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1. 今回の調査について 

 

1.1. 背景及び目的 

 

産業活動のサービス化に伴い、産業に占めるソフトウェアの重要性は高まる傾向にある。特に、近年は、産

業機械や自動車などの制御にもソフトウェアの導入が進んでおり、IOT 機器・サービスや今後実用化される

5G 技術においても、汎用的な機器でハードウェア・システムを構築した上で、ソフトウェアにより多様な機能を

持たせることで、様々な付加価値を創出していくことが期待される。 

また、オープンソースソフトウェア（OSS）については、近年は汎用ライブラリや DBMS 等を中心に、企業の

商用製品・サービスにも積極的に採用されており、今や OSS を用いずに製品・サービスを構築することは不可

能な状況である。 

こうしたソフトウェアを利活用した製品・サービスの安全・安心を担保するには、利活用するソフトウェアの脆

弱性管理が求められるが、脆弱性管理を事業者単独で実施していくことは費用の面からも簡単とはいえず、

どのような体制で脆弱性管理を実現するかは非常に重要な課題となっており、米国商務省の電気通信情

報局（NTIA）において、2018 年 7 月から、Software Component Transparency について官民合

同の検討体制を構築し、ソフトウェアの脆弱性管理の手法についての検討を開始したところである 

本調査では、こうした動向を踏まえ、企業等が、OSS を含むソフトウェアを自社製品・サービスで活用して

いく上で、その安全・安心を確保するために、海外における取組動向及び我が国の企業を取り巻く状況につ

いて、多角的な観点からセキュリティに関する課題を整理するとともに、ソフトウェアの開発・管理・利活用にど

のように取り組むべきか検討することを目的として行った。 
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1.2. エグゼクティブサマリ 

本調査では、2018 年から NTIA が行っている Software Component Transparency に関する官

民合同の検討状況および関係者の意見等について整理するとともに、わが国国内における議論や取組み状

況に関する情報を収集・整理し、さらにこれらを踏まえて、国内のベンダーに対するソフトウェアの構成管理に

おける透明性に関する意見交換を行った。 

NTIA が行っている Software Component Transparency に関する官民合同の検討については、

2018 年 7 月から 2019 年 3 月までに 3 回の会合が開催され、4 月以降、ホワイトペーパーの作成を進め

ることとしている。 

本会合では、4 つのテーマに関する WG（" Understanding the Problem”,” Use Cases And 

State of Practice”,” Standards and Formats”,” Healthcare Proof of Concept”）が設置され、

それぞれの課題が検討されている。 

“Understanding the Problem”WG では、ソフトウェアの透明性確保のため システムの部品表

（SBOM）データの共有を含む問題についての共有のために、有用な専門用語、問題、明白な決定、およ

び実装ガイド等の作成を目的としている。この取組みにおいて、サプライチェーンの透明性を高めることで、サイ

バーセキュリティのリスクと全体的なコストを削減する方法を特定する方針が定められ、今後、必要な用語の

精査と定義、コンポーネント間の関係の説明、ベンダーと利用者間の適切な説明、教育・普及啓発の計画

を進めることとされている。 

“Use Cases and State Of Practice”WG では、SBOM 等が活用されるユースケースの特定に焦点

を当て、現況利用を踏まえた効果と課題を特定することを目的としている。そのため、ベンダーや利用者におい

て SBOM に対する要望や、実際の機能やあり方などについての検討が行われ、SBOM の影響を受けるサプ

ライチェーンの 4 つのセクション（パーツ、コンパウンドパーツ、最終的な良質のアセンブラー、オペレータ）の内

容が特定された。また医療、工業、金融、および防衛の各業界に対するインタビューも行われ、その結果もホ

ワイトペーパーに取り込むこととされている。 

“Standards and Formats”WG では、ソフトウェア製品の構築に使用される外部コンポーネントと共有

ライブラリ（商用またはオープンソース）の特定に適用可能な、標準と方針を示すため、透明性を維持しつつ、

機械読み取り可能な方法が可能な方法について分析することを目的とする。具体的な検討では、特に、標

準化が進んででいるソフトウェア ID タグ（SWID）とソフトウェアパッケージデータ交換（SPDX）の間の調

整を進めることとされている。また SBOM の生産、消費、納入、および更新に関する SBOM 実装希望組織

向けの「ハウツー」ガイダンス文書の作成も進められている。 

“Healthcare Proof of Concept”WG では、プロトタイプの SBOM フォーマットを確立し、SBOM の作

成と利用のためのユースケースを確立するための、ヘルスケア分野を先行事例として、提供組織と医療機器

製造業者との共同作業を行うことを目的としている。具体的には、医療分野において、暫定的な SBOM フォ

ーマットを採用し、SBOM の生産と利用に寄与する特定のユースケースを実行しつつ、ヘルスケア分野におけ

る SBOM の適切な使用方法を実証し、他分野での SBOM 普及に寄与させることが目的とされた。その結
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果、本取組みでは、ユースケース（脆弱性管理、リスク管理、資産管理、調達）、暫定、SBOM データフォ

ーマット（SWID および SPDX）の定義等が行われたほか、Healthcare Delivery Organizations

（HDO）のインベントリ（在庫目録）を完成させている。 

これらの 3 回の会合の関係者から聴取した意見では、以下のような認識が示されている。 

・今後重要インフラのほか、金融、ヘルスケアなどの分野で SBOM の標準への対応が求められる可能性があ

る。 

・SBOM の実装に当たっては、コンポーネントが複雑であるという課題があるものの、SWID と SPDX などへの

対応を踏まえて、標準化を進めていくという流れが考えられる。ただし、ヘルスケアなどの特定分野における

考え方の違いなどを考慮することも必要。 

わが国国内における議論や取組み状況についてみると、民間事業者のレポートでは、各利用分野におい

てオープンソースの利用割合が高まっているとされている。わが国のベンダーについての取組みを見ると全体的

には、各社とも品質管理など関係で、OSS 等に対する脆弱性対策のための体制構築を進めている。特に開

発前だけではなく、開発後のサポートにおける体制なども進められている。 

利用者(エンドユーザー)企業においては、オープンソースで構築された成果を各種取組みでオープンにする

ことにより、サプライチェーンも視野に入れた業界標準のための対応を進めている企業も見られる。 

業界団体については、金融、ソフトウェアなどの ISAC が立ち上がっており、OSS 等の脆弱性を含むセキュ

リティ情報の共有のための対応が進められている。なお、同様の動きは、米国の金融分野や医療分野でも進

められているところであり、“F-ISAC”などの取組みも見られる。 

またわが国の公的機関でも、たとえば従来から IPA において脆弱性対策情報データベース「JVN IPEDIA」

が提供されてきたほか、産業技術総合研究所（産総研）ではサイバーフィジカルセキュリティ研究センターが

2018 年 11 月に設立され、この問題に対するより全体的な対応を行うための体制作りが進められている。 

こうした状況を背景に、本調査では、国内事業者の参加による意見交換のための検討会を 2019 年 2

月および 3 月に実施した。各社からは、現状のソフトウェアの脆弱性に関する課題認識や各企業･組織にお

ける取組概要、官民での取組のあり方などが議論された。またソフトウェア管理上の課題として、OSS に関す

る現状把握およびその後の対応の難しさや負担、SBOM への有用性への理解と具体的な対応の難しさ、な

どが示された。 
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2. NTIA の動向 

 

2.1. NTIA について 

 

2.1.1. 組織概要 

NTIA1（電気通信情報局）は米国商務省傘下にあるBureau（局）の一つで、情報通信にかかる助

言、政策立案機能を担っている。ソフトウェアの透明性に関するステークホルダ会合を担当するのは同局の政

策分析部門である。大統領に対して電気通信および情報政策に関する助言を行う行政機関として、ドメイ

ン名、 電波の周波数割り当て、ブロードバンド、 インターネットの利用に関連する政策課題(プライバシー、 

サイバーセキュリティ、著作権)なども扱っている2。 

 

2.1.2. NTIA 内の担当部門 

NTIA の中の政策分析部門である、Office Of Policy Analysis And Development (OPAD)がソ

フトウェア脆弱性に関する取り組みを所管している。OPAD は NTIA の中でも、特にインターネット、プライバシ

ー等を所管している。活動内容としては調査業務とともに FCC（連邦通信委員会）への助言、コメントも

行っている。 

 

2.1.3. ソフトウェア脆弱性に関するこれまでの取り組み 

NTIA ではこれまでサイバーセキュリティ対策、ソフトウェアの脆弱性等に対して様々なレポートを取りまとめ

てきた。近年では、2018 年 5 月の（大統領に対する）ボットネット対策に関する報告、同年 11 月にはボ

ットネット対策のロードマップを取りまとめた。 

(1) 大統領へのボットネット対策の報告 

2017 年 5 月に大統領令（Executive Order）によって、商務省と国家安全保障省に対して、オープ

ンかつ透明なかたちで、インターネットの安全性確保とボットネット対策が求められた。これを踏まえ、本報告で

は、ロードマップの策定や、官民連携によるロードマップの実現などの今後のむべき方向性が示されている3。 

 

(2) ボットネット対策のロードマップ(2018 年 11 月） 

ボットネットに対する防御策について取りまとめた。IOT、エンタプライズ（企業運営）、インフラ、テクノロジ、

教育の 5 つの観点から取り組むべきタスクの項目、時期等を示した。各ロードマップは全体の定義（Line Of 

Effort）と幾つかのサブカテゴリ（WORKSTREAM 1～#)からなり、その下にタスクが名称、コード

                                                   
1 The National Telecommunications and Information Administration 
2 https://www.nic.ad.jp/ja/basics/terms/ntia.html  
3 https://www.commerce.gov/page/report-president-enhancing-resilience-against-botnets 
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（ACTION）、概要、関係者、前提業務、期待開始・終了日とともに整理されている4。  

                                                   
4 https://www.ntia.doc.gov/blog/2018/road-map-building-more-resilient-internet 
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2.2. 背景と目的 

 

Software Component Transparency までの NTIA の動きを説明する。2015 年以降、NTIA は、

情報とサイバーに関するポリシーとセキュリティ、IOT、およびデジタルエコシステムの健全性に関するいくつかの

問題についてパブリックコメントを求めてきた。 2015 年、NTIA は、「広範な合意、協調的な行動、およびベ

ストプラクティスの開発が組織と利用者のセキュリティを大幅に向上させる可能性がある、デジタルエコシステム

とデジタル経済の成長に影響を及ぼす実質的なサイバーセキュリティの問題を特定する」とのコメントを出した。 

2016 年 4 月、NTIA は商務省のインターネットポリシーに関するタスクフォースと共に、「IOT の進歩を促

進させることによる政府の利益、課題、および潜在的な役割」についてコメントを求めた。 直近では、2017

年 5 月の大統領令 13800「連邦ネットワークと重要インフラのサイバーセキュリティの強化」5の一環として、

「ボットネットおよびその他の自動化された脅威に対する利害関係者行動の促進」についてコメントを求めた6。  

多くの利害関係者は、情報セキュリティの課題に対処するためのコミュニティ主導型、合意主導型、および

リスクに対するソリューションの重要性を強調し、マルチステークホルダプロセスの開催において NTIA が果たす

べき以下のような役割を強調した。  

 脆弱性情報への理解と適切な処理 

 成長する IoT 市場での不安への対処  

 安全なソフトウェア開発ライフサイクルの促進  

NTIA は、これらの政策および市場の課題に対処するために、マルチステークホルダ会議を開催することにな

り、脆弱性情報の伝達に関するコラボレーションの促進、ベンダーと利用者がするためのポリシーの理解などが

ポイントとなった。今回の取り組み（イニシアチブ）は、ソフトウェアコンポーネントの透明性の促進に焦点を当

てるとともに、高い透明性の確保に伴う潜在的なリスクについても把握するため、にオープンで透明なプロセス

に取り組んでいる7。 

こうした一連の取り組みの目的は、ソフトウェアコンポーネントの透明性を高める市場を育成することにある。

最新のソフトウェアのほとんどは、オープンソースおよび商用ソフトウェアの世界からの既存のコンポーネント、モジ

ュール、およびライブラリを含んでいること、コードの再利用や、買収や合併が行われている動的な IT 市場など

により、現代の開発手法では、ソフトウェアコンポーネントの使用状況を追跡するのは困難である。特に、IOT

社会で、今までになかった新しい組織、企業、個人がソフトウェア開発を引き受け、自社製品に新たな機能

または接続性を追加するようになったことで、透明性の確保困難さが増している。 

もっとも、ライブラリやコンポーネントの大部分に既知の脆弱性が含まれているわけではないが、多くのソフト

                                                   
5 “Presidential Executive Order on Strengthening the Cybersecurity of Federal Networks and Critical Infrastructure”

（https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-strengthening-cybersecurity-federal-

networks-critical-infrastructure/） 
6 https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/fr-notice-07192018-meeting-software-component-transparency.pdf 
7 同上 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-strengthening-cybersecurity-federal-networks-critical-infrastructure/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-strengthening-cybersecurity-federal-networks-critical-infrastructure/
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ウェアには大量のソフトウェア、コンポーネントが含まれていることから、一部のソフトウェア製品には脆弱で古い

コンポーネントが付属していることは否定できない。こうした問題に対処するため、関係業界および標準化団

体では様々な取り組みを進めてきたものの、追いついていないところもある8。  

今回の NTIA の取り組みの使命は、最新のソフトウェアと IoT デバイスを構成するサードパーティ（第三

者）のソフトウェアコンポーネントに関する有用で実用的な情報、そしてこれらのデータを企業がどのように使用

してより良いセキュリティを促進できるか、開発・実行フェーズでの実現を果たすことである9。 

 

  

                                                   
8 同上 
9 https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/framing_wg_software_transparency_draft_guidance_v1.0_nov6.pd

f 
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2.3. 参加者 

 

2.3.1. 全体方針 

NTIA では、ソフトウェアベンダー、通信プロバイダ、ヘルスケア、金融、自動車、IOT 製造業者、医療機器

製造業者、金融業界、ヘルスケアなど、幅広い参加を歓迎した。また、教育機関、脆弱性管理のソリューショ

ンプロバイダ、情報セキュリティの専門家、市民からの意見も募集している10。 

NTIA はグループの議長としての役割を果たすが、参加するステークホルダが成果を推進するため、サブグル

ープまたはその他の方法で作業範囲を決めて整理する方法を決定する。今回の取り組みの成功の可否は、

ソフトウェアコンポーネントの透明性に関するより広範な調査結果が、社会全体でどの程度実装されるかによ

って評価される11。  

NTIA は、セクター固有の解決策が散発的に行われることを防ぐため、幅広いセクター間の参加を奨励して

おり、医療機器業界など様々な分野での「ソフトウェア部品表」（SBOM：Software Bill Of Materials）

の適用可能性が議論と関心を集めている12 。一方、今回の参加者で規格を開発するわけではなく、継続中

の規格への取り組みや議論に取って代わるものではないとしている点に注意が必要である。 

 

2.3.2. 代表的な参加者 

オープンな形で、現地会場に加えて、オンラインで外部からも参加できる。その中でも活発な参加を行って

いる企業等について紹介する（以下は順不同）。 

(1) セキュリティ機関 

CERT/CC、 NOVA LEAH、NYU サイバーセキュリティセンター 

(2) OSS 

LINUX FOUNDATION 

(3) セキュリティ事業者 

マカフィー、 S-FRACTAL CONSULTING LLC、TURNAROUND SECURITY、CA VERACODE、

CYBER SERVICES EVENTABLE 

(4) その他 IT 事業者 

マイクロソフト、PSIRT (CISCO）、シーメンス、ORACLE、PTC 

(5) 医療ヘルスケア 

NEW YORK PRESBYTERIAN、ION CHANNEL 

                                                   
10 https://www.ntia.doc.gov/blog/2018/ntia-launches-initiative-improve-software-component-transparency 
11 https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/fr-notice-07192018-meeting-software-component-transparency.pd

f 
12 同上 
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(6) 行政 

NTIA、NIST 

(7) その他 

CONSUMER TECHNOLOGY ASSOCIATION、SAFECODE.OR 
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2.4. 各会合の運営概要 

 

NTIA は、オープンで透明性のあるプロセスを通じて、ソフトウェアコンポーネントデータを共有し、簡単に自

発的に採用できる方法、幅広いコミュニティが取り組むべきポリシーの策定および市場の課題の特定に取り組

んでいる。また、IoT サイバーセキュリティのベストプラクティスに関する NTIA の利害関係者による以前の作業

成果も活用している。また、ボットネット対策の強化に関する大統領への報告書の中でも触れられているよう

に、政府および業界のステークホルダの連携による行動の実践に向けた NTIA の最初のステップにもなってい

る13。  

 

2.4.1. 第 1 回会合 

 

(1) 活動目的 

2018 年 7 月 19 日の第 1 回会合では、多様なステークホルダの視点を聞いて理解すること、デジタルエ

コノミー、ソフトウェアおよび IoT ベンダーと企業、顧客の視点を共有することが必要14とした上で、以下の活動

目的を承認した。 

 ベンダーと企業の双方が、顧客、コミュニティの展望と懸念を共有する 

 何がすでに機能しているのかを話し合う 

 より高い透明性とより良いリスク決定のための障害と課題を探求する 

 潜在的なコラボレーションの有望な分野を特定する 

 委員会や作業部会などの内部組織、会議の開催場所および開催頻度などの議論に利害関係者

を参加させる 

 具体的な目標とステークホルダの取り組みを特定する15  

 

(2) 議論 

会議の前半は、第三者によるコードの使用と透明性の観点からの共有に専念した16 。 注目点は、問題

に関するフレームワーク作成で、3 つのユースケース（防御者、ベンダーおよび重要インフラ/公共）に関するも

のである。 

SBOM の採用が推奨される一方で、透明性がすべてにとって必ずしも最も安全な方向であるとは言えない

という意見が出された。すなわち、透明性について誰が最も重い責任を負っているのか懸念が生じ、特にサー

                                                   
13 https://www.ntia.doc.gov/blog/2018/ntia-launches-initiative-improve-software-component-transparency 
14 https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/fr-notice-07192018-meeting-software-component-transparency.pd

f 
15 同上 
16 https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/july_19_ntia_-_part_1_transcript.pdf 
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ドパーティのコンポーネント開発者が特に影響を受け、潜在的に困惑していると指摘された。 

また、既知の脆弱性を持つコンポーネントについて利用者にどのように伝えるかという点で。既知の脆弱性と

利用可能なパッチを含むすべての人がアクセスできるツールである National Vulnerability Database

（NVD）の必要性が提起された。  

SBOM に関する定義は、今後の優先作業対象とされた。その際に指摘を受けたポイントとしては、 

 深さ（どれだけ上流に行くべきか） 

 幅（改訂をどう識別し、満足のいく情報を確実に入手可能とするか） 

 時間（SBOM が提供されるべき段階） 

等が含まれた。 

 

(3) WG の設置 

運営面では、WG へのトピックの割り当てと今後の方向性について議論され、最終的に以下の 4 つのワー

キンググループの設置が提案された。 

 Understanding the Problem：ソフトウェアの透明性確保のため システムの部品表（SBOM）

データの共有を含む問題を共有する。アウトプットは、有用な専門用語、問題、明白な決定、および

実装ガイド等である。 

 Use Cases and State Of Practice：SBOM あるいはそれ相応のデータが活用されるユースケー

スの特定に焦点をあてる。現況を踏まえて、何がうまくいっているのか、そして何が成功の妨げとなって

いるのかを特定するアウトプットを作成する。 

 Standards and Formats：ソフトウェア製品の構築に使用される外部コンポーネントと共有ライブ

ラリ（商用またはオープンソース）の特定に適用可能な、既存の標準とイニシアチブを調査する。この

透明性を機械読み取り可能な方法で容易に実現可能とするための方法について分析する。 

 Healthcare Proof of Concept：プロトタイプの SBOM フォーマットを確立し、SBOM の作成と

利用のためのユースケースを確立するための、ヘルスケア提供組織と医療機器製造業者との共同作

業を行う。目標は、SBOM の導入、活用の成功に向けた実証とともに、標準化されたフォーマットとプ

ロセスを確立するためのセクター間の全体的な取り組みを進めることである17。  

 

  

                                                   
17 https://www.ntia.doc.gov/SoftwareTransparency 
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2.4.2. 第 2 回会合 

 

