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米国 SEC によるサイバーセキュリティに関する開示ルールの提案等 

 

Ⅰ. 米国 SEC によるサイバーセキュリティ

に関する開示ルールの提案 

Ⅱ. 米国における重要インフラ事業者の報

告義務 

 

 

 

 

 

米国証券取引委員会（SEC）は、2022 年 3 月 9 日付でサイバーセキュリティに関す

る開示ルールの提案（以下「本提案」といいます。）を行い、同年 5 月 9 日までパブリ

ックコメントを募集しています1。本提案のうち、重要なサイバーセキュリティ事案が発

生した場合の臨時報告書（Form 8-K）の提出については外国民間発行体（foreign private 

issuers）への適用はありませんが、年次報告書（Form 20-F）での開示事項の追加につ

いては外国民間発行体にも影響があります。 

また、米国では、重要インフラ事業者が重要なサイバーセキュリティ事案等をサイバ

ーセキュリティ及びインフラセキュリティ庁（CISA）に報告することを義務付ける

Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act of 2022 が成立しています。 

 

Ⅰ．米国 SEC によるサイバーセキュリティに関する開示ルールの提案 

 

1．年次報告書（Form 20-F）での開示 

 

本提案では、米国内の発行体が提出する年次報告書（Form 10-K）と同様、外国民

間発行体2が提出を求められる年次報告書（Form 20-F）においても、サイバーセキュ

リティに関して、以下の事項の追加が提案されています3。 

 

（1）関連する用語の定義 

本提案では、「サイバーセキュリティ事案（cybersecurity incident）」を「発行体の

情報システム又はその中に存在する情報の機密性、完全性及び可用性を危険にさら

 
1 https://www.sec.gov/rules/proposed/2022/33-11038.pdf 
2 (1)米国居住者が議決権の過半数を保有し、かつ(2)(i)取締役の過半数が米国の市民又は居住者であるか、

(ii)資産の 50%超が米国に所在し、又は(iii)事業が主に米国で行われているかのいずれかを満たす場合を

除く、米国外の発行体（外国政府は含まれない）。 
3 Form20-F に関する提案の原文については、本提案（脚注 1）の 119～125 頁をご参照下さい。 
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す、当該情報システムへの、又は当該システムを通じて行われた、正当な権限を付

与されていない事象発生」、「サイバーセキュリティ脅威（cybersecurity threat）」を

「発行体の情報システム又はその中に存在する情報の機密性、完全性及び可用性に

悪影響を与える、正当な権限を付与されていない試みを生じさせうる、事象発生の

おそれ」、「情報システム（information system）」を「発行体が所有し又は使用する情

報リソース（当該情報リソースによってコントロールされる物理的又は仮想的イン

フラストラクチャー及びその要素、物理的又は仮想的インフラストラクチャーを含

む。）、発行体の業務の維持又はサポートのために発行体の情報の収集、加工、維持、

使用、共有、配布又は処分のために組織された情報リソース」と定義しています。な

お、「サイバーセキュリティ」自体は定義されておらず、パブリックコメントにおい

て、定義を置くべきか否かに関する意見が求められています4。 

 

