがある。一番上の人がやる
というといわないとそうならない。

(5)啓発資料のメッセージ及び構成
経営層向けに BCP の観点でセキュリティを取り上げることが必要である。ま
た、ユーザ企業にとっては事例が大きく、危機感を持てるような事例を示す必
要がある。
ヒアリングでいただいた意見を以下に示す。
（ユーザ企業）
 先行事例の紹介があると危機意識をもちやすい。（熱供給）
 ラインの停止や人命に影響する例を示せば、現場も危機感を持って取組む。
事業継続に支障を来すイメージを挙げて、その原因が何かを遡っていく方が
わかりやすいのではないか。（化学）
 原因よりは影響。ケースブックのような形が良いのではないか。（事務機器）
 経営者は PLC や制御システムといってもまったくピンとこない。身近な例で
示すしかない。（輸送機器）
 有効な読者としては、事業継続を担当している部署を想定すべきではないか。
多くの企業が BCP について検討済であり、IT-BCP をカバーしているケースも
ある。（化学）
 対策はしていかないといけないとは考えている。ただ、コストをどこまでか
けるは考えないといけない。防御にどれくらいの費用がかかるのかは把握で
きていない。費用対効果がわかるものがほしい。（ガス）
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 自動車のような大きな FA システムを構築している事業者と、スタンドアロン
の設備を PLC で動かしている事業者では状況が異なる。後者の場合、PLC の
制御ソフトへの攻撃の事例を把握していないので PLC への攻撃は対応が難し
い。（電気機器）
（ベンダ）
 対策としては、マネジメントシステムを構築することがベストプラクティス
の一つ。ベストの対策はない。
 計画的にやっていく体制を整えるなどの言及も必要。止めるというのは広い
範囲に影響が出る。パッチ適用がすぐには難しい場合は運用でカバーする。
 トップに対してマネジメントのシステム、もしくはミッションをつくるよう
にいうのがよいのではないか。
 企業のトップ、システム開発担当部門、運用保守部門に対して、それぞれに
対してメッセージを分けて打ち出すのがよいのではないか。 トップへは BCP
の観点、開発担当部署には要求仕様の観点、運用保守部門には運用や被害発
生時の対応など。
 調達要件には「セキュリティ対策せよ」という曖昧な記載ではなく、対策内
容を具体的に記載する必要がある。そうしないと競争入札の場合に安価で不
十分な対策が採用され、ユーザの不利益となる可能性がある。
（有識者）
 BCP として考えてほしい。攻撃側としては部品などの納入先も狙ってくるた
め、サプライチェーンも重要。
 ベンダと連携をとっていかないといけないということを言ってほしい。
 身近に考えさせるような資料。1 日止まるとどうなりますか、という資料が
よいのでは。

(6)啓発資料の普及方策
講演や Web サイトを中心とした普及啓発では中小の事業者にリーチするのは
難しく、ベンダ経由、業界団体経由のルートなど、実際に中小の事業者にもみ
てもらえるような配布方式の検討が必要である。
ヒアリングでいただいた意見を以下に示す。
（ユーザ企業）
 ユーザが何も現象がでていないのに調べたりするというよりは、ベンダから
何か指導やアドバイスという形でないと動かないだろう。ベンダからいわれ
ると考えるかもしれない。（電気）
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 自社の担当に直接届くルールはないが、業界団体を通せば各社に情報は入っ
てくる。（鉄鋼）
 業界団体の広報紙、業界紙で採り上げてもらえば、現場の者に意識してもら
えるのではないか。業界紙は経営者だけではなく、営業も読んでいる。（化学）
 業界団体からのガイドラインやアンケートは、小さい企業になればなるほど、
経営層を通さないと返せない。業界団体からの文書は効果が大きい。（ガス）
 化学業界の情報システム部が集まる MIS 研究会などで説明すればよいのでは
ないか。（化学）
（ベンダ）
 普及策としては、展示会などに紙でおくということが良いのではないか。ネ
ットでみるというイメージではない。
 情報システム、制御システム、DCS/PLC で、担当が違うこともある。制御系
でシステム管理者を設置しているところがどれだけあるかと考えると、ほと
んどないのが現状であり難しい面もある。
 業界団体は考えられるが、業界毎に影響力が異なる。
 自動車のように攻撃の事例がでてくると、検索して自ら Web サイトにもアク
セスするようになる。現実として、自動車と比べると制御系の中小事業者に
は意識にギャップがあるため、ビデオによる普及啓発とあわせるなどの工夫
が必要。
（有識者）
 経営者向けに特別感のある高いセミナーによる普及啓発が必要。
 各業界団体がよい。あまり広い対象の場では、当事者意識が薄くなる。

2.3.啓発資料の作成に関する調査
(1)啓発資料の作成方針
脆弱性対応の前提となるセキュリティ意識が現状では低い事業者が多く、普
及啓発を主目的とした啓発資料を作成する。想定読者は制御システムを運用す
る事業者（ユーザ企業）とし、以下のように想定する。
表 2-1 啓発資料の想定読者

ポジショ
ン

経営者層（特にリスク管理担当役員等）やリスク管理部門を主な
対象として想定。経営者から担当者に指示を出せるように、3 章は
調達担当者や運用担当者向けの具体的な内容を含める。

企業規模

準大手から中堅、中小。
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分野

PA（化学、製鉄など）
、FA（自動車、機械、食品、医薬品など）が
主な対象。

1 章、2 章を経営者・役員、リスク管理担当者向けの内容とし、3 章は調達担
当者や運用担当者向けのセキュリティ対策の入門編とすることで、実際に具体
的な対策の第一歩を始めることができる内容とする。
啓発資料の構成を以下に示す。
1. 制御システムのリスク
• 経営者・役員
• リスク管理
担当者向け

1.1. 制御システムとは
1.2. 制御システムで今、起こっていること
1.3. 制御システムのリスク

2. 制御システムに関して経営者がすべきこと
2.1. 実在する制御システムの被害事例
2.2. 経営層が実施すべきポイント

3. 制御システムのセキュリティ対策のポイント
• 導入及び調達の
担当者
• 運用・管理に携
わる管理者向け

3.1. 制御システムの構成
3.2. 制御システムの特徴
3.3. 制御システムへの脅威と脆弱性
3.4. 脆弱性対応とは
3.5. 設計・開発・導入段階における対策と脆弱性対応
3.6. 運用段階における対策と脆弱性対応
参考資料
参考1. 制御システムのセキュリティに対する取り組み
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. 脆弱性対策情報データベース：JVN iPedia
参考4. 制御システム製品の脆弱性
参考5. CSMS（制御システムに関するサイバー
セキュリティマネジメントシステム）
参考6. 制御システムを標的としたサイバー攻撃
（Stuxnet、Havex）
参考7. 参考URL

図 2-2

啓発資料の構成

(2)啓発資料の位置づけ
啓発資料では、意識の低い事業者への普及啓発を主目的とし、経営者層向け
に、事例を紹介しつつ、経営課題として捉えるべきである制御システムのセキ
ュリティについて啓発する。
3 章は調達担当者や運用担当者向けのセキュリティ対策の入門編とし、セキ
ュリティ対策に取り組む際に最初に検討すべき重要なポイントのみを記載し、
18

