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はじめに
情報セキュリティ早期警戒パートナーシップが、当初の制定された 2003 年と
比較すると、社会的に大きな変革を遂げている。
2003 年時点においては、脆弱性という用語それ自体になじみがなく、脆弱性
とソフトウェアの欠陥との違いというのも意識して議論されることがなかった。
また、開発者において、脆弱性をできるかぎり解消した製品を社会に提供する
ことが望ましいという認識も非常に乏しかった。発見者から脆弱性の報告を受
けると、製品に対してクレームをつけられているかのような対応をとる開発者
もいた。
しかしながら、現在においては、脆弱性のもたらすセキュリティ上の脅威が
社会において許容しうるものではないという認識が一般化しつつある。脆弱性
の届出を受け付ける窓口を設ける開発者も出てくるなど、制度が構築された時
期と比較して、セキュリティの重要性の認識／脆弱性解消の努力の正当な評価
という観点からみると、非常に良い方向に進展していると評価することができ
る。そもそも、開発者の提供するソフトウェアが脆弱性なく安心して使えるこ
とは、本来であれば、他の性能などと総合的に正当に評価されるべきひとつの
要素である。上記の変化は、このような望ましい本来の姿へと発展する予兆と
いえるのではないだろうか。
一方で、情報セキュリティ早期警戒パートナーシップは、原則、すべての届
出に対して調整を図ろうとする制度であり、大量の届出に対処できないという
問題が発生している。このような現状を見る限り、重要な脆弱性について、適
時に調整を行うというもっとも重要な使命を果たすことに支障を来たすのでは
ないか、既に支障を来たしているのではないか、という懸念が生じる。
そこで、
「情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する研究会」の下に「脆
弱性情報の取扱い判断基準と取扱ルールに関する検討ワーキンググループ」を
設置し、望ましい本来の方向へと発展するための改善方策について検討を行っ
た。
本ワーキンググループの成果が、脆弱性に負けない、強靭な社会の構築に寄
与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
脆弱性情報の取扱い判断基準と取扱ルールに関する検討ワーキンググループ
主査
高橋 郁夫
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調査の概要
(1) 現状認識
ソフトウェアの脆弱性への対処は、製品開発者やウェブサイト運営者の社会
的な責務と考えられる。
脆弱性の存在が問題化した 2003 年頃はそうした理解が十分ではなかったた
め、発見者が脆弱性を製品開発者やウェブサイト運営者に届け出ても相手にさ
れず、結局、発見者が暴露してしまうケースも見られた。
そこで、以下を目的として、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）が 2004 年から稼動した。
• 脆弱性に対する関係者（製品開発者、ウェブサイト運営者、発見者等）の
適切な行動を促すこと
• 対処されない脆弱性がサイバー攻撃に悪用され、IT ユーザが被害を受ける
事態を減らすこと
その後、10 年以上が経過し、脆弱性の問題に対する社会的な認識が浸透、製
品開発者やウェブサイト運営者の意識も徐々に変化している。また、ICT が社
会基盤を支えるインフラとして成長した結果、サイバー攻撃が深刻な被害をも
たらす脅威になっている。加えて、ICT の利活用が多様化・複雑化し、取扱い
が難しいケースや改善が進みにくいケースも増加している。
こうした状況変化を踏まえ、パートナーシップが果たす役割は今後、次の方
向にシフトすべきと考えられる。
• 脆弱性対処に関する製品開発者、ウェブサイト運営者のさらなる積極的な
取組みの促進
• 社会的影響が大きい案件の優先対応
• 自律的に改善が進みにくい案件の調整
従来のパートナーシップの役割
• 脆弱性に対する関係者（製品開発
者、ウェブサイト運営者、発見者
等）の適切な行動の促進
• 対処されない脆弱性がサイバー攻
撃に悪用され、ITユーザが被害を
受ける事態の抑制

