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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、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 2016 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 12,916 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 2017 年 2 月に改正された。
一方、パートナーシップが本格稼働してから 12 年が経過し、パートナーシッ
プを取り巻く社会環境も変化したことから、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」
（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がなされ、
「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」として取り纏められた。
そこで本年度の脆弱性研究会では、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、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、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、調整不能案件の公表に関する検討などを実施し、あるべきパートナーシップ
の形成をめざした。さらに、これらを踏まえた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改訂などに取り組んだ。
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。
2017 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
いう）は、独立行政法人情報処理推進機構（Information-technology Promotion
Agency, Japan；以下、IPA という）、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 という）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。2004 年に制定された経済産業省告示「ソフトウエア等脆
弱性情報取扱基準」が 2014 年の改正を経て、2017 年に新たに経済産業省告示
「ソフトウエア製品等の脆弱性関連情報に関する取扱規程」
（以下「告示」とい
う）となったが、この告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。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 2016 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 3,433 件、ウェブサ
イトの脆弱性に関するもの 9,483 件の計 12,916 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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脆弱性関連情報の届出の処理状況
（活動報告レポート[2016 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。
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：取扱い中のうち、連絡不能開発者一覧にて公表中のもの

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[2016 年第 4 四半期（10 月～12 月）]より抜粋）
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ソフトウエア製品の脆弱性関連情報の届出 3,433 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 JVN 1において脆弱性が公表され
ているもの（公表済み）が 1,382 件（うち公表判定委員会による審議の結果公表
されたものが 2 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 83
件、取扱い中のものが 1,556 件（うち連絡不能開発者として公表したものが 203
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 376 件、JVN 公表を行わず製品開発者が個別対応したものが
36 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。
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： ウェブサイト運営者により脆弱性が修正されたもの
：
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：
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： IPA による注意喚起で広く対策実施を促した後、処理を取りやめたもの
： IPA およびウェブサイト運営者が脆弱性はないと判断したもの
： ウェブサイト運営者からの回答がなく、取扱いができないもの、
ウェブサイト運営者が対応しないと判断したもの
： 告示で定める届出の対象に該当しないもの
： IPA が内容確認中、ウェブサイト運営者が調査、対応中のもの

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[2016 年第 4 四半期（10 月～12 月）]より抜粋）
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Japan Vulnerability Notes（http://jvn.jp/）
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ウェブサイトの脆弱性関連情報の届出 9,483 件のうち、修正が完了したもの
が 6,879 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 989 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 545 件、取扱い中のものが 559 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 139 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 231 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
2016 年 12 月末までに 2,808 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
2016 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 1,382 件である。届出受付開始から 2016 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 32％(442 件)であり、301 日以上要しているものは 27%(375 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[2016 年第 4 四半期（10 月～12 月）]より抜粋）

(2)海外 CSIRT 等から連絡を受け公表した脆弱性
2016 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 1,471 件である。このうち、2016 年第 1 四半期～2016 年第 4 四半
期（2016 年 1 月から 2016 年 12 月末まで）に JVN で公表した脆弱性関連情報は
88 件あった。

2

コンピュータセキュリティに関するインシデント（事故）への対応や調整、サポートをするチーム。
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(3)製品種類別の内訳
届出受付開始から 2016 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 3,433 件のうち、不受理分を除いた 3,057 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 49％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～2016 年 12 月末）
（活動報告レポート[2016 年第 4 四半期（10 月～12 月）]より抜粋）

(4)脆弱性の原因別の内訳
届出受付開始から 2016 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 3,433 件のうち、不受理分を除いた 3,057 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 61％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～2016 年 12 月末）
（活動報告レポート[2016 年第 4 四半期（10 月～12 月）]より抜粋）
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(5)連絡不能案件の処理状況
連絡不能開発者一覧の公表開始（2011 年 9 月 29 日）から 2016 年 12 月末まで
に公表した連絡不能開発者の件数は累計 250 件、うち 45 件が調整を再開（その
中の 23 件が調整完了）したが、203 件は製品開発者と連絡がとれない状況にあ
り、公表判定委員会の審議にて JVN 公表に至った案件は 2 件である（図 1-7 参
照）。

図 1-7

連絡不能案件の処理状況（連絡不能開発者一覧公表開始～2016 年 12 月末）
（活動報告レポート[2016 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
2016 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 6,879 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 47％の届出が 30 日以内、66％の届出が 90 日以内に修正
されている。
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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～2016 年 12 月末）
（活動報告レポート[2016 年第 4 四半期（10 月～12 月）]より抜粋）

(2)届出の脆弱性種類別内訳
2016 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 9,483 件のうち、不受理のものを除いた 9,252 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」(15％)、「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 82％を占める。
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図 1-9

ウェブサイトの脆弱性種類別内訳（届出受付開始～2016 年 12 月末）
（活動報告レポート[2016 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」(15％)、「データの改ざん、消去」（12％）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～2016 年 12 月末）
（活動報告レポート[2016 年第 4 四半期（10 月～12 月）]より抜粋）

8

(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 374 件で、前年同期（473 件）に比べ減少している。
深刻度の高い SQL インジェクションが全体の約 15％を占めており、対策の実施
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[2016 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
本年度の脆弱性研究会は、前年度調査で示唆された項目（下記の①、②、③、
④、⑤、⑥）を中心に、以下の 9 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 重要インフラ事業者への優先情報提供の実現に向けた調査
② 脆弱性情報の取扱い判断基準と取扱ルールの策定に関する調査
③ 製品開発者やウェブサイト運営者が自社製品・サービスの脆弱性対処を行
う意義、考え方等に関する調査
④ 調整不能案件の公表に関する調査
⑤ EoL 製品の脆弱性を巡るパートナーシップの対応のあり方に関する調査
⑥ IoT の脆弱性を巡る法制度の整理に関する調査
⑦ フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトの考え方に関する調査
⑧ 現行のパートナーシップの改善に関する調査
⑨ 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）の改訂等に関する調査
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2.重要インフラ事業者への優先情報提供の実現に向けた調
査

2.1.調査の概要
(1) 調査目的
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、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 」
（以下「電力優先情報提供 WG」という。）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。それらの成果を別紙 1「電力事業者への優先情
報提供の実現に向けた調査報告書」として取り纏めた。
(2) 調査背景
(a)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。
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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(b)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
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） 3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、下記の(c)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。
(c)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。
表 2-1

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。
3

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。
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表 2-2 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
・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。
・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。
(d)事業者の選定基準
(ア) 対象となりうる事業者の種別
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 4 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 5 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 2(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 6。
4 重要インフラ防護に対する考え方

http://www.nisc.go.jp/active/infra/outline.html

5 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。
6 サイバーセキュリティ基本法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO104.html
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(イ) 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
② 秘密情報の展開先の管理
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
(e)優先提供可能な事業分野
(d)(ア)で示した事業者の選定基準に従い、
「電力事業者」を優先提供可能な事
業分野として選定した 7。
(f)電力業界における取り組み
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。

(3)調査方法
(1)を実施するため、以下の方法を採用した。
①ワーキンググループでの検討
脆弱性研究会の下に電力優先情報提供 WG を設置した。検討成果は脆弱性研究
会に報告し、その方針や内容についてのコメントを得て、反映した。
②ヒアリング調査
電力優先情報提供検討 WG の資料作成に資するため、電力事業者、パートナー
シップに詳しい有識者、電力システム分野の制御製品開発者・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（13 件）を行い、その結果を
7 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。
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取り纏めた。

2.2.ワーキンググループでの検討
電力優先情報提供検討 WG は、有識者、専門家等 7 名で構成した（表 2-3 参
照）。WG の会合は、1 回当たり約 2 時間とし、計 5 回開催した（図 2-1 参照）。
表 2-3 電力優先情報提供検討 WG 委員の構成
主査
委員

新
有村
川口
高橋
永井
長戸
中野

誠一
浩一
洋
郁夫
裕
祐介
利彦

国立学校法人電気通信大学
一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター
株式会社ラック
株式会社 IT リサーチ・アート
電気事業連合会
東京電力ホールディングス株式会社
株式会社日立製作所

図 2-1

優先情報提供検討 WG の開催概要
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2.3.検討結果
電力優先情報提供検討 WG を中心に検討した結果をもとに、
電力分野において、
平成 29 年度に、平成 28 年度の検討に基づき優先情報提供の試験的な運用を開
始することとした。なお、検討結果の詳細は別紙 1「電力事業者への優先情報提
供の実現に向けた調査報告書」に取り纏めた。
優先情報提供を実施する理由は以下の通りである。
(1) 実施根拠として現告示（平成二十六年五月十四日改正）がある。
(2) 電力分野を最初に実施する理由は以下のとおり 。
ア 告示(平成二十八年度の再改正案)に記載された優先提供の対象となる
条件を主要な事業者が満たす。
イ 全ての重要インフラ分野から依存されているという NISC からの報告が
ある 。
ウ 電力制御システムセキュリティガイドライン等の施策が行われている。
エ 電力 ISAC が次年度に立ち上がる。
オ 試行段階にもかかわらず積極的に協力いただける。特に、事業者から
優先提供に期待する意見がある。
(3) 実施にあたり、電力 ISAC 等と調整しながら進めることを前提とする。
ア 28 年度の提案は運用の基本方針（初期条件）である。
イ 初期条件も、告示に基づき決定している。
電力優先情報提供検討 WG で決定した運用の基本方針（初期条件）は以下の通
りである。
(1)優先情報の前提条件
・ 告示で認められる範囲において、提供のタイミングを一般に優先する 8。
・ 製品開発者が事前提供に了承した場合に限り提供する。
(2)優先情報提供のワークフロー
・ WG 委員の協力により作成し、WG で確認したワークフローを標準形とする。
(3)優先提供すべき情報の判断基準
・ 受付機関及び調整機関が電力事業者(重要インフラ)へ影響があると判断し
たソフトウェア製品を対象とする。
8

製品開発者が作成した対策方法等を含む段階で、脆弱性情報等を対象として実施する。
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・ 電力分野から指定のあるソフトウェア製品等も対象とする。
・ 工数やフィージビリティを考慮した運用を行い、適宜見直しを行う。
(4)優先情報提供の対象範囲
・ 現告示に基づき、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対象とする。
・ 上記設備に含まれ、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
を対象とする。
・ 電力供給に直接影響するものを「必須」と解釈する。電気設備以外であって
も、直接安定供給に影響を与えるものを含むと解釈する。
(5)優先情報提供の通知方法
・ 調整機関から電力 ISAC に通知することを想定する。
(6)通知先の情報管理体制
・ 3 種類の秘密保持契約に基づき、電力事業者の委託先までを含めた情報管
理を行う。
 JPCERT/CC と当該業界の横断的な連携体制(電力 ISAC)との間の秘密
保持
 当該連携体制と会員各社との間の秘密保持
 会員各社と委託先各社との間の秘密保持
・ 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改訂案に反映す
る。

2.4.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。
・ 運用する中で、課題を実務者協議により検討し、年次で制度見直しを行う。
(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
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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ため、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。
調査結果を別紙 1「電力事業者への優先情報提供の実現に向けた調査報告書」
として取り纏めた。同報告書の構成を表 2-4 に示す。
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表 2-4

別紙 1「電力事業者への優先情報提供の実現に向けた調査報告書」の
構成
調査の概要
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
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
1.3. 優先提供の実施根拠
1.4. 事業者の選定基準
1.5. 優先提供可能な事業分野
1.6. 電力業界における取組み
1.7. 本調査の目的・概要

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
2.2. 優先提供の目的・意義
2.3. 優先提供すべき情報の判断基準
2.4. 優先提供すべき情報の範囲
2.5. 優先提供すべき情報の内容、タイミング
2.6. 優先情報提供の通知方法
2.7. 優先情報提供の通知先と情報管理体制
3. 留意すべき課題
3.1. 懸案課題と考えられる対応
3.2. 次年度以降の検討課題
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
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3.脆弱性情報の取扱い判断基準と取扱ルールの策定に関す
る調査
3.1.調査の概要
(1) 調査目的
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
ベンダ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した。
経済産業省が調整不能案件を含め、省令の策定と告示の改正を行ったことから、
調整不能案件の公表に向け、P ガイドラインの改訂を検討した（5 章参照）。
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した。なお、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、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（IPA）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した。
(2) 調査方法
(1)を実施するため、脆弱性研究会の下に「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 WG」
（以下「判断基準と取扱ルール検討 WG」という。）を
設置した（図 3-1 参照）。検討成果は脆弱性研究会に報告し、その方針や内容に
ついてのコメントを得て、反映した。
脆弱性研究会
コメント

説明

判断基準と取扱ルール
ワーキンググループ

図 3-1

調査方法
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3.2.ワーキンググループでの検討
判断基準と取扱ルール検討 WG は、有識者、専門家等 7 名で構成した（表 3-1
参照）。WG の会合は、1 回当たり約 2 時間とし、計 4 回開催した（図 3-2 参照）。
表 3-1 判断基準と取扱ルール検討 WG 委員の構成
主査
委員

高橋
伊藤
岡田
鈴木
高木
高橋
松本

脆弱性研究会第1回
(2016年9月14日)

郁夫
彰嗣
良太郎
裕信
浩光
正和
隆

株式会社 IT リサーチ・アート
サイボウズ株式会社
株式会社アスタリスク・リサーチ
NPO 法人フリーソフトウェアイニシアティブ
国立研究開発法人産業技術総合研究所
日本マイクロソフト株式会社
SCSK 株式会社

脆弱性研究会第2回
(2016年10月18日)

第1回WG

基本的な考え方に関
する審議

(2016年10月14日)

(2016年11月2日)

脆弱性研究会第4回
(2017年2月6日)

第3回WG

第4回WG

脆弱性情報の取扱い判断基準と
取扱いルール、深刻な脆弱性情
報の取扱い方針等に関する審議

WG成果の取り纏め

第2回WG

目的、検討課題、検
討方法、アウトプット
のイメージ合わせ

図 3-2

脆弱性研究会第3回
(2016年12月19日)

(2016年1２月6日)

(2017年1月10日)

判断基準と取扱ルール検討 WG の開催スケジュール
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3.3.調査結果
判断基準と取扱ルール検討 WG を中心に検討した結果を以下に示す。
(1) 基本的な考え方と改善方策
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、基本
的な考え方（3 つの方向）とれらに基づく 7 つの改善方策を検討した（表 3-2 参
照）。
表 3-2
基本的な考え方
(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

(B) 影響の大きい案
件を優先して扱える
ようにする

基本的な考え方、改善方針、改善方策

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

(C) 発見者の理解が
得られる対応を実現
する

(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

改善方策
(A1)パートナーシップの運用方針の見直し（製
品・ウェブ）
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
(A2)製品開発者との連携強化（製品）
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
(B1)発見者との連携強化（製品・ウェブ）
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
(B2a)受理審査の効率化（製品・ウェブ）
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
(B2b)脆弱性届出の処理の効率化（製品・ウェ
ブ）
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
(C1)制限時間の設定（製品）
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
(C2)例外的な案件への柔軟な対応（製品）
例外的な案件の場合には、告示・P ガイドライ
ンの制約に縛られない対応を可能とする

上記の 7 つの改善方策を、現在の告示に沿って適用可能なものと、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ものに分けた（表 3-3 参照）。
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表 3-3
分類
現告示に基づく
改善方策

将来の改善方策
(告示の改正が必要)

改善方策の分類

改善方策
(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
(C1) 制限時間の設定
(C2) 例外的な案件への柔軟な対応

製品
○
○
○
○
○
○
○

ウェブ
○
×
○
○
○
×
×

さらに、これらの改善方策の位置関係を、図 3-3、図 3-4 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
展開

IPA

現告示に基づく改善方策案
将来の改善方策案

図 3-3

(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

(B2a) 受理審査の効率化
・形式審査の確認・処理の整理

調整

(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）
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

