政府機関の情報セキュリティ対策のための
統一技術基準(平成 24 年度改定)
新旧対照表
統一技術基準（平成 24 年度改定）

No.

1
2

2.1.1.2(3)
2.1.1.4

旧版
2.1.1.2(3)

「対策レベルの設定」に係る変更点
2.1.1.4 情報取扱区域における管理及び

対策レベルの設定
(新規追加)

利用制限

3

2.1.1.4(1)

情報取扱区域

(新規追加)

4

2.1.1.4(1)

統一管理基準に準じる。

(新規追加)

5

2.1.1.4(2)

情報取扱区域のクラスの決定

(新規追加)

6

2.1.1.4(2)

統一管理基準に準じる。

(新規追加)

2.1.1.4(3)

情報取扱区域のクラス別管理及び利用

(新規追加)

7
8
9

制限
2.1.1.4(3)

統一管理基準に準じる。

(新規追加)

2.1.1.4(4)

情報取扱区域の個別管理及び個別利用

(新規追加)

制限

10

2.1.1.4(4)

11

2.1.1.5

2.1.1.5 評価の方法

2.1.1.4

2.1.1.4 評価の方法

12

2.1.1.6

2.1.1.6 用語定義

2.1.1.5

2.1.1.5 用語定義

2.1.1.6

●「モバイル端末」とは、端末の形態に

2.1.1.5

●「モバイル PC」とは、端末の形態に

関係なく、業務で利用する目的により必

関係なく、業務で利用する目的により必

要に応じて移動する端末をいう。特定の

要に応じて移動する端末をいう。特定の

設置場所だけで利用する端末は、モバイ

設置場所だけで利用するノート型 PC

ル端末に含まれない。

は、モバイル PC に含まれない。

2.2.1.1(1)(e)

主体認証情報を設定する時は、セキュリ

(新規追加)

(ウ)

ティ上の強度が指定以上となるように

13

14

(新規追加)

統一管理基準に準じる。

要求する機能

15

2.2.1.1(1)(e)

解説：安易な主体認証情報（パスワード）

(ウ)解説

を設定すると、悪意のある第三者によっ
て解読されてしまうため、必要なセキュ
リティ上の強度を持つようにする必要
がある。
セキュリティ上の強度の指定について
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(新規追加)

統一技術基準（平成 24 年度改定）

No.

旧版

は、次の要素を考慮する必要がある。
・パスワードに用いる文字の種類
・パスワードの桁数
・パスワードの有効期間
・アカウントをロックする方法
・アカウントのロックを解除する方法
・当該情報システムを利用する人数
・当該情報システムへログインする方法
・当該情報システムに保存される情報の
格付等
なお、国民・企業と政府との間で申請及
び届出等のオンライン手続を提供する
システムにおいては、「オンライン手続
におけるリスク評価及び電子署名・認証
ガイドライン」に基づいてセキュリティ
要件を決定する必要があるが、パスワー
ド等のセキュリティ上の強度に関する
設定例について記載があるため、参考に
されたい。
(削除)

16

2.2.1.1(1)(f)

【強化遵守事項】

(ク)
2.2.1.1(1)(g)

17

情報システムセキュリティ責任者は、主

2.2.1.1(1)(g)

情報システムセキュリティ責任者は、主

体認証を行う必要があると認めた情報

体認証を行う必要があると認めた情報

システムにおいて、以下のそれぞれの機

システムにおいて、複数要素（複合）主

能を設けることの必要性の有無を検討

体認証方式で主体認証を行う機能を設

し、必要と認めたときは、当該機能を設

けること。

けること。
2.2.1.1(1)(g)
(ア)

複数要素（複合）主体認証方式で主体認

2.2.1.1(1)(g)

情報システムセキュリティ責任者は、主
体認証を行う必要があると認めた情報

証を行う機能

18

システムにおいて、複数要素（複合）主
体認証方式で主体認証を行う機能を設
けること。
2.2.1.1(1)(g)

19

(イ)

ログオンした利用者に対して、前回のロ

2.2.1.1(1)(h)

情報システムセキュリティ責任者は、主
体認証を行う必要があると認めた情報

グオンに関する情報を通知する機能

システムにおいて、ログオンした利用者
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統一技術基準（平成 24 年度改定）

No.

旧版
に対して、前回のログオンに関する情報
を通知する機能を設けること。

2.2.1.1(1)(g)
(ウ)

不正にログオンしようとする行為を検

2.2.1.1(1)(i)

知し、又は防止する機能

情報システムセキュリティ責任者は、主
体認証を行う必要があると認めた情報

20

システムにおいて、不正にログオンしよ
うとする行為を検知し、又は防止する機
能を設けること。
2.2.1.1(1)(g)

解説：通知によって本人が知る機会を得

2.2.1.1(1)(i)

解説：通知によって本人が知る機会を得

(ウ)解説

ること及び組織が状況を管理できるこ

解説

ること及び組織が状況を管理できるこ

21

と等が考えられる。例えば、識別コード

と等が考えられる。例えば、識別コード

によるログインにおいて、指定回数以上

によるログインにおいて、指定回数以上

の主体認証情報の誤入力が検知された

の主体認証情報の誤入力が検知された

場合に、その旨を本人に通知する、ある

場合に、その旨を本人に通知する、ある

いは、当該識別コードによる情報システ

いは、当該識別コードによる情報システ

ムへの以後のログインを無効にする（ア

ムへの以後のログインを無効にする（ア

カウントをロックする）機能の付加が挙

カウントをロックする）機能の付加が挙

げられる。

げられる。

なお、OS といった一般的に主体認証機
能を有する機器やソフトウェア等を調
達する場合には、当該機能を有する機器
やソフトウェア等を選択することが望
ましい。
2.2.1.1(1)(g)

利用者が情報システムにログインする

(エ)

前に、当該情報システムの利用に関する

体認証を行う必要があると認めた情報

通知メッセージを表示する機能

システムにおいて、利用者が情報システ

22

2.2.1.1(1)(j)

情報システムセキュリティ責任者は、主

ムにログインする前に、当該情報システ
ムの利用に関する通知メッセージを表
示する機能を設けること。

23

2.2.1.1(1)(g)

利用者に主体認証情報の定期的な変更

2.2.1.1(1)(k)

(オ)

を求める場合には、以前に設定した主体

体認証を行う必要があると認めた情報

認証情報と同じものを再設定すること

システムにおいて、利用者に主体認証情

を防止する機能

報の定期的な変更を求める場合には、以

情報システムセキュリティ責任者は、主

前に設定した主体認証情報と同じもの
を再設定することを防止する機能を設
けること。
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統一技術基準（平成 24 年度改定）

No.

旧版

2.2.1.1(1)(g)

管理者権限を持つ識別コードを共用す

(カ)

る場合には、当該識別コードでログイン

体認証を行う必要があると認めた情報

する前に個別の識別コードによりログ

システムにおいて、管理者権限を持つ識

オンすることが必要となる機能

別コードを共用する場合には、当該識別

24

2.2.1.1(1)(l)

情報システムセキュリティ責任者は、主

コードでログインする前に個別の識別
コードによりログオンすることが必要
となる機能を設けること。

25
2.2.1.2(1)(b)

26

(削除)

2.2.1.2(1)(a)

【強化遵守事項】

情報システムセキュリティ責任者は、ア

2.2.1.2(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者は、ア

クセス制御を行う必要があると認めた

クセス制御を行う必要があると認めた

情報システムにおいて、以下のそれぞれ

情報システムにおいて、利用者及び所属

の機能を設けることの必要性の有無を

するグループの属性以外に基づくアク

検討し、必要と認めたときは、当該機能

セス制御の機能を追加すること。

を設けること。
2.2.1.2(1)(b)
(ア)

利用者及び所属するグループの属性以

2.2.1.2(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者は、ア
クセス制御を行う必要があると認めた

外に基づくアクセス制御機能の追加

27

情報システムにおいて、利用者及び所属
するグループの属性以外に基づくアク
セス制御の機能を追加すること。
2.2.1.2(1)(b)

28

2.2.1.2(1)(c)

強制アクセス制御機能

(イ)

情報システムセキュリティ責任者は、ア
クセス制御を行う必要があると認めた
情報システムにおいて、強制アクセス制
御機能を設けること。

29

2.2.1.2(1)(b)

解説：強制アクセス制御機能(MAC)の組

2.2.1.2(1)(c)

(イ)解説

み込みを導入することを求める事項で

解説

解説：強制アクセス制御機能(MAC)の組
み込みを導入すること。

ある。

強制アクセス制御機能を備えたものと

強制アクセス制御機能を備えたものと

して、トラステッドＯＳやセキュアＯＳ

して、トラステッドＯＳやセキュアＯＳ

等で実装したものもある。

等で実装したものもある。
なお、強制アクセス制御機能の組み込み
を導入した場合、任意アクセス制御機能
の組み込みができなくなるが、強制アク
セス制御機能の方がより強力な機能の
ため、2.2.1.2(1)(a)を遵守していると考
えられる。
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No.

30
2.2.1.3(1)(b)

31

旧版

(削除)

2.2.1.3(1)(a)

【強化遵守事項】

情報システムセキュリティ責任者は、権

2.2.1.3(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者は、権

限管理を行う必要があると認めた情報

限管理を行う必要があると認めた情報

システムにおいて、以下のそれぞれの機

システムにおいて、最少特権機能を設け

能を設けることの必要性の有無を検討

ること。

し、必要と認めたときは、当該機能を設
けること。
2.2.1.3(1)(b)

32

2.2.1.3(1)(b)

最少特権機能

(ア)

情報システムセキュリティ責任者は、権
限管理を行う必要があると認めた情報
システムにおいて、最少特権機能を設け
ること。

2.2.1.3(1)(b)

33

(イ)

主体認証情報の再発行を自動で行う機

2.2.1.3(1)(c)

情報システムセキュリティ責任者は、権
限管理を行う必要があると認めた情報

能

システムにおいて、主体認証情報の再発
行を自動で行う機能を設けること。
2.2.1.3(1)(b)

34

2.2.1.3(1)(d)

デュアルロック機能

(ウ)

情報システムセキュリティ責任者は、権
限管理を行う必要があると認めた情報
システムにおいて、デュアルロック機能
を設けること。

2.2.1.3(2)(c)

35

権限管理を行う者は、管理者権限を持つ

2.2.1.3(2)(c)

権限管理を行う者は、管理者権限を持つ

識別コードを付与（発行、更新及び変更

識別コードを、業務又は業務上の責務に

を含む。以下この項において同じ。）す

即した場合に限定して付与（発行、更新

る場合は、以下の措置を講ずること。

及び変更を含む。以下この項において同
じ。）すること。

2.2.1.3(2)(c)
(ア)

業務又は業務上の責務に則した場合に

2.2.1.3(2)(c)

権限管理を行う者は、管理者権限を持つ
識別コードを、業務又は業務上の責務に

限定すること

36

即した場合に限定して付与（発行、更新
及び変更を含む。以下この項において同
じ。）すること。

37

2.2.1.3(2)(c)

初期設定の識別コードを変更できる場

(イ)

合には、識別コードを初期設定以外のも

(新規追加)

のに変更すること

38

2.2.1.3(2)(c)

初期設定の主体認証情報を変更できる

(ウ)

場合には、主体認証情報を初期設定以外
のものに変更すること
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(新規追加)

統一技術基準（平成 24 年度改定）

No.

