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3．情報の公表と被害組織の保護

4．外部組織との連携・機微情報配慮
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1．情報共有・公表の意義

• サイバー攻撃が社会に及ぼす影響の甚大化

ex. 情報漏洩

社会基盤を構成する機関へのランサムウェア攻撃等

• インシデント対応の重要性

①情報共有

②被害の公表

→ 実際、どのようにすれば……



1．情報共有・公表の意義

• 「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」

共有─サイバー攻撃の全容解明・対策強化を可能

公表─サイバー攻撃対策強化は社会全体にも有益

被害組織のレピュテーションへの影響

cf. 被害に遭った方が悪い……

どの情報を、どのタイミングで、どの主体と共有？



1．情報共有・公表の意義

• 「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス」

担当者にとっての「目安」

組織内での理解の共有

調整すべき相手方への説明資料

……

• 事象は千差万別



1．情報共有・公表の意義

• ガイダンスにおける定義（案9頁）

⑴情報共有 ①自ら情報共有活動参加者に（≒顕名）

②専門組織を介した情報共有（≒匿名）

⑵公表─広く外部に示す cf. 広義の情報共有

・被害組織による公表

ex. 二次被害防止・サービス停止・法令・コンプライアンス

・専門組織による公表 cf. 第三者による情報発信

ex. 攻撃に関する技術的情報の注意喚起・分析レポート



1．情報共有・公表の意義

• ガイダンスにおける定義（案9頁）

⑶行政機関への報告／届け出 ─ 法的義務・推奨

警察への通報等 ─ 任意のもの

cf. 「公益性」の増加

⑷取引先・顧客への連絡

ex. 個人情報の漏洩（窃取）等の二次被害



1．情報共有・公表の意義



1．情報共有・公表の意義

• 情報の「定義」（案18頁）

〇〇株式会社が昨年×月にサイバー攻撃被害を受け、同
社が保有する××情報が外部に漏えいしたおそがあるこ
とが判明した。

攻撃は同社が使っていたソフトウェアA の脆弱性を突い
た侵入により行われ、社内の××情報を保存したサーバ
など、ｎ台のサーバや端末がマルウェアX に感染し、
××業務に影響が出ているという。

今年□月にマルウェアX に関するレポートを発表したセ
キュリティベンダーB によると、マルウェアX は攻撃グ
ループY が用いており、×××分野などを狙う攻撃キャ
ンペーンが確認されていたという。

ex. 被害組織や被害内容に
関する情報

ex.被害を受けたシステム
や被害範囲に関する情報

ex.見つかったマルウェア
や攻撃者に関する情報

・被害内容・対応情報
（コンテクスト情報）

・攻撃技術情報
（技術情報）

レピュテーション・リスク／法的責任



1．情報共有・公表の意義

• 情報の「定義」（案19頁）
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2．情報共有の方法について

• 情報共有の必要性（案29頁）

① インシデント対応に必要な情報の取得

② 被害防止のための情報の取得

→ 両者とも被害組織個別の目的・業界全体での情報共有活動



2．情報共有の方法について

• 3つの視点

⑴ 情報共有の目的

被害調査に必要な情報の提供・被害の未然防止

⑵ 情報共有のタイミング

情報共有／被害公表を分離・情報共有の迅速

⑶ 共有する情報の整理

被害内容・対応情報／技術攻撃情報→共有



2．情報共有の方法について

• 3つの視点

⑴ 情報共有の目的（案33頁・57頁）

調査／未然防止→早期であるほど効果的



2．情報共有の方法について

• 3つの視点

⑵ 情報共有のタイミング（案36頁）

情報共有／被害公表

分離

情報共有の迅速



2．情報共有の方法について

• 3つの視点

⑶ 共有する情報の整理

（案38頁以下）

被害内容・対応情報

技術攻撃情報→共有



2．情報共有の方法について

• 技術攻撃情報の取扱い（案101頁以下）

マルウェアに関する情報の意義（案101頁）

不正通信先に関する情報（案103頁）

TTP情報（攻撃の手口に関する情報）（案105頁）

専門組織からの共有活動展開への問い合わせ（案107頁）

情報共有先の指定／制限（案108頁）

速やかな共有の可能な攻撃技術情報（案112頁）

NDA上の「秘密情報」の意義（案118頁）



2．情報共有の方法について

• 情報共有の方法（案44頁）

• 情報共有活動に参加して

いない場合（案59頁）

①窓口組織に共有

ex. CS協議会

②専門組織に依頼

ex. 関連ベンダ
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3．情報の公表と被害組織の保護

• 被害情報の公表の目的（案69頁）

法令上の義務／ガイドライン等の推奨

ex. 個人情報保護法の個人データ漏洩

注意喚起の目的

発生事象に対する対外説明

広報／リーガルリスク対応



3．情報の公表と被害組織の保護

• 被害情報の公表のタイミング（案70頁）



3．情報の公表と被害組織の保護

• 被害情報の公表内容（案71頁）

①リアルタイム

攻撃の種類・概要 侵害原因 発生日時・期間

影響内容・範囲 初動対応内容 専門組織対応

影響受ける者・組織・相談先 （所管官庁報告）

②調査終了後

侵害原因、攻撃経緯 対応の経緯 再発防止先

公表内容問い合わせ先



3．情報の公表と被害組織の保護

• 被害情報の公表内容（案73頁）

インシデント対応への不安・警戒の解消

他組織との関連／詳細情報公表に伴うセキュリティ上のリスク

＊公表の社会的意義（案16頁）

情報の非対称の解消

サイバー攻撃被害の現状への社会の正しい理解の促進

• 技術攻撃情報の取扱い（案101頁以下）

専門組織からの分析結果のレポート発信の打診（案110頁）
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4．外部組織との連携・機微情報配慮

• 外部組織（専門組織・警察・行政機関等）との連携

必要情報の入手＋対応への調整依頼

ex.テイクダウン依頼・脆弱性修正

犯罪捜査による抑止力・影響事象への国民の対応



4．外部組織との連携・機微情報配慮

• 被害者保護の観点等（案88頁以下）

他組織の被害情報を発見した場合の対応

製品脆弱性悪用に関する情報の扱い ……
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5．適切な対応に向けて



5．適切な対応に向けて

• 情報共有と被害公表における情報の種類のチェックリスト（案149頁）



5．適切な対応に向けて

• 情報共有判断のためのフロー（案150頁）



5．適切な対応に向けて

• 情報の共有・被害公表のあり方の模索



ご清聴、ありがとうございました。
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