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Ⅰ．はじめに 

 

2023 年 3 月 8 日、サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス検討会 1に

おいて、パブリックコメントへの意見を反映した「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・

公表ガイダンス」（以下「ガイダンス」といいます。）が策定・公表されました。 

これは、サイバー攻撃を受けた被害組織が、被害に関する情報を共有（または公表）

する際の実務上の参考となるガイダンスがないことを踏まえて策定されたものであり、

情報共有と公表の意義や流れについての一般論としての解説のほか、具体的な点は FAQ

形式で構成されています。FAQ は、各問と回答が 1 ページずつにコンパクトにまとめ

られ、それぞれの回答には補足の解説も付属しています。 

サイバー攻撃被害を受けた組織としては、実務上、「何のために」、「どのような情報

を」、「どのタイミングで」、「どのような主体に対して」共有または公表するかという点

（特に公表）について、難しい判断を迫られることが多いため、ガイダンスは、そのよ

うなインシデント対応において、どのように外部と情報共有するか、公表を行うべきか

どうか、行うとしてどういった事項を公表するかといった事項について参考となると考

えられます。 

本ニュースレターでは、ガイダンスの概要とガイダンスを踏まえたインシデント対応

についてご紹介します。 

 

  

 
1 2022 年 4 月 20 日にサイバーセキュリティ協議会（サイバーセキュリティ基本法 17 条 1 項）の運営

委員会において開催が決定されています。 
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Ⅱ．ガイダンスの概要 

 
1.「情報共有」と「公表」 
 
ガイダンスでは、「情報共有」と「公表」のそれぞれについて、どのようなタイミング

で、どのような情報を、どのような目的で、どの範囲で行うのかを FAQ 方式で示し

ています。 

 
（1）情報共有 

ガイダンスでは、「情報共有」とは、「サイバー攻撃に関する情報共有のことであり、

被害組織で見つかった攻撃技術情報を中心に、非公開の方法で情報共有活動参加組織と

の間で共有し、そのフィードバックを得ること。不特定多数の者がまだ認知していな

かったり、被害が未公表であったりする個別の攻撃（被害）を特定・調査するために必

要なインディケータ情報や、被害予防に必要な侵入経路などの TTP 情報 2を共有する」

（下線は筆者らによる。）とされています 3。 

情報共有を行うことは、何らかの法的な義務と位置づけられているわけではありませ

んが、例えば、経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構（IPA）「サイバーセキュリ

ティ経営ガイドライン Ver2.0」4は、サイバーセキュリティ対策を実施する上で経営者

が責任者に指示すべき 10 項目の 1 つとして「情報共有活動への参加を通じた攻撃情報

の入手とその有効活用及び提供」を挙げています。 

サイバーセキュリティに関する情報共有に関しては、情報共有のためのコミュニティ

の中で行われることも多く、現時点のわが国においても、以下のような複数の体制が存

在しています 5。 

 

①サイバーセキュリティ協議会 

②CISTA（一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンターが運営する早期警戒

情報） 

③J-CSIP6（IPA が運営するサイバー情報共有イニシアチブ） 

④各業界の ISAC7（金融 ISAC、ICT-ISAC、電力 ISAC 等） 

 

（2）公表 

サイバー攻撃被害に係る情報の「公表」とは、「サイバー攻撃被害があったことやど

のようなインシデント対応を行ったのかについて公開情報として被害組織が情報発信

 
2 攻撃者が用いた攻撃手法に関する情報。「Tactics（戦術）、Technologies（技術）、Procedures（手順）」

の略。ガイダンス P3、用語集を参照。 
3 ガイダンス P4、用語集を参照。 
4 Ver3.0 の改訂作業が現在進行中です。 
5 蔦大輔「サイバーセキュリティに関する情報共有」（情報の科学と技術 70 巻 5 号（2020 年））等も参

照。 
6 Initiative for Cyber Security Information sharing Partnership of Japan の略。 
7 Information Sharing and Analysis Center の略。 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/70/5/70_238/_pdf/-char/ja
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すること」とされています 8。 

 
2．非公開での外部との情報共有 
 

非公開での情報共有は、インシデント対応に必要な情報及び被害防止のための情報

を得るために必要であるとされています（Q1）。前者は被害企業のため、後者は次の

ターゲットとなり得る他の組織・企業のためといえますが、この相互のサイクルによ

って、各々の利益になるとされています。 

 