受付

IPA

受理

調整

(B2b) 脆弱性届出の処理の効率
・影響の小さい案件の取扱いを簡略化
化
・取扱い終了条件の緩和

現告示に基づく改善方策案

図 3-4

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) 影響度に関する考え方
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 3-4 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、CVSSv3 基本値スコアが「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 3-4

広
脆
弱
性
の
影 中
響
範
囲
狭

0

脆弱性の「影響度」に関する考え方

通常の対応

優先対応

優先対応

簡易な対応

通常の対応

優先対応

簡易な対応

簡易な対応

通常の対応

4.0

7.0

脆弱性の深刻度
（CVSSv3基本値スコア）

10.0

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を判断する時点の情報で判断を行う。

24

(3) とりまとめ
調査結果の詳細は、別紙 2「脆弱性情報の取扱い判断基準と取扱ルールに関す
る調査報告書」に取り纏めた。同報告書の構成を表 3-5 に示す。

表 3-5

別紙 2「脆弱性情報の取扱い判断基準と取扱ルールに関する調査報告
書」の構成

1. 基本的な考え方と改善方策
1.1. 基本的な考え方
1.2. 基本的な考え方に基づく改善方策
1.3. 基本的な考え方に基づく改善方策の分類
2. 現告示に基づく改善方策
2.1. パートナーシップの運用方針の見直し(A1)
2.2. 製品開発者との連携強化(A2)
2.3. 発見者との連携強化 (B1)
2.4. 受理審査の効率化(B2a)
2.5. 脆弱性届出の処理の効率化(B2b)
3. 将来の改善方策
3.1. 制限時間の設定（C1）
3.2. 例外的な案件への柔軟な対応（C2）
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
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4.製品開発者やウェブサイト運営者が自社製品・サービスの
脆弱性対処を行う意義、考え方等に関する調査

4.1.調査の概要
(1) 調査目的
パートナーシップは、製品開発者やウェブサイト運営者の自主的な取組みが
前提であるが、現実には、自社製品の脆弱性対策情報を公表することがビジネス
上不利に働くことがある。また、ウェブサイト運営者の理解が乏しく、脆弱性対
応が進まないケースや、不正アクセス禁止法の制約から IPA で脆弱性の再現検
証ができないため、脆弱性の有無に関する判断が難しいケースもある。
そこで、製品開発者やウェブサイト運営者が自社製品・サービスの脆弱性対処
を行う意義、考え方をとりまとめ、P ガイドラインに記載するとともに、開発者
コミュニティ、オンラインサービス提供者のコミュニティ等に向けて発信する
取組みについて検討した。
(2)調査方法
(1)を実施するため、以下の方法を採用した。
①ヒアリング調査
製品開発者、ウェブサイト運営者、システム構築事業者、開発者・オンライン
サービス等のコミュニティ関係者を対象にヒアリング調査を実施した。
②啓発資料の作成
ヒアリング調査結果を踏まえ、製品開発者やウェブサイト運営者に向けた啓
発資料に記載すべきポイントを取り纏めた。
なお、啓発資料は、脆弱性対応に臨む事業者の考え方を示すもので、脆弱性対
処の作業手順を示した既存の啓発資料とは役割が異なる。
②啓発資料作成に向けて

①ヒアリング調査（10件）
［調査対象］
①製品開発者(4件)
②ウェブサイト運営者、システム構築事業者
(4件)
③開発者、オンラインサービス提供者等のコ
ミュニティ(2件)

製品開発者向け資料に
記載すべきポイント

［調査項目例］
・製品開発者やウェブサイト運営者が自社製品
・サービスの脆弱性対処を行う意義、考え方
・メリット、デメリット
・効果的な啓発方法
等

図 4-1

ウェブサイト運営者向け資料に
記載すべきポイント

調査方法
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4.2.ヒアリング調査
(1) 調査方針
以下の属性を有する対象者計 10 件にヒアリング調査を実施した。
・製品開発者：4 件
・ウェブサイト運営者、システム構築事業者：4 件
・開発者、オンラインサービス提供者等のコミュニティ：2 件
(2)調査項目
ヒアリング調査では、以下の項目のうち、調査対象者に関連の深いものを中心
に質問した。
・自社製品・サービスの脆弱性対処の取組状況
・自社製品・サービスの脆弱性対処を行う意義、考え方
・効果的な啓発方法 等
(3)調査結果
ヒアリング調査の結果を以下にまとめる。
表 4-1

脆弱性対処の意義、考え方に関するヒアリング調査結果
（製品開発者）

自社製品の
脆弱性対処
の取組状況

・ 製品リリース前は、セキュリティ診断を自社で行っている。製品リ
リース後は、サイクルチェックや脆弱性のチェックと、バグ報奨金
プログラムを導入している。
・ SLA を導入し、深刻な脆弱性が明らかになった場合には 24 時間以内
に対応する。部門によっては早急な対応を嫌がる部門もあるが、調
整し、スピード感のある対応を行っている。
・ 経営層のセキュリティ意識は、以前世間から批判を受けたこともあ
り、他社よりは高いほうだと思う。
・ 製品開発部門のセキュリティ意識も比較的高く、何かあった場合は
対応を行うような素地がある。
・ 以前は脆弱性について積極的に公表していなかったが、去年
JPCERT/CC から報告されたアップデートについての脆弱性は影響範
囲も大きかったため公表に踏み切った。この場合は経営層にも報告
して公表した。
・ 品質保証チームの中にセキュリティ面を中心に検証する部隊があ
る。開発部門と品質保証部門がけん制できる体制としている。品質
保証部門がけん制できる体制は理想的であるが、開発を阻害するこ
とにならないよう留意している。
・ 社長直下の PCSIRT メンバーが、脆弱性情報等を収集しながら、自社
製品の脆弱性情報の通報があれば対処している。
・ 当社の報奨金制度で受け付ける脆弱性報告のうち、脆弱性の認定率
は 65％程度。届出は営業日ベースで毎日届いている。自社で実施す
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る脆弱性検査と、外部発見者のテスト方法は異なるため、自社の検
証では気づかない脆弱性が発見される。Black Hat で報告されたよ
うな最新の攻撃手法まで全てカバーすることは、現在の自社の体制
では難しい。
・ 報奨金制度はバグが見つかることに加え、広報効果があり、社内で
も評価されている。セキュリティに関する取組は、外部に積極的に
広報できるものがほとんどない。
・ 脆弱性として連絡を受けたインシデントについては調査を行い、可
能な限り対処を行っている。ファームウェアの更新にて対処が行え
ない場合は、設定・運用の変更にて対処が可能か検討する。いずれ
の対処が不可能であると判断した場合は、製品の利用を中止してい
ただくように案内することを検討する。
・ 数年前まで、脆弱性の公開に関して消極的であったが、現在は社長
の推進の下、全社的に脆弱性対処・公開を行っている。
・ 脆弱性を公表したのは良いが、公開内容がユーザにきちんと到達し
対応して頂いているのかわからないことが課題と考えている。
・ 脆弱性対応は製品の品質管理の一環として実施している。
・ ウェブ系のシステムと製品の脆弱性対応の部門は異なる。製品、サ
ーバ製品については開発チームが担当。
・ OEM 製品と自社製品で脆弱性対応は異なるが、サポート方針は変わ
らない。OEM 製品であれば、OEM 先に修正コストの負担を依頼してい
る。OEM 側で脆弱性対応しないと言われたことはない。
・ 製品のセキュリティ担当者は不在だったが、IPA・JPCERT/CC からの
連絡がきっかけで、対応体制を整備した。POC ミーティングにも参
加して他社の脆弱性対処を勉強している。
・ 開発段階でのセキュリティの検討はまだ不十分。自社でソースを有
する製品でも、外部に開発を委託しており、委託先管理が課題。
・ Android アプリの脆弱性対応は実施しやすいが、Windows ソフトの脆
弱性検証は難しい。
・ OEM はバイナリで検証している。よく使用されるライブラリに脆弱
性があれば、それが使用されていないか確認している。
・ 脆弱性対処のコストは都度起案している。役員決裁が必要である
が、対応の必要性は理解されている。不具合修正や新製品リリース
についても役員の会議で話しており、脆弱性対処も不具合対応の一
環として捉えられている。
脆 弱 性 に 取 ・ 報告元がどこであれ、影響範囲の大きさによって公表を検討すべき
り組む意義、
と考えている。公表のためには経営層に承認をもらう。
考 え 方 に つ ・ 脆弱性対処の啓発資料について、ハンドリングポリシーを公開して
いて
いる会社は優良会社だとしてよいのではないか。
・ 脆弱性があることは当たり前で、それに対する準備ができているか
が重要。
・ ソフトウェア製品開発者や製品調達担当に啓発資料を読んでもらう
には、調達指標・要件に入れるのがよいのではないか。
・ 脆弱性を公表することにより失注するケースもある。自社製品に脆
弱性があることに対して、顧客が漠然とした不安を感じ失注した。
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・ 積極的に脆弱性対応を実施しているという理由で、自社製品の受注
につながるという話はこれまでない。製品導入企業は脆弱性対処の
状況をチェックリスト形式で確認しており、詳細な取組までは見て
いない。営業担当からすると脆弱性対応の取組は、マイナスをゼロ
にしているようにしか見えない。脆弱性対処は CSR の一環で、実施
が当然の取組である。どのように情報を出すかが、広報面での課題
となっている。
・ 脆弱性対応のコストは、不具合対応の一部として、品質を向上させ
るものとして、扱っている。
・ 発見された脆弱性に適切に対応するメーカーと評価されている。脆
弱性に対応する姿勢を示すことはビジネス上不利になるとは考えて
いない。
・ バグ報奨金プログラムは検討していないが、脆弱性の届出窓口を設
けようと考えている。ただし、発見者の個人情報の取扱い等、問題
がある。窓口の統一基準があると良い。
・ 脆弱性対応については役員決済が必要だが、対応の必要性は理解さ
れている。不具合修正や新製品リリースについても役員の会議で話
しており、脆弱性対処も不具合対応の一環として捉えられている。
・ 対策の重要性は理解されているが、コストとのバランスは問題とな
る。
・ 脆弱性対策をしてよかったことは目に見える形ではない。
Heartbleed の脆弱性のときは調査し自社製品に影響がないことを公
表した。問い合わせは来なかったが、調査していないと対応できな
かった可能性はある。

表 4-2

脆弱性対処の意義、考え方に関するヒアリング調査結果
（ウェブサイト運営者、システム構築事業者）

自社サービ
スの脆弱性
対処の取組
状況

・ 自社のあるサイトに脆弱性があり、フルディスクロージャ型脆弱性公
表サイトに公表されていることを IPA からの通知で知った。顧客、ユ
ーザに影響を与えないよう迅速な対応をとるようにトップから指示
が出た。
・ トップの指示を元に、他にも問題箇所がないかを調査し、経営層に報
告した。
・ 営利企業のため全て対応するのは無理である。今回の経験から、公開
されているサイト、個人情報が含まれているもの等、守るべきものは
何かをランク付けした。守るべきものは優先的に対策を進める方針で
ある。
・ 最新の攻撃手法が登場する中で、脆弱性の検査を繰り返し実施できる
かは検討課題である。また、全ての公開サイトに実施するのは難しい。
公開されているサイトの中には古くて更新されてないものもある。公
開サイトを維持し続けるかの判断、サイトの脆弱性検査を定期的に実
施することは課題である。
・ 事案発生後は、システムを守ることが本部の役割として明確化され、
対応や予算獲得が進めやすくなった。
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・ 脆弱性情報はシステムで管理している。インフラのミドルウェアに影
響する脆弱性に関しては、様々な情報を収集している。収集した脆弱
性情報の自社への影響は、システムを運用管理しているベンダに確認
を依頼している。
・ 脆弱性情報が様々なサイトから提供されるが、重要度・緊急度の判断
が難しい。どこの情報を信じればよいのか。即座に対処しなければい
けないのか、あるいは次の OS のアップデートまで待てばよいのかの
判断が難しい。
・ 重要度の高い脆弱性であれば、すぐに対処するよう指示している。
・ コンテンツ依存の脆弱性対処が難しい。サーバのアプリケーションに
関しては、外部のセキュリティベンダに脆弱性診断を依頼している。
Java Script は、脆弱性情報の更新数が多く対処が難しい。
・ セキュリティ費用が高いと経営から指摘されることはあるが、セキュ
リティ対策の重要性を経営も理解している。セキュリティに問題があ
ると企業の信用問題につながりかねない。経営層に納得してもらえれ
ば、反対されることはほとんどない。
・ 顧客が多岐にわたるため、契約内容も多様である。システムを作成・
提供し終了するケース、保守まで実施するケース、運用まで関わるケ
ース等がある。
・ 脆弱性があれば対応するが、システム開発に関する契約の初期段階に
脆弱性対応が必要なことを顧客に説明し、費用が発生すること、パッ
チ適用の期間等を事前に説明しなければ、後日トラブルにつながる可
能性がある。
・ 予算のある顧客であれば、契約初期段階での説明がなくとも緊急対応
として認めてくれる。しかし、予算がない顧客の場合、緊急対応が必
要な状況で、予算の問題や誰が資金を出すかで揉め、調整に時間がか
かる可能性がある。
・ システムが完成する段階で脆弱性対処の話をしていては遅い。自社で
は、初期段階で顧客と調整するように指示している。
・ 検証環境を残しておくことが重要である。本番環境だけでは、パッチ
適用前に検証ができない。
・ 地方自治体の場合、予算がなく HP の脆弱性対応ができないケースが
ある。
・ 脆弱性対処は行っているが、費用がかかるため、全てに対処できるわ
けではない。お客様にご理解頂ける範囲で行っている。
・ 脆弱性が少ないシステムを開発しようすると予算が跳ね上がるのに
関わらず、金額が高いと言われることがある。また、過去に構築した
システムの保守の場合、保守費用の中で対応して欲しいといわれて、
対応の是非や金銭面について交渉することがある。
・ 公開サイトの新規案件については設計提案書にもセキュリティ要件
を入れている。最近は RFP 上に品質保持の方法やセキュリティ対処の
方針を示すように記載されている。
・ セキュリティへの認識が低いお客様には説明するようにしているが、
それでもセキュリティ対策が要らないと判断したお客様には、リスク
を説明した上で導入してもらう。
・ トラブル事例として、システムの作りこみが終わった後にお客様との
セキュリティ要件への認識の違いが判明し、作りなおしが発生し大変
だったことがある。計画段階から認識のすり合わせをしていれば大変
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・

