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Cybersecurity and the Board サイバーセキュリティと経営陣の役割 

By Miriam H. Wugmeister and Louise C. Stoupe 執筆者：ミリアム・Ｈ・ウォグマイスター、ルイーズ C. ストゥープ 

Cybersecurity has rapidly emerged as a top concern for 
many companies in the wake of recent large-scale data 
security incidents. Companies are assessing their 
cybersecurity risks and their readiness to respond 
promptly to emerging threats. 

近年、重大な情報漏洩等の事件が相次いで発生しているこ

とを受けて、サイバーセキュリティを最大の懸案事項として

挙げる企業が急激に増加しています。こうした中、企業は、

自社がどのようなサイバーセキュリティリスクにさらされてい

るか、また、脅威が出現した場合に速やかな対応が可能か

について、見直し作業を進めています。 

The level of attention directed at Companies when 
exposed to a data security incident has escalated in 
recent years. This unwanted attention can include 
scrutiny from shareholders and government agencies, 
including the JFTC who routinely investigate data 
security incidents. A careful review and assessment of 
the company’s level of preparedness for cybersecurity 
risks is a helpful step in mitigating risks to the business. 

情報漏洩等の事件の被害にあった企業に向けられる視線

は、ここ数年、厳しさを増しています。こうした厳しい視線を

向けるのは株主だけに限られません。情報漏洩等の事件を

日々調査している公正取引委員会（JFTC）などの政府機関

も厳しい監視の目を光らせています。サイバーセキュリティリ

スクに対する準備がどの程度できているかを慎重に精査し、

評価することは、企業が自社の業務に対するリスクを最小

限に抑制するための有用な手立てとなります。 

Although there is no simple solution to this set of issues, 
there are three broad topics that many Companies are 
examining as they review and assess these issues: 

こうした一連の問題を一挙に解決することができる方法はあ

りませんが、このような問題を精査し、評価するにあたって

多くの企業が検証しているポイントが大きく分けて３つありま

す。 

• how important cybersecurity is to the company; 

• what steps the company has taken to evaluate and 
mitigate cybersecurity risks; and 

• what public disclosures the company has made. 

• 自社にとってのサイバーセキュリティの重要性 

• サイバーセキュリティリスクの評価及び抑制のために講

じた対策 

• 会社が行った開示の内容 

How Important Is Cybersecurity to Your Company? 自社にとってのサイバーセキュリティの重要性 

• What is the scope of information regarding 
individuals—customers, vendors, or employees? 

• 個人（顧客、ベンダー、従業員等）に関係する情報の範

囲 

o Almost every company has some personal 
information regarding individuals. 

o In general, companies which are consumer 
facing or for whom information is the primary 
asset, as well as those with large numbers of 

o ほぼ全ての会社は何らかの個人情報を保有してい

ます。 

o 一般的に、消費者を相手にしている会社や情報を

主たる財産とする会社、従業員数の多い会社は、
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employees, have pronounced higher 
cybersecurity risk. 

サイバーセキュリティリスクが特に高いといえます。 

• How important is information security to your brand? • 自社ブランドにとっての情報保護の重要性 

o If your company had a cybersecurity incident, 
would it make it more difficult to sell your 
products or services? 

o Is maintaining customer trust regarding 
information important to your business? 

o If the answer to any of these questions is “yes,” 
then your company has a higher cybersecurity 
risk. 

o 情報漏洩等の事件が発生した場合、自社の製品又

はサービスの販売に支障を来しますか。 

o 情報保護に関する顧客の信用を維持することは、

自社の事業にとって重要ですか。 

o もし、上記の問いのいずれかに対する答えが「は

い」であるなら、貴社のサイバーセキュリティリスク

は高いといえます。 

• Does your company have valuable or sensitive 
proprietary data that someone might seek to steal? 

• 誰かが窃取したいと思うような価値の高いデータ又は慎

重な取扱いを要する自社独自のデータを保有していま

すか。 

o Personal information tied to credit card data is an 
attractive data theft target 

o Cyber attacks directed at proprietary information, 
trade secrets, business processes, and other 
corporate assets including cash are increasingly 
reported. 

o Whether or not your company is consumer 
facing, if your organization has sensitive 
proprietary information, it may be a more 
attractive target to cybercriminals than you think. 

o クレジットカードと紐付けになっている個人情報は、

標的となり得る妙味のあるデータです。 

o 専有情報、営業秘密、業務プロセスのほか、現金を

含むその他の会社資産を狙ったサイバー攻撃の報

告が増加しています。 

o 消費者を相手にしているか否かにかかわらず、慎

重な取扱いを要する自社独自の情報をもっている

場合には、貴社が考える以上にサイバー犯罪者に

とって妙味のある標的であるかもしれません。 

• Is your company “critical infrastructure,” or are you a 
supplier/vendor for the government, or for critical 
infrastructure? 