10年以上経過
 関係者の意識が徐々に変化
 サイバー攻撃が深刻な脅威に
 ICTの利活用が多様化・複雑化
し、取扱いが難化

今後のパートナーシップの役割
• 脆弱性対処に関する製品開発者、ウェブ
サイト運営者のさらなる積極的な取組み
の促進
• 社会的影響が大きい案件の優先対応
• 自律的に改善が進みにくい案件の調整
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(2) 検討の目的と方法
①検討の経緯
昨年度の情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する研究会では、社会環
境の変化により、脆弱性対応の遅れが被害に直結するリスクが高まっているこ
とを確認し、より迅速な脆弱性対応を実現するため、考え方を含めて抜本的な
改善を図るべく、以下の方針を決定した。
a) 調整不能案件の対処を見直す
製品開発者との見解相違などの調整不能案件について対処する可能性を
検討する。つまり、これまで訴訟リスクを考慮し公表判定委員会の対象外
としてきた案件についても、公表判定委員会で審議する対象とする。
その後、経済産業省において、調整不能案件の対処についても視野に入れた
形で、省令の策定と告示の改正が行われた。そこで、この省令策定・告示改正
に沿った形で、調整不能案件の公表に向けた調整を行う。これについては、本
年度事業における別の調査で扱うこととする。
b) 深刻な案件を優先的に取り扱えるようにする
従来は、届出順による一律の取扱いであったが、これを脆弱性の深刻度
に応じた取扱いに変更することを検討する。
IPA・JPCERT/CC の作業効率を高めるため、深刻度の低い脆弱性について
は、開発者やウェブサイト運営者に参考情報として通知するとともに、簡
易な手続きで取扱いを終了することを検討する。
一方、2016 年 4 月・5 月には、ソフトウェア製品の脆弱性の届出が急増した。
通常時の約 10 倍もの膨大な届出がなされたため、受付機関（独立行政法人情報
処理推進機構（以下、「IPA」という））の受理作業が滞り、本制度の存在意義を
疑問視されかねない深刻な事態に陥っている。
そこで、脆弱性取扱いプロセスのボトルネックを解消し、より迅速な脆弱性
対処の実現をめざす。
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a) 短期間に大量の届出がされる
b) 発見者が開発者にも届出をする

IPA

発見者

JPCERT/CC

脆弱性関連情報の届出

1

不明点の確認

2 受理／不受理

IPAとして、脆弱性か
否かを判断
（分析機関に分析を
依頼する場合あり）

受付
の決定

届出受理の連絡
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c) 脆弱性判断をする上で、必要な情
報が不足している
起算日の連絡
d) 脆弱性判断が難しい届出が多い
e) 届出の対象が多様化している
f) 届出制度に関する発見者との認
識にギャップがある

脆弱性関連情報
の連絡

JPCERT/CC
へ連絡

製品開発者

5起算日の連絡

起算日の連絡

4

連絡先の確認

製品開発者
へ連絡

5 起算日の連絡

脆弱性関連情報
の連絡

6-1
連絡窓口
の設置

6-2
脆弱性の
検証・評価

検証結果の報告

6-3
対策方法
の作成

調整
問い合わせ

7

問い合わせ

IPA、JPCERT/CCが
共同運営する
ポータルサイト
（JVN）
公表の連絡

9
10

対応状況の
連絡
対応状況の報告

対応状況の共有
場合によっては、
重要インフラなどに
優先的に情報提供

6-4

問い合わせ

対応状況
の受付

g) 開発者の連絡先が見つからない、
または開発者からの応答がない
h) 海外開発者の製品の届出が多い
i) 短期間に大量の届出がされる
j) 届出制度に関する開発者との認
識にギャップがある
k) 連絡不能となる届出が蓄積され
る
l) 調整が遅れると調整が難しくなる
m) 多数の過去案件の処理コストが
発生
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8

公表日の調整
公表日の調整

公表日の調整

9

対応状況の公表

対策情報
の周知

統計情報の公表

脆弱性取扱いプロセスのボトルネック(ソフトウェア製品)

a) 短期間に大量の届出がされる

IPA

発見者
脆弱性関連情報の届出
不明点の確認

1

受付

2 受理/不受理
の決定

届出受理の連絡
b) 脆弱性判断をする上で、必要な情
報が不足している
c) 脆弱性判断が難しい届出がある
d) 届出の対象が多様化している
e) 届出制度（脆弱性判断、取扱方
取扱い開始の連絡
針）に関する発見者との認識に
ギャップがある

