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１．第２期中期計画期間中に実施した業務

以下では、第２期中期計画期間中に実施した業務について、業務実績と効果について総括す

る。各事業の総括に当たっては、各事業の成果の普及・啓発状況、独立行政法人としての IPA

実施の妥当性、各事業の今後の方向性等の観点から、当該事業の検証・評価を記載する。

（１）事業成果、事業成果の普及・啓発状況

各事業成果の「普及・啓発状況」は、公開した成果物のダウンロード件数等を記載した。

（２）独立行政法人としての IPA 実施の妥当性

IPA 実施の妥当性に関しては、次の３点を評価する基準として、以下のとおり類型化して評価

した。

（※各事業の「IPA 実施の妥当性」欄には、以下の類型に対応する記号を記載。）

①民間では収集が困難であり、サイバー攻撃に転用可能な情報等の機密性の高い情報の収

集・分析が不可欠な事業（機微情報活用事業）

②市場性が低く、公共性が高いインシデント事例やノウハウの収集・一般化が不可欠な事業（ノ

ウハウ集約事業）

③事業を開始した時点における政策的必要性に基づき実施した事業であって民間では取組み

が進まない事業（政策実施事業）

［類型１］ 記載欄 ◎： 上記の①、②、③の全てに該当する事業

［類型２］ 記載欄 ○： 上記の①、②、③のうち２つに該当する事業

［類型３］ 記載欄 △： 上記の①、②、③のうち１つに該当する事業

（３）各事業の今後の方向性

各事業の今後の方向性に関しては、以下のとおり類型化して評価した。

（※各事業の「今後の方向性」欄には、以下の類型に対応する記号を記載。）

［類型１］ 記載欄 ◎： 次期の中期計画期間において、中期目標に従って所要の見直しを行った

上で事業に取り組むもの。

【継続】

［類型２］ 記載欄 Ⅰ： 移管先となる機関・団体において、実効性を損なわずに事業継続できるも

のは、第２期中期計画期間をもって完全に民間移管。

【全て民間へ】

［類型３］ 記載欄 Ⅱ： 事業の一部を民間移管する、または、民間を含む他の機関との連携/協

業に移行するもの。

【一部民間/縮小】

［類型４］ 記載欄 Ⅲ： 対象とする事象の解消あるいは民間による代替措置の普及により、第２

期中期計画期間をもって事業を終了するもの。

【廃止】
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（1）情報システムに対する脅威へのプロアクティブな総合的対策

（1.1）ウィルス等の脅威への対応

○事業実施に至る経緯・背景

ソフトウェアやこれを利用した IT 機器に対するサイバー攻撃の内容は急速に変化、高度化しつ

つある中で、特にコンピュータウイルスは、感染した機器に対して直接的な被害を及ぼすだけでな

く、感染した機器を中継した間接的な被害も発生しうるものであり、それによりさらに被害が拡大す

る恐れがあることから、情報システムを利用する国民・企業の一般を対象とした適切な対策を講じ

る必要がある。

このため、IPA は、平成 2 年 4 月に通商産業省が告示した「コンピュータウイルス対策基準」に基

づき、コンピュータウイルスの届出機関に指定されており、これに基づいてコンピュータウイルスに

関する情報収集・提供を実施している。

○評価

IPA はコンピュータウイルス情報の我が国「唯一」の公的届出機関として、国民、企業からのコン

ピュータウイルスの届出を受けて集計し、当該情報に基づいた情報の提供を行っている。また、コ

ンピュータウイルスによる被害の発生を未然に防止するための普及啓発や対策情報を国民、企

業に分かりやすく、かつタイムリーに公開している。

この点に関し、コンピュータウイルスの情報の IPA への届出受付件数は、平成 23 年度において

は、334,419 件にのぼっていることから、本事業に対して、国民、企業からは高い期待と信頼を得

ている。

本事業は、たとえ１件の届出であっても、その情報が万人に共通するような事案であれば、IPA

からの注意喚起又は緊急対策情報等によって一般国民に広く情報が提供され、万人の情報セキ

ュリティ対策の向上に資するものである。実際、IPA に寄せられた１件のスマートフォンの不正アプ

リに関する相談を手掛かりとして調査・分析を進め、関係各所に通知したことで当該アプリの流通

が止まり、被害拡大防止に貢献している。

○今後の方向性

IPA は経済産業省・総務省連携プロジェクトのボット対策事業「サイバークリーンセンター(CCC)」

の一員としてボット検体の提供等を行ってきた。本事業は、マイクロソフト社の「セキュリティインテ

リジェンスレポート第 7 版(2009 年)」で評価されるなど、非常に成果を上げたところであるが、平成

22 年度に事業を終了しており、今後は民間主導による取組みとして事業を引き継ぐこととしてい

る。

また、近年、サイバー攻撃の脅威は質・量ともに増大していることから、今後も、ウイルスに関す

る注意喚起、対策情報の発信等は強化していくことが必要であるところ、本事業は、その対象とす

る情報がコンピュータウイルスの検体の提供を含んだ届出情報という、悪意のある第三者に漏れ

た場合に社会的に大きな影響を与える恐れを有するものであるため、事業実施を行う組織として、

高度な守秘性及び公共性が求められる。さらに、コンピュータウイルスはソフトウェアの脆弱性を
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利用して攻撃を行うものであるところ、その情報の取扱いに当たっては、そのソフトウェアを開発し

た会社等の利害にかかわるため、高度の中立性も求められる。したがって国の公的な政策実施

機関として、守秘性、公共性及び中立性を有する IPA が今後とも取組みを継続、強化して実施す

ることが適当である。

また、IPA が実施した「2012 年度情報セキュリティの脅威に対する意識調査」においては、情報

源として IPA が望ましいと回答した者が 20.1%（約 695 万世帯に相当）に上っていることから、IPA

の取組みへの期待は高い。

①急速に変化しつつある脅威を的確に把握するとともに、悪意あるサイト等の情報を積極的に収

集・分析し、広く国民一般に対し、傾向や対策等の情報提供を行う。

○事業概要

●通商産業省告示に基づく事業等の実施（ウイルス等届出受付事業）

通商産業省（経済産業省）告示「コンピュータウイルス対策基準」及び「コンピュータ不正アクセ

ス対策基準」に基づき、ウイルス・不正アクセスに関する届出を受付。ユーザに危害を及ぼす恐れ

のある脅威などの実態を分析し対策情報を公表。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・相談、届出情報など最新情報を収集・分析し、届出状況を月次レポートとして情報

提供するとともに、被害を未然に防止するための対策として、届出状況の公表に合

わせて、『今月の呼びかけ』を毎月行うことにより注意喚起を実施。平成 24 年 10 月

に『今月の呼びかけ「SNS におけるサービス連携に注意！」』を公開した際には、1

ヵ月で 5 万件を超えるアクセスを記録。

・相談・届出や情報セキュリティの脅威の動向を踏まえ、一般国民向けに情報セキュ

リティ対策について分かりやすく解説した「対策のしおりシリーズ（日本語、英語）」を

公開。

- ウイルス対策のしおり

- スパイウェア対策のしおり

- ボット対策のしおり

- 不正アクセス対策のしおり

- 情報漏えい対策のしおり

- インターネット利用時の危険対策のしおり

- 電子メール利用時の危険対策のしおり

- スマートフォンのセキュリティ<危険回避>対策のしおり

- 初めてのセキュリティ対策のしおり

- 標的型攻撃メール対策のしおり

- 「IPA セキュリティ・マネジメントのしおりシリーズ」(1)～(4)（日本語のみ）

・広範に使われている製品の脆弱性の発見や社会的に影響が大きい脅威が発見さ

れた場合に緊急対策情報を発信。
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・夏休みや年末年始などの長期休暇シーズンに合わせ、国民一般及び企業に対し

て長期休暇前後の対策や対応、長期休暇中の注意事項などを注意喚起。

・標的型攻撃の検体を収集(14 検体)し、関係機関と連携しつつ攻撃手口の解析、対

応策を策定。解析結果は、ウェブにより情報提供（平成 22 年 11 月）

・「悪意あるサイトの識別情報及び対策情報提供システム（TIPS）」を提供。

・民間セキュリティベンダと連携し、連絡会を定期的に開催し、一般利用者へのウイ

ルス対策などの普及啓発を積極的に推進。

・安全性向上のため、ウイルス対策ベンダーにウイルス検体を提供する際の規程を

制定し、ウイルス対策ベンダー9 社と検体などの提供に関する秘密保持契約を締結

し、標的型攻撃などの入手しにくい検体を提供。

・サイバー脅威やそれらに対抗する技術などの動向を踏まえて、IPA の活動を通じて

詳しく分析した結果をテクニカルウォッチとして発信。

・情報セキュリティの脅威に対する意識調査や、情報セキュリティ事象の被害状況に

関する調査を毎年実施。

・発見されにくい標的型攻撃ウイルスや｢シーケンシャルマルウェア｣などの新たな脅

威に対応するため、特定の組織を狙った不審なメールの相談窓口「不審メール 110

番」を設置するなど情報収集を実施。

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、IPA は非常に多くの有効な資料やコンテンツを揃えてい

ると評価をいただいている。

・たとえ 1 件のウイルス、不正アクセスに対する届出であっても、それは万人に共通

するものであるから、万人の情報セキュリティ対策に資している。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③)

ウイルス検体の分析など機微な情報を扱う事業であり、インシデント事例の収集など

は公共性の高い事業であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続

○事業概要

●サイバークリーンセンター（CCC）

サイバークリーンセンター（CCC）は、経済産業省と総務省が連携して、インターネットにおいて

脅威となっているボットの特徴を解析するとともに、ユーザのコンピュータからボットを駆除するた

めに必要な情報をユーザに提供する活動であり、IPA は検体再配付先機関の管理、ボット検体の

提供、パターンファイルへの反映状況の管理を担当。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・マイクロソフト社「セキュリティインテリジェンスレポート）」では、国地域別のマルウェ

ア感染率は日本が圧倒的に低い数値となっていることについて、CCC の活動を評

価するコメントあり（2009 年第 7 版）。

・平成 22 年度に終了した CCC について、民間主導によるベストエフォート型の取組
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みへ事業を引継ぐにあたり、IPA、Telecom-ISAC Japan、（一社）JPCERT コーディ

ネーションセンター（JPCERT/CC）の三者にて「サイバークリーンセンター運営連絡

会（CCC 運営連絡会）」を設立。

評価 ・IPA、Telecom-ISAC Japan、JPCERT/CC とそれぞれの役割分担による効率的な運

営を実施する。マイクロソフト社より日本でのマルウェア感染率の低さに貢献してい

ると評価されている。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③)

ウイルス（ボット）検体の分析など機微な情報を扱う事業であり、公共性の高い事業

であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 Ⅱ

縮小
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②暴露ウィルス対策等の情報漏えい対策を積極的に推進する。

○事業概要

●ファイル共有ソフトなどを通じた情報漏えい対策の実施

暴露ウイルス対策などの情報漏えい対策を実施するとともに、企業や社会に与える影響が極め

て高い、組織の内部からの脅威、攻撃を分析。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・新種のウイルスなどの被害が拡大する恐れのあるウイルスについて、それらの主