(1) 概要 

第 2 回会合は、2018 年 11 月 6 日に開催された。 午前中は、4 つの作業部会（WG）からの発表

が行われ、午後は、関係者間の議論が行われた。 

(2) WG での検討 

 

1) Understanding the Problem WG 

意図する範囲と目標を定義するガイダンス文書を発行した。会議の議論とリードに向けて、定義と概念は

必要に応じて今後も改訂される。  

2) Use Cases and State of Practice WG 

SBOM がどのように見えるべきか、異なる例でどのように機能するのか、なぜ SBOM を望まれているのかに

ついて検討していくことになった。また、組織が SBOM を通じて解決しようとしているビジネス上の意図について

も捉えようとしている。こうした点を踏まえ、SBOM を導入した経験がある、あるいは現在導入している事業者

に対して、業界を超えたインタビューを実施する。  

3) Standards and Formats Standards WG 

すでに存在している機能やフォーマットを全体像としてマッピングすることで、問題を理解しようとしている。 

特に、標準化が進んででいる、ソフトウェア ID タグ（SWID）とソフトウェアパッケージデータ交換（SPDX）

の間の重複と調和を今後検討対象とした。本 WG はどのフォーマットが最適かについての判断は下さないもの

の、どのように融合させることで、より活用されるものとなるかを検討していく。  

4) Healthcare Proof of Concept WG 

医療分野において、暫定的な SBOM フォーマットを採用し、SBOM の生産と利用に寄与する特定のユー

スケースを実行するため、医療提供団体（HDO）と医療機器製造業者（MDM）の間で共同作業を進

めていくことになった。目標は、ヘルスケア分野における SBOM の適切な使用方法を実証することで、他分野

での SBOM 普及に寄与することである。 

利害関係者の最重要な議題項目は以下の 3 つに整理された。  

 コンポーネントの定義とその次元（作成主体、レベルの深さ、形式（グラフ形式とリスト形式）） 

 データの伝達方法（リソースの収集） 

 ディスカッションとユースケース検討（契約上の説明責任と責任に関する議論が今後必要） 
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2.4.3. 第 3 回会合 

 

(1) 概要 

オンライン会議として、第 3 回会合は、2 月 20 日水曜日の午後 1 時から 4 時に開催された。 2 回目と

同様 4 つの作業部会が各 30 分の発表を行い、続いて作業部会での議論で特定された未解決問題につい

て 50 分間のステークホルダ間の議論が行われた。 

議題次第は以下のとおり 

 NTIA による歓迎の挨拶 

 ワーキンググループプレゼンテーション＆ディスカッション：各 WG 

 ステークホルダディスカッション  

 

(2) WG での検討 

 

1) Understanding the Problem WG 

業界を超えた SBOM の実装に不可欠な用語、障害および概念を定義することを目的とした本 WG は、

ドラフト段階にあるホワイトペーパーの問題声明の部分を最終決定し、サプライチェーンの透明性を高めること

で、サイバーセキュリティのリスクと全体的なコストを削減する方法を特定することになった。 

また、推奨される SBOM の内容と範囲に関するガイダンスの提供を開始した。本ガイダンスは、必要なコン

ポーネント（コンポーネント ID）、強く推奨されるコンポーネント（サプライヤ、バージョン、コンポーネントハッシ

ュ値）、SBOM を完成させるのに役立つその他のコンポーネント（使用方法、ビルドまたはパッケージの説明、

サポートされるプロトコル、特定した出所およびライセンス）で構成される。  

今後のステップは以下のとおりとなった。 

 ワーキンググループ全体で作業して、必要な用語のドラフトを作成するための用語の識別および定義 

 コンポーネント間の関係の説明 

 サプライヤ（ベンダー）と利用者のより適切な説明  

 SBOM とイニシアチブの結果を他の人に適用してもらうための教育、普及および奨励方法の計画  

 

2) Use Cases and State of Practice WG 

WG は、SBOM の影響を受けるサプライチェーンの 4 つのセクション（パーツ、コンパウンドパーツ、最終的

な良質のアセンブラー、オペレータ）を特定した。  

 パーツ：ソフトウェア部品表に含まれるコンポーネントが 1 つだけの小規模なもの 
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 複合部品：複数のコンポーネントを含む SBOM。例えば、Apache Struts2 のような大規模プロジ

ェクト 

 最終製品アッセンブラ：最終製品用の SBOM 

 オペレータ：SBOM を用いて脆弱なソフトウェアを特定する組織。病院、銀行など. 

WG は 6 つの公式インタビューを実施した。インタビュー対象者は、医療、工業、金融、および防衛の各業

界で、サプライチェーンの 4 つのセクションのうち 3 つに当てはまる（パーツへのインタビューも今後行う）。さら

に、グループは WG ホワイトペーパー作成にも取り組んでいる。 

次のステップは以下のとおり。 

 特に「部品」組織についてより多くの面接候補者を探す。SBOM で成熟した金融サービス業界でより

多くのインタビュー候補者を求める。  

  ステークホルダからのフィードバックをホワイトペーパーに取り入れる。  

 2 分間のビデオにまとめ、SBOM の実装を開始しようとしている組織向けのオンライン文書に組み込む

ことができるようにする。  

 

3) Standards and Formats Standards WG 

SWID と SPDX をトップフォーマットとするホワイトペーパーを作成し始めた。また、SBOM の生産、消費、

納入、および更新に関する SBOM 実装希望組織向けの「ハウツー」ガイダンス文書に取り組んでいる。  

次のステップは以下のとおり。  

 4 月の会議までに調査白書の最初の草稿を完成させる 

 現在のフォーマットや規格に対するツールやサポートを反映させるための「ハウツー」文書を作成する 

 Undestanding the Problem WG および Healthcare WG と調整して、共通言語を確実にし、

現実を反映させる 

 

4) Healthcare Proof of Concepts WG 

ユースケース（脆弱性管理、リスク管理、資産管理、調達）及び暫定 SBOM データフォーマット

（SWID および SPDX）を完成および定義した。どちらか一方または両方を支持するものではないが、新し

い脆弱性が発生したときにこれらを監視し WG の役割と責任を確定するため、Healthcare Delivery 

Organizations（HDO）のインベントリ（在庫目録）を完成させた。  

次のステップは以下のとおり。 

 データ収集フォーマット標準化  
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 製造業者が SBOM を提供する製品の特定  

 どの SBOM ユースケースがどの HDO によって実行されるかの決定  

 最終報告書の作成  

 3 月までのパイロット実施  
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2.5. 具体的議論 

 

2.5.1. 第 1 回会合 

発表者は、ベンダー、製造業者および利用者としての経験から生じる SBOM の範囲と必要性について、

最初となる意見がかわされた。 

 

(1) CERT Coordination Center（CC） 

脆弱性アナリストのテクニカルマネージャおよびプリンシパルエンジニアとしての見解を共有した。同氏は、

SBOM の実装に価値を見出すにあたって、3 つの観点から検討する必要があると主張した。 

最初の視点は防御側である。エンドユーザーは、自分のソフトウェアが脆弱であるかどうかを知りたがっている。

各製品で見つかった脆弱性の数を数えることは効果的ではないが、ベンダーが提供する部品表は、コンポーネ

ントのステータスと脆弱性を追跡する方法を提供してくれるため、パッチが当てられていないままの脆弱性を持

つソフトウェアを使用することのリスクを判断することが可能となる。特に寿命の長いレガシーシステムについては、

コンポーネントの寿命が尽きるためにも不可欠で、最新の SBOM は、それ以上のアップデートがなくても、実行

中のものを識別し、将来のサポートを提供するのに役立つ。  

第二の視点はベンダー側である。SBOM が認識されている場合、コンポーネントに脆弱性が発生しても、

攻撃がなされるリスクが低くなる可能性がある。  

最後の視点は、重要インフラと公共の安全性の観点である。 米国では DHS（国土安全保障省）の担

当だが、新しい脆弱性が発見されたとき、どの製品で脆弱性が見つかるかを知ることは、どの重要インフラセク

ター、業界が影響を受け、脆弱であるかを判断するのに役立つ。  

 

(2) Oracle Security Alerts Group 

透明性の提案がポジティブな問題とネガティブな問題の両方から評価されることを確実にするための発表を

行った。透明性には悪影響もあり、例えば SWID 対応が非常に煩わしくなると、サードパーティのコンポーネン

ト開発者はソフトウェアコンポーネントの再利用を避けてしまい、結果的に製品のセキュリティ低下と「バグ・フリ

ー」の減少につながる可能性がある。 

SBOM のもう 1 つのマイナスの影響は、脆弱性のリストを見た顧客に、製品自体は脆弱ではないことを納

得させる必要があることである。顧客は、ソフトウェアの整合性に影響を及ぼさないはずの脆弱性をもつコンポ

ーネントを含むソフトウェアに対して、パッチを適用するまたは（丸ごと）変更しようと試みることにより、システム

をより脆弱にすることができる。さらに、コンポーネントの在庫管理を明らかにすることにより、他社製コンポーネ

ントを別のコンポーネントと交換しようとするさまざまなベンダーによる競争入札の可能性が生じる。  

同氏は、SBOM 規格または規制の必要性に疑問を投げかけた。顧客はすでにサードパーティのインベント
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リ構築のためのツールを使用しており、脆弱性とパッチ情報が NVD データベース18に送信されている。オラクル、

および NVD データベースを日常的に参照している他の企業は、自社の製品に影響を与える可能性がある新

しい脆弱性およびパッチを既に確認することが可能であるため、（NVD は）小規模企業や製品にとって非常

に役立つもので、コンポーネントを追跡するのを待つよりも効果的であるとのことである。 

(3) Siemens Healthineers 

最高製品セキュリティ責任者は、SBOM を実装する前に特定の問題を定義する必要があると主張した。 

 奥行き：コンポーネントをリストアップするとき、製造業者はさかのぼるべきか。SBOM は、脆弱性の

監視、ファームウェア、ハードウェア、およびコード断片（スニペット）を含むべきか 

 幅：コンポーネントの修正バージョン、パッチレベルまたは他のコンポーネントとの関係 

 時間：SBOM がいつ提供されるべきか。ソフトウェア提供（デリバリー）のとき、メジャーな製品アップ

デートがあるとき、新しいパッチが配信されたときのどれか。 

 

(4) CA Veracode 

最高技術責任者は、脆弱性の開示と悪用の問題について議論した。すべての脆弱性が NVD または

CVE（共通の脆弱性と危険度）データベースに存在するわけではなく、オープンソースリポジトリで利用可能

な脆弱性の約 30％しか NVD データベース上に存在していないことを発見した。 

また、コンポーネント情報を製品に組み込んでも必ずしも製品が脆弱になるとは限らず、コンポーネントを含

めることによって製品が脆弱になるのはわずか 5％に過ぎないことを発見した。SBOM のおかげで、調査が必

要なデバイスの数を絞り込むことが、アクティブな攻撃中に非常に役立つとのことである。  

 

(5) PTC 

最高セキュリティ責任者は、ヘルスケアサイバーセキュリティのための議会タスクフォースの一員でもあり、

SBOM がすべての医療技術に必要であることを推奨した。システムの中で脆弱なコンポーネントはたった 5％

だが、安全性が重要な環境ではその 5％が物理的およびサイバーへの重大な被害につながると考えている。

医療機器製造業者の場合、FDA 要件に準拠するための部分的な SBOM を必要となるため、独自の

SBOM が製造業者によって使用されることが多いとのことである。 

 

(6) New York Presbyterian（NYP）病院 

副社長兼 CISO は、ソフトウェアの脆弱性をヘルスケアの最大の問題の 1 つとしており、NYP では、ベンダ

ーに SBOM の提供を要求し始めているとのことである。 同病院は、グループ内購買組織や他のトップ病院と

協力して、ベンダーやパートナーに求められる SBOM フォーマットを完成させている。 

                                                   
18 “Natinal Vulnerability Database”(https://nvd.nist.gov/) 
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2.5.2. 第 2 回会合 

2018 年 11 月 6 日の第 2 回会議では、4 つの作業部会の定義段階と計画段階の概要が説明された。

作業部会は、進捗状況を共有するとともに、より幅広い利害関係者からフィードバックを受けた。また、異なる

WG の成果がどのようにして補完できるかについて議論し、研究問題を整理した。 

 

(1) Understanding the Problem WG 

SBOM の構造の定義を共有し、意図される範囲を提示した。より良いセキュリティと慣行を促進するために

SBOM どのように使用できるかを検討していく。設定されている高水準の目標は次のとおり。  

 プロセスがコミュニティ主導で、コンセンサス主導でリスクベースである 

 「脆弱性管理」を含む 1 つまたは制限された数のユースケースについてコンセンサスを得る 

 SBOM プロバイダおよび SBoM コンシューマのリストを整理する 

 セクター間で共通のニーズを満たす 

 SBOM のユーザーのリストを特定する 

 SBOM の目的を特定する 

 

(2) Use Cases and State of Practice WG 

セキュリティとリスク管理だけでなく、特に生産性の向上にも焦点を当てている。開発者側の共同議長は、

1940 年代に自動車製造業者によって開発されたエドワード・デミングの以下の理想を支持した。 

 より少数で優れたサプライヤに絞る 

 高品質の供給業者からのより高品質の部品を使用する 

 問題が発生したときに迅速で機動的なリコールを行うことができるように、どの部品が製品のライフサイ

クルを通してどこまで行くかを追跡する  

本 WG の目的は、SBOM が様々な業界でどのように見えるのか、そしてどこから望まれているのか、何が求

められて求めているのかを調べることである。マクロレベルでは、組織が SBOM を通じて解決しようとしているビ

ジネス上の問題の根本を捉えようとしている。 

本 WG は、SBOM をすでに使用している金融機関に非公開でインタビューした。金融機関の調達チーム

は、リスク管理チームと協力して、購入者の技術的要件および諸条件を考え出した。購入者は技術的要件

を規定できるが、銀行の場合、マスターソフトウェアとライセンス契約のテンプレートを使用している。これらのテ

ンプレートは常に参照されていて、銀行は常に仕入先に SBOM を要求している。ただし、SBOM の内容その

ものよりは、仕入先が利用可能な SBOM を持っているかという事実確認のほうが重視されている。  

SBOM の作成が、取引先の組織の成熟度に対するリトマステストとして銀行に働きかけられていく。金融
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機関は、SBOM を所有していないベンダーからの購入も可能だが、SBOM がないことで、ライフサイクルを通じ

たソフトウェア製品の評価、運用、および所有コストが増加することを認識しているため、SBOM を提供できな

いベンダーに対して大幅な割引を要求することになる。今後の将来の可能性として、あまりにも古い、または危

険すぎると思われるコンポーネントを含むソフトウェア製品を金融機関が購入禁止技術リスト（PTL）としたり、

ベンダーの補償を明確にするための追加の契約条文を追加したりすることが考えられる。   

 

(3) Standards and Formats Standards WG 

既存の機能とフォーマットを理解し、それらがグローバル視点（米国対 EU）でどのように重なり合って調和

しているかを確認することを目的とする。ソフトウェア ID タグ（SWID）とソフトウェアパッケージデータ交換のオ

ープンソース標準（SPDX）という 2 つを中心に検討した。これら 2 つの規格間の変換方法を理解し、デー

タベース化する方法を調べていく。 

伝統的に、SWID はベンダーコミュニティによって使用される一方、SPDX はオープンソースコミュニティによっ

て使用されてきた。ベンダーコミュニティが多くのオープンソースを自社の製品に取り入れているため、どちらも重

要である。 ベンダーは通常、SWID をソフトウェア/自動化プロセスに統合している。  

SPDX と SWID はどちらも幅広くアクセス可能だが、上流の誰が情報を生成しているかによって形式が異

なってくる。（商用製品の約 80％を占める）オープンソースコミュニティでは SPDX を使用する方が快適とさ

れるが、製造者がソフトウェア資産管理を行う場合には SWID がより快適とされる。  

 

1) SWID 

ソフトウェアパッケージの内容を記述する XML 構造で、商用とオープンソースの両方をサポートしているが、

オープンソースのサポートは SPDX ほどまでは行っていない。 SWID は、ソフトウェアの改ざん検出と保護に使

用することが可能である。SWID に含まれている情報は、ソフトウェアの実行前にディスク上の内容を検証する

ことを可能にする。デジタル署名は、ネットワーク上のソフトウェア検出のためにベンダーが作成した信頼できる

データとして使用される。  

2) SPDX 

SPDX はオープンソースソフトウェアが流通する際に、情報をやり取りする際のコミュニケーション手段として発

展してきた。最小のソフトウェアの製品状態を示すとともに、共通の手法で表現するための多くのオプションも持

っている。バージョン情報は、実質的には SWID タグを通じて提示されているものと同じだが、検証と署名に関

する追加情報も含まれている。 コンテナ、パッチ、アーティファクト(マルウェアや攻撃ツール、およびその関連技

術)などのセキュリティ情報も、オープンソースのライセンス及びコンプライアンスに準拠した上で、時間をかけて

追加されていく。  

 

(4) Healthcare Proof of Concept WG 

本 WG の目的は、 暫定的な SBOM フォーマットを採用し、SBOM の構築と利用のための特定のユース
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ケースを実行するために、ヘルスケア提供機関（HDO）と医療機器製造業者（MDM）の間の共同作業

として、SBOM の成功した使用方法を実証し、現在のセクター個別の取り組みをの全体的な取り組みにつな

げることである。 

定義段階では、WG はユースケースを定義するためのサブグループを設置し、Use Cases and State Of 

Practice WG との共同作業を担当する。また、どのフォーマットを選択するかを識別するために作業するデー

タフォーマットサブグループを設置するため、Standards And Format WG と相談していいる。  

1) ユースケース検討 

ユースケースは主に HDO（利用者側）に向けられているが、データフォーマットは MDM（製造者側）に

向けられている。 WG は、製造業者から提供者に情報をうまく伝達し、意図した意味を伝えることができるこ

とを証明したいと考えている。 

一方、将来の実行フェーズでは、MDM と HDO が定義されたユースケースに参加する。WG は、障害を取

り除き、さらに先を見越して再定義するために、ラピッドプロトタイピングアプローチを採用する予定である。合意

に達するまで見直されるであろうグループ全体のために報告を準備し、レポート情報は、SBOM で活動してい

る他のグループ、政府グループ、業界グループ、およびグローバル組織に配布可能となる。現在の定義段階で

は、調達と資産管理に分けられる。資産管理には、サブケースとして、病院または医療提供者がベンダー管

理を行うリスク管理と脆弱性管理が含まれている。 

2) 今後の予定 

WG は、結果として得られるデータフォーマットが機械可読となり、リモートからアクセス可能であることを意図

している。本 WG は、Standards and Formats Standards WG が結論に達する前に実行フェーズに入

る可能性が高いため、選択されたフォーマットを最終的な SBOM モデルと見なすべきではないことを明確にし

たいとのことである。定義段階では、製造元とベンダーの両方における脆弱性によってもたらされる課題にも引

き続き対処していくとのことである。 

3) 食品医薬品局（FDA）の動き 

規制当局と定期的に取引を行っている食品医薬品局（FDA）は、医療機器のサイバーセキュリティに関

する公開前ガイダンスにおいて、CBOM（ハードウェアとソフトウェアを含むサイバー部品表）を要求するように

修正した19。ただし、公開草案のコメント期間中に押し戻される可能性がある。 

こうした動きは、 CISA（2015 年コンピュータ情報セキュリティ法）に起因するヘルスケアサイバーセキュリ

ティに関する修正タスクフォースにおいて初めて浮上した。本タスクフォースは、Hollywood Presbyterian 

Hospital に対するランサムウェア攻撃が起きてから 1 年半続いた。本タスクフォースを踏まえて、すべての医療

技術についてソフトウェアの部品表を要求することが推奨された。 また、連邦下院議会の関係委員会は、こ

れらを実行する方法について取り組むよう HHS（保健社会福祉省）に指示し、 HHS は 2019 年 1 月

下旬までに公開ワークショップの準備をすることとなった。 

                                                   
19 https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/3-612678-transcript-ntia-use_cases_and_state_of_practice.pdf (pa

ge 5) 
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NTIA ワークグループの作業に関係なく、医療技術に対する規制当局に権限があることは確かだが、FDA

と HHS は、今回の NTIA によるマルチステークホルダプロセスが医療技術を超えて適用できるフォーマットとな

ることを望んでいる。本 WG では取り組み成果を関係する組織、フォーラムに展開していく考えである。 

 

