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Ⅰ．「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」の

公表と背景・目的 
 

金融庁は、平成 27 年 7 月 2 日、「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向け

た取組方針」（以下「本取組方針」という）を公表した1。その背景と目的は次のとおり

である。 

 

≪背景≫ 

近時、日本の金融システムにおいては、 

(i) イノベーションの進展に合わせたインターネットの利用拡大 

(ii) サイバー攻撃の高度化（手口の巧妙化、攻撃技術へのアクセスの容易化） 

(iii) サイバーテロの脅威の高まり（経済目的ではなく社会秩序を混乱させる目的での

サイバー攻撃） 

に伴い、サイバーセキュリティ確保が非常に重要となっており、また、海外で発生して

いるサイバー攻撃事案の中には、金融システムの信頼の点から無視できない大規模なも

のも発生している2といった背景がある。 

 

≪目的≫ 

これらの状況を踏まえ、金融庁として、金融分野へのサイバー攻撃の脅威に対抗すべ

く今後取り組むべき方針を明らかにし、金融機関、金融サービス利用者及び関係機関と

問題意識を共有するものが、本取組方針である。 

 

                                                        
1  金融庁ウェブサイト：http://www.fsa.go.jp/news/27/20150702-1.html 
2  証券会社や医療保険会社において数千万件単位の顧客情報漏えいや銀行 ATM の大規模停止などの

事例が発生している。 
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Ⅱ．FinTech との関係 
 

FinTech（金融とテクノロジーの新たな融合により生まれる、 ICT（ Information 

Communication Technology）を活用した革新的な金融サービス事業）は、今のところ

IT ベンチャー企業を中心にスタートアップされており、その事業内容としても、例えば、

電子商取引、スマートデバイスの開発、ユーザインターフェース・電子プラットフォー

ムの提供、モバイル送金・オンライン決済、クラウドファンディング等のクラウドを利

用した金融サービス、仮想通貨・暗号通貨関連業務、AI（人工知能）やビッグデータを

活用したマーケティング・リスクマネジメント・顧客チャネル展開等、検索システムと

連動したサービス、端末用アプリケーションの開発など、コンピュータシステムやイン

ターネット等のオープンな情報通信ネットワークが重要な役割を果たすことが多い。 

このような状況は、上記(i) の「イノベーションの進展に合わせたインターネットの

利用拡大」にも含意されているが、FinTech が安全性・安定性の高い仕組みとして成長

していくためにも、サイバーセキュリティ強化は必須であり、また、FinTech という事

業そのものとしても、サイバーセキュリティ強化をサポートするセキュリティ関連事業

が発展することが期待され、実際にそれが見込まれるところでもある。 

 

Ⅲ．本取組方針の概要 
 

1．金融分野のサイバーセキュリティとして対処していくスコープ 
 

本取組方針では、現下想定されるサイバーセキュリティに係る脅威を類型化し、次

表のとおりスコープが整理されている。なお、実際にはこれらの複数の組合せや新た

な脅威の発生も考えられる点に留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（金融庁資料「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針（概要）」より抜粋） 
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2．5 つの方針 
 

金融庁は、本取組方針の中で、行政当局の立場から金融分野のサイバーセキュリテ

ィ強化に貢献するために取り組む項目として次の 5 つを示している。 

 

① サイバーセキュリティに係る金融機関等3との建設的な対話と一斉把握 

② 金融機関等同士の情報共有の枠組みの実効性向上 

③ 業界横断的演習の継続的な実施 

④ 金融分野のサイバーセキュリティ強化に向けた人材育成 

⑤ 金融庁としての態勢構築 

 

以下、5 つの方針に関連して、金融機関等において対応が必要な主な事項について

解説する。 

 