な動作内容や対処法などをウェブサイトにて公開。平成23 年度の実績として、10 検

体（スマートフォン感染型ウイルス 5 検体、複合型ウイルス 3 検体、32 ビット

Windows ウイルス 2 検体）の解析を実施。

・ファイル共有ソフトによる情報漏えいを防止する「情報漏えい対策ツール」を公開

（平成 23 年 3 月）。

・「内部者の不正行為」についての実態を明らかにし、これを防止するための方策を

検討するための基礎調査として「内部者の不正行為による情報セキュリティインシ

デント調査」（平成 23 年 10 月～平成 24 年 3 月）を実施。調査経過として、IPA テク

ニカルウォッチ「組織の内部不正防止への取り組み」に関するレポートを発表（平成

23 年 3 月）。

評価 ・平成 23 年度の「情報漏えい対策ツール」のダウンロード数は、1,062 件であり社会

的に評価されている。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③)

ファイル共有ソフトによる情報漏えいを防ぐことは公共性の高い事業であり、かつ政

策的必要性があるため

今後の方向性 Ⅱ

縮小
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③ユーザからの相談・問い合わせ対応については、自動応答システム等の活用により効率化を

図りつつ実施する。

○事業概要

●情報セキュリティ安心相談窓口等の設置

マルウェア及び不正アクセスに関する国民に向けた総合的な相談窓口を設置。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・変化する相談内容に継続的に対応するとともに、相談窓口選択の必要を無くし、速

やかに適切な情報を提供することを目的として、複数の相談窓口を一本化した「情

報セキュリティ安心相談窓口」を設置。

・「標的型サイバー攻撃の特別相談窓口」を設置し、一般の相談を受ける中で、標的

型攻撃と思われる事案については、積極的に情報収集・分析を推進。

・時間外でも多くの問題を解決できるよう、ウェブサイトのFAQ（よくある質問と回答の

リスト）を充実。IPA の相談対応範囲外の相談についても、簡単な説明と適切な相

談窓口へのリンクを FAQ に掲載。

評価 ・たとえ１件のマルウェア及び不正アクセスに関する情報であっても、万人に共通す

る情報があることから、万人の情報セキュリティ対策の向上に資している。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③)

マルウェアや不正アクセスに関する情報は機微な内容を含んでおり、、それを収集・

分析することは公共性の高い事業であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続
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（1.2）情報システムの脆弱性に対する適切な対策の実施

○事業実施に至る経緯・背景

ソフトウェアや IT 機器には、「脆弱性」と呼ばれる意図せざるソフトウェア等の不完全性によって、

セキュリティ上の「弱点」が生ずることがある。この弱点は、第三者に悪用されることにより、当該シ

ステム・機器において、情報の改ざん・漏洩やシステム停止などといったことを通じて、国民生活

や企業活動にとっての脅威が発生する要因となっている。

このため、平成 16 年に経済産業省告示「ソフトウェア等脆弱性関連情報取扱基準」が定められ、

その中において、我が国唯一のソフトウェア等脆弱性情報の公的届出機関として IPA が指定され、

JPCERT/CC や関連機関・団体と協力して、脆弱性に関する情報を収集し、ソフトウェア等の開発

者などと連携して、脆弱性の対策情報（定期レポート、ガイドライン、調査報告書と概説資料、普及

啓発資料、見える化ツールなど）を公開し、広く国民、企業に注意喚起を行うこととしている。

○評価

本事業はたとえ 1 件の届出であっても、その情報が万人に共通するような事案であれば、IPA

からの注意喚起、緊急対策情報等によって一般国民に広く提供され、万人の情報セキュリティ対

策の向上に資するものである。実際、IPA に寄せられた 1 件のスマートフォンの不正アプリに関す

る相談を手掛かりとして調査・分析を進め、関係各所に通知したことで当該アプリの流通が止まり、

被害拡大防止に貢献したこともあり、その意味で本事業は極めて費用対効果が高いと評価してい

る。

○今後の方向性

本事業は、その対象とする情報がソフトウェア等の脆弱性関連情報という、悪意のある第三者

に漏れた場合に社会的に大きな影響を与える恐れを有するものであるため、事業実施を行う組織

として、高度な守秘性及び公共性が求められる。また、脆弱性関連情報の取扱いに当たっては、

それを開発したソフトウェア会社等の利害にかかわるため、高度の中立性も求められる。一方で、

脆弱性関連情報の収集などの受付業務は利益を追求しうる類の業務ではないことから、一般企

業が事業として行うことに馴染むものではない。したがって国の公的な政策実施機関として、守秘

性、公共性及び中立性を有する IPA が今後とも継続して実施することが適当である。

また、脆弱性を検出する技術である「ファジング」（エラー成分を含むさまざまなデータを大量か

つ自動的に入力し、その応答によってバグを探す手法）については、IPA が実践した結果、脆弱性

検出について有効であることが実証されたことから、今後本手法については、民間企業への普及

啓発事業に特化して行うこととしている。

①「脆弱性関連情報届出受付制度」を引き続き着実に実施するとともに、関係者との連携を図り

つつ、脆弱性関連情報をより確実に利用者に提供する手法を検討する。

○事業概要
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●経済産業省告示に基づく事業等の実施（脆弱性関連情報届出受付事業）

経済産業省告示「ソフトウェア等脆弱性関連情報取扱基準」に基づき、ソフトウェア製品及びウ

ェブサイトの脆弱性情報の届出を受付。関係機関と協力し、届出内容の確認・検証・通知を行い、

修正を依頼。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・ユーザの速やかな脆弱性対策を促すため、プレス向けの広報活動に注力。脆弱性

対策情報ポータルサイト（JVN ：Japan Vulnerability Notes）で公表した脆弱性対策

情報は、脆弱性の影響度や製品の普及状況を勘案して、注意喚起やプレス（約

350 社）に向けてメールで配信。

・脆弱性の存在するウェブサイトが多数届け出られたことなどを受け、「情報システム

等の脆弱性情報の取扱いに関する研究会」を実施し、冊子、報告書等を公開。

- ウェブサイト構築事業者のための脆弱性対応ガイド

- 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

- 情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する研究会 2010 年度報告書（平

成 22 年度末でのダウンロード数 570 件）

- セキュリティ担当者のための脆弱性対応ガイド(平成22 年度末でのダウンロード

数 5,860 件)

- 脆弱性情報に係る調整不能案件の公表に関する基礎調査報告書

- 脆弱性情報に係る調整不能案件の公表のあり方に関する調査報告書

- 情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する研究会 2011 年度報告書

- 地方公共団体における脆弱性対策の実態に関する調査結果

- 地方公共団体のための脆弱性対応ガイド

・IPA に届出られた情報（脆弱性、ウイルス・不正アクセス）や一般に公開された情報

セキュリティに関する情報を基に、「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」に

参画する関係者のほか、情報セキュリティ分野における研究者、実務担当者など

100 名以上から構成される「情報セキュリティ検討会」で、「10 大脅威」を編集し、日

本語版を公開（随時英語版も公開）。

- 「10 大脅威 攻撃手法の『多様化』が進む」（日本語版）（英語版）

- 「2010 年版 10 大脅威 あぶり出される脅威の弱点！」（日本語版）（英語版）

- 「2011 年版10 大脅威 進化する攻撃・・・その対策で十分ですか！」（日本語版）

（英訳版）

- 「2012 年版 10 大脅威 変化・増大する脅威！」（日本語版）

・届出情報をもとに、脆弱性対策の普及・啓発対策の資料として、以下の冊子を公

開。

- 「DNS キャッシュポイズニング対策 第 3 版」

- 「安全なウェブサイトの作り方 改訂第 4 版」（日本語版）（英語版）

- 「Web Application Firewall 読本」（日本語版）（英語版）

- 「安全な SQL の呼び出し方」（日本語版）（英語版）
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- 「Web Application Firewall（WAF）読本 改訂第 2 版」（日本語版）（英語版）

- 「安全なウェブサイトの作り方 改訂第 5 版」（日本語版）（英語版）

- 「安全なウェブサイト運営入門」

・脆弱性対策を推進するために「ウェブサイト運営者向けセキュリティ対策セミナー」

等を開催。

・脆弱性対策情報を流通し、脆弱性対策を促進させるため、脆弱性対策情報データ

ベース｢JVN iPedia｣（英語版含む）、脆弱性対策情報収集ツール「MyJVN」（英語版

含む）の公開及び継続したコンテンツ拡充・機能強化を実施。

・サイバーセキュリティ注意喚起サービス「icat」を公開。

・「TCP/IP に係る既知の脆弱性検証ツール」を公開。

・「SIP に係る既知の脆弱性検証ツール」を公開。

・ウェブサイト攻撃の検出ツール「iLogScanner」を公開。

・脆弱性体験学習ツール「AppGoat」を公開。

・ソースコードセキュリティ検査ツール「iCodeChecker」を公開。

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、以下の評価をいただいている。

- ソフトウェア開発ベンダー等から、IPA が注意喚起等を行うことについて、対策

効果が高まっている。

- 社内イントラに icat を掲載することで、社員へのセキュリティ対策の周知・徹底

が図れている。

- IPA は非常に多くの有効な資料やコンテンツを揃えている。

・たとえ１件でも脆弱性情報が発見されれば、それは万人に共通する情報であるた

め、万人の情報セキュリティ対策に資している。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③)

制御システムの脆弱性情報には機微な情報が含まれており、脆弱性検証ツールの

提供などは公共性の高い事業であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続
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②日本の競争力の源泉の一つである組込み機器の脆弱性に関する対策の提示等を行う。

○事業概要

●組込みシステムの情報セキュリティ対策

自動車及び情報家電の組込みシステムの情報セキュリティ対策を推進するため、外部有識者

による研究会などを設置し、組込みシステムにおけるセキュリティの調査・検討を行い、取りまとめ

て報告書として公開。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・「自動車と情報家電の組込みシステムのセキュリティに関する調査報告書」を公

開。

・「組込みシステムのセキュリティへの取組みガイド」を公開（平成 21 年度ダウンロー

ド数 7,265 件）。

・「組込みソフトウェアを用いた機器におけるセキュリティ」を公開（平成22 年度ダウン

ロード数 1,659 件)。

・「組込みシステムのセキュリティへの取組みガイド（2010 年度改訂版）」日本語版、

英語版を公開（平成 22 年度ダウンロード数 5,176 件、英語版：平成 22 年度ダウン

ロード数 298 件）。

・「情報家電におけるセキュリティ対策検討報告書」を公開（平成22 年度ダウンロード

数 18,259）。

・「2010 年度 自動車の情報セキュリティ動向に関する調査」報告書を公開。

・「2011 年度 自動車の情報セキュリティ動向に関する調査」報告書を公開。

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、IPA は非常に多くの有効な資料やコンテンツを揃えてい

ると評価をいただいている。

・たとえ１件の脆弱性情報であっても、その情報は万人に共通するものであり、万人

の情報セキュリティ対策の向上に資している。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③)

制御システムのセキュリティは機微な情報を含んでおり、政策的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続

○事業概要

●ファジングの有効性の実証等

IPA と JPCERT/CC は平成 16 年 7 月から、経済産業省の告示の下で「情報セキュリティ早期警

戒パートナーシップ」を運営。その中で報告されたソフトウェア製品の脆弱性の中には、「ファジン

グ」という技術によって発見された脆弱性（主に組込み機器）が多くあることから、ファジングは脆

弱性検出に有効な技術であると言えるが、日本では認知・普及が進んでいないのが実情。このよ

うな背景を受け、IPA では、ファジングの有効性の実証を行い、今後は普及を促進する予定。
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事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・一般に市販されているブロードバンドルーター6 機種にファジングを実施したところ、

