
（ソフトウェアの開発） 
○昭和４５年発足後一貫して、多様なソフトウェア開発のファイナンス支援を実施。 
○独法化後はＳＥＣを設置。ソフトウェア工学の高度化について最新の知見を集約し、上流工程

や信頼性、プロセス改善、組み込みソフト等に関する様々なツール・ガイドライン群等を発出。 
○オープンソースソフトウェアによるシステム構築、ＴＲＭや文字情報基盤の整備改訂、ＲｕｂｙのＩ

ＳＯ化等、情報システムの相互運用性確保や電子政府高度化の基盤となる技術を整備。（別
紙Ｄ） 

 
（セキュリティ対策） 
○平成２年から我が国唯一のウイルス情報の公的届出機関として情報収集を開始。その後、不

正アクセス情報や脆弱性なども情報収集。 
○独法化後は、政府調達におけるＩＴ機器のセキュリティ認証（ＣＣＲＡ）の我が国唯一の認証機

関として技術的な知見等を蓄積し、電子政府推奨暗号リストの改訂なども実施。 
○さらに近年は、Ｊ－ＣＳＩＰ等を構成し、標的型攻撃に対応するための情報共有を進めるなど、

セキュリティに関する知見については、関係府省から大きく認知されている。 （別紙Ｅ） 
 
（ＩＴ人材の育成） 
○多様のソフト開発支援の実績を生かし、平成１２年より未踏ソフトウェア創造事業によるエース

プログラマーを発掘支援。現在に至るまで毎年多くのエースを発掘している。 （別紙Ｆ） 
○独法化後は、情報処理試験とスキル標準の整備等により、我が国のＩＴ人材の育成環境を整

備。さらに、産学連携の取組を進めることで大学において即戦力人材の育成環境を整備。 
○あわせて、地域ソフトセンター等の取組を支援するなどにより、地域中小のＩＴ人材・ベンダ人

材の育成に係る環境を整備。 

今回策定時のＩＴ関連の社会環境認識 
①技術革新・情報利活用の高度化等に起因するシステムの影響増大 
 ○モバイル端末・センサー・ネットワークの発達により、あらゆるデータが情報処理の対象となり、基盤が複雑高度化。ＩＴの利活用 
   の範囲が効率化から付加価値の増大へと、また農業・エネルギー等新たな分野に拡大。 
 ○この結果、金融・交通など重要インフラ分野に加え、モバイル端末や組込みソフト等が一体となり、情報処理システムやソフトウェ 
       アが複雑化・膨大化するとともに、その障害が利用者に直接与える影響範囲が拡大している。 
②サイバー空間における脅威の増大 
 ○従来型の攻撃に加えて、プライバシーの大量情報流出につながる標的形攻撃や、プラント等の制御システムへの攻撃など、そ 
   の被害が利用者に直接与える影響範囲が拡大している。 

（ＩＰＡの第三期の方向性）…利用者視点に立った情報社会システムの安全性・信頼性の確保 
①制御システムへの攻撃や標的型攻撃など新たな局面を踏まえたサイバーセキュリティ対策について、脆弱情報の収集や、ＣＣＲＡの評価認証等これまでＩＰＡの実績 
  と知見を踏まえて、第三期も、関係諸機関と連携しつつ（別紙Ｇ）、情報収集とその展開、最新情報の普及啓発、技術評価認証等について、引き続き取り組む。 
②複雑・膨大化する情報処理システム・ソフトウェアについて、ソフトウェア工学の知見等ＩＰＡの実績と知見を踏まえて、運用段階における障害情報の収集と対策などつ 
  いて取り組む。この際、センターの名称についても現在のソフトウェア・エンジニアリングから新たな名称（ソフトウェア高信頼化など）への変更を検討する。 
   さらに、政府の方針のもと、文字情報基盤の整備等のＩＰＡの実績と知見を踏まえて、政府システムのオープン化・効率化などを目指した、政府システムの構築支援 
  に引き続き取り組む。 
③次世代高度ＩＴ人材、セキュリティ人材など新たな人材ニーズを踏まえ、未踏人材事業やスキル標準といったＩＰＡの実績と知見を踏まえて、新たな人材ニーズに対す 
  る育成・活用の環境整備を行うとともに、引き続き我が国のエースとなる人材の発掘・利活用に取り組む。 

