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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（以下、
「パートナーシップ」と
いう）は、2004 年 7 月の運用開始以来、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。
また、2014 年 11 月に成立した「サイバーセキュリティ基本法」
（平成 26 年法律第 104
号）では、重要社会基盤事業者（重要インフラ事業者）は、基本理念にのっとり、そのサ
ービスを安定的かつ適切に提供するため、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と
理解を深め、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保に努めることが求められて
いる。
こうした状況を踏まえ、パートナーシップが重要インフラ事業者への優先情報提供を行
う枠組みについて、電力業界を対象として、実現可能な方策について検討した。具体的に
は、有識者や関係者によるワーキンググループを設置して、並行して進められるヒアリン
グ調査の結果を踏まえ、議論を重ねてきた。ワーキンググループ委員の皆様やヒアリング
調査にご協力くださった皆様に心より感謝したい。
さらに、この成果を踏まえ、次年度以降、パートナーシップが電力事業者をはじめとす
る重要インフラ事業者への効果的な優先情報提供を実現することを祈念する。
平成 29 年 2 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
電力事業者への優先情報提供に関する検討ワーキンググループ
主査
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新 誠一

調査の概要
(1)論点
重要インフラ事業者が活用するシステムの脆弱性が IPA に届け出られた場合、通常のハ
ンドリング（製品開発者やウェブサイト運営者への通知）だけでなく、重要インフラ事業
者に優先的に提供することを検討すべきではないか。

(2)背景
重要インフラは国民の生活や経済を支える社会基盤であり、重要インフラを支えるシス
テムに深刻な脆弱性が見つかった場合には、重要インフラ事業者にその問題を伝え、リス
ク低減を促すことが望まれる。

(3)取り組むべき理由
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（以降「P ガイドライン」と
いう）では、重要インフラ等に対し特に影響が大きいと推察される場合を想定し、「政府・
行政機関や重要インフラ事業者に対して優先的に情報提供することがある」と明記してい
るが、優先情報提供の要否の判断基準や運用ルールが定まっていないため、優先情報提供
が行われたことはこれまでない。
本制度において、優先提供すべき深刻な脆弱性に該当すると考えられるものはこれまで
にも存在している。2011-2015 年に JVN 公表したソフトウェア製品（349 件）うち、重要イ
ンフラへ優先情報提供すべきと思われる届出*は 30 件（公表した脆弱性の 9%）ある。
*) OS、ミドルウェア、サーバアプリケーションのいずれかで、かつ、深刻度レベル II～III のもの

表 0-1 ソフトウェア製品届出のうち、JVN 公表された案件
（2011 年～2015 年 9 月末、製品種類、深刻度別）
製品種類
OS
アプリケーション開発・実行環境
アンチウイルスソフト
ウェブアプリケーションソフト
ウェブブラウザ
グループウェア
システム管理ソフト
スマートデバイス向けアプリ
その他
ファイル管理ソフト
プロキシ
メールソフト
ルータ
ワープロソフト
携帯機器
検索システム
周辺機器
情報家電
制御システム
総計
割合

深刻度
II

I
1
4
20
3
2
39
3

2

1
75
21.5%

9
15
2
97
8
5
4
46
15
6
1
6
7
1
1
1
6
1
4
235
67.3%

総計

III
5
6
1
11
1

3

3
6

2
1
39
11.2%

15
25
3
128
8
9
6
85
21
6
1
9
15
1
1
1
8
1
6
349
100.0%

ii

•JVN公表した届出のうち
優先提供すべきと考えられる案件
抽出条件：［深刻度＝Ⅱ，Ⅲ］&
［製品種類＝「OS」，「ミドルウェア」，
「サーバアプリケーション」］
製品種類
OS
アプリケーション開発・実行環境
（ミドルウェア, サーバアプリケーション）
総計

III

II
9

5

総計
14

11

5

16

20

10

30

(4)取組：WG の設置
サイバーセキュリティに対する脅威に対して、多様な主体の連携により、積極的に対応
することを旨とした「サイバーセキュリティ基本法」に鑑みて、パートナーシップは重要
インフラ保護にも貢献すべきであると考えられる。
そこで、IPA に届け出られた脆弱性情報が、重要インフラ等に対し特に影響が大きいと
推察される場合、重要インフラ事業者に優先的に提供できる枠組みを検討する。具体的に
は、脆弱性研究会の下に、電力業界を想定した「電力事業者への優先情報提供に関する検
討ワーキンググループ」
（以下「電力優先情報提供 WG」という。
）を設置し、電力事業者へ
の優先情報提供の実現に向けた検討を実施し、検討結果を報告書としてとりまとめた。
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電力事業者への優先情報提供に関する検討ワーキンググループの検討経緯
■第 1 回会合（2016 年 9 月 28 日）
・目的
・検討課題
・検討方法
・アウトプットのイメージ合わせ
■第 2 回会合（2016 年 10 月 19 日）
・前回の結果概要の確認
・基本方針案に関する審議
・スケジュールについて
■第 3 回会合（2016 年 11 月 10 日）
・前回の結果概要の確認
・一次案に関する審議
・スケジュールについて
■第 4 回会合（2016 年 12 月 26 日）
・前回の結果概要の確認
・二次案に関する審議
・スケジュールについて
■第 5 回会合（2017 年 1 月 24 日）
・前回の結果概要の確認
・報告書（案）の取り纏め
・WG 成果のとりまとめ
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1.背景・目的
1.1.重要インフラにおけるサイバーセキュリティ強化の必要性
2014 年 11 月に成立した「サイバーセキュリティ基本法」
（平成 26 年法律第 104 号）は、
「我が国のサイバーセキュリティに関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共
団体の責務等を明らかにし、並びにサイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセキ
ュリティに関する施策の基本となる事項を定める」(第 1 条)ものである。
同法では、重要社会基盤事業者（重要インフラ事業者）を含む関係者の責務（第 4 条～
第 9 条）とともに、重要インフラ事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進（第
14 条）が明記された。
サイバーセキュリティ基本法における重要インフラ事業者の責務等
第 6 条（重要社会基盤事業者の責務）
重要社会基盤事業者は、基本理念にのっとり、そのサービスを安定的かつ
適切に提供するため、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を
深め、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保に努めるとともに、
国又は地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力
するよう努めるものとする。
第 14 条（重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の
促進）
国は、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティに関し、 基
準の策定、 演習及び訓練、情報の共有その他の自主的な取組の促進その他
の必要な施策を講ずるものとする。
（出所：サイバーセキュリティ基本法（平成 26 年法律第 104 号）
）
重要インフラは国民の生活や経済を支える社会基盤であり、重要インフラを支えるシス
テムに深刻な脆弱性が見つかった場合には、重要インフラ事業者にその問題を伝え、リス
ク低減を促すことが望まれる。
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図 1-1 重要インフラのサイバーセキュリティ対策の全体像
（出所: 経済産業省／総合資源エネルギー調査会／電力・ガス事業分科会／電力基本政策
小委員会(2016 年 7 月 1 日)）
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1.2.情報セキュリティ早期警戒パートナーシップに求められる
役割
サイバーセキュリティに対する脅威に対して、多様な主体の連携により、積極的に対応
することを旨とした「サイバーセキュリティ基本法」に鑑みて、パートナーシップは、
「経
済社会の活力の向上及び持続的発展並びに国民が安全で安心して暮らせる社会の実現を図
る」ための政策である。
したがって、パートナーシップは、
「我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるも
の」に対して、これまで以上に強い姿勢で 脆弱性関連情報の適切な流通および対策の促進
への協力を促すモデルへとシフトし、社会的リスクを低減すべきであり、そのために、パ
ートナーシップは重要インフラ保護にも貢献すべきといえる。
2014 年版告示（平成二十六年五月十四日改正） 1に基づく P ガイドラインでは、重要イ
ンフラ等に対し特に影響が大きいと推察される場合を想定し、「政府・行政機関や重要イン
フラ事業者に対して優先的に情報提供することがある」と明記されている。しかし、優先
情報提供の要否の判断基準や運用ルールが定まっていないため、優先情報提供が行われた
ことはこれまでない。
いくつかの重要インフラ業界では、脆弱性対策の重要性を認識しつつあるが、対応する
スキームの検討は進んでいない。
脆弱性対応の迅速性を高めるのであれば、対策方法がない段階でも情報提供することを
視野に入れる必要があるが、下記に示すとおり現在のガイドラインでは対策方法がない段
階での優先的な情報提供は実施できない。