（1）早期に情報共有するべき情報 

情報共有の効果を得るためには早期の共有が必要であるとされており、比較的調

査初期の段階で見つかるマルウェアや不正通信先情報を中心としたインディケータ

情報 9をまず共有すべきとされています（Q2）。具体的には、他の標的組織に向けて

も使われている可能性のある攻撃手法／痕跡などの攻撃技術情報 10のうち公表され

ていないもの、及び攻撃手法／痕跡などの攻撃技術情報について公表情報があるが、

国内に向けた攻撃活動についてはいまだ公表されていないものに関する情報を共有

するべきとされています（Q6）。この点、自組織の調査によって見つかった攻撃技術

情報が既に公表されているものなのか、そうでないのか調べることが難しい場合も

あるため、まずは調査支援をしているセキュリティベンダや専門機関に照会をかけ

ることが有効であるとされています（Q6）。 

他方、調査があまり進んでおらず、あまりに情報が断片的な場合は、不正確な情

報を流してしまうおそれや、情報を共有しても期待したフィードバックを得ること

ができない場合があるため、専門組織のサポートも受けながら、各組織のシステム

上で照合するために必要な情報等、基本的には、インディケータ情報として使える

だけの情報が集まった段階で共有することが望ましいとされています（Q8）。 

 

（2）情報共有について慎重な対応が必要な情報 

被害内容を示す情報（被害内容・対応情報）は、「どの組織で被害が発生したのか」

「どのような情報が漏えいしたのか」といった、被害組織固有の内容や取引先や顧

客等他の被害者に関する機微な情報の共有については、取扱いや公表等のタイミン

グの調整が不十分だと二次被害発生のおそれがあるとされています（Q4、なお、ガ

イダンス P31 表 2 及び P150 のチェックリストでは、被害内容は、情報共有につい

て「基本的に対象外」とされています。）。 

 
8 ガイダンス P4、用語集を参照。 
9 攻撃者による侵害の痕跡を探すための指標となる情報、不正な通信先を示す「IP アドレス」や「ドメ

イン名」、マルウェアの「ハッシュ値」、不正な通信の「通信プロトコル／ポート番号」や「通信の発生

日時」等の情報と定義されており（ガイダンス P3、用語集）、こうした情報の共有を受けた外部の者が、

同様の侵害の痕跡がないか調査できるようにすることが想定されています（Q7）。 
10 マルウェア情報や攻撃インフラ、TTP 情報等攻撃者による攻撃活動やまたはその痕跡を示すもの（ガ

イダンス P3、用語集）。 
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また、攻撃のタイムライン、攻撃対象システム及び脆弱性悪用の情報等について

は、共有に必要なものは専門機関への相談等を踏まえて共有することが望ましいと

されています（ガイダンス P31 表 2 及び P150 のチェックリストでは、これらの情

報共有は「内容／状況による」とされています。）。 

 

（3）情報共有の方法 

情報共有の方法として、自らは情報共有活動に参加していない場合については、

サイバーセキュリティ協議会、各分野の ISAC といった情報共有活動における窓口

組織に共有する方法、セキュリティベンダや運用保守ベンダ等の専門組織に代理で

共有してもらう方法があるとされています（Q9）。いずれも、サイバー攻撃による被

害を受けた組織としては、自組織名を明かして情報共有を行うことについて、特に

広範囲での共有となれば消極的になるケースが多いと考えられますので、基本的に

は情報共有活動に対して「匿名」で情報提供し、フィードバック情報を受け取るこ

とになりますが、もちろん、自組織名を示したうえでの情報共有も可能です。 

 

3．被害公表 
 

（1）被害公表の目的・要否 

被害公表は、法令上の義務や適時開示、ガイドライン等で推奨される場合のほか、

二次被害防止等攻撃についての注意喚起、サービスの停止や報道等で被害が既知の

ものとなった際の対外的説明、広報／リーガルリスク対応等のために自主的に行う

場合もあるとされています（Q14）。 

ここにいう「リーガルリスク」について、このガイダンスでは特段の定義は置か

れていませんが、例えば、監督当局から法的措置（指導・勧告・命令等）を受けるリ

スクや、対応の不備により損害を受けた者から損害賠償請求を受けるリスクなどが

考えられます。 

 