39

2.2.1.3(2)(c)
(エ)

旧版
(新規追加)

ネットワークからのログインを制限す
ること

2.2.1.3(2)(c)

解説：管理者権限を持つ識別コードの取

2.2.1.3(2)(c)

解説：管理者権限を持つ識別コードの取

(エ)解説

扱いは、情報システムのセキュリティ対

解説

扱いは、情報システムのセキュリティ対

策上、非常に重要な事項である。そのた

策上、非常に重要な事項である。そのた

め、管理者権限を持つ識別コードは、業

め、管理者権限を持つ識別コードは、業

務又は業務上の責務に即して最小限の

務又は業務上の責務に即して最小限の

者へ付与すること。必要以上の者に過大

者へ付与すること。必要以上の者に過大

な管理者権限を付与しないこと。また、

な管理者権限を付与しないこと。

管理者権限に係る識別コード及び主体
認証情報の取扱いについては、2.2.1.1
の識別コード及び主体認証情報に係る

40

遵守事項も踏まえること。
なお、管理者権限を持つ識別コードにつ
いては、初期設定の識別コードの使用を
禁止し、又は必要時以外は無効化するこ
とが望ましい。
「ネットワークからのログインを制限
する」こととしては、例えば、電子証明
書による端末認証、IP アドレス、MAC
アドレス等により制限することが考え
られる。

41
2.2.1.3(2)(g)

42

43

(削除)

2.2.1.3(2)(f)

【強化遵守事項】

権限管理を行う者は、以下のそれぞれの

2.2.1.3(2)(g)

権限管理を行う者は、単一の情報システ

措置を講ずることの必要性の有無を検

ムにおいては、１人の行政事務従事者に

討し、必要と認めたときは、当該措置を

対して単一の識別コードのみを付与す

講ずること。

ること。

2.2.1.3(2)(g)

単一の情報システムにおいては、１人の

2.2.1.3(2)(g)

(ア)

行政事務従事者に対して単一の識別コ

ムにおいては、１人の行政事務従事者に

ードのみの付与

対して単一の識別コードのみを付与す

権限管理を行う者は、単一の情報システ

ること。

44

2.2.1.3(2)(g)

識別コードをどの主体に付与したかに

(イ)

ついての記録及び当該記録を消去する

主体に付与したかについて記録するこ

場合の情報セキュリティ責任者からの

と。当該記録を消去する場合には、情報

事前の許可

セキュリティ責任者からの事前の許可
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2.2.1.3(2)(h)
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No.

旧版
を得ること。

45

2.2.1.3(2)(g)

ある主体に付与した識別コードをその

(ウ)

後別の主体に対して付与することの禁

た識別コードをその後別の主体に対し

止

て付与しないこと。

46
2.2.1.4(1)(d)

47

2.2.1.3(2)(i)

権限管理を行う者は、ある主体に付与し

(削除)

2.2.1.4(1)(c)

【強化遵守事項】

情報システムセキュリティ責任者は、証

2.2.1.4(1)(d)

情報システムセキュリティ責任者は、証

跡を取得する必要があると情報セキュ

跡を取得する必要があると情報セキュ

リティ責任者が認めた情報システムに

リティ責任者が認めた情報システムに

おいては、以下のそれぞれの機能を設け

おいては、証跡の点検、分析及び報告を

ることの必要性の有無を検討し、必要と

支援するための自動化機能を情報シス

認めたときは、当該機能を情報システム

テムに設けること。

に設けること。
2.2.1.4(1)(d)
(ア)

証跡の点検、分析及び報告を支援するた

2.2.1.4(1)(d)

情報システムセキュリティ責任者は、証
跡を取得する必要があると情報セキュ

めの自動化機能

リティ責任者が認めた情報システムに

48

おいては、証跡の点検、分析及び報告を
支援するための自動化機能を情報シス
テムに設けること。
2.2.1.4(1)(d)

情報セキュリティの侵害の可能性を示

(イ)

す事象を検知した場合に、監視する者等

得した証跡の内容により、情報セキュリ

にその旨を即時に通知する機能

ティの侵害の可能性を示す事象を検知

49

2.2.1.4(1)(e)

情報システムセキュリティ責任者は、取

した場合に、監視する者等にその旨を即
時に通知する機能を情報システムに設
けること。

50

2.2.1.5(1)(a)

解説：保証のための対策を行う必要性が

2.2.1.5(1)(a)

解説：保証のための対策を行う必要性が

解説

あると認めた場合に、保証のための機能

解説

あると認めた場合に、保証のための機能

を情報システムに設けることを求める

を情報システムに設けることを求める

事項である。

事項である。

保証のための機能とは、2.2.1.1〜2.2.1.

保証のための機能とは、2.2.1.1〜2.2.1.

4 で示した遵守事項に限らない情報及び

4 で示した遵守事項に限らない情報及び

情報システムの安全性をより確実にす

情報システムの安全性をより確実にす

るための機能のことをいう。これには大

るための機能のことをいう。これには大

きく分けて以下の２つのものがある。

きく分けて以下の２つのものがある。

（ア）2.2.1.1〜2.2.1.4 の機能とは異なる

（ア）2.2.1.1〜2.2.1.4 の機能とは異な

観点での保護を高めるための機能：

る観点での保護を高めるための機能：
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No.

旧版

2.2.1.1〜2.2.1.4 の機能は、主として情報

2.2.1.1〜2.2.1.4 の機能は、主として情

及び情報システムの機密性、完全性及び

報及び情報システムの機密性、完全性及

可用性を保護することを目的とした機

び可用性を保護することを目的とした

能である。これに加えて、情報及び情報

機能である。これに加えて、情報及び情

システムの真正性（Authenticity）の保

報システムの真正性（Authenticity）、否

護、否認防止（Non-Repudiation）のた

認防止（Non-Repudiation）のための機

めの機能等を設けることの必要性を、対

能等を設けることの必要性を、対象とす

象とする情報及び情報システムに対し

る情報及び情報システムに対して検討

て検討し、必要な措置を講ずることによ

し、必要な措置を講ずることによって、

って、安全性をより確実にすることがで

安全性をより確実にすることができる。

きる。

（省略）

（省略）

51
2.2.1.6(1)(e)

52

2.2.1.6(1)(e)
(ア)

(削除)

2.2.1.6(1)(d)

【強化遵守事項】

情報システムセキュリティ責任者は、暗

2.2.1.6(1)(e)

情報システムセキュリティ責任者は、暗

号化又は電子署名の付与又は検証を行

号化又は電子署名の付与又は検証を行

う必要があると認めた情報システムに

う必要があると認めた情報システムに

おいて、以下のそれぞれの措置を講ずる

おいて、暗号モジュールを、交換ができ

ことの必要性の有無を検討し、必要と認

るようにコンポーネント化して構成す

めたときは、当該措置を講ずること。

ること。

暗号モジュールの交換可能なコンポー

2.2.1.6(1)(e)

ネント化による構成

情報システムセキュリティ責任者は、暗
号化又は電子署名の付与又は検証を行
う必要があると認めた情報システムに

53

おいて、暗号モジュールを、交換ができ
るようにコンポーネント化して構成す
ること。
2.2.1.6(1)(e)
(イ)

複数のアルゴリズムを選択可能にする

2.2.1.6(1)(f)

構成

情報システムセキュリティ責任者は、暗
号化又は電子署名の付与又は検証を行

54

う必要があると認めた情報システムに
おいて、複数のアルゴリズムを選択可能
とすること。

55

2.2.1.6(1)(e)

選択したアルゴリズムがソフトウェア

(ウ)

及びハードウェアへ適切に実装され、暗

号化又は電子署名の付与又は検証を行

号化された情報の復号又は電子署名の

う必要があると認めた情報システムに

付与に用いる鍵及び主体認証情報等が

おいて、選択したアルゴリズムがソフト

安全に保護された製品を使用するため、

ウェア及びハードウェアへ適切に実装
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統一技術基準（平成 24 年度改定）

No.

旧版

暗号モジュール試験及び認証制度に基

され、暗号化された情報の復号又は電子

づく認証を取得している製品の選択

署名の付与に用いる鍵及び主体認証情
報等が安全に保護された製品を使用す
るため、暗号モジュール試験及び認証制
度に基づく認証を取得している製品を
選択すること。

2.2.1.6(1)(e)

暗号化された情報の復号又は電子署名

2.2.1.6(1)(h)

(エ)

の付与に用いる鍵の耐タンパー性を有

号化又は電子署名の付与を行う必要が

する暗号モジュールへの格納

あると認めた情報システムにおいて、暗

情報システムセキュリティ責任者は、暗

号化された情報の復号又は電子署名の

56

付与に用いる鍵を、第三者による物理的
な攻撃から保護するために、耐タンパー
性を有する暗号モジュールへ格納する
こと。

57
2.2.2.1(1)(a)

58

(削除)

2.2.1.6(2)(a)

【強化遵守事項】

情報システムセキュリティ責任者は、電

2.2.2.1(1)(a)

情報システムセキュリティ責任者は、電

子計算機及び通信回線装置の設置又は

子計算機及び通信回線装置（公開された

運用開始時に、当該機器上で利用するソ

セキュリティホールの情報がない電子

フトウェアに関連する公開されたセキ

計算機及び通信回線装置を除く。以下こ

ュリティホールの対策を実施すること。

の項において同じ。）の設置又は運用開
始時に、当該機器上で利用するソフトウ
ェアに関連する公開されたセキュリテ
ィホールの対策を実施すること。

59
2.2.2.1(1)(b)

60

61
2.2.2.2(1)(c)

62

(削除)

2.2.2.1(1)(a)

【強化遵守事項】

情報システムセキュリティ責任者は、公

2.2.2.1(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者は、公

開されたセキュリティホールの情報が

開されたセキュリティホールの情報が

ない段階においても電子計算機及び通

ない段階においても電子計算機及び通

信回線装置上で採り得る対策がある場

信回線装置上で採り得る対策を実施す

合は、当該対策を実施すること。

ること。

(削除)

2.2.2.2(1)(b)

【強化遵守事項】

情報システムセキュリティ責任者は、想

2.2.2.2(1)(c)

情報システムセキュリティ責任者は、想

定される不正プログラムの感染経路に

定される不正プログラムの感染経路に

おいて、複数の種類のアンチウイルスソ

おいて、複数の種類のアンチウイルスソ

フトウェア等を組み合わせて導入する

フトウェア等を組み合わせ、導入するこ

必要性の有無を検討し、必要と認めたと

と。
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No.