３．IPA（受付機関）の対応
(1)脆弱性関連情報の届出受付と取扱いについて
12) 優先的な情報提供
IPA は、届出がなされた脆弱性関連情報に関して、JPCERT/CC から政府・行政機関や重要イ
ンフラ事業者等に対して優先的に提供された場合、発見者に対して、その旨を通知します。
重要インフラ事業者には、情報通信、金融、航空、鉄道、電力、ガス、医療、水道、物流、
化学、クレジット及び石油の各事業者が含まれます。

1

ソフトウエア等脆弱性関連情報取扱基準の改正
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/140514kaiseikokuji.pdf
以下、特に明記せずに「告示」と記載する個所は平成二十六年五月十四日改正版を指す。なお、ガイドラ
イン改訂の検討においては平成二十八年度改正案を視野に入れた検討を実施した。

3

４．JPCERT/CC（調整機関）の対応
8) 優先的な情報提供
JPCERT/CC は、届出がなされた脆弱性関連情報に関して、重要インフラ等に対し特に影響
が大きいと推察される場合、IPA および製品開発者と協議の上、脆弱性情報の一般公表よ
り前に、脆弱性情報と対策方法を、政府・行政機関や重要インフラ事業者等に対して優先
的に提供することがあります。この際、発見者に対して、その旨を IPA を通じて通知しま
す。
重要インフラ事業者には、情報通信、金融、航空、鉄道、電力、ガス、医療、水道、物流、
化学、クレジット及び石油の各事業者が含まれます。なお、優先的な脆弱性情報の提供が
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。
（出所：「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」より）
また、パートナーシップにおいて、重要インフラに対して優先提供すべき深刻な脆弱性
が過去になかったわけではない。2011-2015 年に JVN 公表したソフトウェア製品（349 件）
うち、重要インフラへ優先情報提供すべきと思われる届出 2は、30 件（公表した脆弱性の
9%）ある。
そこで、IPA に届け出られた脆弱性情報が重要インフラ等に対し特に影響が大きいと推
察される場合に、重要インフラ事業者に対して優先的に提供できるための枠組みを検討す
る。

1.3.優先提供の実施根拠
脆弱性情報の優先提供は、現告示（平成二十六年五月十四日改正）における以下該当部
分に従い実施するものである。
告示における優先提供実施根拠
調整機関は、対策方法が作成されてからそれが公表されるまでの間であって、当該脆弱
性関連情報が、国民の日常生活に必要不可欠なサービスを提供するための基盤となる設
備に重大な影響を与えるおそれがあると認められる場合、受付機関及び当該製品開発者
と協議をした上で、政府機関や当該脆弱性関連情報によって重大な影響を受ける設備を
用いている事業者等に当該脆弱性関連情報及び対策方法をあらかじめ通知することが
できる。
また、二十八年度、再改正で一部修正および加筆が行われる予定であるが、告示で述べ
られている優先提供の対象となる事業者は以下と特定されている。
再改正案における優先提供実施根拠(平成二十八年度改正案)
2

OS、ミドルウェア、サーバアプリケーションのいずれかで、かつ、深刻度レベル II～III のもの

4

調整機関は、対策方法が作成されてから脆弱性関連公表日までの間であって、国民の日
常生活に必要不可欠なサービスを提供するための基盤となる設備に脆弱性に起因する
重大な影響が及ぶおそれがあると認められるときは、受付機関及び製品開発者と協議を
した上で、政府機関や当該設備を用いる事業者等（脆弱性情報等の適切な管理ができる
者に限る。）に当該脆弱性情報等をあらかじめ通知することができる。

（１）対象となりうる事業者の種別
国民の日常生活に必要不可欠なサービスを提供するための基盤となる設備を有する事業
者。
（２）対象とする事業者の要件 （本年度の改正で加筆される要件）
脆弱性情報等の適切な管理ができる者に限る。

1.4.事業者の選定基準
優先提供の対象となる事業者の選定基準を下記に示す。

(1)対象となりえる事業者の種別
優先提供を検討するにあたり、
「国民の日常生活に必要不可欠なサービスを提供」「基盤
となる設備を有する」の条件を満たす事業者を特定する必要がある。
内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）は、第 3 次行動計画

3

において、重要イン

フラを、『他に代替することが著しく困難なサービスを提供する事業が形成する国民生活
及び社会経済活動の基盤であり、その機能が停止、低下又は利用不可能な状態に陥った場
合に、わが国の国民生活又は社会経済活動に多大なる影響を及ぼすおそれが生じるもの』
と定義し、「重要インフラ分野」として 13 分野

4

を特定し、「重要インフラ事業者」を

重要インフラ分野に属する事業者等及び当該事業者等から構成される団体としている。
NISC の定義するこの重要インフラ事業者と、告示の特定する 1.3(1)の事業者はほぼ同義
であるとみなすことができる。従って、まずこの 13 分野から選定することが妥当であると
考えられる。
なお、NISC の「サイバーセキュリティ基本法」（平成二十六年十一月十二日法律第百四
号）にも、
「重要社会基盤事業者」は、そのサービスを安定的かつ適切に提供するため、サ
イバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、自主的かつ積極的にサイバーセ
キュリティの確保に努める、と記載されている 5。

3

重要インフラ防護に対する考え方
http://www.nisc.go.jp/active/infra/outline.html
4
第３次行動計画では、「重要インフラ分野」として、「情報通信」、「金融」、「航空」、「鉄道」、「電力」、
「ガス」、「政府・行政サービス（地方公共団体を含む）」、「医療」、「水道」、「物流」、「化学」、「クレジッ
ト」及び「石油」の 13 分野を特定。
5
サイバーセキュリティ基本法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO104.html

5

(2)対象となりえる事業者の要件
脆弱性情報等の適切な管理ができるためには、告示における優先提供の趣旨も鑑み、以
下の要件を満たす必要があると考えられる。
① 秘密情報の管理
情報提供された当該事業者の中での秘密情報管理が徹底されること。
② 秘密情報の展開先の管理
当該事業者の基盤への活用を検討するにあたり、第三者（基盤システム構築事業者、
製品開発事業者、セキュリティサービス事業者等）の協力や支援が不可欠であること
が想定されるため、そのようなケースでは、該当する第三者内でも秘密情報管理が徹
底されること。
③ 秘密情報の利用目的の制約
優先提供される目的は、告示の趣旨から、当該事業者の基盤を防護する目的に対して
のみ情報を利用することが徹底されること。

1.5.優先提供可能な事業分野
1.4で示した事業者の選定基準に従い、下記に示す理由から「電力事業者」を優先提供可
能な事業分野として選定した 6。
① 電力事業者は1.4(1)で示した重要インフラ事業者に属している。また、他の全ての重
要インフラ事業との相互依存性が NISC の調査で報告されている 7。
② 電気事業連合会は、2015 年度から電力業界としての脆弱性の取り扱いの検討を他業界
に先行して着手している 8。また、電力 ISAC の設立を来年度に計画しており、その対
象情報に脆弱性情報も含まれている。従って、1.4(2)で示した脆弱性情報等の適切な
管理を課すことが業界として期待できる。
また、脆弱性情報と類似した取り扱いが必要な標的型サイバー攻撃情報の共有を、
2012 年度より IPA と電気事業連合会間の NDA 締結の下で J-CSIP として運用してきて
いる実績もある。
6