ではなかった。
今回の事件を通じて、自社にとって重要な情報が何かを考えるように
なった。自社がダメージを受けるだけであれば自社が悪いが、顧客に
影響を与えることが一番悪い。
経営陣に、謝罪会見の有無、被害範囲、株価への影響等、リスクが何
かを理解してもらえないと対策は進まない。技術的に正確な説明をし
たとしても経営層には意味がない。
脆弱性対策を実施していることで評価されることはない。セキュリテ
ィは問題ないことが通常の状態であり、何かが発生したら減点され
る。加点要素はない。
情報改ざんや踏み台にされないことが重要である。信用を失うことに
なる。
脆弱性が必ず内包することを理解してもらうことが重要である。OSS
を活用し安く構築するのが大きな流れであるが、OSS は多くの人が検
証するため、脆弱性が見つかりやすいことを理解してもらう。
バグや脆弱性がないソフトウェアは存在しないことを理解してもら
うことが重要である。脆弱性を発見したときに、早期に対応するのが
望ましい。
脆弱性があることを前提に、予算や運用体制の構築、検証環境を保有
することが重要である。脆弱性が必ず存在し対応が必要であること
を、顧客・現場ともに理解することが重要である。
影響度の大きい脆弱性が発見されたときに、サービスを継続するのか
停止するかの判断基準を事前に設けておくとよい。
脆弱性対処に対し積極的に取り組んでいる企業であることを示すよ
うな基準はない。大手ベンダでも、セキュリティを専門にした部隊が
あることをアピールする程度にとどまっている。
システム構築後であっても脆弱性対策にはコストを積む必要がある
こと、保守費用の中にセキュリティ対策は入っておらず、コストをか
けてでも対策をとることが重要であること、脆弱性は次々に新たに見
つかるものであり、対策しなければならないことを認識してほしい。
脆弱性による被害状況等の事例が紹介されるとよいのではないか。
経営陣に情報セキュリティリスクを理解してもらう必要がある。脆弱
性によってこのようなリスクがあるということを理解できるような、
経営目線の資料があるとよい。
脆弱性を発見した際の対応ガイドラインをグループ向けに作成した。
自社製品の脆弱性を発見した場合、自社製品の脆弱性を通報された場
合、他社製品の脆弱性を発見した場合、他社製品の脆弱性が報告され
た場合の 4 点に分けてガイドラインを作成した。その資料に IPA の資
料が盛り込めるとよい。
企業の経営層にアピールするのであれば全国紙に載せるとよいので
はないか。
その企業がセキュリティに危機感をもっていないと、啓発資料を読ま
ないのではないか。もしくはその基準が一般的なものになったり、強
制的なものであれば読むかもしれない。
ユーザ企業に啓発資料を読んでもらうのは難しいと考える。ベンダが
読めばそれで十分だと考えるだろう。
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表 4-3

脆弱性対処の意義、考え方に関するヒアリング調査結果

（開発者、オンラインサービス提供者等のコミュニティ）
・ コミュニティに参加する企業は、自社で積極的に脆弱性情報を集め、対処に取り組んでい
るが、中小企業の一部には脆弱性対処に消極的な企業もある。脆弱性対処の状況は、製
品かサービス、プロバイダによって異なる。
・ フリーウェアやシェアウェアは対応されていないことが多く危険である。
・ 中小企業は JVN で脆弱性を公表されたとしても見ない。大手企業は第三者機関による脆
弱性チェックを行っており、詳細的すぎて網羅的ではない情報の集まりは、利用しにくい。
・ 製品ベンダは自身で脆弱性チェックを行うことができるが、ウェブサイトの運営者はマルウ
ェア感染しても気づかないことがある。そのため、ウェブサイトについて脆弱性を公表した
ほうがよいと考える。

パッチ配布に見せかけて、マルウェアを埋め込まれるケースがある。公的なサイトが正し
い脆弱性を公表することにより、リテラシーの低い人々が不安になった場合に参照すべき
サイトとして存在できる。
・ EoL 製品に関しては脆弱性対応を行わないベンダが多い。
・ 買い替えを推奨するやり方もよいと考えている。
・ 脆弱性対応を行う意識を普及する必要がある。
（コミュニティ参加メンバー個々の回答）
・ パッチ構築に時間がかかることが課題である。パッチ公開時に新たな脆弱性が見つかると
対外的なイメージが悪くなるため、何度も検証を行ってからパッチを公開しており、時間が
かかる。
・ 脆弱性評価に関するスキルが低いことも課題である。
・ オープンバグバウンティにおいて、過去 2 件ほど当社の脆弱性が報告された。
・ 脆弱性情報の一次受は CSIRT であるが、製品毎に脆弱性対処を専門に行う部署はない。
・ 脆弱性対処方針は、脆弱性があっても問題がなければ放置することが基本。パッチをあて
ることで運用ができなくなる恐れがあるため、インターネットから隔離されたシステムに関し
ては基本的に脆弱性の対処を行わない。
・ トラブルの例として、脆弱性対処の際に SIer が設計を間違えた事例があった。
・ 脆弱性情報（BugTraq や JVN や JPCERT/CC の早期警戒情報）は確認している。ただし、
パッチをいつあてればよいか判断に迷う場合がある。
・ システムが停止した場合、営業停止になるため、脆弱性対処は積極的に取り組んでいる。
・ JPCERT/CC 等から連絡があった場合はすぐに対応している。また、自社で何かあった場
合、経営層から「IPA や JPCERT/CC には連絡したのか」と聞かれるほど、経営層のセキ
ュリティ意識が高い。
・ 脆弱性対処についてホームページで公開している。公開のメリットとして、事前に公開する
ことで新聞に取り上げられることを防ぐことができる。また先に公開することでコールセンタ
ー部門の負荷低減に寄与している。
・ 自社内で対応の緊急度を決める基準がある。
・ システム停止した場合の対応は定められている。
・ 金融業界の場合、脆弱性に関して、いつどこからもらったか、いつまでに対処したか、につ
いて金融庁に報告している。
・ 成果を経営にアピールするものとして、セキュリティがある。
・ セキュリティが強固だと面倒というユーザもいるため、複数の認証方式を提供し、ユーザが
選べるようにしている。
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4.3.調査結果
ヒアリング調査を踏まえ、ソフトウェア製品開発者、ウェブサイト運営者のそ
れぞれの啓発資料に反映すべき主要なポイントを以下に示す。
(1) ソフトウェア製品開発者
・脆弱性が見つかっていないソフトウェアと脆弱性が見つかって修正したソ
フトウェア
- 「脆弱性が見つかっていない」＝「安全」 とは限らない
- 時間が経てば新しい脆弱性が発見される
- 脆弱性を作りこまないことと、見つかった脆弱性を適切に修正するこ
とは、どちらも同じくらい重要
・ユーザに望まれる製品開発者とは
- 更新版を出しても、ユーザが必ずそれを使うとは限らない
→脆弱性を解消するために更新版を使うよう呼びかけるべき
- 脆弱性対処が困難な場合、脆弱性の存在を公表し、回避策を提示すべ
き
- それも無理なら、使用を避けるよう説明すべき
・何のために脆弱性対処をおこなうのか
- お客様を守るため
→ユーザのリスクを低減するためには、製品開発者による脆弱性対処
が不可欠
- 自社への信用を守るため
→脆弱性対処は、自らが世に出したソフトウェアの品質を保つ取組み
・製品開発者に期待されていること
- サイバーセキュリティ基本法でも、製品開発者は、ソフトウェア製品
の開発・提供に際し、サイバーセキュリティの確保に努めることが求
められており、ソフトウェア製品に脆弱性が見つかった場合、製品開
発者は、その対処に誠実かつ積極的に取り組むことが期待されている
・製品開発者が取り組むべきこと
- 品質担当役員とセキュリティ担当役員に、脆弱性対処の仕組みの整備
を要請する
- ソフトウェア製品のライフサイクルに、製品リリース後の脆弱性対処
を組み込む
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-

脆弱性対応ポリシーを策定し、対応の手順を明確化する
社外からの報告窓口を設ける

(2) ウェブサイト運営者
・ウェブサイトに脆弱性があると何が起きるか
- ウェブサイトに脆弱性があると、ユーザが迷惑を被ることになる
・何のために取り組むのか
- ユーザにご迷惑をおかけしないために
- 自身の信用を守るために

・ウェブサイト運営者とシステム構築事業者の責任
- ウェブサイト運営者やシステム構築事業者が、脆弱性対処について、
やるべきことを適切に行うよう責任を負っている
- リスクがあることを知っていながら脆弱性を放置していた結果、実被
害が出た場合、責任者は善管注意義務違反で損害賠償を求められる可
能性がある
・ウェブサイト運営者とシステム構築事業者に期待されていること
- サイバーセキュリティ基本法でも、ウェブサイト運営者とシステム構
築事業者は、ウェブサイトの構築・運営に際し、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おり、リリース前の脆弱性対策
と、リリース後に脆弱性が見つかった場合の、誠実かつ積極的な対処
が期待されている
・ウェブサイト運営者・システム構築事業者が取り組むべきこと
- 品質担当役員とセキュリティ担当役員に、ウェブサイトの構築時とリ
リース後の運用時に、脆弱性対策を行うための予算の確保を要請する
- ウェブサイトに脆弱性が見つかった場合に、組織としてどのような方
針で臨むかを文書化した脆弱性対応ポリシーを策定する
- ウェブサイトの運用時に、定期的な検査・修正と、突然脆弱性が見つ
かった場合の対処について、具体的に手順を書き起こす（もしくは、
ウェブサイトの管理・運用手順書の中に組み込む）
- 社外からの報告窓口を設ける
これらのメッセージを踏まえた啓発資料が必要と考えられる。
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5.調整不能案件の公表に関する調査

5.1.調査の概要
(1) 調査目的
製品開発者と IPA・JPCERT/CC との見解の相違等によりパートナーシップでの
取扱いが困難な状況に陥っている案件（以下、
「調整不能案件」という。）は、滞
留せざるを得ない。しかし、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から、省令の制定と告示の見直しが行われ、
従来は訴訟リスクが高いためパートナーシップにおける公表判定委員会の対象
外としてきた調整不能案件についても、公表判定委員会で審議対象とする方針
である。
そこで、こうした状況を踏まえ、調整不能案件を公表判定委員会で審議した結
果に沿って公表できるようにするために必要な検討を行う。その際、P ガイドラ
インの記載が適切な取扱いの阻害要因になる場合には、P ガイドラインの修正を
検討した。
(2) 調査方法
IPA、JPCERT/CC とともに、告示から調整不能案件の具体的な取扱手順につい
て分析し、その成果を取り纏めた。

省令
Pガイドライン
告示
調整不能案件の公表

調整不能案件の公表
について必要な手続

図 5-1

公表判定委員会
運営手順
調整不能案件の取扱い手順

調査方法

5.2.調査結果
検討した結果を以下に示す。
(1)告示の改正に関する追記
P ガイドラインの経緯の一環として、今回の告示の改正についても紹介するこ
とが望ましい。そこで、
「目的」の欄で、2017 年 2 月の告示改正について P ガイ
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ドラインの冒頭で触れる方針を採ることとした。
(2)調整不能案件の公表に関わるプロセスの見直し
今回の告示改正における大きな変更点として、公表判定委員会が連絡不能案
件だけでなく調整不能案件も扱うことになる。そこで、関連箇所でその変更に伴
う修正を行う必要がある。
想定すべき修正箇所は以下のとおりである。
・公表判定委員会への判定要請
・受付機関の公表判定対応プロセス
- 判定の基準(ア)
「当該案件が連絡不能であること」→「調整不能であること」
- 結果の通知
- 公表しないことになった場合の対応
- 公表することになった場合の対応
(3)脆弱性情報の管理と開示の使い分け
製品開発者、ウェブサイト運営者に「正当な理由なく第三者に脆弱性関連
情報を開示しないこと」を要請する。その趣旨は以下のとおりである。
- 漏洩しないことと、意図的に開示しないことは異なる意味なので、書き
分ける
- 利用者のリスク低減以外の理由で、意図的に開示することは認めないよ
うにしたい
(4)その他の変更の反映
今回の告示改正に伴う変更に基づき、適宜修正を行う。
想定すべき変更点は以下のとおりである。
・優先情報提供の中の記載の変更：
JPCERT/CC が優先情報提供を
「することがあります」 → 「することができます」
・発見者の脆弱性届出書の記載事項を変更
・自社製品届出の必須化
・統計情報の公表頻度
・用語の定義、表現の変更等 等
これらに基づく具体的な P ガイドラインの改訂案については、10 章で提示する。
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6.EoL 製品の脆弱性を巡るパートナーシップの対応のあり
方に関する調査
6.1.調査の概要
(1)調査目的
EoL 製品について、製品開発者が脆弱性公表に消極的な場合、当該製品のユー
ザが脆弱性のリスクを知らないまま製品を使い続けることになる。その一方、
EoL 製品についていつまでも何らかのサポートを行うことは、製品開発者にとっ
て大きな負担となる（表 6-1）。
表 6-1

EoL の脆弱性対応に関する課題

ユーザ

EoL というだけでは、利用者は脆弱性について認識できないため、利便
性などを理由に利用を継続してしまう危険性がある。

製品開発者

EoL 製品についていつまでも何らかのサポートを行うことは、製品開発
者にとって大きな負担である。

制度運用

ベンダに連絡が取れない、連絡をしても対応が期待できない、脆弱性か
否かの判断が難しいなどの理由により調整・連絡不能案件としてつみあ
がっていく。

そこで、製品開発者による「EoL」
「サポート終了」について、どのようなパタ
ーンがあるのか整理し、パターンごとに想定される受理方針、脆弱性の影響範囲
と公表の要否について検討した。
これらの検討を踏まえ、EoL 製品に対するパートナーシップとしての考え方を
整理することを目的とした。
(2) 調査方法
(1)を実施するため、以下の方法を採用した。
調査は事務局による現状分析と製品開発者（有償の製品・サービス／OSS）に
対するヒアリング調査により行った。具体的な調査方法は以下のとおりである。
③調査報告書（案）の作成

①ヒアリング調査（10件）
②現状の業務分析
（事務局とのディスカッション）

図 6-1

調査方法
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6.2.ヒアリング調査
(1) 調査方針
以下の属性を有する対象者計 10 件にヒアリング調査を実施した。
・製品開発者(有償の製品・サービス)： 5 件
・製品開発者（OSS）：5 件
(2)調査項目
ヒアリング調査では、以下の項目のうち、調査対象者に関連の深いものを中心
に質問した。
・ ソフトウェア等のライフサイクル方針について
・ ソフトウェア等のサポートポリシーの有無やその公表について
・ ソフトウェア等のサポート終了の判断基準について
・ ソフトウェア等のサポート終了後の脆弱性対応状況や課題
(3)EoL に関するパートナーシップを巡る論点
EoL に関するパートナーシップを巡る論点を以下の通り整理した。
① EoL 製品への対応
・ EoL 製品を特別扱いする必要性
・ EoL 製品を受理しないことは可能か
・ EoL と判断する基準は
・ 受理した後に EoL を理由に取扱を終了することは可能か
・ 受理しても調整を行わず注意喚起だけで取扱を終了することは可能か
② 脆弱性の影響範囲と公表の要否
・ 製品開発者の同意を得ずに公表を要すると判断する理由は
③ 公表判定を巡る論点
・ 公表判定について新たな制度的な対応は必要か
(4)調査結果
ヒアリング調査結果について、主な調査項目毎に得られた主な意見を以下に
示す。
① ソフトウェア等のライフサイクル方針について
（製品開発者（有償の製品・サービス））
・ プラットフォームの提供が主であるため、一般的な製品開発者とはサポート
ライフサイクルに関する状況が異なる。モバイル版アプリでは、重大な脆弱
性があれば強制アップデートを行う。
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（製品開発者（OSS）
）

・ 方針はまちまち。Linux の場合、ディストリビューターが判断する場合が多
い。LTS（Long Term Support）製品は 3 年ぐらいのサポート期間がある。
② ソフトウェア等のサポートポリシーの有無やその公表について
（製品開発者（有償の製品・サービス））
・ EoL に対するポリシーは議論しているが結論はでていない。公表もしていな
い。
・ 使用中止や後継製品利用を呼びかけることにしているが、そのポリシーに落
ち着くまでにはさまざまな議論があった。
（製品開発者（OSS））
・ 公表していない。また EoL を公表する OSS と公表しない OSS がある。
③ソフトウェア等のサポート終了の判断基準について
（製品開発者（有償の製品・サービス））
・ 社内的には一定の線引きを設けているが、対外公表しておらず、ケースバイ
ケースの判断となる。
（製品開発者（OSS））
・ OSS は EoL の明確な基準がない。コミュニティが EoL と判断すれば EoL とな
るのではないか。
④ソフトウェア等のサポート終了後の脆弱性対応状況や課題
（製品開発者（有償の製品・サービス））
・ 修正パッチ等のアップデート情報は EoL 製品にはリリースしておらず、バー
ジョンアップを依頼。
・ ソフトウェアのサポート終了後の脆弱性対応状況は、重篤度により判断をし
ている。ただしサポート終了後であっても、判明時には Web 上のサポート情
報などで脆弱性の存在をご利用者へ伝えるための対外案内は極力実施。
・ サポートしていないバージョンの脆弱性が報告された場合、最新版・安定版
で再現を試み、再現された場合は最新版・安定版でのみ修正する。古いバー
ジョンは修正を行わず、アップデートを推奨する。
・ 最新版だけでなく、相対的に古いバージョン（オールドステーブル版とその
一つ前世代）までセキュリティ対応している。