独立行政法人 情報処理推進機構の第三期中期目標の検討について（案） 

前回策定時のＩＴ関連の社会環境認識 
 ○情報化社会の本格到来 
 ○一般利用者の保護とＩＴリテラシーの向上 
 ○利用者主導の時代 
 ○不可逆のグローバル化進展への認識 
 ○情報量の爆発的増大とコモディティの時代 

（複雑・膨大化するシステムと大規模データの利活用） 
○システムの構築や具体的なデータの利活用については、民間主導で取り組むべきものであり、

政府としては、関連する法制度・規律の整備や、実証事業等を行うことが重要。 
○その際、利用者への悪影響を回避する観点から、複雑・膨大化するシステムから発生する

様々な障害事例について、政府として分野を越えて情報を共有し、対策を進めることが重要。
（別紙Ａ） 

○また、政府オープンデータ戦略等に基づき、政府保有データの利活用などを進めているが、そ
の際、文字基盤等と同様に情報利活用の相互運用性 の確保を図ること等が重要。 

 
（サイバーセキュリティ対応） 
○企業や個人がセキュリティ意識を高め、実践することは民間が主体となって取り組む必要が

あり、政府としては、これらの取組を促進する環境を整備することが重要。 （別紙Ｂ） 
○環境整備に当たっては、これまでの実績も踏まえ、公的位置づけが必要な取組、必ずしも収

益が得られず民間主導では進まない取組を政府が主導で行うことが必要。 
 
（ＩＴの基盤となる人材に関する取組） 
○情報システム・ソフトウェア産業は、「目に見えない」「人の思考を介して構築する」「人の知的

創作物である」といった特徴があり、他の産業よりも人材の重要性が高い。 
○これら人材の育成・活用を教育機関や企業が主導して行うため、政府としてその取組を促進

する環境を整備してきた。（情報処理技術者試験やスキル標準の策定など）。 
○今後、政府としては、大規模データ等の利活用に対応できる人材、高度セキュリティ人材等の

育成の環境整備を行うことが重要。（別紙 Ｃ） 
○また、我が国のエースとなりえる人材については通常の教育機関等では発掘が困難であり、

引き続き直接取り組むことも重要。 

ＩＰＡの主な実績と知見 今後の方向性 

資料１ 



発生時期 分野 ソフトウェア障害の影響 

平成24年 
2月 

金 融  東京証券取引所の株式売買システムの障害により、一部の
銘柄情報の配信が不能となり、当該銘柄の売買取引が停止。 

平成24年 
6月 

情報通信  ﾌｧｰｽﾄｻｰﾊﾞの事故では、約5700件の顧客のメールサービス
やホームページデータを消失、大半のデータが復旧不可能と
なった。漏えい被害最大2359者、他社のデータをダウンロード
した契約者最大145者と発表。 

平成24年 
6月 

金 融 
情報通信 

 

 富士通館林データセンターの大規模障害でサークルＫサンク
スのATM、ソニー銀行の全サービス、東京スター銀行の全ATM、
ニフティのメール・ブログ・クラウドサービス等、複数の基幹系シ
ステムが提供するサービスがダウン。 