（2）被害公表のタイミング 

公表を行うタイミングとして、一般的な不正アクセス事案の場合は、事案の発覚

時点または初動対応時点で深刻な被害が判明した時点、詳細な被害調査を進める中

で深刻な被害が発覚した時点及び調査を終えた時点が公表を行うタイミングとして

示されています（Q15）。 

また、リアルタイムインシデント（例えば、ランサムウェア攻撃、DDoS 攻撃等、

攻撃とほぼ同じタイミングで外部に被害が知られてしまう可能性があるケース）の

場合は、攻撃被害が広く知られる時点、システムの復旧タイミング、深刻な被害が

新たに発覚した時点及び調査を終えた時点が公表を行うタイミングとして示されて

います（Q15）。 

複数のタイミングが挙げられているのは、複数回に分けて公表を行うケースがあ
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ることを踏まえたものと思われます。特に、社会的に大きな影響や取引先／ユーザ

ーに二次被害が及ぶ可能性などが判明した段階や、攻撃被害あるいは調査のための

システム停止等により対外的なサービス停止が当面続きそうな場合、まずは速報的

に第一報を公表し、相当の調査期間を経なければ正確に把握できない被害内容等に

ついては、追って続報／最終報で公表する、という多段階での公表の方法があり得

ます（Q17）。実務上も、サイバー攻撃やランサムウェア攻撃を受けてしまった場合

に、まずは速報として第一報を行い（詳細は調査中とする）、ある程度調査が終わっ

た段階で続報を出すというケースが見られます。 

但し、とにかく数多くプレスリリースを行えばよいというものではありません。

こまめに複数回の公表を行ったとしても、新しい情報が出てこないようであれば、

適切な対応ができていないのではないかという不安を与えることになるという懸念

も生じうるからです。 

 

（3）被害公表の内容 

公表する内容としては、サイバー攻撃の種類／概要、侵害されたシステム、範囲、

侵害原因、サイバー攻撃の発生日時や侵害期間、影響内容、影響範囲、初動対応内

容、専門組織への相談有無、所管省庁等への報告状況、影響を受ける者・組織や二次

被害に関する相談先が示されています。また、調査終了後の公表の主な項目として

は、侵害原因、攻撃の経緯、影響範囲、対応の経緯、再発防止策及び問い合わせ先が

挙げられています（Q16）。 

なお、調査に相当の期間を要し、発覚時点で攻撃から既に相当の期間が経過して

いるケースにおいて、攻撃発生から公表まで長期間未公表だったことが批判される

可能性について、複数回に分けた公表とすることや公表時のこの期間中の取組みを

可能な限り積極的に開示したり、社会的に影響の大きい深刻な被害が発覚した時点

で第一報を行ったりする方法の他、公表時に対応期間中の取組みを可能な限り積極

的に開示する（対応期間中に適切に対応していたことを公表に含める）ことも考え

られるとされています（P122～129（ケース 1：標的型サイバー攻撃）、「サイバー攻

撃被害に係る情報の共有・公表 ガイダンスの概要」P13）。 

 

（4）被害公表の留意点 

被害公表の留意点として、自組織だけで公表の判断を行えないケースがあること、

不確実な情報を確定情報のように伝えてしまわないようにすること、情報を詳細に

示すことでセキュリティ上のリスクを高める可能性があることが示されています

（Q17）。 

 

4．外部組織との連携 
 

警察では、被疑者の検挙に加えて、捜査で判明した犯罪の手口等を関係機関に情報

https://www.nisc.go.jp/pdf/council/cs/kyogikai/guidance2022_gaiyou.pdf
https://www.nisc.go.jp/pdf/council/cs/kyogikai/guidance2022_gaiyou.pdf
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提供してさらなる被害を防止するなどの取組を行っているので、サイバー事案が生じ

た際には警察への通報・相談を積極的に行うことが望ましいとされています（Q18）。 

警察に対する通報・相談がためらわれているとの指摘について、警察による捜査に

おいては、被害組織による早期復旧に配慮した初動捜査を行い、情報の取扱いに関す

る被害組織の意向を確認し、これに配慮するとされています（Q19）。 

関連して、警察庁は、2022 年 12 月に「サイバー事案の被害の潜在化防止に向けた

検討会」を設置しました。被害者側におけるレピュテーションリスクの懸念等から通

報・相談がためらわれる傾向があり、いわゆる「被害の潜在化」が課題となっている

ことから、それを防止するため、関係省庁等と連携した情報共有や、被害者が自発的

に通報・相談しやすい環境の整備に向けた方策について多様な観点から議論を行うこ

ととされており、年度内に報告書のとりまとめ及び公表が予定されています。 

こうした状況も踏まえ、個人情報保護委員会は、2023 年 3 月 17 日、サイバーセキ

ュリティ関係省庁・機関との間で、連携の仕組みに関して認識を共有すると共に、

NISC、警察庁サイバー警察局、IPA と個別に覚書を締結して連携を具体化したことを

公表しました。 

 