2.5.3. 第 3 回会合 

 

(1) Understanding the Problem WG 

共同議長である NOVA LEAH の Cyber Program Initiatives 担当副社長と、CERT / CC の

Vulnerability Analyst テクニカルマネージャおよび Principal Engineer が、11 月の会議以降のワーキン

ググループの進捗状況を紹介した20 。 

1) 項目の説明21 

SBOM の最も重要な要素はコンポーネントの識別情報である。サプライヤ、バージョン、およびコンポーネン

トのハッシュでの電子署名は必須ではないが、強く推奨される。使用法の説明、パッケージの説明、サポートさ

れているプロトコル、由来（血統、出身国/供給元を含む）およびライセンスは、SBOM のオプション要素とし

て含まれる。  

マッピングと脆弱性カタログは SBOM の外側にあるため、これらのツールの定義や統合には関心がないが、

これらのツールが SBOM と連携して機能するため、互換性が必要となる。  

2) ミッションステートメント22  

製造元とベンダーが最新のソフトウェアと IOT デバイスを構成するサードパーティ製/組み込み型ソフトウェア

コンポーネントに関する有用で実用的な情報を伝達する方法、およびより良いセキュリティに向けた決定と実

践を促進するために企業がこれらのデータを使用する方法を開発していく。目標は、組織に対してより高い透

明性を提供する市場を育成することで、リスク管理アプローチに統合できることである。 

3) 問題の宣言23  

現代のソフトウェアシステムでは、ますます複雑で動的なサプライチェーンが必要になる。これらのシステムの

構成と機能に対する体系的な透明性の欠如は、開発、調達、および保守のコストだけでなく、サイバーセキュ

リティリスクにも大きく影響する。相互に関連性の高い世界でのリスクとコストの増大は、個人や組織だけでな

く、公共の安全や国家安全保障にも直接影響を与える。 

サプライチェーンの透明性を高めることで、以下のような観点からサイバーセキュリティ上のリスクと全体的なコ

ストを削減することができる  

 システムの脆弱性及び事件の根本的な原因識別の強化 

                                                   
20 https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/framing_group_presentation.pdf 
21 同上 
22 https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/ntia_framing_mission_problem_scope_19-02-20_0.pdf 
23 同上 
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 計画外で非生産的な作業の削減   

 商品についてより多くの情報を提供することでに自由市場の選択をサポートし、企業のための投資に

おけるプラスのリターンを支援 

 より多くの情報提供による選択をサポート 

 複数の部門間で SBOM 構造を標準化することにより、作業の重複を削減 

 

今後の取り組みは以下のとおりである。 

 数ヶ月でワーキンググループ全体として必要な用語のドラフトを作成するための用語を識別し定義 

 コンポーネント間の関係をよりよく説明 

 サプライヤと利用者の関係をよりよく説明  

 SBOM およびイニシアチブの調査結果を適用するように、教育、普及および奨励する方法の計画に

着手 

 

(2) Use Cases and State of Practice WG 

共同議長である VENABLE LLP のサイバーサービス担当シニアディレクターと PTC の最高セキュリティ責

任者が WG の進捗状況を紹介した24。 

1) 目標25 

現在の練習/ソフトウェア部品表（SBOM）または同様の成果物を使用する。エコシステム全体の実践

状況を理解することで、今いる場所から今後行きたい場所への道筋を描く。 

現代のソフトウェアはサプライチェーンを持っている。産業は、それを（普遍的に）1 つのように管理してはい

けない。 

2) 機会 

既存の SBOM には、類似の情報が含まれているが、（まだ）均一化、普及はしておらず、将来の拡張に

よって状況は改善される。 NTIA は、3 つの方法で SBOM の成長を支援する。 

 調和（短期）：利用可能なデータのより標準的な、機械可読なプレゼンテーション出力を構築ツー

ルおよびソフトウェア構成分析（SCA）ツールなどから実施する。既存の SBOM の出力を調和させ

ることで、システムおよびサプライチェーン全体での迅速、機会読み取りがが可能になる。人による切り

貼りによる分析および遅延を削減/排除できる可能性がある 

 増幅（近いうちに）：調和が取れて機械可読可能になると、SBOM の利用が拡大し、デジタルイ

                                                   
24 https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/case_studies_presentation.pdf 
25 https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/ntia_practices_model_and_summary_19-02-20_0.pdf 
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ンフラストラクチャの付加価値がステークホルダ間で向上する 

 拡張/革新（長期）：現在収集されていない種類の情報がまだあるが、今後はまったく新しいユー

スケースが実現、あるいは既存のユースケースが強化または加速される可能性がある。標準ワーキン

ググループでより詳細に模索している 

 

3) モデル26 

 パーツ：ソフトウェア部品表に含まれるコンポーネントが 1 つだけの小規模なもの 

 複合部品：複数のコンポーネントを含む SBOM。例えば、Apache Struts2 のような大規模プロジ

ェクト 

 最終製品アッセンブラ：最終製品用の SBOM 

 オペレータ：SBOM を用いて脆弱なソフトウェアを特定する組織。病院、銀行など. 

 

4) 利害関係者/団体へのインタビュー27 * 

以下は正式なインタビューである（この他にも複数の非公式インタビューが行われている）。金融業界は

最も成熟した SBOM を持っており、WG にも協力的なため、今後インタビューの実施を WG では計画してい

る（これらのインタビュー結果は一般公開される予定）。 

(ア) パーツ 

インタビューなし 

(イ) 複合部品 

 

i. RedHat 

複合部品の提供者であり、ソフトウェアの「管理人」。高品質の製品を確実に出荷するために積極的な役

割を果たしており、顧客はコンポーネントを慎重に検査し、適切な判断を下すことを信頼している。 

コンポーネントを含めることを検討するとき、RedHat はコードの品質（その上流の依存関係を含む）とセ

キュリティ問題の処理における成熟度を評価し、場合によっては、自分自身をコンポーネントの開発コミュニティ

に埋め込み、パッチを送信したり、コンポーネントに独自のパッチを適用したりを行う。すべての依存関係は、プ

ロバイダが（一般的に）パッケージ化されたコンポーネントと一緒に書いて出荷される「マニフェスト」で記述さ

れている。マニフェストは機械可読であり、コンポーネントが変更されても慎重に管理される。複合部品の

SBOM は、パッケージマネージャを介してコンポーネントから簡単に導き出される。   

                                                   
26 同上 
27 同上 
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ii. PTC 

 PTC は、多くの最終的な組み立て商品で使用される商用の組み込み型 IoT プラットフォームである。サ

プライチェーンの慣行は現在社内で使用されているが、顧客の要望に応えるために顧客からの SBOM の要求

が高まっている。  

(ウ) 最終製品アッセンブラ 

i. Velentium（医療業界） 

顧客、および該当する場合には規制機関の観点から、サプライチェーンで先行するすべてのものを含む製

品全体を担当している。コンポーネントの文書化は大きなテーマで、コンポーネントがどのように製品に組み込

まれたのか、含むことのリスクについてすでに知っていること、そしてその役割といった詳細情報は、SBOM に成

果物として取り込まれる。 

セキュリティ設計者は、コンポーネントが最新のものであることを確認するために開発マイルストーンでこの文

書を更新する。製品に対する最終的な責任を負うので、製品がリリースされた後も用心深いままでなければ

ならない。セキュリティを担当する担当者は、公開情報のフィードを監視し、顧客のレポートを確認し、製品に

含まれるコンポーネントに問題が発生した場合、SBOM により影響を評価して対応方法を決定する。  

(エ) オペレータ：  

i. 発表者 

デラウェア州の病院、Bank Of America の最高セキュリティ責任者  

ii. 発表内容 

オペレータは、最終製品組み立て業者から入手した各製品について SBOM を希望する。SBOM を希望

するのは以下のような理由からである。  

 承認または禁止成分リスト（例えば、時代遅れのソフトウェアライブラリ）を持っている場合、すぐにこ

れらのリストと一致した製品または要求変更を受け入れるか拒否することができる 

 コンポーネントの SBOM を脆弱性情報と比較し、影響を受ける可能性のあるデバイスをどうするかを

決定できる。時にはリスクを容認し、可能な限り緩和策を講じなければならず、時にはサプライヤと協

力して是正に取り組むことができる。  

オペレータは購買力に違いがあり、どれほど強い姿勢でいるかは変わってくる。一部のオペレータは変更を要

求し、問題が解決するまで調達を延期することができたり、サプライヤとの間で更新計画を立てたりする契約

書を作成できる。また、サプライヤは、危険にさらされているとは思わない場合、情報提供を拒否することがあ

り、この場合、オペレータは可能な限り文書化するだけとなる。  

オペレータは、彼らが現在ソフトウェアサプライヤから受け取っている仕様のレベルに失望を表明した。時には、

デバイスがコンポーネントを含むものの、そのバージョン番号を見つけることができないことがある。ソフトウェアサプ

ライヤは、情報の提供をまったく拒否したり、オペレータが自分で情報を見つけることを期待したりすることがある。   
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5) 次のステップ 

特に「部品」組織を対象に、インタビューの候補者をさらに見つけていく。また、SBOM で成熟した金融サー

ビス業界でより多くのインタビュー候補者を求めていく。 

また、ステークホルダからのフィードバックを彼らのホワイトペーパーに取り入れ、2 分のビデオを作製して、は

SBOM の実装を開始しようとしている組織のために（動画を）オンライン文書に組み込むことができるように

する。  

 

(3) Standards and Formats Standards WG 

共同議長の Mcafee、Ion Channel の COO、そして Linux Foundation の戦略プログラム担当シニア

ディレクターが作業部会の進捗状況を紹介した。プレゼンテーションでは、次の項目を報告した。 

1) 背景と問題点 

本 WG は、SBOM に関する現在の現在のフォーマットが現在の要求事項を満たしているか評価するととも

に、他の WG や実践コミュニティの要求を満たしているかの観点から評価される。本 WG は、SPDX（Linux 

Foundation によるオープンソースの機械可読フォーマット）および SWID（商用ソフトウェアの発行者が使

用する独自の公表基準）を現在広く使用されている二つのフォーマットとして認識する。 

2) 一般的な形式 

(ア) ソフトウェア識別（SWID）タグ 

2009 年に国際標準化機構（ISO）によって最初に標準化された。2015 年に、NIST は相互運用可

能な SWID 作成のガイドラインを発行し、タグおよびそれらの使用は徐々に増えている。このフォーマットは、サ

プライヤ（ベンダー）コミュニティによって使用される傾向があり、すべてのコード/製品が対象となっているわけ

ではない。  

SWID タグは、資格管理を念頭に置いて設計されているため、企業が調達する商用ソフトウェアの財務お

よび法的管理のための説得力のあるユースケースとなり、財務および法律に基づく会計処理に寄与する。 一

方で、SWID の下流の利用者は、SPDX あるいは SBOM によって開発者から提供されるデータの粒度と量

に精通することを望まないし、必要としないかもしれない財務および法的リスクが含まれる場合がある。一方で、

ライセンスされたソフトウェアに適切にパッチが適用されているかを確認する場合には、SWID には明確な利点

がある。  

 

(イ) SPDX 

 SPDX はオープンソースソフトウェア開発コミュニティの製品である。開発者によるワークフロー内での取り込

みの容易さ、オープンソース標準およびそれを生成するためのオープンソースのツールとして、ベンダーや商用ソ

フトウェアライセンスに関連していない可能性がある大規模で分散した開発者集団による幅広い採用をサポ

ートする。SPDX のアクセシビリティの高さは、最小限の労力によって無料で SBOM を生成できることを意味

する。 
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3) 関連フォーマットの取り組み 

(ア) パッケージ URL（PURL） 

パッケージ URL（PURL）は既存のアプローチを標準化して確実に識別および検索する試みである。

PURL は、プログラミング言語、パッケージマネージャ、パッケージング規約、ツール、API およびデータベースに

わたって、ほぼ普遍的かつ統一的な方法でソフトウェアパッケージを識別および検索するために使用される

URL 文字列である。PURL は、馴染みの URL に基づくシンプルかつ表現豊かな構文と規則を使用して、ソ

フトウェアパッケージを参照できるという点で便利である。 

(イ) Software Heritage 

ソースコード形式で情報を収集、維持するためのオンラインデータベースである。ソフトウェアコンポーネントに

結び付けられた固有の識別子を提供することによって、すべてのソフトウェアコードをインデックス付けして整理し、

参照可能、アクセス可能にする。  

(ウ) SParts 

Software Parts（SPARTS）プロジェクトは、製品（例：IoT デバイス）を構成するすべてのソフトウェ

アパーツの保管を可能にするブロックチェーンベースの元帳を提供する。1 つ以上のファイルとして表現されるソ

フトウェアコンポーネントで、ある時点での SBOM の状態を記録するための方法となる。（たとえば、ソースコー

ド、バイナリライブラリ、アプリケーション、OS のランタイムまたはコンテナ）。 

 

4) 適用する方法 

(ア) SBoM の作り方：  

ソフトウェア製品はアイデアと概念から始まる。サプライヤは、最終目的の製品が作成されるまで、材料を追

加または削除することによってこれらのアイデアを見直していく。一方、利用者はこれらの製品を入手し、ニーズ

に合うようにさらに変化を加える可能性がある。製品が使用されるにつれて、ユーザーやサプライヤは問題を発

見したり、改善のためのアイデアを得たりし、その後、ソフトウェアライフサイクルと呼ばれる反復サイクルを通じて

製品が改善される。 

SBOM に取り込まれる情報は、ソフトウェアライフサイクルの各段階で使用されるツールとプロセスから最もよ

く得ることができる。すなわち、SBOM を生成するためには、既存のツールとプロセスを活用することができる。こ

のようなツールには、知的財産レビュー、調達レビューおよびライセンス管理ワークフローツール、コードスキャナ

ー、プリプロセッサ、コードジェネレータ、ソースコード管理システム、バージョン管理システム、コンパイラ、ビルドツ

ール、継続的インテグレーションシステム、パッケージャ、コンプライアンステストスイート、パッケージ配布リポジト

リやアプリストアが含まれる。 

サプライヤは、SBOM を生成および維持するための既存のツールおよびプロセスの強化または改良について

検討する必要がある。一方で、古い製品または既存の製品に対して、完全な SBOM を遡及的に生成する

ことは現実的ではない。このように、ソフトウェアのライフサイクルの段階で追加または削除された資料に関する

情報が欠落しているか記録されていない場合、SBOM は不完全と見なすことができ、そうした場合、入手可
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能なデータに基づいて利用者が SBOM を情報に基づいて利用できるように、サプライヤは、一度 SBOM が

不完全であることを明確にする必要がある。 

(イ) 配信方法 

SBOM は、ソフトウェア製品自体とまとめてバンドルしたり、ソフトウェアのインストール時に同時に格納したり

することができる。SBOM は、ソフトウェアがさまざまなツール、プロセスの組み立てラインあるいはサプライヤとコ

ンシューマ間のサプライチェーンを通じて移動する際に情報が追加される元帳と見なすこともできる。 

(ウ) 更新方法 

ソフトウェア自体から生成される情報を除き、SBOM 上の他の情報は「宣言ベース」で加わるといえる。宣

言された情報は、時間の経過とともに修正または変更する必要が生じる可能性がある。このような変化は、

SBOM を土台とする元帳に追加することが可能である。 

(エ) 利用方法  

利用者は、自分の資産管理、ライセンスと資格管理、規制およびコンプライアンスの管理、プロビジョニング、

構成管理、脆弱性管理とインシデントレスポンスツールとして SBOMS を使用することができる。 

 

5) 次のステップ 

 4 月の会議までに、ホワイトペーパーの最初のドラフトを仕上げる  

 現在のフォーマット、標準をツールとして活用する、サポートするための「ハウツー」文書の作成。 

 共通言語化及び現実を反映するために、関係する他の WG と調整する 

 

(4) Healthcare Proof of Concepts WG 

共同議長であるSiemens Healthineersのチーフプロダクトソリューション兼セキュリティオフィサーと、New 

York Presbiterian 病院がワーキンググループの進捗状況を紹介した。 

1) 目的 

概念実証(POC)を通じて、医療提供組織の調達および運用上の考慮事項（資産管理、脆弱性管理、

およびリスク管理）の下でどのような活動を行うべきかを決定する。目標は、SBOM の利用の成功に向けて

実証し、標準化されたフォーマットとプロセスを確立するための分野横断の取り組みにつなげることである。 

 

2) パイロット事業の関係者 

暫定的なソフトウェア部品表（SBOM）を採用し、SBOM の製造と消費のためにユースケースを実行する

という医療提供機関（HDO）と医療機器製造業者（MDM）の間の共同作業が行われる。 

 HDO 関係者：New York Presbiterian 病院、Cedars-Sinai、Mayo、Mass General 

 MDM 関係者：Abbott、Bayer、Philips、Siemens 
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3) パイロット範囲 

 ハードウェアとソフトウェア（CBOM）ではなくソフトウェア部品表（BOM）のみ 

 保証はなし。ただし、SPDX と SWID の両方を使用する 

 サプライヤ名を含む  

 その他：インターネット経由での提供、データアクセス用の API、機械可読な形式  

4) 調達のユースケース  

調達は、医療への公平なアクセスにおける重要な要素で、「購入、賃貸、リース、賃貸または交換による有

形固定資産、商品、作品またはサービスの取得」と定義することができ、「計画および予測、ニーズの特定、

調達および勧誘からのすべての行動を含む」と解釈されている。提供とその評価、契約の確認および承認、

商品の納入、契約の終了または資産の耐用年数までの契約および契約管理、ベンダーの選択まで含まれる。

現在サポートされているソフトウェアとサポートされていないソフトウェアを理解することで、潜在的なサイバーセ

キュリティに関する懸念を特定し、資産およびライフサイクル管理に情報を提供する。  

5) 資産管理のユースケース 

ユーザーと管理者が医療機器、資産を管理するのを支援するように設計された原則、実践、および技術テ

を提供する。資産管理には、すべてのデバイスとデバイスコンポーネントのリストが含まれている。機器が臨床

要件を満たし、効果的に維持され、必要なときにのみ交換され、機器が管理された方法で処分され、必要に

応じて追加の機器が取得されることを確実にすることを目的とする。 

資産管理には、SBOM 変更/更新が HDO に伝達されたときの資産在庫、および十分な詳細情報を提

供することによって資産を保護する際に必要な取り組み項目が含まれる。 

6) リスク管理ユースケース 

リスク管理とは医療機器製品開発ライフサイクル上の不可欠な部分で、リスクの分析、評価、管理および

監視に対する管理ポリシー、手順、および慣行の体系的な適用である。つまり、リスク管理サイクルの主な目

的は、障害発生の可能性を低減または軽減させることである。リスク管理によって、影響を最小限に抑えなが

ら製品を機能させることができ、恒久的な解決策が特定されるまでの暫定措置の特定にも役立つ。 

7) 脆弱性管理のユースケース 

脆弱性管理とは、コードやデザインの欠陥によってエンドポイントやネットワークのセキュリティを危険にさらす

可能性を減らすことによって、ネットワークセキュリティを管理するための積極的なアプローチである。脆弱性管

理は、インシデント対応中に事後対応的に使用することもできる。取り組みには、脆弱性の識別、検証、緩

和、および修正の適用が含まれる。 

8) 次のステップ 

 データ収集フォーマットの標準化 

 製造業者が SBOM を提供する対象製品の特定 

 どの SBOM ユースケースがどの HDO によって実行されるかの決定 
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 最終報告書作成 

 WG は、3 月までにパイロットの運用を開始希望 

9) 幅広いよりコミュニティ役割 

WG は、HDO/プロバイダ側で利用および実行される特定の HDO 資産項目に対して SBOM を提供する

ことを製造業者に求める方針である。 FDAによると、FDAの市場提供間のSBOMガイダンスにには、NTIA

のソフトウェア透明性イニシアチブについて盛り込まれているとのことである。  

 

(5) ステークホルダによる議論 

 

1) 深さ 

SBOM を作成するときにの深さについて議論が行われた。各サプライヤは新しい追加コンポーネントのみを

追加または作成する必要があると考えるグループがあったが、これに対しては、誰もがルールに従ってプレーして

いるわけではなく、情報ギャップが生じる可能性があるとの指摘があったため、後退した。 

2 つ目として、各サプライヤが SBOM を作成または追加するときには、できる限り情報をさかのぼるべきとい

う見解があった。サプライヤは現在でもいくつかの層をさかのぼる必要が生じている。オープンソースのソースコー

ドを書く人は SBOM を作成するインセンティブを持っていない一方、サプライヤや有料の製品を提供するため

にオープンソースのコードに追加する人々に対しては SBOM の提供を期待される事態が生じる。  

2) イニシアチブの将来についてのアウトプットと質問をどのように広めるか 

SBOM の意識を作り出すガイドを作り出すかどうか。SBOM 採用のためのガイドではなく、トピックの紹介と

してのガイドをまずは作成する必要がある。さらに、SBOM の実装をより安く簡単にする方法を見つけ出すため

の試みが提案された。 

  

(6) ファシリテートステークホルダによるディスカッション 

以下は聴衆からの質問への回答である（1 つの質問に複数の回答がなされた）。 

 

1) どこまでさかのぼるべきか 

 各サプライヤは、自分たちが生産しているものをSBOMに追加する。連鎖を通り抜けた最終製品は、

サプライヤが追加した新しい情報に加えて、オリジナルのコードの製作者によって提供された情報が含

まれているべきである。ただし、さかのぼることは非常に困難で費用がかかる。 

 基本的に、サプライヤは自社の製品に含まれるすべての部品に対して責任があるため、元に戻れる範

囲で SBOM に情報を提供する必要がある。 

 サプライヤが可能な限り遠くまでさかのぼらないとならない場合、情報のギャップまたは推測が発生する。

不明確な部分や欠けている情報領域を捉えるための何らかの方法が必要である。  
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 構築プロセスについての正確な情報を提供する義務がソフトウェアサプライヤにある。SBOM を作成す

るインセンティブがないところでは、かなりの割合のコードがオープンソースであるため、可能な限り遠くへ

戻ることがより良い場合がある。オープンソースコード用の SBOM を作成するのは、その最初のコード

を構築した人たちでなければならない。コードから収益を稼いでいる人たちだけが、SBOM を作り上げ

る動機を持っている。  

 サプライヤは最終的な製品およびその中のコンポーネントについて責任を負うが、他の関係者もともに

責任を負うべきである。. 