2015 年度の脆弱性研究会で、優先提供する事業者として、まず、電力に関する検討を実施し、その結果
を活かして、次年度以降、通信、金融、ガス等、他分野に関する検討をするロードマップを策定し、その
合意がなされた。
7
NISC2008 年度相互依存性解析について ＜電力が他の重要インフラ全分野と相互依存性有り＞
http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/dai21/pdf/21siryou0602.pdf
8
「スマートメーター制度検討会セキュリティ検討ワーキンググループ」報告書
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150710001/20150710001-2.pdf, 2015
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③ 電力業界では、2016 年 5 月に、保安規制に位置づけられる「電力制御システムセキュ
リティガイドライン」を制定しており、その中で、脆弱性に対する対応が規定されて
いる 9。セキュリティパッチを必ずしも適用できない可能性の高い制御システム分野
においては、このガイドラインに記載されている代替策の検討には、公表に先行して
情報を提供することが有効となる。
④ 条件整備等を行った上で、事業者（業界）が優先的に情報提供を受けた場合に、その
情報を活用する準備はある。

1.6.電力業界における取組み 10
あらゆる分野でサイバー攻撃の脅威が高まる中、電力分野においてもサイバーセキュリ
ティ対策の重要性がこれまで以上に高まっている。
電力自由化の進展により、コスト低減のための汎用技術の採用やシステムに接続する事
業者の増加・多様化が見込まれ、
サイバー攻撃のリスクが増大する可能性が高いことから、
電力分野全体のサイバーセキュリティを高める取組が求められている。
これを受けて、2015 年からセキュリティガイドラインの策定、ガイドラインに基づく監
査の実施（スマートメーターシステム）等の下記の施策がなされた。


電力分野のサイバーセキュリティ対策強化に向けて、2016 年 3 月に「スマートメータ
ーシステムセキュリティガイドライン」、同年 5 月に「電力制御システムセキュリティ
ガイドライン」を日本電気技術規格委員会（JESC）が策定。



2016 年 2・3 月、策定中のスマートメーターシステムセキュリティガイドラインに基
づき、各電力会社はスマートメーターシステムのセキュリティ対策に関する内部監査
を実施。

1.7.本調査の目的・概要
パートナーシップが本格稼働してから 10 年以上が経過し、社会環境も変化したことから、
昨年度、パートナーシップに関する様々な問題点とその改善策の検討・提言等を行う「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。
）に
おいて、今後求められるパートナーシップのあり方について検討を実施した。そして、そ
の成果を「新たな情報セキュリティ早期警戒パートナーシップの基本構想」として取り纏
めた。その基本構想にあるパートナーシップ将来像の実現に向けたロードマップに則り、

9

第 6-5 条 重大なぜい弱性に対応するセキュリティパッチがリリースされ、電力制御システム等へのリ
スクがあると判断された場合には、影響度を踏まえて可能な範囲でセキュリティパッチを適用するか、代
替策を適用することが望ましい。
10
出典: 経済産業省／総合資源エネルギー調査会／電力・ガス事業分科会／電力基本政策小委員会(2016
年 7 月 1 日)に基づき作成
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重要インフラ事業者への優先情報提供の実現に向けた検討を実施した。
本調査では、電力分野における優先情報提供に際し、代表的なケースに対するルール・
手続きの案を策定することを目的とし、
「電力事業者への優先情報提供に関する検討ワーキ
ンググループ 」において検討を実施した。また、電力事業者及びパートナーシップに詳し
い有識者、電力システム分野の製品開発者、システム構築事業者、セキュリティベンダを
対象にヒアリング調査を実施した。
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2.電力事業者への優先情報提供に係る検討結果
2.1.検討の概要
本節では、検討の範囲と、検討課題に共通する検討結果について記載する。

2.1.1.検討の範囲
表 2-1に示す 7 つの検討課題について電力優先情報提供 WG での検討とヒアリング調査を
実施した。

表 2-1

#

検討課題の一覧

検討課題

概要

1 優先提供の目的・意義

優先提供に期待される目的・意義を明確にする

2 優先提供すべき情報の
判断基準
3 優先提供すべき情報の
範囲・内容
4 優先提供すべき情報の
タイミング
5 優先情報提供の通知方法

IPA・JPCERT/CC が優先提供する情報の判断基準を検討す
る
優先提供の枠組みで必要とされる情報を交換し、精度を
高めていくための検討をする
優先提供をするタイミングに関して、場合分けを検討す
る
効果的に優先提供を行う通知方法を検討する

6 優先情報提供の通知先

通知の対象範囲について検討する

7 優先情報提供の通知先の
情報管理体制

通知の対象範囲を広げた場合の情報管理体制について検
討する

2.1.2.検討課題に共通する検討結果（1）：主要な情報のやりとり
電力優先情報提供 WG で検討した主要な情報の流れは下図の通りである。
図 2-1において、
片方向の矢印は片方向の情報の流れを、双方向の矢印は双方向の情報の流れをあらわす。
赤枠の五角形に含まれるやりとりが、優先情報提供に該当する。また、以下 3 種類の秘密
保持契約(NDA)を網掛で示す。
 IPA・JPCERT/CC と電力 ISAC の間の NDA (赤網掛)
 電力 ISAC と電力事業者の間の NDA(青網掛)
 電力事業者とシステム構築事業者やセキュリティベンダとの間の NDA(緑網掛)
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発見者

電力優先

現行

ICSCERT
(※)等

IPA

JPCE
RT/C
C

製品開
発者

(電力事業者との
保守契約、NDAを
有する想定)

(1)速報（事実関係）

（対策通知）

確認→判断
→対策適用

セキュリティ
ベンダ

（調整開始）

電力事業
者への優先
情報提供

確認→判断
→対策適用

ユーザ

SIer

or

受付→検証→受理→トリアージ→
通知→調整→公表
（状況に応じた柔軟な対応）

システム
構築事業者

電力事業者(発送電)

(いずれかに
より開始)

脆弱性届出

検証→調整
→対策策定
→公表/通知

情報連携窓口(電力ISACを想定)

IPA・
JPCERT/CC
と電力ISAC
間のNDA

(2)公表前情報

電力ISACと
電力事業者
の間のNDA

電力事業者
とSIerやセ
キュリティベン
ダ間のNDA

公表

図 2-1 優先情報提供における主要な情報のやり取り

2.1.3.検討課題に共通する検討結果（2）：優先情報の前提条件
優先情報とは、発見者により届出がなされた脆弱性情報と、当該製品開発者により提供
された対策方法を指す。発見者により提供される情報に加え、調整機関により情報が付加
された場合はその情報も含む。
次年度に予定される試験的な運用の開始時において、優先される事項は情報提供のタイ
ミングに限定する。製品開発者が作成した対策方法等が公表出来る段階で、脆弱性情報等
を対象として優先提供を実施する。ただし、運用を開始してから見直しすることを前提と
する。制約として、告示で認められた段階での提供となることと、製品開発者が事前提供
に了承した場合のみの提供となることがある。
また、タイミング以外に考えられる優先情報として、
「内容」と「開示範囲」が挙げられ
た。前者は、電力事業者のためだけに付加する（または補完する）情報を指している。後
者は、電力事業者に限り開示をするという必要性や状況を指している。これらの検討は次
年度以降に実施することとした。

2.1.4.検討課題に共通する検討結果（3）：標準的なワークフロー（イメージ）
標準形の検討であり、運用を開始してから見直しすることを前提として、ステークホル
ダー（電力事業者、調整機関、製品開発者、システム構築事業者）間でどのような情報が
どのように流れるかを整理した(図 2-2 11)。