（2）リスク管理・戦略の開示 

SEC によれば、2021 年にサイバーセキュリティ事案の開示を行った多くの米国

内発行体が、サイバーセキュリティリスクの監視並びに関連する方針及び手続に関

する開示を行っていない又は一般的な開示（取締役会等が監視するリスクの一つと

して言及する等）のみを行っているとのことです5。このため、より整合的かつ有益

な開示とするために、サイバーセキュリティ脅威によるリスクを特定し、管理する

ための方針・手続の開示が提案されています。当該リスクには業務上のリスク、知

的財産権の窃取、恐喝、従業員・顧客への危害、プライバシー保護法違反、訴訟その

他の法的リスク及びレピュテーションリスクが含まれます。 

本提案では、「もしあれば（if it has any）」との文言が含まれており、当該方針・

手続を定めていない場合には開示を要しないことになりますが、パブリックコメン

トにおいて、定めていないこと自体を明記すべきかに関する意見が求められている

点に留意が必要です6。 

当該方針・手続には、以下の事項が含まれます。 

① サイバーセキュリティリスク評価プログラムの有無及び内容 

② 当該評価プログラムに関与する外部コンサルタント等の有無 

③ 外部サービスプロバイダー7の利用に伴うサイバーセキュリティリスクの監

督及び識別に関する方針及び手続の有無及び内容（当該プロバイダーの選

定・監督に対してサイバーセキュリティ上の検討が与えた影響の有無・内容、

当該プロバイダーに関連するサイバーセキュリティリスクを減じるための

契約上その他のメカニズムを含む。） 

④ サイバーセキュリティ事案を防止し、検知し、影響を最小化するために行っ

 
4 本提案 42 頁。当該頁は、直接的には米国内の発行体の年次報告書の開示に関するものですが、外国民

間発行体についても同趣旨と言えます（本提案 48～49 頁参照）。以下、脚注 5、6 及び 8 について同様。 
5 本提案 35 頁。 
6 本提案 43 頁。 
7 外部サービスプロバイダーには、顧客や従業員のデータにアクセスすることのできる者が含まれます。 
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ている活動 

⑤ サイバーセキュリティ事案に対する事業継続計画（BCP） 

⑥ 過去のサイバーセキュリティ事案により生じた、ガバナンス、方針、手続又

は技術に関する変更 

⑦ 業績、又は財務状況に影響を与えた、又は与える合理的可能性があるサイバ

ーセキュリティ関連のリスク及び過去のサイバーセキュリティ関連の事案

の有無、影響（もしあれば）の内容 

⑧ ビジネス戦略、財務計画及び資本政策において考慮されたサイバーセキュリ

ティリスクの有無・内容 

 

（3）ガバナンスの開示 

SEC は、サイバーセキュリティリスクに関するガバナンスの開示は、投資家にと

って、その企業がサイバーセキュリティ事案の防止、検知、対応にどのように準備

しているかを理解するために重要だとして、以下の事項の開示を提案しています。 

① 取締役会によるサイバーセキュリティリスクの監視（以下を含む。） 

(i) 当該監視は、取締役会全体、特定の取締役又は委員会のいずれが行うの

か 

(ii) サイバーセキュリティリスクの報告プロセス・審議頻度 

(iii) 事業戦略、リスク管理及び予算管理において、取締役又は委員会による

サイバーセキュリティリスクの検討の有無・内容 

② サイバーセキュリティリスクの評価と管理に関する経営陣の役割 

(i) サイバーセキュリティリスクの測定・管理（特にサイバーセキュリティ

事案の防止、軽減、検知及び復旧）を行う責任を有するのは、一定の経

営陣的立場の者又は委員会か、当該立場の者が有する専門性 

(ii) 決められた CISO（Chief Information Security Officer）又は同等の役職が

存在するか、当該立場の者が個別の報告を行う社内組織はどこか等 

(iii) サイバーセキュリティリスクの管理等を行う者が、サイバーセキュリテ

ィ事案の防止、軽減、検知及び復旧を認知し、モニターするプロセス 

(iv) サイバーセキュリティリスクの管理等を行う者が、サイバーセキュリテ

ィリスクについて、取締役会等に対して行う報告の有無・頻度 

 

（4）サイバーセキュリティの専門性を有する取締役等の有無に関する開示 

SEC は、サイバーセキュリティの専門性を有する者を取締役会に入れることを義

務付けてはいませんが、投資家が、発行体への投資、発行体の取締役選任を判断す

る際に、当該専門性の有無を重要と考えうるとして8、サイバーセキュリティの専門

性を有する取締役がいる場合には、その氏名及び専門性の詳細の開示を求めていま

す。サイバーセキュリティの「専門性」（expertise）の定義は設けられていませんが、

 
8 本提案 44 頁。 
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当該専門性の有無を判断するにあたって考慮されるべき事項の例示列挙（情報セキ