5．機微な情報への配慮 
 

自組織以外の、他の組織の攻撃被害を示す情報を発見した場合（例えば、被害組織

から漏えいした情報を発見した場合、他組織のシステムが踏み台となり、自組織への

攻撃に悪用されていた場合など）、当該情報を誰が伝えるかには留意が必要です。当

該データの取扱いに係る法的な注意が必要であったり、当該データの不確かさによる

コミュニケーションミスによる不要なトラブルを避けたりするため、自らが直接伝え

るのではなく、専門機関を仲介して伝えることが推奨されています（Q22）。 

なお、情報共有に際しては、調査ベンダが負う秘密保持義務との関係をどう整理す

るかの検討が必要になりえます。この点について、秘密保持義務の一般的な例外とさ

れる「公知の情報」への該当性についての考え方が示されています（Q33）。 

 

Ⅲ．ガイダンスを踏まえた対応 

 

このガイダンスは、何らかの法的根拠に基づくガイドラインではありませんが、サイ

バー攻撃被害を受けてしまったあらゆる組織にとって参考になるものと考えられます。

実務上も、どのように情報共有を行うべきか、公表を行うべきかについては、悩ましい

部分が多いため、インシデント対応においてガイダンスを踏まえた検討が有益である

ケースが多いのではないかと考えられます。 

なお、このガイダンスに従わないとしても、何らかの法的サンクションがあるわけで

はありませんので、検討の上でガイダンスに従わないと判断することもあり得ますが、

その場合においても、ガイダンスに従った対応をしなかったことを含め、情報共有／公

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/supervision/
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表を行った／行わなかった理由について外部にも説明できるように整理しておくこと

が、セキュリティリスクの管理体制の安定的な構築・運用につながると考えられます。 

 

セミナー情報 

 セミナー 『データ取引・活用に関する実務上の留意点～データの権利保護か

ら活用規制、取引のポイントまで具体例を交えて解説～』 
開催日時 2023 年 3 月 28 日（火）14:00～17:00 

講師 佐々木 奏 

主催 一般社団法人企業研究会 

 

 セミナー 『第 5115 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「アドテクノロジーの

導入及び第三者提供を中心とした個人データの利活用規制対応の実

務～最新改正と近時の解釈動向を踏まえて～」』 
開催日時 2023 年 4 月 26 日（水）13:30～16:30 

講師 田中 浩之 

主催 株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー 『Web3、NFT、メタバースの法律実務と政策動向〜概要から最新動

向まで丁寧に解説〜』 
開催日時 2023 年 5 月 11 日（木）13:30～16:30 

講師 増田 雅史 

主催 金融財務研究会 

 

文献情報 

 本 『いまさら聞けない Web3、NFT、メタバースについて増田雅史先生

に聞いてみた』 

出版社 株式会社 Gakken 

著者 増田 雅史 

 

 論文 「「対話で学ぶ」「知らなきゃ困る」グローバル個人情報保護規制（5）

グローバルなプライバシーポリシーの作り方①（総論その 1）」 

掲載誌 会社法務 A2Z 2023 年 3 月号 

著者 田中 浩之、蔦 大輔、北山 昇、塩崎 耕平 

 

 論文 「ダークパターンに関する一考察（下）――欧米の規制からの示唆」 

掲載誌 NBL No.1237 

著者 岡田 淳、呂 佳叡、輪千 浩平 
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NEWS  

 増田 雅史 弁護士がパネルディスカッションのモデレータを務めたシンポジウ

ムが、2023 年 2 月 17 日付日本経済新聞『メタバースと競争政策めぐり議論 公

取委・本社シンポ』と題した記事に掲載されました 

 

 増田 雅史 弁護士がパネルディスカッションのモデレータを務めたシンポジウ

ムの詳細が、2023 年 3 月 10 日付日本経済新聞の『公取委・本社シンポ メタバ

ース進展、競争政策の役割は』と題した記事に掲載されました 

 

 
 

 

（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@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