• 貴社は「重要インフラ（critical infrastructure）」に該当し

ますか。または、政府若しくは重要インフラを取引先と

する供給業者／ベンダーですか。 

o Companies deemed to be critical infrastructure 
or that provide services to the government face 
special considerations. 

o For example, these businesses are likely to be 
regulated on cybersecurity matters sooner rather 
than later. 

o 重要インフラとみなされる会社又は政府に役務を提

供している会社は、特別な対応が必要です。 

o 例えば、そのような業者は、サイバーセキュリティ問

題について、他の会社より早い段階で規制の対象

となる可能性があります。 

Has Your Company Taken Steps to Evaluate, 
Mitigate, and Govern the Risks? 

サイバーセキュリティリスクの評価、抑制及び管理のために

講じた対策 

• What organizational structures exist to measure, 
govern, and assess data and information risk and 
how are threat assessments managed and reported? 

• データや情報に係るリスクを測定し、管理し、評価する

ためにどのような組織構成が取られていますか。また、

脅威の評価はどのように管理され、報告されています

か。 

o Companies with cybersecurity risk need to 
understand the risks they face and should 
consider formalized governance structures or 

o サイバーセキュリティリスクにさらされている会社

は、自社が直面しているリスクを把握したうえで、リ

スクを計測し、評価し、抑制するための組織立った
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processes to measure, assess and mitigate that 
risk. 

管理体制又は手順を検討する必要があります。 

• Is responsibility for all aspects of protecting your 
company’s information assets allocated 
appropriately? 

• 情報資産の保護を巡るあらゆる側面について、責任が

適切に割り当てられていますか。 

o Having a clear chain of command and a specific 
allocation of duties for those charged with 
information protection can both mitigate 
cybersecurity risks and prepare the organization 
better to respond to a security incident. 

o Has a comprehensive risk assessment regarding 
information security been completed recently 
and what is the status of addressing issues 
identified in such a risk assessment? 

o A good place to start a risk assessment is to: 

o 情報保護担当者の責務について明確な指揮系統を

構築し、具体的な分担を定めることにより、サイバ

ーセキュリティリスクを抑制し、セキュリティに関する

事件が発生した場合によりスムーズに対応できるよ

う備えることができます。 

o 最近、情報保護について包括的なリスク評価を実

施しましたか。また、リスク評価の際に特定された

問題への対応はどのような状況にありますか。 

o リスク評価は以下のような事から始めるのが良いで

しょう。 

 complete a high level data inventory of the 
company’s information assets so that you 
have an understanding of what information 
you have and generally where it is located; 
and 

 do a thorough review of policies and 
procedures to ensure that they comply with 
the relevant data security laws and are 
consistent with industry best practice. 

 自社が保有する情報資産について徹底的なデ

ータの棚卸しを実施し、どのような情報を持って

いるか、それらの情報が概ねどこに保管されて

いるかを把握すること。 

 関連するデータ保護法の遵守と業界のベストプ

ラクティスに見合った実践を確実にするために、

プライバシーポリシーや手続を抜本的に見直す

こと。 

• Has the company assessed the impact of global 
privacy and data security laws on the business? 

• グローバルなプライバシー保護法及びデータ保護法が

自社の取引に及ぼす影響を評価しましたか。 

o Several U.S. laws can apply to cybersecurity and 
data protection incidents, and there are also 
more than 90 other countries that have data 
protection laws. 

o If your company operates globally it is important 
to take the global laws into account when 
designing a cybersecurity program. 

o サイバーセキュリティやデータ保護関連事件に適用

される米国の法律は複数あり、米国以外でもデータ

保護に関する法律が制定されている国は 90 カ国

以上に上ります。 

o グローバルにビジネスを展開している場合には、サ

イバーセキュリティプログラムの設計にあたり全世

界の法律を考慮に入れることが重要です。 

• Does the company have an incident response plan, 
and are the appropriate business leaders identified in 
it? 

• 貴社に事故対応計画はありますか。また、同計画中に

適切な業務担当者が記載されていますか。 

o For many companies, it is not a question of if you 
will have a security incident so much as when. 

o Having a clear written incident response plan 
can help companies effectively respond to a 
security incident. 

o 多くの企業にとって、情報漏洩等の事故は、起こる

かどうかの問題ではなく、いつ起こるかという次元

のの問題です。 

o 明確な事故対応計画書があることで、企業は効率

的に情報漏洩等の事故に対応することができます。 

• Have the company’s security processes and systems • 貴社のセキュリティの処理やセキュリティシステムは、
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been reviewed by a third-party assessor? 第三者の評価人のレビューを受けていますか。 

o Third-party review of cybersecurity readiness 
can be a crucial factor in defending the company 
after a security incident as well as helping a 
company to take reasonable steps to prepare for 
and defend against a cyberattack. 

o Consider the following kinds of questions: 

o 第三者によるサイバーセキュリティの対応策のレビ

ューは情報漏洩等の事故後に貴社を防御するだけ

でなく、サイバー攻撃への対策と防御のために合理

的対策を講じる際に重要なファクターとなりえます。 

o 次の問いをご検討ください。 

 Does the company have a Security 
Operations Center, or other similar group in 
the company, and if so, have its activities 
been reviewed by a third-party to ensure 
they are adequate? 