3 製品で合計 6 件の脆弱性を検出し、ファジングが脆弱性検出に有効であることを

実証。

・ファジングを実践した結果、実践で得られたノウハウ及び知見を基にして、ファジン

グを実践するために必要な知識を「ファジング活用の手引き」、別冊資料「ファジン

グ実践資料」及びテクニカルウォッチ（製品の品質を確保する「セキュリティテスト」）

としてまとめて公開。

・「ファジング」や「ソースコード検査」という手法で検出できない脆弱性に対応するた

めに、実行プログラムに対する脆弱性を検出する、「実行プログラム検査ツール」を

開発し、ツールの有効性を検証中。

評価 ・IPA が実証した機器 3 製品で合計 6 件の脆弱性が発見され、万人の情報セキュリ

ティ対策の向上に資している。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③)

ファジングによる電子機器等の脆弱性検出の有効性を実証することは公共性の高

い事業であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 Ⅱ

縮小
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③生体認証機器の脆弱性に関する調査等を実施する。

○事業概要

●バイオメトリクス・セキュリティ評価に関する研究会の実施等

生体認証システムの適切な運用と管理、利用などを促進するため「バイオメトリクス・セキュリテ

ィ評価に関する研究会」において調査・検討を行い、取りまとめて公開。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・「生体認証システムの導入・運用事例集」を公開。

・「バイオメトリクス・セキュリティ評価に関する研究会 調査報告書」を公開。

・「生体認証システムの導入・運用事例集 改訂版」を公開（ダウンロード数 2,650

件）。

・「生体認証導入・運用のためのガイドライン 改訂版」（ダウンロード数 1,004 件）。

・「バイオメトリクス・セキュリティ評価に関する研究会 調査報告書」を公開（ダウンロ

ード数 1,408 件）。

・「2010 年度 バイオメトリクス・セキュリティに関する研究会 報告書」を公開。

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、IPA は非常に多くの有効な資料やコンテンツを揃えてい

ると評価をいただいている。

・バイオメトリクスは、銀行ＡＴＭや重要な施設への入退室管理等に広く使われてい

る技術であり、その情報セキュリティ技術を適切に評価することは、無数の施設等

の情報セキュリティの向上につながる。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③)

バイオメトリックスの運用のためのガイドライン作成等は公共性の高い事業であり、

かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 Ⅱ

縮小
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（1.3）社会的に重要な情報システムに関する対策支援

○事業実施に至る経緯・背景

従来、制御システムは汎用システムではなく、固有のシステムで構成されることが多く、また、外

部ネットワークや共用システムには接続されていないことが多かったため、制御システムの情報セ

キュリティへの脅威に対しては殆ど意識されてこなかった。しかし、この数年、汎用オペレーション

システムの使用等制御システムの形態や環境が大きく変化したため、また、実際に制御システム

が情報セキュリティ上の脅威を受けた事例の発生などを背景として、制御システムに対する情報

セキュリティへの対応の必要性が非常に高まってきている。

特に、石油プラント、半導体製造工場や自動車製造工場等の産業用の制御システム（電力、交

通や通信等の重要な社会インフラの制御システムも含む）は、今日、不正アクセスやウイルス感

染や情報漏えい等の様々な脅威に直面しているところであるが、万が一、制御システムにトラブル

が発生した場合、被害は甚大かつ広範囲になる可能性があるため、適切な対策を行う必要性が

高い。

○評価

IPA は国内外の制御システムに関する情報セキュリティの状況調査を実施し、この結果を基に

大学や企業の有識者を招聘した有識者委員会の場で日本として取るべき施策を検討している。

この施策の一つとして国際標準化活動があり、IPA の委員会の場で大学、企業等の有識者の

意見を集約しつつ、国際会議の場に日本としての提案を行っている。これにより、制御システムに

関連する国際標準化に対して、国内意見を反映し、それに基づいた国際標準規格の策定によって、

国内制御システムの情報セキュリティの強化を図れるとともに、制御システム製品の海外展開に

おける競争力向上にも資するものである。このような取組みを通じて、最終的には、我が国産業の

国際競争力強化にも資するものである。

さらに、上記の国際標準化活動に加え、標準規格に基づいていることを第三者により評価・認

証する仕組みの導入を進めており、国際的に日本の評価認証の結果が認められることを目標とし

ている。IPA を窓口として、現在は日本としての評価認証機関の立ち上げについて概ね合意され

ており、設備・環境等が整い次第国内において、民間機関を中心に国際的に通用する評価認証ス

キームを導入する予定となっており、立ち上げまでは IPA、実施から先は民間企業という形で役割

分担を図ることとしている。

○今後の方向性

制御システムのセキュリティについては、これまで、国内外の技術動向調査、国際標準化への

取組み、内外の評価・認証制度確立への側面的な支援等を中心に行ってきたが、今後は平成 24

年 3 月に技術研究組合制御システムセキュリティセンター(CSSC)も設立されたことから、CSSC 等

にこの活動内容を徐々に移管していくこととしている。

また、サイバー情報共有イニシアティブ(J-CSIP)において、IPA は重要インフラで利用される機

器の製造業者等参加企業と国を結ぶハブの役割を果たしており、IPA の取組み無しには成立でき
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ない状況にあること、J-CSIPは我が国の重要インフラを内外のサイバー攻撃から守るための国家

的事業であることを踏まえ、IPA は引き続き、事業を継続していくこととしている。

重要インフラ分野等の社会的に重要な情報システムについて、関係府省等の求めに応じて、セキ

ュリティ強化のための調査、普及、啓発等を行う。

○事業概要

●制御システムの情報セキュリティに関する国際標準化活動等

制御システムに関して、サービス継続を重視した上での適切なセキュリティ対策や標準化の在

り方について検討するため、外部有識者による検討会を設置し、報告書として取りまとめて公開。

標準化に関する国内の意見を取りまとめ、国際標準規格に対して寄書を提案。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・「重要インフラの制御システムセキュリティと IT サービス継続に関する調査報告書」

を公開。

・「制御システムセキュリティの推進施策に関する調査報告書」を公開。

・「2010 年度 制御システムの情報セキュリティ動向に関する調査」を公開。

・「制御システムのセキュリティに関する調査」として、制御システムのセキュリティに

関する国内外の標準化等の動向に関する調査を実施。

・オランダの「TNO Defence, Security and Safety 社」が重要インフラの制御システム

に対する効果的なセキュリティ施策をまとめた「上水道分野用の SCADA（監視制御

システム）セキュリティ グッド・プラクティス」を翻訳、公開（平成 21 年 11 月、ダウン

ロード数 2,508 件）。

・経済産業省「サイバーセキュリティと経済研究会」により提言された、制御システム

の安全性確保の課題に対応すべく、標準化の検討を実施。経済産業省「制御シス

テムセキュリティ検討タスクフォース」の下、「標準化ワーキンググループ」を設置。

策定中の IEC62443-3-3 について、日本国内の意見をまとめ、国内委員会

（JEMIMA）を通して、50 項目の改訂要求を国際会議に提案。

・ISA99 会合では日本提案についてのコメントを行い、国際標準策定に向けた議論に

参加。

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、IPA は非常に多くの有効な資料やコンテンツを揃えてい

ると評価をいただいている。

・重要インフラの制御システムは、我が国産業や国民の生活にとって重要なシステ

ムであり、その情報セキュリティの標準化を通じた情報セキュリティ対策の向上は、

国民生活の情報セキュリティの向上、国内産業の国際競争力の向上につながるも

のである。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③)

重要インフラの制御システムのセキュリティは機微な情報を扱う事業であり、公共性

の高い事業であり、かつ政策的必要性があるため
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今後の方向性 ◎

継続

○事業概要

●制御システムの情報セキュリティに関する評価認証スキームの構築

制御システムに関して、国内認証スキームの早期確立を目指し、外部有識者によるワーキング

グループ等を設置し検討を行うとともに、海外機関とも連携し国内認証スキームの構築を推進。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・経済産業省「サイバーセキュリティと経済研究会」により提言された、制御システム

の安全性確保の課題に対応すべく「評価・認証制度ワーキンググループ」を設置

し、IEC62443-2-1（CSMS:Cyber Security Management System）について標準化活

動及び国内における評価・認証スキームの検討を実施。中間報告を公開。

・国際認証フレームワーク(ISCI-EDSA 認証制度)に関して日本としての参画を検討

し、IPA は ISCI （ISA Security Compliance Institute）のガバメントメンバーとして加

入。グローバルな相互認証に向けたパイプ役を担うとともに、策定中のセキュリティ

規格に関する情報等を早期かつ定期的に収集可能な体制を構築。なお、本件につ

いては ISCI との共同プレスリリースを公開。

・ISO/IEC27001(ISMS)と IEC62443-2-1(CSMS)との相違点を分析し、統合認証を想

定した検討を実施し、ガイドを公開。さらに IEC62443-2-1 に関する適合性評価制度

の構想案を IPA から提案。

・制御システムのコンポーネントを第三者により評価・認証するセキュリティ認証規格

である EDSA(Embedded Device Security Assurance)による国内認証制度の導入を

推進。

・国際的に日本の評価認証の結果が認められる仕組みとするため、スキームオーナ

ーである ASCI（Automation Standards Compliance Institute）との交渉を開始。

評価 ・重要インフラの制御システムは、我が国産業や国民の生活にとって重要なシステ

ムであり、その情報セキュリティ対策の向上は、国民生活の情報セキュリティの向

上、国内産業の国際競争力の向上につながるものである。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③)

制御システムの情報セキュリティに関する認証システムの策定作業は機微な情報を

扱う事業であり、公共性の高い事業であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 Ⅱ

一部民間

○事業概要

●サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）の発足

サイバー攻撃による被害拡大防止のため、経済産業省主管の下、重工、重電等、重要インフラ

で利用される機器の製造業者を中心に情報共有と早期対応の仕組みを構築し、本スキームを電



21 
 

力、ガス、化学、石油の各業界に拡大。IPA は事務局を担当し、情報共有を行うための情報ハブ

（集約点）の機能を担う。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・経済産業省「サイバーセキュリティと経済研究会」による標的型サイバー攻撃を含

む情報セキュリティ政策としての情報共有の枠組みの構築の必要性の提言を受

け、J-CSIP を発足（平成 23 年 10 月）。J-CSIP 会議参加メンバーは、経済産業省、

IPA、JPCERT/CC、（一社）日本情報システム・ユーザー協会、（株）ラック及び情報

共有を行う国内の重要インフラ機器製造業者 9 社。

・平成 23 年度は、J-CSIP 発足会議及び実務者会合を通じ、情報共有を行うための

基盤整備として秘密保持契約（NDA）の策定及び運用ルールの策定を実施。

・平成 23 年度は、重工業業界の企業と NDA を締結。情報共有の運用を開始し、攻

撃情報共有を行うとともに、連絡会議等を実施。

・平成 24 年度は、重工業以外の重要業界での情報共有体制の確立を推進し、電

力、化学、ガス、石油業界の企業と NDA を締結。

・業界内に留まらず、業界間が連携した情報共有・連携を開始。

評価 ・標的型攻撃は、重要インフラに対して現実に行われているものであり、その情報を

共有して対策を行うことは、我が国産業・国民生活を支えるインフラの情報セキュリ

ティの向上につながるものである。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③)