より詳細なセキュリティ対策については、他のガイドラインやツールを参照す
るものとした。

少
制御システムに関する専門知識

経営層
•

（情報システム部門）
• IPA 映像コンテンツ
「今 制御システムも狙われている！ －情報セキュリティの必要性－」
（独立行政法人 情報処理推進機構）

調達・設計担当者

現場の運用担当者
多

今回作成した啓発資料

リスク管理担当者

• 「制御システムセキュリティ運用ガイドライン」
（日本電気制御機器工業会（NECA））
• 制御システム向けの簡便なセキュリティ自己評価ツール
「日本版SSAT(Scada Self Assessment Tool)」（JPCERT/CC）
• 「制御システムセキュリティ自己評価ツール(J-CLICS)」
（JPCERT/コーディネーションセンター）

図 2-3

啓発資料の位置づけ
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3.国際標準への対応に関する調査
3.1.調査の概要
(1)目的
昨 年 度 調 査 で は 、 脆 弱 性 の 取 扱 い に 関 す る 国 際 標 準 （ ISO/IEC
29147:2014(Vulnerability disclosure)、ISO/IEC 30111:2013(Vulnerability
handling processes)を指す）について調査を行い、P ガイドラインと大きく不
整合・矛盾が生じる点は見られないことが明らかになった。ただし、ISO/IEC
29147:2014 には、細かいレベルで整合性に留意すべき点がいくつか指摘されて
いる。
製品開発者は、今後、海外の調達案件等において、国際標準への対応が求め
られる可能性がある。そこで、昨年度調査の結果を踏まえ、国際標準への対応
として P ガイドラインに対応するだけでは不十分な点を明らかにし、P ガイド
ラインの付録としてとりまとめた。
(2)方法
昨年度調査の結果を踏まえ、ISO/IEC29147:2014 を分析するとともに、P ガイ
ドラインへの対応では不十分な留意点を抽出した。
検討に際しては、国際標準の関係者、ソフトウエア製品開発者、クラウドサ
ービス事業者のヒアリングを行い、得られた意見を反映した。

3.2.ISO/IEC 29147 の分析
(1)基本的な考え方
① 国際標準の概要
ISO/IEC 29147:2014 はソフトウエア製品に係わる事業者（製品開発者、オン
ラインサービス事業者（(2)②参照）、中間ベンダ（(2)④参照）等を指す。以下、
「ベンダ」という。）の脆弱性に関する社外とのやりとり（外部からの脆弱性に
関する情報の受領、ユーザに対する脆弱性対策のアドバイザリ配布等）を規定
している。一方、ISO/IEC 30111:2013 はベンダの社内での脆弱性取扱いのプロ
セス（脆弱性の検証、脆弱性対策の開発等）の指針を提供する。
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図 3-1

ISO/IEC 29147 と ISO/IEC 30111 の対応
（出所：ISO/IEC 29147:2014 を元に作成）

② 国際標準の意義
今後、我が国のベンダがグローバルな事業展開を図る場合には、これらの国
際標準に対応する必要性が高まる。
 海外の調達案件等において、顧客側から脆弱性対応に関する取組みについ
て説明を要求された場合、ベンダとして国際標準に対応した体制・取組み
を行っていることを説明することで、円滑な理解が得られる。
 自社の脆弱性の取扱ポリシーを公開することで、発見者の協力を得る効果
も期待できる。
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③ 情報セキュリティ早期警戒パートナーシップと国際標準の関係
これらの国際標準は、昨年度調査から、情報セキュリティ早期警戒パートナ
ーシップの取組みと比較して、大きな矛盾や不整合はないことが判明している。
したがって、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、
「P ガイドライン」という。）に沿って脆弱性を取り扱っているベンダが国際標
準に対応することも可能である。
その一方、昨年度調査では、ISO/IEC 29147:2014 への対応について、細かい
レベルで留意すべき事項が指摘されている。
(2)ISO/IEC 29147:2014 について留意すべき事項
昨年度調査を踏まえ、P ガイドラインに対応しているベンダが ISO/IEC
29147:2014 にも対応しようとする場合に留意すべき事項としては、以下の点が
挙げられる。
① オンラインサービス
ISO/IEC 29147:2014 では、「オンラインサービス」を「ハードウエア、ソフ
トウエア、又はその組み合わせによって実装され、通信回線又はネットワーク
経由で提供されるサービス」と定義されている。
オンラインサービス事業者は、ベンダの一員として位置付けており、脆弱性
対応として「オンラインサービスの場合、ベンダは対策を展開し、その事象に
ついて文書化して記録として残す」ことが要求されている。
こうした定義や要求は、P ガイドラインには見られない。
② 脆弱性公開ポリシー
ISO/IEC 29147:2014 では、「ベンダは、脆弱性公開ポリシーにおける責任を
定義する必要がある。ベンダは、彼らの脆弱性公開ポリシーを公表する、既存
の一般的な脆弱性公開ポリシーを指示する必要がある。」とし、脆弱性公開ポリ
シーの策定と公開が求められている。公開については、「ベンダは脆弱性公開ポ
リシーを策定するが、ポリシーが機微な情報を含むこともあるため、公開する
のはその一部だけとしてもよい。」としているが、具体的に何の情報を公開すべ
きかは規定していない。なお、ポリシーに含めるべき最低限の情報は提示され
ている。
これに対し、P ガイドラインでは、ベンダに脆弱性公開ポリシーの策定を求
めていない。
③ 脆弱性の受領
ISO/IEC 29147:2014 では、「ベンダは、自身の脆弱性公開ポリシーの中で規
定した期間以内に、脆弱性の届出に対処する」ことを求めており、「脆弱性届出
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を受領した旨の連絡は、発見者に対し暦で 7 日以内に行うこと」を推奨してい
る。
これに対し、P ガイドラインでは、脆弱性関連情報の届出は発見者から IPA・
JPCERT/CC を介してベンダに届くケースを中心に記載しているため、発見者か
ら直接ベンダに届くケースでの対応について明記していない。
④ 中間ベンダ
ISO/IEC 29147:2014 では、「ベンダからサブシステムを入手し、それを使っ
てシステム又はサービス（又は両方の組み合わせ）をユーザ（又は他の中間ベ
ンダ）に提供する」事業者として、「中間ベンダ」を規定している。つまり、中
間ベンダとは、ユーザと対策を策定するベンダの間に介在するベンダであり、
発覚した脆弱性の位置によって、SIer やリセラーが該当する場合も、組み込み
ベンダが該当する場合もある。
脆弱性の届出を受けた中間ベンダは、
「潜在的な脆弱性に関して自身で判断で
きるか、関連するサブシステムを購入したベンダを巻き込む必要があるか、確
認しなければならない」、「他のベンダの関与を必要とし、そのために回答が遅
れる場合、中間ベンダは発見者及び／又は調整機関にその事実と今後の進め方
について知らせる」といった対応が求められている。
これに対し、P ガイドラインでは、中間ベンダを定義しておらず、中間ベン
ダに求められる対応についても明示していない。

3.3.ヒアリング調査
(1) 国際標準関係者
ISO/IEC 29147:2014 の策定時、国際会議の検討に参加した国内の関係者 2 名
にヒアリング調査を行った結果を以下に示す。
表 3-1 国際標準関係者のコメント
全体

オンラインサ
ービス

 ISO/IEC 29147 は、どちらかというと直接届出が来る場合が前面にでてい
る規格。
 大前提として、認証ではないということも明記すべき。
 オンラインサービスで作られたものが脆弱性を内包しているケースは開
示が必要。
 ISO/IEC 29147 に対応するのであれば脆弱性公表の開示に取り組むよう
記載する。オンラインサービスについてどう取り組むべきかは明確に書
かれていないことを記載すればよい。
 オンラインサービスは AWS などが対象。楽天等のサービスも含めたいイ
メージ。
 単なる「クラウド」ではなく、ネット経由で配信されるもの。
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脆弱性公開ポ
リシー