6.3.調査結果
検討した結果を以下に示す。
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(1)基本的な考え方
EoL 製品の脆弱性に対する基本的な考え方を以下のとおり整理した。
・ EoL 製品であっても、脆弱性として取り扱う。
・ EoL を過度に特別視することはせず、受理・不受理の対応は原則変えな
い。
・ 修正せずに公表できるように製品開発者と調整する等により対応する。
EoL 製品であっても、脆弱性として取り扱うのは、取り扱わないことが社会通
念上の期待に反するという考えに基づいている。また、修正せずに公表できるよ
うに製品開発者と調整する等により対応するというのは、例えば、修正を前提と
しない公表、上位製品への乗り換え、回避策の公表等などを通じて、なるべく多
くの脆弱性について何らかの形で公表することで、社会全体の安全性を確保し
ようとしたものである。
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(2)対応の整理
EoL の類型別に、対応を表 6-2 に整理・検討した。
表 6-2

EoL 類型別の対応

41

7.IoT の脆弱性を巡る法制度の整理に関する調査

7.1.調査の概要
(1) 調査目的
社会や生活の多様な領域にセンサ・ネットワークを組み込んだ IoT の本格的
な普及が見込まれる。IoT は、その適用領域によっては、様々な法的規制や安全
基準、ガイドライン等が整備されており、脆弱性が発見された場合も既存の仕組
みの中で検討すればよい場合もあることが想像できる。
そこで、法務専門家が主導する形で、IoT の脆弱性を巡る法制度や規則、基準、
ガイドライン等について整理し、脆弱性が届け出られた場合の対応案について
検討した。
(2) 調査方法
(1)を実施するため、法務専門家を中心に、以下の体制と手順を採用した。

法務専門家

①IoTの脆弱性を巡る
法制度の調査

②調査報告書（案）の作成

図 7-1

調査方法

① IoT における概念/領域の整理
既存の類似調査等をもとに、IoT に関する概念を整理し、それをもとに、本調査に
おける検討に際して、IoT の対象領域を設定した。
②各領域の法的枠組みに関する分析
①で抽出した各領域の安全/セキュリティを維持するための法的枠組みを整理・分
析した。
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7.2.調査結果
調査結果の概要を以下に示す。

7.2.1.IoT(CPS)における概念
IoT（CPS）は、一般的に「モノのインターネット」をさす。その定義として、
以下の例がある。
・ 「情報社会のために、既存もしくは開発中の相互運用可能な情報通信技
術により、物理的もしくは仮想的なモノを接続し、高度なサービスを実
現するグローバルインフラ」（ ITU（国際電気通信連合））
・ 「サービス提供サーバ・クラウド、中継機器、システム、デバイス、直
接相互通信するデバイスを構成要素とする全体像を検討対象とするべ
き」（IPA）

図 7-2

IoT の定義の例

（出所：IPA「IoT 開発におけるセキュリティ設計の手引き」,2016/05）
IoT セキュリティについては、NISC が「従来の情報セキュリティ確保に加え、
新たに安全確保が重要となる」「IoT セキュリティのための一般的枠組において
は、安全性、機密性、完全性、可用性の 4 つの要件を確保することを前提とす
る」と説明している。また、IPA「つながる世界のセーフティ＆セキュリティ設
計入門」でも、
「人の生命・身体・精神、有体物、金銭に対するハザードをセー
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フティ、情報・金銭・財産的損害に対するリスク」をセキュリティとして、論じ
ている。
本調査においては、電気通信によって接続されている物に関する安全／セキ
ュリティの問題についての規範的側面を明らかにすることを課題とする。
基本的な概念は、
（１）電気通信手段によって（２）接続されている（３）モ
ノの（４）安全／セキュリティに関する（５）規範的側面である。
また、技術基準における安全の基準の論点としては、
（１）有体物に対する安
全基準（２）安全基準の適用範囲（３）ハザード認定の問題（４）一時的な基準
適合義務を負うものがある。

7.2.2.IoT(CPS)における各領域の考察
本調査では、現在、インターネットに接続されることにより問題に直面してい
る以下の 8 領域を取り上げた。
・情報家電
・スマートハウス
・自動車
・医療/ヘルスケア
・工場
・発電
・送電・配電
・スマートメーター
各対象領域におけるモノの概念やインシデント事例を表 7-1 に示す。
表 7-1

モノの
概念等

IoT(CPS)における領域の特性

情報家電

スマート
ハウス

自動車

医療/
ヘルスケア

双方向のネットワーク
に接続している家庭
電化製品

家庭内エネルギー利
用を最適に制御する
住宅

原動機により陸上を移
動させることを目的とし
て製作した用具

疾病の診断、治療、
予防を目的としヒト
/動物の構造・機能
に影響を及ぼす機
械器具

• HDRが匿名プロ • ホテルの電子錠 • 遠隔イモビライ
キシサーバに悪用 が、電子ボードを ザー機能の不正
される
接続し、電源を
利用
• 複合機の蓄積
供給しつつ、ある • タイヤ空気圧モニ
データが外から閲 値を送ると解鍵
タ(TPMS)の脆
覧可能に
することができた
弱性
インシデント • IP電話が乗っ取
• イモビカッターによ
事例
られ、国際電話
る盗難
の高額な電話料
• スマートキーに対
金を請求される
する無線中継攻
• ルータの脆弱性を
撃
突かれ、不正サイ
• 遠隔から車載
トに誘導された
LANへの侵入
• PC接続による不
正操作
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• 胎児モニタへの感
染
• 医療機器の感染
• 医療機器へ無線
接続するモバイル
機器を狙ったマル
ウェア
• 脆弱性の報告も
多数
• 医療機器のハー
ドコードされたパス
ワード

工場
工場の設備や機器
が垣根を越えて接続、
製造の現場、消費
者、調達先、作業者、
修理がつながる

• 自動車工場のウ
イルス感染
• 石油パイプライン
の爆発
• 製鉄所の操業停
止
• 自動車工場の感
染による生産ライ
ンの処理能力低
下
• 半導体工場の感
染による生産ライ
ン停止

発電、送電・配電、
スマートメーター
発電所、中央給電指
令所・制御所／電力
センターなどにおける各
制御システム、スマート
メーター等

• 米国・カナダの送
配電網への侵害
• 原子力発電所で
ワームがVPNから
侵入・感染
• StuxNet事件
• ロンドン五輪にお
ける電力インフラ
攻撃
• トルコの大規模
停電
• ウクライナの大規
模停電

各領域について、IoT に関する規制法や問題の観点、規制手段、さらに脆弱性
が見つかった場合に、その法制度や技術基準等で扱われる範囲に該当するかど
うかを仮説として整理した。
(1)情報家電
情報家電については、消費生活用製品安全法、電気用品安全法、電気通信事業
法、電波法に着目した（表 7-2）。
表 7-2
規制法

問題の観点

規制手段

情報家電における法制度と脆弱性

消費生活用品安全法

電気用品安全法

電気通信事業法

消費者の生命・身体

電気用品による危険及び障
害の発生を防止

電波の質 （周波数の許容偏
電気通信回線設備の損傷、
差、占有周波数帯域の許容
機能への障害の防止」/「電気
値など）、保護装置（電源回路
通信回線設備を利用する他
のしゃ断等）、混信防止機能
の利用者への迷惑の防止
の維持等

①製品事故等に関する措置

① 届出義務

①措置命令・表示禁止命令・ ①措置命令・表示禁止命令・
報告徴収・立入検査
報告徴収・立入検査

②重大な製品事故の報告義
② 電気用品技術基準適合義
務/内閣総理大臣の公表・整
②妨害防止命令
務
備命令等
③特定製品についてのPSC
マーク/マークのない場合の
回収措置等

電波法

②罰則

③特定電気用品適合性検査
等
④ 報告徴収・立入検査・危険
等防止命令等

ソフトウエアの脆弱性が原因
で、一般消費者の生命又は
身体に対する危害が発生した
脆弱性に係る り、または、その製品が滅失
し、又はき損した場合には、
仮説
製造業者の義務が発生する
可能性

脆弱性が、電気用品の誤作
動等を引き起し、人体に危害
を及ぼし、又は物件に損傷を
与える場合、もしくは、そのお 脆弱性の存在が技術基準違 直ちに影響を与える技術項目
それがある場合、かかる脆弱 反となることは、考えにくい。 は見当たらない。
性が修正されない状態は、技
術基準に違反する可能性

(2)スマートハウス
太陽光発電、蓄電池、燃料電池については、電気事業法、消防法に着目した（表
7-3）。
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表 7-3 スマートハウスにおける法制度と脆弱性①
太陽光発電
蓄電池、燃料電池
規制法
問題観点

電気事業法

電気事業法

消防法/各市町村条例

安定的な電気供給

安定的な電気供給

火災の予防

① 技術基準への適合の確保

① 技術基準への適合の確
保

②立入検査/技術基準適合命令

②立入検査/技術基準適合
命令

意図的な脅威によって、発電機に
過電流を生じさせた場合、「発電
機を自動的に電路から遮断する
装置」が備わっていないと解し、
電気設備の技術基準に違反する
可能性

ファームウエアがハッキン
グされて、結果として、自動
蓄電池設備、燃料電池に
的に電路から遮断する装
関して、具体的な問題とな
置が正常に機能しなくなっ
ることは一般的ではない
た場合、電気設備の技術
基準に違反する可能性

規制手段

脆弱性に係る仮説

エアコン、照明機器については、消費生活用製品安全法、電気用品安全法、電
気通信事業法、電波法に着目した（表 7-4）。
表 7-4
規制法

問題観点

スマートハウスにおける法制度と脆弱性②エアコン、照明機器
消費生活用品安全法

消費者の生命・身体

電気用品安全法

電気通信事業法

電波法

電気用品による危険及び
障害の発生を防止

電気通信回線設備の損
傷、機能への障害の防止」
/「電気通信回線設備を利
用する他の利用者への迷
惑の防止

電波の質 （周波数の許容
偏差、占有周波数帯域の
許容値など）、保護装置
（電源回路のしゃ断等）、混
信防止機能の維持等

①措置命令・表示禁止命
令・報告徴収・立入検査

①措置命令・表示禁止命
令・報告徴収・立入検査

①製品事故等に関する措
① 届出義務
置

規制手段

②重大な製品事故の報告
② 電気用品技術基準適合
義務/内閣総理大臣の公
②妨害防止命令
義務
表・整備命令等
③特定製品についての
PSCマーク/マークのない
場合の回収措置等

②罰則

③特定電気用品適合性検
査等
④ 報告徴収・立入検査・危
険等防止命令等

ソフトウエアの脆弱性が原
因で、一般消費者の生命
又は身体に対する危害が
脆弱性に係る
発生したり、または、その
仮説
製品が滅失し、又はき損し
た場合には、製造業者の
義務が発生する可能性

脆弱性が、電気用品の誤
作動等を引き起し、人体に
危害を及ぼし、又は物件に
脆弱性の存在が技術基準
損傷を与える場合、もしく
直ちに影響を与える技術
違反となることは、考えにく
は、そのおそれがある場
項目は見当たらない。
い。
合、かかる脆弱性が修正さ
れない状態は、技術基準
に違反する可能性
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給湯器については、電気用品安全法、液化石油ガス法（液化石油ガスの保安の
確保及び取引の適正化に関する法律）に着目した（表 7-5）。
表 7-5

スマートハウスにおける法制度と脆弱性③給湯器
電気給湯器

タイプ
規制法
問題観点

ガス給湯器

電気用品安全法

液化石油ガス法

電気用品による危険及び障害の
発生を防止

危険源に対する保護

① 届出義務

① 届出義務

② 電気用品技術基準適合義務

② ガス用品(液化石油ガス器具等)
技術基準適合義務

③特定電気用品適合性検査等

③適合性検査等

規制手段

④ 報告徴収・立入検査・危険等防 ④ 報告徴収・立入検査・危険等防
止命令等
止命令等
脆弱性を悪用する攻撃に対して、
技術基準が適用されるということ
脆弱性に係る は存在しない。
ただし、接続された電磁的な指令
仮説
で障害を起こす場合、省令17条の
技術基準違反となる可能性。

技術基準が直接的に適用されるこ
とはない。ただし、液化石油ガス器
具等の技術上の基準等に関する
省令の別表3の定めとの関係で、
脆弱性の存在が技術基準違反と
なりうる可能性。

(3)自動車
自動車については、道路運送車両法に着目した（表 7-6）。
表 7-6
規制法
問題観点

自動車における法制度と脆弱性

道路運送車両法
道路運送車両についての安全性の確保
①道路運送車両の保安基準／道路運送車両の保安基準の細目
を定める告示
②改善措置の届出

規制手段

③勧告／公表／改善措置命令
④臨時検査／立入検査
⑤罰則

・自動車につながるシステムに脆弱性がある場合、自動車の保
脆弱性に係る 安基準が当該システムまで適用範囲になるとは考えにくい。
仮説
・自動車の構成要素に脆弱性がある場合、主制動装置に影響が
あれば保安基準に抵触する可能性。
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(4)医療機器/ヘルスケア製品
医療機器/ヘルスケア製品については、医薬品医療機器等法に着目した（表
7-7）。
表 7-7

医療機器/ヘルスケア製品における法制度と脆弱性
規制法
問題観点

医薬品医療機器等法
保健衛生の向上
①医療機器製造業等の許可等
②登録認証機関の認証

規制手段

③厚生労働大臣が定める医療機器の基準
④廃棄、回収等の必要な措置
⑤厚生労働大臣への報告

・医療機器の中に内蔵されているプログラムに脆弱性がある場合、
「故障」とはいえないため、医療機器の新基本要件基準12条（能動型
医療機器に対する配慮）には該当しない可能性。
・汎用的なプラットフォーム上の医療機器プログラム自体に脆弱性が
脆弱性に係る
ある場合、「故障」とはいえないため、医療機器の新基本要件基準12
仮説
条（能動型医療機器に対する配慮）には該当しない可能性。
・医療機器プログラム自体には脆弱性がないが、それを実行する汎
用プラットフォームに脆弱性がある場合、当該プログラムは基準に適
合しない可能性。

(5)工場
工場については、労働安全衛生法、電気用品安全法に着目した（表 7-8）。
表 7-8
規制法

問題観点

工場における法制度と脆弱性

労働安全衛生法

電気用品安全法

労働者の安全と健康

電気用品による危険及び障害の発生を防止

①総括安全衛生管理者選任・指揮・統括管理

① 届出義務

②厚生労働大臣の定めの規格

② 電気用品技術基準適合義務

③安全基準／労働安全衛生規則／安全基準に関す
る技術上の指針

③特定電気用品適合性検査等

規制手段

④ 報告徴収・立入検査・危険等防止命令等
・産業用ロボットに脆弱性がある場合、労働安全衛生
規則に具体的な関連性を有する規定がない。
・工場の安全という観点から見た場合、電気用品安全
脆弱性に係る ・工場用機械に脆弱性がある場合、労働安全衛生規
法に定める電気用品の対象として前述のように技術
則第二編の安全基準で直ちに対応を求められるもの
仮説
違反となる可能性あり。
ではないが、リスクを踏まえた対応が求められる可能
性はある。
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(6)発電所
発電所については、電気事業法に着目した（表 7-9）。
表 7-9

発電所における法制度と脆弱性

脆弱性の場所 電気設備自体
規制法
問題観点

規制手段

製品に直接関連するシステム

システムの環境(非電気設備)