重要インフラ事業者間での標的型攻撃に関する情報共有は機微な情報を扱う事業

であり、公共性の高い事業であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続
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（2）中小企業の情報セキュリティ水準の底上げと国民一般への普及啓発

○事業実施に至る経緯・背景

総務省統計によれば、平成 23 年における 300 人以下の中小企業の数は約 420 万社であり、

我が国の全事業所の 99%以上を占めるものであることから、中小企業は我が国の産業競争力の

根幹を支えていると考えられる。そのような中で、中小企業においても急速に情報化は進展してい

ることから、適切に情報セキュリティ対策を実施することが重要である。

その一方、個々の中小企業においては、情報セキュリティ対策にさけるリソース等に限りがある

ことから、情報セキュリティ対策の遅れが見られるところである。このため、中小企業への情報セ

キュリティ対策については、より細かい配慮・支援が必要である。

このため、例えば外部に情報を持ち出さないなどの情報の管理を主体として、なるべくコストを

掛けず、かつセキュリティの専門知識を必要としない情報セキュリティ対策のガイドライン等を提供

するとともに、それらを含む情報セキュリティ対策の普及啓発活動を行うことが必要である。

○評価

中小企業の情報セキュリティ対策として実施すべき具体的な対策事項を選択抽出し、「中小企

業の情報セキュリティ対策ガイドライン」としてまとめた。その中でも、特に最初に取り組むべき項

目を 25 項目に限定した「5 分でできる自社診断シート」は、経済産業省の「中小企業情報セキュリ

ティ対策促進事業」の中小企業向け指導者育成セミナーと連携して、全国の商工会議所、（独）中

小企業基盤整備機構等の協力を得て、全国の中小企業に配布するとともに、従業員一人一人が

学べる e-Learning ツールの提供や各種セミナーでの解説など、コンテンツを活用し様々な形態で

普及啓発を行った。

普及啓発コンテンツの配付方法として、（独）中小企業基盤整備機構と連携し全国の地方本部

（９か所）及び中小企業大学校（９か所）を活用し、地方に支部のない IPA の弱点を補うとともに、セ

キュリティプレゼンター制度（平成 23 年度）を創設し、IPA の代わりとなる普及啓発人材の促成事

業に着手するなど、効率的・効果的な普及啓発を行うべく最大限の努力を行ったところ。

このような取組みにより、全国約 420 万社の中小企業の情報セキュリティレベルの底上げが期

待される。

一般国民への普及啓発についても、標語・ポスター・４コマ漫画コンクールにおいて、必ずしも広

報経費を増やすのではなく、文部科学省及び警察庁と連携し、後援団体を増やすことにより応募

数を約３万件（平成 24 年度）と中期計画開始当初に比べ数倍に増やすなど効率的・効果的な事業

実施に努めたところ。

また、その結果として IPA が実施した「2012 年度情報セキュリティの脅威に対する意識調査」に

おいても、情報源として IPA が望ましいと回答した者が 20.1%（約 695 万世帯に相当）に上っている

ことから、所要の効果を上げていると評価している。

○今後の方向性

最近は金銭目的の標的型のサイバー攻撃が脅威として見なされるようになったが、相変わらず
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これまでのような無差別的な愉快犯型のサイバー攻撃は、引き続き行われていくものと考えられ

るため、中小企業に対するサイバー攻撃の脅威は増大していくと予想される。そのような中で、中

小企業は昨今の厳しい経営環境の中では、必ずしも独力では適切な情報セキュリティ対策を取り

えない恐れがある。

IPA としては、これまでの独自の取組みによって、一定の成果を上げることができたものと考え

ており、今後とも、他の機関と連携してより効果的かつ効率的な形での中小企業向けの情報セキ

ュリティ対策及び国民一般への普及啓発を行っていく。

①中小企業に対して、適切な情報管理の在り方を、公正な取引の観点や実態を踏まえたガイドラ

イン等として整理し、提供する。

○事業概要

●中小企業向けガイドラインの策定

中小企業（ユーザ企業、ベンダー企業の両方を含む）の情報セキュリティ対策として自ら実施す

べき具体的な対策事項を取りまとめた各種ガイドラインを策定し公開。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」を作成し、公開。

・「業務委託契約に係る機密保持条項（例）」及び「委託先における情報セキュリティ

対策事項」を含めたガイドラインを公開。

・「5 分でできる自社診断シート」及びその解説パンフレットのコンテンツを全国の商工

会議所、商工会及び IT コーディネータに計 30 万部を配布。

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、IPA は非常に多くの有効な資料やコンテンツを揃えてい

ると評価をいただいている。

・中小企業は我が国企業全体の 99.7%、従業員数にして 66%を占めるものであり、そ

の情報セキュリティ対策の向上を図ることは、我が国産業・国民生活の情報セキュ

リティを向上させることにつながる。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③)

中小企業向けガイドラインの作成等は公共性の高い事業であり、かつ政策的必要性

があるため

今後の方向性 Ⅱ

縮小
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②地域の中小企業等が情報セキュリティ対策について身近で相談できる人材の育成を図るととも

に、地域の情報セキュリティ啓発のための協力体制を構築する。

○事業概要

●地域の情報セキュリティ人材育成のための協力

地域の情報セキュリティの中核となる団体と調整を進め、地域での身近な情報セキュリティ人材

を育成するための協力体制を構築していたが、平成 24 年度から、IT コーディネータや中小企業診

断士を活用した中小企業の情報セキュリティ対策の推進に方針を変更して実施。また、地域にお

ける、情報セキュリティに関連したシンポジウム等に出展し、普及啓発資料などの展示・配布を実

施。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・平成 20 年度は、2 地域 2 団体（岐阜県大垣市、横浜市）5 名の講師を育成。

・平成 21 年度は、3 地域 3 団体（茨城県、鹿児島県、和歌山県）との連携を構築し、7

名の講師を育成

・平成 22 年度は、新たに 2 地域 2 団体（石川県、宮城県）で 2 名の講師を育成。

・IPA セキュリティプレゼンター（IPA の様々な情報セキュリティに関するコンテンツを

地域の中小企業に紹介する IPA 外部の協力者）を支援する仕組み(支援ツール、環

境、支援策等)を構築（平成 24 年 1 月）。

・セキュリティプレゼンター登録数 99 名（平成 24 年 11 月現在）。

・「サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム」（平成 21 年 6 月）に出展。

・白浜シンポジウム（平成 22 年 6 月）及び湯沢ワークショップ（平成 22 年 10 月）に出

展。

・白浜シンポジウム（平成 23 年 5 月、参加者約 50 名）へのクラウドセキュリティに関

する講演及び出展。

・湯沢ワークショップ（平成 23 年 10 月、参加者約 300 名）への出展。

・情報セキュリティシンポジウム道後（平成 24 年 2 月、参加者約 200 名）への出展。

・IPA が主催する「IPA グローバルシンポジウム」にて講演を実施。また、情報セキュ

リティに関連する各種イベントに出展し、広く普及・啓発を実施。情報セキュリティ

EXPO（参加者 4,726 名）を始め 5 つのイベントに参加。

- IPA グローバルシンポジウム(平成 24 年 5 月)

- 情報セキュリティ EXPO 春(平成 24 年 5 月)

- 白浜シンポジウム(平成 24 年 5 月)

- Security Asia(平成 24 年 7 月)

- Direction2012（平成 24 年 8 月)

・IPA の中小企業向け情報セキュリティの各種資料・ツールを広めることを目的として

開発された、情報セキュリティ対策支援サイト「iSupport」の公開に向け、掲載コンテ

ンツの選定、特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）、特定

非営利活動法人ITコーディネータ協会（ITCA）など協力団体への連携を依頼。平成
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24 年度 7 月の公開以降は、セキュリティプレゼンターへ普及活動に役立つ「Starter

Kit」の発送、週に 1 度の頻度で新たなコンテンツの掲載と「お知らせ機能」による情

報セキュリティ関連情報提供を実施。

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、IPA は非常に多くの有効な資料やコンテンツを揃えてい

ると評価をいただいている。

・中小企業は我が国企業全体の 99.7%、従業員数にして 66%を占めるものであり、そ

の情報セキュリティ対策の向上を図ることは、我が国産業・国民生活の情報セキュ

リティを向上させることにつながる。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③)

セキュリティプレゼンター制度の運営などは公共性の高い事業であり、かつ政策的

必要性があるため

今後の方向性 Ⅱ

縮小
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③地域の中小企業等に対して、情報セキュリティ対策の啓発を行うための情報セキュリティセミナ

ーを毎年度 25 か所以上で開催する。また、広く国民一般にセキュリティ対策を周知するため、

ポータルサイト等と連携し、更なる啓発活動を実施する。

○事業概要

●地域の中小企業への情報セキュリティ対策を推進

地域の中小企業などに対して情報セキュリティ対策を推進するための情報セキュリティセミナー

やコンテンツ提供等を実施。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・平成 20 年は、4 コース（マネジメントコース入門編Ⅰ、マネジメントコース入門編Ⅱ、

技術コース標準編Ⅰ及び技術コース標準編Ⅱ）合計で 110 回開催し、参加者は計

8,696 名。

・平成 21 年は、4 コース合計で 113 回開催し、参加者は計 8,512 名。

・平成 22 年は、4 コース合計で 106 回開催し、参加者は計 6,391 名。

・各地の商工会議所や団体組織が主催する情報セキュリティセミナーに講師を派遣

して最新の情報セキュリティ対策情報や日々の情報セキュリティ・マネジメントにつ

いて講演を実施（平成 23 年度派遣数：受付 94 件、講演完了 38 件）。

・中小企業向けの情報セキュリティ対策チェックシートのコンテンツを活用した「5 分で

できる！情報セキュリティポイント学習」を開発、公開（平成 21 年 10 月 27 日）（ダウ

ンロード数 22,396 件）。

・情報セキュリティ対策自己診断ツール「情報セキュリティ対策ベンチマーク Ver3.3」

を公開（旧版を含む平成 22 年度の総アクセス数は 92,579 件。平成 17 年 8 月 4 日

の初版公開以来の総アクセス数は 548,950 件）。

・実際に起こりうる情報漏えいのケースをドラマ化し、「7 分で気づく身近にある情報

漏えいの脅威」と題した情報セキュリティ啓発動画を作成。これを含む8 種類のセキ

ュリティ啓発コンテンツをまとめた DVD-ROM「情報セキュリティ対策の基礎知識」を

作成配布。

・「標的型攻撃」と「スマートフォン」をテーマとする動画コンテンツを引き続き作成。

YouTube に公開するとともに、集合研修用に DVD-ROM メディアでの配布を実施

（YouTube：8,427 件、メディア配布：1,116 枚）。

・スマートフォンの入門者向け啓発資料を作成し、平成 24 年5 月から配布開始（全国

AU ショップ 2,600 店舗、警察署、小中学校等へ計 18 万部配布）。

・対策のしおりシリーズ、10 大脅威等を講演・イベント・協力団体へ配布（19 種類の資

料について、計 5 万 6 千部を配布）。

・官民ボードポータルサイト構築のサブワーキンググループを立ち上げ、情報セキュ

リティコンテンツへ容易に到達できるよう、国民目線での掲載コンテンツの分類、掲

載条件、利用条件等を検討。この検討結果をもとに、官民ボードメンバーの情報セ

キュリティコンテンツの公開状況確認や掲載コンテンツ登録依頼を行い、関連省庁
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との連携を図りながら、ポータルサイトを構築・公開（コンテンツ掲載団体数 16、トッ