平成24年
11月 

航 空 
 

 全日空は、予約システムの誤設定で10万席超の顧客の座席
指定データを消失。 

重要インフラ分野における障害により深刻な支障をきたした事例 
（下記の事例は、いずれも昨年発生したもの） 

 現状では、業種を越えて障害事例や経験を共有することで再発防止・回避可能な
類似障害が多数発生。システム障害時の影響範囲が拡大し、深刻度も増大。 

 業種を越えて、運用・利用面での障害事例を収集・分析、対応策を共有化。社会
的に甚大な影響を及ぼし得る類似の障害の再発防止につなげる。 

【今後の方向性】 

多発するシステム障害と対策の必要性 【別紙Ａ】 



攻撃の高度化 対象の多様化 グローバル化 

制御システム
2 

スマートフォン/タブレット 
銀行システム 等 

国際的組織による犯行 
証跡の隠蔽 等 

ゼロデイ攻撃
1
、ソーシャル・ 

エンジニアリング、脆弱性攻撃、 
その他の新たな攻撃手法 等 

複数のゼロデイ攻撃 制御システム 国際的犯行の可能性 

汎用OSや特定機器の脆弱性を悪用し、核施設の遠心分離機(ウラン濃縮)を不正操作 
Stuxnet 

スマホ被害 
ソーシャル・エンジニアリング 

による感染誘導 スマートフォン 

不正なアプリをインストールして、個人情報を抜き取られる被害が多発 

重工関係への攻撃 
標的型攻撃（ソーシャル・ 

エンジニアリング＋脆弱性攻撃） 
国外サーバへ 
窃取情報を集約 

所属する業界団体のPCがウイルス感染、そこから重工業企業が攻撃され、内部拡散/情報窃取 

大手銀行を狙った 
フィッシング詐欺 

不正なポップアップ（MITB3 +  
ソーシャル・エンジニアリング） 

不正なポップアップ画面を表示して、合言葉や乱数表を利用者に入力させ、これらの情報を窃取 

銀行システム 

1
ゼロデイ攻撃：ＯＳやアプリケーションの脆弱性を修正するパッチプログラムが提供される前に、実際にその脆弱性を悪用して行われる攻撃 

2
制御システム：他の機器やシステムの動作を指示、管理するシステムであり、センサやアクチュエータ、コントローラ、監視システムなどで構成される 

3MITB: Man-in-the-Browser ウイルスに感染させることでウェブブラウザの通信を監視し、 ブラウザを乗っ取ることでブラウザの通信内容を改ざんする攻撃 

罠ページによる誘導や脆弱性攻撃等により、気づかぬ内に強制操作(誤認逮捕の発生) 

遠隔操作 
国境をまたいだ犯行の隠蔽 標的型攻撃（ソーシャル・ 

エンジニアリング＋脆弱性攻撃） 

国際的犯行の可能性 

民間企業においてAnonymousなどのサイバー攻撃（ハッキング）を受けて情報漏えいが発生する事案が増加 

Anonymous等による 
民間企業への攻撃 

サイバー攻撃の高度化・多様化・グローバル化 【別紙Ｂ－①】 

ハッキング 

～「未知の脆弱性を悪用し、既存のウイルス対策プログラム等では検知が困難化」や、 
「攻撃対象機器・システムの飛躍的な増加」、「攻撃のグローバル化による対応の困難化」といった問題が顕在化～ 



重工関係への攻撃 

• 平成23年9月中旬に、三菱重工（他重工企業含む）への
サイバー攻撃事件があったことが発覚。 

• 攻撃の踏み台になった可能性のある日本航空宇宙工業
会（SJAC）及び重工各社の調査、対策支援等を実施。 

• 平成24年11月、JAXAのPCが感染し、新型ロケット「イプシ
ロンロケット」の仕様等の情報が漏えいした可能性。 

Stuxnet 
• 平成22年6月頃出現し、同年9月には、汎用OSや特定機器

の脆弱性を悪用して、イランの核施設の遠心分離機（ウラ
ン濃縮）全て約8400台を不正操作し、稼働不能とした。 

遠隔操作 
• 平成24年に、罠ページによる誘導や脆弱性攻撃により、
気づかぬ内にPCを強制操作され、犯罪予告を掲示板に
書き込み、4人の人間の誤認逮捕が発生。 

スマホ被害 • 不正なアプリをインストールして個人情報を抜き取られる
被害が多発。 

大手銀行を狙った 
フィッシング詐欺 

• 不正なポップアップ画面を表示して、合言葉や乱数表を
利用者に入力させ、これらの情報を窃取する事例が発生
した。 

Anonymous等による 
民間企業への攻撃 

• ソニーのPS3のハッキング方法を発見したハッカーが提
訴されたことを受けて、平成23年4月にソニーグループか
ら全体で1億件以上にのぼる個人のID、氏名、クレジット
カード番号等が流出。 