旧版

きは、当該措置を講ずること。
2.2.2.2(1)(d)

63

情報システムセキュリティ責任者は、想

2.2.2.2(1)(d)

情報システムセキュリティ責任者は、想

定される不正プログラムの感染経路に

定される不正プログラムの感染経路に

おいて、拡散を防止する措置の必要性の

おいて、拡散することを防止するための

有無を検討し、必要と認めたときは、当

対策を実施すること。

該措置を講ずること。
2.2.2.2(1)(d)

解説：ネットワーク及び外部電磁的記録

2.2.2.2(1)(d)

解説：ネットワーク及び外部電磁的記録

解説

媒体を経由した感染拡大を防止するこ

解説

媒体を経由した感染拡大を防止するこ

64

とを求める事項である。ネットワークを

とを求める事項である。ネットワークを

経由した感染拡大の防止策としては、例

経由した感染拡大の防止策としては、例

えば、不正プログラム定義ファイル又は

えば、不正プログラム定義ファイル又は

パッチ適用等が最新化されていない端

パッチ適用等が最新化されていない端

末をネットワークに接続させない情報

末をネットワークに接続させない情報

システムや、通信に不正プログラムが含

システムや、通信に不正プログラムが含

まれていることを検知すると、その通信

まれていることを検知すると、その通信

を検知したネットワークからの通信を

を検知したネットワークからの通信を

遮断する情報システムの導入等が挙げ

遮断する情報システムの導入等が挙げ

られる。また、外部電磁的記録媒体を経

られる。また、外部電磁的記録媒体を経

由した感染拡大の防止策としては、例え

由した感染拡大の防止策としては、例え

ば、自動再生機能の無効化、外部電磁的

ば、自動再生機能の無効化、外部電磁的

記録媒体の電子計算機接続時の手動検

記録媒体の電子計算機接続時の手動検

索、及びアンチウイルスソフトウェアの

索、及びアンチウイルスソフトウェアの

自動検査機能の有効化等が挙げられる。

リアルタイム検索機能の有効化等が挙
げられる。

2.2.2.2(2)(b)

解説：1.5.2.8(1)(a)の規定による統括情

2.2.2.2(2)(b)

解説：1.5.2.7(1)(a)の規定による統括情

解説

報セキュリティ責任者が整備する規程

解説

報セキュリティ責任者が整備する規程

65

66
2.2.2.3(1)(e)

67

に基づいた対策の状況及び本項の対策

に基づいた対策の状況及び本項の対策

の状況を適宜把握し、問題点が発見され

の状況を適宜把握し、問題点が発見され

た場合は改善することを求める事項で

た場合は改善することを求める事項で

ある。

ある。

(削除)

2.2.2.3(1)(d)

【強化遵守事項】

情報システムセキュリティ責任者は、要

2.2.2.3(1)(e)

情報システムセキュリティ責任者は、要

安定情報を取り扱う情報システムにつ

安定情報を取り扱う情報システムにつ

いては、電子計算機、通信回線装置又は

いては、電子計算機、通信回線装置又は

通信回線に対するサービス不能攻撃の

通信回線に対するサービス不能攻撃の
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No.

旧版

影響を排除し、又は低減する措置の必要

影響を排除し、又は低減する対策装置を

性の有無を検討し、必要と認めたとき

導入すること。

は、対策措置を講ずること。
2.2.2.3(1)(e)

解説：通信回線については、通信量の制

2.2.2.3(1)(e)

解説：通信回線については、通信量の制

解説

限や通信の遮断が有効であり、サービス

解説

限や通信の遮断が有効であり、サービス

68

不能攻撃の影響を排除し、又は低減する

不能攻撃の影響を排除し、又は低減する

ために必要な装置の導入を求める事項

ために必要な装置の導入を求める事項

である。例えば、巧みに偽装したパケッ

である。例えば、巧みに偽装したパケッ

トや正規の送信元アドレスを使用した

トや正規の送信元アドレスを使用した

巧妙な DDoS 攻撃を抑制するには、電子

巧妙な DDoS 攻撃を抑制するには、電子

計算機及び通信回線装置が持つ既存の

計算機及び通信回線装置が持つ既存の

セキュリティ対策機能に加え、サービス

セキュリティ対策機能に加え、サービス

不能攻撃に係る通信の遮断等、インター

不能攻撃の影響を排除し、又は低減する

ネットに接続している通信回線を提供

ことのできる専用の対策装置の導入が

している事業者による対策又はサービ

挙げられる。

ス不能攻撃の影響を排除し、又は低減す
ることのできる専用の対策装置の導入
が挙げられる。
なお、電子計算機や通信回線装置が設け
ている機能を有効にするだけでは、サー
ビス不能攻撃の影響を排除又は低減で
きない場合には、インターネットに接続
している通信回線を提供している事業
者による対策又は対策装置を導入する
必要性があると判断すること。
2.2.2.3(1)(f)

69

情報システムセキュリティ責任者は、要

2.2.2.3(1)(f)

情報システムセキュリティ責任者は、要

安定情報を取り扱う情報システムにつ

安定情報を取り扱う情報システムにつ

いては、サービス不能攻撃を受けた場合

いては、サービス不能攻撃を受けた場合

に攻撃への対処を効果的に実施できる

に攻撃への対処を効果的に実施できる

手段を確保することの必要性の有無を

手段を確保しておくこと。

検討し、必要と認めたときは、当該措置
を講ずること。
2.2.2.3(1)(g)

70

情報システムセキュリティ責任者は、要

2.2.2.3(1)(g)

情報システムセキュリティ責任者は、要

安定情報を取り扱う情報システムにつ

安定情報を取り扱う情報システムにつ

いては、サービス提供に必要な電子計算

いては、サービス提供に必要な電子計算
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機、通信回線装置又は通信回線を冗長構

機、通信回線装置又は通信回線を冗長構

成にすることの必要性の有無を検討し、

成にすること。

必要と認めたときは、当該措置を講ずる
こと。

71
2.2.2.4(1)(c)

72

(削除)

2.2.2.4(1)(b)

【強化遵守事項】

情報システムセキュリティ責任者は、情

2.2.2.4(1)(c)

情報システムセキュリティ責任者は、情

報システムが踏み台になっているか否

報システムが踏み台になっているか否

かを監視するための監視方法及び監視

かを監視するための監視方法及び監視

記録の保存期間を定める必要性の有無

記録の保存期間を定めること。

を検討し、必要と認めたときは、当該措
置を講ずること。

73

(削除)
2.2.2.4(2)(a)

74

2.2.2.4(2)

情報システムセキュリティ管理者は、監

2.2.2.4(2)(a)

【強化遵守事項】
情報システムセキュリティ管理者は、定

視を行う情報システムについては、定め

められた監視方法に従って情報システ

られた監視方法に従って情報システム

ムを監視し、その記録を保存すること。

を監視し、その記録を保存すること。

75

2.2.2.5
2.2.2.5 趣旨

標的型攻撃対策

(新規追加)

標的型攻撃は、複数の攻撃手法を組み合

(新規追加)

わせ、ソーシャルエンジニアリングによ
り特定の組織や個人を狙い執拗に行わ
れる攻撃である。この攻撃を完全に検知
及び防御することは困難であり、かつ、
端末やサーバ装置への侵入後、情報シス
テム内に潜伏し、バックドアの設置等の
攻撃を行うものもある。

76

府省庁で管理している情報システムの
内部に不正侵入された場合、組織内部の
情報が漏えいする等により、政府の社会
的な信用が失われるおそれがある。ま
た、攻撃のあった府省庁から窃取された
情報が府省庁外への攻撃に利用される
場合もある。
そのため、府省庁の外部と内部の境界で
攻撃を検知及び防御する対策だけでな
く、府省庁の情報システム内の通信及び
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外部への通信の監視・制御等を行うこと
により、情報システム内部からの攻撃の
検知及び被害の拡大を防止するための
対策も講ずる必要がある。
これらのことを勘案し、本項では、標的
型攻撃に関する対策基準として、情報シ
ステムの構築時及び運用時についての
遵守事項を定める。

77

2.2.2.5(1)
2.2.2.5(1)(a)

情報システムの構築時

(新規追加)

情報システムセキュリティ責任者は、情

(新規追加)

報システムについて標的型攻撃による

78

不正プログラムの侵入及び感染拡大等
を防止するための措置を講ずること。
2.2.2.5(1)(a)

解説：電子計算機等に対し、情報システ

解説

ムの構築時における標的型攻撃による
不正プログラムの侵入及び感染拡大等
への対処の実施を求める事項である。標
的型攻撃への対策は、個々のサーバ装置
や端末だけではなく、情報システムのネ
ットワーク全体の通信要件も対象とな
る。そして、当該通信要件に従って、ア
クセス制御及び経路制御を含むネット
ワークシステム全体の対策を講ずる必

79

要がある。
対策としては、例えば、以下のものが挙
げられる。
（ア）通信回線における対策
・ファイアウォール等を利用した通信要
件の制限
・侵入検知システム等による不正な通信
の検知・遮断
・端末間、グループ化された電子計算機
間の通信の制限
・府省庁内通信回線上の端末から府省庁
外通信回線への通信はプロキシを経由
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旧版

させる等の経路制御等
（イ）端末及びサーバ装置共通の対策
・管理者権限を持つ識別コードの個別の
付与（管理者権限を持つ既定の識別コー
ドの付与の禁止又は必要時以外の無効
化）
・管理者権限を持つ識別コードの業務に
必要な権限のみの付与
・指定回数以上の主体認証情報の誤入力
後の、一定期間の当該識別コードの無効
化
・主体認証情報を設定する時の、セキュ
リティ上の強度が指定以上となるよう
に要求する機能の設置
・アンチウイルスソフトウェア等の導入
・不正プログラム定義ファイル利用型ア
ンチウイルスソフトウェアとふるまい
検知型アンチウイルスソフトウェアの
併用
・不正プログラムの自動検査機能の有効
化
・セキュリティホールの対処
・不要なサービスの削除
・不審なプログラムの実行禁止
・許可していない外部電磁的記録媒体及
び端末の接続制限
・送信ドメイン認証等を利用した、受信
した電子メールのなりすましの有無の
確認
・ファイルの暗号化等
（ウ）端末における対策
・パーソナルファイアウォールの導入等
（エ）サーバ装置における対策
・重要な情報を保存しているサーバ装置
へのログイン可能な端末の制限
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・重要な情報を保存しているサーバ装置
上のセキュリティ状態の監視
等
なお、不正プログラムの自動検査機能の
有効化といった不正プログラム感染防
止のための日常的実施事項については
1.5.2.8、セキュリティホールへの対処と
いったセキュリティホールについての
対策については 2.2.2.1、アンチウイルス
ソフトウェア等の導入といった不正プ
ログラム対策については 2.2.2.2、サーバ
装置にログイン可能な端末の制限や不
要なサービスの削除といったサーバ装
置や端末に関する対策については 2.3.2.
1〜2.3.2.3、電子メールに関する対策に
ついては 2.3.3.1 及びファイアウォール
や侵入検知システム等の導入といった
通信回線に関する対策については 2.3.4.
1〜2.3.4.3 を参照すること。
2.2.2.5(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者は、イ