プページへのロゴ掲載団体数 29）（平成 24 年 7 月）。

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、IPA は非常に多くの有効な資料やコンテンツを揃えてい

ると評価をいただいている。

・中小企業は我が国企業全体の 99.7%、従業員数にして 66%を占めるものであり、そ

の情報セキュリティ対策の向上を図ることは、我が国産業・国民生活の情報セキュ

リティを向上させることにつながる。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③)

地域の中小企業等に「情報セキュリティ対策ベンチマーク」などのツールを配布する

ことは公共性の高い事業であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 Ⅱ

縮小

○事業概要

●IPA 情報セキュリティ標語・ポスター・４コマ漫画コンクール

若年層の情報セキュリティ意識の醸成と向上に資することを目的として、韓国インターネット振

興院（元韓国情報保護振興院：KISA）の参画を得て、若年層を対象とした情報セキュリティに関す

る標語、ポスター等を募集し、優秀な作品は、セキュリティセンター発行のパンフレット類に掲載し、

セキュリティセンターの普及事業で活用したほか、企業などからの要望により、社内報などへ掲載

するなど、一般ユーザの啓発に活用。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況 H20 H21 H22 H23 H24

標語応募数 7,028件 6,772件 8,118件 10,353件 21,381件

ポスター応募数 690件 525件 558件 950件 2,945件

4 コマ漫画応募数 － － － 109点 3,611点

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、IPA は非常に多くの有効な資料やコンテンツを揃えてい

ると評価をいただいている。

・若年層は、これからの日本社会・産業を担う人材であり、その情報セキュリティに関

する意識向上を図ることは、将来の日本社会・産業・国民生活における情報セキュ

リティを向上させることにつながる。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③)

若年層の情報セキュリティ意識の醸成・向上は公共性の高い事業であり、かつ政策

的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続

○事業概要



28 
 

●「情報セキュリティ白書」の出版

企業のシステム開発者・運用者を対象に情報セキュリティの現状や、今後の対策のために役立

つ情報を提供するとともに、特に、パソコンやスマートフォン等の情報機器を使用する一般の利用

者に対しても情報セキュリティの概観や身近な話題を分かりやすく提供。情報セキュリティ白書の

執筆・編集を IPA 職員が自ら行い出版するとともに、IPA が作成したコンテンツを提供し、より多く

のパソコンなど利用者に対して広く情報提供を実施。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・「情報セキュリティ教本 改訂版」を平成21 年3 月に発行（販売部数累計3,400 部）。

・「情報セキュリティ白書 2009」を平成 21 年 5 月に発行（オンライン書店の「白書・用

語辞書・参考書」カテゴリのランキングでも 1 位にランクイン）。

・「情報セキュリティ読本 三訂版」を平成 21 年 8 月に発行（販売部数累計 68,000

部）。

・「情報セキュリティ白書 2010」を平成 22 年 9 月に出版。

・平成 23 年度は、「情報セキュリティ白書 2011」、「情報セキュリティ教本」の有償販

売を実施。

・平成 24 年 6 月に、「情報セキュリティ白書 2012」を出版。

評価 ・情報セキュリティに対する国民の意識を高めることは、我が国産業・国民生活にお

ける情報セキュリティの向上を高めることにつながる。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③)

情報セキュリティに対する国民の意識を高めることは公共性の高い事業であり、か

つ政策的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続
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（3）情報セキュリティ分野における国際協力の推進

○事業実施に至る経緯・背景

情報セキュリティにおける脅威と対策は、インターネットの普及とともに一国だけの問題ではなく、

関係各国が連携して対策を進める必要がある。そこで、米国国土安全保障省(DHS)、米国標準技

術研究所(NIST)、欧州ネットワーク情報セキュリティ庁(ENISA)、アジア各国の情報セキュリティ対

策機関（KISA 等）との情報交換、各種制度の連携運用、普及啓発の協力などを推進するとともに、

暗号アルゴリズムや評価認証制度において、日本の利益となるように、国際標準化活動に参画す

る必要がある。

また、欧米において行われている政府調達におけるセキュリティ要件等に関する検討に IPA は

参画しており、これまで欧米各国毎に進められていた COTS（民需品）の IT 製品を政府が調達する

際に求めるセキュリティ要件や評価基準を統一するための、国際的な基準作りに参画した。平成

11 年にセキュリティ評価基準（CC：Common Criteria）が発行され、また、これらの基準を用いた評

価及び認証制度を国際的に相互に認証するアレンジメント(CCRA: Common Criteria Recognition

Arrangement)が発足したことを受けて、我が国でも平成 13 年に JISEC（IT セキュリティ評価及び認

証制度）が創設され、平成 15 年に CCRA への加盟を果した。

情報セキュリティに関する国際標準化については ISO/IEC JTC1/SC27 の年 2 回の国際会合に

参画し、WG2（暗号とセキュリティメカニズム）、WG3（セキュリティ評価技術）等の標準化案件の規

定文作成に関与し、IPA 事案の円滑な推進が可能となるように確認を行っている。

○評価

政府の基盤システム等の調達におけるセキュリティ要件やセキュリティ評価手法の開発を、我

が国独自で行うことはコスト及び技術の両側面において困難である。個々の IT 製品ごとに調達要

件や評価手法を開発したり、あるいは客観的な指針のない状態でセキュリティ評価をした場合、コ

ストやその妥当性についての検証が難しく、共通のセキュリティ要件と開発手法を各国が協力して

開発することにより、コスト負担の分散や高度かつ一貫した要件や評価手法の実現が可能となり、

政府調達にとって評価プロセスの効率化と有効性を改善できる。また、国内ベンダーにとっても、

各国の異なる調達要件に対応する開発及び評価から重複する負担を除去することができる。

よって、このような国際相互承認に加盟することは、政府が IT 製品を調達する際にコストの面で

も技術の面でも有用であり、国際標準化活動については国益を直接反映できる。

○今後の方向性

情報セキュリティにおける国際連携はますます重要となっており、それに関する政府関連組織

の国際連携においては、民間企業では対応ができないため引き続き IPA が実施していくことが適

切である。

一方、IPA として直接的なメリットの少ない国際貢献的な事業は縮小し、相互の戦略的互恵関

係の構築を目的とし、我が国の国益に資すること及び IPA にもメリットがあることを重視し、SC27

会合や CCRA のフレームとしての事業、DHS や NIST、ENISA などとの関係を強化するなど事業内
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容にメリハリをつけて実施していく。

これらの事業は、国策の中に IPA が位置付けられているものであり、IPA が継続して行う必要が

ある。

①米国標準技術研究所(NIST)、韓国情報保護振興院(KISA)等の各国の情報セキュリティ機関と

の連携を通じて、暗号技術や組込み分野等における最新情報の交換、情報セキュリティ水準

に関する国際比較可能な指標の策定等に取り組む。

○事業概要

●国際機関との連携

情報セキュリティにおける脅威と対策は、関係各国が連携して対策を進める必要がある。米国、

欧州、アジア各国の情報セキュリティ対策機関との情報交換、各種制度の連携運用、普及啓発の

協力などを推進する。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・NIST、ENISA、KISA 等の機関と定期会議を開催し、相互補完を実施。

・米国連邦政府の情報セキュリティ対策の取組が明確に把握できる文書の中から我

が国の情報セキュリティ対策を行う上で有用な関連文書を翻訳し公開。

・クラウドコンピューティングのセキュリティに取り組む国際的非営利団体 Cloud

Security Alliance（CSA）と平成 22 年 6 月に相互協力協定を締結。

・ENISA の Government Cloud Security のプロジェクト活動に協力し、国際会議

SecureCloud2010（平成 22 年 3 月）でパネラーとして参加。

・ENISA が発行する四半期報に、日本の IT セキュリティ事情を紹介。

・KISA との定期会合を毎年実施し、また、KISA は IPA が実施するセキュリティ標語・

ポスター事業に参画。

・年 2 回開催される ISO/IEC JTC1/SC27 会合に毎年参加。WG2 コンビーナとして平

成 23 年度には日本の暗号アルゴリズムを 3 件規格化するなど貢献。

・ISO/IEC SC27 で暗号モジュール試験要件 ISO/IEC24759 の審議でコメント提出及

び審議に参画し国際標準化に貢献。

・ISO/IEC SC27 で暗号モジュールセキュリティ要件 ISO/IEC 19790 の早期改訂のコ

エディタに IPA 職員が選出。

・セキュリティ設定共通化手順（SCAP：Security Content Automation Protocol）で脆

弱性の深刻度評価を行うための基準として、FIRST（Forum of Incident Response

and Security Teams）で標準化が進められている共通脆弱性評価システム（CVSS：

Common Vulnerability Scoring System）に関して、平成 20 年 6 月にバンクーバで開

催された 20th Annual FIRST Conference で、JVN iPedia の CVSS 活用状況を報告

し、CVSS の国際的な普及・啓発に貢献。

・JVN、JVN iPedia をベースとした国内向け脆弱性対策の自動化基盤MyJVNの国際

連携を推進するため、SCAP Annual 会議への参画。
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・脆弱性対策の確認作業の自動化に向けた規格 SCAP の技術仕様策定に参画。

・SCAP で製品を一意に識別するための共通のプラットフォーム一覧（CPE：Common

Platform Enumeration）については、NIST と協力し、日本のベンダー名や製品名の

日本語登録を実施。

・セキュリティチェックリストやベンチマークなどの文書を記述するための仕様である

「セキュリティ設定チェックリスト記述形式 XCCDF」の概説を公開（平成 24 年 1 月）。

・FIRST Annual 会議、FIRST Technical Colloquium、FIRST Symposium で IPA の活動

状況などを報告。

・FIRST の CVSS ワーキンググループが推進している国際電気通信連合電気通信標

準化部門（ITU-T：International Telecommunications Union – Telecommunication

Standardization Secter）のサイバーセキュリティ情報交換フレームワークへの

CVSS 提案に協力。

・マルタで開催された「FIRST カンファレンス 2012」(平成 24 年 6 月開催)の CVSS バ

ージョン 3 の仕様検討 WG に参画し、CVSS バージョン 3 への仕様を提案。

・「情報セキュリティ白書」の英語版を作成。国際関係機関（NIST、KISA、ENISA 等）、

国際学会などへ配布。情報セキュリティ分野における日本の情報発信の向上に寄

与。

評価 ・情報セキュリティにおける脅威は、昨今のサイバー攻撃の実情から明らかなよう

に、今では国境を簡単に越えるため、一国だけの取組みでは対応が困難であり、

関係各国が連携を取ることが必要な問題となっている。したがって、各国が協力し

て情報セキュリティ対策に取り組むことを推進することは、情報セキュリティ対策上

不可欠である。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③)

NIST 等との共有する情報の中には機微な情報が含まれており、公共性の高い事業

であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続
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②アジア地域等における情報セキュリティ対策の向上のため、情報セキュリティに関する各種ツ