サイバー攻撃の具体的事例 

• IPAは、これを契機に自らが経済産業省と重工企業等民間企業を結
ぶハブとなって情報共有を行う体制、J-CSIPを発足させ、取組みを推
進中。また、平成23年8月1日に公開した「『新しいタイプの攻撃』の対
策に向けた運用ガイド」を用いて、約200の業界団体等に対して注意
喚起・啓発を行った。 

• IPAは、Stuxnetを解析し、影響・脅威を分析し対策・課題をまとめたレ

ポートを広く公開することで、経済産業省の政策検討に貢献し、我が
国の制御システムセキュリティの研究開発母体となる技術研究組合
制御システムセキュリティセンターの立ち上げ等につながった。 

• IPAは遠隔操作ウイルスの分析を行い、一般の方にもわかりやすい解
説を作成し、他機関に先がけいち早く平成24年11月の呼びかけ「濡れ
衣を着せられないよう自己防衛を！」で注意喚起を行った。 

• IPAは、不正アプリ「占いオーラの湖」について平成24年5月21日に警

視庁サイバー犯罪対策課に情報を提供し、ダウンロードサイトからの
アプリ削除につながった。 

• IPAは平成24年12月の呼びかけとして「ネット銀行を狙った不正なポッ

プアップに注意！」として経済産業省と連携しプレスリリースを通じて
注意喚起。 

• IPAは経済産業省からの支援要請を受けて、原因の検討および対策
案の策定を行うとともに、経済産業省によるヒアリングの支援を実施 

•その後IPAのサイトにおいて、ウェブサイトの脆弱性対策に関する注意
喚起を行うとともに、プレスリリースを実施。 

発生事案 IPAの対応・貢献 

【別紙Ｂ－②】 



4 

ＩＴの環境変化に 
ＩＴ人材は追随できていない。 

ＩＴの環境変化とＩＴ人材の現状 

◇ ＩＴの環境変化 〈代表的な内容を抜粋〉 
① 技術革新が進展し、情報利活用が高度化している。 
 クラウドの台頭等により、ＩＴの「所有」から「利用」へパ

ラダイムの変化が起きている。 
 新たな付加価値を求める動きが活発化している。 

② サイバー空間における脅威が増大している。 

◇ ＩＴ人材の現状 〈ＩＴ人材白書2012等から抜粋〉 
① ア）ユーザ企業は、クラウド利用に意欲を示している。 
  イ）小規模なＩＴベンダー企業は、依然として受託開発等の

労働集約型業務の割合が高い。 
② セキュリティに携わる人材は量的にも質的にも不足してい

る。 

※ ＩＴ環境変化を踏まえた、今後のIT人材の重要分野（H24.9.14 産業構造審議会情報経済分科会人材育成WG報告書） 
   【融合ＩＴ人材】  次世代を切り開く高度ＩＴ人材の分野（融合ＩＴ人材の例：大規模データ等の利活用に対応できる人材） 
  【セキュリティ人材】 複雑化・巧妙化する脅威に対するセキュリティの分野 
※ 新たなIT人材に求められるスキル指標の提示により、民間主体による人材戦略策定、人材育成の取組みの参照モデルを提示する