11

詳細は付録 2 に記載する。
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電力優先情報提供において想定される主要ワークフロー(イメージ)
IPA・JPCERT/CC

情報連携窓口
(電力ISACを想定)

調整担当

事務局担
当

電力事業者
セキュリティ
担当部署
(CSIRT)

製品開発者
製品担当

(調整機関と製品開発者の間で調整を実施)

①優先情報の発生を通知

（発電・系統・工務・配電等、
各部門）

①′ポータル照会
ベンダポータル

システム構築事業者

(各社)

①''結果
(①通知に最初から含める運用も考えられる)

②メール通知

各システム
各システム
各システム
所管箇所
所管箇所
所管部署

各システム
各システム
各システム
各システム
担当部署
各システム
担当部署
各システム
担当部署
担当部署
担当部署
担当部署

③メール通知

(連絡が発生しうる)
(複数)

④メール通知
⑤判断

ma
担当窓口

(複数)

当該設計
ma
部門

⑥メール通知

脆弱性の該当
するシステムあり

(複数)

当該製品
ma
開発部署

⑦メール通知

保守契約あり

⑧調査
⑨メール照会

購入品

⑨'回答（保守契約ありの場合）

自社製品・プロトコル

⑩メール照会
⑩'結果

オープンソースソフトウェア

⑪保守契約
があれば購入品と
同様に照会。
その上で判断

⑫回答

⑬回答
⑭回答
（必要に応じてフィードバック）
（必要に応じてフィードバック）

図 2-2 標準的なワークフロー（イメージ）

2.2.優先提供の目的・意義
2.2.1.検討背景
重要インフラは国民の生活や経済を支える社会基盤であり、サービスを安定的かつ適切
に提供するため、サイバーセキュリティの確保が求められる。サイバーセキュリティ基本
法では重要社会基盤事業者の責務として、「重要社会基盤事業者は、基本理念にのっとり、
そのサービスを安定的かつ適切に提供するため、サイバーセキュリティの重要性に関する
関心と理解を深め、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保に努めるとともに、
又は地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力するよう努めるも
のとする。
」とある。
パートナーシップは、
我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがある事態においては、
社会的リスクの低減に努める。たとえば、重要インフラを支えるシステムに深刻な脆弱性
が見つかった場合、パートナーシップは重要インフラ事業者に脆弱性情報等を優先的に提
供することで、社会的リスクの低減への貢献を図ることが考えられる。
図 2-3に優先提供の目的・意義を示す。一つは、深刻な脆弱性情報等の優先提供による
社会的リスクの低減がある。もう一つは、優先提供の結果として重要インフラ事業者によ
11

るサイバーセキュリティの確保が実現されることによる、重要インフラサービスの安定的
かつ適切な提供が挙げられる。

図 2-3 優先提供の目的・意義

2.2.2.ヒアリング結果
優先提供の目的・背景に関するヒアリング結果は以下の通りである。
（電力事業者）
・ 攻撃手順に関する情報があれば、対策の検討を開始できる。代替策、緩和策の情報ま
であるとよりよい。攻撃を検知するための指標がわかるとよい。
・ 図 2-1(1)速報（事実関係）の方が対策を検討できるため(2)公開前情報より望ましい。
情報は基本的には回避策として利用することになる。
・ 対策を行う必要があるのか、行うことができるかどうかの判断が重要であり時間がか
かる。そのため、時間を稼げることはありがたい。また想定される攻撃手順は重要。
（パートナーシップに詳しい有識者）
・ 電力向けに優先提供を始めると、他の重要インフラ事業者での ISAC を作るインセンテ
ィブになるのではないか。ISAC ができると、ユーザとして IPA・JPCERT/CC から情報
を受けることができるようになる。ベンダから不満が出るかもしれないが、ベンダも
ISAC にベンダ枠として参加してもらえばよいのではないか。
・ 原子力発電所に関するような脆弱性情報が発見された場合、JPCERT/CC をはさんで時
間をかけて調整するようなことはありえない。NISC 等に直に情報をあげて対応を検討
する必要がある。
（電力システム分野の製品開発者、システム構築事業者）
・ 同じ情報が様々なルートから提供される可能性があり、現場が混乱する可能性がある。
・ 他のユーザに自社製品に関する脆弱性の存在が伝わると、営業の観点から悪い影響が
予想される。
（セキュリティベンダ）
・ 脆弱性によって想定される事態の情報があることで回避策を取ることができる。
・ 脆弱性が明らかになってから対策手法の確立・適用までの間は攻撃されていないか監
12

視し、しのぐことになる。普段と異なる動きの予兆や検知には、セキュリティ監視だ
けではなく、IT のリソース監視も必要である。セキュリティだけではなくプロセッサ
ーやネットワークの負荷状況等を監視することで危険を早い段階で察知できる。
・ 電力事業者等ユーザー企業から情報が来る場合、多くの場合、
「なぜセキュリティベン
ダなのに知らないのか」という言葉と一緒に渡される。この仕組みの場合、同じよう
なことを言われることが増えるだろう。

2.2.3.検討結果
ヒアリング結果等をもとに優先提供の実施は、電力事業者が対策の判断を早期にできる
こと、何らかの対応をする時間を得られることにより重要インフラの保護に資すると考え
られる。

2.3.優先提供すべき情報の判断基準
2.3.1.検討背景
脆弱性情報の優先提供を実施するにあたり、優先提供すべき情報の判断基準を整理する
必要があると考えられる。
昨年度のヒアリング調査では、判断基準等に関して下記のような意見があった。
【判断基準に関する論点】


電力事業者側としては、 IPA・JPCERT/CC 側で、事前に内容を精査して、厳選して、
かつ対応策を付けて提供して欲しい



IPA・JPCERT/CC は重要インフラのシステムの構成や役割まで把握しきれないので、社
会的影響を評価できない

・ IPA・JPCERT/CC が重要インフラの停止を求めた場合の責任の所在
【参考意見】


事前対応する脆弱性の基準が必要である。



緊急度合や影響範囲はユーザ側しかわからないのではないか。



対策できない情報を提供されても困る。情報提供内容を事前に精査してもらう必要が
ある。



対策なしの情報では何もできず、回避策がないと混乱を招くだけの可能性がある。



優先提供される情報の情報量が少なかったり、CVSS 値(脆弱性の深刻度を 0.0～10.0
の点数で評価)の低い情報が流れたりすると、それを裁くだけで労力がかかる。



情報が有効かを判断しワークアラウンドを検討するリードタイムがあるため、提供情
報の数が多いと埋没する可能性がある。
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2.3.2.ヒアリング結果
優先提供すべき情報の判断基準に関するヒアリング結果は以下の通りである。
（電力事業者）
・ 技術的なキーワードを書いてあるだけでは網羅性がなく、その情報のみで提供される
情報が十分か判断できない。また、個別の情報を見て判断するのも現実的ではない。
フィルタをかけるのもマンパワーがかかるのではないか。
・ JPCERT/CC で電力事業に関する脆弱性をフィルタリングできるならば電力事業者とし
ても自社でフィルタリングをかける必要がないので助かるが、中途半端にフィルタが
かかって重要な情報が流れないことは問題がある。
・ 仮に脆弱性情報が優先提供されなかった場合、なぜ提供しなかったのかと確認を取る
ことはないと考える。JPCERT/CC の判断で優先提供する脆弱性情報を決めてもよいの
ではないか。
・ メーカー名が記載されている等、適切な判断基準を持ち、維持管理できるならば優先
提供する情報の範囲を限定してもよいのではないか。
（パートナーシップに詳しい有識者）
・ IPA・JPCERT/CC が届けられた脆弱性情報に対してフィルタリングを実施すると、IPA・
JPCERT/CC の責任問題になる可能性がある。JPCERT/CC が全てを抱え込んで調整するの
は現実的に難しいのではないか。
・ 電力に関しては脆弱性情報が届いた場合、
（現在設立を進めている）電力 ISAC で検討
するよう依頼すればよいのではないか。その間、パートナーシップ制度では非公開に
しておき、電力 ISAC 側での対応が決まれば公表すればよいのではないか。
・ パートナーシップ制度の検討当初は、重要インフラのコントローラ部分まで検討でき
ていなかった。制御システムの停止判断は電力事業者にしかできないのではないか。
・ 脆弱性の影響度に優先順位をつけて、ハンドリングの方針を検討したほうがよい。
（電力システム分野の製品開発者、システム構築事業者）
・ IoT 技術も進んでいるので情報を絞ることは難しい。
JPCERT/CC と双方向に参照し合う
仕組みがよいのではないか。
・ （優先情報提供の対象とするシステムについて）遠隔で利用するシステムや、敷地内
でのみ利用するシステム等に限定したほうがよいのではないか。

