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Ⅰ．はじめに 

 

2022 年 3 月 1 日付で、経済産業省、金融庁、総務省、厚生労働省、国土交通省、警

察庁及び内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）の連名による「サイバー

セキュリティ対策の強化について（注意喚起）」と題する書面（以下「本注意喚起」とい

います。）1が発出されています。 

本注意喚起は、昨今の情勢を踏まえるとサイバー攻撃事案のリスクは高まっていると

して、企業等に対して、①リスク低減のための措置、②インシデントの早期検知、③イ

ンシデント発生時の適切な対処・回復の対策を取り、サイバー攻撃への対策強化に努め

るように求めています。 

また、実際にサイバーセキュリティ・インシデントが生じた場合には、法令に基づい

て当局に報告する等の対応が必要になる場合がありますので、本レターは、これらにつ

いて説明いたします。 

 

Ⅱ．注意喚起について 

 

1．リスク低減のための措置 

 

本注意喚起は、リスク低減のための対策として、(i)パスワードが単純でないかの確

認、アクセス権限の確認・多要素認証の利用・不要なアカウントの削除等により、本

人認証を強化すること、(ii)IoT 機器を含む情報資産の保有状況を把握する、特に VPN

装置やゲートウェイ等、インターネットと接続を制御する装置の脆弱性は、攻撃に悪

 
1 https://www.nisc.go.jp/press/pdf/20220301NISC_press.pdf 

アメリカ合衆国の国土安全保障省下の the Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA)は、同

種のリリースを発出しています。 

https://www.cisa.gov/shields-up 

森・濱田松本法律事務所 
 

弁護士 林 浩美 

TEL. 03 5220 1811 
hiromi.hayashi@mhm-global.com 
 

弁護士 湯川 昌紀 

TEL. 03 6266 8764 

masaki.yukawa@mhm-global.com 
 

弁護士 蔦 大輔 

TEL. 03 6266 8769 
daisuke.tsuta@mhm-global.com 

 

https://www.nisc.go.jp/press/pdf/20220301NISC_press.pdf
https://www.cisa.gov/shields-up
mailto:hiromi.hayashi@mhm-global.com
mailto:masaki.yukawa@mhm-global.com
mailto:daisuke.tsuta@mhm-global.com


 

 
 

 

データ・セキュリティ NEWSLETTER 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2022 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

 