とともに、その実態と課題について調査、分析、情報発信を行い、ＩＴ人材の重要分野へのシフトや高度なIT人材育成を促す。 

共通ｷｬﾘｱ・ 
ｽｷﾙﾌﾚｰﾑﾜｰｸ 
（CCSF）等への 
スキル定義反映 

民間主体による 
人材育成の取組み 

情報処理技術者 
試験（共通した評価 
ツール）への反映 

融合ＩＴ人材 
の人材像 

ｾｷｭﾘﾃｨ人材 
の人材像 

スキル指標の有益性 
（ビジネスに有益と考えられているか） 

スキル指標の適用度 
（指標が採用され実行に移されているか） 

母集団（対象となる業界規模）を見
極めて、次のような観点から指標を
定め、調査・分析していく。 

人材に求められる
スキル等の整理 

新たなIT人材に求められる 
スキル指標の提示 

IT人材実態・課題の把握 
（調査・分析） 

実態・課題の公表 

ＩＴ分野のスキル 

など 

IT人材の実態と課題

を情報発信し、民間
主体の取組みを促
す。 

対応の概要 

ＩＴ人材白書など 

レベル評価 

IT人材の分布（分野、レベル） 
（我が国のIT人材の現状） 

 従来典型的な業態であった受託開発型に適応した我が国のIT人材分布構造では、ITの環境変化に追随出来なくな
りつつある。新たなIT人材に求められるスキル指標を提示するとともに、IT人材の実態と課題を明らかにし、民間主体
によるIT人材育成の取組みを促していく。 

【別紙Ｃ】 



住民基本台帳ネットワーク
システム統一文字（漢字19563字）
多くの住民が氏名に使う文字を整理

常用漢字（2136字）
法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、
一般の社会生活において、現代の国語を
書き表す場合の漢字使用の目安を示す。
（個々人の表記にまで及ぼそうとするものではい。）

JIS漢字コード（10050字）
実用上の情報交換の必要性から、出現頻度などを元
に文字を選定 (JIS X 0213:2004)

戸籍統一文字（漢字55270字）
戸籍のオンライン手続に使用することを目的
として整理した文字（辞書をベースに整理）

・・・

・・・

・・・

文字情報基盤

 社会の急速なネットワーク化に伴い、高い利便性を持つ電子政府システムを効率的で低コス
トに構築する要求は一層高まっている。しかしながら、現状では、電子行政オープンデータ戦略
に示された官官、官民の効率的なデータ連携は未達。 

 行政データの正確な相互交換を可能とし質の高い行政サービスの迅速な提供を実
現するため、組織間での意思疎通を行うために必要となる用語レベルの定義情報等
を整備し、データ連携の基盤として提供。 

 行政業務で必要とされながら、標準化が未完であっ
た人名漢字等約6万字の漢字を収録したIPAmj明朝
フォントと文字情報一覧表を公開(平成23年10月）。 

情報システムに係る
政府調達の基本指針

情報システムに係る
相互運用性

フレームワーク

補完

平成19年3月

平成19年6月

技術参照モデル（TRM）
調達における仕様記述例
調達仕様作成の虎の巻

「情報システムに係る政府調達の基本指針 」（平
成19年3月）に沿った調達仕様を作成する際に、
調達担当者の作業の効率化を図るための「技術
参照モデル（TRM）」を策定。 

【これまでのIPAの実績】 

【今後の方向性】 

電子行政を巡る状況とこれまでの実績 【別紙Ｄ】 



攻
撃
の
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化 
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化 
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機微情報の収集、評価及び分析、事例やノウハウの収集・一般化を実施。また、これらの結果を発信・共有。 
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ＩＰＡセキュリティセンターの主な実績 【別紙Ｅ】 

ITセキュリティ評価・認証制度の運用による、政府系システムのセ
キュリティレベル維持 
 IPAは、我が国唯一の認証機関として、評価機関・評価技術者の認定、評価
結果の確からしさの確認などを実施。 
 国際協定で組織されたCCRAにおいて、IPAは我が国の代表組織として加盟

26カ国と基準、手順などについての調整を実施。 
 国内ベンダの複合機等の米国等への輸出を促進。 

電子政府推奨暗号リスト（@CRYPTREC）の策定・公開 
 政府機関のシステムで採用するべき暗号をリスト化して提供することで、
安全な技術基盤を提供。 
 IPAは、調達（政府）側で実施するべき暗号の適否確認を肩代わり。 
 調達側、供給側の事情にとらわれずに、破られにくさなどの検証を実施。 

海外の政府系専門機関との連携による、グローバルな対策強化 
 海外のIT関係省庁の情報セキュリティ関係機関との連携によりグローバルな対策を強化。 
 脆弱性情報の迅速な交換（NIST)、暗号に関するワークショップ共催（KISA)などを通じて互恵
的にセキュリティ対策を実施するとともに、非常時における協力先としての関係を維持。 