2.3.3.検討結果
優先提供すべき情報の判断基準は、電力優先情報提供の試験運用を開始するために、調
整機関において、フィルタ（ソフトウェアの種類による選別）を実施することとした。
また、初期設定として、IPA・JPCERT/CC が基準を決めて、その後電力事業者と定期的に
会合を開催し見直しを行っていくこととし、以下の①～③を運用の初期設定とする。
①制御システム向けソフトウェア製品等で、その製品開発者が「WG 委員と協議した制御シ
14

ステム向け製品開発者一覧」に含まれ、対象範囲に含まれると IPA・JPCERT/CC で判断され
る場合
②プロトコル、汎用的な IT 製品で、対象範囲に含まれると IPA・JPCERT/CC で判断される
場合
③発送電に関するシステム構成図に含まれるソフトウェア製品：①②に関する情報連携窓
口(電力 ISAC を想定)からのフィードバックにより更新される。
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2.4.優先提供すべき情報の範囲
2.4.1.検討背景
脆弱性情報の優先提供を検討するにあたり、その対象範囲を検討する必要がある。
優先提供すべき情報の範囲としては提供側と電力事業者側で事前に調整する方法が考え
られる。

2.4.2.告示における規定
優先提供の範囲に関する告示における規定は以下のとおり、「国民の日常生活に必要不
可欠なサービスを提供するための基盤となる設備」である。
再改正案における優先提供実施根拠(平成二十八年度改正案)
調整機関は、対策方法が作成されてから脆弱性関連公表日までの間であって、国民の日
常生活に必要不可欠なサービスを提供するための基盤となる設備に脆弱性に起因する
重大な影響が及ぶおそれがあると認められるときは、受付機関及び製品開発者と協議を
した上で、政府機関や当該設備を用いる事業者等（脆弱性情報等の適切な管理ができる
者に限る。）に当該脆弱性情報等をあらかじめ通知することができる

2.4.3.検討結果
電力業界では、2016 年に、保安規制に位置づけられる「電力制御システムセキュリティ
ガイドライン」を制定し公表しておりガイドラインで想定されるシステムを対象とするこ
とが妥当と考えられる。またスマートメーターシステムも同様の理由で対象とする。
電力業界関係者と調整した結果、優先情報提供は、WG 内部で共有した発送電に関するシ
ステム構成図 12に含まれ、電力の安定供給に必須と考えられるソフトウェア製品等 13の脆
弱性を対象とする。
試験運用を開始する時点での適用範囲は、発送電に関するシステムの構成図に対して定
義する。IPA・JPCERT/CC は運用を進めていく中で、構成図に含まれうるソフトウェア製品
の集合を具体化することとした。

12

国民の日常生活に必要不可欠なサービスを提供するための基盤となる設備に該当するという位置付けと
した。図 2-4の赤枠内の一般的な構成図。本 WG では、優先情報提供について省令に沿った形での検討を
当初実施していたため、電力制御システムセキュリティガイドラインとスマートメーターセキュリティガ
イドラインをより所としてシステムを例示した。WG での議論を経て、電力事業者の電力供給に関与する
情報システムも明示した。結果として、下図赤枠に含まれる発送電に関するシステムのうち、電力の安定
供給に必須と考えられるソフトウェア製品の脆弱性を対象とした。原子力発電所に関しては、厳重な国内
外の基準に従った管理がなされている範囲のため、本検討の範囲を少し越えると考えられたため、今回は
対象から外すこととした。
13
ソフトウエア又はそれを組み込んだハードウエアであって、 汎用性を有する製品をいう。
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火力・水力等発電
・発電所監視制御システム
・及びこれらにアクセス可能な電力
制御ネットワークに属する端末・制御装
置
・ダム管理システム

電力の安定供給に関与する情報システム（例）
・電力保安用通信ネットワーク監視制御システム
・需給予測、需給スケジュール作成
・変電所設計支援システム、等
電力事業者の保有する情報システム
送配電
・需給制御システム
・系統制御システム
・変電所等システム
・配電自動化システム
・給電上の指令およびそれに関す
る情報を送受信しているシステム

[現時点では除外]
原子力発電
・情報表示・伝送システム等
・安全パラメータ表示システム
（SPDS）
・原子力データ伝送システム
・ディジタル安全保護系のソフトウェア
・原子炉施設及び特定核燃料物質の
防護のために必要な設備又は装置の
操作に係る情報システム
(JEAG4627,4609、核燃料物質の
使用等に関する規則より)

スマートメーターシステム(次頁)
- MDMS
- HES
- スマートメーター

図 2-4 対象範囲と想定するシステム 14

2.5.優先提供すべき情報の内容、タイミング
2.5.1.検討背景
脆弱性情報の優先提供を検討するにあたり、その内容、タイミングを検討する必要があ
る。
優先提供すべき情報の内容としては、脆弱性情報に加え対策や回避策が必要となる可能
性がある。
優先提供すべき情報のタイミングに関しては、優先提供する情報の内容と密接に関係し
ていると考えられる（例えば、なるべく早い時期に提供（対策として使用を停止する） / 何
らかの対策が整った時期に提供（対策をすぐに実施できる）等）
。また、優先提供するタイ
ミングに影響することが想定される時間の種類としては下記のものが考えられる。

【優先提供するタイミングに影響することが想定される時間】
・ システムにおける発現条件等の情報が整うまでに要する時間
・ パッチを当てるまでの回避策や攻撃を検知する方法が提供されるまでの時間
・ パッチが出るまでの時間
・ 対象の脆弱性を利用した攻撃手法等がインターネットに現れるまでの時間
・ 脆弱性によるリスクを判断する時間
・ 提供された情報が関連するかどうかの確認にかかる時間

14

出典: 電力制御システムセキュリティガイドライン（各専門部会、対象システムの例、等）日本電気協
会、及び「電力供給の仕組み」
、資源エネルギー庁 HP
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/electricity_liberalization
/supply/等より作成

17

優先提供の範囲・内容・タイミングに関して、昨年度のヒアリング調査では下記のよう
な意見があった。
【優先提供すべき情報の範囲・内容について】
・ 事業者に伝えるよりも前に、セキュリティベンダに提供して仮想パッチの作成を依頼
するとよいのではないか。
・ 優先情報提供の中に、セキュリティベンダを巻き込んではどうか。
【優先提供すべき情報のタイミングについて】
・ パッチがいつ頃出るか等の情報がセットで提供されれば、パッチ適用範囲を決定する
等の準備ができる。
・ 3 か月後にパッチが出るのであれば、公表されるまでの回避策や検知のための情報が
提供されると助かる。
・ 事業者からすると脆弱性のリスクを知りたい。リスクの度合いにより事業計画に影響
が出る。
・ 重要インフラ事業者へ通知される情報が、あるプロトコルに脆弱性が、というレベル
の情報だと、使っているかどうか確認のためにコストがかかる。
・ 複数製品がシステムとして機能する場合や複数の動作条件がそろった際に脆弱性が発
生する可能性がある。そのような情報を提供されると助かる。
・ パッチが公表されてもすぐに適用することは難しい。公表から適用までは 3・4 か月か
かることがある。時間がかかるため、暫定的な回避策を検討している