電気事業法

電気事業法

電気事業法

安定的な電気供給

安定的な電気供給

安定的な電気供給

① 技術基準への適合の確保

① 技術基準への適合の確保

①自主保安

③立入検査/技術基準適合命令

②電気事業法施行規則50条
②技術基準におけるサイバーセ
第２項の解釈適用に当たって
キュリティの確保(15条の2)の規定
の考え方（内規）の類推適用
③立入検査/技術基準適合命令

脆弱性に係る 電気設備技術基準のサイバーセキュリティの確保（第15条の2）に反
するかどうかで判断される可能性
仮説

事業用電気工作物を設置する
者が、第42条1項の保安規程
を実施していないと解される可
能性

(7)送電・変電所・配電
送電・変電所・配電については、電気事業法に着目した（表 7-10）。
表 7-10
脆弱性の場所
規制法
問題観点

規制手段

送電・変電所・配電における法制度と脆弱性
製品に直接関連するシステム
（電気設備）

システムの環境
（非電気設備）

電気事業法

電気事業法

電気事業法

安定的な電気供給

安定的な電気供給

安定的な電気供給

① 技術基準への適合の確保

① 技術基準への適合の確保

①自主保安

②立入検査/技術基準適合命令

②技術基準におけるサイバーセキュリ
ティの確保(15条の2)の規定

②電気事業法施行規則50条第２項の解
釈適用に当たっての考え方（内規）の類
推適用

電気設備構成物自体

③立入検査/技術基準適合命令

脆弱性に係る 電気設備技術基準のサイバーセキュリティの確保（第15条の2）に違反するかどう
仮説
かで判断される可能性
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事業用電気工作物を設置する者が、第
42条1項の保安規定を実施していないと
解される可能性

(8)スマートメーター
スマートメーターについては、電気事業法、計量法に着目した（表 7-11）。
表 7-11

問題観点

製品に直接関連する
システム（電気設備）

スマートメーター自体

脆弱性の場所
規制法

スマートメーターにおける法制度と脆弱性
システムの環境
（非電気設備）

電気事業法

計量法

電気事業法

電気事業法

安定的な電気供給

取引等に必要な情報
（電力使用量等）の
提供

安定的な電気供給

安定的な電気供給

① 技術基準への適合 ① 検定もしくは自主
の確保
検査

① 技術基準への適合
①自主保安
の確保

②立入検査/技術基準
適合命令

②電気事業法施行規
②技術基準におけるサ
則50条第２項の解釈適
イバーセキュリティの確
用に当たっての考え方
保(15条の2)の規定
（内規）の類推適用

（日本電気技術規格委
員会規格JESCZ0003
（2016）「スマートメー
ターシステムセキュリ
ティガイドライン」）

③立入検査/技術基準
適合命令

電気設備技術基準の
サイバーセキュリティの
脆弱性に係る
確保(15条の2)に違反
仮説
するかどうかで判断さ
れる可能性

電気設備技術基準の
サイバーセキュリティの
確保(15条の2)に違反
するかどうかで判断さ
れる可能性

規制手段

事業用電気工作物を
設置するものが42条1
項の保安規定を実施し
ていないと解される可
能性

7.2.3.パートナーシップとの関係
IoT に関わる脆弱性が情報セキュリティ早期警戒パートナーシップに届け出
られた場合、どのような手順で対応すべきか検討した。
(1) まず、届け出られた脆弱性が本調査で検討した領域に関係するかどうか
を確認する。
(2) 次に、脆弱性を有するプログラムがどの製品に関連するか（IoT 側（有
体物） / 連携するシステム側（プログラム） / システムの基盤側（環
境））を識別する。
(3) 次に、どのような法的規制がどのような観点から準備されているかを検
討する。
(4) 最後に、適用規定ごとに適切な処理を行う。当事者に直接働きかける
か、規制権限者である所管省庁に相談して判断していただくかを適宜検
討する。
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8.フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトの考え方に
関する調査

8.1.調査の概要
(1) 調査目的
近年、国外においてセキュリティ技術者が発見した脆弱性を一定の猶予期限
後にフルディスクロージャ公表するサイトが運営されており、日本の公的機関
や企業のサイトの脆弱性が多数報告されている。これに対し、JPCERT/CC が日本
国内組織の脆弱性情報についてハンドリングしているが、件数も多く、対応に大
きな負荷を要する状況にある。
フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトにより、対策がない状況で脆弱
性情報が公表された場合、サイバー攻撃のリスクが高まる。こうした背景を踏ま
え、今後の脆弱性情報の流通のあり方について検討を行うとともに、フルディス
クロージャ型の脆弱性公表サイトに対する基本的な考え方について取り纏めた。
(2) 調査方法
(1)を実施するため、以下の方法を採用した。
・ ヒアリング調査を行い、フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトの見方、考
え方を整理するとともに、そうしたサイトへの対応方針（自社製品・サービスの脆
弱性を指摘された場合の対応、有効活用の方法など）を例示し、調査実施報告
書に反映する。
・ ヒアリング調査結果を踏まえ、フルディスクロージャ型の脆弱性公表の登録され
た脆弱性情報に対するパートナーシップでの関与について検討した結果を、調査
実施報告書に反映する。

8.2.ヒアリング調査
(1) 調査方針
以下の属性を有する対象者計 12 件にヒアリング調査を実施した。
・パートナーシップに詳しい有識者： 3 件
・製品開発者：3 件
・ウェブサイト運営者：2 件
・システム構築事業者：2 件
・開発者、オンラインサービス提供者等のコミュニティ関係者：2 件
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(2) 調査項目
ヒアリング調査では、以下の項目のうち、調査対象者に関連の深いものを中心
に質問した。
・フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトに関する考え方
・フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトへの対応
・フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトを有効活用する方法
・フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトに対するパートナーシップ
での関与方針
(3)調査結果
ヒアリング調査結果について、主な調査項目毎に得られた意見を以下に示す。
① フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトに関する考え方
（パートナーシップに詳しい有識者）
・ 公表サイトや報告する発見者を規制すると、ブラックマーケットで脆弱性を
公表される可能性が高まる。表の世界で公表される方がまだよい。
・ 発見者は発見した脆弱性を黙っている義務はない。本来はフルディスクロー
ジャであり、脆弱性が多く存在していることが問題である。
・ パートナーシップ制度には啓蒙・啓発の目的があった。脆弱性公表サイトは
啓蒙・啓発活動とは関係ない。リスクを減らす活動にあたる。この場合、誰
がコスト負担するかが問題となる。
（製品開発者）
・ フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトに限らず、様々なサイトで脆
弱性情報が公表されている。
・ 今後は、第三者による当社製品の脆弱性の公開を避けることはできないと
考えている。
（システム構築事業者）
・ IPA がフルディスクロージャ型の脆弱性サイトを閉鎖させた場合、セキュリ
ティ技術者のコミュニティから反発が起こる可能性がある。公表サイトがホ
ワイトハッカーの集まりで、セキュリティレベルを向上させたいと考えてい
るだけの可能性がある。
・ WooYun の創設者はブラックハットに登壇するような人物であり、悪意のあ
る人とは限らない。セキュリティ技術者のコミュニティとコミュニケーショ
ンをとることも重要ではないか。
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② フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトへの対応
（製品開発者）
・ フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトに投稿される理由として、①企
業の脆弱性対応が遅く圧力をかけるために投げるケース、②届出窓口がない
ため誰でも受付けるサイトに投稿するケースが考えられる。届出窓口を設け
て広く情報公開することが重要となるのでないか。自社では、海外に向けた
広報の方法を検討している。
・ 第三者による脆弱性の公表を防ぐことを目的の一つとして、バグ報奨金プロ
グラムを行っている。
（ウェブサイト運営者）
・ 日常的に公表サイトを監視することは実施していないが、裏情報を探索・
収集するサービスがあり、そのサービスの導入は検討している。
（システム構築事業者）
・ 公表サイトに当社が作ったウェブサイトが公開された場合、すぐに対応す
ることになる。
・ フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイト上での脆弱性情報公開につい
て警察から報告を受けたことがある。結果的に誤報ではあったが、CSIRT
内で対応は検討した。
（開発者、オンラインサービス提供者等のコミュニティ関係者）
・ 初めて自社の脆弱性が公表サイトに掲載された際はしばらく気づかなかっ
た。
③フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトを有効活用する方法
（製品開発者）
・ フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトでの公表が危機感を持つ契機
となり、世の中の脆弱性対処に対する意識の啓発に繋がるのではないか。
（ウェブサイト運営者）
・ フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトで情報が公開されたことがあ
るが、脆弱性対策の有無に関わらず公表されるということが、対策を進め
るきっかけとなった。
（システム構築事業者）
・ 日本のサイトの脆弱性を発見してもらうことで、セキュリティレベルの向
上につながる。
（開発者、オンラインサービス提供者等のコミュニティ関係者）
・ フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトに自社を登録し、公表された
場合に連絡がくる仕組みにしている。
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・ フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトで公開された情報を見つけた
二次発見者が、直接当該企業に報告するという概念を広めることが大切で
ある。
・ フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトに公開される情報に関して、
教え合う活動などがあると助かる。フィッシングメール等については相互
に通知する体制ができている。
④フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトに対するパートナーシップで
の関与方針
（パートナーシップに詳しい有識者）
・ JVN の VU で公表する情報が、現状 CERT/CC 等がメインであっても、今後新
たな脆弱性公表サイト等が増加する中でどこまでを対象範囲とするのか。
ベンダは対象範囲を広げてほしいはずである。対象を広げる場合、対象と
するソースの選定基準を検討する必要がある。
・ 脆弱性の少ないシステムを作るためのガイドラインを策定した方がよい。
（製品開発者）
・ パートナーシップ制度はフルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトを傍
観していればよいのではないか。情報が公開されているのであれば、そこか
ら淡々と情報を収集していればよい。
・ 報告者は有益なパートナーであり、報告者をどのように守るかが課題であ
る。セキュリティリスクを最小限にするとの目的を念頭に置きつつ、報告者
をどのように守るかの設計が重要となる。
・ フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトのアドレスが提供されるだけ
でも助かる。
（システム構築事業者）
・ フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトを教えてもらったとしても、
数が多ければ自社で常に監視することは難しい。また脆弱性公表サイトが
悪意のあるサイトだった場合、アクセスすることによって、感染する恐れ
がある。公的機関でチェックしてもらい、当社に関係する情報を提供して
欲しい。
・ フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトを教えてもらったとしても、
自社に関する情報の有無の確認作業ができる企業は少ない。JPCERT/CC の
ように、情報を仕分けする役割が必要となるのではないか。CSIRT がない
ような中小企業では、サイトを見るよう伝えても対応は無理ではないか。
（開発者、オンラインサービス提供者等のコミュニティ関係者）
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・ IPA・JPCERT/CC がフルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトの脆弱性を
取り扱った場合、いろいろな機関を経て情報が企業に渡されるので、致命
的な遅延が発生する。また、IPA・JPCERT/CC の業務量が増え、機能不全に
陥る可能性がある。機能を分散すべきである。
・ 一民間企業で脆弱性公表サイトを見に行くことは難しい。また、脆弱性公
表サイトで公開されているものの脅威レベルがわからない。公的機関に
は、脆弱性公表サイトに公開された情報をきちんと再評価し、信頼できる
情報元として再公開して欲しい。

8.3.調査結果
フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトは、セキュリティ技術者等が発
見した詳細な脆弱性情報や攻撃情報等を受け付け、公表することが基本的な仕
組みとなっている。運営者はハッカーコミュニティが多く、公表サイトによって、
対象は製品・ウェブサイト、またはその両方に分かれる。フルディスクロージャ
型の脆弱性公表サイトの代表例である WooYun 9では、セキュリティ技術者が発見
した脆弱性を一定の猶予期限後にフルディスクローズする仕組みとなっている。
以下ではヒアリングで得られた意見をまとめ、フルディスクロージャ型の脆
弱性公表サイトに対する基本的な考え方について、研究会を中心に取り纏めた
結果を示す。

8.3.1.フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトに関する考え方
フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトの効果として、第一に、製品開発
者による脆弱性への対処が進むことが挙げられる。日本国内には不正アクセス
禁止法や情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ制度があり、脆弱性は修
正後に公開する運用となっている。これらの制度により、製品、及び脆弱性情報
は手厚く保護される一方、製品開発者による脆弱性対策が進んでいない可能性
がある。フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトの存在により、対策のない
状況での公表を未然に防ぐために、製品開発者やウェブサイト運営者による脆
弱性対処が進む可能性がある。
第二に、発見した脆弱性を容易に届出ることができるプラットフォームによ
り、発見者の発見力向上が挙げられる。フルディスクロージャ型の脆弱性公表サ
イトにより、企業の脆弱性対応が促され、また誰でも投稿できるようになること
で、脆弱性が発見されるスピードが速まる。

9

2017 年 2 月現在閉鎖済み
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第三に、脆弱性が表の世界で公表されることが挙げられる。フルディスクロー
ジャ型の脆弱性公表サイトの一つである「WooYun」では、脆弱性情報の投稿自体
に報酬はないが、発見者はその投稿を閲覧した企業に評価・スカウトされてセキ
ュリティ企業等に採用されるケースがあった。脆弱性情報を取引するブラック
マーケットは多数存在するが、ブラックマーケットで取引している発見者らが、
フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイト上での公開に対してインセンティ
ブを感じ、投稿するようになると、ブラックマーケットでの脆弱性情報取引が減
る可能性がある。例えば、匿名化ツールの「Tor Browser」に関しては、現在 114
件ほどのブラックマーケットが存在し、エクスプロイトコードを扱うサイトも
多数存在する。また、ブラックマーケットで脆弱性情報が取引されるよりも、フ
ルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトで公表された方が、パートナーシッ
プ制度にて脆弱性をハンドリングできたり、また製品開発者やウェブサイト運
営者が脆弱性に気付き対応できる可能性があり、フルディスクロージャ型の脆
弱性公表サイトのメリットと捉えることもできる。
一方、フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトの問題として、脆弱性の詳
細や攻撃方法等が、対策のない状況で公表される点がある。また、日本国内にお
けるフルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトの認知度が低く、脆弱性が公
表されていることに気づかないまま放置される可能性がある。
脆弱性の公表について、脆弱性の発見者には非開示の義務はなく、現在も様々
なサイトで脆弱性情報が公表されている。そのため、今後フルディスクロージャ
型の脆弱性の公表が増える可能性があり、その対応が求められる可能性がある。

8.3.2.フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトへの対応
民間企業によるフルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトへの対応として、
第一に、脆弱性公表サイト上の情報を見つけた二次発見者が、直接当該企業に報
告するように啓発することが挙げられる。第二に、相互に脆弱性公表サイトの公
開情報を通知し合う企業間の情報連携が挙げられる。いずれの案も、一民間企業
で全てのフルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトの公表状況を監視するこ
とは難しいため、監視機能を分散させることで、コミュニティ全体として十分な
監視体制を構築することができると考えられる。
また、フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトへの投稿を防ぐことを目
的として、バグ報奨金プログラム等、自社内に届出窓口を設けて広く情報収集・
公開することも、フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトへの対応の一つ
として考えられる。脆弱性対処が進んでいない企業の中には自社内に脆弱性届
出窓口を設置していない企業もあり、脆弱性の発見者が誰でも報告できるフル
ディスクロージャ型の脆弱性公表サイトに投稿する理由の一つと考えられる。
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8.3.3.フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトを有効活用する
方法
民間企業によるフルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトの有効活用方法
として、第一に、脆弱性公表サイトに自社を登録し、自社の脆弱性がサイト上に
公表されたら即時連絡されるようにすることが挙げられる。この方法は登録機
能付きの一部脆弱性公表サイトに限られるが、公表されている事実に気づかな
いまま脆弱性を放置することを回避できる。
第二に、対価の要らない脆弱性発見ツールの一つとして考えることが挙げら
れる。公表直後に対応し攻撃の危険性を最小限にする必要はあるが、脆弱性発見
ツールの中の一つとして考えることで自社の脆弱性発見力を向上させることが
できる。