受領報告

中間ベンダ

 サービスしている事業者も最近「対応しました」と出している。情報発
信しているところもある。
 29147 に準拠するのであれば、ウェブサイトも公表ということになる。た
だ、外部から指摘された場合のみ。
 サンプルとして掲示されているのは製品のみ。ウェブサイトの場合のサ
ンプルはないので、どのような形であれ出せばよいのではないか。ただ、
製品と同様の発信を想定する人がいるかもしれない。
 脆弱性公開ポリシーはいろいろあるが、ISO/IEC 29147 についてはこう書
かれていると説明するべき。
 連絡窓口がどこにあるかは示さないとトラブルになりやすい。
 すべてを公開せよと書いてあるわけではないため、そのように記載する。
 MS や Adobe のポリシーは 29147 の項目を満たしていない。すべて真面目
に準拠すると苦しい場面も考えられる。
 ポリシーの事例をサンプルとして解説して、このような形でも十分と誘
導するのがよいのではないか。
 7 日以内というのは連絡を受け取ったという連絡をするだけ。受領だけと
いうのを明確にすべき。
 7 日は、普通受けたということを返すよね、という流れで入れ込まれた。
受け取ったという受領だけでも可という議論。
 中間ベンダについては脆弱性を見つけた人から考えてみればよい。利用
者の最終製品のところが問い合わせを受ける。最終製品を提供している
が、脆弱性を直せないというのが中間ベンダ。携帯電話機器会社と Google
であれば、携帯電話機器会社が中間ベンダ。
 ベンダにとっては、買ったものであったときは、自分が中間ベンダのポ
ジションになる。
 元々、OEM 等の問題から議論があがってきた。
 中間ベンダ、発見者など、相手によってインタフェースが変わるわけで
はないので、準拠という意味では言及は不要でないか。

(2) ソフトウエア製品開発者
ソフトウエア製品開発者 2 社にヒアリング調査を行った結果を以下に示す。
表 3-2 ソフトウエア製品開発者のコメント
全体

オンラインサ
ービス
脆弱性公開ポ
リシー

 海外事業において、脆弱性情報を提出するように言われており、国際標
準（ISO/IEC 29147 ではない）の話はでてきている。
 当社では、ISO/IEC 29147 対応をという話は出ていない。
 オンラインサービスを見た人がどう捉えるか。
 脆弱性取扱いに関するポリシーは出していない。出すとなれば、外向き
に作る必要がある。
 脆弱性取扱ポリシーを作成するのは難しくはない。用意するとなると 2
～3 ヵ月。元の文案だけであれば 1 週間。
 社内に普及させるのが大変かもしれない。脆弱性対応の部署と経営シス
テム本部の連名でないと、直接関係しない部署は対応してくれないケー
スもある。
 脆弱性公開ポリシーを公開しているところはあるのか。自社の場合、現
24

受領報告

中間ベンダ

時点では公開の予定はないが、今後検討していきたい。
 何に気をつけないといけないか一覧があればわかりやすい。
 受領連絡の「7 日以内」は問題ない。ただ、調査については公表までの
45 日は会社も多く難しい。
 「7 日以内」は現地で対応しないと難しい場合もある。本当に当社かどう
かという話もあり、多少確認に時間がかかる。
 中間ベンダが一番大変かもしれない。現状は問題が発生しても、脆弱性
かどうか区別がつかない。
 他ベンダとの協同作業の場合は、dump を渡して解析する。
 OSS の場合は、JPCERT/CC に仲介を依頼することもある。

(3) クラウドサービス事業者
ISO/IEC 29147:2014 で規定されているオンラインサービス事業者の中でも、
国際標準検討時の関心は「クラウドサービス事業者」にあったとコメントを踏
まえ、クラウドサービス事業者 2 社にヒアリング調査を行った。
表 3-3 クラウドサービス事業者のコメント
全体

オンラインサ
ービス

脆弱性公開ポ
リシー

 委託していたコンテンツ配信事業者のトラブルでは、当社に問題があっ
たわけではないが、かなりの風評被害があった。
 大きな被害が起きた際に、横断的なセキュリティ担当者を設置した。以
前はサービスごとにセキュリティの担当者がいた。
 脆弱性情報を受け付けるメンバーは 3 名。脆弱性情報を受付次第、該当
部署に連絡し、修正を依頼する。修正が完了したら、脆弱性情報の届出
者に連絡する。脆弱性対応を依頼しても修正されない場合、セキュリテ
ィ管理委員会の指揮命令権を発動して強制させることもできる。
 クラウドサービスもホームページもオンラインサービスとして捉えてお
り、どちらも脆弱性の届出を受けつけている。
 定期メンテナンスの報告の中で、脆弱性対応について、識別番号ととも
にお知らせしている。
 クラウドはパッケージと比べると修正するコストが低いため、修正した
ことを告知することが重要。
 オンプレは、メールで時期をずらしながら、顧客に告知している。CVSS
値 7.0 以上など、脆弱性が深刻な場合には届出をさせてもらっている。
 脆弱性情報ハンドリングポリシーを公開済。英語版は未対応。
 官公庁系の顧客に見ていただける点が良かった。
 ポリシーのフォーマットは明確でないので、どう公開するかはあえて詳
しく書いていない。
 米企業の場合、各社のポリシーがまったく異なるが、調整機関が仲介し
なくても、脆弱性情報をスムーズに流通させている。自社のポリシーを
公表し、取引先にも対応させているので、対応が速いのではないか。
 社内外から多くの意見をいただき、来年の 2 月に追記する予定。
例）脆弱性の定義
 ISO/IEC 29147、30111 に取り組む理由は、海外のユーザから説明を求め
られてできなかったという反省にある。国際標準への対応について、海
外からの問合せは少なくない。
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中間ベンダ

 当社では脆弱性報奨金制度を運営している。IPA に届け出があり連絡を
受けた場合、報奨金を報告者に渡すことができない。このため脆弱性に
ついては、できる限り自社でハンドリングする方針。
 脆弱性情報の公開を柔軟にできるため、報奨金制度を自社で運営すると
いう面もある。脆弱性報奨金制度をホスティングする企業の基準に併せ
ると、脆弱性公開ポリシーが柔軟に設定できない。
 発見者に連絡するという点について、適宜伝えるための調整は難しいケ
ースがある。
 脆弱性情報の届出制度は整備しているが、明確な脆弱性公開ポリシーは
作成していない。
 脆弱性情報が報告された場合、受信した旨を 1 営業日以内に返信してい
る。
 お盆、正月などの長期休暇の際は、7 日以内に対応するのが難しいのでは
ないか。
 最初に脆弱性を受け取った場合、自社の脆弱性でなくとも、発見者に報
告しなければならない。そこまで当社でやるべきかという議論もある。
 当社のプラットフォーム上で別のベンダがサービスを提供している場合
がある。この場合、当社に問合せが来るが、中間ベンダに該当するか。
 当社が別のベンダの商材を販売する場合や、当社ソリューションを含む
大規模システムを別のベンダが構築する場合では、当社基準でやるのか、
別のベンダの基準でやるのか調整が難航することが多い。「直してほし
い」
、
「直ったら連絡してほしい」と依頼するにとどまっているのが現状。
 脆弱性は不具合とは別項目として契約書に明記していないと、正しく直
されない。現状では、3 ヵ月経過したら、CSIRT からではなく営業に近い
SE から、状況確認の連絡をしている。
 第三者の審査は大変。セキュアコーディングなどに取り組み、チェック
のためのプロセスを定めているところ。社外に方法を公開し、試験する
ところまで進めたい。
 米クラウド大手では、パートナー向けに検査基準を公開している。リス
クや製品の開発作法、試験のプロセスを定義した上で、準拠を求めてい
る。