問い合わせ

3
4

運営者
へ連絡
開始連絡

ウェブサイト運営者
IPAとして、脆弱性か
否かを判断
（分析機関に分析を
依頼する場合あり）

連絡先の確認

5-1 担当窓口
の確認

脆弱性関連情報
の連絡

5-2 脆弱性の
検証・評価

検証結果の報告

調整

f) 運営者の連絡先が見つからない
または、運営者からの応答がない
g) 届出制度（脆弱性判断、対応方
法）に関する運営者との認識に
ギャップがある
h) 長期間取扱いが滞留している届
出が多数存在している

5-3 対応状況
の連絡

問い合わせ

5-4
6
修正完了の連絡

7

修正
修正完了
連絡

修正完了の報告

5-5

公表

個人情報漏洩などの
可能性がある場合は、
二次被害の防止のた
め事実関係を公表

統計情報
の公表

脆弱性取扱いプロセスのボトルネック(ウェブアプリケーション)
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②WG の設置
パートナーシップに届け出られた脆弱性情報は一律に受理順で扱われていて、
深刻な案件の処理に IPA・JPCERT/CC のリソースを必ず優先するわけではない。
しかし、対応の遅れが被害に直結する可能性を考慮すれば、深刻な脆弱性情報
については届出からユーザの対策適用までの時間を短縮することが望まれる。
ただし、仮に深刻な案件を優先した場合、深刻ではない案件は状況によっては
対応が後回しになり、大幅に遅延する可能性もある。そのような、明らかに軽
微な案件は、パートナーシップの中で抱え込むより、関係者に通知だけ行う、
発見者に戻して判断を任せるといった簡易な対応を早く行う方が社会全体とし
てのリスクは低くなると考えられる。
そこで、リソースの活用を最適化し社会全体のリスクを下げるように、届け
出られた脆弱性情報の取扱い基準を決定・選別して、深刻度等からパートナー
シップにおける脆弱性情報の取扱いを判断する基準や取扱ルールを策定するた
め、「脆弱性情報の取扱い判断基準と取扱ルールに関する検討ワーキンググル
ープ」（以下、「判断基準と取扱ルール WG」という。）を設置し、パートナーシ
ップで取扱う脆弱性情報の取扱いに関する全体的な見直しの方針、判断基準、
ルール等を具体化して、報告書をとりまとめた。
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脆弱性情報の取扱い判断基準と取扱ルールに関する検討 WG の検討経緯
■第 1 回会合（2016 年 10 月 14 日）
・目的
・検討課題
・検討方法
・スケジュールについて
■第 2 回会合（2016 年 11 月 2 日）
・前回の結果概要の確認
・基本的な考え方に関する審議
・スケジュールについて
■第 3 回会合（2016 年 12 月 6 日）
・前回の結果概要の確認
・方針案に関する審議
・スケジュールについて
■第 4 回会合（2017 年 1 月 10 日）
・前回の結果概要の確認
・WG 成果のとりまとめ
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1.基本的な考え方と改善方策
1.1.基本的な考え方
社会環境の変化により、脆弱性対応の遅れが被害に直結するリスクが高まっ
ていることを踏まえ、より迅速な脆弱性対応の実現をめざす。具体的には、以
下の 3 つの方向を重視する。
（A）「脆弱性の適切な対処・公表」が求められる社会となるように促す
製品開発者やウェブサイト運営者が脆弱性を適切に対処することを促
すことを社会的に求めていくことが望まれる。そのためには、
「脆弱性の
公表が不利益処分ではなく、製品開発者からの連絡が困難な利用者のリ
スクを解消するために実施する」ということを前提として、パートナー
シップが円滑に機能し、製品開発者が脆弱性対処に積極的に取り組める
環境を提供していく必要がある。
⇒ (A1) パートナーシップがこれまで以上に効果的に機能できるしくみへ
⇒ (A2) 脆弱性対処に積極的に取り組む製品開発者がより円滑に動けるし
くみへ
（B）影響の大きい案件を優先して扱えるようにする
パートナーシップの処理プロセスの問題として、脆弱性であれば影響
の大きさによらず一律に扱うため、大量の届出があると、本来迅速に対
処すべき案件の処理が滞る点が挙げられる。ただし、脆弱性の処理に優
先度をつける場合、その判断に時間がかかると、やはり処理が滞る可能
性がある。そこで、発見者の協力を得て、パートナーシップの処理が効
率的に進められるように改善を図る。
⇒ (B1) 発見者の協力を得る方向へ
⇒ (B2) 影響が大きい脆弱性への対応に注力できるしくみへ
（C）発見者の期待に応えられる対応を実現する
発見者は IPA・JPCERT/CC が脆弱性対処を円滑に調整してくれることを
期待して届出を行う。ところが、IPA・JPCERT/CC が何らかの理由で処理
が滞る状況に陥るケースもあり、発見者の期待に十分に応えられていな
い。発見者の信頼を得るためには、そのような処理が滞る案件を減らせ
るような、抜本的な改善が必要となる。
⇒ (C1) 制限時間を導入し滞留を起こさないしくみへ
⇒ (C2) 例外的な状況にも柔軟に対応できるしくみへ
1