8.3.4.脆弱性公表サイトに登録された脆弱性情報に対するパートナ
ーシップでの捉え方
(1)ヒアリングでの主な意見
ヒアリングでは、パートナーシップとしてのフルディスクロージャ型の脆弱
性公表サイトへの関与の是非について、意見が分かれた。
パートナーシップとして関与しないほうが良い、という意見はパートナーシ
ップに詳しい有識者を中心に挙がった。その理由として、脆弱性対処の啓発を目
的とするパートナーシップ制度と、フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイ
トの目的は一致しないため、という意見や、フルディスクロージャ型の脆弱性公
表サイトの対処に関し IPA・JPCERT/CC が関わった場合、IPA・JPCERT/CC の業務
量が増え、機能不全に陥る可能性があるという意見があった。また、脆弱性公表
サイトに公開され得る脆弱性が存在していること自体が問題であり、脆弱性対
処の啓発が不完全であるとの考えから、脆弱性の少ないシステムを作るための
ガイドライン等を策定した方がよいのではないかという意見もあった。
一方で、開発者、オンラインサービス提供者等のコミュニティ関係者や製品開
発者を中心として、パートナーシップまたは IPA・JPCERT/CC として積極的に関
与した方がよいという意見が多く挙がった。主な理由として、一民間企業で脆弱
性公表サイトを監視することは難しいということが多く挙げられた。また、公表
サイトで公開されている情報の脅威レベルを評価できないという意見や、悪意
のあるサイトとフルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトの判断ができない
ため、フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトのアドレスが提供されるだけでも
助かるという意見もあった。
(2)検討結果
以上のヒアリング結果を踏まえ、現在、フルディスクロージャ型の脆弱性公表
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サイトの活動が沈静化している状況に鑑み、パートナーシップとしてはフルデ
ィスクロージャ型の脆弱性公表サイトの今後の活動の推移を注視することとし
た。
フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトの活動が活発化した場合のパー
トナーシップとしての方策案を、表 8-1、表 8-2 の通り整理した。
表 8-1

製品の脆弱性に関する関与策案

タイミング

対応方針

備考

案
①

脆弱性公
表サイトで
脆弱性が
公表され
る前
（公表猶予
期間前）

脆弱性公表サイトの存
在（URL 等）を製品開発
者に周知する

[メリット]脆弱性公表サイトで公表さ
れた場合、製品開発者がすぐに対
応できる
［デメリット］IPA 等公的機関が脆弱
性公表サイトに関する情報を発表
すると、面白半分で見る人が出る可
能性。

案
②

脆弱性公
表サイトで
脆弱性が
公表され
る前
（公表猶予
期間前）

発見者が、フルディスク
ロージャ型脆弱性公表
サイトよりもパートナーシ
ップに報告するような仕
組みを作る。（例：報奨
金プログラム、表彰制
度）

[メリット]直接 IPA・JPCERT/CC に
届出される
[デメリット]報奨金の捻出が厳しい。
表彰制度を採用した場合、発見者
にとって十分なインセンティブでな
ければ、脆弱性公表サイトへの報
告を防ぐことができない

案
③

脆弱性公
表猶予期
間中

脆弱性公表サイトと調整
を行い、脆弱性情報の
公開の取りやめを要請
する。

現在存在する脆弱性公表サイトの
多くはポリシー上、公表に関する調
整が困難。

案
④

脆弱性公
表猶予期
間中

脆弱性公表サイトの情
報に関する積極的なモ
ニタリングを行う。
日系企業の脆弱性が公
表サイトで公表されてい
た場合、製品開発者と
調整を行う。

[メリット]対策のない脆弱性の公表
を避けられる可能性が高い
[デメリット] IPA・JPCERT/CC のリ
ソース上、監視範囲が限定され、十
分な情報が届かない可能性があ
る。調整機関を経て情報が企業に
渡されるため、企業が直接監視す
る場合に比べ、遅延が発生する。

案
⑤

脆弱性公
表猶予期
間中

脆弱性公表サイトの情
報を見た発見者からの
公表猶予期間中の情報
提供を待つ。

[メリット]モニタリングコストがかか
らない。
[デメリット] 脆弱性公表サイトの
情報を見た発見者からの報告がな
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案
⑥

脆弱性に
関連する
全情報公
開段階

日系企業の脆弱性が公
表サイトで公開されてい
た場合、製品開発者と
調整を行う。

い限り、脆弱性公表サイトへの掲載
を見過ごす可能性がある。

ユーザに対し、注意喚起
を行う。

脅威が顕在化している場合は利用
停止の推奨を行うことも考えられ
る。

表 8-2

ウェブサイトの脆弱性に関する関与策案

タイミング

対応方針

備考

案
①

脆弱性公
表サイトで
脆弱性が
公表され
る前
（公表猶予
期間前）

脆弱性公表サイトの存
在（URL 等）をウェブサイ
ト運営者に周知する

[メリット]脆弱性公表サイトで公表さ
れた場合、ウェブサイト運営者がす
ぐに対応することができる。
［デメリット］IPA 等の公的機関が脆
弱性公表サイトに関する情報を発
表すると、面白半分で見に行く人が
出る可能性がある。また、製品より
も攻撃に悪用される可能性が高
い。

案
②

脆弱性公
表サイトで
脆弱性が
公表され
る前
（公表猶予
期間前）

発見者が、フルディスク
ロージャ型脆弱性公表
サイトよりもパートナーシ
ップに報告するような仕
組みを作る。（例：報奨
金プログラム、表彰制
度）

[メリット]直接 IPA に届出される。
[デメリット]報奨金の捻出が厳しい。
表彰制度を採用した場合、発見者
にとって十分なインセンティブでな
ければ、脆弱性公表サイトへの報
告を防ぐことができない。

案
③

脆弱性公
表猶予期
間中

脆弱性公表サイトと調整
を行い、脆弱性情報の
公開の取りやめを要請
する。

現在存在する脆弱性公表サイトの
多くはポリシー上、公表に関する調
整が困難。

案
④

脆弱性公
表猶予期
間中

脆弱性公表サイトの情
報に関する積極的なモ
ニタリングを行う。
日系企業の脆弱性が公
表サイトで公開されてい
た場合、ウェブサイト運
営者と調整を行う。

[メリット]対策のない脆弱性の公表
を避けられる可能性が高い。
[デメリット] IPA のリソース上、監視
範囲が限定され、十分な情報が届
かない可能性がある。機関を経て
情報が企業に渡されるので、企業
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が直接モニタリングする場合に比
べ、致命的な遅延が発生する。
案
⑤

脆弱性公
表猶予期
間中

脆弱性公表サイトの情
報を見た発見者からの
公表猶予期間中の情報
提供を待つ。
日系企業の脆弱性が公
表サイトで公表されてい
た場合、ウェブサイト運
営者と調整を行う。

[メリット]モニタリングコストがかか
らない。
[デメリット] 脆弱性公表サイトの
情報を見た発見者からの報告がな
い限り、脆弱性公表サイトへの掲載
を見過ごす可能性がある。

8.3.5.バグ報奨金プログラムについて
フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトへの投稿を未然に防ぐための方
法としてバグ報奨金プログラムの導入が考えられる。バグ報奨金プログラムと
は、各企業が個別で脆弱性の報告を受け付ける報奨金プログラムのことを指す。
自社に窓口を持ち報告者から直接報告を受けるタイプ（例：サイボウズ社、LINE
社、Apple 社）と、他社が運営するバグ報酬金プラットフォーム（例：BugBounty.jp）
を使用するタイプの 2 種類がある。民間企業はもちろん、国外には公的機関が
運営するバグ報奨金プログラムも存在する。
近年、バグ報奨金プログラムを導入する企業が増加しており、今後、バグ報奨
金プログラムが広く普及した場合、情報セキュリティ早期警戒パートナーシッ
プで取り扱われる脆弱性情報の種類・質・量に変化が起こると想定される。そこ
で、パートナーシップに詳しい有識者、製品開発者、開発者、オンラインサービ
ス提供者等のコミュニティ関係者を対象に、フルディスクロージャ型の脆弱性
公表サイトに関する考え方についてのヒアリング調査の際に、バグ報奨金プロ
グラムに関する考え方についても伺った。
以下では、バグ報奨金プログラムに関する考え方についてのヒアリング結果
について、主な調査項目毎に得られた意見を示す。
① バグ報奨金プログラム等の、個社での脆弱性情報の収集状況
（パートナーシップに詳しい有識者）
・ セキュリティ意識の高い企業であればバグ報奨金プログラムは有効である
が、意識が低い企業では意味がないのではないか。未知の脆弱性よりも、
現在は既知の脆弱性対応が課題として残っている。
（製品開発者）
・ バグ報奨金プログラムを実施している。
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・ バグ報奨金プログラムの導入意向はない。
・ 報告される脆弱性の多くは JPCERT/CC から提供されるものである。
（開発者、オンラインサービス提供者等のコミュニティ関係者）
・ 自社で、バグ報奨金プログラムや第三者機関への脆弱性調査依頼を実施
し、積極的に脆弱性を収集している。
・ バグ報奨金プログラムを行った場合、良い脆弱性が報告されることがあ
る。
・ バグ報奨金プログラムの導入は検討していない。発見者に脅迫されないか
不安である。反社会組織からの報告も考えられる。
・ 自社内で取り扱っている製品が多く、報奨金プログラムを実施した場合、
対応が追いつかなくなる恐れがある。
・ 自社のバグ報奨金プログラムを継続するためには体力がいる。また、バグ
報奨金プログラムの適用や金額等の判断基準の制定が大変。中小企業では
バグ報奨金プログラムを行うことは難しい。
② バグ報奨金プログラム等の、個社での脆弱性情報の収集に関する考え、
意見
（パートナーシップに詳しい有識者）
・ バグ報奨金プログラム代行業者は、依頼者がなりすましをすることができる
ため、問題になる可能性がある。取りまとめ事業者が依頼者を確認すること
を義務付ける等、正当なプロセスを構築する必要がある。
・ バグ報奨金プログラムを実施して、コスト負担に耐えられるような企業がど
れだけあるかは疑問である。多くの企業にはコストに見合うメリットがない
のではないか。
（製品開発者）
・ バグ報奨金プログラムは限られたリソースの中で脆弱性を発見するには有
用な方法である。
・ バグ報奨金プログラムを運用していることも重要ではないか。積極的に脆
弱性チェックを行っている企業であることのアピールを目的としたブラン
ディングの一つとして認識可能である。
・ バグ報奨金プログラムはバグが見つかることに加え、外部に対する広報効
果があり、社内でも評価されている。セキュリティに関する取組は、外部
に積極的に広報できるものがほとんどない。
（開発者、オンラインサービス提供者等のコミュニティ関係者）
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・ 現在のバグ報奨金プログラムの多くは製品に限ったものである。今後ユー
ザサイトに関するバグ報奨金プログラムを行っていくのか、検討が必要で
ある。
・ 自社でバグ報奨金プログラムを行う企業が増えた場合、発見者コミュニテ
ィの中で、脆弱性報告の対価としてお金が貰える、ということが一般的認
識となってしまう。自社のバグ報奨金プログラムを実施していない企業は
脆弱性を収集できなくなる恐れがある。
・ 報奨金の相場が形成された場合、相場に見合う金額を支払えない企業も出
てくる。
・ バグ報奨金プログラムを実施できる体力がある企業は少ないことを認識す
ることが大切。

③ バグ報奨金プログラム等の、個社での脆弱性収集状況に鑑みた早期警戒パ
ートナーシップへの意見
（パートナーシップに詳しい有識者）
・ 個社が自社製品、サイトに対してバグ報奨金プログラムを実施することを推
奨してもよいのではないか。
・ IPA によるバグ報奨金プログラムは実施しなくてよい。オリンピックに向け
て一時的に実施することは考えられる。国のシステムの脆弱性発見に対して
報奨金を支払うことは、広報的な意味合いが強いのではないか。
・ バグ報奨金プログラムを実施する企業が増えた場合、パートナーシップ制度
の発展的解消を検討したほうがよい。企業独自で脆弱性を積極的に収集する
ようになった場合、パートナーシップによる脆弱性対処の啓蒙・啓発が必要
なくなる。
（製品開発者）
・ パートナーシップで脆弱性を収集し、提供する仕組みは製品開発者として
は助かるものである。
・ 修正した脆弱性をユーザ側で適用して頂けているのか不安である。広くユ
ーザに修正情報を周知できる仕組みがあるとよい。
・ バグ報奨金プログラムのサポートを国が行うことも考えてよいのではない
か。
・ 外部から脆弱性報告を受けた際に、脆弱性として認定するか否かでやり取
りに時間がかかるケースがあった。脆弱性の判断等揉め事が起きた際に相
談できる窓口があるとよい。
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・ 公的機関でバグ報奨金プログラムを実施する場合には、報告対象の範囲を
絞る必要がある。大量の脆弱性報告がされ、対応できなくなる恐れがあ
る。
（開発者、オンラインサービス提供者等のコミュニティ関係者）
・ バグ報奨金プログラムの対応事例があるとよい。（支払わなかった場合ど
うなるのか等）
・ 報告された脆弱性とそれに対する報奨金の評価が難しい。バグ報奨金プロ
グラムを根付かせたいならば、脆弱性評価のシステム・仕組みを IPA が作
るとよいのではないか。
・ 自社で脆弱性情報を集めるようになるので、パートナーシップでは製品開
発者への脆弱性対処の周知よりも、ユーザへの注意喚起を行って欲しい。
ユーザにとって信頼できる情報源として存在することは良い。

財務状況に余裕があり、且つ脆弱性に対して意識の高い企業において、バグ報
奨金プログラム等の先進的な脆弱性情報の収集が行われている傾向があった。
バグ報奨金プログラムを行った経験のある企業では、脆弱性情報の収集に効果
があったとする企業が多い。また、バグ報奨金プログラムはブランディング効果
もあるとされ、企業として公にしにくいセキュリティ対策に関する取り組みを
公開することができる積極的なセキュリティ対策としても有効である。
しかしながら、バグ報奨金プログラムの適用や金額等の判断基準の制定が難
しいともされ、また、自社でバグ報奨金プログラムを行う企業が増えた場合、発
見者コミュニティの中で、脆弱性報告の対価としてお金が貰える、ということが
一般的認識となってしまい、自社のバグ報奨金プログラムを実施していない企
業は脆弱性を収集できなくなるという懸念もある。
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9.現行のパートナーシップの改善に関する調査

9.1.調査の概要
(1) 調査目的
P ガイドラインに沿って処理を進める中で、取扱いのプロセスが停滞するケー
スが見られる。そうした停滞を解消するため、現行のパートナーシップを巡る運
用上の課題を抽出し、その改善策について検討した。
(2) 調査方法
IPA・JPCERT/CC の担当者の説明をもとに、運用上の課題を整理・分析し、そ
の改善策や適用条件等を検討した。

9.2.調査結果
(1) 脆弱性関連情報の届出方法に関する見直し
発見者が IPA と製品開発者の両方に脆弱性関連情報を届け出た場合、調整が
並行して着手された結果、製品開発者が混乱したり、調整機関との調整を拒否す
る問題が発生している。そこで、このような混乱が生じないよう、発見者が同時
届出を行う場合には、誰を主体的にして調整を進めたいか、発見者側に判断して
もらう方針を採ることとした。
この問題については、3 章の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 において検討を行い、得られた結果を提案することとした。
詳細は別紙 2「脆弱性情報の取扱い判断基準と取扱ルールに関する調査報告書」
及び 10.2(1)を参照していただきたい。
(2)ソフトウエア製品の届出受理条件、取扱終了条件に関する見直し
届出の不受理や取扱い終了の条件である「既知の脆弱性」の定義が曖昧なため、
誰にとっての既知かの判断に時間を要する場合がある。
そこで、既知の脆弱性の定義を「届出の脆弱性が公表されており、発見者が知
りうることができる状態」とするという方針を採ることとした。
この問題については、告示の改正に伴い、実質上解消したと考えられる。
［改正後の告示の記載］
「脆弱性関連情報が既知であり、かつ、脆弱性情報が公表されていること」
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10.情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドラ
インの改訂等に関する調査