(新規追加)

ンターネット等の府省庁外の通信回線

80

に接続される情報システムについて標
的型攻撃に利用されることを防止する
ための措置を講ずること。
2.2.2.5(1)(b)

解説：インターネット等の府省庁外の通

解説

信回線に接続される電子計算機等に対
し、標的型攻撃に利用されることへの対
処の実施を求める事項である。
対策としては、送信ドメイン認証を利用

81

した送信する電子メールの送信元ドメ
イン名のなりすまし防止、政府ドメイン
名の利用及び府省庁外に提供するソフ
トウェア等への電子証明書の付与、当該
電子計算機が標的型攻撃に利用されて
いるか否かの監視等が挙げられる。
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なお、府省庁外に提供するソフトウェア
等への電子証明書の付与といった府省
庁外の情報セキュリティ水準の低下を
招く行為の防止に関する対策について
は 1.5.2.6、ドメイン名の使用に関する対
策については 1.5.2.7 当該電子計算機の
監視といった踏み台対策については 2.2.
2.4 及び電子メールに関する対策につい
ては 2.3.3.1 を参照すること。

82

2.2.2.5(2)
2.2.2.5(2)(a)

情報システムの運用時

(新規追加)

情報システムセキュリティ責任者は、情

(新規追加)

報システムについて標的型攻撃による

83

不正プログラムの侵入及び感染拡大等
を防止するための措置を講ずること。
2.2.2.5(2)(a)

解説：電子計算機等に対し、情報システ

解説

ムの運用時における標的型攻撃による
不正プログラムの侵入及び感染拡大等
への対処の実施を求める事項である。
対策としては、例えば、以下のものが挙
げられる。
（ア）通信回線における対策
・府省庁内通信回線と府省庁外通信回線
との間で送受信される通信内容の監視
・府省庁内通信回線上の電子計算機同士

84

で送受信される通信内容の監視
・アンチウイルスソフトウェア等で検出
されないボットの通信の監視等
（イ）端末及びサーバ装置共通の対策
・アンチウイルスソフトウェア等におけ
る不正プログラム定義ファイルの最新
の状態の維持
・定期的な全ての電子ファイルに対する
不正プログラムの有無の確認
・セキュリティホールに関連する情報の
収集及びリスク分析した上での対策実
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施
・ログの取得及び解析等
（ウ）その他
・標的型攻撃に関する訓練の実施
・送信ドメイン認証を利用した、送信す
る電子メールの送信元ドメイン名のな
りすまし防止等
なお、不正プログラム定義ファイルの最
新の状態の維持や定期的な全ての電子
ファイルに対する不正プログラムの有
無の確認といった不正プログラム感染
防止のための日常的実施事項について
は 1.5.2.8、セキュリティホールに関する
情報の収集といったセキュリティホー
ルに関する対策については 2.2.2.1、電子
メールに関する対策については 2.3.3.1
及び通信内容の監視といった通信回線
に関する対策については 2.3.4.2 を参照
のこと。

85

2.3.1.1

2.3.1.1

制限
2.3.1.1 趣旨

86

情報取扱区域のクラス別管理及び利用

電子計算機及び通信回線装置を設置す
る安全区域

悪意を持った者が電子計算機及び通信

2.3.1.1 趣旨

電子計算機及び通信回線装置の設置環

回線装置に物理的に接触できる設置環

境について、悪意を持った者が電子計算

境にある場合においては、なりすまし、

機及び通信回線装置に物理的に接触で

物理的な装置の破壊のほか、情報の漏え

きる状況においては、なりすまし、物理

い又は改ざん等が行われるおそれがあ

的な装置の破壊のほか、情報の漏えい又

る。また、その他にも、設置環境に関す

は改ざんが行われるおそれがある。ま

る脅威としては、自然災害の発生による

た、設置環境に関する脅威としては、自

情報システムの損傷や情報の紛失等が

然災害の発生により情報システムが損

発生するおそれもある。

傷する等のおそれもある。

このように施設全体や区域ごとに様々

これらのことを勘案し、本項では、安全

な脅威が考えられるため、それぞれの区

区域に関する対策基準として、安全区域

域に応じた管理と想定される利用形態

への立入り及び退出、訪問者及び受渡業

に応じた情報の取扱いを行う必要があ

者、電子計算機及び通信回線装置のセキ

る。

ュリティ確保、安全区域内のセキュリテ
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これらのことを勘案し、本項では、情報

ィ管理並びに災害及び障害についての

取扱区域のクラス別管理及び利用制限

遵守事項を定める。

の対策基準として、立ち入る者を制限す
るための管理対策、立ち入る者を許可す
る際の管理対策、訪問者がある場合の管
理対策、設置する設備の管理対策、作業
がある場合の管理対策、立ち入る者を制
限するための利用制限対策、物品の持込
み、持ち出し及び利用についての利用制
限対策、荷物の受渡しについての利用制
限対策並びに災害及び障害への対策に
関する遵守事項を定める。

87

2.3.1.1(1)
2.3.1.1(1)(a)

立ち入る者を制限するための管理対策

2.3.1.1(1)

立入り及び退出の管理
(新規追加)

区域情報セキュリティ責任者は、立ち入
る者を制限するための管理対策として、
以下の事項について、別表 1 に従って、

88

クラスの区分に応じた措置を講ずるこ
と。なお、個別の管理対策を決定する場
合は、当該個別管理についても講ずるこ
と。
2.3.1.1(1)(a)

89

2.3.1.1(1)(a)

不審者を立ち入らせない措置

(ア)

情報システムセキュリティ責任者は、安
全区域に不審者を立ち入らせない措置
を講ずること。

90

2.3.1.1(1)(a)

解説：要管理対策区域への不審者の立入

2.3.1.1(1)(a)

解説：安全区域への不審者の立入りを防

(ア)解説

りを防止し、要管理対策区域のセキュリ

解説

止し、安全区域のセキュリティを確保す

ティを確保するための事項である。

るための事項である。

措置としては、身分を確認できる物の提

措置としては、身分を確認できる物の提

示の義務化、要管理対策区域の所在の表

示の義務化、安全区域の所在の表示の制

示の制限等が挙げられる。

限等が挙げられる。
なお、本項の全ての遵守事項のうち、庁
舎等の施設全体で対策が実施されてい
る遵守事項については、当該対策を更に
居室等ごとに実施することまでは求め
ておらず、施設における対策により代替
可能である。
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(削除)

2.3.1.1(1)(b)

【強化遵守事項】

2.3.1.1(1)(a)

要保護情報を取り扱う情報システムに

2.3.1.1(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者は、要

(イ)

ついては、物理的に隔離し、立入り及び

保護情報を取り扱う情報システムにつ

退出を管理するための措置

いては、安全区域を物理的に隔離し、立

92

入り及び退出を管理するための措置を
講ずること。
2.3.1.1(1)(a)

解説：電子計算機及び通信回線装置が設

2.3.1.1(1)(b)

解説：要保護情報を取り扱う情報システ

(イ)解説

置された区域を、物理的隔離及び立入り

解説

ムを構成する電子計算機及び通信回線

93

及び退出の管理によりセキュリティを

装置が設置された安全区域を、物理的隔

確保するための事項である。

離及び立入り及び退出の管理によりセ

措置としては、壁、施錠可能な扉、パー

キュリティを確保するための事項であ

ティション等で囲むことで区域を隔離

る。

し、当該区域が無人になる際には扉を施

措置としては、壁、施錠可能な扉、パー

錠する、当該鍵の貸し出しを管理すると

ティション等で囲むことで安全区域を

いった措置が挙げられる。なお、要管理

隔離し、安全区域が無人になる際には扉

対策区域では、扉を開放したまま無人の

を施錠する、当該鍵の貸し出しを管理す

状態にしてはならない。

るといった措置が挙げられる。安全区域
の扉を開放したまま無人の状態にして
はならない。

94

2.3.1.1(2)
2.3.1.1(2)(a)

立ち入る者を許可する際の管理対策

(新規追加)

区域情報セキュリティ責任者は、立ち入

(新規追加)

る者を許可する際の管理対策として、以
下の事項について、別表 1 に従って、ク

95

ラスの区分に応じた措置を講ずること。
なお、個別の管理対策を決定する場合
は、当該個別管理についても講ずるこ
と。

96

2.3.1.1(2)(a)

要管理対策区域へ立ち入る者が立入り

2.3.1.1(1)(c)

(ア)

を許可された者であるかの確認を行う

全区域へ立ち入る者が立入りを許可さ

ための措置

れた者であるかの確認を行うための措

情報システムセキュリティ責任者は、安

置を講ずること。

97

2.3.1.1(2)(a)

解説：要管理対策区域へ立ち入る者が立

2.3.1.1(1)(c)

解説：安全区域へ立ち入る者が立入りを

(ア)解説

入りを許可された者であるかの確認を

解説

許可された者であるかの確認を実施す

実施することで、許可されていない者の

ることで、許可されていない者の立入り

立入りを排除するための事項である。

を排除するための事項である。

-19-

統一技術基準（平成 24 年度改定）

No.