2.5.2.ヒアリング結果
優先提供の範囲、内容、タイミングに関するヒアリング結果は以下の通りである。
（電力事業者）
・ ⑤想定される攻撃手順で、実際に発生している攻撃や進入ルート等の情報が提供され
た場合、攻撃を監視し、検知することが可能である。監視の際に参考になる情報があ
るとよい。
・ 回避策には、IPA・JPCERT/CC が考える一般的な回避策と、現場が検討し現実的に実施
可能な回避策がある。適用可能であれば IPA 等からの情報を参考にする。
（パートナーシップに詳しい有識者）
・ 速報を出す段階について、製品開発者に伝える前に電力側に伝えたほうがよいのでは
ないか。
（電力システム分野の製品開発者、システム構築事業者）
・ プラントに対して脆弱性対応を行う場合、脆弱性対応の必要性を論理的に説明する必
要がある。そのため、単なる脆弱性情報だけではなく、脅威と、その起こる可能性の
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情報があるとよい。
・ 製品開発者との調整に時間がかかるのではないか。リスクを考慮すると調整せずに早
く提供することが必要になるケースもあるのではないか。
（セキュリティベンダ）
・ 当社では速報ベースの情報提供を既に行っているが、ユーザからはもらった脆弱性情
報の影響範囲がわからないという声を頂く。
・ ISAC に流れた情報に関して、
「ISAC から情報が来たが対応できるか？」とユーザ企業
から問い合わせを受けることがあるが、その時点で既にセキュリティベンダ側で把握
していることが多い。

2.5.3.検討結果
調整機関から、電力業界の窓口 15に対して実施する優先情報提供は、以下の内容とタイ
ミングを想定する。図 2-5(1)速報に記載された内容に関する要望と必要性をヒアリングで
頂いたものの、現告示では図 2-5(2)公表前情報についてのみが実施対象となる。
情報種別
(1)速報

(2)公表
前情報

内容

タイミング

現告示
での可
否

開発者により検証された情報
①製品名、メーカー名、バー
ジョン
②脆弱性の情報
③影響
④深刻度
⑤想定される攻撃手順（想
定される攻撃シナリオを含
む）

情報が製品開発者に
より事実とされた後、
可及的速やかに

(例:JVNに掲載される情報)
①～④に以下の対策・回避
策も追加した情報
⑥代替策・緩和策
⑦対策方法の公表予定日
⑧対策方法の入手方法
⑨対策方法

対策が提供される際
に

IPA

JPCE
RT/C
C

製品開
発者

情報連携機関(電
力ISACを想定)
電力事
業者

×

(1)速報（事実関係）

（対策通知）

(2)公表前情報
○
（⑤は
NG）

公表

図 2-5 優先情報提供の内容・タイミング・通知方法

2.6.優先情報提供の通知方法
2.6.1.検討背景
優先情報提供の通知方法としては、既存の情報共有ネットワークの活用や海外における
情報提供の取り組みを参考にした仕組を検討した。
15

図 2-5では、情報連携窓口として電力 ISAC を想定。詳細は2.6に記載
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既存の情報共有ネットワークや海外における情報提供の取組の例としては以下のものが
ある。
 NISC の既存の情報共有体制を活用し、セプター経由での各事業者への提供
 電力業界における情報共有の枠組み（例：情報連携基盤）経由で各事業者に提供
 サイバー情報共有イニシアティブ(J-CSIP)を活用した提供
 米国 Homeland Security Information Network（HSIN）の仕組みを参考とした提供
米国 HSIN の枠組みは、連邦政府、州政府及び自治体、重要インフラ事業者、国際機関と
の 間 で 、 非 公 開 で あ る が 機 密 と は 明 確 に 分 類 さ れ て い な い 情 報 （ Sensitive but
Unclassified Information :SBU）を交換するために構築されたウェブベースのプラットフ
ォームである。もとは、国内の様々な脅威に対する防護・対応・復旧活動等の支援を行う
ための情報ネットワークを統合するためのセキュアなプラットフォームとして開発された
ものである。DHS が運用しており、制御システムに関するワーキンググループ ICSJWG にお
ける情報交換にも利用されている（HSIN-CS ICSJWG と呼ばれている。
） 16。

2.6.2.検討結果
WG での議論に基づき、電力 ISAC を通知先として設定した。

2.7.優先情報提供の通知先と情報管理体制
2.7.1.検討背景
脆弱性情報の優先提供先としては電力事業者の情報連携窓口が想定されるが、電力事業
者の多くは、提供された脆弱性情報について影響度等をベンダやシステム構築事業者等に
確認すると考えられる。
そこで、優先情報提供の通知先としてベンダやシステム構築事業者、システム運用事業
者、セキュリティベンダを対象とするかを検討した。また、これらの事業者に情報が展開
されることを前提に、各事業者の情報管理体制について検討が必要となる。
優先情報提供の通知先や情報管理体制に関して、昨年度のヒアリングでは下記のような
意見があった。
【優先情報提供の通知先について】
・ 脆弱性情報を優先提供された場合、詳細な分析を事業者や業界団体が実施するのは難
しい。
・ 一般の事業者では独自にパッチを作成するのは難しいのではないか。
・ 重要インフラ分野は開発者に関係なく、運用者に伝えるべき。運用者側に管理体制を

16

IPA（2013 年 5 月）
「ニューヨークだより 米国におけるサイバーセキュリティ政策の最近の動向（後
編）
」
（https://www.ipa.go.jp/files/000027052.pdf）
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構築すべき。
・ 大手キャリアのシステムを構築した際は、ベンダが常駐し対応していた。その点を考
慮して重要インフラの情報共有体制を考えたほうがよい。
・ 重要インフラ事業者に情報を提供することと、SIer に情報を提供するところは密接に
関係している。SIer にどのように情報をだし、機密を守るかが重要である。
・ 重要インフラ事業者は、脆弱性情報よりも対策情報のほうが知りたいはずである。
・ 重要インフラで規模の大きいところは監視サービスを利用しているはずであるため、
セキュリティベンダとの連携は有効だと考える。
・ 事業者に伝えるよりも前に、セキュリティベンダに提供して仮想パッチの作成を依頼
するとよいのではないか。
・ 優先情報提供の中に、セキュリティベンダを巻き込んではどうか。
・ セキュリティベンダは非常に多くいるため、攻撃情報を渡す相手をどう選ぶのか。
【優先情報提供の通知先の情報管理体制ついて】
・ システム構築事業者に脆弱性情報を提供する場合、どのように提供するのか。情報管
理の確認をどのように行うのか。脆弱性情報における管理策を検討する必要がある。
・ 情報開示範囲に制限は必要である。重要インフラより広げて、会員制にしてはどうか。
・ 情報を提供する重要インフラ事業者の選定を行うと、能動的に回るのではないか。事
業者に担当者や窓口を決定してもらい、対応体制を整備してもらうとよいのではない
か。
・ 提供された脆弱性情報からシグネチャを作成した際に、シグネチャは重要インフラの
みにしか提供できないのか。SOC の監視対象企業ごとに、適用するシグネチャを変更
するのは運用コストが上がる。また、攻撃を防ぐシグネチャがあるのにも関わらず、
重要インフラ以外の組織を守れないジレンマもある。
・ 重要インフラ事業者に指定されていない顧客からの要求も出てくるのではないか。