 Has the level of penetration testing, 
software patching, and other similar 
activities been reviewed by a third-party to 
ensure it is adequate for your company? 

 Has the company benchmarked its 
cybersecurity risk posture against other 
similar businesses? 

 社内にセキュリティオペレーションセンターその

他類似の組織がありますか。ある場合、その活

動が適正であることに確実を期すため、第三者

のレビューを受けていますか。 

 侵入試験、ソフトウェアパッチ、その他類似の活

動の水準が貴社にとって適正であることに確実

を期すため、第三者のレビューを受けています

か。 

 サイバーセキュリティリスク体勢を、類似する業

務を行う他社と比較して評価していますか。 

• Many companies are taking additional steps in order 
to establish that they are exercising appropriate 
oversight of cybersecurity. 

• 多くの企業は、サイバーセキュリティの適切な監視を行

っていることを立証するために、追加対策をとっていま

す。 

o One crucial question that may be asked in the 
wake of significant information security breaches 
is “was management engaged and ready?” 

o To assure that you will be able to answer that 
question with confidence, consider: when was 
the last time management prepared a report 
regarding information security for the Board of 
Directors? 

o 重大な情報セキュリティ侵害の後に問われる重要

な点は「経営陣の関与の下、対策を講じていた

か？」です。 

o 自信をもってこの問いに答えられることを確実にす

るために、次の問いもご検討ください。すなわち、経

営陣が最後に、取締役会に向けた情報セキュリティ

に関する報告書を作成したのはいつか。 

• Does the company carry insurance that covers cyber 
risk? 

• サイバーリスクを補償する保険に加入していますか。 

o Cyber risk insurance is becoming much more 
common in recent years and is one tool that can 
be used to help the company to manage risk. 

o サイバーリスク保険は近年非常に一般的になって

おり、貴社のリスク管理に利用できるツールのひと

つです。 

• What Public Disclosures Has the Company Made? • 会社が行った開示の内容 

o Do the company’s public disclosures on 
information risk adequately describe its current 
risk posture? 

o Generally speaking, “boilerplate” disclosures 
related to cybersecurity issues are disfavored 

o Closely reviewing the company’s data security 

o 貴社の情報リスクに関する開示書類は現在の態勢

を適正に記述していますか。 

o 一般的に、サイバーセキュリティ問題に関する「常

套文句」的な開示は好ましく思われないことがあり

ます。 

o 定時に提出する証券関連書類等の作成に伴い、情
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policies, prior cyber incidents, and material 
information concerning cybersecurity risks in 
connection with drafting periodic securities filings 
is important. 

報セキュリティ方針、過去の情報漏洩等の事故や

サイバーセキュリティリスクに関する重大な情報を

仔細に検討することは重要です。 

• Assess the company’s internal and external privacy 
and information security policies and statements to 
confirm they appropriately and adequately describe 
its information practices. 

• 社内外のプライバシー・情報セキュリティに関する方針

及び記述等が、情報を扱う実務を適切・適正に記述して

いることを確認するためその評価をしてください。 

o Read the publicly facing privacy statements on 
the company’s website or in the literature the 
company provides to customers. 

o Ask whether it is consistent with the company’s 
actual practices and what methods are used to 
ensure that the company upholds the promises 
that it makes. 

o ウェブサイト上、又は顧客に提供する文書の中で開

示されているプライバシーに関する記述を精読して

ください。 

o 現実の実務と整合しているか否か、及び確実に約

束を守るためにどんな方法が用いられるかを検討し

てください。 

 上記の問題に関する詳細な情報については、以下の担当弁

護士までご連絡ください。 

For more information on these issues, please contact: 

Louise C. Stoupe 
Tokyo 
03 3214 6522 
lstoupe@mofo.com  

コンタクト 

ルイーズ C. ストゥープ 

東京 
03 3214 6522 
lstoupe@mofo.com  
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モリソン・フォースターについて 

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事

務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、

Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業

等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List に
過去 12 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働

きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げていま

す。モリソン･フォースターの弁護士はクライアントのために

最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務

所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮していま

す。詳しくは、当事務所のウェブサイト（www.mofo.com）を

ご覧ください。 

Because of the generality of this update, the information 
provided herein may not be applicable in all situations 
and should not be acted upon without specific legal 
advice based on particular situations. Prior results do 
not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体

的な法的アドバイスを提供するものでもありません。過去の

結果が今後も同様に当てはまることが保証されているもの

ではありません。 
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