Ⅳ．金融機関等において対応が必要な主な事項 
 

1．アンケート調査、モニタリング（監督・検査）への対応 
 

金融庁は、①の「サイバーセキュリティに係る金融機関との建設的な対話と一斉把

握」の施策の一環として、金融機関等ごとのサイバーセキュリティ管理態勢の取組状

況やその実効性について実態把握を行い、各業態の課題について分析を行うため、全

ての金融業態等に対してアンケートも活用した実態把握を今年中に実施する、として

いる。 

アンケートの項目は次表のとおりであり、サイバー攻撃への対処を行う各ステップ

ごとにいかなる対応が取られているか確認されることになる。回答期限までの時間は

自ずと限られるため、金融機関等においては、アンケート調査に備え、所管部署間（ア

ンケート項目は、経営企画部門、法務・コンプライアンス部門、顧客保護等管理部門、

システム管理部門、内部監査部門等、複数の部署の所掌にまたがるのが通常と思われ

る）の連携のあり方や手順等について、あらかじめすり合わせを行っておく方がよい

であろう。 

また、調査の結果は、金融機関等にフィードバックすることで自己点検を促すとと

もに、モニタリング（監督・検査）に活用するとされており、金融機関等においては、

フィードバックを踏まえて、自社の弱点を分析・評価し、サイバーセキュリティ態勢

―業務継続（BCM）態勢、情報セキュリティ態勢、顧客保護等管理態勢など―の改善

に取り組む必要がある。 

 

                                                        
3  金融機関及び金融市場インフラを指す。以下同じ。 
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（金融庁資料「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針（概要）」より抜粋） 

 
2．「共助」の枠組みへの参加・協力・活用 

 

②の「金融機関等同士の情報共有の枠組みの実効性向上」の内容としては、金融庁

は、 

 金融機関に対して、情報共有機関（金融 ISAC 等）を活用した情報収集・提供、

取組み高度化（脆弱性情報の迅速な把握・防御技術の導入等）の意義について、

機会を捉えて引き続き周知 

 業界団体等（CEPTOAR）を通じた情報提供も、内閣サイバーセキュリティセ

ンター（NISC）から発信されたものに限らず、金融庁から提供すべき情報が

あれば、積極的に発信 

 金融情報システムセンター（FISC）が、本年 6 月に安全対策基準4を抜本強化

した上で、基準の解釈に関する金融機関等からの問合せへの回答を「サイバー

セキュリティ参考情報」と整理し、公表しており、その活用を期待 

といった、いわば「共助」を促進する施策を打ち出している。 

金融機関等としては、これらの枠組みに積極的に参加・協力し、活用することで、

先進的な金融機関等が実施しているセキュリティ管理に関するスキル・ノウハウ、他

の金融機関等が攻撃を受けた手法や業界共通のリスクへの対処法などの共有が可能

となる。その際、参加金融機関等は、Give and Take の関係を構築できるよう、自ら

積極的な情報等の提供に努めるべきである。 

 

3．サイバー攻撃等を想定した演習・訓練の実施 

 
金融庁は、③の「業界横断的演習の継続的な実施」については、 

                                                        
4  「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書」のサイバーセキュリティに関する記述 
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 サイバー攻撃への対応能力の向上には、演習を通じて実戦能力を涵養しつつ、

対応態勢等の確認を行い、PDCA サイクルを回すことが有効 

 海外でも行われている演習事例を参考にしつつ、当局等の関係者を含めた業界

横断的演習を速やかに実施するべく、早急に具体的方法（実施主体（他省庁・

関係機関との連携を含む）、演習の目的、シナリオの内容等）を検討する 

としている。 

もとより、金融機関等は、サイバーセキュリティ強化の一環として、自らの規模・

特性や置かれた環境等に応じた演習・訓練を各自で実施する必要があるが、実際にサ

イバー攻撃等を受けた場合には、自社内で対応が完結するとは限らず、関係機関（金

融庁・情報共有機関・他の金融機関等）との情報連絡、対応協議その他の連携を行う

必要も生じ得る。そういった事態に備える意味でも、金融機関等としては業界横断的

演習に積極的に参加し、有事の連携手順等を確認するとともに、サイバーセキュリテ

ィ攻撃等への対処のスキル・ノウハウの獲得など、自社のサイバーセキュリティ態勢

の向上に活用することが求められる。 

 

4．サイバーセキュリティに係る人材の育成 

 

④の「金融分野のサイバーセキュリティ強化に向けた人材育成」は、金融庁と金融

機関等の双方で取り組むべき課題である。 

金融機関等においては、セミナーや研修への参加を通じた専門知識等の習得に、管

理者や担当者だけでなく、経営陣も努める必要がある。また、計画的なキャリアプラ

ンに基づく社内人材の育成、外部からの人材の招へい（中途採用）なども含め、サイ

バーセキュリティに係る人材の育成・配置等を人事戦略と位置づけ、重要な経営課題

として取り組んでいく必要がある。 

 

5．サイバーセキュリティに係る情報のアップデート 

 