98

旧版

なお、立入りを許可された者であるかの

なお、立入りを許可された者であるかの

確認のために主体認証を行う機能を設

確認のために主体認証を行う機能を設

けた場合は、立ち入る者の主体認証情報

けた場合は、立ち入る者の主体認証情報

の管理に関する規定の整備、当該主体認

の管理に関する規定の整備、当該主体認

証情報の読取防止のための措置を講ず

証情報の読取防止のための措置を講ず

ること等が望ましい。

ること等が望ましい。

2.3.1.1(2)(a)

要管理対策区域から退出する者が立入

2.3.1.1(1)(d)

(イ)

りを許可された者であるかの確認を行

全区域から退出する者が立入りを許可

うための措置

された者であるかの確認を行うための

情報システムセキュリティ責任者は、安

措置を講ずること。
2.3.1.1(2)(a)

立入りを許可された者が、立入りを許可

(ウ)

されていない者を要管理対策区域へ立

入りを許可された者が、立入りを許可さ

ち入らせ、及び当該区域から退出させな

れていない者を安全区域へ立ち入らせ、

い措置

及び安全区域から退出させない措置を

99

2.3.1.1(1)(e)

情報システムセキュリティ責任者は、立

講ずること。
2.3.1.1(2)(a)

解説：要管理対策区域の立入り及び退出

2.3.1.1(1)(e)

解説：安全区域の立入り及び退出時に立

(ウ)解説

時に立入りを許可された者であるかど

解説

入りを許可された者であるかどうかの

100

2.3.1.1(2)(a)
(エ)

うかの確認を確実に実施するための事

確認を確実に実施するための事項であ

項である。

る。

対策としては、１人ずつでないと立入り

対策としては、１人ずつでないと立入り

及び退出が不可能な設備の利用、警備員

及び退出が不可能な設備の利用、警備員

の配置による目視確認等が挙げられる。

の配置による目視確認等が挙げられる。

継続的に立ち入る者を許可する手続の

2.3.1.1(1)(f)

整備

情報システムセキュリティ責任者は、安
全区域へ継続的に立ち入る者を許可す
る手続を整備すること。また、その者の

101

氏名、所属、立入許可日、立入期間及び
許可事由を含む事項を記載するための
文書を整備すること。
2.3.1.1(2)(a)

解説：文書を整備することで、要管理対

2.3.1.1(1)(f)

解説：文書を整備することで、安全区域

(エ)解説

策区域へ継続的に立ち入る者を把握す

解説

へ継続的に立ち入る者を把握するため

るための事項である。立入期間について

102

は、例えば、月又は年単位といった期間
が考えられる。
なお、文書には、その者の氏名、所属、
立入許可日、立入期間及び許可事由を含
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む事項を記載すること。
2.3.1.1(2)(a)
(オ)

継続的に立入りを許可された者に変更

2.3.1.1(1)(g)

がある場合の手続の整備

情報システムセキュリティ責任者は、安
全区域へ立入りを許可された者に変更

103

がある場合には、当該変更の内容を前事
項の文書へ反映させること。また、当該
変更の記録を保存すること。
2.3.1.1(2)(a)

解説：立入りを許可された者に変更があ

2.3.1.1(1)(g)

解説：変更の内容を前事項の文書へ反映

(オ)解説

る場合に変更手続をとることで、継続的

解説

することで安全区域へ継続的に立ち入

104

に立ち入る者を把握するための事項で

る者を把握するための事項である。

ある。変更の手続きには、変更の内容を

また、変更内容についての記録を保存

前事項の文書へ反映することが挙げら

し、後で参照できるようにしておく必要

れる。

がある。

また、変更内容についての記録を保存
し、後で参照できるようにしておく必要
がある。

105

2.3.1.1(2)(a)

全ての者の要管理対策区域への立入り

2.3.1.1(1)(h)

(カ)

及び当該区域からの退出を記録し及び

全区域への全ての者の立入り及び当該

監視するための措置

区域からの退出を記録し及び監視する

情報システムセキュリティ責任者は、安

ための措置を講ずること。
2.3.1.1(2)(a)

解説：要管理対策区域への立入り及び当

2.3.1.1(1)(h)

解説：安全区域への立入り及び当該区域

(カ)解説

該区域からの退出の記録、監視を行い、

解説

からの退出の記録、監視を行い、安全区

106

107

2.3.1.1(3)

108
109

2.3.1.1(3)(a)

区域のセキュリティが侵害された場合

域のセキュリティが侵害された場合に

に追跡することができるようにするた

追跡することができるようにするため

めの事項である。

の事項である。

「記録し及び監視する」とは、警備員又

「記録し及び監視する」とは、警備員又

は監視カメラ等による記録及び監視の

は監視カメラ等による記録及び監視の

ほか、要管理対策区域への立入り及び当

ほか、安全区域への立入り及び当該区域

該区域からの退出を管理する装置にお

からの退出を管理する装置における立

ける立入り及び退出の記録を取得し、当

入り及び退出の記録を取得し、当該立入

該立入り及び退出の記録を定期的に確

り及び退出の記録を定期的に確認する

認することが挙げられる。

ことが挙げられる。

訪問者がある場合の管理対策

2.3.1.1(2)

訪問者及び受渡業者の管理

(削除)

2.3.1.1(2)

【強化遵守事項】

区域情報セキュリティ責任者は、訪問者
がある場合の管理対策として、以下の事
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項について、別表 1 に従って、クラスの
区分に応じた措置を講ずること。なお、
個別の管理対策を決定する場合は、当該
個別管理についても講ずること。
2.3.1.1(3)(a)

訪問者の氏名、所属及び訪問目的並びに

(ア)

訪問相手の氏名及び所属を確認するた

全区域への訪問者がある場合には、訪問

めの措置

者の氏名、所属及び訪問目的並びに訪問

110

2.3.1.1(2)(a)

情報システムセキュリティ責任者は、安

相手の氏名及び所属を確認するための
措置を講ずること。
2.3.1.1(3)(a)

訪問者の氏名、所属及び訪問目的、訪問

(イ)

相手の氏名及び所属、訪問日並びに立入

全区域への訪問者がある場合には、訪問

り及び退出の時刻を記録するための措

者の氏名、所属及び訪問目的、訪問相手

置

の氏名及び所属、訪問日並びに立入り及

111

2.3.1.1(2)(b)

情報システムセキュリティ責任者は、安

び退出の時刻を記録するための措置を
講ずること。
2.3.1.1(3)(a)

訪問相手の行政事務従事者が訪問者の

(ウ)

要管理対策区域への立入りについて審

全区域への訪問者がある場合には、訪問

査するための手続の整備

相手の行政事務従事者が訪問者の安全

112

2.3.1.1(2)(c)

情報システムセキュリティ責任者は、安

区域への立入りについて審査するため
の手続を整備すること。
2.3.1.1(3)(a)

解説：訪問者の要管理対策区域への立入

2.3.1.1(2)(c)

解説：訪問者の安全区域への立入りにつ

(ウ)解説

りについて、訪問相手の行政事務従事者

解説

いて、訪問相手の行政事務従事者が審査

113

が審査するための手続を整備すること

するための手続を整備することを求め

を求める事項である。

る事項である。

手続としては、「警備員等が訪問相手の

手続としては、「警備員等が訪問相手の

行政事務従事者に連絡し、訪問者の立入

行政事務従事者に連絡し、訪問者の立入

りについて審査する」、
「訪問相手の行政

りについて審査する」、
「訪問相手の行政

事務従事者が、区域との境界線まで迎え

事務従事者が、安全区域との境界線まで

に行き審査する」等の方法が挙げられ

迎えに行き審査する」等の方法が挙げら

る。なお、警備員等に対しては、必要に

れる。

応じ、立入りの制限等について予め周知
しておくこと等が考えられる。
2.3.1.1(3)(a)

114

(エ)

訪問者の立ち入る区域を制限するため

2.3.1.1(2)(d)

情報システムセキュリティ責任者は、訪
問者の立ち入る区域を制限するための

の措置

措置を講ずること。
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統一技術基準（平成 24 年度改定）

No.

2.3.1.1(3)(a)

解説：訪問者が許可されていない要管理

2.3.1.1(2)(d)

解説：訪問者が許可されていない区域へ

(エ)解説

対策区域へ立ち入らないようにするこ

解説

立ち入らないようにすることを求める

115

2.3.1.1(3)(a)

116

旧版

(オ)

とを求める事項である。措置の例として

事項である。措置の例としては、扉を施

は、扉を施錠し許可された者のみが開閉

錠し許可された者のみが開閉可能にす

可能にすることや警備員による訪問者

ることや警備員による訪問者の確認等

の確認等の方法が挙げられる。

の方法が挙げられる。

訪問相手の行政事務従事者による訪問

2.3.1.1(2)(e)

者に付き添う措置

情報システムセキュリティ責任者は、安
全区域内において訪問相手の行政事務
従事者が訪問者に付き添うための措置
を講ずること。

117

2.3.1.1(3)(a)

解説：訪問者が許可されていない要管理

2.3.1.1(2)(e)

解説：訪問者が許可されていない区域へ

(オ)解説

対策区域へ立ち入らないように行政事

解説

立ち入らないように行政事務従事者が

務従事者が監視することを求める事項

監視することを求める事項である。

である。
2.3.1.1(3)(a)

118

(カ)

訪問者と継続的に立入りを許可された

2.3.1.1(2)(f)

情報システムセキュリティ責任者は、訪
問者と継続的に立入りを許可された者

者とを外見上判断できる措置

とを外見上判断できる措置を講ずるこ
と。
2.3.1.1(3)(a)
(カ)解説

119

120

2.3.1.1(4)

訪問者を区別するための事項である。

2.3.1.1(2)(f)
解説

解説：継続的に立入りを許可された者と
訪問者を区別するための事項である。

これにより、許可されていない要管理対

これにより、許可されていない区域への

策区域への訪問者の立入りが検知でき

訪問者の立入りが検知できる。対策とし

る。対策としては、訪問者用の入館カー

ては、訪問者用の入館カードを作成し掲

ドを作成し掲示を求める、訪問者の入館

示を求める、訪問者の入館カード用スト

カード用ストラップの色を変える等が

ラップの色を変える等が挙げられる。貸

挙げられる。貸与した物は、訪問者の退

与した物は、訪問者の退出時に回収する

出時に回収する必要がある。

必要がある。

設置する設備の管理対策

(新規追加)

(削除)

121

2.3.1.1(3)

電子計算機及び通信回線装置のセキュ
リティ確保

122
2.3.1.1(4)(a)

123

解説：継続的に立入りを許可された者と

(削除)

2.3.1.1(3)(a)

【強化遵守事項】

区域情報セキュリティ責任者は、要保護

2.3.1.1(3)(a)

情報システムセキュリティ責任者は、要

情報を取り扱う情報システムについて

保護情報を取り扱う情報システムにつ

は、別表 1 に従って、クラスの区分に応

いては、設置及び利用場所が確定してい

じて、設置及び利用場所が確定している

る電子計算機の盗難及び当該場所から
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No.