1.2.基本的な考え方に基づく改善方策
1.1.に示した基本的な考え方とそれに基づく 6 つの改善方針から、具体的な 7
つの改善方策を導出した。

表 1-1

基本的な考え方に基づく改善方策

基本的な考え方から導出される改善方針

A1

パートナーシップがこれまで以上に
効果的に機能できるしくみへ

A2

脆弱性対処に積極的に取り組む製品
開発者がより円滑に動けるしくみへ

B1

発見者の協力を得る方向へ

B2

影響が大きい脆弱性への対応に注力
するしくみへ

C1

制限時間を導入し滞留を起こさない
しくみへ

C2

例外的な状況にも柔軟に対応できる
しくみへ

改善方策
・パートナーシップの運用方針の見直し
影響が大きい案件を優先、発見者と製品開発
者/ウェブサイト運営者の直接調整を選択肢の
一つとして提示、自律的な進展が難しい場合の
対応
・製品開発者との連携強化
優れた製品開発者との連携を強化し、製品開
発者の意識向上を図る
・発見者との連携強化
実績のある発見者との意見交換を経て連携を
強化するとともに、精度の高い届出や影響の大
きい脆弱性の届出を促す
・受理審査の効率化
脆弱性届出の受理時の審査において、発見者
に事実関係の証拠を提出してもらい、検証を簡
略化し、効率的に処理する
・脆弱性届出の処理の効率化
深刻度の低い案件は製品開発者/ウェブサイ
ト運営者への通知で完了する
・制限時間の設定
届出から、受理、調整、公表までのプロセス
に制限時間を設定する
・例外的な案件への柔軟な対応
 例外的な案件の場合には、告示・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。）の制約に縛られない対応を可能
とする

具体的には、パートナーシップ全体に係る運用方針、関係者（製品開発者、
ウェブサイト運営者、発見者）との関係、IPA・JPCERT/CC の処理プロセス、さ
らに抜本的な改善という視点で導出した。
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1.3.基本的な考え方に基づく改善方策の分類
1.2.に示した 6 つの改善方策は、関係者の合意が得られればすぐに着手可能
なものから、告示の改正が前提となるものまで混在しているため、整理した。
整理の視点は、告示との関係に着目し、2017 年に改正された現在の告示に沿
って適用が可能な改善方策と、現在の告示では適用が困難だが将来的な取組み
が期待される改善方策に分けている。

表 1-2

改善方策の分類

分類

改善方策

現告示に基づく
改善方策

製品

ウェブ

●
●
●
●
●
●

●
×
●
●
●
●

●
●

×
×

(A1) パートナーシップの運用方針の見直し
(A2) 製品開発者との連携強化
(B1) 発見者との連携強化
(B2a) 受理審査の効率化
(B2b) 脆弱性届出の処理の効率化

将来の改善方策
(告示の改正が必要)