ュリティ関連の職務経験、資格・学位、知識・スキル等）がなされています。なお、

サイバーセキュリティの専門性を有するとされたことによって、取締役としての通

常よりも重い義務・責任が課されるわけではない等の定めも追加されています。 

 

2．サイバーセキュリティ事案の発生に関する開示 

 

米国内の発行体については、サイバーセキュリティ事案が発生し、当該サイバーセ

キュリティ事案が重要であると判断した場合には、その判断を行った日（サイバーセ

キュリティ事案を発見した日ではなく）から 4 営業日以内に臨時報告書（Form 8-K）

を提出することを求めることが提案されています9。他方、外国民間発行体については

サイバーセキュリティ事案について同様の報告は求められておらず、外国民間発行体

に関する臨時報告書に相当する Form 6-K の General Instruction B の提出事由の例示

に加えることが提案されています10。この点、General Instruction B では、本国の法令

に基づいて開示したもの、取引所の規則に基づいて開示したもの、又は証券保有者に

対して配布したものが対象とされており、日本においてサイバーセキュリティ事案に

特有の開示事由が定められていないことから、この点についての日本の発行体への直

接的な影響は限定的と思われます。ただし、過去において、Form 6-K によりサイバ

ーセキュリティ事案の報告をしたことがある場合には、当該事案の重要な変化、追加、

アップデート等を報告する必要があります11。 

 

Ⅱ．米国における重要インフラ事業者の報告義務 

 

Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act of 2022 では、米国の重要イン

フラ事業者のうち今後 CISA の規則で定められる事業者（Covered Entity）において、

重要なサイバーセキュリティ事案が発生した場合は 72 時間以内に、ランサムウェア攻

撃による身代金支払を行った場合は 24 時間以内に、それぞれ CISA に報告することを

義務付けることとしています。CISA は、2022 年 3 月 15 日から 24 か月以内に規則を

提案し、それから 18 か月以内に規則を最終化することとされています。 

 

 
9 サイバーセキュリティ事案の発見日と当該事案が重要と判断した日が同日になることもあれば、重要

性の判断は発見より後になることもあるとされています。ただし、サイバーセキュリティ事案の発見か

ら実務的合理的に可能な限り早く重要性の決定をしなければならない旨の条項があります。予定されて

いる、Form 8-K による開示事項は以下のとおりです（本提案 22～26 頁、126～128 頁）。 

①事案がいつ発見されたか、事案が継続しているか 

②事案の性質及び範囲 

③データが盗まれたか、変更されたか、アクセスされたか、その他不正に使われたか 

④業務に与えた影響 

⑤対応が完了したか、対応中であるか 

また、これらの情報に関する重要なアップデートについては、四半期報告書（Form 10-Q）及び年次報

告書（Form 10-K）において開示することとされています。 
10 本提案 26 頁、126 頁。 
11 本提案 48 頁、123～124 頁。 
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文献情報 

➢ 論文 「欧州新 SCC を中心としたグローバル越境データ移転規制の動向」 

掲載誌 リーガルマインド 440 号 

著者 田中 浩之 

 

➢ 本 『研究開発部門の新しい“働き方改革”の進め方～業績評価･人材育

成・信頼関係作り･進捗管理～』 

出版社 株式会社技術情報協会 

著者 田中 浩之、蔦 大輔、城戸 賢仁 

 

➢ 論文 「Chambers Global Practice Guides Data Protection & Privacy 2022 

- Japan Chapter」 

掲載誌 Chambers Global Practice Guides Cybersecurity 2022 

著者 小野寺 良文、田中 浩之、嶋村 直登 

 

➢ 論文 「Chambers Global Practice Guides Cybersecurity 2022 - Japan 

Chapter」 

掲載誌 Chambers Global Practice Guides Data Protection & Privacy 2022 

著者 小野寺 良文、田中 浩之、嶋村 直登 

 

NEWS  

➢ 蔦 大輔 弁護士のコメントが、日経クロステック『「消滅したはず」Emotet の

感染リスク急拡大、ウクライナ侵攻と個情法改正も絡み合う』と題した記事

に掲載されました 
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