旧版

電子計算機及び通信回線装置の盗難及

の不正な持ち出しを防止するための措

び当該場所からの不正な持ち出しを防

置を講ずること。

止するための措置を講ずること。なお、
個別の管理対策を決定する場合は、当該
個別管理についても講ずること。

124

2.3.1.1(4)(a)

解説：設置場所が固定された電子計算機

2.3.1.1(3)(a)

解説：設置場所が固定された電子計算機

解説

に関して、盗難及び不正な持ち出しを防

解説

に関して、盗難及び不正な持ち出しを防

止するための事項である。

止するための事項である。

「設置及び利用場所が確定している」と

「設置及び利用場所が確定している」と

は、サーバ装置及び据置き型 PC のよう

は、サーバ装置及び据置き型 PC のよう

に、設置及び利用する場所が固定され、

に、設置及び利用する場所が固定され、

他の場所で利用することがないという

他の場所で利用することがないという

意味である。

意味である。

対策としては、端末であればセキュリテ

対策としては、端末であればセキュリテ

ィワイヤーによる固定、サーバ装置であ

ィワイヤーによる固定、サーバ装置であ

ればサーバラックへの設置及び当該サ

ればサーバラックへの設置及び当該サ

ーバラックの施錠、施設からの退出時に

ーバラックの施錠、施設からの退出時に

おける持ち物検査等が挙げられる。

おける持ち物検査等が挙げられる。

なお、重要システムを設置している場合

なお、重要システムを設置している場合

やサーバ室に設置している複数のサー

やサーバ室に設置している複数のサー

バラックの運用主体が異なる場合、サー

バラックの運用主体が異なる場合、サー

バラックの鍵を適切に管理すること等

バラックの鍵を適切に管理すること等

が考えられる。

が考えられる。

通信回線装置に係る対策としては、基幹
の通信回線装置（ファイアウォール、ル
ータ、レイヤ３スイッチ、レイヤ２スイ
ッチ等）であればサーバラックへの設置
及び当該サーバラックの施錠、終端の通
信回線装置（レイヤ２スイッチ等）であ
れば床下への埋設又は施錠できる場所
への機器設置等が挙げられる。なお、府
省庁外通信回線と府省庁内通信回線を
結ぶルータを回線事業者が所有してい
る場合は、契約等において不正な持ち出
しを防止するための措置を講ずるよう
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No.

旧版

求めることなどが考えられる。
2.3.1.1(4)(b)

(新規追加)

区域情報セキュリティ責任者は、要保護
情報を取り扱う情報システムについて
は、電子計算機及び通信回線装置の設置
に係る管理対策として、以下の事項につ

125

いて、別表 1 に従って、クラスの区分に
応じた措置を講ずること。なお、個別の
管理対策を決定する場合は、当該個別管
理についても講ずること。
2.3.1.1(4)(b)

電子計算機及び通信回線装置を設置す

(ア)

る情報取扱区域を物理的に隔離するた

保護情報を取り扱う情報システムにつ

めの措置

いては、電子計算機及び通信回線装置を

126

2.3.1.1(3)(b)

情報システムセキュリティ責任者は、要

他の情報システムから物理的に隔離し、
安全区域を共用しないこと。

127

2.3.1.1(4)(b)

解説：電子計算機及び通信回線装置を設

2.3.1.1(3)(b)

解説：他の情報システムと共用の安全区

(ア)解説

置する情報取扱区域が隣接する低いク

解説

域に設置していることにより安全性が

ラスと隔離されないことにより、安全性

確保できない場合に、安全区域を共用せ

が確保できないことを防ぐための措置

ずに物理的に隔離することを求める事

を求める事項である。

項である。
2.3.1.1(3)(c)

(2.3.1.1(4)(a)へ統合)

情報システムセキュリティ責任者は、要
保護情報を取り扱う情報システムにつ
いては、設置及び利用場所が確定してい

128

る通信回線装置の盗難及び当該場所か
らの不正な持ち出しを防止するための
措置を講ずること。
(2.3.1.1(4)(a)解説へ統合)

2.3.1.1(3)(c)

解説：設置場所が固定された通信回線装

解説

置に関して、盗難及び不正な持ち出しを
防止するための事項である。
対策としては、基幹の通信回線装置（フ
ァイアウォール、ルータ、レイヤ３スイ

129

ッチ、レイヤ２スイッチ等）であればサ
ーバラックへの設置及び当該サーバラ
ックの施錠、終端の通信回線装置（レイ
ヤ２スイッチ等）であれば床下への埋設
等が挙げられる。
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旧版

2.3.1.1(4)(b)

電子計算機及び通信回線装置の表示用

(イ)

デバイスを盗み見から保護するための

機密情報を取り扱う情報システムにつ

措置

いては、電子計算機及び通信回線装置の

130

2.3.1.1(3)(d)

情報システムセキュリティ責任者は、要

表示用デバイスを盗み見から保護する
ための措置を講ずること。
2.3.1.1(4)(b)

情報システムで利用する電源ケーブル

(ウ)

及び通信ケーブルを含む配線を、損傷及

保護情報を取り扱う情報システムにつ

び盗聴を含む脅威から保護するための

いては、情報システムで利用する電源ケ

措置

ーブル及び通信ケーブルを含む配線を、

131

2.3.1.1(3)(e)

情報システムセキュリティ責任者は、要

損傷及び盗聴を含む脅威から保護する
ための措置を講ずること。
2.3.1.1(4)(b)

132

(エ)

情報システムから放射される電磁波に

2.3.1.1(3)(f)

よる情報漏えい対策の措置

情報システムセキュリティ責任者は、要
機密情報を取り扱う情報システムにつ
いては、電磁波による情報漏えい対策の
措置を講ずること。

133

2.3.1.1(5)
2.3.1.1(5)(a)

134

(新規追加)

作業がある場合の管理対策
区域情報セキュリティ責任者は、別表 1

2.3.1.1(4)(e)

情報システムセキュリティ責任者は、安

に従って、クラスの区分に応じて、要管

全区域内での作業を監視するための措

理対策区域内での作業を監視するため

置を講ずること。

の措置を講ずること。なお、個別の管理
対策を決定する場合は、当該個別管理に
ついても講ずること。
2.3.1.1(5)(a)

135

136

解説

2.3.1.1(6)

するための事項である。

2.3.1.1(4)(e)
解説

解説：安全区域での作業を監視するため
の事項である。

第三者による立会いや、監視カメラの導

第三者による立会いや、監視カメラの導

入等が挙げられる。

入等が挙げられる。

立ち入る者を制限するための利用制限

2.3.1.1(4)

安全区域内のセキュリティ管理

対策

137
2.3.1.1(6)(a)

138

139

解説：要管理対策区域内での作業を監視

(削除)

2.3.1.1(4)(a)

【強化遵守事項】

行政事務従事者は、要管理対策区域内に

2.3.1.1(4)(a)

行政事務従事者は、安全区域内におい

おいて、行政事務従事者であることを常

て、身分証明書を他の行政事務従事者か

時視認することが可能な状態にするこ

ら常時視認することが可能な状態にす

と。

ること。

2.3.1.1(6)(a)

解説：要管理対策区域に立ち入っている

2.3.1.1(4)(a)

解説：安全区域への立入りを許可されて

解説

者が行政事務従事者であることを外見

解説

いることを外見上判断できるようにす
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上判断できるようにするために、身分証

るための事項である。

明書を着衣上に掲示すること等により
常時視認できる状態にすることを求め
る事項である。

140

2.3.1.1(7)

(新規追加)

物品の持込み、持ち出し及び利用につい
ての利用制限対策

2.3.1.1(7)(a)

(新規追加)

区域情報セキュリティ責任者は、要保護
情報を取り扱う情報システムに関連す
る物品の持込み及び持ち出しに係る利
用制限対策として、以下の事項につい

141

て、別表 2 に従って、クラスの区分に応
じた措置を講ずること。なお、個別の利
用制限対策を決定する場合は、当該個別
利用制限を講ずること。
2.3.1.1(7)(a)
(ア)

情報システムに関連する物品の持込み

2.3.1.1(4)(b)

行政事務従事者は、情報システムセキュ
リティ責任者の許可を得た上で、要保護

及び持ち出しを行う措置

142

情報を取り扱う情報システムに関連す
る物品の安全区域への持込み及び安全
区域からの持ち出しを行うこと。
2.3.1.1(7)(a)

解説：情報システムに関連する物品の持

2.3.1.1(4)(b)

解説：情報システムに関連する物品の持

(ア)解説

込み及び持ち出しによって生ずるリス

解説

込み及び持ち出しによって生ずるリス

143

2.3.1.1(7)(a)
(イ)

クに対処するための事項である。

クに対処するための事項である。

「情報システムに関連する物品」とは、

「情報システムに関連する物品」とは、

要管理対策区域に存在する情報システ

安全区域に存在する情報システムで利

ムで利用するための物品が挙げられ、こ

用するための物品が挙げられ、これには

れにはハードウェア、ソフトウェア、電

ハードウェア、ソフトウェア、電磁的記

磁的記録媒体及び情報システムから出

録媒体及び情報システムから出力され

力された書面等が含まれる。

た書面等が含まれる。

情報システムに関連する物品の持込み

2.3.1.1(4)(c)

情報システムセキュリティ責任者は、要
保護情報を取り扱う情報システムに関

及び持ち出しに係る記録の保存

144

連する物品の安全区域への持込み及び
安全区域からの持ち出しに係る記録を
保存すること。

145

2.3.1.1(7)(a)

情報システムに関連しない電子計算機、

(ウ)

通信回線装置、電磁的記録媒体及び記録
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装置（音声、映像及び画像を記録するも

いては、情報システムに関連しない電子

のを含む。）の要管理対策区域への持込

計算機、通信回線装置、電磁的記録媒体

みについての制限

及び記録装置（音声、映像及び画像を記
録するものを含む。）の安全区域への持
込みについて制限すること。

2.3.1.1(7)(b)

(新規追加)

行政事務従事者は、撮影又は録音する場
合は、別表 2 に従って、クラスの区分に
応じて、区域情報セキュリティ責任者に

146

撮影又は録音の許可を得、又は届け出る
こと。なお、個別の利用制限対策を決定
する場合は、当該個別利用制限を講ずる
こと。
2.3.1.1(7)(b)

解説：動画及び写真の撮影並びに音声の

解説

録音に係る許可を得、又は届け出ること

(新規追加)

を求める事項である。
許可又は届出先となる主体は、当該区域

147

を管理する区域情報セキュリティ責任
者となるが、許可又は届出の窓口は担当
の行政事務従事者が行うことが考えら
れる。

148

2.3.1.1(8)
2.3.1.1(8)(a)

149

(新規追加)

荷物の受渡しについての利用制限対策
区域情報セキュリティ責任者は、受渡業

2.3.1.1(2)(g)

情報システムセキュリティ責任者は、受

者と物品の受渡しを行う際の対策とし

渡業者と物品の受渡しを行う場合には、

て、別表 2 に従って、クラスの区分に応

以下に挙げるいずれかの措置を講ずる

じた措置を講ずること。なお、個別の利

こと。

用制限対策を決定する場合は、当該個別

(ア)安全区域外で受渡しを行うこと。

利用制限を講ずること。

(イ)業者が安全区域へ立ち入る場合は、
当該業者が安全区域内の電子計算機、通
信回線装置、記録媒体に触れることがで
きない場所に限定し、行政事務従事者が
立ち会うこと。

150

2.3.1.1(8)(a)

解説：物品の受渡しを行う業者が要管理

2.3.1.1(2)(g)

解説：安全区域内の行政事務従事者と物

解説

対策区域内に立ち入ることを制限する

解説

品の受渡しを行う業者の立入りを制限

ための事項である。

するための事項である。「記録媒体」に

制限する措置としては、受渡しが認めら

は電磁的記録媒体及び情報システムか
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れる区域の決定並びに受渡しが認めら