ール、データベース等の提供を行い、情報セキュリティ対策の知見等を提供する。

○事業概要

●アジア地域等への情報セキュリティ対策の知見等を提供

ASEAN 諸国に対して、IPA が保有するツールを提供するなどの情報セキュリティ向上のための

支援を実施。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）のワークショップで、情報セキュリティ

対策ベンチマークのプレゼンテーションを実施。

・ベトナムで開催された日系企業が多く進出する現地企業対象のセミナーにて、情報

セキュリティ対策ベンチマークのプレゼンテーションを実施。

・クアラルンプールで開催された第 7 回 RAISE Forum にて、情報セキュリティ対策ベ

ンチマークを紹介。

・マレーシアの情報セキュリティ関連の準政府機関 Cyber Security Malaysia が訪日し

（平成 20 年 4 月）、コモンクライテリア、暗号技術、セキュアウェブサイト、セキュア・

プログラミング、組込みソフトウェアのセキュリティ、脆弱性分析ガイドラインに関す

る意見交換を実施。

・イスラエルの情報セキュリティ動向として、イスラエルにおけるボットに対する取組

状況、イスラエルにおけるファイル保護技術に関する動向について調査を実施。

・IPA がコンサルティングを行った ERIA 第一次研究プロジェクトの研究報告書が平成

21 年 6 月に ERIA のウェブサイトで公開。

・ERIAのWorkshop（第二次研究プロジェクト）に参加し、ERIAと協力し、アジア地域に

おける情報セキュリティ対策水準の向上に寄与するアジア共通情報セキュリティ対

策ベンチマークシステム開発を実施。

・アジア諸国からの情報セキュリティに関連する諸団体を受け入れ（29 ヶ国、161

名）、日本の情報セキュリティ対策の活動について説明。

・ 経済産業省主催の ASEAN 諸国巡回情報セキュリティセミナー及び政府機関等交

流会に、セキュリティ対策講演講師を派遣。「5 分でできる！中小企業のための情

報セキュリティ自社診断」を紹介し、セキュリティの脅威と対策について解説。

・アジア版情報セキュリティ対策ベンチマークへの機能変更及びアジア諸国への普

及・情報交換を実施。

・アジア各国のベンチマーク利用に関連する状況を調査。

・システムの海外（アジア圏）の組織への提供を踏まえ、システムの精度向上、運用

性の向上、管理コストの低減を目的としたバージョンアップを実施。

評価 ・東アジアでは、昨今急速に情報化が進んでいるところ、サイバー攻撃は容易に国

境を越えるため、情報セキュリティの向上には一国だけの取組では対応が困難で

あり、関係各国が連携を取ることが不可欠である。したがって、各国が協力して情
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報セキュリティ対策に取り組むことは、我が国にとって情報セキュリティ対策上不可

欠である。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③)

東アジア諸国に対してツールやデータベースの提供を行うことは、公共性の高い事

業であり、かつ政策的必要性があるため。

今後の方向性 Ⅱ

縮小
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③暗号・セキュリティ製品やモジュールの認証、セキュリティ・マネジメント等広範に亘る情報セキ

ュリティ対策の国際標準化や新たな手法の開発に係わる国際活動に積極的に参加し、貢献し

ていく。

○事業概要

●暗号・セキュリティ製品の認証

欧米各国は、それまでCOTS（民需品）のIT製品を政府が調達する際に求めるセキュリティ要件

や評価基準を国ごとに開発し定めていたものを統一するために、国際的な基準作りを開始。平成

11 年に CC が発行され、またこれらの基準を用いた CCRA が発足した。

我が国でも平成 13 年に JISEC（IT セキュリティ評価及び認証制度）が創設され、平成 15 年に

CCRA に加盟。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・暗号・セキュリティ製品の認証（CC 制度における国際協力の推進）において、

11th.ICCC(CC 国際コンファレンス）において、CCRA 各国の制度状況の情報交換と

して日本の認証制度の最新状況について報告。セミナーにおいても日本の認証推

進施策や特有の課題とその対策について発表。

・CCRA 加盟国の認証機関が相互に行う認証プロセスに対する定期的な審査・監査

業務に協力。

・CCRA で規定している認証報告フォーマットに準拠した報告書を公開。

・IT セキュリティ評価基準である CC の国際的相互運用を決定する CCRA 国際会議

を日本がホスト国となり主催し、CCRA の制度面、技術面での円滑な連携と国際的

な運用について協議を実施。

・各国の政府調達における CC 認証製品の適応の推進について、国際的に共通化さ

れた要求仕様をCCRAの場で策定していくことが決定され、日本も国内に多くのCC

認証製品ベンダーを持つデジタル複合機（MFP）の分野についてこの要求仕様に協

力。

・アジア地域における評価・認証技術の向上、各種情報の共有化などを目的とし、日

本、韓国、マレーシア、インド、台湾による第 2 回 AISEC Forum をマレーシア・クア

ラルンプールにて開催。IT セキュリティ評価・認証制度の情報・知識交換のセッショ

ンにおいて、日本で実施された定期監査（監査国はドイツ、スペイン）の概要、最近

の日本の評価・認証活動を発表。

・CCRA 日本会合の際、アジア各国と認証制度の活用状況について情報交換を実施

し、韓国から要請があり平成 24 年度に実施される CCRA 監査について、日本から

監査要員を派遣することが決定。

・日本が審査リーダーを担当したマレーシアの CCRA 認証国加盟審査に関する精査

が CCRA 国際会議にて行われ、マレーシアの認証国加盟が承諾。アジア地域にお

ける CC による評価･認証技術の普及に大きく貢献。

・NIST の依頼に応じて、事実上の次期国際標準と目される暗号モジュールセキュリ
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ティ要件 FIPS 140-3 の NIST 内部レビューに参画。国際標準との整合性確保に貢

献。

・NISTのセカンドドラフト公開に対してコメントを提出し、ISO/IEC19790 の早期改訂作

業に共同エディタとして貢献。

・新規試験機関の試験能力認定のためのソフトウェア模擬暗号モジュールの NIST と

の共同開発を完了。

評価 ・政府の基盤システム等におけるセキュリティ要件やセキュリティ評価手法の開発

を、我が国独自で行うことはコスト及び技術の両側面において困難である。個々の

IT製品の調達要件や評価手法の開発や客観的な指針のない状態でセキュリティ評

価をした場合、コストやその妥当性について検証が難しい。このような状況は先進

国でも同じであり、共通のセキュリティ要件と開発手法を各国が協力して開発する

ことは、コスト負担の分散や高度かつ一貫した要件や評価手法の開発が可能とな

り、政府調達にとっては評価プロセスの効率化と有効性を改善できる。また、国内

ベンダーにとっても、各国の異なる調達要件に対応する開発及び評価から重複す

る負担を除去することができる。よって、このような国際相互承認に加盟すること

は、政府が IT 製品を調達する際にコストの面でも技術の面でも有用である。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③)

CCやCCRAの動向に関する情報には機微な情報が含まており、公共性の高い事業

であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続



36 
 

（4）情報セキュリティ対策を支える技術的評価能力の向上、分析機能の強化

○事業実施に至る経緯・背景

我が国が目指す世界最先端の IT 国家を構築するには、セキュリティを確保するために、安全

性に優れた暗号技術を利用することが不可欠である。このため、客観的な評価により安全性及び

実 装 性 に 優 れ る と 判 断 さ れ た 暗 号 技 術 を リ ス ト 化 す る 暗 号 技 術 評 価 プ ロ ジ ェ ク ト

CRYPTREC(Cryptography Research and Evaluation Committees)が組織され、公募された暗号技

術及び業界で広く利用されている暗号技術の評価・検討を行った。この評価結果を踏まえ総務省

と経済産業省は、平成 15 年に政府調達のための推奨すべき暗号のリスト(電子政府推奨暗号リス

ト)を公表しており、平成 24 年度末にリストの改訂を目指すこととしている。

また、情報セキュリティに対する新たな脅威・攻撃行動として、ソフトウェアの脆弱性を悪用する

などし、特定の組織を狙った「新しいタイプの攻撃」(Advanced Persistent Treat)が昨今増加してい

る。これに対しては従来のセキュリティ対策では完全な防御が難しく、大きな脅威となっており、分

析・評価機能を強化する必要がある。

一方、情報セキュリティ対策に関連した取組みは、我が国ではこれまで技術対策や ISMS（情報

セキュリティ・マネジメントシステム）などに代表される技術的対策が主体であった。しかし、国際的

には社会科学的なアプローチによって対策を検討する動きが重要とされており、この観点から産

業界の経営者へ行ったアンケートからは、費用対効果、コスト、対策の程度への懸念などの、これ

までのアプローチでは解決できない課題が浮き彫りとなっている。このような背景から、情報セキ

ュリティ対策へ社会科学的観点から関連調査・分析などを実施し、産業界や一般消費者のセキュ

リティ対策向上のための施策への一助として広く公開することとしている。

○評価

IPA は CRYPTREC の委員会事務局を（独）情報通信研究機構(NICT)と共同で担当し、総務省及

び経済産業省による平成 24 年度末の電子政府推奨暗号リスト発表の支援も行う。

この事業は暗号技術に関する専門家を有することが必要であるとともに、暗号選定の際の中立

性の観点から、NICT と IPA の他に行える組織はない。

また、「新しいタイプの攻撃」への対応について、ウイルスや脆弱性を悪用することに加え、ソー

シャルエンジニアリング等の手法が用いられることが多いが、その情報や攻撃手法に関しては、た

とえ 1 件の情報であっても、その情報が共通的な事案であれば、IPA からの注意喚起又は緊急対

策情報等によって一般国民に広く提供され、情報セキュリティ対策の向上に資するものである。

○今後の方向性

社会的基盤である暗号技術は公共財であるとともに、政府推奨暗号リストの作成に当たっては、

それを開発したソフトウェア会社等の利害に関わるため、高度の守秘性及び中立性が求められ

る。

また、サイバー攻撃の脅威は、昨今質・量ともに増大しており、国民からの期待に応えるべく、

必要な情報発信を行うとともに、技術的評価能力の向上や社会科学的な観点からの分析機能の
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強化は必要であるものの、本事業は、利益性がないことから、一般企業が事業として行うことに馴

染むものではない。

したがって国の公的な政策実施機関として、守秘性、公共性及び中立性を有する IPA が届出機

関として広く公共から情報を収集する事業も実施していることから、今後とも継続して実施すること

が適当である。

①CRYPTREC の事務局を引き続き務めるとともに、2010 年代に予想される一部の暗号の世代交

代を見据え、政府機関等による電子政府システム及びその関連システムの移行計画の策定等

を支援する。また、民間セクターにおける暗号利用システムの円滑な移行を図るための情報提

供を行う。

○事業概要

●CRYPTREC の委員会の運営等

NICT と共同で、CRYPTREC（電子政府推奨暗号の安全性を評価・監視し、暗号技術の適切な

実装法・運用法を調査・検討するプロジェクト）の事務局として委員会の運営を行うとともに、国際

会議にて暗号技術に関する最新動向の調査を行い、CRYPTREC の委員会に報告。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・平成 20 年度から次期電子政府推奨暗号リストの策定の準備に入り、新体制で上