(C1) 制限時間の設定
(C2) 例外的な案件への柔軟な対応

さらに、これらの改善方策の位置関係を、以下に示す。
発見

届出

発見者

製品
開発者
公表

届出

(B1)発見者との連携強化

(A1) パートナーシップの運用方針の見直し

・「実績のある発見者」の選定、意見交換
・届出に関する考え方を明示し、協力を促
す
・発見者が届出の処理状況を確認できる仕
組みを構築
受付
受理

・影響が大きい案件を優先
・発見者と製品開発者の直接調整を選択肢の一つとして提
示
・自律的な進展が難しい場合のパートナーシップの対応

IPA

(B2a) 受理審査の効率化
・形式審査の確認・処理の整理

現告示に基づく改善方策案
将来の改善方策案

図 1-1

展開

調整

(A2) 製品開発者との連携強化
・「優良製品開発者（仮称）」の選定
・ 直接の届出が可能な製品開発者のリ
ストの提示

JPCERT
/CC

(B2b) 脆弱性届出の処理の効率化
(C1) 制限時間の設定

・受理、調整等に対する制限時間の設定

(C2) 例外的な案件への柔軟な対応

・影響の小さい案件の取扱いを簡略化
・取扱い終了条件の緩和
・連絡不能開発者一覧へ掲載するまでの期間
短縮

・例外的な案件に対し、告示・Pガイドラインの制
約にとらわれず、柔軟に対応

改善方策の全体像のイメージ（ソフトウェア製品）
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発見

発見者

届出

ウェブサイト
運営者

(A1) パートナーシップの運用方針の見直し
届出

(B1)発見者との連携強化

・「実績のある発見者」の選定、意見交換
・届出に関する考え方を明示し、協力を促
す
・発見者が届出の処理状況を確認できる仕
組みを構築

(B2a) 受理審査の効率化

・形式審査の確認・処理の整理

・影響が大きい案件を優先
・発見者とウェブサイト運営者の直接調整を選
択肢の一つとして提示
・自律的な進展が難しい場合のパートナーシッ
プの対応

調整

(B2b) 脆弱性届出の処理の効率化

受付

IPA

受理

・影響の小さい案件の取扱いを簡略化
・取扱い終了条件の緩和

現告示に基づく改善方策案

図 1-2

改善方策の全体像のイメージ（ウェブアプリケーション）
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2.現告示に基づく改善方策

以下に、現告示（2017 年 2 月時点）に沿って適用が可能な改善方策を示す。

2.1. パートナーシップの運用方針の見直し(A1)
製品開発者やウェブサイト運営者の脆弱性対処に関する意識が低かった時期
には、パートナーシップが主導的に取り組むことで、製品開発者の取組みを促
す必要があった。
しかし、社外からの連絡窓口を設置する製品開発者やウェブサイト運営者が
増えてきて、バグ報奨金プログラムに着手する製品開発者も出てくるなど、そ
の意識は徐々に変りつつあると考えられる。
そうした状況を踏まえ、パートナーシップの運用方針を見直し、これを明示
する。
影響が大きい案件を優先
パートナーシップの社会的役割を明確化するため、影響の大きい案件を優
先して取り扱う方向にシフトする。この評価のため、「影響度」という評価軸
を設定する（2.4.参照）。
発見者と製品開発者/ウェブサイト運営者の直接調整を選択肢の一つとして
提示
脆弱性対処の実績があり、社外からの連絡窓口を設置している製品開発者
については、直接届け出る形も有効な選択肢の一つであることを発見者に向
けて説明する。
また、社外からの連絡窓口を設置しているウェブサイト運営者については、
直接届け出る形も有効な選択肢の一つであることを発見者に向けて説明する。
自律的な進展が難しい場合のパートナーシップの対応
調整の自律的な進展が難しい状況にある場合に、パートナーシップが果た
すべき社会的役割の一つとして、その状況の打開を担う。
［メリット］
• 発見者の主体的な調整の実施を促す
［デメリット］
• 調整が難航した状況での調停役は難しい
• JVN の集約効果が失われる
［課題］
• パートナーシップの役割の明文化
• 脆弱性情報の収集が求められる SI 事業者の負担が増える
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2.2.製品開発者との連携強化(A2)
脆弱性対処に積極的な製品開発者を選定し、パートナーシップの「優良製品
開発者（仮称）」として位置づける。
これは、IPA・JPCERT/CC が脆弱性対処について信頼できる優れた製品開発者
であることを認め、JVN 公表や表彰等を通じて紹介するなど、その存在を周知す
る。こうした取組みを通じて、優良製品開発者が社会的に評価される位置づけ
を確立し、他の製品開発者に対して、脆弱性の適切な対処・公表に取り組む動
機付けとする。
「優良製品開発者（仮称）
」の選定基準としては、たとえば以下の項目が挙げ
られる。
• 受付窓口の設置
• 脆弱性開示ポリシーの公表
• 製品サポートポリシーの公表
• 自社サイトにおける脆弱性公表の実績、自社製品届出の実績 等
「優良製品開発者（仮称）」の選定等は、脆弱性対処のプロセスには直接関わ
らないので、P ガイドラインの枠組みではなく、IPA・JPCERT/CC が今後取り組
む活動として位置づける。
また、POC 登録済みの製品開発者が発見者から直接の届出を希望する場合、直
接の届出が可能な製品開発者のリストに追加する。直接届出が行われることに
より、IPA・JPCERT/CC 経由での届出の場合に比べ、はるかに早く脆弱性関連情
報を入手することができる。これは、発見者に向けて紹介するもので、直接届
出のメリット（例：処理が早く進む等）、留意点（例：IPA の受理実績の対象に
はならない）などを提示する。これにより、発見者が望めば、製品開発者に対
して直接の届出・調整を進めることが可能になる。
ただし、直接届出が行われた結果、JVN が有する脆弱性情報の集約・提供機能
が損なわれることがないように配慮すること、たとえば、優良製品開発者が当
該脆弱性について、自社製品届出を行うことが望まれる。
［メリット］
• 脆弱性の適切な対処・公表の動機付けとなる
• 製品開発者が希望すれば脆弱性対処により早く取り組める
［デメリット］
• 自社製品届出を行うメリットが明確でない
［課題］
• 優良製品開発者の選定
• バグ報奨金プログラムを実施している製品開発者の製品の届出が来た場
合の対処
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2.3.