2) 成果物のコミュニケーションの進め方 

 通信分野における「ラストマイル問題」を解決する必要がある。私たちが作った作品が、誰の手に渡っ

たのかを確かめるにはどうすればよいかに関しての、簡潔な手引き、小規模製造業者/銀行向けの簡

単なガイド、使用例が必要である。さらに、SBOM の作成を容易にする方法と実装する安価な方法

を見つけ出すことも必要である。 

 SBOM を実装するための有益なガイドだけではなく、SBOM の概念レベルでの説明も必要である。 
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2.6. 関係者インタビュー 

 

NTIA に主要メンバーとして参加するメンバーにインタビューを行うことができた。 

 

2.6.1. 大手コンピュータソフト会社 A 氏 

 

同社は主に、データベースソフトウェアとテクノロジ、クラウドエンジニアリングシステム、およびエンタープライズソ

フトウェア製品、特に自社ブランドのデータベース管理システムの開発とマーケティングを専門としている。 

(1) エグゼクティブサマリー  

 

1) イニシアチブの目的： 

NTIA は、ソフトウェア部品表（SBOM）情報を提供するための規格を作成しようとしている。最終的な

作成はどの供給業者や業界にも義務付けられていないが、他の政府機関（国防総省など）は NTIA 規格

に準拠した SBOM の要求を開始する。さらに、金融およびヘルスケア業界でも、要求された SBOM の標準

フォーマットとして NTIA の出力を使用する可能性がある。  

 

2) 推測されたイニシアチブタイムライン：  

このイニシアチブは今後 1 年から 1 年半で、実装可能で機械可読の SBOM フォーマットになると推測して

いる。2019 年 6 月に、イニシアチブの進捗とその取り組みの報告があるだろうと信じている。9 月には、このイ

ニシアチブはおそらくより確固たる文書を発表するとの見通しである。  

 

3) SBOM 実装における課題 

どのコンポーネントが含まれているか特定することに苦労している。各製品には 200 を超えるコンポーネント

がある。 

「原材料」のみのリストだけでは、原産地として有益な SBOM にはならない。コンポーネントおよび製品の修

正を実装するには、コンポーネント階層が必要である。また、脆弱なコンポーネントは、脆弱な製品を意味しな

い。脆弱ではない製品の修正を実装すると、製品の信頼性が低下する可能性があると警告している。  

 

4) 解決策 

最も代表的な解決策は、コンポーネントが悪用可能かどうか、そしてクライアントにパッチが必要かどうかをベ

ンダーに知らせることである。部品の階層は SBOM フォーマットに含まれるべきであり、それはサプライヤが修正

を実行しようとするときに部品の出所を識別するのに寄与する。  
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5) 業界の状況  

A 氏の業界では、SBOM は必須ではないが、属性リストは必須とのこと。属性リストには、各製品に付与さ

れているライセンス、そのライセンスが属しているコンポーネントの部分的なリストが含まれている。多くのコンポー

ネントには複数のライセンスが付属しているため、組織はライセンスを一覧表示するときに 1 つのコンポーネント

を選択するだけで済む。 

 

(2) インタビュー全文 

 

1) NTIA イニシアチブへのあなたの関与について 

 

これまでさまざまなプロジェクトで NTIA と協力してきた。NTIA が開発者の見解に取り組むために最初の会

議の間に話すように勧めた専門家の一人であった。 NTIA の利害関係者会議に率直に参加していることに

加えて、Understanding the Problem WG のメンバーでもある。この作業部会は、本イニシアチブで取り

組むべきトピックを決定する。議論することができるトピックがたくさんあることを認識しており、後日どのトピックを

選択し、どのグループに対処するかを決めなければならない。   

 

2) SBOM のマイナス面についてどう話し合い、WG がこれらに対処したかどうか。  

 

NTIA イニシアチブに参加することの目的は、結果として得られる SBOM 標準または最終出力が確実に機

能するようにすることである。ソフトウェアの透明性に取り組んできた長い歴史のために、ほとんどのワーキンググ

ループの人々よりもソフトウェアの透明性の問題について多くの知識を持っている。その結果、グループがソフト

ウェアの透明性規制を定義する方法に注意を払っていない場合、他の利害関係者が潜在的な悪影響を認

識していることを確認したいと考えている。 

全体的に見て、透明性はよいことと主張しており、組織は透明性を高めるためにより多くのソフトウェアを必

要とすべきである。さまざまな業界、特に金融およびヘルスケア分野が SBOM 規格を求めていて、その創設は

しばらく前から行われている。当初の講演で、SBOMの作成を妨げるのではなく、むしろ、目標を達成するため

に SBOM の作成をより効果的にすることを奨励することを意図した。  

セキュリティ上の脆弱性の修正がリリースされた脆弱な部品が、ソフトウェアの奥深くに埋め込まれている可

能性がある。出所を特定することの難しさは、リリースされたセキュリティ修正を含むサードパーティ/第 4/第 5

パーティのコンポーネントに対する修正を提供する際にサプライヤが直面する問題のほんの 1 つである。  

本 WG はピーナッツアレルギーのアナロジーを使うのが好きである。成分リストを見れば、落花生との接触の

危険性があるかどうかを示すことができ、もしそうならば、その製品は避けるべきである。ただし、ピーナッツが存

在するかどうかを知るだけでは不十分で、ピーナッツがどの部分から見つかったのか、またどこから発生したのかを

知ることも同様に重要であるため、落花生のアナロジーはソフトウェアにはそのままでは機能しない。落花生を



34 

 

除去するためには、どこから来たのかを知ることが重要であり、その識別は容易ではない。  

開発者は、使用しているサードパーティ製コンポーネントのすべての部分をよく知っているとは限らない。ツー

ルを推測または使用することができるかもしれないが、決定的な知識を持っていない。たとえば、大企業はコン

ポーネントの識別に役立つスキャナーツールを自由に使用できたとしても、それぞれのツールが異なるコンポーネ

ントを見つけるため、できるだけ完全なリストに近づくには 6 つのツールが必要とされる。中規模の商用ソフトウ

ェアには、平均で 200 のサードパーティ製コンポーネントがあるといわれる（時には場合数千になることもあ

る）。 

そのような困難を意識せずにイニシアチブに参加した人々は、既知のセキュリティ問題にパッチを当てるため

にサプライヤによって使用される可能性があるコンポーネントまたは「成分」のリストに似た SBOM を推進してい

る。そのような SBOM はサプライヤに過度の負担をかけるが、規制によってコンポーネントの階層に対する洞察

が得られれば、この負担は軽減される。サプライヤがコンポーネントの出所を特定するのに役立つ階層情報を

SBOM 規格によって提供するように推進している。  

階層化は、どのコンポーネントが他の場所から来ているかを示すのに役立つ。詳細な階層化によって、サプ

ライヤがコンポーネントの発生源を特定した場合、脅威への対処に積極的効果になる可能性がある。  

同氏によって表明されたこれらの懸念は、今や主導的参加者によって理解されているようで、解決策を議

論している。最も有名な解決策は、ベンダーに CVE（脆弱性 ID）が悪用可能かどうか、そしてクライアント

がパッチを必要とするかどうかを発表することを要求することである。  

多くの場合、脆弱なコンポーネントを埋め込んでいるアプリケーション自体が即座に脆弱になることはない。

たとえば、非常に危険度が高いと分類された LOG4J（JAVA プログラムで使用される監査機能）のバグは、

LOG4J を含む 400 製品のうち 2 つしか脆弱ではなかった。  

同氏は、脆弱でない場合に修正を実施すると製品の信頼性が低下する可能性があると警告している。現

在、大手銀行はスキャニングを実行しており、製品に脆弱性がない場合でもコンポーネントの修正を求めてい

る。その結果、開発者はしばしば修正を追加し（個別にそして手動で修正を実装することを避けるために）、

不必要なパッチが適用されることになる。こうしたアプリケーションは組織とその顧客を混乱させ、ソフトウェアが

更新された修正と互換性がなくなったときに問題を引き起こすことがある。この懸念についてワーキンググループ

によって今後対処される必要がある。  

 

3) このイニシアチブが達成することを望むものについて、またどのようなアウトプットがあなたの業界にどの

ような影響を及ぼすか 

 

NTIA は、ソフトウェア部品表情報を提供するための標準を作成しようとしている。最終的な作成はどの供

給業者や業界にも義務付けられていないが、他の政府機関（国防総省など）では NTIA 規格に準拠した

SBOM の要求を開始するところがある。さらに、金融およびヘルスケア業界でも、要求された SBOM の標準

フォーマットとして NTIA の成果を使用する可能性がある。 
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4) あなたの業界における現在の SBOM は、定期的に実施されているか  

 

ほとんどすべてのソフトウェアで、サプライヤは自分たちが開発したのではないサードパーティのコンポーネントを

使用している。これらのコンポーネントには、ライセンスのように、特定の使用要件があり、多くの場合、ライセン

スには製品に付随する属性も必要となる。 

顧客にデータベースを使用する製品を提供する場合、ソフトウェアのライセンスの詳細を示す製品の説明書

のどこかに帰属に関する説明を含める必要がある。サプライヤはすでにこれらの属性のリストを提供している。た

だし、これらのリストは、特定のライセンスの使用に注意を払い、ライセンスを持つ個々のコンポーネントを示す

ためのものではない。多くのコンポーネントには複数のライセンスが付属しているため、組織はライセンスを一覧

表示するときに 1 つのコンポーネントを選択するだけでよい。 

帰属情報は、20 年以上にわたって大企業によって提供されてきた。すべてではないが、一部のサードパー

ティコンポーネントの人々も属性情報を提供している。一般的に、サプライヤが使用済みライセンスのリストを

提供するだけでは、使用済みコンポーネントのリストを提供する必要がないため、コンポーネント情報の適用範

囲としては不十分であると判断している。  

さらに、属性情報を提供する際のサードパーティ製コンポーネントの厳密さは、費用を投じてアプリケーション

を開発する企業による提供情報よりはるかにゆるやかなものとなる。ライセンス違反が発生したことのある企業

が利益を回収することができることはあっても、無料の製品に同じことは起こらない。こうした、サードパーティの

コンポーネントによる脆弱性に対する救済策はなく、免許や帰属リストの違反者を懲戒したり捕まえたりする

動機はほとんどない。  

 

6) ソフトウェアセキュリティの次の活動の波になると期待するか  

SBOM による部品表への要求は、ソフトウェアを購入する人々の業界で高まっている。この増加は、サード

パーティ製コンポーネントの脆弱性がそれらを含む製品で共有されているという認識の高まりに起因している可

能性がある。 7 年前に四半期毎の更新で明らかにした脆弱性の 1％未満が第三者のコンポーネントによる

ものであったが、2019 年 1 月に、その数は 46％に増加した。 

ソフトウェアの透明性のために実用的な SBOM フォーマットを構築しようとするとき、NTIA と商務省は適切

な優先順位を設定することになる。特に金融部門は、SBOM と組織に圧力をかけて、サードパーティのコンポ

ーネントを特定し、修正を適用するよう求めている。  

同氏は、このイニシアチブは 1 年か 1 年半で最終的な成果を発表する可能性が高いと推測している。 

2019 年6 月に、イニシアチブの進捗とその取り組みに関する結論を認める報告があるだろうと信じている。 9

月には、おそらくよりしっかりした文書が発表されるが、実際に実装可能で機械可読可能な推奨 SBOM フォ

ーマットは 1 年から 1 年半後まで準備ができていないと思われる。 



36 

 

実際に SBOM に向けた規制は物議をかもす可能性がある。ソフトウェ開発の大企業は規制をブロックしよ

うとするが、最大の負担を負うのは中小企業である。細かくて長い情報を提供するための規制と作成は、小

規模な組織にとっては非常に困難であることが証明され、多くの企業は失敗して姿を消すことになりかねない。

その結果、大企業は競争が少なくなる可能性があり、ヘルスケア業界において特に懸念される。 
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2.6.2. NTIA サイバーセキュリティ担当者 

 

NTIA のサイバーセキュリティイニシアティブ担当者の話を聞くことができた。 

 

(1) エグゼクティブサマリー 

1) 透明性の重要性について 

NTIA は透明性自身を追求しているわけではなく、データを生み出すために必要なものと考えている。参加

者には、実証を通じてデータを受領し、資産、脆弱性管理プロセス、製品に統合してほしい。商用ソフトウェ

アのブラックボックス化に対しては透明性が必要であると同時に、ソースコードの要求に反対している。必要な

ことは新鮮な材料を使っていることを知るだけだ。 

2) 関係業界の動き 

アメリカ最大の銀行の 1 つがすでに SBOM を要求しようとしている。今のところ要求まではいたっていないも

のの、購入するすべてのソフトウェアを保護して調整することに責任を持つエンジニアリングチームを編成してい

る。NTIA は他の組織についても同様の取り組みがあるかヒアリングを行っている。その他 FDA やヘルスセクタ

ーの動き、DOD（国防省）とも話をしている。 

3) 会議のオープン性 

会議は開かれていて、誰でも参加できる。 NTIA は透明性の確保を目指しており、すべての会議は公開

され、文書化されている。ワーキンググループの草案はすべて NTIA のウェブサイトで共有されている。このプロ

セスは、ステークホルダ主導での合意に基づいたものである。 

4) 成果の普及 

小さな組織のため、針を動かすことができるような領域を探している。 NTIA は、透明性とはどのように見え

るものかという点に関して共通のビジョンを作成し、それを世界中で分野を超えて推進したいと考えている。 

 

(2) インタビュー全文 

 

1) 透明性の重要性について 

 

NTIA は、サイバーセキュリティソリューションは主に市場ベースのアプローチからもたらされるというビジョンであ

る。すべてのセクターを含めることに加えて、市場の両側（テクノロジー企業と顧客）を捉えようとしている。 

NTIA は透明性自身を追求しているわけではなく、データを生み出すために必要なものと考えている。参加

者には、実証を通じてデータを受領し、資産および脆弱性管理プロセスと製品に統合してほしい。 

同氏は、商用ソフトウェアのブラックボックス化に対しては透明性が必要であると同時に、ソースコードの要求

に反対している。同氏の言葉では、「あなたは私のソースコードを見る必要はない、私が最も新鮮な材料を使
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っていることを知る必要があるだけだ」。 このイニシアチブが機能するためには、すべての利害関係者が使用し

ているソフトウェアライブラリに関するデータが必要になると考えており、これが、NTIA がソフトウェアサプライチェ

ーン全体を捉えようとしている理由である。目標は、2019 年初夏までに SBOM がどうあるべきかについてのガ

イダンスをまとめることである。 

 

2) IoT デバイスの急速な普及の影響 

 

NTIA はセクター固有の解決策を追求しようとしているわけではなく、様々な技術に広く適用できるものとい

う認識である。たとえば、FDA は医療機器業界向けに市販前のガイダンスを発行し、ハードウェアの詳細を含

む CBOM（Cyber Bill of Materials）を推奨している。これは、バグに関するいくつかの懸念を共有すると

いう立場が前提となっている。  

同氏は今後 IoT 化が活発になると考えている。多くのデバイスがリアルタイムオペレーティングシステム上に

構築されている。消費者や洗練されたマーケットシェイパー（例えば、これらの機器を使用している会社、第

三者によるガイダンスを提供している関係者）にとってソフトウェアライブラリ情報を持つことは重要である。 

目標は開発者を罰することではなく、セキュリティの構築により多くの時間と注意を払い、それに投資してい

る人々に報いるための市場インセンティブを生み出すことである。たとえば、アメリカ最大の銀行の 1 つがすでに

SBOM を要求しようとしている。今のところ要求まではいたっていないものの、購入するすべてのソフトウェアを

保護して調整することに責任を持つエンジニアリングチームを編成している。NTIA は他の組織についても同様

の取り組みがなるかヒアリングを行っている。  

 

3) CBOM の概念と SBOM の議論の関係 

 

NTIA は FDA およびヘルスケアセクターの関係機関と大きな関係を持っているが、いずれもセクター全体に

部品表を推奨することを約束している。 FDA は医療 IT と医療 IT の全分野における評議会に特に関心が

あり、両者は、自分自身でやるよりも、NTIA によって設定されたプロセスから生じるものを用いるだろうと見て

いる。 

NTIA は DOD（国防省）とも話をしている。 X 国の誰かが特定のソフトウェアライブラリに触れたかどうか

などの質問には、多くの関心が寄せられている。ほとんどのベンダーはこの分野で進んでいるとはいえないが、 

NTIA としては、ベンダーがこの情報を提供している場合、DOD が（ベンダーにそれを要求せずに）ある程度

の詳細なリスク分析を実行できる点で気に入っている。  

 

4) SBOM の採用への関心 

 

医療分野は確実にこの方向に進んでいる。統一された方法による実施についての議論が進行中である。 
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4 つの大規模医療機器製造業者といくつかの主要病院との間には、POC（概念実証）が動いており、これ

は広く関心のある分野である。しかし、すべての詳細が明確になるまでは、このイニシアチブを実行に進めようと

は思っておらず、今後はこれを進めるための世界的な方法が必要であると考えている。 

Understanding the Problem WG は全体的なスコープ（例えば、SBOM と問題ステートメントの定

義）を扱う。同氏は本 WG に、全体像のいくつかのトピックについて考えるように促している。 Use Cases 

And State of Practice WG は、ユースケースのストーリーをステークホルダに伝達することに焦点を当ててい

る（たとえば、SBOM が今日どのように使用されているか、将来どのように使用されるかなど）。 

Standards and Formats Standards WG は、このイニシアチブの中核で、役割は、主な目的を達

成するための方法を定義することである。2 つの既存の標準（SWID と SPDX）にも注目していて、2 つの

規格を完全に相互運用可能にすることが目標となっている。Healthcare Proof of Concept WG は

POC(概念実証)に焦点を当てており、目標は個別のつながりに依存しない。  

 

5) SBOM を NTIA の透明性イニシアチブの主な目的とすることへの評価 

 

NTIA は小さな組織のため、針を動かすことができるような領域を探している。 NTIA は、透明性とはどの

ように見えるものかという点に関して共通のビジョンを作成し、それを世界中で分野を超えて推進したいと考え

ている。同氏は、NTIA の役割はこの点について話し合い、理解可能にすることであると説明した。  

 

6) 会議への参加はオープンか 

 