記策定のための検討を開始するため、委員会を再編。平成 22、23 年度にかけて、

新規応募暗号技術や既存の掲載暗号技術の技術的評価を行い、並行して次期リ

ストの在り方や使用実績を加味する非技術的評価方法を検討。平成 23 年度には、

次期電子政府推奨暗号リストの素案を作成し、暗号技術検討会で承認を得て、総

務省及び経済産業省によるパブリック・コメントの実施及びリスト発表を支援。

・NIST や米国特定認証業務会社を訪問し、米国政府及び米国認証業務会社におけ

る暗号アルゴリズム移行計画・事業継続計画の調査を実施。

・ハッシュ関数（SHA-1）の危殆化を周知するために、安全性評価に関しての調査を

実施。

・次期 CRYPTREC 推奨暗号リストに掲載される候補暗号の実装性能評価環境の策

定。

・暗号技術を専門的に扱う機関として、暗号の世代交代に関連し、内閣官房情報セ

キュリティセンター（NISC）の活動を積極的に支援。

・平成21 年度に提案された6 方式の理論的な安全性評価（スクリーニング評価）を実

施。その結果、応募された方式中 4 方式を平成 23 年度の詳細評価候補として選

出。応募の無かった運用モードについては、事務局推薦方式を決定。

・NICT と共同で、CRYPTREC シンポジウムを開催（1 回/年）。

・国内における暗号世代交代への対応検討のため、NIST が実施している SHA-3

Competition の最終候補（5 方式）の安全性・実装性を評価。

・経済産業省情報セキュリティ政策室の活動を支援し、「暗号アルゴリズム評価動向



38 
 

調査」として、現電子政府推奨暗号リストに掲載された暗号方式の安全性評価（解

読） や実装性評価に 関する論文を調査。こ の調査結果を平成 23 年度に

CRYPTREC 暗号方式委員会へ提供。

・「ID ベース暗号 WG 報告書」、「暗号鍵の運用管理基準手順書」、「機密文書管理に

おける暗号鍵のライフサイクル管理」、「電子文書の長期保存における暗号鍵のラ

イフサイクル管理」を作成。

評価 ・暗号は情報社会を支える重要なインフラであり、一旦決まれば多くのソフトウェアや

機器に組み込まれるものであり、日本の経済活動を支えるものである。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③)

次期電子政府推奨暗号選定のプロセスには機微な情報が含まれており、公共性の

高い事業であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続
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②情報セキュリティに関する脅威・攻撃行動を分析・評価する機能を強化し、IT を利用する企業や

国民に向けた積極的なセキュリティ対策を図るため、必要な情報提供を行う。

○事業概要

●「脅威と対策研究会」の立ち上げ

新たな標的型攻撃等の攻撃手法の解析等を行う「脅威と対策研究会」を主催し、幅広く日本の

当該分野の専門家の英知を結集する事業。

これまでとは異なった発想に基づいた特定の個人、企業を狙ったサイバー攻撃の脅威に対応

するため、様々な分野の専門家の知識を共有する場として、「脅威と対策研究会」を立ち上げると

ともに、新たなる脅威する対策を取りまとめ公開。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・「『新しいタイプの攻撃』の対策に向けた運用・設計ガイド」（平成 23 年 8 月公開、平

成 23 年 11 月に第 2 版公開、ダウンロード数 42,576 件）及び解説用の動画（平成

23 年 8 月に公開、動画再生数 4,658 回）を公開。

・「『新しいタイプの攻撃』の対策に向けた運用・設計ガイド」（平成 23 年 11 月に第 1

版英語版を公開、ダウンロード数 1561 件、平成 24 年 7 月に改訂 2 版英語版を公

開）を公開。

・「東日本大震災に乗じた標的型攻撃メールによるサイバー攻撃の分析・調査報告

書」を公開（平成 23 年 9 月公開、ダウンロード数 1,663 件）。

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、IPA は非常に多くの有効な資料やコンテンツを揃えてい

ると評価をいただいている。

・新たな標的型攻撃は、我が国の重工産業に対して現実に行われているものであ

り、それに対して情報セキュリティ上の対策を行うことは日本の産業・国民生活の情

報セキュリティの向上を図ることにつながる。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③)

新しい攻撃の実態など「脅威と対策研究会」で扱う内容には機微な情報が含まれて

おり、公共性の高い事業であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続
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③技術的評価能力の向上に資するため、関連機関との連携を図りつつ、最新技術動向の情報収

集等を行う。

○事業概要

●関連機関への技術的支援及び最新技術動向の情報収集

政府などからの要請に応じ、委員会に参加し技術支援などを実施するとともに、関連機関との

連携を図り、共同事業を実施。また、国内情報セキュリティ産業活性化に資するため、国内外の最

新技術の情報収集を実施。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・経済産業省、総務省、厚生労働省、内閣官房などからの要請に応じ、有識者委員

会などに出席し、技術支援などを実施。

・（独）産業技術総合研究所（AIST）、NICT 等の関連機関と、NISC を通じて協力体制

を構築する等の連携を強化。

・AIST とは国際量子暗号会議（UQC2010）の共同開催、NICT とは暗号技術の安全

性に関して、CRYPTREC の共同開発や JWCAA20（Joint Workshop Cryptographic

Algorithm and ITS Application）への参画、UQC2010 の共同開催等を実施。

・情報セキュリティ対策のための製品やサービスを供給する情報セキュリティ産業の

活性化に向けて、諸外国の実態調査を実施。

・技術的評価能力の向上に資するため、関連機関との連携を図りつつ、最新技術動

向の情報収集などを行うため、海外評価機関のワークショップに参加し、レーザー

照射を組み合わせたセキュリティ LSI 脆弱性評価ツールの最新情報、カード端末に

ついてのセキュリティ評価手法等の情報収集を実施。

評価 ・日本政府として行う施策に対して支援等を行うものであるため、我が国の情報セキ

ュリティ施策に資する。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③)

技術支援の観点からの協力を各省庁に対して行うため、公共性の高い事業であり、

かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続



41 
 

④社会的要請に応じたセキュリティに関する調査・分析を実施する。

○事業概要

●社会心理学や行動経済学の観点からの情報セキュリティに関する調査

技術動向に加えて、社会心理学や行動経済学などの観点を含めた情報セキュリティに関する

調査等を実施し報告書として公開。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・「eIDに対するセキュリティとプライバシ.ーに関するリスク認知」調査を実施し、リスク

認知において、個人が行動として受容可能なことは、どのような状況のものである

かを調査した結果を公開。

・「パーソナル情報とIT技術」調査事業を実施し、パーソナル情報活用の阻害要因や

「自己の情報の流通をコントロールするいわゆる自己情報コントロール」について

分析結果を公開。

・情報セキュリティ技術動向調査タスクグループを設置し、情報セキュリティに関連し

た技術動向の調査を実施し、平成 20 年 10 月に報告レポートを公開（ダウンロード

件数 2,509 件）。なお、平成 20 年下期（7 月～12 月）の調査結果も取りまとめ（平成

21 年 6 月に公開）。

・P2P ネットワークシミュレーション環境の効率化技術に関し、NICT 及び（株）日立製

作所と共同契約を締結し、NICT の北陸リサーチセンターにて共同実験を実施。

・日米欧韓の 4 か国･地域における産業や政策の動向などについて情報収集と整理

を行い、政策、技術、産業の関連性についての分析結果を公表。

・企業や団体のサービス妨害攻撃に対する留意点等を取りまとめて公開（本成果は

日経新聞 Web 版等でも掲載）。

・「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」を策定。並行してクラウド

事業者からの適時適切な開示を促す「クラウド事業者による情報開示の参照ガイ

ド」を策定。

・今後の情報セキュリティ対策の検討に必要な情報を提供するため、国内外の情報

セキュリティ産業構造の調査結果を公開。

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、IPA は非常に多くの有効な資料やコンテンツを揃えてい

ると評価をいただいている。

・社会心理学や行動経済学を情報セキュリティ対策の視点に加えるものであり、万人

に共通する情報セキュリティ対策につながる。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③)

社会心理学などの点から情報セキュリティ対策を検討することは、公共性の高い事

業であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続
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○事業概要

●政府等への技術支援

情報セキュリティに関する政府等への技術支援として、政府などからの要請に応じ、有識者委

員会などに専門家として参加。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・内閣 IT 戦略本部「電子私書箱（仮称）構想の実現に向けた基盤整備に関する検討

会」委員、同「ユースケースワーキンググループ」座長、ワーキンググループの主査

として、電子私書箱（仮称）のシステムアーキテクチャを策定。

・内閣 IT 戦略本部 「電子政府ガイドライン」構成員、「セキュリティ分科会」委員とし

て参画。

・情報セキュリティ政策会議「技術戦略専門委員会グランドチャレンジ検討ワーキン

ググループ」委員として参画。

・NISC「情報セキュリティ分野における国際協調・貢献に関する研究会」委員として参

画。

・厚生労働省「社会保障カード検討会作業班」構成員として参画。

・経済産業省「パーソナル情報研究会」委員、「同作業部会」構成員として参画。

・（一社）日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）「共通 ID(仮称)のあり方等に関する

調査検討委員会」委員などに参画。

・NISC「電子政府ガイドライン作成検討会」構成員として参画。

・経済産業省「指定調査機関の調査方法 WG」委員として参画。

・内閣官房IT担当室「税・社会保障共通番号制度情報連携基盤WG」構成員として参

画。

・足立区「情報基盤システムシステム評価委員会」委員として参画。

評価 ・日本政府として行う施策に対して支援等を行うものであるため、我が国の情報セキ

ュリティ施策に資する。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③)

政府等へ技術支援を行うことは、公共性の高い事業であり、かつ政策的必要性があ

るため

今後の方向性 ◎

継続

○事業概要

●情報セキュリティ人材の育成・確保に向けた検討

我が国の情報セキュリティ力を強化するため、情報セキュリティ人材の育成・確保に向けて外部

有識者による情報セキュリティ人材育成検討委員会を設置し、検討を実施。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・経済産業省、内閣官房、文部科学省などの事業に関し、要請に応じて有識者委員

会などに出席し、技術支援などを実施。
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・「情報セキュリティ人材の育成に関する基礎調査」を実施し調査結果を公開。

・情報セキュリティ人材のキャリアパスに関する調査について、1 職種あたり 10 名以

上、合計 61 名にインタビューを実施し、個人の業務経験とキャリアアップの経緯、ス

キルアップの方法などについて、図式化して取りまとめるとともに、6 つの職種ごと

に見られる共通的な特徴などを分析し、キャリアパスモデルを作成し、公開（なお、

本検討の成果は、平成 24 年度の国の事業などに反映）。

評価 ・100 者ヒアリングにおいて、IPA は非常に多くの有効な資料やコンテンツを揃えてい

ると評価をいただいている。

・我が国の情報セキュリティ人材の育成等を行うことは、日本産業・国民生活全体を

通じた情報セキュリティの向上につながる。

IPA 実施の妥当性 ○ （②,③)

今後、サイバー攻撃など情報セキュリティに対する脅威は拡大していくことが考えら

れるため、情報セキュリティ人材の育成は公共性の高い事業であり、かつ政策的必

要性があるため

今後の方向性 Ⅱ

縮小
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（5）社会がよりセキュアな製品・システムを享受できる環境の整備