(4)まとめ
ヒアリング調査の結果を踏まえ、3.2(2)の文書に加えるべき要素をまとめると、
以下のようになる。
表 3-4 ISO/IEC 29147:2014 についての留意事項に追記すべきポイント
全体

オンラインサ
ービス
脆弱性公開ポ
リシー

 グローバルな事業展開を図るベンダにおいては、脆弱性取扱について国
際標準に対応していることを顧客に説明する必要性が高まっていること
がヒアリング調査から裏付けられた。
 クラウド事業者の場合、顧客の利用環境への影響を考慮し、ソフトウエ
アの更新については事前に周知することが重要である。
 脆弱性公開ポリシーの一部を公開することにより、発見者から直接脆弱
性が届け出られる可能性も高まる。
 届け出られた脆弱性が他のベンダの供給する部品に内包されている場
合、中間ベンダとして対応することになる。届出を受け付けることで、
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そうしたケースにも対応しなければならなくなる。
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中間ベンダ

 「連絡を受け取った」という連絡をするだけであることを明確にすべき。
 お盆、正月などの長期休暇の際は、7 日以内に対応するのが難しい可能性
がある。
 中間ベンダとして他のベンダの商材を扱う場合、それらに自社の脆弱性
対応基準を適用するのは難しく、実際には対応を要請するに留まること
が多い。
 クラウド事業者によっては、パートナー向けに審査基準を公開し、それ
に準拠するよう要請しているケースもある。

ISO/IEC 29147:2014 への対応について、上記のヒアリング調査結果を反映し
た最終的な成果を、「別紙１ 情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガ
イドライン改訂案」の付録４に示す。
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4.ウェブサイトの脆弱性の対策促進や取扱終了、脆弱性情
報の入手・展開に関する調査

4.1.調査の概要
(1)目的
脆弱性に関する届出を受け、IPA がウェブサイト運営者に脆弱性情報を通知
したが、その後ウェブサイト運営者と連絡がとれなかったり、対応がなされな
いウェブサイトの脆弱性が「長期案件・不良案件」として滞留している。
また、脆弱性情報の入手・展開についても判断が求められるケースが指摘さ
れている。そこで、これらの状況を改善する方策等について検討した。
(2)方法
①ウェブサイトの脆弱性に関する長期・不良案件の取扱い
ウェブサイトの脆弱性に関する長期案件（詳細情報を通知後一年以上経過し
た案件）・不良案件（これ以上の進展が見込めない案件）の状況について、IPA
の担当者の説明をもとに傾向や特徴等を分析および整理した。
上記の特徴を踏まえ、当該案件の関係者に対し脆弱性対策を促す施策や、IPA
がパートナーシップでの取扱いを終了するのに妥当な条件について検討した。
②脆弱性情報の入手・展開
・JVN 等で公表済みの脆弱性情報（詳細情報）の入手・展開
・POC として入手した未公表の脆弱性情報（詳細情報）の取扱い
・発見者としての未公表の脆弱性情報（詳細情報）の取扱い
検討結果を脆弱性研究会において審議した上で、その意見を反映する形でと
りまとめた。
また、本検討の結果、P ガイドラインの改訂が必要なケースについては、P
ガイドライン改訂案に反映するとともに脆弱性研究会で審議した。
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4.2.ウェブサイトの脆弱性に関する長期・不良案件の傾向や特徴等
の分析・整理
(1) 現状認識
ウェブサイトの脆弱性に関する IPA の取扱プロセスは以下の手順となる。
①運営者に連絡
②担当者からの返信
③詳細情報を通知して、確認と対応を要請
この後、確認した結果や対応報告がなされれば取扱終了となるが、③の時点
で連絡がつかなくなった場合、IPA としては、以下の手順で接触を試みる。
④電話・メールで確認
⑤連絡がとれない場合は、代表宛に手紙を送付
⑤まで実施しても連絡がとれない、運営者の対応に問題がある、他社製品の
対応待ちである、対応できない、報告や対応を拒否するといった形で、これ以
上の進展が見込めない状態に陥ったケースを「不良案件」と位置付けている。
2014 年 7 月時点で、ウェブサイトの脆弱性に関する取扱中の案件 603 件のう
ち、長期案件、不良案件の件数は以下のようになる。
・長期案件 （詳細情報を通知後一年以上経過した案件） 268 件
・不良案件（これ以上の進展が見込めない案件）
118 件
このうち、不良案件の内訳を表 4-1に示す。
表 4-1 ウェブサイトの脆弱性に関する取扱中の不良案件（2014 年 7 月時点）
カテゴリ

件数

説明

返信なし（手紙送付済）

34

返信なし（手紙を送付できない）

47

1 回は連絡がついたがその
後連絡がとれない

返信なし（手紙未達）

6

一般的なコミュニケーションが難
しい運営者である

5

製品の対応待ち

17

対応できない

3

報告/対応拒否

6

これに対し、P ガイドライン上は「ウェブサイトに掲載された宛先情報をも
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とに電子メールや〒、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。」としており、実際に取扱終了した事例もある。
［取扱終了の事例（2014 年 12 月 8 日時点］
・ 運営者が実施しないとの意思を表明した事例（4 件）
※「会社として対応しない」との内容をメール等で受領したケース
・ 連絡先不明のため終了した事例（49 件）
※「連絡不能」の判断は、下記 3 点を確認した結果で判断
- 届出情報
- 当該ウェブサイト
- Whois
(2) 問題点
不良案件は、いわゆる「塩漬け」の状態で、IPA には何もできず、発見者も
公表できない状況にある。運営者が「法的強制力はないので対応しない」と判
断した場合、IPA がいくら説得を試みてもどうにもならない。これは、対応す
る気がないウェブサイト運営者にとっては有利な状況であり、そのまま放置し
ていてよいのかという指摘もある。
ソフトウエア製品の分野には、発見者が情報非開示依頼の取り下げを求める
ことができる仕組みが導入されているが、ウェブサイトの分野にはそうした仕
組みがない。
なお、影響度が低いとウェブサイト運営者が判断し、IPA も同意した場合は、
取扱いを終了している。この場合、IPA はウェブサイト運営者の正式な見解を
もって「影響範囲小」と判断する 4。しかし、運営者から正式な見解が得られ
ないため、不良案件となるケースもある。
(3) 論点/対応の方向
上記の認識を踏まえ、論点や対応の方向について以下に整理する。
【ウェブサイト運営者に対応の意思はあるが課題があって進まない場合】
ウェブサイト運営者に対応の意思はあるが課題があって進まない場合には、
背中を押すような支援策を提示する。
 費用/人手がない
→ 国/自治体の補助金/助成金を紹介する
 技術力がない
→ 技術力がなくても可能な対応方法を紹介する
たとえば、クロスサイト・スクリプティング(XSS)のような受動的攻撃が可能な場合は影響小と判断で
きるケースもあるが、SQL インジェクションのような能動的攻撃が可能な場合は取扱終了を認めないなど、
必ずしもウェブサイト運営者の判断だけで決定するわけではない。
4