2 

用されることが多いことから、セキュリティパッチ（最新のファームウェアや更新プ

ログラム等）を迅速に適用すること、(iii)メールの添付ファイルを不用意に開かない、

URL を不用意にクリックしない、連絡・相談を迅速に行うこと等について、組織内に

周知することを挙げています。このうち、(i)については、既に対応済ないし対応予定

の企業も多いと推測しますので、ここでは(ii)及び(iii)について、現時点で確認してい

ただきたい事項をお伝えします。 

(ii)に関して、VPN 製品の脆弱性に起因する外部からの不正アクセスは、現在も非

常に多いところです。VPN 機器を最新のバージョンにアップデートできておらず、脆

弱性に未対応であったために不正アクセスを受けたというものが多く見られます。コ

ロナ禍を機に、VPN 機器を導入した企業も多いと思われます。自社の IT 部門におい

て VPN 機器を管理している場合はもちろん自社での確認が必要ですが、VPN 機器等

の調達や運用を含めて外部ベンダに委託している場合は、そのベンダとの間で、セキ

ュリティ対策のアップデートに関して如何なる契約を締結しているか、確認しておく

ことが望ましいと考えます。契約によっては、ソフトウェアの脆弱性に関する対応を

いずれが行うのか、必ずしも明確ではない場合があるためです。また、既知の脆弱性

やその対策については、一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター

（JPCERT/CC）と独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が共同で運営するウェブサ

イト2等を通じて自ら確認することもできます。自社が、自ら、又はベンダを通じて、

こうした脆弱性への対策を適切に講じているかを改めてチェックしておくことも重

要な対策の一つと考えられます（公表済の脆弱性については、システムの運用保守を

委託しているベンダ等から連絡があるだろうと想定している企業も多いと思います

が、プロアクティブな連絡を常に得られるわけではないため、その前提で社内体制を

整えておくことがインシデントの予防につながります。）。 

もし、対応未済の脆弱性が発見された場合には、修正パッチの適用のため、一時的

にシステムが使用できなくなる等の業務への影響が生じ得ます。このため、企業とし

ては、パッチ適用のタイミングに慎重になることもあろうと思いますが、インシデン

トがひとたび発生した場合の業務への悪影響は多大なものとなりうるため、可及的速

やかに実施するように経営層がリードすることが望まれます。 

また、(iii)の組織内周知は従来より対応を進めている企業が多いと思われますが、マ

ルウェア「Emotet」の感染がここ 1、2 か月で急速に拡大しております3。Emotet は、

電子メールに添付される形式で送られますが、受信者の心の隙を突いて感染させよう

とする手口が用いられています。よって、改めて周知を行うことで、組織の各構成員

が油断せずに不審なメールに対処できるように徹底する必要が生じています。特に、

Emotet に関しては、攻撃メールの受信者が過去にメールのやり取りをしたことのあ

る、実在の相手の氏名、メールアドレス、メールの内容等の一部が、攻撃メールに流

 
2 https://jvn.jp/ 
3 Emotet メールのサンプルは、JPCERT/CC や IPA のサイトに記載されています。 

https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html 
https://www.jpcert.or.jp/at/2022/at220006.html 

https://jvn.jp/
https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html
https://www.jpcert.or.jp/at/2022/at220006.html
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用され、「正規のメールへの返信を装う」内容となっている場合や、業務上開封して

しまいそうな巧妙な文面となっている場合があり、受信者の心理的警戒をとこうとす

る手口を用いていることに留意が必要です。 

 

2．インシデントの早期検知 

 

インシデントの検知は、インシデントへの適切な対応の大前提となります。実際の

検知のきっかけは、システムやネットワークの監視を行う担当者等からの連絡、（企

業自ら検知、）外部のセキュリティリサーチャー等からの指摘（第三者からの連絡に

より検知）等様々なケースがあります。 

本注意喚起は、インシデントの早期検知のために、(i)サーバ等における各種ログを

確認すること、(ii)通信の監視・分析やアクセスコントロールを再点検することを挙げ

ています。企業が現段階で実施可能な方策としては、ログの監視・確認を行う自社担

当者に対して注意レベルを上げるよう指示する、不審な動きが見られた場合の社内に

おける連絡体制を改めて確認しておく等が考えられます。また、インシデント発生に

備えて、各種ログの保存期間が適切であるかを検証しておくことも考えられます（期

間が短すぎると、インシデントの調査を行っても攻撃者がいかなる挙動をネットワー

ク上でとったのかがそもそもわからないといった事態が生じえます4）。なお、インシ

デントの発生自体が明確に認識されるのではなく、その兆候がみられるといった形で

の検知となることが多いことに留意していただく必要があり、その段階で社内の情報

共有を開始することが重要になってきます。また、検知の段階から、外部のセキュリ

ティベンダ、調査会社のサポートを得る必要もありうるため、あらかじめ、コンタク

ト先をリストアップしておくことも有益です。 

 

3．インシデント発生時の適切な対処・回復 

 

本注意喚起は、インシデント発生時の適切な対処・回復のための対策として、(i)デ

ータ消失等に備えて、データのバックアップの実施及び復旧手順を確認すること、(ii)

インシデント発生時に備えて、インシデントを認知した際の対処手順を確認し、対外

応答や社内連絡体制等を整備することを挙げています。このうち、(i)については、バ

ックアップ等に関して、既に存在する実施手順があれば、それを再度確認し、適切に

実施すること（もし、実施手順が存在しない場合には速やかに準備すること）になり

ます。他方、(ii)における「対処手順」は、（(i)における「復旧手順」よりも遥かに）複

雑な検討事項を含んでいます。 

対外応答に関連して、本注意喚起は、「実際に情報流出等の被害が発生していなか

ったとしても、不審な動きを検知した場合、早期の対処のために速やかに所管省庁、

 
4 クラウドサービスを利用している場合は、保存対象となるログの範囲、保存期間は、当該サービスを

提供する事業者に確認する必要が生じえます。 



 

 
 

 