2.7.2.ヒアリング結果
優先情報提供の通知先と情報管理に関するヒアリング結果は以下の通りである。
（電力事業者）
・ 制御系の主管部署が脆弱性情報を受け取った場合、メーカーに確認することになる。
制御系の対応は、基本的にはそのシステムの主管部署で閉じている。
・ まずは当該製品ベンダに問い合わせるが、当該製品ベンダは先に IPA・JPCERT/CC から
連絡を受けているはずである。
・ 主管部署と大手メーカーの間では、契約段階で機密保持契約を結んでいる。メーカー
の再委託先についても、メーカーが契約を結んでいるはずである。
・ 情報共有の体制や、秘密保持等、優先情報提供に関する明文化された指針があると良
い。
（パートナーシップに詳しい有識者）
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・ 電力 ISAC 側に機微な情報を扱えるチームを作ることはできないのか。脆弱性情報だけ
ではなく、攻撃情報まで受け取ることができるようになるとよい。サプライチェーン
のリスクまで検討できるとよい。ISAC が情報を評価し、電力会社各社に展開するか判
断するとよいのではないか。
・ ベンダは脆弱性情報を優先提供されると、その情報を他の製品に展開できないため悩
んでいる。過去に何度も議論を実施しているが結論はでていない。
（電力システム分野の製品開発者、システム構築事業者）
・ 情報連携窓口（電力 ISAC を想定）と同じタイミングで情報を知りたい。
・ 事業者が使用するシステムについて脆弱性があることが判明した場合、現場で深刻度
を想定できなければ、事業者はとりあえずベンダ等に情報を送付するのではないか。
製品開発者であれば脆弱性の深刻度を判断できる
・ ブラックボックスで購入している製品に関しては、電力システムベンダでは何が入っ
ているかわからないので、他社に問い合わせる必要がある。
・ SIer の立場からすると複数社の製品を組み込んでいるため、電力事業者から提供され
た情報を再度各製品開発者に提供し問い合わせることになる。
・ セキュリティベンダには事業者が都度相談すればよいだけの話であり、契約も結ばれ
ているはずである。
・ 情報管理体制の整備は、NDA の締結等を依頼すればよい。締結状況に関しては報告を
求めず、SIer やセキュリティベンダの責任で実施してもらえればよい。
・ 制度開始時に、契約の雛形を提示するとよい。契約条項に入れるべき項目が示される
とよい。
（セキュリティベンダ）
・ ユーザの SOC ではなく、IT ベンダに情報提供したほうが良いのではないか。SOC では
通信しか見ていない。
他の ISAC で似た仕組みがあるが、
情報が流れるスピードが遅い。
ユーザの基準で情報を回されると情報が遅い。
・ SOC がすべてに対応できるわけではないことに留意すると、ユーザ、SOC、ベンダの三
社に迅速に情報を伝える必要がある。
・ 契約があれば再委託等、情報提供の範囲を縛ることが可能。
・ 情報の取扱い制限として、個人情報の取扱いに関する仕組みが参考になるのではない
か。個人情報の取り扱いを必要とする業務の再委託を行う際には選定基準が必要であ
る。P マークのような認定や再委託先の基準を参考にしたらどうか。また案件によっ
ては、情報取扱者のリストの提出を求められる場合もある。
・ 当社の SOC が受けた案件の再委託先は当社グループ企業に限られており、情報管理が
できている。グループ外企業に再委託することはない。ただし、製品開発等、他の部
署と合同で営業する場合、グループ外企業に委託する場合もある。
・ 電力会社が登録した人間にのみ送るというのはモデルとしてありうる。電力会社がコ
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ントロールし、責任をとる。
・ 他の ISAC では右から左に情報を流してはならないとしているが、その制約を取り払う
と楽になる。ISAC では ISAC 内の情報は加工しないと外に出せない。たてつけを緩や
かにすると良いのではないか。

2.7.3.検討結果
脆弱性情報等の適切な管理ができるためには、告示における優先提供の趣旨も鑑み、以
下の要件を満たす必要があるとした。
・ 秘密情報の管理：情報提供された当該事業者の中での秘密情報管理が徹底されること。
・ 秘密情報の展開先の管理：当該事業者の基盤への活用を検討するにあたって、第三者
（基盤システム構築事業者、製品開発事業者、セキュリティサービス事業者等）の協
力や支援が不可欠であることが想定され、仮にそのケースでは、該当する第三者内で
も秘密情報管理が徹底されること。
・ 秘密情報の利用目的の制約：優先提供される目的は、告示の趣旨から、当該事業者の
基盤を防護する目的に対してのみ情報を利用することを徹底されること。
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3.留意すべき課題
3.1.懸案課題と考えられる対応
電力優先情報提供 WG 等の検討で懸案課題として以下のものがあげられた。

(1)システム構築事業者内の情報管理（機密性の担保）
システム構築事業者内の情報管理
（機密性の担保）
体制の整備が課題として考えられる。
例えば重要インフラ事業者とシステム構築事業者の間の契約に基づき守秘義務を課すこと
が考えられる。しかし、SE や営業が顧客から優先情報提供を入手した場合、それを自社（シ
ステム構築事業者）内に展開する懸念がある。また、SE が顧客から入手した優先提供の情
報を顧客以外に展開する懸念も指摘されている。
この指摘については、秘密情報の利用目的の制約として、当該事業者の基盤を防護する
目的に対してのみ情報を利用することを徹底することを NDA に含めることで対応している。
また、調整機関ではなく、電力事業者からの提供になるため、顧客提供情報として管理さ
れることも抑止力として作用すると考えられる。

(2)製品開発者の了解が得られない場合（例：調整不能）の対処
「情報提供の了解が得られない（拒否）
」と、
「すべての製品利用者に当該脆弱性関連情
報および当該対策方法を通知することが可能（調整機関から提供する必要は無いという判
断／回答）
」の二通りが考えられるが、いずれも優先情報提供の枠組みには適用せず、現行
のパートナーシップのフローで対処される。

(3)公表前情報の流出が発生した場合の責任と対処
優先提供の情報は一般に公表される前の情報のため、公表前情報が優先提供先等で流出
した場合、問題が生じる可能性がある。
流出個所を特定できた場合に関しては、NDA や保守契約違反として契約内の罰則規定に
従うことが考えられる。

(4)優先提供すべき重要インフラの対象範囲
現時点で脆弱性対応ができていない業界も含め、すべての重要インフラを対象に優先提
供すべきかが論点として挙げられた。
業界によりセキュリティへの対応状況や意識が異なることから、脆弱性情報の優先提供
は重要インフラ業界の状況（脆弱性対応、ニーズ）を踏まえ、必要性を検討する方向が考
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えられる。

3.2.次年度以降の検討課題
本年度の検討の結果、次年度以降に検討すべき課題として、以下が挙げられた。

(1)試験運用の実施形態に関する検討
・ 28 年度の検討結果に基づき、具体的な実施時期や対象とする脆弱性情報等の詳細
を実務者により決定する必要がある。（実務者協議の開催）
・ 実務者協議により運用細則を策定する。
・ 運用をする中で、課題を実務者協議により検討し、年次で制度の見直しを行う。

(2) 28 年度検討結果と現告示による制約に関する検討
・ 現告示では電力事業者が希望するタイミング（速報: 製品開発者が確認した段階）
で必要な情報を提供できない。
・ 「内容」や「開示範囲」を優先する方式を検討する必要がある(一般への公表を製
品開発者が同意しない情報であっても、電力事業者に限定して提供する等)。

(3)情報管理の対策検討
・ 秘密保持契約に加えて、運用を支援する枠組み（手引き等）が必要と考えられる。
・ 公表前に漏えいしてしまった場合の罰則や、当該脆弱性への対応方針を検討する。

(4)実施実績を評価する方法の検討
・ 定期的に仕組みの有効性の検証を行うために、電力 ISAC 及び電力事業者から調整
機関へのフィードバックのあり方等を検討する。