日本の暗号関連産業の育成 
 平成24年、日本の暗号アルゴリズムを3件国際規格化し、
日本の電機産業の輸出を促進。 

制御システムの情報セ
キュリティ対策の底上
げ 
 制御システムの管理を担
当する者が備えるべき知
識をシラバスとして体系
的に取りまとめ。 

中小企業への情報セキュリティ対策ツールの普及 
 セキュリティプレゼンター制度（登録者数約250名、情報セ
キュリティ対策支援サイト「iSupport」を運営）により、地域

中小企業等への情報セキュリティの普及・啓蒙体制を構
築。 
 情報技術的ベースの全くない中小企業の一般利用者は、
広範なIPAコンテンツを 活用するにあたりアドバイザ的存
在が必要。 

スマートフォンの不正アプリケーションの増加への
迅速な対応 
 IPAは、届出制度、相談受付など各種の情報から、危険性
をいち早く察知。 
 機器ベンダーなどが公にすることを躊躇しがちであるが、
公的機関として国民に警鐘を鳴らすため、カジュアルな形
態でのミニパンフを作成・配布（累計24万部）。 
 キャリア会社からの協力依頼を受け、周知の範囲を拡大。 

企業間でのサイバー攻撃情報のハブとなり
情報共有を促進 
 平成23年8月に経済産業省「サイバー研究会」の

中間とりまとめにおいて標的型サイバー攻撃へ
の対策として企業間の情報共有が必要であると
された。 
 平成24年1月に情報セキュリティ政策会議にて官
民連携強化の必要性が示された。 
 これより、J-CSIPを平成24年4月に立ち上げ、重工、

電力、化学、ガス、石油各業界において多数の
攻撃情報を共有し、攻撃の防止に活用。 

ウイルス・不正アクセス・脆弱性の各対策の全
てを担当するナショナルセンター 
 経済産業省告示に基づく、日本で唯一の届出受理
機関として、各種届出制度（ウイルス、不正アクセス、
脆弱性関連情報）を運用し、緊急対策情報、注意喚
起をIPAのサイトで発信中。 
 毎月「今月の呼びかけ」として経済産業省のプレスリ
リースなどを通じて発信中。 
 特に脆弱性情報については、国内唯一のデータ
ベースであるJVN iPedia（脆弱性対策情報データ
ベース）を運営（米国との情報交換も実施）。 

我が国の国権の最高機関の情
報セキュリティ対策への貢献 
 平成23年8月から10月頃にかけて発

生した衆参両院でのサイバー攻撃に
対する対応として、参議院事務局か
らの要請を受けて対策会議に出席し
アドバイスを実施。 

・参議院事務局からの要請を受けて、
参議院議員、議員秘書、参議院事務
局に対して対策セミナーを実施。 

6 
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未踏人材・セキュリティキャンプ事業の 
有効性と今後の方向性 

テクノロジー 
イノベーション 

ビジネス 
イノベーション 

未踏IT人材発掘・ 

育成事業 
PM 

「突出したIT人材育成」の仕組みの醸成 

セキュリティ・キャンプ 

若い逸材の裾野拡大 
若い逸材の裾野拡大 

独自の目利き 
講師 

第一線の講師の 
参画 

◇事業の有効性 
 独創的かつ安全な次世代IT社会を築くためには、それを担える突出した人材が必要であり、資質のある若年層に対する第一線人材

の指導等によって社会的に見出す必要がある。 
 ＩＴ人材の質の高度化を目指すため、ＩＴ人材全体が底上げされていく必要があり、いわゆる「憧れの人材」として「突出したＩＴ人材」の

発掘と育成は、きわめて有効。 
◇今後の方向性 
 両事業の強力な推進により、突出したIT人材を見出すとともに、若い逸材の裾野拡大につなげる。 
 未踏事業は、各種イベントへの出展、交流会など産業界との接点を強化し、産業への貢献度合いをより一層高めていく。 
 両事業の卒業生への調査を強化し、フォローアップを充実させる。 