発見者との連携強化 (B1)

精度の高い届出や影響の大きい脆弱性届出について実績を有する発見者を選
定し、パートナーシップの「実績のある発見者」として位置づける。
「実績のある発見者」の選定基準としては、たとえば以下の項目が挙げられ
る。
• IPA・JPCERT/CC・製品開発者・ウェブサイト運営者からの問合せの少な
い、確認しやすい届出の実績
• 影響の大きい脆弱性の届出の実績 等
また、「実績のある発見者」との意見交換を通じて、発見者の意見を収集する
とともに、届出情報の充実や影響の大きい脆弱性届出の促進に向けた啓発を図
る。その際、発見者が自身の届け出た脆弱性の処理状況を確認できるよう、シ
ステム的な解決策を検討する。
さらに、IPA・JPCERT/CC から発見者に向けて、脆弱性届出に関する考え方を
明示し、協力を促す。
•

•
•

•

本制度では、社会的リスクをできるだけ軽減するため、より影響の大きい脆
弱性（例：CVSS の深刻度高、利用者が多数、重要インフラに影響）を優先
する方針を採る。
円滑な処理のため、脆弱性届出の際、精度の高い情報を提示いただきたい。
（例）誤解が起きにくい、正確な表現
発見者がソフトウェア製品の脆弱性関連情報を IPA と製品開発者の両方に
届け出る場合、関係者間の調整が混乱しないように、調整を自ら行うか、
JPCERT/CC に任せるかを、届出の際、明確にしていただきたい。
発見者がウェブアプリケーションの脆弱性関連情報を IPA とウェブサイト
運営者の両方に届け出る場合、関係者間の調整が混乱しないように、調整を
自ら行うか、IPA に任せるかを、届出の際、明確にしていただきたい。