(5)他分野への展開に関する検討
・ 電力分野と同じ枠組みを適用できない他の重要インフラ分野も多い。調整機関が
通知する当該業界の横断的な連携体制のない分野などへの提供は現時点で難しい。
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4.まとめ
4.1.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の
変更
調整機関からの情報提供の条件について、脆弱性情報等の適切な管理（表 4-1）に即し
て P ガイドライン上で明示する必要がある。
（付録 1 参照）
表 4-1 提供の条件となる脆弱性情報等の適切な管理
管理の要件
秘密情報の管理
秘密情報の展開先の管理

秘密情報の利用目的の制
約

説明
情報提供された当該事業者の中での秘密情報管理が徹底され
ること。
当該事業者の基盤への活用を検討するにあたって、第三者（基
盤システム構築事業者、製品開発事業者、セキュリティサービ
ス事業者等）の協力や支援が不可欠であることが想定され、仮
にそのケースでは、該当する第三者内でも秘密情報管理が徹底
されること。
優先提供される目的は、告示の趣旨から、当該事業者の基盤を
防護する目的に対してのみ情報を利用することを徹底される
こと。
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付録 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（優先的な情報提供に関する記載）
Ⅳ．ソフトウエア製品に係る脆弱性関連情報取扱
３．IPA（受付機関）の対応
(1)脆弱性関連情報の届出受付と取扱いについて
12)優先的な情報提供実施時の発見者への通知
IPA は、届出がなされた脆弱性関連情報に関して、JPCERT/CC から政府・行
政機関や国民の日常生活に必要不可欠なサービスを提供するための基盤とな
る設備を保有する事業者重要インフラ事業者等に対して優先的に提供された
場合、発見者に対して、その旨を通知します。当該基盤保有事業者は内閣サ
イバーセキュリティセンター（NISC）の最新の「重要インフラの情報セキュ
リティ対策に係る行動計画」 17で定める重要インフラ事業者とします。重要
インフラ事業者には、情報通信、金融、航空、鉄道、電力、ガス、医療、水
道、物流、化学、クレジット及び石油の各事業者が含まれます。
４．JPCERT/CC（調整機関）の対応
8)優先的な情報提供
JPCERT/CC は、届出がなされた脆弱性関連情報に関して、重要インフラ等
国民の日常生活に必要不可欠なサービスを提供するための基盤となる設備に
対し特に影響が大きいと推察される場合、IPA および製品開発者と協議の上、
対策方法が作成されてから一般公表日までの間に脆弱性情報の一般公表より
前に、脆弱性情報と対策方法を、政府・行政機関や重要インフラ事業者当該
基盤保有事業者等に対して優先的に提供することができあります。この際、
発見者に対して、その旨を IPA を通じて通知します。
なお、優先的な情報提供を受ける基盤保有事業者は、以下の条件をすべて
満たす必要があります。
(ア)情報を提供された当該事業者の中で秘密情報管理を徹底すること
(イ)事業者自身の委託先（システム構築事業者、セキュリティベンダ等）
各社において、秘密情報管理を徹底すること
(ウ)JPCERT/CC から優先的に提供される情報は当該基盤を防護する目的
に対してのみ利用することを徹底すること
17

現在は第 3 次行動計画(http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/infra_rt3.pdf)が最

新
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ただし、優先提供の趣旨を鑑み、運用方法および提供対象事業者を継続的
に見直していくものとします。
当該基盤保有事業者は、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）の最
新の「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る行動計画」で定める重要
インフラ事業者とします。重要インフラ事業者には、情報通信、金融、航空、
鉄道、電力、ガス、医療、水道、物流、化学、クレジット及び石油の各事業
者が含まれます。なお、優先的な脆弱性情報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。
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•

付録 2 主要ワークフロー(イメージ)の補足説明

電力事業者のセキュリティ担当部署は、情報連携窓口事務局担当に対して、必要に応じてフィー
ドバックを実施する。

•

①IPA・JPCERT/CCが優先情報提供を実施すると判断した脆弱性情報について、通知。

•

①′情報連携窓口(電力ISACを想定)の事務局担当が、現行のパートナーシップで用いているベン

•
•
•

•
•

情報連携窓口事務局担当は、JPCERT/CCに対して、必要に応じてフィードバックを実施する。

情報の内容

ダポータルに情報を照会する。

•

③④⑥⑦⑧⑩は、基本的に同じ情報

①′ ′結果を入手する。①は、JPCERT/CCの調整担当から情報連携窓口へのメール通知で代替さ

•

⑨は、照会用に加工した情報

れる可能性もある。

•

⑫は、システムとしての回答(保守契約の範囲により異なる)

②情報連携窓口事務局担当は、電力事業者のセキュリティ担当部署(事前に登録された各社の

注：システム構築事業者等から製品開発者への照会が必要な場合は JPCERT/CC に確認すること等を記載

CSIRT等)に対してメールで通知を行う。

した、運用ガイドラインを策定して運用を進めることが望ましい

③セキュリティ担当部署は、各システム所管部署(発電・系統・工務・配電等、各部門)に対して
メール通知を行う。

•

④各システム所管部署は各システム担当部署にメール通知を行う。

•

⑤各システム担当部署は、担当するシステムに当該脆弱性が該当するかを判断する。

•

(⑤で該当する場合)

•

⑥電力事業者各システム担当部署からシステム構築事業者の担当窓口にメール通知を行う。

•

⑦担当窓口は、当該設計部門にメール通知を行う。

•

⑧当該設計部門では、調査を行う。

•

(⑧で保守契約がある場合)

•

(当該ソフトウェア製品が、購入品の場合)

•

⑨システム構築事業者の当該設計部門から、製品開発者の製品担当にメールで照会する。

•

⑨′保守契約に応じて、照会結果を得る(⑧で保守契約がある場合)

•

(当該ソフトウェア製品が、システム構築事業者の自社製品やプロトコルの場合)

•

⑩当該設計部門から、当該製品開発部署に対してメールで照会する。

•

⑩′照会結果を得る。

•

(⑧で保守契約がある場合)

•

(当該ソフトウェア製品が、オープンソースソフトウェアの場合)

•

⑪保守契約がある場合は、照会する。その上で判断をする。

•

⑫システム構築事業者当該設計部門から、電力事業者各システム担当部署に対して回答を通知す
る。

•

⑬各システム担当部署から各システム所管部署に回答を通知する。

•

⑭各システム所管部署からセキュリティ担当部署に回答を通知する。
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電力優先情報提供において想定される主要ワークフロー(イメージ)
IPA・JPCERT/CC

情報連携窓口
(電力ISACを想定)

調整担当

事務局担
当

電力事業者
セキュリティ
担当部署
(CSIRT)

製品開発者

(各社)

製品担当

(調整機関と製品開発者の間で調整を実施)

①優先情報の発生を通知

（発電・系統・工務・配電等、
各部門）

①′ポータル照会
①''結果
ベンダポータル
(①通知に最初から含める運用も考えられる)

システム構築事業者

②メール通知

各システム
各システム
各システム
所管箇所
所管箇所
所管部署
③メール通知

各システム
各システム
各システム
各システム
担当部署
各システム
担当部署
各システム
担当部署
担当部署
担当部署
担当部署

(連絡が発生しうる)
(複数)

④メール通知
⑤判断

ma
担当窓口

(複数)

当該設計
ma
部門

⑥メール通知

脆弱性の該当
するシステムあり

(複数)

当該製品
ma
開発部署

⑦メール通知

保守契約あり

⑧調査
⑨メール照会

購入品

⑨'回答（保守契約ありの場合）

自社製品・プロトコル

⑩メール照会
⑩'結果

オープンソースソフトウェア

⑫回答

⑬回答
⑭回答
（必要に応じてフィードバック）
（必要に応じてフィードバック）
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⑪保守契約
があれば購入品と
同様に照会。
その上で判断