30

 優先度が低い
→
 委託先の対応が悪い →

攻撃件数等を示す資料を送付する
セキュリティ対策に関する契約書/問診表サンプル
を提供する

【ウェブサイト運営者に対応の意思が見られない場合】
①ウェブサイト運営者に連絡がとれない
ウェブサイト運営者に連絡がとれない場合、以下の論点が考えられる。
・ 連絡不能者に対する呼びかけが尽くされているか
ソフトウエア製品分野のように「連絡不能者」という形で呼びかけた場合、
脆弱性の存在が疑われるウェブサイトが特定可能なため、攻撃を誘発しか
ねない点で、同じ取扱いはできないと考えられる。そのため、電話・メー
ル、郵送の手段で、可能な呼びかけは尽くしたと考えられるのではないか。
・ 利用者にリスクを周知すべきと考えれば公表すべきではないか
ウェブサイトの場合、公表されるとすぐに攻撃が可能になるため、安易な
公表は適切ではないのではないか。
②ウェブサイト運営者が自身で「対応しない」と判断した
問題の深刻度によらず「対応しない」と判断した場合、以下の論点が考えら
れる。
・ 取扱終了にした方が、発見者に選択肢を提供できる点、IPA のリソースを
より深刻な問題に注力できる点で意味があるのではないか
取扱終了とすることで、情報非開示依頼がなくなり、発見者が自己責任で
公表することも可能となる点、また、IPA もより深刻度の高い問題を抱え
るウェブサイトへのフォローに注力できるようになる点で得るものが大
きいのではないか。
・ IPA が取扱いを終了することで「知っていたのに黙っていた」というリス
クが生じるのではないか
ウェブサイト運営者が「対応しない」と判断した場合、深刻度の高い問題
であっても IPA が取扱を終了する場合、IPA は結果的に、ウェブサイトの
脆弱性の可能性を把握しながら被害を防げなかったということになりか
ねない。
・ 取扱終了にはせずに、情報非開示依頼の取り下げを認めてはどうか
発見者が公表した場合、ウェブサイトが特定可能なため、攻撃を誘発しか
ねない。一方、発見者は公表することで訴えられるリスクを負うので、情
報非開示依頼そのものが必要ないという見方もある。また、情報非開示依
頼の有効期間はどれくらいが妥当なのかという点も明確ではない。
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③ウェブサイト運営者から影響範囲について正式な見解が得られない
この場合、以下の論点が考えられる。
・ 影響範囲を IPA 側で判断できるか
IPA は、取扱終了とする上での影響範囲に関する合理的な判断基準を持ち
うるか。
・ P ガイドラインの記載内容でそれを読み込めるか
IPA が影響範囲に関する自らの判断で取扱終了を決定することを、現在の
P ガイドラインで読み込むことができるか。
(4) 取扱終了の条件（案）の提案
取扱終了について、現在の P ガイドラインでは以下の通り規定されている。
「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 5) ウ
ェブサイト運営者への連絡」より抜粋
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〒、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
(1)でも示した通り、この記載に則り、取扱いを終了した案件もある。そこで、
あらためて不良案件の取扱いを念頭に、IPA における取扱終了の条件について
検討し、研究会で審議した。
(5)提案の効果
(4)の提案を適用することにより、以下の効果が期待できる。
①発見者に対する選択肢の提供
取扱終了とすることで、IPA から発見者に提示されていた情報非開示依頼が
取り下げられ、発見者が自己責任で公表することも可能となる。
②東京オリンピック・パラリンピックを見据えた IPA のリソース活用の最適化
2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う脅威の増大に備え、
IPA には今まで以上に多様かつ重要な活動が求められる。長期・不良案件の取
扱いを終了させることで、より深刻度な問題のフォローに IPA のリソースを注
力できるようになる。
③長期・不良案件増加の抑制
(4)の提案を適用することにより、2014 年 11 月末時点の不良案件(105 件)の
うち、約 70 件が終了可能となる。さらに、これまでのように長期・不良案件が
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際限なく増加する事態を今後は抑制することが期待できる。
(6) 結論
(4)の条件（案）については、IPA 内の脆弱性取扱いのルールに適用する方向
で、取扱終了の理由について問われたら明確に説明できることを前提として、
研究会にて承認された。
なお、この条件そのものは P ガイドラインには記載しないが、この条件（案）
を IPA 内部で適用することによって発見者の選択肢を増やせるように、P ガイ
ドラインに「IPA は取扱いを終了した場合、非開示依頼を取り下げる」という
趣旨の文面を追記することが妥当である。

4.3.脆弱性情報の入手・展開の検討
(1) JVN 等で公表済みの脆弱性情報（詳細情報）の入手・展開
JVN 等で公表された脆弱性について、SIer が詳細情報を入手しないとユーザ
の対策適用が難しいケースがある。
通常は製品開発者と交渉して情報を収集する。ただし、OSS の場合、コミュ
ニティの方針や状況（例：EOL など）によっては、詳細情報の入手が困難なケ
ースもある。
論点１：OSS で、コミュニティの方針や状況（例：EOL など）によっては、詳
細情報の入手が困難な場合、SIer はどうするべきか
JPCERT/CC は脆弱性情報（詳細情報）を有するが、これを SIer には提供でき
ない。これは、慎重な取扱が求められる当該情報を渡してよい相手か否かを判
断する手段が JPCERT/CC にないこと、情報のオーナーシップが OSS コミュニテ
ィ側にあるためである。
したがって、SIer は原則に則り、該当する OSS コミュニティに打診し情報収
集を図ることが望まれる。ただし、OSS コミュニティによって特徴が多様であ
ることから、OSS の開発モデルを分類して、どのモデルであればどう対応でき
るかを検討する必要がある。特に、コミュニティにメンテナー（ソースをメン
テしている人）がいるかどうかが重要と考えられる。
また、情報セキュリティ早期警戒パートナーシップの体制として、情報提供
を可能にする仕組みを整備する方向についても、検討が望まれる。たとえば、
重要インフラ限定の情報提供（優先提供の具体化）、SIer 専用ポータルの提供、
エンドユーザからの要請に基づく判断等の方向が考えられる。
(2)POC として入手した未公表の脆弱性情報（詳細情報）の取扱い
製品開発者は、POC(Point of Contact)が JPCERT/CC から入手した未公表の脆
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弱性情報（詳細情報）を組織外に提供できない。JPCERT/CC「製品開発者リスト
登録規約」によると、グループ会社の場合、事前に JPCERT/CC に届け出れば、
情報共有は可能である。また、グループ外に委託する場合、委託先リストを
JPCERT/CC に提供し、JPCERT/CC 経由で情報を共有するものとされている。
5.4 「本登録者」からグループ会社及び外部委託先に対する「秘密情報」の
開示について
1．「本登録者」が、グループ会社に対して「秘密情報」を開示する場合は、
秘密保持契約を締結するものとする。
2．「本登録者」がグループ会社に対して「秘密情報」を開示する場合には、
グループ会社に関する以下の項目に該当する情報をリストにして、事前に
｢JPCERT/CC｣に提出するものとする．
• 組織名
• 担当者名
• 担当者の連絡先情報（メールアドレス、電話番号）
3． 「本登録者」が「秘密情報」の取扱いの全部または一部を外部へ委託す
る場合の委託先に対する「秘密情報」の開示を行う場合には、「本登録者」は、
当該外部委託先リストを「JPCERT/CC」に提出し、「JPCERT/CC」を通じて開示
しなければならず、「本登録者」自ら外部委託先に「秘密情報」を開示しては
ならない。「JPCERT/CC」は、外部委託先のリストを受領した場合、「本登録者」
に識別番号を与え、「本登録者」は、外部委託先の担当者に、識別番号を伝え
て「JPCERT/CC」に電話もしくはメールで外部委託先から直接連絡を行うこと
を伝えるものとする。「JPCERT/CC」は外部委託先から連絡を受けた場合、外
部委託先に対し直接連絡を行い、外部委託先は、必要な手続きを経て「秘密
情報」を受領するものとする。
4．「本登録者」からグループ会社に「秘密情報」を開示する場合及び「本登
録者」の提出するリストに従って「JPCERT/CC」が外部委託先に開示する場合
には、「本登録者」の責任において行うこととする。
（出所：「 JPCERT コーディネーションセンター製品開発者リスト登録規約」）
論点２：POC として入手した脆弱性情報を関連する SIer と共有することはでき
ないか
たとえグループ企業であっても、製品開発者としての関係会社ではない場合
（SIer の場合など）、公表前に詳細情報を共有することは適当ではない。
また、JPCERT/CC は脆弱性情報（詳細情報）を有するが、これを SIer には提
供できない。これは、慎重な取扱が求められる当該情報を渡してよい相手か否
かを判断する手段が JPCERT/CC にないこと、情報のオーナーシップが製品開発
者側にあるためである。
(3)発見者としての未公表の脆弱性情報（詳細情報）の取扱い
発見者は、IPA へ脆弱性情報を届け出た場合、情報非開示依頼を受けるため、
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その情報を顧客や関係会社に展開することができなくなる。
対象が OSS ソフトウエアでかつメンテナーのいない EOL である場合、元々の
開発者は脆弱性を公表し、パッチを作成するのではなく、版更新を薦める可能
性がある。しかし、当該 OSS ソフトウエアを組み込んだソフトウエア製品を提
供している事業者にとっては、版更新が難しい場合もあり、詳細情報を得て回
避策を適用する可能性が求められる。
論点３：発見者が脆弱性を届け出ることによって自社のメリットや業務にマイ
ナスの影響を受けることのないように本制度を運用すべきではない
か
発見者が脆弱性届出により自らの業務にマイナスの影響を受けることがない
よう、届出の前に IPA に相談できるようにすることが望まれる。具体的には、
IPA が届出の様式の中で「発見者は、届出による制約が自社のメリットや業務
に影響しうる場合、事前に IPA に相談してください。」と明記し、発見者に届出
前に相談してもらい、必要に応じて関係者への展開も行ってもらう方法が考え
られる。
論点４：メンテナーは既に対応していないがソースコードがある場合、本制度
ではどう扱うべきか
OSS コミュニティによって特徴が多様であることから、OSS の開発モデルを分
類して、どのモデルであればどう対応できるかを検討する必要がある。
また、EOL の案件は届出を受け付けないという考え方もある。