会議は開かれていて、誰でも参加できる。 NTIA は透明性の確保を目指しており、すべての会議は公開

され、文書化されている。ワーキンググループの草案はすべて NTIA のウェブサイトで共有されている。このプロ

セスは、ステークホルダ主導での合意に基づいたものである。  

 

7) 今後の活動について 

 

目標は、利害関係者に自分たちが注力していることと、行ったことの役割を共有してもらうことである。目標

は、イニシアチブについての一般的な議論をすることではなく、その作業部分に取り組もうとすることであると述

べた。 
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2.6.3. NTIA の Standards and Formats Working Group の共同議長 

 

NTIA の Standards and Formats Working Group の共同議長に話を聞くことができた。 

 

(1) エグゼクティブサマリー 

 

1) このイニシアチブの次のステップ：  

このイニシアチブは 4 月 11 日に別の公開会議を開き、その間にすべてのグループが集まってその結果を発

表し、それらの取り組みの相関関係を示す。来年、NTIA イニシアチブがレポートと一緒に教材を発表する可

能性が高いと考えている。この資料は、SBOM の採用に関心のある人がどこから始めればよいかを理解するの

に役立つように参照できる資料を目指す。 

 

2) フォーマットワーキンググループの目標：  

ワーキンググループは 1 つの特定のフォーマットを推奨することはない。 Standards and Formats 

Working Group は、2 つの異なる機能を実行し、異なるユースケースに対応する 2 つの異なるフォーマット

として SWID と SPDX に注目してきた。 

多くの場合、単一の組織でこれらの両方が使用されている。問題はどちらのフォーマットを選ぶべきかではな

く、むしろどのようにマッピングできるか。SBoM の現状、実装されているもの、フォーマット、マッピング方法、ユー

スケース、実際のフォーマットの実装方法などを調べていく。 

3) フォーマットの仕様 

異なる形式が異なる利点を提供しており、SWID は受領管理、SPDX はライセンス供与で、セキュリティの

ためのソフトウェア開発を目的としたその他のものもある。一方、SWID は依存関係をうまく追跡できず、

SPDX は資格管理を行えないという弱点もある。  

 

4) 現在の SBOM のステータス品目 

すでに禁止構成リストを持っている銀行およびヘルスケアプロバイダがある。このようなリストは、禁止されてい

るコンポーネントを含む製品が購入されたり、システムに組み込まれたりしないようにする目的である。Bank of 

America の代表はすでにすべてのベンダーに部品表を提供するように要求すると公に述べた。SBOM を取

得しない場合、テストし継続的に監視するための保険の増加のコストが生じるため、金融機関側は製品の

40％の割引を要求する。  

 

5) FDA と NTIA の推奨事項の違い 

NTIA は、ヘルスケア業界向けの推奨部品表にソフトウェアに加えてハードウェアを含めるという FDA の提

案とは対照的に、ソフトウェアの透明性に特に注目している。ハードウェアとファームウェアの透過性はさまざまな
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分野に及ぶという。ハードウェアの透明性については、テストの方法論がハードウェアに対してどのようなものであ

るべきか、サプライヤリスクの認定方法、コンポーネントの検出方法、製品に含まれるコンポーネントの特定方

法、コンポーネントの検証方法など、さまざまな問題が含まれている。 

 

6) オープンソースコミュニティに関連して： 

オープンソースのリポジトリからのメタデータを使用して、顧客向けの部品表を作成する。オープンソースのリ

ポジトリやプロジェクトが何もしなくても、必要なすべての情報を入手できる。 

 

(2) インタビュー全文 

 

1) NTIA イニシアチブ標準とフォーマット作業部会への関与 

 

Standards and Formats Working Group は、ソフトウェア情報を整理する方法について取り組んで

いる。すでに存在しているフォーマットはいくつかあり（SWID、SPDX）、これらのフォーマットは現在一定量の

情報を提供しており、将来さらに多くの情報を含む可能性がある。 Standards and Formats WG の役

割は、現在存在していて、そして使用中である能力を文書化することである。今日の SBOM の現状、実装さ

れているもの、フォーマットはどうなっているか、それらがどのようにマッピングされているか、対処するユースケース、

実際のフォーマットの実装方法などの質問を調べる。  

4 月 11 日に、別の公開会議を開き、その間にすべてのグループが彼らの進捗状況について話し合い、結

果を発表し、それらの取り組みの相互相関関係を示すために集まる予定である。各グループは他のグループか

らフィードバックを受け取る。利害関係者と参加者はすべてソフトウェア開発環境で活動しているので、ほとんど

のユースケースがそこにあることを知っており、各グループが何を検討するかについての一般的な理解がある。最

終報告は、ソフトウェアの透明性を達成するための実行可能な方法について述べることになる。 

 

2) Standards and Formats Working Group の目標と目的 

 

NTIA イニシアチブの結論として、推奨されるフォーマットは 1 つにはならない。 Standards and 

Formats Working Group は、2 つの異なる機能を実行し、異なるユースケースに対応する 2 つの異なる

フォーマットとして、特に SWID と SPDX に注目してきた。多くの場合、単一の組織でこれらの形式の両方が

使用されている。作業部会が尋ねる質問は、どのフォーマットを選ぶべきかではなく、むしろフォーマット間のマッ

ピングをどのようにして作ることができるかである。 

NTIA は標準設定団体ではない。技術の状況は急速に変化しているため、厳格な強制規格については

非常に疑わしいと思う。規格の進化とともに、より多くの異なる種類の情報と、さまざまな種類の自分自身の

検証方法を含める必要がある。ワーキンググループは機械可読である必要がある依存関係リストについての

勧告を作成しようとしている。  
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ソフトウェアの透明性を向上させるための主な要件は、a）各組織で必要な程度の深さまでソフトウェアに

関する情報にアクセスすること b）情報が機械可読形式で提示されること である。現在ある企業では 3 つ

のレベルを設定し、その製品のオープンソースソフトウェアに関する構造化されていないテキストを受け取ること

ができるが再利用できない。ベンダーは政府またはその顧客に SBOM を pdf として配布しているが、これも再

利用できない問題がある。ソフトウェアの透明性に関する最も重要なことは、それが機械間で発生する可能

性があることである。機械可読性が達成されれば、問題の 50％が解決される。なぜなら、どのフィールドに情

報を引き出すかを詳述することは難しくないからだ。  

組織は最初のステップとしてビルドツールを使用する。ビルドツールのおかげで、ソフトウェアの直接の依存関

係を知ることができる。次に、組織はクラウドプラットフォーム上のデータベースを使用して、それらの依存関係

内のすべての依存関係を検出する。データベースはアプリケーションのための SBOM を生成することができる。

ツールで見つけたオリジナルの依存関係、例えば再帰的に解凍し、依存関係の依存関係などを表示する。 

20 の直接の依存関係から、405 の推移的な依存関係に達するかもしれない。 SBOM から依存関係を既

知の脆弱性および特定の種類の生態系リスクに対してマッピングできる。結論として、開始情報が機械可読

であれば多くの情報が利用可能となる。  

 

3) 規格とフォーマット作業部会が考慮に入れる項目のいくつかについて 

 

ワーキンググループは、異なる量と種類の情報を必要とするソフトウェア透明性のための異なるユースケース

を識別することにおいて多くの進歩を遂げた。  

最初の例は セキュリティユースケースである。セキュリティ上の理由から、透明性はガラスと等しくなければな

らない。セキュリティのユースケースに必要な情報は、ソースコードはどこから来たのか、どのようにコンパイルされ

たのか、ビルドはどうだったのかといったあらゆる情報を含めて、サプライチェーンにさか戻るまでの間の徹底的な

透明性が必要である。ただし、求められるセキュリティレベルは異なり、銀行のセキュリティ姿勢は、ピザ配達会

社のセキュリティ姿勢とは異なる。ミッションクリティカル度が異なる組織では、セキュリティ体制や要件が異なる。 

 ただし、さまざまなレベルのソフトウェアの透明性を達成するにはコストがかかる。場合によっては、このコスト

が、開発者の時間を費やさなければならないサプライヤに負担をかけることを意味する。さまざまなサプライヤが

情報を提供する時間的なコストもある。使用される時間、スキルおよびツールは非常に高価である場合もある。

エンジニアは、すべてのファイルを調べてシステムにロードするかスキャンツールでそれらを調べる必要がある。  

セキュリティへの対応は、各組織がリスク許容度と、ソフトウェアセキュリティを実現するために支払う意思のあ

る金額を決定しなければならないという古典的なリスク管理の問題を引き起こす。ガラスの透明性が目標だが、

高い値段で達成できない場合の許容されるリスクのレベルを決定しなければならない。 

たとえば、ソースコードが最新のものであり、ソフトウェアをツールに簡単に入力できるコンプライアンスコードを

使用してソフトウェアを CI / CD パイプラインに構築できる場合は、ソフトウェアの透明性を簡単かつ低コストで

実現できる。他の例では、ソフトウェアの透明性は非常に困難である。従来の古いソフトウェアはテキストエディ
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タで開発され、5 年前にコンパイルされている可能性があり、ユーザーは自分のデータセットで実行されている

一連のファイルを使用できるが、このような場合、可視性はほとんどない。 

  

より困難なのは、ソフトウェアとコンポーネント、それがいつどのように作られたか、そしてそれについて何が知ら

れているかを目録にするための組織（CIO、CISO、技術チーム）からの評価である。バイナリ分析ツールで

実行した後でも完全な推移的な依存関係リストを生成することはほとんどないため、データセンターのファイル

から何を抽出できるかについて現実的であることも重要である。 

表面にあるもの（昨日開発されたもの）とコアにあるもの（何年も前のレガシーソフトウェア、多くの場合デ

ータセンターまたはデスクトップで開発されるもの）の問題がある。一部の組織では、レガシーソフトウェアのリス

クを透明ではないとして受け入れるための透明性ポリシーを今後も採用する必要がある。 

システムセキュリティ計画は、すべてのレガシーが完全にリスクがあり、脆弱であり、妥協されていると仮定して

作成されるべきである。これらのセキュリティリスクは、システムセキュリティ計画で直接処理する必要がある。透

明性は、組織が自信を持っていないソフトウェアに遡って生成されるべきではない。  

セキュリティに関連する他の要因は重要度である。すなわち、重要度が低いということは、システムがダウンし

た場合、何人かの人々が影響を受ける可能性があるものの誰も傷つかないということである。一方、重要度

が高いとは、違反や脆弱性によって混乱や害が引き起こされる可能性がある、原子力発電所、銀行、医療

機関、または電気通信会社のことを指す。同氏は、重要度（低いものから高いもの）とソフトウェアの時代

（新しいものから古いもの）を使ってセキュリティのためのマトリックスを概念化したとのことである。  

ユースケースは、支払われたかどうかに関係する。セキュリティの側面はそれほど重要ではないが、組織が契

約違反にならないように十分なライセンス（アドビやオラクルなど）を購入したかどうか。 SWID タグを使用し

ている場合、ソフトウェアの透明性とは、使用されているものすべてに対して支払いが行われていることをベンダ

ーに保証できるよう、存在するもののインストールを確認し、インフラストラクチャ全体にエージェントを送信する

方法を提供することである。フォーマットが異なると利点が異なり、SWID タグは資格管理用、SPDX はライセ

ンス用、その他はソフトウェア開発を対象としたセキュリティ用である。さまざまなフォーマットではうまくいかないこ

とがあり、SWID は依存関係をうまく追跡できず、SPDX は資格管理を行えない。  

SWID タグは、特定の更新プログラムが脆弱性を修正したかどうかをソフトウェアベンダーが理解するのに役

立つ。インストールがセキュリティ上の脆弱性を持つコンポーネントを無効にするかどうかを発表する場所がイン

ストールノートにある。また、どのユーザーが実行しているのか、どのバージョンであるのか、どのバージョンの脆弱

性によって実際にセキュリティや資格が修復されるのかについても透明性が得られる。  

 

4) オープンソースの貢献者は SBOM を実装するように義務付けられるか 

 

SBOM は、オープンソースの貢献者には義務付けられない。デジタルで入手可能な情報を使用することに

よって、脆弱性のあるオープンソースサプライヤを回避する必要がある。 オープンソースリポジトリそれらのソース
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からのメタデータを使用して、顧客向けの部品表を作成することが必要である。ビルドツールはオープンソースプ

ロジェクトから 20 の依存関係を識別することができるが、私の会社ではこれらすべての依存関係とそれらの依

存関係をすでに公開データにしているため、既にそれらをすべて取り込んでいる。したがって、オープンソースのリ

ポジトリやプロジェクトが追加の操作をしなくても、必要なすべての情報を取得できる。  

 

5) NTIA の最終勧告が FDA の最終ガイダンスにどのように反映されるか 

 

NTIA は特に、ソフトウェアの透明性に注目している。ヘルスケア業界向けの推奨部品表に、ソフトウェアに

加えてハードウェアも含まれるという FDA の提案とは対照的である。このように、ハードウェアとファームウェアの

透明性さまざまな分野に及んでいる。 

ハードウェアの透明性のためには、さまざまな問題が発生する。テスト方法論はハードウェアに対してどのよう

なものにすべきか、サプライヤリスクはどのようにして認定する必要があるか、コンポーネントを実際に検出する方

法、製品に含まれるコンポーネントを指定する方法そしてコンポーネントを検証する方法については課題がある。 

ハードウェアとファームウェアは、ソフトウェア特に全製品の 80％を占めるオープンソースコンポーネントがより

一般に公開されているという理由から、脆弱性もより一般に公開されている。 Equifax の侵害事件に関係

したソフトウェアである Apache Struts は、誰もが調査できる脆弱性を一般に公開していたが、Equifax は

90 日間システムにパッチを当てなかったため被害を受けた。 Equifax は実際には、四半期に一度ソフトウェ

アをアップデートすることで大丈夫と信じていた。 

ソフトウェアの透明性の鍵は、ソフトウェアとその中に何が含まれているかについて可能な限り多くを見つけ出

し、識別された情報に基づいて行動することである。ハードウェアはコンポーネントの更新やコンポーネントの変

更がはるかに困難で、人々は音楽アプリケーションを切り換えるより車を切り換えることがはるかに難しいと感じ

るのと同じである。  

 

6) 将来どうなると思うか。関連する今後の活動は 

 

NTIA イニシアチブがレポートと一緒に教材を発表する可能性が高いと考えている。SBOM の採用に関心

のある人がどこから始めればよいかを理解するのに役立つように、参照できるものを目指している。報告書と資

料は、議会、連邦機関およびホワイトハウスから生じる規制と実施のいくつかに貢献する。さらに、ワーキンググ

ループに関わっているいくつかの会社は、SBO の要件を実装するために、調査結果を自社に持ち帰ることにな

る。特に大多数の組織が金メッキの SBOM 標準を消費、代謝、生成する能力を備えていないため、このイニ

シアチブでは壮大な義務を課さないように注意している。  

構成要素リストを禁止している銀行や医療機関はすでに存在する。このようなリストは、禁止されているコ

ンポーネントを含む製品が購入されたり、システムに組み込まれたりしないようにする。Bank of America の

代表はすでにすべてのベンダーに部品表を提供するように要求すると公に述べた。SBOM を取得しない場合、
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テストし、継続的に監視するための保険の増加のコストになるため、製品の 40％の割引を要求される。  

これらの企業に対する SBoM の要求を満たすことができないのは、中小企業ではないことがよくある。小規

模の開発者はより近代的になる傾向があり、多くのレガシーデバイスを使用しないため、ソフトウェアの透明性

をより簡単に提供できる。SBOM とソフトウェアの透明性を採用する可能性を判断する際に求められる組織

の特性は規模ではなく、むしろ新旧の違いである。オリジナルのソフトウェアが公開されてからベストプラクティス

が変わり、18 か月以上前に作られたソフトウェアはすべて Github で構築されているため、スタートアップの企

業がむしろソフトウェアの透明性を実現するのに最適な場合がある。 
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3. 企業や業界団体、公的機関、OSS コミュニティにおけるソフトウェア管理の取組 

 

3.1. 企業における取り組み、動向 

 

3.1.1. Synopsys, Inc. 

(1) オープンソースソフトウェア管理ソリューション「Black Duck」 

Synopsys 社28は、アプリケーションやコンテナに含まれる OSS に関するセキュリティ、品質、ライセンスコン

プライアンス上のリスクを管理する包括的なソフトウェア・コンポジション解析（SCA）ソリューションとして、

「Black Duck」を提供している29。 

 

図 1：Blacl Duck によるオープンソースの管理 

 

(2) 「オープンソースセキュリティ&リスク分析レポート」の公表 

Synopsys 社は、商用ソフトウェアにおけるオープンソースのセキュリティ、ライセンスコンプライアンス、および

コード品質リスクの状況について解説したレポートを公表している30。 

同レポートでは、2017 年に Black Duck のオンデマンド監査サービスグループが顧客に向けて実施してい

るオープンソース監査を受けた 1,100 を超える商用コードベースの匿名データに対する分析結果について報

告されている。 

対象のコードベースのうち、オープンソースであった割合（平均）は 57％であった。これは前年（36%）

から上回っており、オープンソースの利用頻度が高まっていることがうかがえる。 

 

                                                   
28 2017年、Synopsys社は Black Duck社の買収を発表した。 
29 Synopsys .Inc Webページ 

https://www.synopsys.com/ja-jp/software-integrity/security-testing/software-composition-analysis.html 
30 https://www.synopsys.com/ja-jp/software-integrity/resources/reports/open-source-security-risk-analysis-2018.html 

https://www.synopsys.com/ja-jp/software-integrity/resources/reports/open-source-security-risk-analysis-2018.html
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図 2：調査対象コードベースにおけるオープンソースの割合等 

 

 

3.1.2. 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

(1) サポートの切れた OSS に対策パッチを提供 

NTT データは、2014 年 4 月に Apache Struts1（アパッチ ストラッツワン）の脆弱性対策パッチを開

発し、NTT データ及び NTT データグループの提供システム向けに適用を開始した31。 

また、Sourceforge（オープンソース開発ポータル）ダウンロードサイトで提供している無償版のオープン

系システム開発のための NTT データの総合ソリューションである「TERASOLUNA Server Framework 

for Java」においても、Apache Struts1（アパッチ ストラッツワン）の脆弱性に対応したバージョンを公開

した32。 

Struts1 の作成元である Apache ソフトウェア財団は、2013 年 4 月に Apache Struts1 のサポートを

終了し、以降のメンテナンスを行わない旨を表明している。さらには、同ソフトウェア財団からの対策パッチの提

供は予定されていない 31。 

NTT データでは、新バージョンである Apache Struts2 が Struts1 と根本的に構造が異なり、アップデー

トが容易ではないことや、多くのシステムが Struts1 を利用して動作していることを受け、TERASOLUNA 

Server Framework for Java を使用しているシステムを対象に、継続して独自に Struts1 をサポートす

ると述べている 31。 

 

(2) OSS の統合運用管理ソフトウェアの提供 

NTT データは、2005 年からオープンソースソフトウエア（OSS）の統合運用管理ソフトウェア

                                                   
31 株式会社 NTTデータ ニュースリリース「Apache Struts1（アパッチ ストラッツワン）の脆弱性対策向けに TERAS

OLUNA®Server Framework for Java用パッチを提供」（2014年 4月 28日） 
http://www.nttdata.com/jp/ja/news/information/2014/2014042801.html 
32 株式会社 NTTデータ ニュースリリース「Apache Struts1（アパッチ ストラッツワン）の脆弱性に対応した無償版

TERASOLUNA® Server Framework for Java を公開」（2014年 5月 23日） 

http://www.nttdata.com/jp/ja/news/information/2014/2014042801.html
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「Hinemos®」（ヒネモス）を提供している33。2018 年 2 月には、「Hinemos ver.6.1」が提供された34。 

Hinemos（ヒネモス）の構想が生まれた 2004 年頃当時は、企業の大規模システムにおいても多数の

IA（Intel Architecture）サーバを使った 3 層システムが一般的となり、その OS に Linux が採用されて

いることを背景に、OSS の活用の機会が増えていた。多数の IA サーバと Linux を組み合わせたシステム構

築では、ハードウェア、ソフトウェア共に構築時の初期コストの低減というメリットがある一方でサーバ台数の増

加による運用管理のコスト増というデメリットがあった。そのため、システム運用管理ツールに OSS を採用する

場合には、機能単位に異なるツールをあわせて使う必要があったが、ユーザーインターフェースの異なるそれぞ

れの運用管理ツールを組み合わせる必要から運用管理が非常に煩雑なものとなり、統合的な運用管理を

行う場合は OSS をあきらめて商用製品に頼るしかない現状であった。 

そのような運用管理の現場のニーズを踏まえて、Hinemos は、独立行政法人情報処理推進機構

（IPA）が推進する平成 16 年度オープンソースソフトウェア活用基盤整備事業の一つである「分散ファシリ

ティ統合マネージャの開発」の委託を受けて開発された35。 

 