ら出力された書面等の非電磁的な媒体

れない区域で、受渡しが必要な場合は、

が含まれる。

当該業者が該当区域内の電子計算機、通
信回線装置及び記録媒体に触れること
ができない場所に限定し、行政事務従事
者が立ち会うようにすることが考えら
れる。「記録媒体」には電磁的記録媒体
及び情報システムから出力された書面
等の非電磁的な媒体が含まれる。

151

(削除)
2.3.1.1(9)(a)

152

2.3.1.1(5)

区域情報セキュリティ責任者は、要安定

2.3.1.1(5)(a)

【強化遵守事項】
情報システムセキュリティ責任者は、要

情報を取り扱う情報システムについて

安定情報を取り扱う情報システムにつ

は、自然災害及び人為的災害から電子計

いては、自然災害及び人為的災害から電

算機及び通信回線装置を保護するため

子計算機及び通信回線装置を保護する

の物理的な対策を講ずること。

ための物理的な対策を講ずること。

2.3.1.1(9)(a)

解説：地震、火災、水害、停電、爆発及

2.3.1.1(5)(a)

解説：地震、火災、水害、停電、爆発及

解説

び騒じょう等の災害から電子計算機及

解説

び騒じょう等の災害から電子計算機及

153

び通信回線装置を保護するための事項

び通信回線装置を保護するための事項

である。

である。

対策としては、例えばサーバラックの利

対策としては、サーバラックの利用のほ

用のほか、

か、ハロゲン化物消火設備、無停電電源

・ハロゲン化物消火設備

装置等の設備、空調設備、耐震又は免震

・無停電電源装置

設備、非常口及び非常灯等の設置又は確

・自家発電装置

保が挙げられる。

・空調設備
・耐震又は免震設備
・非常口及び非常灯
等の設置又は確保が挙げられる。
2.3.1.1(9)(b)

154

区域情報セキュリティ責任者は、要安定

2.3.1.1(5)(b)

情報システムセキュリティ責任者は、要

情報を取り扱う情報システムについて

安定情報を取り扱う情報システムにつ

は、要管理対策区域内において災害又は

いては、安全区域内において災害又は障

障害が発生している場合には、作業する

害が発生している場合には、作業する者

者の安全性を確保した上で必要な場合

の安全性を確保した上で必要な場合に

に電子計算機及び通信回線装置の電源

電子計算機及び通信回線装置の電源を

を遮断できる措置を講ずること。

遮断できる措置を講ずること。
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2.3.1.1(9)(b)

解説：作業する者が災害等により要管理

2.3.1.1(5)(b)

解説：作業する者が災害等により安全区

解説

対策区域内に設置された電子計算機及

解説

域内に設置された電子計算機及び通信

155

2.3.2.1(1)(b)

156

2.3.2.1(1)(e)

び通信回線装置に近づくことができな

回線装置に近づくことができない場合

い場合に、作業する者の安全性を確保し

に、作業する者の安全性を確保した上で

た上で電子計算機及び通信回線装置の

電子計算機及び通信回線装置の電源を

電源を遮断できるようにするための事

遮断できるようにするための事項であ

項である。

る。

情報システムセキュリティ責任者は、要

2.3.2.1(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者は、要

保護情報を取り扱う情報システムにつ

保護情報を取り扱う情報システムにつ

いては、電子計算機を要管理対策区域内

いては、電子計算機を安全区域に設置す

に設置すること。ただし、モバイル端末

ること。ただし、モバイル PC について

について情報セキュリティ責任者の承

情報セキュリティ責任者の承認を得た

認を得た場合は、この限りでない。

場合は、この限りでない。

情報システムセキュリティ責任者は、電

(新規追加)

子計算機で利用を認めるソフトウェア

157

及び利用を禁止するソフトウェアを定
めること。
2.3.2.1(1)(e)

解説：多様なソフトウェアを利用するこ

解説

とによりセキュリティホール等の脅威

(新規追加)

が増大し、その対処が困難となる可能性

158

があるため、電子計算機で利用するソフ
トウェアを制限することを求める事項
である。

159

(削除)
2.3.2.1(2)(c)

2.3.2.1(2)(b)

行政事務従事者は、電子計算機で利用を

【強化遵守事項】
(新規追加)

禁止するソフトウェアに定められたも
のを利用しないこと。また、電子計算機

160

で利用を認めるソフトウェアに定めら
れたもの以外のソフトウェアを利用す
る必要がある場合には、情報システムセ
キュリティ責任者の承認を得ること。

161

2.3.2.1(2)(c)

解説：多様なソフトウェアを実行するこ

解説

とによりセキュリティホール等の脅威
が増大することから、利用を認めるソフ
トウェアに定められたもの以外のソフ
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トウェアの利用を制限する事項である。
利用を認めるソフトウェアに定められ
たもの以外のソフトウェアを利用する
必要がある場合には、承認を得る必要が
ある。情報システムセキュリティ責任者
は、利用承認の申請を受け付けたソフト
ウェアについて、引き続き利用を認める
場合には、利用を認めるソフトウェアの
リストに追加し、引き続き利用を禁止す
る場合には、利用を禁止するソフトウェ
アのリストに追加することで、一つのソ
フトウェアにつき最低１回の手続きで
済ませることができる。
2.3.2.1(2)(d)

162

情報システムセキュリティ責任者は、所

2.3.2.1(2)(c)

情報システムセキュリティ責任者は、所

管する範囲の電子計算機で利用されて

管する範囲の電子計算機で利用されて

いる全てのソフトウェアの状態を定期

いる全てのソフトウェアの状態を定期

的に調査し、不適切な状態にある電子計

的に調査し、不適切な状態にある電子計

算機を検出等した場合には、当該不適切

算機を検出した場合には、当該不適切な

な状態の改善を図る必要性の有無を検

状態の改善を図ること。

討し、必要と認めたときは、当該措置を
講ずること。

163

2.3.2.1(2)(d)

解説：電子計算機で利用されているソフ

2.3.2.1(2)(c)

解説：電子計算機で利用されているソフ

解説

トウェアの状態を定期的に調査し、不適

解説

トウェアの状態を定期的に調査し、不適

切な状態にある場合にその改善を図る

切な状態にある場合にその改善を図る

ことを求める事項である。ただし、サー

ことを求める事項である。「定期的」と

バ装置において利用を認めるソフトウ

は、1 か月から 6 か月ごとに実施するこ

ェアに定められたもの以外のソフトウ

とを想定しており、短い期間で実施する

ェアが稼働している場合には、当該ソフ

とセキュリティ確保に効果的である。

トウェアを停止し、又は削除する必要が

また、「不適切な状態」とは、利用を許

ある。また、サーバ装置において利用を

可されていないソフトウェアがインス

認めるソフトウェアに定められたもの

トールされている、ソフトウェアが動作

であっても、利用しない機能については

するための適切な設定がなされていな

無効化する必要がある。

い、最新のセキュリティパッチが適用さ

「定期的」とは、1 か月から 6 か月ごと

れていない等の状態のことをいう。

に実施することを想定しており、短い期
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間で実施するとセキュリティ確保に効
果的である。
また、「不適切な状態」とは、利用を許
可されていないソフトウェアがインス
トールされている、ソフトウェアが動作
するための適切な設定がなされていな
い、最新のセキュリティパッチが適用さ
れていない等の状態のことをいう。
(2.3.2.1(1)(e)へ移動)

2.3.2.2(1)(a)

情報システムセキュリティ責任者は、端
末で利用可能なソフトウェアを定める
こと。ただし、利用可能なソフトウェア

164

を列挙することが困難な場合には、利用
不可能なソフトウェアを列挙し、又は両
者を併用することができる。
(2.3.2.1(1)(e)解説へ移動)

2.3.2.2(1)(a)

解説：多様なソフトウェアを利用するこ

解説

とによりセキュリティホール等の脅威

165

が増大し、その対処が困難となる可能性
があるため、端末で利用するソフトウェ
アを制限することを求める事項である。
2.3.2.2(1)(a)

166

167

情報システムセキュリティ責任者は、要

2.3.2.2(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者は、要

保護情報を取り扱うモバイル端末につ

保護情報を取り扱うモバイル PC につい

いては、要管理対策区域外で使われる際

ては、府省庁外で使われる際にも、府省

にも、要管理対策区域で利用される端末

庁内で利用される端末と同等の保護手

と同等の保護手段が有効に機能するよ

段が有効に機能するように構成するこ

うに構成すること。

と。

2.3.2.2(1)(a)

解説：要管理対策区域外で利用されるモ

2.3.2.2(1)(b)

解説：府省庁外で利用されるモバイル P

解説

バイル端末は、要管理対策区域で利用さ

解説

C は、府省庁内で利用される端末と異な

れる端末と異なる条件下に置かれるた

る条件下に置かれるため、府省庁外で端

め、要管理対策区域外で端末が利用され

末が利用される際の保護手段として、端

る際の保護手段として、端末で動作する

末で動作するパーソナルファイアウォ

パーソナルファイアウォール等の具備

ール等の具備を求める事項である。

を求める事項である。

例えば、モバイル PC が通常接続される

例えば、モバイル端末が通常接続される

通信回線で実施されているアクセス制

通信回線で実施されているアクセス制

御及び監視等は、他の通信回線では同等

御及び監視等は、他の通信回線では同等

に実施されているとは限らないため、モ
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に実施されているとは限らないため、モ

バイル PC において実施する必要があ

バイル端末において実施する必要があ

る。

る。
2.3.2.2(1)(b)

168

行政事務従事者は、モバイル端末を利用

2.3.2.2(1)(c)

行政事務従事者は、モバイル PC を利用

する必要がある場合には、情報システム

する必要がある場合には、情報システム

セキュリティ責任者の承認を得ること。

セキュリティ責任者の承認を得ること。

2.3.2.2(1)(b)

解説：モバイル端末には様々なセキュリ

2.3.2.2(1)(c)

解説：モバイル PC には様々なセキュリ

解説

ティ上のリスクが考えられるため、不必

解説

ティ上のリスクが考えられるため、不必

169

2.3.2.2(1)(c)

170

要にリスクを増大させないために、業務

要にリスクを増大させないために、業務

上必要なモバイル端末の利用にとどめ

上必要なモバイル PC の利用にとどめる

るための事項である。

ための事項である。

情報システムセキュリティ責任者は、要

2.3.2.2(1)(d)

情報システムセキュリティ責任者は、要

機密情報を取り扱うモバイル端末につ

機密情報を取り扱うモバイル PC につい

いては、電磁的記録媒体に保存される情

ては、電磁的記録媒体に保存される情報

報の暗号化を行う機能を設けること。

の暗号化を行う機能を設けること。

2.3.2.2(1)(c)

解説：モバイル端末が物理的に外部の者

2.3.2.2(1)(d)