データ・セキュリティ NEWSLETTER 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2022 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

 

4 

セキュリティ関係機関に対して連絡していただくとともに、警察にもご相談くださ

い。」としています。インシデントが発生した場合には、短期間のうちに、被害拡大を

防ぐための対処、サプライチェーンに入る取引先への連絡等、様々な事項を同時に検

討する必要があり、所管官庁・警察5との相談も、そのうちの一つです。いわば非常事

態下での対応となりますので、その際に慌てないように、法令上必要な報告について

は平時にあらかじめ体制を準備しておく必要があります。 

 

Ⅲ．法令上の対応について 

 

1．業種によらず適用される規定 

 

自社が保有する個人データが保存されているサーバや端末等への不正アクセスが

あった場合には、個人データの漏えい等又はそのおそれ、ランサムウェアによって個

人データが使用できなくなった場合（かつバックアップから復元できない場合）には、

個人データの毀損が生じたことになると考えられます。 

この場合、現行の個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）においては、「個

人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」（平成 29 年個人情報保

護委員会告示第 1 号）に基づいて、個人情報保護委員会に報告するように努めること

とされています。この点について、本年 4 月 1 日から施行される改正個人情報保護法

では、以下の個人データの漏えい等が発生した場合（以下「報告対象事態」といいま

す。）には個人情報保護委員会に報告することが義務となります（改正個人情報保護

法 26 条）。 

① 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等 

② 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データ（ク

レジットカード番号等）の漏えい等  

③ 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等 

④ 個人データに係る本人の数が 1,000 人を超える漏えい等 

⑤ ①～④の「おそれ」が生じた場合 

外部からの不正アクセスを含むサイバー攻撃は③の典型例であり、この場合、漏え

い等した個人データが 1 人分だけでも、報告が必要となることに注意が必要です。ま

た、サイバー攻撃の「おそれ」がある場合も⑤に該当し、報告が必要となりえます6。 

個人情報保護委員会への報告は、速報と確報の二段階に分けて実施する必要があり、

速報としては、事態を知った後、速やかに（概ね 3～5 日以内）、概要や漏えいした個

人データの数等のうち、その時点で把握しているものを報告しなければなりません。

 
5 2022 年 1 月 28 日に提出された警察法の改正法案では、サイバー犯罪について捜査指導、解析、情報

集約・分析、対策等を一元的に所掌するサイバー警察局の新設が盛り込まれています。当該法案は、3 月

2 日、衆議院で可決され、現在、参議院で審議中ですが、法案の施行日が 2022 年 4 月 1 日（同法案附

則 1 条）になっており、今月中に成立することが意図されているものと考えられます。 
6 サイバー攻撃による漏えい等の「おそれ」があるとされる事例について、個人情報の保護に関する法

律についてのガイドライン（通則編）（本年 4 月 1 日施行）3-5-3-1 参照。 
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報告期限の起算点となる「知った」時点については、法人の場合、いずれかの部署が

当該事態を知った時点を基準とするとされていることに留意が必要です7。 

確報としては、報告対象事態を知った日から 30 日以内（サイバー攻撃等の場合は

60 日以内）に、必要な事項を報告しなければなりません。もっとも、サイバー攻撃等

の場合には 60 日以内であっても確報を行うことが難しいケースも多いと考えられ、

確報を行う時点において、合理的努力を尽くしたものの全ての事項を報告することが

できない場合は、確報を行った後で追完することも可能とされています8。 

また、報告対象事態を知ったときは、当該事態の状況に応じて速やかに、本人への

通知を行う必要があります。ただし、具体的にいつ通知を行うかについては、個別の

事案毎に、その時点で把握している事態の内容、通知によって本人の権利利益が保護

される可能性や逆に通知により生じうる弊害等を勘案して判断するとされており、当

該事案の内容によっては、その時点で通知を行う必要まではない場合もあります9。 

 