(4) まとめ
検討結果から、論点は以下のように整理できる。
 論点３は、すぐに着手可能
 論点１は、次年度以降、具体的に検討すべき課題
 論点２、４は、将来的な課題
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5.P ガイドラインの改訂等に関する調査

5.1.調査の概要
(1)目的
2014 年に改正された告示の構成に基づき P ガイドラインの構成に関する修正
方針をまとめ、脆弱性研究会の合意を得た上で、P ガイドラインの修正を行っ
た。
付録については、本編に組込むもの、付録として本編に添付するもの、別冊
にするものに分類し構成した。
併せて、様々な立場の読者が P ガイドラインの全体像・概観を容易に把握で
きるようにするため、P ガイドラインのサマリー資料を作成するとともに、関
係者が海外の取引先・調整先等に説明するため、その英語版を作成した。
(2)方法
①P ガイドラインの見直しに関する調査
P ガイドラインは以下の観点で修正を行った。
 論理的に整合性がとれ、意味合いが変わらぬようにする。
 全体的に頁送りや文字サイズ、スペース等見た目を工夫して、読みやすさ
を向上するよう修正を行う。
 付録については、本編に組込むもの、付録として本編に添付するもの、別
冊にするものに分類し構成する。
 2 章～3 章に示した調査研究において必要性が明らかとなったガイドライン
の修正点も、この改訂において反映する。
作成した P ガイドライン改訂案は、研究会関係者 5 名の査読を受け、最終的
に脆弱性研究会において承認を得た。
②P ガイドラインの概要版の作成に関する調査
概要日本語版・概要英語版に関する作成方針をまとめ、脆弱性研究会の合意
を得た上で作成した。
概要日本語版は、脆弱性情報の取扱いに関する全体像、各関係者の行動基準
に関するポイントを集約した。
概要日本語版の記載内容については、(1)の修正との整合をとる必要はあるが、
改正された告示との構成合わせよりも、各関係者がわかりやすく理解できる内
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容を優先した。
概要日本語版は、研究会関係者 5 名の査読を受け、最終的に脆弱性研究会に
おいて承認を得た。
概要英訳版については、ネイティブ相当の英語能力を有する者による原稿チ
ェックを行った。