最後に、⑤の「金融庁としての態勢構築」は、基本的に、金融庁内における組織体

制等の取組みの話ではあるが、「サイバー攻撃の手口の高度化・巧妙化が進み、どれ

だけ予め対策を講じたとしても被害を受けてしまうことは生じ得るとの状況を踏ま

えて、金融庁の立場から、金融システム全体での強靭性を高めるべく、①～④の他に

も金融機関等のサイバーセキュリティ強化を支援していく方策がないか、不断に検討

していく」とされている。 

その検討結果が、今後、業界団体等（CEPTOAR）に対する情報提供や要請、ある

いは監督指針の改定などによって金融機関等に伝達されることも想定されるところ

であり、金融機関等としては、引き続き金融庁等からの情報発信にアンテナを張りな

がら、サイバーセキュリティに係る情報のアップデートを図る必要がある。 
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文献情報 
 論文    「大口信用供与等規制の見直しに関する銀行法施行令、銀行法施行 

規則等の改正の概要」 

掲載誌   金融法務事情 2016 号 2015 年 4 月 25 日号 

著者    矢田 悠 (共著) 

 

 本     『続 Q&A そこが知りたい これからの金融モニタリング』 (2015 

年 4 月 30 日刊) 

出版社   株式会社きんざい  

著者    江平 享 (編著)、石川 貴教、池田 和世 (著) 

 

 論文    「実務相談 銀行法[第 41 回]銀行の業務範囲(17)付随業務⑦」 

掲載誌   金融法務事情 2017 号 2015 年 5 月 10 日号 

著者    小田 大輔 (共著) 

 

 本     『金融商品取引法 資本市場と開示編 〔第 3 版〕』 (2015 年 7 月

刊) 

出版社   株式会社商事法務 

著者    中村 聡、鈴木 克昌、峯岸 健太郎、根本 敏光、齋藤 尚雄 (共著) 

 

 論文    「実務相談 銀行法[第 42 回]銀行の機関等(1)銀行の組織・機関、 

取締役等の兼職制限など」 

掲載誌   金融法務事情 2021 号 2015 年 7 月 10 日号 

著者    小田 大輔 (共著) 

 

NEWS 
  Chambers Asia-Pacific Awards 2015 にて受賞しました 

2015 年 5 月 4 日に香港で行われた、Chambers Asia-Pacific Awards 2015 にて、

当事務所は Japan National Law Firm of the Year を受賞しました。 

 

  The Sixth Edition of Best Lawyers in Japan にて高い評価を得ました 

Best Lawyers（ベスト・ロイヤー）による、The Sixth Edition of Best Lawyers in 

Japan に当事務所の弁護士 57 名が選ばれました。 

Financial Institution Regulatory Law 分野においては、松井 秀樹弁護士及び小田 

大輔弁護士が受賞しました。 

 
  ALB Japan Law Awards 2015 にて受賞しました 

トムソン・ロイターグループの、国際的法律雑誌である ALB (Asian Legal 
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Business)による ALB Japan Law Awards 2015 において、当事務所は Japanese 

Deal Firm of the Year と、Regulatory and Compliance Law Firm of the Year を含

む、8 カテゴリーで受賞しました。 

 

  Financial Times 紙による、Asia-Pacific Innovative Lawyers Report の FT Law 25 

Asia-Pacific Headquartered Law Firms にて 3 位に選ばれ、Corporate & 

Commercial 分野及び Finance 分野にて高い評価を得ました 

 

  名古屋オフィス開設のご挨拶 

4 月 27 日に発表しましたように、森・濱田松本法律事務所は、名古屋オフィス

の開設を決定いたしました。 

 

名古屋オフィスには、M&A、会社法関連業務、アジア業務、税務等において豊富

な経験を有する小島 義博弁護士に加え、園田 観希央及び村井 智顕弁護士が所

属し、案件に応じて東京オフィス等の弁護士とも共同して、M&A、会社法関連業

務、独禁法、危機対応、アジア業務、知財、ファイナンス、税務等の幅広い分野

のリーガル・ニーズにお応えしてまいります。さらに、クロスボーダーの M&A

やアジア業務等につきましては、国内拠点のみならず、北京、上海、シンガポー

ル、バンコク、ヤンゴンを含めた海外の各拠点と連携をとりながら、東海地区の

クライアントの皆様に充実した最先端のリーガル・サービスを提供してまいりま

す。 

 

名古屋オフィスの開設については、2015年9月のスタートを目指しております。

開設日・オフィスの所在地等の詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたしま

す。 

 

※ 名古屋オフィスは、弁護士法人森・濱田松本法律事務所の従事務所として開

設する予定です。 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 
森・濱田松本法律事務所 広報担当 
mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