2 章～9 章の検討結果や IPA・JPCERT/CC のパートナーシップの運用関係者か
らの意見を踏まえ、P ガイドラインの改訂について検討した。
主な論点は以下の３点である(図 10-1 参照)。
・ 重要インフラ事業者への優先情報提供の実現に向けた調査結果の反映
・ 脆弱性情報取扱いの判断基準と取扱いルールの策定に関する調査結果の反
映
・ 省令制定・告示改正の反映（調整不能案件の公表を含む）

1.重要インフラ事業者への優先情報提供
の実現に向けた調査結果の反映

反映

2.脆弱性情報取扱いの優先順位に関する
判断基準と取扱ルールの策定に関する
調査結果の反映

反映

3.省令制定・告示改正の反映
（調整不能案件の公表を含む）

反映

図 10-1

Ⅰ．はじめに
Ⅱ．用語の定義と前提
Ⅲ．本ガイドラインの適用の範囲
Ⅳ．ソフトウエア製品に係る脆弱性関連情報取扱
１．概要
２．発見者の対応
３．IPA（受付機関）の対応
４．JPCERT/CC（調整機関）の対応
５．製品開発者の対応
６．その他
Ⅴ．ウェブアプリケーションに係る脆弱性関連情報取扱
１．概要
２．発見者の対応
３．IPA（受付機関）の対応
４．ウェブサイト運営者の対応
付録１ 用語の解説
付録２ 脆弱性情報取扱いのフロー
付録３ 法的な論点について
１ 発見者が心得ておくべき法的な論点
２ 製品開発者が心得ておくべき法的な論点
３ ウェブサイト運営者が心得ておくべき法的な論点
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
１ 連絡不能開発者一覧の公表
２ 対象製品情報の公表と関係者へのお願い
付録５ ソフトウェアの脆弱性の取扱いに関する国際標準への対応
付録６ 本ガイドラインの別冊・関連資料一覧

P ガイドラインの改訂に関する作業方針

以降に、P ガイドラインの改訂案を示す。記載の赤字が追記部分、文字消し
部分が削除部分を意味する。なお、P ガイドラインの改訂案の詳細は別紙 3
「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン改訂案」として取
り纏めた。
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10.1.重要インフラ事業者への優先情報提供の実現に向けた調査結
果の反映
2 章での検討結果を踏まえた P ガイドラインの主な変更点を以下に示す。
(1) 優先情報提供は、国としての判断に資する目的と、国民生活に不可欠なサ
ービスを守る目的で行う
優先情報提供は、国としての判断に資する目的と、国民生活に不可欠なサー
ビスを守る目的で行うものとする。たとえば、政府機関への情報提供には、国
としての状況判断に資する目的と、電子政府機能を維持する目的の２つがある。
【優先情報提供先】
① 政府機関
② 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（基盤保有事業者）
②は、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」 10で定めた重要インフラ事業者とする。
(2) 優先情報提供を受ける事業者に求める要件を明文化する
(1)で示した政府機関および重要インフラ事業者には、脆弱性対処の実務を
担当する委託先を含めた適切な情報管理を求める必要がある。また、その情報
を、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を守ること
以外に使うことは望まれない。そこで、優先情報提供を受ける政府機関および
重要インフラ事業者に求める要件を以下の構成とする。
【優先情報提供を受ける事業者に求める要件】
① 秘密情報の管理
当該事業者の中で秘密情報管理を徹底する
② 秘密情報の展開先の管理
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
③ 秘密情報の利用目的の制約
当該基盤を防護する目的に対してのみ利用する
(3) 運用方法および提供対象事業者を継続的に見直す
この優先情報提供は、これまでにない取組みであり、運用方法や提供対象の立
10

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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付け、実務上の課題など、整備しながら改善していく必要がある。したがって、
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
くことが望まれる。
［修正案］
Ⅳ．製品 / ３．IPA（受付機関）の対応
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」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。
Ⅳ．製品 / 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
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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10.2.脆弱性情報の取扱い判断基準と取扱ルールに関する調査結果
の反映
3 章での検討結果を踏まえた P ガイドラインの主な変更点を以下に示す。
(1) パートナーシップの運用方針の見直し（A1）
「影響が大きい案件を優先」する旨等を「目的」で説明する。
［修正案］
I．はじめに
○本ガイドラインの目的
・・・・
本ガイドラインは、上記告示をふまえ、脆弱性関連情報の適切な流通によ
り、コンピュータ不正アクセス、コンピュータウイルス等による被害発生を抑
制するために、関係者に推奨する行為をとりまとめたものです。さらに、本ガ
イドラインに基づく取組みがより効果的に社会貢献できるように、影響の大
きい案件（脆弱性の深刻度の大きさや影響範囲の広さで判断、詳細は付録４参
照）を優先して取り扱うことや、発見者と製品開発者または、ウェブサイト運
営者との調整において自律的な進展が困難な場合の打開を促すことにも取り
組みます。
(2) 製品開発者との連携強化（A2）
製品開発者が希望する場合、発見者に直接届出も可能であることを示し、
脆弱性対処にかかる時間を短縮する。
「2.発見者の対応」に、製品開発者/ウェブサイト運営者への直接届出が選
択可能である旨を発見者に説明する。
【製品の場合】
「4.JPCERT/CC（調整機関）の対応」に、直接届出が可能な製品開発者の抽
出・公表に関する作業を記載する。
「5.製品開発者の対応」に、製品開発者が直接届出を希望する場合、直接届
出が可能な製品開発者のリスト（JVN 上の「JPCERT/CC 製品開発者リスト」を
想定）への掲載を希望することを記載する。
【ウェブアプリケーションの場合】
直接届出を希望するウェブサイト運営者をリスト化することは難しいため、
たとえば「ホームページに対するお問い合わせ窓口」のような外部からの受
付窓口がある場合には、直接届出を選択することも可能とする。その一方、
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発見者とウェブサイト運営者との調整において、自律的な進展が困難な場合
には、IPA が打開を促すようにする。
［修正案］
Ⅳ．製品 / ２．発見者の対応
1)脆弱性関連情報の届出
発見者は、発見した脆弱性関連情報を IPA に届け出てくださいることがで
きます。脆弱性関連情報に関係する製品開発者に対し、同一情報の届出を行う
必要はありませんが、届け出ること自体は問題ありません。
ただし、発見者から直接の届出を受け入れる旨を承諾している製品開発者
の場合、直接届け出ることも可能です。
その際、IPA と製品開発者の両方に届け出る場合には、関係者間の調整が混
乱しないように、脆弱性の解消に向けた製品開発者との調整を自ら行うか、
IPA に任せるかを届出の際に、明確にしてください。さらに、以降の調整を IPA
に任せる場合は、製品開発者へその旨を通知するとともに、その通知を行った
旨を届出に明記してください。
Ⅳ．製品 / ４．JPCERT/CC（調整機関）の対応
1) 製品開発者リストの整備
JPCERT/CC は、製品開発者に対して脆弱性関連情報を連絡するために、日
頃より製品開発者リストの整備に努めます。この製品開発者リストには、製
品開発者毎に、製品の情報、社名、窓口等を登録します。
また、製品開発者が自身の名称等を公表することを承諾した場合、
JPCERT/CC はそれを「JPCERT/CC 製品開発者リスト」に掲載します。
なお、製品開発者が発見者からの直接届出を受け付けることを希望する場
合、JPCERT/CC は当該製品開発者の脆弱性受付窓口の設置状況や自身のウェ
ブサイトでの脆弱性公表の実績等を勘案して、「JPCERT/CC 製品開発者リス
ト」上に当該製品開発者の脆弱性受付窓口の情報を追記します。
Ⅳ．製品 / ５．製品開発者の対応
1) 窓口の設置
製品開発者は、JPCERT/CC との間で脆弱性関連情報に関する情報交換を行う
ための窓口を設置し、あらかじめ JPCERT/CC に連絡してください。この窓口
が、JPCERT/CC の製品開発者リストに登録されることになります。併せて、製
品開発者名等を「JPCERT/CC 製品開発者リスト」に掲載し公表することを承諾
するかどうか連絡してください。
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。
さらに、製品開発者が発見者からの直接届出を受け付けるために
「JPCERT/CC 製品開発者リスト」へ自身の窓口情報の掲載を希望する場合は、
その旨を申し出てください。
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Ⅴ．ウェブアプリケーション

/

２．発見者の対応

2)脆弱性関連情報の届出
発見者は、発見した脆弱性関連情報を IPA に届け出てくださいることがで
きます。ウェブサイト運営者に対し、同一情報の届出を行う必要はありません
が、届け出ること自体は問題ありません。
なお、外部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、
直接届出を行うことも可能です。ウェブサイト運営者に直接届け出たが、脆弱
性の解消に向けたウェブサイト運営者との調整が難航した場合には、IPA に連
絡してください。
(3) 発見者との連携強化（B1）
発見者との連携強化については、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。
・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く。こ
の修正案は、(4)の修正案に包含される。
・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、製品開発者との調
整を自ら行うか、IPA に任せるかを届出の際に、明確にしていただく。
この修正案は、(2)の修正案に包含される。
(4) 受理審査の効率化（B2a）
発見者には、IPA の受理審査が円滑に進むように届出の内容の精度を高め
るよう働きかける。
IPA は、受理審査の作業時間を短縮するため、受理の判断基準を明示し、判
断を円滑に行えるようにする。特に、記載されている内容が脆弱性であるこ
とを判断するために、IPA は、以下のいずれかに該当することを確認する。
・IPA が精査した結果、脆弱性が存在する可能性があると判断できる
・届出に脆弱性が存在する事実を示す証拠が添付されている
「脆弱性が存在する事実を示す証拠」とは、たとえば、
「検証コード」、
「画
面キャプチャ」、「ログ」等をさす。
［修正案］
Ⅳ．製品 / ２．発見者の対応
1) 届け出る情報の内容
発見者は、届け出る情報の中で以下の点を明示してください（詳細は、
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ を参照してください）。
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(ア)
(イ)
(ウ)
(エ)
(オ)
(カ)
(キ)

氏名等の発見者を識別するための情報の氏名・連絡先
電子メールアドレス等の発見者の連絡先
(ア)および(イ)の製品開発者への通知の可否
製品開発者から直接連絡を受けることの可否
(ア)の公表の可否
脆弱性関連情報に係る関連するソフトウエア製品の具体的な名称
脆弱性関連情報の内容（脆弱性関連情報を確認する環境、手順および
結果)
可能であれば、脆弱性が存在する証拠を一緒に提出してください。
ただし、証拠の取得に際しては、関連法令に触れることがないように
留意してください（付録３参照）。
(ク) 個人情報の取扱い方法（製品開発者への通知および直接の情報交換の
可否、一般への公表の可否）
 発見者が望まない場合、IPA は、JPCERT/CC および製品開発者に対
して、発見者を特定しうる情報を通知することはありません。
 発見者が望む場合、IPA および JPCERT/CC は、脆弱性情報と製品
開発者毎の脆弱性検証の結果、対策方法および対応状況を公表す
る際に発見者名を付記するとともに、製品開発者に対しても、対
策方法の公表時に発見者名を付記することを推奨します。
(ケ) 他組織（製品開発者、他のセキュリティ関係機関等）への届出の状況
等
・脆弱性関連情報を確認する環境と手順
発見者が望まない場合、IPA は、JPCERT/CC および製品開発者に対して、発
見者を特定しうる情報を通知することはありません。
発見者が望む場合、IPA および JPCERT/CC は、脆弱性情報と製品開発者毎の
脆弱性検証の結果および対応状況を公表する際に発見者名を付記するとと
もに、製品開発者に対しても、対策方法の公表時に発見者名を付記するこ
とを推奨します。
Ⅳ．製品 / ３．IPA（受付機関）の対応
1) 届出の受理
IPA は、以下の条件がすべて満たされていると判断した時、その時点で届
出を受理し、発見者に連絡します。
(ア) 原則として、上記２．5)の項目が十分に記述すべて記載されているこ
と
(イ) 届出内容に矛盾等が無いこと
(ウ) 発見者への連絡が可能であることを確認できること届出の対象が本
ガイドラインの適用範囲に該当するであること（Ⅱ章参照）
(エ) 脆弱性関連情報であること（一般のバグ情報ではないこと）記載され
ている内容が脆弱性であること
IPA は、以下のいずれかに該当することを確認します。
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・IPA が精査した結果、脆弱性が存在する可能性があると判断で
きる
・届出に脆弱性が存在する事実を示す証拠が添付されている
(オ) 既に報告されている既知の脆弱性とは異なる脆弱性の関連情報であ
るはないこと（JPCERT/CC、製品開発者等により公表された脆弱性の関
連情報ではないこと）
なお、IPA は、これらの条件により、届出の受理または不受理を判断し、
その理由とともに発見者に連絡します。なお、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扱いを開始した日（受
理日）となります。
Ⅴ．ウェブ