5.2.P ガイドラインの見直しに関する調査
(1) 見直しの方針
P ガイドラインの見直しは以下の方針で実施した。
[全体]
 改正された告示に基づき、P ガイドラインの構成を改める。
IPA 及び JPCERT/CC に関する記述の構成を、可能な限り告示と同一にする。
 文書構成の把握を助ける説明を冒頭に新設する（以下で登場人物ごとにフロ
ーが書かれている旨を説明）
[ソフトウエア製品]
 告示の構成を踏まえ IPA と JPCERT/CC について異なる節に分ける。
 IPA の対応については、告示と同様の構成とする（通常フロー + 公表判定委
員会フロー）。付録 11 の内容をガイドライン本編中に記載する。
[付録と別冊]
 注釈や参考情報等の本編と常に共に取り扱われるべき情報は付録として、
本編と不可分な補足的記述に限定する。一方、本編とは独立した文書とし
て取扱い可能なものは別冊とする。別冊は、本編の記述を必要最小限にし
て、各文書の活用とメンテナンスを容易にする。
 「法的な論点」に関する付録を整理しひとつにまとめる。
 国際標準に準拠するための留意点について付録を新設する。
 マニュアル／ガイドは別冊化する。
例：付録５、付録６、付録７、付録 10
(2) 修正点
本調査において実施した P ガイドラインの修正点を以下に示す。
I．はじめに
・ 「I．本ガイドラインの位置づけ」を「I．はじめに」に改め、「本ガイド
ラインの想定する読者」を追記。
（理由）想定読者にまず読んで欲しい箇所を示す記述を追加した。
Ⅱ．用語の定義と前提
・ 「６．オープンソースソフトウエア（OSS）」の本文を改訂。
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（理由）OSS の定義について有識者の意見を反映した。
・ 「９．製品開発者」の本文を改訂。
「それが外国の会社である場合には、そのソフトウエア製品の国内での主
たる販売権を有する会社（外国企業の日本法人や総代理店など等）を指し
ます。」の文末を「含みます。」に変更。
（理由）海外製品については、国内法人や代理店ではなく、海外本社へ連
絡するケースがあるため。
Ⅳ．ソフトウエア製品に係る脆弱性関連情報取扱
・ 「１．概要」の「5)」の記載を変更。
「JPCERT/CC と製品開発者は、脆弱性情報の公表に関するスケジュール調
整し決定する」を「JPCERT/CC と製品開発者は、対策方法の作成や海外の
調整機関との調整に要する期間、当該脆弱性情報流出に係わるリスクを考
慮しつつ、脆弱性情報の公表に関するスケジュールを調整し決定する」に
変更。
（理由）原文だと、公表日ありきの誤解を招く可能性があるため。
・ 「３．IPA および JPCERT/CC の対応」を「３．IPA（受付機関）の対応」
と「４．JPCERT/CC（調整機関）の対応」に分離。
（理由）告示の構成に合わせるため。
・ ３．の構成を「(1) 届出と取扱いについて」と「(2) 公表判定委員会」に
分離。
（理由）告示の構成に合わせるため。
・ ３．(1) 2) において、「発見者に届出の受理を連絡した日時が IPA および
JPCERT/CC が脆弱性関連情報の取り扱いを開始した日時となります」を
「発見者に届出の受理を連絡した日が IPA および JPCERT/CC が脆弱性関連
情報の取り扱いを開始した日（受理日）となります」に変更。
（理由）起算日との違いを明確にするため。
・ ３．(1) 12) において、重要インフラ事業者に「化学、クレジット及び石
油」を追加。
（理由）2014 年 5 月に情報セキュリティ対策推進会議が決定した「重要
インフラの情報セキュリティ対策に係る第３次行動計画」を反映。
・ ３．(1) 12) の「なお、優先的な脆弱性情報や対策方法の提供が情報の漏
洩につながると判断される場合は、この限りではありません。」を削除。
（理由）IPA からは優先的な情報提供は行わないため、この一文は不要。
・ ３．(1) 14) について、連絡不能のケースを前提とし、判定後の公表に関
する説明を記載。判定に関する審議プロセスは他の個所に記載。
（理由）告示の構成に合わせるため。
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・ ３．に「(2)連絡不能案件の公表判定について」を新設。公表判定委員会
による審議のプロセスについて、旧付録 11 の内容を、公表の部分を除き、
記載。
（理由）告示の構成に合わせるため。
・ 旧「３．IPA および JPCERT/CC の対応」の(2)を「４．JPCERT/CC（調整機
関）の対応」とする。
（理由）告示の構成に合わせるため。
・ ４．2)の「これらの呼びかけにも関わらず・・・行います。」を削除。
（理由）告示の構成に合わせるため。
・ ４．3)のタイトル「一般への公表日の決定」を「公表日の決定」とする。
（理由）「公表」だけで一般向けの開示であることは理解できるため。
・ ４．3)の「公表日は、JPCERT/CC および IP が脆弱性関連情報の取り扱い
を開始した日時（(1)2）参照）から起算して、45 日後」を「公表日は、
JPCERT/CC が「製品開発者への連絡」（４．2）参照）にて規定された連絡
を最初に試みた日（起算日、２．注釈 1(1) 2）参照）から 45 日後」とす
る。
（理由）IPA・JPCER/CC 内での取扱いに時間がかかると、製品開発者の取
り扱う時間が短くなり、期間内での対応が困難になるため。
・ ４．8) において、重要インフラ事業者に「化学、クレジット及び石油」
を追加。
（理由）2014 年 5 月に情報セキュリティ対策推進会議が決定した「重要
インフラの情報セキュリティ対策に係る第３次行動計画」を反映。
・ ４．10) のタイトル「公表判定委員会の判定に基づく公表」を「公表判定
委員会への判定の要請との判定に基づく公表」に変更。また、これに伴う
JPCERT/CC のプロセスを明記。
（理由）JPCERT/CC は公表判定委員会を開催するとの誤解を避けるため。
・ ５．1)に、「また、窓口の変更があれば速やかに JPCERT/CC に連絡してく
ださい。」を追加。
（理由）2014 年 5 月に情報セキュリティ対策推進会議が決定した「重要
インフラの情報セキュリティ対策に係る第３次行動計画」を反映。
・ ５．3)のタイトル「脆弱性情報の一般への公表日の決定」を「脆弱性情報
の公表日の決定」とする。
（理由）「公表」だけで一般向けの開示であることは理解できるため。
・ ５．3)について、「製品開発者は、自社製品に新たな脆弱性の存在がある
場合、脆弱性情報の一般への公表日について JPCERT/CC と相談してくださ
い。」を「製品開発者は、検証の結果、脆弱性が存在することを確認した
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場合、対策方法の作成や外部機関との調整に要する期間、当該脆弱性情報
流出に係わるリスクを考慮しつつ、脆弱性情報の公表に関するスケジュー
ルについて JPCERT/CC と相談してください。」に変更。
（理由）原文だと、公表日ありきの誤解を招く可能性があるため。
・ ５．3)について、「一般への公表日は、IPA および JPCERT/CC が脆弱性関
連情報の取扱いを開始した日時（(1) 2）参照）から起算して、45 日後を」
を「公表日は、JPCERT/CC が「製品開発者への連絡」（４．2）参照）にて
規定された連絡を最初に試みた日（起算日、２．注釈 1(1) 2）参照）か
ら 45 日後を」に変更。
（理由）IPA・JPCER/CC 内での取扱いに時間がかかると、製品開発者の取
り扱う時間が短くなり、期間内での対応が困難になるため。
・ ５．10)のタイトル「公表判定委員会の判定に基づく公表」を「公表判定
委員会に関する対応」に変更。また、公表判定員会に関するプロセスを明
記し、「公表判定委員会による判定が行われる場合、製品開発者には意見
を表明する機会が与えられます。公表判定委員会による判定のプロセスに
ついては３．(2)を参照してください。」を追加。
（理由）製品開発者にとっての公表判定委員会の位置づけを明確化。
Ｖ．ウェブアプリケーションに係る脆弱性関連情報取扱
・ ２．3)について、脆弱性関連情報の管理および開示の記載を追記・変更。
（理由）ソフトウエア製品の記載に合わせるため。
・ ３．5)で、「取扱いを終了する場合、IPA は、発見者に対する情報非開示
依頼を取り下げます。」を追記。
（理由）取扱終了の際、発見者の選択肢を確保するため。
・ ４．1)について、「ウェブサイト運営者は、通知を受けたら、脆弱性の内
容の検証および脆弱性の及ぼす影響を正確に把握した後、影響の大きさを
考慮し、脆弱性を修正してください。」を「ウェブサイト運営者は、通知
を受けたら、脆弱性の内容を検証し、脆弱性が存在することを確認した場
合には、脆弱性の及ぼす影響を正確に把握し、その大きさを考慮して脆弱
性を修正してください。」に変更。
（理由）脆弱性検証の結果によらず影響分析を行うのは不自然なため。
付録
・ 旧付録１～３を新付録３に集約。
（理由）他の付録との構成上のバランスをとるため。
・ 旧付録４を新付録１に移動、「具体的な説明」を「用語の解説」に変更。
（理由）より汎用な記載とするため。
・ 新付録１「１．ソフトウエア製品」に「（オープンソースソフトウエアの
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・
・
・

・
・
・
・

・

・

・

ように技術情報を統括する企業が一社に定まらないもの、複数の者又は団
体によりその改善が行われるものも含みます）」を追記。
（理由）P ガイドラインにおける OSS の位置づけを明確にするため。
新付録１「３．ワークアラウンド」の文章を差替。
（理由）具体例が乏しいため。
新付録１「４．パッチ」の文章を差替。
（理由）パッチの定義としてよりよくするため。
新付録１「５．ウェブサイト運営者」の文章を差替。
（理由）より一般的に委託元がウェブサイト運営者として扱われることを
明示するため。
新付録１「６．プロトコルの実装に係わる脆弱性」の文章を差替。
（理由）パッチの定義としてよりよくするため。
新付録２「脆弱性情報取扱いのフロー」を追加。
（理由）関係者の作業手順の関係を示すため。
旧付録５、６、７、10 は別冊化する。
（理由）P ガイドライン本編から独立性の高い内容であるため。
旧付録８、９を統合して、新付録４「ソフトウエア製品における連絡不能
案件の取扱いについて」とする。
（理由）他の付録との構成上のバランスをとるため。
新付録５「ソフトウエアの脆弱性の取扱いに関する国際標準への対応」を
追加。
（理由）P ガイドライン対応と国際標準対応の関係を示すため。
新付録６「本ガイドラインの別冊・関連資料一覧」を追加。
（理由）P ガイドラインの別冊（元の付録）や各種関連資料とのリンクを
を示すため。
旧付録 11 を削除。
（理由）告示の構成に合わせて、本編に反映したため。