［メリット］
• 望ましい届出が増え、製品開発者・ウェブサイト運営者の検証が容易に
なる
• 発見者のニーズを把握し、しくみの改善につなげられる
［デメリット］
• 発見者の啓発には時間を要する
• 届出内容の精度を高めるため、発見者の負担が増える
［課題］
• 実績のある発見者の選定基準の策定
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2.4.受理審査の効率化(B2a)
発見者が脆弱性を届け出た場合、IPA は届出の内容を確認し、脆弱性を精査
した上で受理/不受理を判断、結果を発見者に連絡する。その際、脆弱性検証
に時間を要し、その結果、届出の処理が全体の効率を押し下げる傾向がある。
そこで、脆弱性届出が形式要件を満たしていることを確認できれば、届出
を受理して、製品開発者やウェブサイト運営者に通知するとともに、発見者
にその旨を連絡する。
ここで、「形式要件」とは、次の 5 つの条件とする。
①必須項目が全て記載されていること
②届出内容に矛盾等が無いこと
③本ガイドラインの適用範囲であること
④記載されている内容が脆弱性であること
⑤既知の脆弱性関連情報でないこと（調整機関、製品開発者等により
公表された脆弱性ではないこと）
このうち、④については、以下のいずれかに該当することが要件となる。
・届出に事実関係を示す証拠（例：PoC、画面キャプチャ、ログ）
が添付されていること
・IPA が精査した結果、脆弱性である可能性があると判断できるこ
と
つまり、前者であれば、IPA は脆弱性検証に時間をかけることなく受理と判
断し、製品開発者やウェブサイト運営者に通知することができる。
［メリット］
• 望ましい届出が増え、製品開発者・ウェブサイト運営者の検証が容易に
なる
［デメリット］
• 届出内容の精度を高めるため、発見者の負担が増える
［課題］
• 発見者の啓発
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2.5.脆弱性届出の処理の効率化(B2b)
パートナーシップの処理は、大量の届出があると、本来迅速に対処すべき案
件の処理が滞る。そこで、脆弱性届出の処理を効率化するため、影響が小さい
（次頁参照）案件の場合には、取扱いを簡略化することを検討する。
(例）影響が小さい案件の場合、当該脆弱性を製品開発者に通知することで
取扱終了とし、その旨を発見者に伝える。その際、製品開発者が JVN
による脆弱性公表を希望する場合には、自社製品届出としてこれに応
じる。
(例）影響が小さい案件の場合、当該脆弱性をウェブサイト運営者に通知す
ることで取扱終了とし、その旨を発見者に伝える。
また、取扱いの終了条件も緩和する。
（例）製品開発者が脆弱性を対処し、公表した場合（JVN 公表は問わない）
には、取扱いを終了できるようにする
なお、製品開発者への連絡が困難な案件等を速やかに連絡不能案件として扱
えるよう、連絡不能開発者リストに掲載するまでの打診期間を短縮する。
具体的には、連絡間隔を現在の 3 ヶ月(1 回/月×3 回)から今後は 1.5 ヶ月(1
回/2 週間×3 回) とする 1。
［メリット］
• IPA・JPCERT/CC が影響の大きい案件に注力できる
［デメリット］
・ 製品開発者への通知を以って取扱終了とする場合、
- 製品開発者が積極的に対処しない可能性がある
- 発見者が公表しない限り、脆弱性の存在が表に出ない
• ウェブサイト運営者への通知を以って取扱終了とする場合、
- ウェブサイト運営者が積極的に対処しない可能性がある
［課題］
• 影響が小さい案件の定義の明確化
• 利用者数の規模感の判断が難しい

1

この変更の妥当性（できるだけの努力を行ったか）については、法務専門家に確認いただいた
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なお、脆弱性の「影響度」に関する考え方は、関係者から得られた情報や IPA・
JPCERT/CC が把握している情報を勘案し、IPA および JPCERT/CC が総合的に判断
した脆弱性の深刻度（CVSSv3 基本値スコア）と影響範囲により決定する。
ソフトウェア製品の脆弱性、ウェブアプリケーションの脆弱性のいずれも下
記の考え方（表 2-1参照）で実施する。ただし、ウェブアプリケーションにつ
いては、これまでの経緯を踏まえ、CVSS 基本値スコア v3「4.0 ～ 6.9」）でか
つ脆弱性の影響範囲が中の場合でも、受動型の攻撃であれば、取扱いを終了す
ることを可能とする。