3.1.3. ソニー株式会社 

(1) 品質マネジメントシステム（QMS）の構築 

ソニーは、品質マネジメントシステム（Quality Management System：QMS）を構築している。中で

もエレクトロニクス製品を製造している事業所においては、ISO9001 の認証を取得している36。 

製品のネットワーク化が進み個人情報などの漏えいやデータの改ざんまたは破壊などが生じる危険性が増

しており、ソフトウェアを搭載した製品のセキュリティ強化が重要視されていることを背景に、製品セキュリティに

関する責任者を配し、対応組織を設けるとともに、各ビジネスユニットと連携し対応していく体制を構築してい

る。また、製品セキュリティ脆弱性検出ツールによる出荷前検査を実施するなど、製品の企画から出荷、廃

棄までを含む一連のライフサイクルを考慮したセキュリティ対応の仕組みを導入し、製品セキュリティ確保に関

する社内ルールの制定と継続的な社内教育を実施することで、製品セキュリティを一層強化している37。 

 

(2) Product Security Incident Response Team（PSIRT）の構築 

ソニーは、自社製品の脆弱性への対応、製品のセキュリティ品質管理・向上を目的にした組織が提供する

                                                   
33 株式会社 NTTデータ ニュースリリース「OSS統合運用管理ソフトの最新版「Hinemos® Ver.6.0」を提供開始」

（2017年 2月 2日） 
http://www.nttdata.com/jp/ja/news/services_info/2017/2017020201.html 
34 NTTデータ先端技術株式会社 ニュースリリース「【ニュースリリース】OSS統合運用管理ソフトの最新版「Hinem

os ver.6.1」を提供開始」（2018年 2月 7日） 
http://www.intellilink.co.jp/all/topics/20180207/hinemos.html 
35 NTTデータ先端技術株式会社 Webページ 

https://www.hinemos.info/about/history 
36 ソニー株式会社 Webページ「サステナビリティレポート」 
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/quality/management/index.html 
37 ソニー株式会社 Webページ「サステナビリティレポート」 
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/quality/safety/index.html 
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製品の脆弱性に起因するリスクに対応するための組織内機能38である PSIRT を設置している39。 

インシデント対応及びセキュリティチームに関する国際的なフォーラムである Forum of Incident 

Response and Security Teams（FIRST）は、組織が PSIRT を設置、継続的な運用及びその能力

の向上を支援するためのガイド「PSIRT Services Framework」を作成している 38。 

 

3.1.4. 日本電気株式会社（NEC） 

(1) OSS のサポートサービス 

NEC は、2004 年から OSS（Apache・PostgreSQL・sendmail など）を対象にしたサポートサービス

を体系化し、OSS サポートサービスとして提供している。大きく 3 種類（下記）のサービスを OSS 専門ベン

ダーと協業して提供している40。 

 

図 3：NEC における OSS のサポートサービス 

 

(2) OSS 推進センターの設置 

NEC は、Linux を筆頭とする OSS の台頭に対応するために、専任組織（OSS 推進センター）を設置

して取り組んでいる。OSS 推進センターはシステムや OS、ミドルウェアなど個々の専任サポート部門を横断的

にバックアップする組織として運営されている41。 

                                                   
38 JPCERT/CC Webページ「FIRST PSIRT Services Framework」 
https://www.jpcert.or.jp/research/psirtSF.html 
39 Forum of Incident Response and Security Teams Webページ 

https://www.first.org/members/teams/sony_psirt 
40 日本電気株式会社 Webページ 

https://jpn.nec.com/oss/supportservice/index.html? 
41 日本電気株式会社 Webページ 

https://jpn.nec.com/oss/supportservice/supportsystem.html 
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図 4：NEC における OSS のサポート体制 

 

 

3.1.5. 日本電信電話株式会社（NTT） 

(1) NTT OSS センターの設置 

NTT は、2006 年から OSS に関するノウハウ蓄積・展開、技術開発や技術者育成を通じて、OSS の安

心・安全な活用の側面から NTT グループの事業活動に貢献することを目的に「NTT Software 

Innovation Center OSS 推進プロジェクト（NTT OSS センター）」を設置している42。 

NTT OSS センターでは、コミュニティの問合せ対応から、技術検証、プロダクト開発、技術者育成まで幅

広い対応を実施しており、獲得したノウハウや技術は、以下のような形態で提供している。 

 利用促進のためのトータルサポートサービス提供 

 領域拡大のための推奨パッケージ（OSSVERT®43）提供 

 差異化・競争力確保に向けた戦略的な高信頼ミドルウェア開発 

また、外部セキュリティコミュニティ、サポートベンダー、OSS コミュニティから脆弱性情報を取得した時には、

NTT 研究所と連携し、攻撃コードの確認と Patch 検証/作成を実施している44。 

                                                   
42 NTT Webページ「OSSセンターポータルサイト」 
https://www.oss-sc.ecl.ntt.co.jp/public_us/about-ossc.htm 
43 NTT OSSセンターで推奨・維持管理する OSS等を組み合わせて、性能・サービス継続（可用性）・長時間安定

等の検証を行い、モデル概要書、インストール手順書、環境定義書、検証報告書をセットとして提供する技術資料

のこと。 

https://www.oss-sc.ecl.ntt.co.jp/public/ossvert.htm 
44 NTT OSSセンター Webページ「支援メニュー」 
https://www.oss-sc.ecl.ntt.co.jp/public/total-support.htm 

https://www.oss-sc.ecl.ntt.co.jp/public_us/about-ossc.htm
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図 5：NTT OSS センター 支援メニュー 

 

(2) ネットワークでの汎用技術・オープンコミュニティの活用45 

NTT は、サービスメニューの自由度を高めて迅速にサービスを提供可能にするフレキシブルなネットワークの

実現をめざすため、従来の自前開発ではなくネットワーク機能の部品化や組合せ提供を加速するネットワーク

系システム開発手法の変革に取り組んでいる。 

特に、通信キャリアネットワークへのシステム適用において、共通的に使用できる機能をまとめた OSS 群推

奨パッケージを規定するとともに、ベンダーなどのビジネスパートナーがアプリケーションの要件に合わせたお勧め

パターンを決定しソフトウェアを提供する取り組みを進めている。 

 
図 6： 組み上げ機能群の構築イメージ 

 

 

 

                                                   
45 NTT技術ジャーナル「汎用技術 ・ オープンコミュニティの活用」（2018.3） 
http://www.ntt.co.jp/journal/1803/files/JN20180309.pdf 
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3.1.6. パナソニック株式会社 

(1) Panasonic PSIRT としての活動。 

パナソニックは、製品の情報セキュリティの確保に向け、インシデントに関する迅速な対応を実現するため、

全社体制として製品セキュリティセンターを軸にした PSIRT を設置している46。 

PSIRT では以下を始めとした業務を行っている47。 

 情報収集 

 パナソニック製品脆弱性対応窓口 

 脆弱性の対応方針の策定 

 自社開発現場との調整 

 脆弱性調整機関（IPA、JPCERT/CC、FIRST、海外 CERT/CC など）との情報共有 

 

図 7：Panasonic PSIRT の位置づけ及び活動内容 

 

                                                   
46 Forum of Incident Response and Security Teams Webページ 

https://www.first.org/members/teams/panasonic_psirt 
47 パナソニック株式会社 資料「IoTの脅威事例とパナソニックの取組み」（2018年 11月 3日日本セキュリティ・マ

ネジメント学会 第 31回学術講演会） 
http://www.jssm.net/wp/wp-content/uploads/2018/11/31JSSMSymposium-Lect1-nakano.pdf 

https://www.first.org/members/teams/panasonic_psirt
http://www.jssm.net/wp/wp-content/uploads/2018/11/31JSSMSymposium-Lect1-nakano.pdf
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図 8：パナソニック製品脆弱性対応窓口48 

 

3.1.7. 株式会社日立製作所 

(1) 構成要素管理 DB の利活用 

日立製作所では、製品で利用する OSS 情報を「構成要素管理 DB」として一元管理し、問題の解析と

影響有無の判断と対策方針の決定を迅速に行う取り組みを進めている49。 

 

図 9：構成要素管理 DB を利用した OSS 活用体制 

 

                                                   
48 https://www.panasonic.com/global/corporate/product-security/sec/psirt/jp.html 
49 株式会社日立製作所「情報セキュリティ報告書 2018」 
https://www.hitachi.co.jp/sustainability/download/pdf/securityreport.pdf 

https://www.hitachi.co.jp/sustainability/download/pdf/securityreport.pdf
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(2) 製品セキュリティライフサイクル 

OSS 含むソフトウェア製品の開発にあたっては、従来の開発プロセスに対してセキュリティを確保するための

施策を取り入れた「製品セキュリティライフサイクル」を定義した上で、情報セキュリティの国際評価基準である

ISO/IEC 15408（コモンクライテリア）の考え方も取り入れながらセキュリティの確保に努めている 49。 

 

図 10：製品セキュリティライフサイクル図 

 

3.1.8. 富士通株式会社 

(1) ソフトウェア製品のセキュリティ品質向上の取り組み 

富士通グループでは、セキュア開発推進チームを中心にソフトウェア製品のセキュリティ品質の向上に関する

取り組みを行っている。具体的には、開発プロセス中の「設計工程」「実装工程」「テスト工程」「保守工程」

それぞれにおいて以下のとおり活動している 50。それぞれの工程においては、セキュリティ対応の専門知識を有

したセキュリティアーキテクトをソフトウェア開発の各部門に配置している。また、セキュリティアーキテクトは開発

者全体の 1 割の人材を確保している。 

 設計工程：セキュリティ分析（脅威分析）結果の反映 

 実装工程：セキュアコーディング、ツールによるソースコード検証、必要に応じてプログラムへのデジタル

署名 

 テスト工程：ファジングツールなど、ツールによるセキュリティ検証、セキュリティ観点でのテスト実施 

 保守工程：IPA や JPCERT/CC と連携して、セキュリティ脆弱性監視や、セキュリティ修正パッチの

迅速な提供、及びセキュリティ情報の公表 

 



55 

 

 

図 11：富士通グループにおけるソフトウェア製品のセキュリティ対応 

 

(2) OSS 脆弱性対応システムの構築・運用 

富士通は、昨今のソフトウェア製品のニーズの多様化に伴い製品で利用する OSS の種類が増加したこと

を背景に、OSSの脆弱性への迅速な対応を網羅的に効率化することを目的に「OSS脆弱性対応システム」

を構築・運用している50。 

OSS 脆弱性情報の情報源には各種インターネット公開情報だけではなく、National Vulnerability 

Database（NVD）51 が採用されている。さらには、製品リポジトリに格納されている情報を元に、脆弱性

情報収集の対象となる OSS が特定されている。それにより、収集された脆弱性情報に該当する製品の開発

者に即座に通知が送られ、脆弱性対応が実施される仕組みとなっている。対応状況については、製品開発

部門の品質管理責任者がチェックを行っている。 

 

                                                   
50 富士通株式会社 「富士通グループ 情報セキュリティへの取り組み」（第 2版） 
http://www.fujitsu.com/jp/solutions/business-technology/security/secure/concept/ 
51 2005年に米国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology,：NIST）によって設立され

た脆弱性情報データベースのこと。共通脆弱性評価システム Common Vulnerability Scoring System（CVSS）によ

る危険度の採点が行われている。 

http://www.fujitsu.com/jp/solutions/business-technology/security/secure/concept/
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図 12：OSS 脆弱性対応システムの概要 

 

(3) OSS 専門組織「OSS 技術支援センター」の設立 

富士通は、2005 年に OSS ミドルウェアを対象に、商談段階から、システムの設計・構築段階、運用段

階までの各段階に応じたサービスを行う「OSS 技術支援センター」を設立した52。 

下記 OSS を対象に、OSS ミドルウェアに関する質疑応答やトラブル対応支援、既存障害で公開済の修

正情報やパッチの提供を実施している。 

 Linux カーネル 

 Apache 

 Sendmail 

 Samba 

 MySQL 

                                                   
52 富士通株式会社 ニュースリリース「「OSS技術支援センター」の設立～オープンソースソフトウェアによるシステ

ム構築、運用を強力に支援～」（2005年 11月 15日） 
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2005/11/15.html 
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 PostgreSQL 

 Tomcat 

 JBoss 

 PHP 

 

3.2. 業界団体における取り組み、動向 

 

3.2.1. 産業別のオープンソースの利用動向 

Synopsys 社「オープンソースセキュリティ&リスク分析レポート」によると、オープンソースコンポーネントは産

業に関わらず商用アプリケーションに用いられていることが報告されている。公的機関が機密性の高い情報

（個人情報、財務情報、医療情報など）を預けている産業のアプリケーションにおいても脆弱なコンポーネン

トが含まれていることに Synopsys 社は警鐘を鳴らしている53。 

 

図 13：産業別のオープンソースの利用割合 

 

3.2.2. 一般社団法人金融 ISAC 

(1) 金融 ISAC 会員企業へのリアルタイム情報提供「脆弱性配信システム」 

金融 ISAC では、専用のポータルサイトを通じ、日々のインシデントや脆弱性情報等をリアルタイムに共有

                                                   
53 https://www.synopsys.com/ja-jp/software-integrity/resources/reports/open-source-security-risk-analysis-2018.html 

https://www.synopsys.com/ja-jp/software-integrity/resources/reports/open-source-security-risk-analysis-2018.html
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する取り組みが行われている54。 

 

3.2.3. 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 Software ISAC 

2018 年 7 月、ソフトウェアのよりセキュアな開発や更新等により国内ソフトウェア産業が健全かつ迅速に

発展するために「Software ISAC」が設置された55。 

Software ISAC では主に以下の活動が予定されている56。 

(1) OSS 脆弱性データベースの構築 

各社が使用している OSS 情報を登録した上で、OSS 脆弱性情報を収集及び該当企業等へアラートの

発信やデグレージョンなどの情報共有を実施することで、情報収集のコストを削減することを目的としたデータ

ベースを構築する。 

 

(2) 脆弱性検証センターの構築 

クリーンな検証環境をクラウド上に構築・提供する。 

 Firewall、DNS、Web、Mail、Apps 

 Active、Directory、Linux 

さらには、Software ISAC 会員向けに、自社製品や OSS の脆弱性の検証、攻撃コード手法の研究と

情報共有や、リバースエンジニアリングによる脆弱性の検証によって人材育成に寄与する活動を行う。 

 

3.2.4. 一般社団法人 JPCERT/CC 

JPCERT/CC では、脆弱性情報ハンドリングによって調整された脆弱性情報を脆弱性対策情報ポータル

サイトである「JVN」、および「VRDA フィード」により一般に提供している。 

(1) インターネット定点観測システム「TSUBAME」57 

JPCERT/CC では、インターネット上に分散配置したセンサーにより、国内外のワームの感染活動や弱点

探索のスキャンなどを観測するシステムを運用している。これら観測結果を分析し、セキュリティ予防情報を提

供するほか、他の定点観測者や海外 CSIRT とも連携して、観測結果の分析にあたっている。 

                                                   
54 一般社団法人金融 ISAC Webページ 

http://www.f-isac.jp/institute/activities.html 
55 Software ISAC 設立趣意書 

https://www.csaj.jp/documents/NEWS/committee/security/Software-ISAC_establish.pdf  
56 Software ISAC Webページ 

http://www.csaj.jp/committee/security/softwareisac.html 
57 JPCERT/CC Webページ 

https://www.jpcert.or.jp/about/05.html 

http://www.csaj.jp/committee/security/softwareisac.html
https://www.jpcert.or.jp/about/05.html
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図 14：「TSUBAME」の概要 

 

(2) 脆弱性対策情報ポータルサイト「Japan Vulnerability Notes（JVN）」 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）と共同で運用している脆弱性対策情報ポータルサイト。詳

細は、「3.3.2(1)脆弱性対策情報ポータルサイト「Japan Vulnerability Notes（JVN）」で記述。 

 

(3) 脆弱性脅威分析用情報の定型データ配信「VRDA フィード」58 

JPCERT/CC は、システムユーザーにおける適切な脆弱性対応の意思決定を支援する目的で、

Vulnerability Response Decision Assistance（VRDA）フィードの試行配信を行っている。 

VRDA フィードとは、脆弱性の脅威を把握するための情報を基準となる分析項目とそれら項目に対応する

分析値としてとりまとめ、定型データフォーマットで表現して配信するものである。 

分析項目には、共通脆弱性評価システム Common Vulnerability Scoring System（CVSS）59

における、脆弱性評価基準の基本評価基準で定義された分析項目が採用されている。 

 

                                                   
58 JPCERT/CC Webページ 

https://www.jpcert.or.jp/vrdafeed/index.html 
59 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）Webページ「共通脆弱性評価システム CVSS概説」 
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSS.html 

https://www.jpcert.or.jp/vrdafeed/index.html
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3.2.5. 米国金融部門の取り組み 

(1) The Financial Information Sharing Analysis Center (F-ISAC) 

 

1) SBOM の推奨 

F-ISAC が設置したサードパーティソフトウェアセキュリティワーキンググループの報告書によれば、オープンソ

ースにおいて、金融機関がソフトウェア開発を行う際に使用する SBOM が公開されている60。 

推奨される SBOM においては、金融業界が使用する商用ソフトウェアパッケージの一部であるオープンソー

スコードの責任を特定することとされている。SBOM はフォーマット化され、XML ファイルはアプリケーションアー

カイブに統合されるか、もしくはスタンドアローンとして機能する。サードパーティソフトウェアプロバイダは、ソフトウ

ェアの納品先にこうした SBOM を提供する。フォーマット化することで、サードパーティソフトウェアプロバイダは部

品表を自己申告することが可能となり、また外部サービスによるフォーマットのスキャンが可能となる。 

F-ISAC は各機関で使用されている異なるソフトウェアに対して、SBOM をセキュリティの脅威を共有するこ

とを支援するためのツールと認識している。SBOM データは各金融機関が個別に変更する必要はなく、統合

して管理を行うことが可能とされている。SBOM にもとづき、サードパーティソフトウェアが有するリスクをスコア化

することが可能となり、脆弱性への対処に繋げることができ、インフラストラクチャー・ライフサイクル管理に貢献

し、知財への関心を高めることにも貢献できる。したがって、ベンダーが契約相手に対して SBOM データの提

供やコードのスキャンを認めない場合、ベンダーの信頼性は低下することとなるだろうとしている。 

 

2) SBOM の公開を行っているベンダー 

F-ISAC によると、以下のベンダーが SBOM を公開している。 

Black Duck, Open Lofgic, Palamida, Sonatype, Veracode And Windchill Service Parts 

 

(2) その他の調査 

2018 年の Devsecops コミュニティ調査は、44 の設問に対して 2,076 人の IT プロフェッショナルから回

答を得ている61。 

調査結果によれば、参加した組織のうち 38%が各開発アプリケーションにおける完全な SBOM を作成し

ている。2017 年の調査においては 2,292 人からの回答が得られ、大規模金融サービス機関のうち 57%が

迅速な脆弱性への対処（例、Commons-Collection, Struts2）を可能とするために完全な SBOM を

管理しており、この比率は回答者全体で見れば 35%、金融サービス全体で見れば 43%となった。 

                                                   
60 https://www.fsisac.com/sites/default/files/news/Appropriate%20Software%20Security%20Control%20Types%20f

or%20Third%20Party%20Service%20and%20Product%20Providers.pdf 
61 https://www.sonatype.com/hubfs/SON_Survey2018_final.pdf?utm_campaign=2018%20DevSecOps%20Survey&

utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=62088967&_hsenc=p2ANqtz-8jS3lrajky3OCrmlF5

uzxn_EBNEn59YW3qEKPdT05mZ2BxYFDrm3HJ1iHIa4hNnJ-fKZqlHERZBuClPI6GFgwxR_9RNA&_hsmi=620

88967 
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(3) 金融機関名 

ベンダーに SBOM の提供を求める金融機関を列挙したリストは存在しない。下記のような一部の金融機

関が情報を公開している。 

 Wells Fargo62 

 SunTrust63 

 