産業界 

ITの 
安全性向上 

独創的なIT利活用の創出 安心出来るIT利用 
環境の実現 

IT社会の近未来
課題解決 

次代の高度で安
全なIT社会を担う

人材（憧れの人
材）を見出す 

ITの将来性に期

待する若手人材
の増加 

【別紙Ｆ】 

【参考】2000年度から発掘・育成した
人材の総数：1,580人 

【参考】2004年度からのキャンプ
参加者の総数：397人 



【別紙Ｇ】 ＩＰＡセキュリティセンターの位置づけと各機関との連携 

情報セキュリティ政策会議 
（議長：内閣官房長官） 

政府全体の情報セキュリティに関する基本戦略等を決定。 
ＩＰＡも政策会議決定に基づき取組の重点化等を実施。 

内閣官房情報セキュリティセンター（ＮＩＳＣ） 

警察庁 総務省 
経済産業省 

防衛省 

政府全体の総合調整 

情報処理に関する安全の確保（組織令第82条） 

情報セキュリティ2012(2012年7月4日政策会議決定) 
○標的型攻撃に対する官民連携の強化等 
○重要インフラの基盤強化（制御システム） 
○情報通信技術の高度化・多様化への対応 
○情報セキュリティリテラシーの向上等 他 

《情報セキュリティ政策におけるＩＰＡの位置付け》 
・ソフトウェア等脆弱性関連情報取扱基準 
      （平成16年経済産業省告示第235号） 
・コンピュータ不正アクセス対策基準 
      （平成8年通商産業省告示第362号） 
・コンピュータウイルス対策基準 
      （平成7年通商産業省告示第429号） 
その他、審議会等において政策のフレームワー 
クを設定し、政策要請に応じた活動を実施。 

取組方針に 
反映 

事業実施の専門中立機関として以下の
公共基盤機能を供給 

セキュリティセンター（前身組織を1991年設立） 

○サイバー攻撃に転用可能な情報等の
収集、評価及び分析 
－サイバー攻撃等情報の収集、分析、提供、共
有：③④ 
－ＩＴ製品のセキュリティ評価・認証：⑤ 
－暗号技術の調査・評価：② 
 

○インシデント事例や対策ノウハウの収
集とそれら知見の一般化 
－情報セキュリティ対策に関する普及啓発：① 
－制御システムの国際的な認証制度へ取り組み 

連携事例① 
 情報セキュリティ政策
会議決定等に基づき、
NISCの下、関係機関が

連携し、普及啓発活動
を実施しており、IPAで
は、相談窓口の設置や、
官民あわせた情報セ
キュリティ対策の普及
啓発ポータルサイトの
運用を実施。 

連携事例② 
 「第２次情報セキュリティ基本計画」
（2009年2月政策会議決定）やNISCと
の協力覚書に基づき、IPAやNICTから、
NISCに暗号危殆化情報を提供。IPA
で暗号の実装面評価と推奨暗号基
準作りを行うとともに、NICTで暗号ア

ルゴリズムの安全性評価を行う役割
分担で、政府が安全にIT利活用を行
うための推奨暗号リスト整備を推進。 

連携事例③ 
 「第２次情報セキュリティ基本計画」及びNISCとの協力覚書等に

基づき、政府機関の情報セキュリティ対策のための脆弱性情報
をNISCに提供。 
 

連携事例④ 
 「情報セキュリティ対策に関する官民連携の在り方について」
（2012年1月官民連携の強化のための分科会※決定）に基づき、
J-CSIPを通じ官民情報共有を推進。 
 

連携事例⑤ 
 政府における安全なIT製品の利用を推進するため、「情報セ
キュリティ2012」等に基づき、NISCで政府調達に関する統一基準
群を整備するとともに、IPAで評価認証制度の運用を実施。 

政
府
機
関
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ 

（独）情報通信 
研究機構（NICT） 

※「情報セキュリティ政策会議」の下に設置された「CISO等連絡会議」の下に設置された会議体。 

企
業 

・ 

国
民 

収集・集約した情
報を分析し、技術
的対策情報として、
企業・国民に還元 
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