サイバー攻撃の被害を受けた場合には、データの内容を確認できない事態が生じう

るため、自社の有するそれぞれの情報資産について、個人データの有無・本人の数、

要配慮個人情報の有無、マイナンバー、クレジットカード番号等の有無といった属性・

分類を別の場所で管理できていることが望ましいと思われます。 

なお、特定個人情報（マイナンバーを含む個人情報）の漏えい等については、現行

法においても特定個人情報に係る本人の数が 100 人を超える場合等には個人情報保

護委員会への報告が義務になっていますが、本年 4 月 1 日施行の「特定個人情報の漏

えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」の改

正により、不正の目的をもって行われたおそれがある特定個人情報の漏えい等又はそ

のおそれについても報告の対象になります。 

 

適時開示について、有価証券上場規程上、サイバーセキュリティ・インシデント特

有の開示基準はありませんので、基本的には、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼ

す重要な事実に該当するかどうか（バスケット条項への該当性）を検討することにな

ります10。ただし、攻撃者側や外部の第三者を通じて、サイバー攻撃を受けた事実が

広く公開されてしまうケースも多く見られます。この場合、攻撃を受けた事業者から

何らの情報提供がなされない場合、攻撃を受けたことを隠蔽しているのではないかと

いうレピュテーションへの悪影響が懸念されますので、適時開示を要しない場合であ

っても、対外的公表を要する状況がありうることに留意が必要です。 

 

 

 
7 上記ガイドライン（通則編）3-5-3-3 参照。 
8 上記ガイドライン（通則編）3-5-3-4 参照。 
9 上記ガイドライン（通則編）3-5-4 参照。 
10 なお、米国 SEC は、3 月 9 日に重要なサイバーセキュリティインシデントを開示することを要求す

る改正案についてコメント募集を開始しています（https://www.sec.gov/news/press-release/2022-39）。 

https://www.sec.gov/news/press-release/2022-39
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2．業種によって適用される規定 

 

（1）業法上の報告義務等 

データ漏洩等が生じた場合には、業法に基づく事故報告が必要となる場合があり

ます。例えば、電気通信事業者の場合には、通信の秘密に該当する個人情報の漏え

いその他重大な事故が発生した場合は、総務大臣に対して遅滞なく報告しなければ

ならない（電気通信事業法 28 条及び同法施行規則 57 条）とされています。なお、

現在、国会で審議されている電気通信事業法の改正案では、重大な事故が生じるお

それがあると認められる事態が生じた場合が報告対象に加えられています11。 

また、金融事業においては、顧客や業務に影響を及ぼす又は及ぼす可能性の高い

サイバー攻撃については金融庁への報告が必要とされています（金融庁の主要行等

向けの総合的な監督指針Ⅲ-3-7-1-3 等）。 

上記 1．の個人情報保護法に関しても、業種によっては、分野別のガイドラインに

基づく対応が必要となりえます。例えば、金融分野の事業者については、顧客情報

の保護の観点から、①金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、②金

融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実

務指針という 2 つのガイドラインに基づく対応が必要です。今般の個人情報保護法

の改正を受け、銀行法施行規則等が改正される予定であり、個人顧客情報の漏えい

等又はそのおそれが生じたときは、その旨を金融庁長官等に速やかに報告すること

等が義務として措置されることとなっています12。 

 

なお、事業者による自発的な報告義務が定められていない場合であっても、特に

許認可が必要となる事業に関しては、所管省庁が報告徴収の権限を有する法令が多

いことにも留意が必要です。このような場合、所管省庁が特定の事業者におけるサ

イバーセキュリティ・インシデントの発生を認識した場合には、事業者が報告を求

められたり資料の提出を要求することが生じ得ます。 

 

（2）重要インフラ事業者 

重要インフラ事業者（「情報通信」、「金融」、「航空」、「空港」、「鉄道」、「電力」、「ガ

ス」、「政府・行政サービス（地方公共団体を含む）」、「医療」、「水道」、「物流」、「化

学」、「クレジット」及び「石油」の 14 分野）は、サイバーセキュリティ戦略本部「重

要インフラの情報セキュリティに係る第 4 次行動計画」13に基づき、重要インフラサ

 
11 当該改正法案は 3 月 4 日に衆議院に提出され、審議中です。「おそれ」が認められる事態の具体的内

容は総務省令に委ねられていますが、2022 年 2 月 18 日付総務省「電気通信事業ガバナンス検討会報告

書」によれば、電気通信回線設備について発生した事態であって、非正規の端末等による認証要求が要

求頻度、要求継続時間等の視点で異常な状況にあることを覚知したとき等がこれにあたるとされていま

す。 
12  銀行法施行規則等の改正案及び金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの改正案が