3.2.6. 米国医療部門の動き 

(1) 概要 

CBOM（サイバー部品表）は、医療提供者などが脆弱性の影響を受けやすい可能性があるコンポーネン

トを特定するのに役立つサイバーセキュリティソリューションで、 報告されるコンポーネントのリストにハードウェア

が含まれているため、SBOM の概念とは異なる64。食品医薬品局（FDA）が策定した提案である CBOM

は、市販ののリストを含むデバイスが発売される前に部品表の提出を要求しており、これはオープンソースおよ

び市販のソフトウェアおよびハードウェアコンポーネントである。  

FDA は技術的な CBOM フォーマットを発表していない。2019 年 3 月 18 日までに次のトピックに関する

コメントを募集している。CBOM の定義、CBOM にソフトウェアとハードウェア両方のコンポーネントを含めるべ

きか CBOM に含めるべき詳細、CBOM がとるべき形式（および複数の形式が共存できるかどうか）、

CBOM 機能を更新する頻度などが対象である65。    

2016 年に病院が 1 週間患者ケアを停止しなければならなかったランサムウェア攻撃の直後に開催された

ヘルスケア業界のための会合で CBOM が最初に提案された。 Hollywood Presbyterian 病院は、デバイ

スの 1 つに存在する Java の欠陥（JBoss ransomware）について警告を受けたにもかわらず、影響を受

けているのかどうか、影響を受けていた場合の正確に脆弱である場所を特定することができなかった。病院が

欠陥の位置を特定できじ、悪用された予防可能な欠陥によって患者ケアが中断されたため、この事件はヘル

スケア業界にとって重要なできごととなった。 タスクフォースは House Energy and Commerce 委員会に

CBOM による規制の創設を勧告した66。  

2019 年 1 月 29 日からには、FDA は、コンテンツを議論するため、公共のワークショップを開催した。公開

ワークショップでは、NTIA ソフトウェア透明性イニシアチブが議論されただけでなく、部品表にハードウェアを含

めることに対して、利害関係者の反対意見もあった67。しかし、ハードウェアを含めることについて意見の相違が

                                                   
62 http://www.ebizq.net/topics/dev_tools/features/1610.html?page=3 
63 https://www.ibm.com/case-studies/suntrust-banks 
64 https://www.inforisktoday.com/fda-calls-for-cybersecurity-bill-materials-for-devices-a-11628 
65 https://www.federalregister.gov/d/2018-22697/p-27 
66 https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/UCM632317.pdf（118 ペ

ージ） 
67 https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/UCM632316.pdf（130 ペ

ージ） 
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あるにもかかわらず、一般に医療機器セキュリティコミュニティは、ソフトウェアの透明性に関する進歩が見られて

うれしく思ったとのことだった68。   

(2) 取り組み主体 

FDA は、引き続き CBOM 作成の主役となる。 FDA の公開会議の業界関係者は全員、会議記録に掲

載されている69。 さらに、2018 年 10 月 16 日に、FDA は、国土安全保障省（DHS）とのパートナーシッ

プを宣言した70 。ステートメントでは、サイバーセキュリティの脅威から医療機器の確保ができないことを説明し

た71。DHS は、制御システム技術のトップエキスパートを何人か抱えており、FDA と技術的および臨床的専

門知識を相談しながら、医療機器の脆弱性調整センターとして機能するように、その専門知識を引き続き活

用してくとのことである。   

なお、NTIA は、あらゆる業界に適用される標準 SBOM フォーマットを準備している。一連のヘルスケア提

供者および製造業者にわたって実装する SBOM 形式を選択したヘルスケア概念実証調査を実施している。 

HIS Markit、など、BOM 管理および作成用の BOM ツールを提供している民間組織もある。 

(3) 開発されたもの 

公表前のガイダンスでは、FDA は、CBOM を、患者、医療提供者、医療提供機関などのデバイスユーザ

ーを可能にするための、市販のオープンソースおよび市販のソフトウェアおよびハードウェアコンポーネントとして

推奨している72。   

しかし、CBOM のハードウェア面を後退させた公開会議を受けて、これが変更されるかどうかは不明で

CBOM またはサイバーセキュリティのトピックに関するフォローアップ会議は予定されていない。 

(4) 実装の開始時期 

NTIA の第 3 回会合での FDA の代表は、NTIA がその最終報告を発表するまで、最終的な勧告を発

表しないと主張した。 NTIA の報告書は 1 年半ではないとしても少なくとも 1 年は準備できないとされる。 

(5) 既に CBOM を実行しているところ 

脆弱性開示プログラムを調整したすべての医療機器提供者のリストがある73。リストの中には、Siemens、

Philips、GE、Johnson、Johnson、St. Jude Medical、Orion Health、BD、Tidepool、PTC、

Smiths Medical、Roche Diagnostics などが含まれている。ほとんどの大手メーカーがこのプロセスに積極

的に取り組んでいる。 

長い BOM を提供するためにリソースを実装または分離するのに苦労しているのは、主に新興企業や中小

企業で、中小企業、業界団体、業界全体の取り組みを支援するために、FDA は市販前のドラフトのようなレ

                                                   
68 https://www.inforisktoday.com/fda-calls-for-cybersecurity-bill-materials-for-devices-a-11628 
69 https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/UCM632316.pdf 
70 https://www.inforisktoday.com/fda-calls-for-cybersecurity-bill-materials-for-devices-a-11628 
71 https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm623574.htm 
72 https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM62352

9.pdf （20ページ） 
73 https://www.iamthecavalry.org/resources/disclosure-programs/ 
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ポートやガイドラインを発行している74。 

 

3.3. 公的機関における取り組み 

 

3.3.1. 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

(1) 産総研サイバーフィジカルセキュリティ研究センター 

産業技術総合研究所では、サイバーフィジカルセキュリティの研究拠点として「産総研サイバーフィジカルセ

キュリティ研究センター」が 2018 年 11 月に設立された。 

 

図 15：産総研サイバーフィジカルセキュリティ研究センターの概要75 

 

「ソフトウェア品質保証研究チーム」では、ソフトウェアシステムの品質保証のために必要なプロセス管理技

術・システム分析・解析技術や、そのために必要なプログラム解析・形式検証などの基盤技術の研究開発が

行われている。 

「ソフトウェアアナリティクス研究チーム」では、2030 年には 1 兆個の規模の IoT デバイスが稼動するとも言

                                                   
74 https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/UCM632317.pdf （ページ

185） 
75出典：産業技術総合研究所「サイバーフィジカルセキュリティ研究センターの概要と戦略」 
https://www.cpsec.aist.go.jp/events/cps_symposium/pdf/CPSEC_kick-off_DIRECTOR.pdf 
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われる IoT 環境における制御ソフトウェアの信頼性とセキュリティに関する課題に対して、セキュリティホールの

ような脆弱性を含む不具合の修正や軽微な機能拡張の多くの部分をクラウド経由で自動化するために必要

な基礎技術の研究が行われている。 

さらには、大規模で複雑なシステムの安全性を向上させる開発手法や、脆弱性を早期に発見し迅速に修

復する技術についての研究が行われている。 

 

3.3.2. 独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 

(1) 脆弱性対策情報ポータルサイト「Japan Vulnerability Notes（JVN）」 

IPA では、日本で使用されているソフトウェアなどの脆弱性関連情報とその対策情報を提供し、情報セキ

ュリティ対策に資することを目的とする脆弱性対策情報ポータルサイト「Japan Vulnerability Notes

（JVN）」を 2004 年 7 月から運営している。JVN は、脆弱性関連情報の受付と安全な流通を目的とし

た「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ76 」制度に基づき、JPCERT コーディネーションセンターと共同

で運営されている。 

JVN には「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」制度に基づいて報告され調整された脆弱性情報

や、CERT/CC など海外の調整機関と連携した脆弱性情報が公表されている。具体的な掲載内容は、脆

弱性が確認された製品（OSS を含む）とバージョン、脆弱性の詳細や分析結果、製品開発者によって提

供された対策や関連情報へのリンクなどがある。対策に関してはパッチだけではなく回避策（ワークアラウンド）

が掲載されることもある。 

                                                   
76 「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」は 2017年経済産業省告示「ソフトウェア製品等の脆 

弱性関連情報に関する取扱規程」を踏まえて、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ガイドライン 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/secdoc/contents/seccontents_000057.html 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/secdoc/contents/seccontents_000057.html
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図 16：脆弱性対策情報データベース「JVN iPedia」77 

 

(2) 脆弱性関連情報の届出受付窓口の運営 

IPA では、以下脆弱性関連情報の届出を受付けている78。 

 ソフトウェア製品脆弱性関連情報 

 ウェブアプリケーション脆弱性関連情報 

届出を受けた脆弱性関連情報については、「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 -

2017 年版-」や「脆弱性関連情報等取扱い方針」など取り扱い方針に基づき取り扱われる。 

 

3.4. OSS コミュニティにおける取り組み 

 

3.4.1. Linux Foundation 

世界のトップ 100 万ドメインの 95%以上が利用している OS である Linux に関するコミュニティに、インフ

                                                   
77出典：独立行政法人情報処理推進機構 Webページ（2019年 3月 15日アクセス） 
https://jvndb.jvn.jp/ 
78 独立行政法人情報処理推進機構 脆弱性関連情報の届出受付 

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/index.html 

https://jvndb.jvn.jp/
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/index.html
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ラ、サービス、イベント、トレーニングなどを通じた支援を実施している79。 

OSS のセキュリティやコンプライアンス確保等、ソフトウェアの健全性に関するプロジェクトが複数実施されて

いる80。 

 

プロジェクトの一例 ※（）内は各プロジェクトが取り組んでいる領域 

 CHAOSS（コミュニティの健全性） 

 Core Infrastructure Initiative（OSS セキュリティ） 

 FOSSology（ライセンススキャニング） 

 Let’s Encrypt（証明機関） 

 OpenChain（ライセンスコンプライアンス） 

 Open Security Controller Project（ネットワークセキュリティ） 

 SPDX（ライセンスパッケージ） 

 TODO（ベストプラクティス） 

 

3.4.2. OpenChain 

オープンソースコンプライアンス対応の世界標準を作成・普及を目指す Linux Foundation のプロジェクト

である81。日本からは富士通、日立製作所、IBM、マイクロソフト、NEC、ソニー、トヨタ（いずれもプラチナ）

等多数の企業が参画している 

高品質のオープンソースコンプライアンスプログラムの核となる構成要素を定義及びライセンス遵守の促進

活動を通じることで、サプライチェーン全体にわたってオープンソースのコンプライアンスを実現するための業界標

準を定めている。 

プロジェクトによる成果物は大きく 3 点である。成果物は全て OpenChain プロジェクトの Web 上に無償

で公開されている。 

 仕様：OSS コンプライアンス機能として各社が整備すべき仕事の要件を定義 

 自己認証：仕様書に適合しているかのチェックシステム。適合すれば認証を取得可能 

 カリキュラム：企業のコンプライアンスプログラムの構築を助けるトレーニング資料や参考資料をパブリッ

                                                   
79 Linux Foundation Webサイト 

https://www.linuxfoundation.jp/ 
80 https://www.linuxfoundation.jp/projects/security-compliance/ 
81 OpenChain Project Webサイト 

https://www.openchainproject.org/ja/community 

https://www.openchainproject.org/ja/community
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クドメインライセンスで提供 

 

OpenChain Project の一つの活動として、日本・アジアを中心に、OSS ライセンス遵守や OSS 利用に

関する課題解決を目指す Japan Work Group にも参画している82。 

具体的には、国内会合やメーリングリストを通じて OSS ライセンス遵守や OSS 利用に関する課題や解決

案をメンバー間で協議している。さらには、OpenChain Project 主催の国際会議、電話会議、メーリングリ

スト等へ参加して、Japan WG 活動で得られた成果や意見を OpenChain Project へ発信している。 

中心拠点は日本であるが、サプライチェーンで重要なパートナーであるアジア各国（中国、台湾、韓国等）

との連携も図っている。 

 

3.4.3. Automotive linux 

自動車メーカー、サプライヤ等が自動車のアプリ向けの Linux ベースのプラットフォームを構築しデファクト標

準を目指すプロジェクトである。トヨタ自動車、パナソニック（プラチナ）等が参画している83。 

「コネクテッドカー」向けの Linux のソフトウェアアーキテクチャについて 2018 年 6 月に最終版のドキュメント

を出している。複雑化する自動車のソフトウェアの中で特にサードパーティーソフトが脆弱性リスクを高める要

因になっているとし、仮想化環境によるマルチレベルのセキュリティ確保を提唱している。 

 

 

図 17：「コネクテッドカー」向けの Linux のソフトウェアアーキテクチャに関するドキュメント84 

 

3.4.4. SPDX（ソフトウェアパッケージデータ交換） 

SBOMの策定、更新及びOSS上のライセンス管理支援（リスト提供等）を支援するプロジェクトである。

                                                   
82 OpenChain Japan Work Group (JWG) Wiki 

https://wiki.linuxfoundation.org/openchain/openchain-japanese-working-group 
83 Automotive linux  Webサイト 
https://www.automotivelinux.org/ 
84 https://www.automotivelinux.org/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/agl_software_defined_car_jun18.pdf 
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Linux Foundation の支援を受け、コミュニティへの参加もオープンである85。 

SPDX はライセンス、著作権、セキュリティ等のソフトウェアの構成要素（bill of material）についてのオ

ープンな標準で、Linux Foundation が支援する SPDX Working Group が策定した。ライセンスの登録、

管理が中心となっている。 

 

図 18：SPDX ファイルの構成要素86 

 

3.4.5. OSDN（Open source development network） 

オープンソースソフトウェア開発者に向け無料で利用できる世界規模でのソフトウェア/ファイル配信ネットワ

ークを提供している87。個人、企業によるオープンソース活動の拠点としても利用されている。 

OSS のソフトウェア配布と開発環境を提供する基盤となっている。セキュリティに関する情報は、同サイト上

の Wiki 上に投稿されていることが確認される。 

 

                                                   
85 SPDX Webサイト （コミュニティ） 
https://spdx.org/participate 
86 https://spdx.org/sites/cpstandard/files/pages/files/spdxversion2.1.pdf 
87 OSDN Webサイト 

https://ja.osdn.net/ 
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図 19：脆弱性対策（対応済）の画面88 

 

積極的な脆弱性対応は確認できなかったが、「チケット」と呼ばれる統合サポート管理ツールがプロジェクト

運用向けに提供されており、バグレポート、サポート等を簡易に報告、回答することが可能である。 

 

 

図 20：「チケット」によるバグ情報の入力画面89 

 

                                                   
88 https://ja.osdn.net/projects/terasoluna/wiki/StrutsPatch2-EN 
89 https://ja.osdn.net/ticket/newticket.php?group_id=10743&type=27984 
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3.4.6. Open Source Initiative 

「オープンソース」の利益を啓発、支持し、オープンソースコミュニティの様々な人達との橋渡しを目的に、国

内外の数多くの OSS コミュニティの支援機能も果たす90。 

各コミュニティにとってオープンソースの定義が有用となるように維持する活動、およびオープンソースソフトウェ

アがオープンソースの定義に準拠するか認証する活動等を行っている。2015 年にセキュリティに係る関係団

体 Open Information Security Foundation が加わった91。 

 

3.4.7. Apache Software Foundation 

Web サーバソフトウェアである Apache HTTP Server 開発のために発足したが、現在はそれ以外も数

多くの OSS プロジェクトをサポートするコミュニティである。 

Apache Software Foundation のプロジェクトにフォーカスを置くとしながらも、その開発基盤は様々な

ソフトウェア開発に有用として、オープンソースコミュニティに公開されている。2019 年 3 月時点のトップレベル

のプロジェクト数は 199 存在し、脆弱性の報告先のセキュリティチームも存在する。 

 

 

図 21：プロジェクト毎のセキュリティに関する情報提供ページと脆弱性報告先の一覧92 

 

セキュリティチームによって、Apache プロジェクトにセキュリティ問題に関する援助と助言を提供し、セキュリ

ティの脆弱性の取扱の調整機能を提供している。ただ、一般メンバーにはメーリングリスト、wiki を通じて脆弱

                                                   
90 Open Source Initiative Webサイト 

https://opensource.org/ 
91 https://oisf.net/ 
92 Apache Software Foundation Webサイト 

https://www.apache.org/security/projects.html 
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性の報告を行う形式である。 

 

 

図 22：脆弱性に対する処理プロセス93 

 

3.4.8. 日本 OSS 推進フォーラム 

日本における情報システムのユーザー、ベンダー、学識経験者の有識者が参集し、OSS の活用上の課題

について、自由な立場で議論し、課題解決に向けての取り組みを行う94。 

フォーラムでは、クラウド技術部会、ビッグデータ部会、アプリケーション部会、広報部会の 4 つの部会と技術

開発・評価 WG、標準化・認証研究 WG、適用推進 WG の 3 つのワーキンググループ （WG）から構成

され、分野別に活動を行っており、セキュリティに関する講習なども行われている。 

 

                                                   
93 http://apache.org/security/ 
94 日本 OSS推進フォーラム Webサイト 

http://ossforum.jp/ 
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図 23：セキュリティに関する講習ページ95 

 

3.5. その他 

3.5.1. BSA（International Cybersecurity Framework）  

BSA は正規ソフトウェアの使用を促進するコンプライアンスプログラムを先導するグローバル組織である96 。 

2018 年 4 月に主に政府向けに、International Cybersecurity Framework を公表した。ソフトウェア

脆弱性についても、情報共有、政府調達時の留意事項等様々な形で言及がある。 

 

 

図 24：International Cybersecurity Framework のコンテンツ97
  

                                                   
95 http://ossforum.jp/node/1006 
96 BSA webサイト 

https://www.bsa.org/ 
97 https://www.bsa.org/news-and-events/news/2018/april/en-04252018-bsa-releases-international-cybersecurity-

framework?sc_lang=en-US 
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4. ソフトウェアの利活用に係るセキュリティリスクや課題の抽出 

 

4.1. OSS を取り巻く課題、リスク 

4.1.1. 概要 

「オープンソースソフトウェア」（OSS）は、公にアクセス可能なコードを使用して開発され、すべての人が見

て読むことができるように共有および公開されたソフトウェアの用語である。 

OSS とオープンソースコードは、公営企業と私企業の両方で使用されており、いくつかの理由で魅力的な

選択肢である。まず、オープンソースソフトウェアは無料で、ライセンス料なしで提供される。第二に、OSS は、

脆弱性について徹底的に分析され、対処されているため、クローズドソース（または私有）ソフトウェアよりも

安全性が高く、識別された脆弱性は直ちに共有される。第三に、OSS は誰でもコードにアクセスできることを

意味する。そのため、公的企業でも民間企業でも、民間ベンダーの行動に頼ることなくコードと最終製品に直

接修正とパッチを実装できる。 

最後に、政府はまた、オープンソース技術がその機関内の技術よりも早く進歩するため、この種のソフトウェ

アを使用する動機を持っている。OSS を採用することで、政府はソフトウェアの調達に対処することなく最新の

技術に遅れないようにすることができる。 

 

4.1.2. OSS の脆弱性への懸念 

OSS を実装することには利点があるが、OSS を採用する企業が脆弱になることもある。人気があり広く使

用されているオープンソースコードは多くの人々によって監視されているが、小規模なオープンソースコードはコミ

ュニティの多くを持っていないか、それを精査していない。一部のプロジェクトには、問題を見つけて解決するた

めのメカニズムがない。 

このように、脆弱性が存在する可能性があり、彼らの知らない間に公共および民間の両方の組織に重大

なリスクをもたらす。実際、開発者は、コードにどのようなコンポーネントが含まれているのか、またはそれらのコン

ポーネントがソフトウェアに何回繰り返されているのかわからないことがよくあり、たとえば、2018 年の Equifax

違反は Apache Struts オープンソースソフトウェアの脆弱性を含んだため、業界全体にパッチが開発され広

められたが、Equifax は Apache Struts の脆弱なコードのすべてのインスタンスを見つけることができなかっ

た。 

さらに、2017 年の Veracode レポートによると98、自社の製品やアプリケーションに組み込まれているコン

ポーネントを特定するために定期的な分析を行っている組織は 28％にすぎない。一般的なライブラリにはパッ

チや既知の脆弱性が文書化されている可能性があるが、その脆弱なコンポーネントがあるレベルの製品に存

在することを認識していない開発者もいる。 

                                                   
98 https://www.veracode.com/resources?assettype=state-of-software-security; https://www.csoonline.com/article/315