表 2-1 影響度の考え方

脆弱性の深刻度 ：脆弱性の深刻度として、CVSSv3 基本値スコアを適用する。
脆弱性の影響範囲：以下の要素を勘案して選択する。①～③がすべて不明の
場合は「広」と判断する。
①利用者数
当該ソフトウェアの利用者数。
②社会的影響力
重要インフラでも取扱っていると思われる製品の脆弱性である。
③攻撃の容易性
攻撃コードの公表、または実際の攻撃の発生が確認された場合に「広」
と判断する。届出についての取扱いを判断する時点の情報で判断を行う。
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3.将来の改善方策
3.1.制限時間の設定（C1）
届出から、受理、調整、公表までのプロセスに制限時間を設定する。
告示・P ガイドライン上では、「調整不能＝特別な理由なく制限時間を超過し
たケース」と整理する。
・ 制限時間を実効的に反映するため、調整の結果として公表日を設定する
のではなく、公表日を設定してから調整に入る
・ 制限時間を設けることで、滞留案件の発生を防ぐとともに、製品開発者
の対処を促す効果も
制限時間を超過した案件は、原則として、通常のプロセスからイレギュラー
プロセスへ進む。
イレギュラープロセスとは、公表判定委員会での審議、もしくは取扱終了・
発見者への返却の処理を想定している。
制限時間を設けることで、滞留案件の発生を防ぐとともに、製品開発者の対
処を促す効果もある。
［メリット］
• 滞留案件の発生を防ぐことができる
• 製品開発者の迅速な脆弱性対処を促す
［デメリット］
• 製品開発者から反発される可能性がある
• 脆弱性を公表された製品開発者から訴訟を受ける可能性がある
• 公表判定委員会での審議案件が増えた場合、IPA・JPCERT/CC の作業コス
トが増加する
［課題］
• 告示、P ガイドラインの改訂
• 設定する制限時間の妥当性の担保
• 公表判定委員会での審議案件と、取扱終了案件の判断基準の整備
• 導入後の経過措置
ただし、調整不能の定義変更を含め、告示の改正については慎重な議論が必
要と考えられる。
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3.2.例外的な案件への柔軟な対応（C2）
脆弱性の大量届出のように、例外的な案件が発生した場合は、IPA・JPCERT/CC
では、通常の処理では対応が困難な状況に陥る可能性がある。
そこで、このような例外的な案件の場合には、告示・P ガイドラインの制約
に縛られず、柔軟に対応することを可能とする。
［例外的な案件の例］
・大量の届出
・特徴的な届出
・海外からの届出
・調停が必要な案件
［柔軟な対応の例］
告示・P ガイドラインに基づくと、未公表の脆弱性情報を当該製品開発者以
外に提供することは認められないが、より適切に調整できる第三者が存在する
場合には、脆弱性対処を円滑に進めるため、その第三者に当該脆弱性情報を提
供して対応を要請する。
［メリット］
• 通常の手順では円滑な対応が困難な案件を効率的に処理できる
［デメリット］
• 調整がうまくいかない場合、作業コストが増加する可能性
• 実際にはケースバイケースで、効率的に進まない
［課題］
• 告示、P ガイドラインの改訂
• 例外的な案件として扱う判断基準の整備
本件は、ガイドラインや告示の解釈では取扱いが困難な脆弱性が顕在化した
段階で、あらためて検討することが望ましい。
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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
「2. 現告示に基づく改善方策」に沿って改善方策を実装する場合、P ガイド
ラインを改訂する必要がある。
表 4-1に、P ガイドラインの変更が必要な内容をまとめる。

表 4-1
改善方策

P ガイドラインの変更が必要な内容
Pガイドラインの変更内容

パートナーシップの運用
方針の見直し

・影響が大きい案件を優先する。
・発見者が製品開発者に直接届け出る選択肢を示す。
・自律的な進展が難しい場合にパートナーシップが解決を促す。

製品開発者との連携強化

・「発見者の対応」に「（仮称）直接届出が可能な製品開発者リスト」を参照して直接届
出を選択できる旨を記載
・「JPCERT/CC（調整機関）の対応」に直接届出が可能な製品開発者のリストの作成を
記載
・「製品開発者の対応」に直接届出を希望するPOC登録済み製品開発者の場合、直接の届
出が可能な製品開発者リストへの掲載希望を提出することを記載

B1

発見者との連携強化

・発見者がソフトウェア製品の脆弱性関連情報をIPAと製品開発者の両方に届け出る場合、
調整を自ら行うか、JPCERT/CCに任せるかを、届出の際、明確にしていただく。
・発見者がウェブアプリケーションの脆弱性関連情報をIPAとウェブサイト運営者の両方
に届け出る場合、調整を自ら行うか、IPAに任せるかを、届出の際、明確にしていただ
く。

B2a

受理審査の効率化

形式審査の確認・処理を整理する。

B2b

脆弱性届出の処理の効率
化

影響が小さい案件の場合、当該脆弱性を製品開発者/ウェブサイト運営者に通知すること
で取扱終了とし、その旨を発見者に伝える。→（製品、ウェブ）
その際、製品開発者がJVNによる脆弱性公表を希望する場合には、それに応じる。→（製
品）

A1

A2
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