2022 年 1 月 27 日から同年 2 月 3 日までパブリックコメントを募集していました。 
13 現在、改定が進行中（改定案に関するパブリックコメント期間は 2 月 28 日に終了、改定後は「重要

インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」となる予定）。 
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ービス障害を含むシステムの不具合等に関する情報のうち、以下のいずれかのケー

スに該当する場合には、所管省庁を通じて NISC に対する情報連絡を行うこととさ

れています。 

① 法令等で重要インフラ所管省庁への報告が義務付けられている場合 

② 関係主体が国民生活や重要インフラサービスに深刻な影響があると判断した

場合であって、重要インフラ事業者等が情報共有を行うことが適切と判断した

場合 

③ そのほか重要インフラ事業者等が情報共有を行うことが適切と判断した場合 

 

Ⅳ．その他 

 

本注意喚起は、「国外拠点等についても、国内の重要システム等へのサイバー攻撃の

足がかりとなることがありますので、国内のシステム等と同様に具体的な支援・指示等

によりセキュリティ対策を実施するよう」にとしています。国外拠点のサイバーセキュ

リティリスクを評価する場合、当該拠点に特有の事情がないか（例えば、個々の従業員

が自己のデバイスを幅広く業務に利用していないか、会社で管理できていないアプリケ

ーションを使用していないか等）という視点も必要になります。また、事業形態や漏え

いしたデータによっては、欧州の GDPR や米国のカリフォルニア州消費者プライバシ

ー法（CCPA）、ニューヨーク州ハッキング禁止及び電子データセキュリティ改善に関す

る法律（SHIELD Act）等海外の法制度に基づき当局対応が必要となる場合があることに

も留意する必要があります14。 

前記Ⅱ.3 のとおり、インシデント発生時に速やかに対応するためには、あらかじめ体

制を準備しておく必要があります。具体的には、インシデントを認識した者が、最初に

報告すべき者、その後、責任者に対してどのようなルートで報告されるか、責任者が判

断すべき事項等の業務フローを構築すること（それを社内規程に組み込むこと）が有益

と考えられます。また、インシデント発生時には、会社としての意思決定を迅速に行う

必要がある場面が連続的に生じるため（インシデントというと静的な事象を想像しがち

ですが、実際には検知以降、状況は常に変転するのであり、動的な事象と考えるのが妥

当です。）、経営陣の判断を迅速に得られるような体制としておくことも重要となります。 

 

  

 
14 経済産業省による令和 2 年 12 月付「最近のサイバー攻撃の状況を踏まえた経営者への注意喚起」

（https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201218008/20201218008-2.pdf）も参照。 

https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201218008/20201218008-2.pdf
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セミナー情報 

➢ セミナー 『【立案担当者が解説】改正個人情報保護法の実務上の留意点 ～施

行にむけて最終確認～』 

開催日時 2022 年 3 月 28 日（月）13:30～16:30 

講師 小川 智史 

主催 株式会社セミナーインフォ 

 

➢ セミナー 『第三者提供規制を中心とした個人データの利活用規制対応の実務

～本年 4 月より施行された改正の内容を踏まえて～』 

開催日時 2022 年 4 月 22 日（金）14:00～17:00 

講師 田中 浩之 

主催 一般社団法人企業研究会 

 

文献情報 

➢ 論文 「直前整理！改正個人情報保護法 直前でもまだ間に合う 改正の

要点と対応チェック」 

掲載誌 会社法務 A2Z 2022 年 3 月号 

著者 田中 浩之、蔦 大輔 

 

➢ 論文 「グローバルに対応が必要な個人情報保護制度」 

掲載誌 会社法務 A2Z 2022 年 3 月号 

著者 田中 浩之、北山 昇 

 

➢ 本 『60 分でわかる！改正個人情報保護法 超入門』 

出版社 技術評論社 

著者 田中 浩之、蔦 大輔（編著） 

平岡 優、本嶋 孔太郎、塩崎 耕平（著） 
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