/

２．発見者の対応

4)届け出る情報の内容
発見者は、届け出る情報の中で以下の点を明示してください（詳細は、
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ を参照してください）。
(ア) 氏名等の発見者を識別するための情報の氏名・連絡先
(イ) 電子メールアドレス等の発見者の連絡先
(ウ) (ア)および(イ)のウェブサイト運営者への通知の可否
(エ) ウェブサイト運営者から直接連絡を受けることの可否
(オ) 脆弱性関連情報に係る関連するウェブアプリケーションが稼動して
いるウェブサイトの URL
(カ) 脆弱性関連情報の内容（脆弱性関連情報を確認する環境と、手順およ
び結果）
可能であれば、脆弱性が存在する証拠を一緒に提出してください。
ただし、証拠の取得に際しては、関連法令に触れることがないように
留意してください（付録３参照）。
(キ) 個人情報の取扱い方法（ウェブサイト運営者との直接の情報交換の可
否、ウェブサイト運営者への通知の可否）
発見者が望まない場合、IPA は、ウェブサイト運営者へ発見者を特定
しうる情報を連絡することはありません。
(ク) 他の組織（製品開発者、他のセキュリティ関係機関等）への届出状況
等
・脆弱性関連情報を確認する環境と手順
発見者が望まない場合、IPA は、ウェブサイト運営者へ発見者を特定しうる
情報を連絡することはありません。
Ⅴ．ウェブ / ３．IPA（受付機関）の対応
2) 届出の受理
IPA は、以下の条件がすべて満たされていると判断した時、その時点で届出
を受理し、発見者に連絡します。
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(ア) 原則として、上記２．4)の項目が十分に記述すべて記載されているこ
と
(イ) 届出内容に矛盾等が無いこと
(イウ) 発見者への連絡が可能であることを確認できること届出の対象が
本ガイドラインの適用範囲に該当すること（Ⅱ章参照）
(ウエ) 脆弱性関連情報であること（一般のバグ情報ではないこと）記載さ
れている内容が脆弱性であること
IPA は、以下のいずれかに該当することを確認します。
・IPA が精査した結果、脆弱性が存在する可能性があると判断できる
・届出に脆弱性が存在する事実を示す証拠が添付されている
(エオ) 既に報告されている既知の脆弱性とは異なる脆弱性の関連情報で
あるはないこと（ウェブサイト運営者により既に修正された脆弱性で
はないこと）
なお、IPA は、これらの条件により、届出の受理または不受理を判断し、そ
の理由とともに発見者に連絡します。なお、発見者に届出の受理を連絡した日
が IPA による脆弱性関連情報の取扱いを開始した日（受理日）となります。
(5) 脆弱性届出の処理の効率化（B2b）
影響が小さい案件の脆弱性の場合、当該脆弱性を製品開発者に通知するこ
とで取扱終了とする旨を追記する。
そのため、脆弱性の影響度に関する判断基準を提示する（付録４）。
また、製品開発者が脆弱性を対処し、公表した場合には取扱終了とする旨
を追記する。
さらに、連絡不能開発者リストに掲載するまでの期間を短縮する。
［修正案］
Ⅳ．製品 / ３．IPA（受付機関）の対応
3) 脆弱性関連情報の受理後の対応
IPA は、JPCERT/CC に通知した脆弱性関連情報に関して、以下のいずれかに
該当する場合、発見者に連絡するとともに、処理を取りやめることがありま
す。
(ア) 脆弱性ではない場合
(イ) 本ガイドラインの適用範囲外である場合
(ウ) 脆弱性による影響が小さい場合（付録４参照）
(エ) 脆弱性関連情報が既知であり、かつ公表されている場合
(ア)JPCERT/CC から既知の脆弱性であるまたは脆弱性ではない等の理由
により脆弱性情報の公表の中止の連絡を受けた場合
(イ)公表判定委員会が当該脆弱性情報を公表しないと判定した場合
(オ) 製品開発者がすべての製品利用者に通知する場合（システム構築事業
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者を介して通知するケースを含む）
Ⅳ．製品 / ４．JPCERT/CC（調整機関）の対応
4)公表日決定後の対応
JPCERT/CC は、製品開発者から、一般への公表日の変更の要請を受けた場合、
公表日を変更することがあります。その場合、変更した公表日を IPA および脆
弱性関連情報に関して連絡を行った全すべての製品開発者に連絡します。
さらに、以下の場合、一般への公表を取りやめることがあります。その場
合、その旨を製品開発者および IPA に連絡します。
(ア)通知を行った製品開発者から既知の脆弱性情報に該当しないであると
の連絡を受けた場合
(イ)通知を行った製品開発者から脆弱性による影響がないとの連絡を受け
た場合
(ウ)通知を行った製品開発者から脆弱性による影響が小さいとの連絡を受
けた場合（付録４参照）
(エ)脆弱性関連情報が既知であり、脆弱性情報等が公表されている場合
(ウオ)製品開発者がすべての製品利用者に通知する場合（システム構築
事業者を介して通知するケースを含む）
Ⅴ．ウェブ

/

２．発見者の対応

4)届け出る情報の内容
発見者は、届け出る情報の中で以下の点を明示してください（詳細は、
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ を参照してください）。
(ア)氏名等の発見者を識別するための情報の氏名・連絡先
(イ)電子メールアドレス等の発見者の連絡先
(ウ)(ア)および(イ)のウェブサイト運営者への通知の可否
(エ)ウェブサイト運営者から直接連絡を受けることの可否
(オ)脆弱性関連情報に係る関連するウェブアプリケーションが稼動してい
るウェブサイトの URL
(カ)脆弱性関連情報の内容（脆弱性関連情報を確認する環境と、手順およ
び結果）
可能であれば、脆弱性が存在する証拠を一緒に提出してください。
ただし、証拠の取得に際しては、関連法令に触れることがないように
留意してください（付録３参照）。
(キ) 個人情報の取扱い方法（ウェブサイト運営者との直接の情報交換の可
否、ウェブサイト運営者への通知の可否）
発見者が望まない場合、IPA は、ウェブサイト運営者へ発見者を特定
しうる情報を連絡することはありません。
(ク) 他の組織（製品開発者、他のセキュリティ関係機関等）への届出状況
等
・脆弱性関連情報を確認する環境と手順
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発見者が望まない場合、IPA は、ウェブサイト運営者へ発見者を特定しうる
情報を連絡することはありません。
付録４ 脆弱性の影響度に関する考え方について
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します。
ソフトウエア製品の脆弱性、ウェブアプリケーションの脆弱性のいずれも
下記の考え方で実施します。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、CVSSv3 基本値スコアが「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
可能とします。
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
当該ソフトウエアの利用者数。
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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10.3.省令制定・告示改正の反映
5 章での検討結果を踏まえた P ガイドラインの主な変更点を以下に示す。
(1) 告示の改正についての追記
目的のところで、告示の改正について補足する。
［修正案］
I．はじめに
○本ガイドラインの目的
近 2000 年頃より、日本国内においてソフトウエアやウェブアプリケーショ
ンの脆弱性が発見されることが増えており、これらの脆弱性を悪用した不正
アクセス行為やコンピュータウイルスの増加により、企業活動が停止したり
情報資産が滅失したり個人情報が漏洩したりといった、重大な被害が生じて
います。そこで、脆弱性関連情報が発見された場合に、それらをどのように取
り扱うべきかを示した、
経済産業省告示「ソフトウエア等脆弱性関連情報取扱基準」が 2004 年に制定
され、2014 年の改正を経て、2017 年に新たに経済産業省告示「ソフトウエア
製品等の脆弱性関連情報に関する取扱規程」になりました。
(2) 調整不能案件の公表に関わるプロセスの見直し
連絡不能案件を含む調整不能案件全体を公表判定委員会で扱う。
また、判定基準の表現を告示の記載に合わせる。
［修正案］（範囲が広いため、主要な箇所のみ抜粋）
Ⅳ．製品 / ３．IPA（受付機関）の対応
(2)連絡調整不能案件の公表判定について
1) 公表判定委員会の組織
IPA は、連絡がとれない等の理由により JPCERT/CC からⅣ.４．11)の通知
を受けて、JPCERT/CC と製品開発者との間で脆弱性情報の公表に係る調整が
不可能であると判断した場合（以下「調整不能」という）、その案件が脆弱
性関連情報を公表する条件を満たしているかを判定する「公表判定委員会」
を組織します。
調整不能とは、具体的には以下のいずれかのケースに該当します。
(ア)Ⅳ．４．2)に示した連絡方法をすべて試みても製品開発者と 6 ヶ月
以上連絡が取れない場合（以下、「連絡不能」という）
(イ)製品開発者と JVN 公表に関する調整を行ったが合意に至ることが
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社会通念上困難になったと判断される場合
5) 判定
公表判定委員会は、脆弱性検証結果や当該製品開発者をはじめとする関係
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。それ以外は公表をしないことと判定します。
(ア)当該案件が連絡調整機関と製品開発者との間の脆弱性情報の公表
に係る調整が不可能であること（調整不能案件であること）
略
(イ)脆弱性がの存在すると判断できが認められること
略
(ウ)IPA が公表しない限り、当該脆弱性情報を知り得ない製品利用者が
いるおそれがあること
略
(エ)製品開発者や製品利用者の状況等を総合的に勘案して、公表が不適
切である適当でないと判断する理由・事情がないこと
略
7) 判定後の対応
IPA は、判定結果によって、以下の処理を行います。
（ア）脆弱性情報を公表すると判定された場合の対応
脆弱性情報を公表するという判定になった場合、IPA は、その判定
を踏まえ、脆弱性情報の公表を判断するとともに、以下の処理を行い
ます。
・経済産業大臣に対して、公表に関する手続きが告示の定める手続き
に適合していることについての確認を求めます。ただし、連絡不能
案件の場合、告示の定める手続きに適合していることについて確認
はしません。
・公表日を決定します。
・公表する内容について製品開発者から併記を希望する見解を聴取
します。ただし、連絡不能案件の場合、この確認はしません。
・JPCERT/CC に、公表日と製品開発者から得られた併記を希望する見
解を通知します。
・公表日に、製品開発社名とともに脆弱性情報などを JVN で公表しま
す。また、製品開発者から併記を希望する見解が提出された場合、
その見解を併記して公表します。
・発見者に、公表したことを通知します。
（イ）脆弱性情報を公表しないと判定された場合の対応
脆弱性情報を公表しないという判定になった場合、IPA は、発見者
にその結果と理由を通知します。
（ウ）脆弱性情報の公表に係る調整が可能であると判定された場合の対応
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脆弱性情報の公表に係る調整が可能であると判定された場合、IPA
は JPCERT/CC に製品開発者との調整を再度行うように通知します。
Ⅳ．製品 / ４．JPCERT/CC（調整機関）の対応
10)公表判定委員会 IPA への判定の要請通知と判定に基づく公表
JPCERT/CC は、製品開発者との公表に係る調整が不可能と判断した連絡先が
不明のか適切な連絡手段が存在しない、連絡先が分かっても呼びかけに対し
て全く応答がないか調整を進めるために必要な情報が得られない等の理由に
より進展が見込めなくなった場合には、公表するかどうかの判定その旨を IPA
に要請できます通知します。
JPCERT/CC は、IPA から脆弱性情報を公表すると判定が下されした旨の通知
を受けた場合、脆弱性情報等を JVN で公表します。また、IPA から製品開発者
のからが併記を希望する見解が通知提出された場合、その見解の趣旨および
根拠を併記して公表します。判定により脆弱性情報を公表しないこととなっ
た場合、公表せず取扱いを終了します。
なお、公表に係る調整を再度行うように IPA から通知要請された場合には、
その内容に応じて、JPCERT/CC は脆弱性関連情報に係る処理を再開しすること
があります。
(3) 脆弱性情報の管理と開示の使い分け
製品開発者、ウェブサイト運営者に「正当な理由なく第三者に脆弱性関連
情報を開示しないこと」を要請する。
［修正案］
Ⅳ．製品 / ５．製品開発者の対応
9)製品開発者内の情報の管理と開示
製品開発者は、上記 3)で作成した脆弱性情報の一般公表スケジュールおよ
び脆弱性関連情報を、脆弱性情報を一般に公表する日まで第三者に漏洩しな
いように管理してください。また、製品開発者は、正当な理由がない限り、第
三者に脆弱性関連情報を開示しないでください。
・・・・
Ⅳ．ウェブ / ４．ウェブサイト運営者の対応
4)ウェブサイト運営者内での情報の管理と開示
ウェブサイト運営者は、脆弱性が修正されるまでの間は、脆弱性関連情報を
第三者に漏洩しないように管理してください。
また、ウェブサイト運営者は、正当な理由がない限り、第三者に脆弱性関連
情報を開示しないようにしてください。ただし、ウェブサイト運営者が脆弱性
修正を依頼した外部機関、およびウェブサイトの管理を委託している外部機
関には、秘密保持契約を締結した上で脆弱性関連情報を連絡することを推奨
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します。
なお、ウェブサイト運営者は、脆弱性の修正の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、当該脆弱性情報等が公表されるまで情報を
適切に管理してください。
(4) その他の変更の反映
その他、今回の告示改正に伴う変更に基づき、適宜修正を行った。
・優先情報提供の中の記載の変更（告示の記載に合わせる）：
JPCERT/CC が優先情報提供を
「することがあります」 → 「することができます」
・発見者の脆弱性届出書の記載事項を変更
・自社製品届出の必須化
・統計情報の公表頻度（年１回以上 → 原則、四半期に 1 回）
・用語の定義、表現の変更 等
これらの詳細については、別紙 3「情報セキュリティ早期警戒パートナーシ
ップガイドライン」を参照いただきたい。
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参考 1

2016 年度 情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する研究会 名簿
2016 年 2 月 6 日時点
座長 土居 範久

慶應義塾大学

委員 秋山 卓司

一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会（JAIPA）

有村 浩一

一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター（JPCERT/CC）

北澤 繁

三菱電機株式会社

楠堂 忠夫

パナソニック株式会社

栗田 博司

株式会社日立製作所

小島 健司

株式会社東芝 インダストリアル ICT ソリューション社

下村 正洋

NPO 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）

新

電気通信大学

誠一

鈴木 裕信

NPO フリーソフトウェアイニシアティブ

高木 浩光

国立研究開発法人産業技術総合研究所

高橋 郁夫

株式会社 IT リサーチ・アート

高橋 正和

日本マイクロソフト株式会社

谷川 哲司

日本電気株式会社

土屋 昭治

富士通株式会社

中尾 康二

KDDI 株式会社 ／ 国立研究開発法人情報通信研究機構

松本 隆

SCSK 株式会社

山崎 圭吾

株式会社ラック
（五十音順、敬称略）
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オブザーバ
師田 晃彦

経済産業省 サイバーセキュリティ課長

希代 浩正

経済産業省 サイバーセキュリティ課 課長補佐

加藤 路子

経済産業省 サイバーセキュリティ課 総括係長

宮下 清

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（JUAS）

鈴木 啓紹

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）

宮地 利雄

一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター（JPCERT/CC）

久保 正樹

一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター（JPCERT/CC）

中谷 昌幸

一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター（JPCERT/CC）

内山 貴之

一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター（JPCERT/CC）

村瀬 一郎

技術研究組合制御システムセキュリティセンター（CSSC）
（順不同、敬称略）

事務局
富田 達夫

独立行政法人情報処理推進機構 理事長

頓宮 裕貴

独立行政法人情報処理推進機構 理事

江口 純一

独立行政法人情報処理推進機構

石川 勝一郎 独立行政法人情報処理推進機構
金野 千里

独立行政法人情報処理推進機構

桑名 利幸

独立行政法人情報処理推進機構

西尾 秀一

独立行政法人情報処理推進機構

寺田 真敏

独立行政法人情報処理推進機構

渡辺 貴仁

独立行政法人情報処理推進機構

板橋 博之

独立行政法人情報処理推進機構

塩田 英二

独立行政法人情報処理推進機構

木曽田 優

独立行政法人情報処理推進機構

扇沢 健也

独立行政法人情報処理推進機構

田中 里実

独立行政法人情報処理推進機構

村野 正泰

株式会社三菱総合研究所

川口 修司

株式会社三菱総合研究所

松崎 和賢

株式会社三菱総合研究所

綿谷 謙吾

株式会社三菱総合研究所

磯江 麻里

株式会社三菱総合研究所
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参考 2

脆弱性研究会の検討経緯
■研究会第 1 回会合（2016 年 9 月 14 日）
・昨年度の研究会における検討について
・パートナーシップの活動状況について
・今年度の研究会活動について
・スケジュールについて
■研究会第 2 回会合（2016 年 10 月 18 日）
・脆弱性対処を行う意義、考え方に関する事例紹介
・前回会合の確認
・電力事業者への優先情報提供に関する検討 WG の検討状況について
・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 の検討状況につい
て
・EoL 製品の脆弱性に関する考え方について
・脆弱性公表サイトに関する考え方について
・スケジュールについて
■研究会第 3 回会合（2016 年 12 月 19 日）
・前回会合の確認
・電力事業者への優先情報提供に関する検討 WG 及びヒアリング調査の状況につ
いて
・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 の状況について
・製品開発者やウェブサイト運営者が自社製品・サービスの脆弱性対処を行う意
義、考え方等に関する調査について
・EoL 製品の脆弱性を巡るパートナーシップの対応のあり方に関する調査につい
て
・IoT の脆弱性を巡る法制度の整理に関する調査について
・フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトに関する考え方に関する調査に
ついて
・P ガイドラインの改訂方針について
・スケジュールについて
■研究会第 4 回会合（2017 年 2 月 6 日）
・前回会合の確認
・電力事業者への優先情報提供に関する検討 WG 検討結果について
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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 検討結果について
・製品開発者やウェブサイト運営者が自社製品・サービスの脆弱性対処を行う意
義、考え方等に関する調査について
・EoL 製品の脆弱性を巡るパートナーシップの対応のあり方に関する調査につい
て
・IoT の脆弱性を巡る法制度の整理に関する調査について
・フルディスクロージャ型の脆弱性公表サイトに関する考え方に関する調査に
ついて
・P ガイドラインの改訂方針について
・情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する調査実施報告書（案）について
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