5.3.P ガイドラインの概要版の作成に関する調査
(1) 想定利用者・用途
P ガイドライン概要日本語版に関する利用者と用途は以下の通りである。
 パートナーシップへの対応を検討している製品開発者の判断に資する材料
として利用
 製品開発者内の担当者が社内や取引先への説明に用いる資料として利用
 脆弱性の届出を検討している発見者がパートナーシップを理解する材料と
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して利用
 脆弱性の連絡を受けたウェブサイト運営者がパートナーシップを理解する
資料として利用
また、P ガイドライン概要英語版に関する利用者と用途は以下の通りである。
 海外における製品・システム調達の要件に対し、製品開発者から提示する
説明資料として利用
 部品を供給している海外の製品開発者に対し、脆弱性対応を求める際の説
明資料として利用
 海外の発見者に向けて国内制度を説明し、届け出を促すための資料として
利用
(2) 結果
P ガイドラインに基づき、日本語版、英語版とも 4 ページの原稿を作成し、
査読者 5 名の査読を受け、そのコメントを適宜反映した。
また、英語版については、ネイティブ相当の英語能力を有する者による原稿
チェックを行った。
策定した概要日本語版、概要英語版を、それぞれ「情報セキュリティ早期警
戒パートナーシップの紹介 - 脆 弱 性 取 扱 プ ロ セ ス の 要 点 解 説 – 」、
「Information Security Early Warning Partnership」に示す。
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6.脆弱性に起因する事件・事故に関する調査

6.1.調査の概要
(1)目的
これまでに作成した各種ガイド等において紹介している事例が古くなったこ
とから、それらを更新するため、脆弱性に起因する情報セキュリティ関連の事
件・事故の情報を収集・整理する。
(2)方法
過去 3 年間の情報セキュリティ関連の事件・事故に関する情報を文献調査等
により 20 件以上収集するとともに、その中から 5 件抽出して、関係者に対する
ヒアリング調査等を行い、その詳細を明らかにし資料として纏めた。対象とす
る事件・事故は、脆弱性が原因である、もしくはその可能性があると見られる
ものとする。過去の調査において作成してきた資料（各種ガイド等）の事件・
事例の修正を行った。
文献調査
過去 3 年間のソフトウエア製品の脆弱性に起因する事件・事故、ウェブ
サイトの脆弱性に起因する事件・事故に関する情報を文献調査等により
20 件以上収集した。
ヒアリング調査
文献調査で収集した事件・事故情報のうち 5 件に対してヒアリング調査
を実施した。ヒアリングでは、問題発生時期、問題発覚時期、事件・事
故の概要（経緯、被害規模、被害額）、原因となった脆弱性、その後の対
策等を中心に確認した。
各種ガイド等の事例の修正
文献調査及びヒアリング調査の情報を基に、各種ガイドへ記載された事
例を修正した。

6.2.文献調査
過去 3 年間に報道された、有名な情報セキュリティ関連の事件・事故に関す
る情報をもとに、ソフトウエア製品の脆弱性に起因する事件・事故を 9 件、ウ
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ェブサイトの脆弱性に起因する事件・事故を 13 件、詳細不明の脆弱性に起因す
る事件・事故を 5 件収集した。

6.3.ヒアリング調査
上記文献調査によって収集された事例のうち、5 件についてウェブサイト管
理者へヒアリング調査を実施した。攻撃者によるログ改竄により、正確な被害
や、原因となった脆弱性が特定できていないケースがあった。

6.4.調査のまとめ
(1)被害の拡大を低減させた対応
脆弱性に起因する事件・事故の被害を受けた事業者へのヒアリング調査より、
事件・事故への対応として適切であり、被害の拡大を低減させたと考えられる
事項を抽出し、表 6-1の通り整理した。

表 6-1 被害を低減させた対応
シーン
被害発覚時

対応
・迅速な対応体制の構築
 事前に緊急対応体制を確認していたため、サイバー攻撃による
被害発生時にも対応体制をすぐに構築することができた
 上長へのエスカレーションをすぐに行ったため、判断や行動を
速やかに行うことができた
・積極的な社外組織との連携
 ステークホルダーへすぐに連絡し、助言をもらった
・適切な情報開示による信頼回復
 報道機関への連絡やプレスリリースにより、個人情報漏えいが
ないことをすぐに公表した
 被害発生後の対策について継続的に公表し、信頼回復に努めた

対応完了後

・社内のセキュリティ意識の向上（事件・事故の予防）
 被害と対策を説明することにより、経営層の情報セキュリティ
への理解が進み、予算が確保された
 セキュリティコストの見直しにより、自社だけではサイト上で
決済機能を運用するのは困難と考え、サイトを一旦閉鎖
 ウェブサーバのセキュリティレベルを引き上げた

その結果、被害が発覚した時点で、速やかな社内体制の構築、外部組織との
積極的な連携、適切な情報公開等により、二次被害（信頼失墜等）の拡大を防
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ぐことに成功している。
また、被害発生後に被害発生経緯の調査と報告を行うことで、社内のセキュ
リティ意識が向上し、より安全なウェブサイトを構築、運営することができる
ようになった事例もある。

(2)脆弱性への対応が不十分となった理由
脆弱性に起因する事件・事故の被害を受けた事業者へのインタビュー結果よ
り、脆弱性への対応が不十分となった要因として、大きく分けて脆弱性情報を
認識していなかったこと、脆弱性により被害が発生しる意識が不足していたこ
とが挙げられていた。この 2 点を基に整理した結果を表 6-2に示す。
表 6-2 脆弱性へ対応できなかった理由の整理

脆弱性へ対応しなかった（できなかった）理由
1．パッチ適用の判断に迷っていた
 ウェブサイトのリニューアル直前であり、今
まで大丈夫だったので、あと少し放置しても
問題ないと考えた
 パッチ適用のため先月まで 1 ヶ月サイトを閉
鎖しており、再開した矢先だったため、再度
閉鎖することが躊躇された
2．脆弱性情報が公開されていることを知らなかった
 有名な脆弱性には対応していたが、JVN を知
らなかったため、プラグインテーマの脆弱性
対応ができていなかった
3.ベンダ（ウェブサイト構築・運営事業者）に任せ
ていた
 脆弱性についてはあまり知らないが、当然対
応していると考えていた

脆弱性
情報

知って
いた

知らな
かった

知らな
かった

リスク
意識

とるべき対
策
リスク意識
（当事者意
識）の向上

不十分

十分

不十分

脆弱性情報
の
収集方法の
工夫
脆弱性の
リスク啓発

脆弱性対応の啓発には、脆弱性情報とリスク意識（当事者意識）の両者を啓
発する必要がある。
脆弱性情報は適切に入手していたものの、自社サイトへのサイバー攻撃発生
可能性を過小評価したためパッチ適用にかかるコスト（時間や費用、機会損失）
が重視され、パッチ適用の判断が遅くなるケースがあった。このようなケース
に対しては、事例等を使い、当事者意識を向上させる必要がある。
また、リスクを低減したいと考えている管理者が、脆弱性情報にリーチでき
ていなかった。小規模なサイトの管理者は外部との情報連携が不足している場
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合が多い。この場合は小規模のサイト管理者へ情報を届ける工夫が必要である。
さらに、管理者が脆弱性のリスクそのものを知らない場合、サイトの運営を
委託した事業者との契約に脆弱性対応が入っていないまま、対応は全て事業者
任せになっているケースがある。脆弱性のリスクそのものを広く啓発する必要
があると言える。
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