○事業実施に至る経緯・背景

政府機関等では個人情報をはじめとする重要な情報を処理することがあり、その場合にはその

処理において機密性・完全性・可用性を確保する必要があるが、一方、経済性の観点からは通常

の事務処理で使用する情報システムについては、市販の IT 製品を活用せざるを得ない。このよう

な状況は世界共通であり、各国は政府調達のためのIT製品購入時の評価基準を独自に策定して

いたが、やがて政府調達における国際基準としてのセキュリティ評価基準が策定され、ISO/IEC

15408 として規格化された。

我が国においても、政府におけるシステム等の構築において、IT 製品を調達するための仕組み

づくりが経済産業省を中心に検討され、平成 13 年に ISO/IEC 15408 に基づく「IT セキュリティ評価

及び認証制度」が発足し、行政情報化推進各省庁連絡会議において政府調達の際には原則的に

利用することが了承され、平成 15 年には、同様の制度を持つ国同士の相互承認(CCRA)に加盟し

たところである。

現在、本制度は NISC から発行されている「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管

理基準」において、IT 製品の調達にあっては、本制度を活用することが義務付けられている。

また、暗号製品については、暗号アルゴリズムそのものではなく、その実装方法に問題があるこ

とが多いため、暗号化 LSI チップ等の暗号製品(暗号モジュール)の安全性を評価することも必要で

あることから、IPA としては暗号モジュール試験及び認証制度(JCMVP)を構築し、暗号製品の更な

る安全性の確保を目指している。

○評価

政府の基盤システムにおけるセキュリティの侵害は、国民生活に多大な影響を与える可能性が

あり、昨今は政府機関のシステム等に向けたサイバー攻撃や情報漏えい事故なども発生している

ことから、IT 製品等を導入する際にセキュリティ確保のための施策を適切に講じる必要がある。

このような状況において、本制度のような国際的なセキュリティ評価基準に基づき、第三者によ

ってセキュリティ評価がなされた機器を導入することにより、各政府機関は安全な製品の導入を行

っていることについて、客観的かつ容易に示すことが可能となる。

また、本制度は国際規格である ISO に基づくセキュリティ基準を用いており、国際間での基準作

成の連携や評価結果の流通がおこなわれている。その結果、認証された IT 製品のセキュリティは

国際的に均質であり、政府が個々に要件を示して評価するのに比較し、はるかに多くの選択肢の

なかから機能及びコストの面で最適なものを選択可能である。

さらに、このような国際的な評価基準に基づく制度を我が国に持つことは、国内のベンダーが海

外の政府調達要件を満たすよう開発することが日本において可能となり、多くのベンダーによって

実際に活用されている。

したがって、この認証制度は政府が IT 製品を調達する際にコストの面でも技術の面でも有用で

ある。

また、IPA の JCMVP は政府調達のための制度であり、NIST の CMVP と連携をとりながら効果
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的に事業を実施しているが、NIST の CMVP と同等の認証料を徴収し認証費用を回収している。

○今後の方向性

IPA は CC 制度において、国内唯一の指定された認証機関であり、制度上、国に準ずる機関が

運営することが求められていることから、セキュリティに関する知見の集まる公的な機関である

IPA が、引き続きその事業を継続する必要がある。

①IT セキュリティ評価及び認証制度において、制度利用者の視点に立った評価・認証手続の改

善、評価等に関する人材の育成、積極的な広報活動等を実施する。特に、認証書発行までに

かかる期間の短縮に努め、機構内での処理期間を 40 日(就業日ベース)以内とすることを目指

す。

○事業概要

●IT セキュリティ評価及び認証制度の運営

社会がよりセキュアな製品・システムを安心して利用できる環境を整備するために、IT セキュリ

ティ評価及び認証制度について、IT 製品ベンダー、評価機関などの関係者の意見を踏まえながら、

講座・説明会の開催や各種解説書の公開による人材の育成及び制度の普及を行うとともに、評

価・認証手続きの不断の見直しによる認証プロセスの効率化と評価品質向上の両立を実現。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・評価証拠資料作成・レビュー講座、ST(Security Target)作成講座、ST 作成実践講

座、CC 制度紹介講座、証拠資料作成講座などを 22 回開催。

・平成 22 年 9 月に IT 製品利用者に対し、ISO/IEC15408 認証取得製品の調達等に

関する意識調査を実施し、平成 23 年 2 月に調査結果を公表。

・スケジュールの見える化を進めることで、厳密なスケジュール管理と責任分担の明

確化を可能とする取組みを継続的に実施。関係者が評価･認証の状況を把握でき

るように、現在のステータスを互いに通知・把握し、問題発生時の詳細な情報を共

有することで期間短縮を実現。加えて、評価機関の作業と認証機関の作業の並行

処理、申請者にとって柔軟なスケジュール調整を実現。

・申請者への使い勝手、分かり易さを考慮した基本規程、手順や申請書類を改定

し、平成 23 年 2 月に発行。申請から認証完了までを時系列に、かつ申請者、評価

機関、認証機関がどのような役割を果たすかの手順の公開や、申請書類の説明な

どウェブ公開内容を充実。

・IT 製品のセキュリティ機能開発時に開発者が考慮すべきセキュリティアーキテクチ

ャについて、その概念の説明とアーキテクチャ記述方法に関する解説書を作成。

・本制度の主認証製品分野であるデジタル複合機について、開発や評価の過程で

考慮すべき脆弱性についての調査結果を公表。

・評価機関間の品質の均質化及び評価の手戻りを防ぐため、評価機関内で行われ

る評価案件レビューに IPA 職員が参加し、評価における共通的な課題や事例など
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を示すことにより、評価時の問題指摘を実施するとともに、評価者資格の付与にお

ける有識者によるOJT方式を採用し、評価技術の短期間での質の向上と制度内の

均質化を実施。

・従来欧州の評価・認証機関に全面的に頼っていた国内のスマートチップのハードウ

ェア評価・認証について、国内で評価・認証できる体制を確立するため、関連業界、

AIST、評価機関とともに体制整備を図り、欧州の関係機関との技術的交流が実施

できる関係を構築。

評価 ・講座・説明会におけるアンケートでは、9 割以上の参加者が講座内容を理解でき満

足と回答。

・本制度は国際規格である ISO に基づくセキュリティ基準を用いており、国際間での

基準作成の連携や評価結果の流通が行われ、その結果、認証された IT 製品のセ

キュリティは国際的に均質となり、政府が個々に要件を示して評価するのに比較

し、はるかに多くの選択肢のなかから機能及びコストの面で最適なものを選択可能

となっている。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③)

ＩＴ機器の評価・認証を行うことから機微な情報を扱う事業であり、公共性の高い事業

であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続
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②政府調達等における情報セキュリティの確保に資するため、「政府機関の情報セキュリティ対

策のための統一基準」の改訂に応じて、「セキュリティ調達要件ガイドライン」の整備に協力する。

また、調達担当者等に対して、認証された機器等の情報提供を行う。さらに、地方公共団体へ

の普及啓発に努める。

○事業概要

●「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の普及

政府機関 CIO 補佐官、自治体の情報システム責任者、有識者の意見を得ながら、「統一基準」

に基づくセキュリティ要件の確認を支援するツールの開発、海外事例の紹介及び認証取得製品リ

ストを公開。

MFP の評価を最も多く手掛けている我が国に対して、これまでの実績と知見を活用して、MFP

分野で各国が共通で利用できる安全な IT 製品の政府調達要件として共通プロテクションプロファ

イル（CPP）を開発することが海外より求められたため、IPA にて調達側及び開発側からの有識者

会議を組織し、本委員会の議論を踏まえたデジタル複合機用の CPP の原案を策定する委員会を

平成 24 年 3 月に設置し、作成。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・「IT セキュリティ評価及び認証制度などに基づく認証取得製品分野リスト」を公表。

そこで、IPA では、このリストに示された 6 つの製品分野の内、スマートカードを除く

5 つの製品分野における個別の認証取得製品リストを平成23 年5 月よりウェブサイ

トで公開。

・情報セキュリティに詳しくない調達担当者でも、機能・サービスを入力することによ

り、「政府機関統一基準」や「技術参照モデル（TRM）」などのコンテンツを利用して、

情報システムを構成する機器のセキュリティ要件及びセキュリティ機能要件を出力

する「セキュリティ要件確認支援ツール」を開発。

・上記システムの公開後、政府 CIO 補佐官会議や（財）地方自治情報センター

（LASDEC）などに、本ツールの PR 活動を実施。地方公共団体に対しては、

LASDEC を介した普及、啓発活動を実施。

・政府機関において基本的に調達すべき製品などの情報セキュリティ要件書（PP）の

作成を支援するため、米国の政府調達において国家安全保障局（NSA）情報保証

局が IT 製品の技術分野ごとに開発している PP や海外の既存 PP を翻訳し、公開。

また、米国 IEEE2600 関連文書（翻訳版）を公開。

評価 ・デジタル複合機の CPP に対し、我が国産業等からの意見を取り入れつつ原案を策

定することは、我が国産業の国際競争力を強化することにつながる。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③)

ＩＴ製品の調達案件に必要な CPP に関する機微な情報を扱う事業であり、公共性の

高い事業であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続
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③暗号モジュール試験及び認証制度(JCMVP)について、試験等に関する人材の育成を図るとと

もに、積極的な広報活動を実施する。

○事業概要

●暗号モジュール試験及び認証制度の運営

暗号モジュール試験及び認証制度の運用及び同制度の利用拡大を図るため、IPA と NIST との

間での協力関係を保持しつつ、両組織が運用する制度である JCMVP とCMVP に必要なツール類

を開発。また、関連する国内規格、国際規格の制定・改訂に貢献するとともに、セミナーの開催な

どにより積極的な広報を実施。

こうした協力関係の結果、それぞれの機関で実施している暗号モジュール試験及び認証制度に

ついて、同一の試験報告書を、両制度の認証機関が共同でレビューを実施し、その結果、試験対

象暗号モジュールについて両制度から認証を受けられる共同認証を行うことで基本的に合意。

事業成果、事業成果

の普及・啓発状況

・平成 21 年 3 月に ECSEC で「JCMVP 制度のご紹介と最新の標準化動向」というテ

ーマで講演。聴講者は約 30 名。

・平成 21 年3 月に IPA で「暗号モジュール試験及び認証制度のご紹介」というテーマ

でセミナーを開催。参加者は 33 名。

・制度の認知度向上を目指して 35 社のベンダー、ユーザを訪問し制度を紹介。

・暗号モジュール認証制度紹介の一環として、乱数生成器に関する紹介セミナーを

平成 22 年 3 月に開催。参加者は 30 名。

・NIST が公開した FIPS 140-3 セカンドドラフトの翻訳を実施し、平成 22 年 4 月に公

開。

・海外のベンダーや試験機関に対して JCMVP 制度を紹介するセミナーを開催。

・CC と JCMVP の制度比較及び日本で調達可能な暗号モジュール製品の調査を実

施し、報告書を公開（平成 22 年 4 月）。

・サイドチャネル攻撃の主要な解析技術である電力解析に関して体系的な理解を深

めるため、Power Analysis Attacks（Springer 刊）を用いた研修を実施（平成 21 年 3

月以降 15 回、4 名参加）するとともに、電力解析ツールを用いた実習を実施（平成

21 年 6 月、3 名参加）。

・差分電力解析攻撃ツールの解析対象アルゴリズムを拡張（10 アルゴリズム追加）。

・FIPS140-3 対応ハードウェア模擬暗号モジュールを開発し、CMVP との暗号アルゴ

リズム実装確認ツール（JCATT）の仕様の共通化開発を実施。

・JCMVP、CMVP の両制度で、新規参入を希望する試験機関に対して、試験要員の

能力を判定するための模擬暗号モジュール NIST と共同開発。

評価 ・IPA の JCMVP は政府調達の基準にも挙げられる制度であり、NIST の CMVP と連

携をとりながら効果的に事業を実施している。

IPA 実施の妥当性 ◎ （①,②,③)

暗号モジュールの評価認証事業については、機微な情報を扱う事業であり、公共性
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の高い事業であり、かつ政策的必要性があるため

今後の方向性 ◎

継続