7377/open-source-software-security-challenges-persist.html 
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オープンソースサプライヤ側では、Snyk の 2019 年のオープンソースセキュリティの報告によると、4 人に 1

人のオープンソースメンテナが彼らのソースコードを監査していない。（昨年監査を実施していないと認めた

44％からは改善した）99 。  セキュリティ監査は、ベストプラクティスとセキュリティテストのレビューとして機能し、

アプリケーションの脆弱性を検出して軽減するために不可欠である。 

セキュリティリスクの監査は、公開リスクやデータ漏えいのリスクを減らすために、開発の早い段階で定期的に

行う必要があるが、オープンソースコミュニティで監査を義務付けることはできない。場合によっては、オープンソ

ースサプライヤが何らかの形のコードセキュリティを提供するように動機付けられていても、専門知識を持ってい

ない人が多くいる。Snyk のレポートでは100、オープンソースのメンテナの 70％が安全でありたいと主張したが、

スキルが不足していると感じた。2018 年の Snyk のレポートでは、セキュリティ監査を作成するためにさえも高

いレベルのセキュリティノウハウを持っていると感じたメンテナはわずか 17％であった。    

さらに、定期的に監査されているコードであっても、脆弱性を見つけることは長期的かつ継続的なプロセスと

なる。アプリケーションライブラリに導入された脆弱性が一般に公開されるまでには平均 2.53 年かかる101。 サ

イバー攻撃が最初に脆弱性を特定した場合は、悪意のあるコードをライブラリに埋め込むことで、特定の用途

にライブラリをインポートする際に政府機関や民間組織に侵入するという利点があるが、脆弱性が見つかった

場合、オープンソースプロジェクトのセキュリティを文書化する標準的な方法はない。GitHub のトップ 40 万の

パブリックリポジトリで、セキュリティ文書を持っていたのは 2.4％だけであった102。 

たとえ脆弱性が広く文書化されていたとしても、オープンソースコードとソフトウェアプロバイダはそのコードをす

べてのユーザーに知らせる方法がない。Black Duck の戦略担当副社長によると、オープンソースコミュニティ

は、誰がそのコンポーネントを使用しているのかわからないという103 。開発者が古いプロジェクトで使用されてい

るライブラリを見直すことはめったになく、サプライヤはこれらの開発者に連絡することを知らないため、多くの修

正が実装されない。さらに、サプライヤがパッチを作成して開発者がそれを知っていても、最新バージョンのコー

ドが新製品に準拠していないか互換性がないため、ソフトウェアを更新できない。   

政府は OSS の脆弱性に関する特定の課題に直面している。議会が 2018 年のに可決したことで  国防

省はオープンソースに進出することができるようになった104 。政府はカスタムソフトウェアの重複購入を回避し、

連邦機関間でのイノベーションとコラボレーションを促進することができるが、アメリカの軍事システムと政府機関

の運用方法を外国の団体やサイバー上の敵が垣間見ることもできる105。 

 

                                                   
99 https://snyk.io/blog/open-source-maintainers-want-to-be-secure-but-70-lack-skills/ 
100 https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html 
101 http://www.govtech.com/pcio/articles/Growth-in-Open-Source-Leaves-Government-Exposed-to-Vulnerabilities.ht

ml 
102 https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html 
103 https://devops.com/devops-chats-mike-pittenger-black-duck-software-open-source-devops/ 
104 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2810/actions 
105 https://www.theverge.com/2017/11/14/16649042/pentagon-department-of-defense-open-source-software 
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4.1.3. 公的部門及び民間部門における OSS の普及 

OSS は、地方自治体、州および連邦政府ならびに民間部門で採用されている。州や地方自治体は、ソ

フトウェア開発時間と費用の両方を節約することができ、またその技術的進歩が特定のプロジェクトの範囲と

能力を向上させることを意味するため、OSS に注目している
106

。 

地方自治体及び州政府における OSS の採用事例としては、2012 年に州政府がすべての機関に OSS

を検討してから市販のソフトウェアを購入することを義務付ける法律を可決したことが挙げられる
107

 。また、カ

リフォルニア州では、州政府機関がアプリケーションまたはソフトウェア開発に OSS を使用することを許可する法

律を 2010 年に可決した
108

。ホノルルの市と郡の両方で、Linux のようなオープンソースディストリビューショ

ン、GNU のソフトウェア開発ツールそして Node.js のような言語がアプリケーション開発に使用されている 108。

ホノルルの CIO は、GitHub のような未検証のソースからのコードを管理するリポジトリに頼らず、Google、

Apache、Linux Foundation、MongoDB、Python、OpenSSL のソフトウェアを信頼していることを明ら

かにした。これらのソースからのソフトウェアを使用している場合は、セキュリティリリースノートに頼る必要はない

108。  

民間部門では、一部のソフトウェア開発プロジェクトをオープンソースモデルに移行した 108。オープンソースの

生産性向上ソフトウェア、管理者と開発者向けのツール、およびソフトウェアを構築するためのさまざまなコード

ライブラリの利用が増えた
109

。商用ソフトウェアの 96％は、ある程度のオープンソースコードで構築されている

110
。GitHub は、2018 年の新規ユーザー増加数が最初の 6 年間の合計数よりも多いと報告した

111
。プ

ラットフォーム上に作成された新しい組織や新しいリポジトリも 40％増加し、すべての言語エコシステムでイン

デックスが作成される割合が増加した
112

。  

連邦政府は、NDAA の採択にあたり OSS を使用する権限を与えられた機関として、ペンタゴンと国防総

省（ただし、暗号化や復号化中継コマンド等のために設計されたコードは除外）も含めている
113

 。政府は

                                                   
106 http://www.govtech.com/pcio/articles/Growth-in-Open-Source-Leaves-Government-Exposed-to-Vulnerabilities.

html  

107 http://www.govtech.com/pcio/New-Hampshire-Law-Open-Source.html  

108 http://www.govtech.com/pcio/articles/Growth-in-Open-Source-Leaves-Government-Exposed-to-Vulnerabilities.

html  

109 https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html 

110 https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html 

111 https://res.cloudinary.com/snyk/image/upload/v1551172581/The-State-Of-Open-Source-Security-Report-2019-S

nyk.pdf 

112 同上 

113 https://www.theverge.com/2017/11/14/16649042/pentagon-department-of-defense-open-source-software 

http://www.govtech.com/pcio/articles/Growth-in-Open-Source-Leaves-Government-Exposed-to-Vulnerabilities.html
http://www.govtech.com/pcio/articles/Growth-in-Open-Source-Leaves-Government-Exposed-to-Vulnerabilities.html
http://www.govtech.com/pcio/New-Hampshire-Law-Open-Source.html
http://www.govtech.com/pcio/articles/Growth-in-Open-Source-Leaves-Government-Exposed-to-Vulnerabilities.html
http://www.govtech.com/pcio/articles/Growth-in-Open-Source-Leaves-Government-Exposed-to-Vulnerabilities.html
https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html
https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html
https://res.cloudinary.com/snyk/image/upload/v1551172581/The-State-Of-Open-Source-Security-Report-2019-Snyk.pdf
https://res.cloudinary.com/snyk/image/upload/v1551172581/The-State-Of-Open-Source-Security-Report-2019-Snyk.pdf
https://www.theverge.com/2017/11/14/16649042/pentagon-department-of-defense-open-source-software
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いくつかの大規模プロジェクトで OSS を広く使用している。たとえば、住宅ローンや家賃の支払いに苦労する

市民に対しては、近くの無料の住宅相談員を見つけるために消費者金融保護局によって構築されたオープン

ソースツールを提供している。性的暴行の被害者はオープンソースの Web サイト NotAlone.gov を使用可

能である。学生は、大学を見つけるためのデータと API が構築された College Scorecard を使うことができ

る。ジャーナリストはオープンソースを使って構築された data.gov にアクセスすることができる
114

。 

 

4.1.4. 脆弱性への取り組み主体 

オープンソースのセキュリティソフトウェア会社は、無料または営利目的でオープンソースのスキャンサービスを

提供している。例えば Synopsys は Coverity Scan を管理している。これはオープンソースコードの欠陥を

スキャンする無料サービスである。Synopsys は彼らのスキャンプロジェクトに参加する約 7 億 5000 万行の

オープンソースコードを保持しており、その結果、110 万もの欠陥が識別された115。 

Black Duck Software、Inc.は、55 万以上のプロジェクトで 100 億行以上のオープンソースコードを追

跡している116 。Snyk は、オープンソースライブラリのセキュリティ問題の兆候をリリースノートや GitHub、

Apache の問題追跡システムを調べて調査し、その結果を脆弱性データベースと、（可能であれば）CVE リ

ストに公開している117。Veracode は、企業のバイナリコードを National Vulnerability Database と照

合して脆弱性スキャンを実施している。また、意識していなくても、使用している可能性のあるアプリケーション

を見つけるために企業をスキャンしている118。 

エージェントがエンドポイントデバイスにエージェントをインストールすることによって社内で実行されているもの

を見つけることを可能にするネットワークツールも存在している119 。ただし、エージェントがどこにもインストールさ

れていない場合は盲点がある。スキャンは継続的に実行される必要があり、企業は脆弱性についてアプリケー

ションをチェックして再チェックする必要がある120。 

連 邦 政 府 は 、 Common Vulnerability Enumeration （ CVE ） リ ス ト お よ び National 

Vulnerability Database（NVD）を後援することにより、これらの脆弱性を解決している。2017 年には、

8,000 を超える新しい脆弱性が CVE リストに追加された。しかし、CVE を取得するのは複雑なプロセスにな

る可能性がある121 。CVE を取得するには、数週間または数ヶ月間期間がかかることもある。また、全ての脆

弱性を取得できるわけではなく、2015 年には、CVE-ID を取得できない脆弱性が 6,000 を超ほど存在し

た。2018 年 8 月の下院エネルギー商取引委員会は一連の公聴会の後、国土安全保障省（DHS）に

                                                   
114 https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/03/09/leveraging-american-ingenuity-through-reusable-and-op

en-source-software 
115 https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html 
116 https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html 
117 https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html 
118 https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html 
119 https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html 
120 https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html 
121 https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html 

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/03/09/leveraging-american-ingenuity-through-reusable-and-open-source-software
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/03/09/leveraging-american-ingenuity-through-reusable-and-open-source-software
https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html
https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html
https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html
https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html
https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html
https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html
https://www.csoonline.com/article/3157377/open-source-software-security-challenges-persist.html
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CVE プログラムを契約ベースの資金調達モデルから DHS 予算の PPA（プログラム、プロジェクト、または活

動）の項目に移行するよう要請した122。CVE プログラムを PPA にすることで、CVE プログラムの目標が短期

プロジェクトに左右されなくなり、安定した資金を受けられるようになることが期待される123。 

州および地方自治体は、脆弱性を軽減するための独自の方法を有している。たとえば、カリフォルニア州で

は、各部門が、オープンソースソフトウェアがシステム開発ライフサイクルとシステム開発者テストの両方を必要

とするソフトウェア管理ライセンスとセキュリティプラクティスに準拠していることを確認する責任がある。ホノルルは、

ソフトウェアセキュリティ通知について脆弱性監視サービスと国土安全保障省などの機関とのパートナーシップ

に依存している124。  

セキュリティ会社 WhiteSource の CEO、Rami Sass 氏は、政府機関はオープンソースのセキュリティ体

制を改善するために 3 つのステップを踏むことができると述べている。最初のステップは、オープンソース管理プロ

セスを自動化することと、オープンソースコミュニティが情報を共有の際に脆弱性を迅速に修復することである。

次に、リアルタイムの品質の問題に関するセキュリティ通知にソフトウェア構成分析ツールを使用することを勧め

ている。最後に、ソフトウェアエンジニア自身が自身のプロジェクトで実行する前にオープンソースソフトウェアを

使うことのリスクを比較検討する必要があるものであるということを理解していることであると説明している
125

。 

 

 

4.2. 勉強会の開催 

関係企業が参画した勉強会を 2 月 26 日、3 月 20 日の 2 回開催した 

 

4.2.1. 第 1 回会合 

 

(1) 日時 

2019 年 2 月 26 日（火）9:30～12:00 

(2) 場所 

経済産業省内会議室 

(3) 議事概要 

事務局から NTIA の動向等に関する状況報告を行うとともに、関係各社からソフトウェアの脆弱性に関す

                                                   
122 https://www.csoonline.com/article/3300753/congress-pushes-mitre-to-fix-cve-program-suggest-regular-reviews-a

nd-stable-funding.html  
123 https://www.csoonline.com/article/3300753/congress-pushes-mitre-to-fix-cve-program-suggest-regular-reviews-a

nd-stable-funding.html 
124 http://www.govtech.com/pcio/articles/Growth-in-Open-Source-Leaves-Government-Exposed-to-Vulnerabilities.ht

ml  
125 http://www.govtech.com/pcio/articles/Growth-in-Open-Source-Leaves-Government-Exposed-to-Vulnerabilities.ht

ml 

https://www.csoonline.com/article/3300753/congress-pushes-mitre-to-fix-cve-program-suggests-regular-reviews-and-stable-funding.html
https://www.csoonline.com/article/3300753/congress-pushes-mitre-to-fix-cve-program-suggests-regular-reviews-and-stable-funding.html
http://www.govtech.com/pcio/articles/Growth-in-Open-Source-Leaves-Government-Exposed-to-Vulnerabilities.html
http://www.govtech.com/pcio/articles/Growth-in-Open-Source-Leaves-Government-Exposed-to-Vulnerabilities.html
http://www.govtech.com/pcio/articles/Growth-in-Open-Source-Leaves-Government-Exposed-to-Vulnerabilities.html
http://www.govtech.com/pcio/articles/Growth-in-Open-Source-Leaves-Government-Exposed-to-Vulnerabilities.html


78 

 

る課題認識や取り組んでいる内容の報告が行われた。 

 

4.2.2. 第 2 回会合 

 

(1) 日時 

2019 年 3 月 20 日（水）9:30～12:00 

(2) 場所 

経済産業省内会議室 

(3) 議事概要 

関係各社からソフトウェアの脆弱性に関する課題認識や今後の官民の取り組み内容に関して議論が行わ

れた。 

 

 

4.3. 検討課題 

4.2 にて説明をした勉強会においてあげられた検討課題について整理を行った。 

 

(1) 検討対象 

以下のような課題を特に重要なものとして検討対象とした。 

 

 利活用するソフトウェア、ソフトウェア部品の脆弱性管理 

 利活用するソフトウェアのライセンス（GPLV3 等）に伴う課題 

 サプライチェーン上のサプライヤとの連携 

 OSS コミュニティとの連携 

 ソフトウェアのセキュリティリスクに対応するための企業内の体制 

 ソフトウェアの信頼性担保に求められる技術的課題 

 利活用するソフトウェアの安全性を認証するための認証機関の必要性 

 

(2) 課題意識 

勉強会で議論されたソフトウェア管理に関する課題、問題意識を以下に示す。 
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利活用するソフトウェア、ソフトウェア部品の脆弱性管理について 

 定期的に自社製品に脆弱性診断をかけているため、主要な OSS ソフトウェアは把握しているが、そ

れなりの頻度で、認識外の OSS が動いていることがある。 

 ドキュメントベースのソフトウェア管理は、性善説的に作成者のモラルに基づく。作成されたドキュメント

を継続的に拡充するスキームを追加する必要がある。 

 セキュリティ対策と利便性はトレードオフである。一例として、1 年以上パッチが出されていない PC 周

辺機器は危険である可能性があるため、全てネットワークから切り離すといった対応が取られることも

ある。 

 脆弱性が発生しやすいソフトウェアは、言い換えてしまえば出来が良いソフトウェアである。出来が良い

ゆえに、大量に使用されることで、影響が大きくなっている。ソフトウェアの選択にあたって、脆弱性の

発生を避けることを主眼に置くと、出来が悪いソフトを選定することに繋がる可能性もあるため、脆弱

性を意識すべき段階はソフトウェアの選定段階ではなく、運用段階である。 

 

利活用するソフトウェア、ソフトウェア部品の脆弱性発見時の対応について 

 OSS の脆弱性が発見された際に自社製品の安全性を判断することが、非常に手間がかかり、大変

である。 

 OSS のバージョンアップへの対応も大きな手間となっている。 

 債権法が改正されることで、瑕疵発見から最長で 10 年間損害賠償を受ける可能性がある。責任

分解や対応方策の解明など確認に手間がかかる。 

 個々の製品によって、同じ OSS でも使われ方が異なるので、脆弱性発見時の対処方法等で共有

できる情報がそれほど多くない。 

 

サプライチェーン上のサプライヤとの連携について 

 開発ベンダーからは ECU やバイナリコードで納入される場合など、ソースコードは必ずしも取得できる

わけではない。バイナリコードを解析すれば大体のことは判明するが、全てを把握できるわけではない

ため、最終的に製品としての動作を検査することが重要となる。 

 ソースコードの公開について議論はされているが、課題が山積している。 

 開発委託先に脆弱性対策を含めた対応を依頼すると、人手不足のため、仕事自体を断られる場

合がある。 
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ソフトウェアの信頼性担保に求められる技術的課題について（ツール化、自動化） 

 OSS はソースがあるので、最悪全てのソースを確認すれば使われているコンポーネンツは把握できる。

それをツール化し、情報生成することができれば、OSS はむしろ管理しやすい。 

 ソフトウェアライフサイクルの中でクリティカルなものを判別できるようなデータ構造をつくり、レポジトリ等と

連携させながらツールで管理することが現実的である。（OSS は、タグとしての SBoM のようなもので

管理する） 

 ライフサイクルさえ確立すれば、ツールは誰かが作ってくれると予想できるため、良い方向になるのでは

ないか。手動管理から自動管理の方向に進むだろう。 

 自動化ツールはまだ難しい面があるが、究極的には目指したい。そういったツールによるお墨付きがあ

れば、脆弱性は問題ないという認識を一般化させられれば良いのではないか。 

 

利活用するソフトウェアの安全性を認証するための認証機関の必要性について 

 安全性に絶対はないため、脆弱性の検知など自動化ツールの評価結果に対する一定の信頼性に

対して、業界でコンセンサスをとるなど、安全性の判断基準に関する認識を一般化させたい。 

 社会的に IoT、IT システムはここまで出来ていれば安全であるというトップダウンの指針が必要なので

はないか。 

 

SBOM の活用について 

 低コストで開発ができるから OSS を使用しており運用面にフォーカスしていないベンダーが多いのも事

実である。そのような現場に SBOM が浸透してくのか疑問である。 

 SBOM は、情報がリッチであり、作成・管理する事に負荷がかかる可能性がある。必要最小限の情

報は何であるかを議論し、扱い易いように情報の構成を検討する必要がある。 

 SBOM は標準化の一種であり、トップダウンの手法である。トップダウンの手法だけではなく、ボトムアッ

プやミドル層の取り組みも必要である。 

 

(3) 勉強会における議論の考察 

 

利活用するソフトウェア、ソフトウェア部品の脆弱性管理については、一部統一された枠組みがある状況で

はあるが、各企業、組織共に個々の活動に強く依存しており、協調領域として取り組むべき課題である。特

に、利活用するソフトウェアに脆弱性が発見された場合、対応に大変な労力がかかることが共有されており、

その軽減につながる取り組みが期待される。 
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一つの期待として、SBOM の統一的な運用があげられるが、SBOM の作成・管理に更なる負荷がかかる

可能性があり、その情報構成については更なる検討の余地がある。また、SBOM に対する期待や要求を、国

際的な議論の場（NTIA 等）にあげることによって、グローバルな連携をとることも重要である。 

他にも、利活用するソフトウェアの脆弱性管理におけるツール化・自動化や OSS コミュニティの更なる活用

等、様々な期待はあるが、前提として、利活用するソフトウェアに対して、どういった対処を行えば十分といえる

のか、といった基準の明確化やコンセンサスが必要となってくる。これらが明確になることで、技術面でも運用面

でも理想と現実のギャップを把握することが出来るため、議論が進展すると考えられる。 

各企業、各組織において対応が手探りである中で、これらの検討やコンセンサス形成を促すために、引き

続き今年度実施した勉強会と同様の情報共有の場を継続・発展させることは大きな意味を持つと考えられ

る。 
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