解説：モバイル PC が物理的に外部の者

解説

の手に渡った場合には、モバイル端末か

解説

の手に渡った場合には、モバイル PC か

171

ら取り外された内蔵電磁的記録媒体、及

ら取り外された内蔵電磁的記録媒体、及

びモバイル端末で利用していた外部電

びモバイル PC で利用していた外部電磁

磁的記録媒体を他の電子計算機を利用

的記録媒体を他の電子計算機を利用し

して解読する等の攻撃によって要機密

て解読する等の攻撃によって要機密情

情報が読み取られる危険性がある。この

報が読み取られる危険性がある。このよ

ような情報漏えいの対策として、端末に

うな情報漏えいの対策として、端末に暗

暗号化機能を装備することを求める事

号化機能を装備することを求める事項

項である（ただし、当該モバイル端末で

である。

電磁的記録媒体に保存される情報の暗
号化を行う機能が存在しない場合を除
く。）。
なお、機密性 3 情報を取り扱う場合には、
端末に暗号化機能を装備することが必
要である。
2.3.2.2(1)(d)

172

情報システムセキュリティ責任者は、要

2.3.2.2(1)(e)

情報システムセキュリティ責任者は、要

保護情報を取り扱うモバイル端末につ

保護情報を取り扱うモバイル PC につい

いては、盗難防止及び盗難後の被害を軽

ては、盗難防止及び盗難後の被害を軽減

減するための措置を定めること。

するための措置を定めること。
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2.3.2.2(1)(d)

解説：モバイル端末は容易に搬出するこ

2.3.2.2(1)(e)

解説：モバイル PC は容易に搬出するこ

解説

とが可能なため盗難又は紛失に遭う可

解説

とが可能なため盗難又は紛失に遭う可

173

能性が高いことから、情報システムセキ

能性が高いことから、情報システムセキ

ュリティ責任者にその対策を定めるこ

ュリティ責任者にその対策を定めるこ

とを求める事項である。

とを求める事項である。

対策としては、要管理対策区域において

対策としては、府省庁内においては、モ

は、モバイル端末を入退出が管理される

バイル PC を安全区域内に設置している

区域内に設置している場合においても

場合においても固定物又は搬出が困難

端末の形状に応じて、固定物又は搬出が

な物体と容易に切断できないセキュリ

困難な物体と容易に切断できないセキ

ティワイヤーでつなぐことや、帰宅時に

ュリティワイヤーでつなぐことや、帰宅

施錠できるキャビネットに保存するこ

時に施錠できるキャビネットに保存す

と、府省庁外においては、常に身近に置

ること、常時所持又は携帯すること等が

き目を離さないこと等が挙げられる。盗

挙げられる。モバイル端末を要管理対策

難後の被害を軽減するための具体的な

区域外に持ち出す場合は、常時所持又は

措置としては、例えば、遠隔データ消去

携帯することや常に身近に置き目を離

機能等が挙げられる。

さないこと等が挙げられる。盗難後の被
害を軽減するための具体的な措置とし
ては、例えば、遠隔データ消去機能等が
挙げられる。

174
2.3.2.2(1)(e)

175

（削除）

2.3.2.2(1)(e)

【強化遵守事項】

情報システムセキュリティ責任者は、行

2.3.2.2(1)(f)

情報システムセキュリティ責任者は、行

政事務従事者が情報を保存できない端

政事務従事者が情報を保存できない端

末を用いて情報システムを構築する必

末を用いて情報システムを構築するこ

要性の有無を検討し、必要と認めたとき

と。

は、当該措置を講ずること。
(2.3.2.1(2)(c)へ移動)

2.3.2.2(2)(a)

176

行政事務従事者は、端末で利用可能と定
められたソフトウェアを除いて、ソフト
ウェアを利用しないこと。

(2.3.2.1(2)(c)解説へ移動)

2.3.2.2(2)(a)

解説：多様なソフトウェアを実行するこ

解説

とによりセキュリティホール等の脅威

177

が増大することから、定められたソフト
ウェア以外の利用を禁止する事項であ
る。

178

2.3.2.2(2)(a)

行政事務従事者は、要保護情報を取り扱
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No.

うモバイル端末を利用する場合には、盗

うモバイル PC を利用する場合には、盗

難防止措置を行うこと。

難防止措置を行うこと。

2.3.2.2(2)(a)

解説：モバイル端末を利用する行政事務

2.3.2.2(2)(b)

解説：モバイル PC を利用する行政事務

解説

従事者に対して、モバイル端末の盗難防

解説

従事者に対して、モバイル PC の盗難防

179

2.3.2.2(2)(b)

180

止措置について、情報システムセキュリ

止措置について、情報システムセキュリ

ティ責任者が定めた手順に従い、措置を

ティ責任者が定めた手順に従い、措置を

実施することを求める事項である。

実施することを求める事項である。

行政事務従事者は、要機密情報を取り扱

2.3.2.2(2)(c)

行政事務従事者は、要機密情報を取り扱

うモバイル端末については、モバイル端

うモバイル PC については、モバイル P

末を要管理対策区域外に持ち出す場合

C を府省庁外に持ち出す場合に、当該モ

に、当該モバイル端末で利用する電磁的

バイル PC で利用する電磁的記録媒体に

記録媒体に保存されている要機密情報

保存されている要機密情報の暗号化を

の暗号化を行う必要性の有無を検討し、

行う必要性の有無を検討し、必要がある

必要があると認めたときは、情報を暗号

と認めたときは、情報を暗号化するこ

化すること。

と。

2.3.2.2(2)(b)

解説：モバイル端末で利用する電磁的記

2.3.2.2(2)(c)

解説：モバイル PC で利用する電磁的記

解説

録媒体の紛失又は盗難により保存され

解説

録媒体の紛失又は盗難により保存され

181

182

旧版

ている情報が漏えいすることを防ぐた

ている情報が漏えいすることを防ぐた

め、必要に応じて、ハードディスク、U

め、必要に応じて、ハードディスク、U

SB メモリ等に記録されている情報に対

SB メモリ等に記録されている情報に対

してファイル又は電磁的記録媒体全体

してファイル又は電磁的記録媒体全体

を暗号化することを求める事項である。

を暗号化することを求める事項である。

暗号化する方法としては、ハードディス

暗号化する方法としては、ハードディス

ク全体やファイルを暗号化するソフト

ク全体やファイルを暗号化するソフト

ウェアの導入や OS に標準装備されてい

ウェアの導入や OS に標準装備されてい

る暗号化機能の使用が挙げられる。

る暗号化機能の使用が挙げられる。

2.3.2.2(2)(c)

解説：適切な管理がなされていない通信

2.3.2.2(2)(d)

解説：適切な管理がなされていない通信

解説

回線に端末を接続することにより、通信

解説

回線に端末を接続することにより、通信

傍受等の脅威にさらされることを回避

傍受等の脅威にさらされることを回避

するための事項である。

するための事項である。

政府内通信回線でも許可を得た通信回

政府内通信回線でも許可を得た通信回

線以外に接続してはならない。モバイル

線以外に接続してはならない。モバイル

端末を持ち出した際に接続する通信回

PC を府省庁外に持ち出した際に接続す

線についても接続許可を得る必要があ

る通信回線についても接続許可を得る

る。

必要がある。
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183
2.3.2.2(2)(d)

184

旧版

（削除）

2.3.2.2(2)(d)

【強化遵守事項】

情報システムセキュリティ管理者は、情

2.3.2.2(2)(e)

情報システムセキュリティ管理者は、情

報システムにおいて基準となる時刻に、

報システムにおいて基準となる時刻に、

端末の時刻を同期する必要性の有無を

端末の時刻を同期すること。

検討し、必要と認めたときは、当該措置
を講ずること。
(2.3.2.1(1)(e)へ移動)

2.3.2.3(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者は、サ
ービスの提供及びサーバ装置の運用管

185

理に利用するソフトウェアを定めるこ
と。
(2.3.2.1(1)(e)解説へ移動)

2.3.2.3(1)(b)

解説：サーバ装置において、サービスの

解説

提供及びサーバ装置の運用管理に必要
となるソフトウェアを定めるための事

186

項である。必要なソフトウェアを定める
方法としては、サーバ装置の仕様書にお
いて定める、独立の文書として定める等
が挙げられる。
(2.3.2.1(2)(c)移動)

2.3.2.3(1)(c)

情報システムセキュリティ責任者は、利
用が定められたソフトウェアに該当し
ないサーバアプリケーションが稼動し
ている場合には、当該サーバアプリケー

187

ションを停止すること。また、利用が定
められたソフトウェアに該当するサー
バアプリケーションであっても、利用し
ない機能を無効化して稼動すること。
(2.3.2.1(2)(c)解説へ移動)

2.3.2.3(1)(c)

解説：不要なサーバアプリケーションの

解説

停止及び不要な機能の無効化により、サ
ーバ装置から潜在的な脅威を排除する

188

ための事項である。なお、ソフトウェア
の設定は初期状態が安全であるとは限
らないことについても留意して確認す
ること。

189
190

（削除）

2.3.2.3(1)(c)

【強化遵守事項】

(2.3.2.1(2)(c)へ移動)

2.3.2.3(1)(d)

情報システムセキュリティ責任者は、利
用が定められたソフトウェアに該当し

-36-
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No.

旧版
ないソフトウェアをサーバ装置から削
除すること。

(2.3.2.1(2)(c)解説へ移動)

2.3.2.3(1)(d)

解説：利用が定められたソフトウェアに

解説

該当しないものが導入されている場合、
利用を禁止していても不正侵入した攻

191

撃者等に悪用される可能性があるため、
当該ソフトウェアをサーバ装置から削
除することを求める事項である。
2.3.2.3(1)(b)

192

情報システムセキュリティ管理者は、要

2.3.2.3(1)(e)

情報システムセキュリティ管理者は、要

安定情報を取り扱うサーバ装置の内、サ

安定情報を取り扱うサーバ装置の内、サ

ービス提供に必要なサーバ装置につい

ービス提供に必要なサーバ装置につい

ては、負荷を複数のサーバ装置に分散又

ては、負荷を複数のサーバ装置に分散又

はサーバ装置を冗長構成とする必要性

はサーバ装置を冗長構成とすること。

の有無を検討し、必要と認めたときは、
当該措置を講ずること。

193

2.3.2.3(2)(b)

解説：サーバ装置の運用状態を復元する

2.3.2.3(2)(b)

解説：サーバ装置の運用状態を復元する

解説

ための必要な措置を講ずることにより

解説

ための必要な措置を講ずることにより

サーバ装置に保存されている情報及び

サーバ装置に保存されている情報及び

その情報を用いたサービスの可用性の

その情報を用いたサービスの可用性の

担保を目的とした事項である。

担保を目的とした事項である。

サーバ装置の運用状態を復元するため

サーバ装置の運用状態を復元するため

の必要な措置の例として、以下のような

の必要な措置の例として、以下のような

ものがある。

ものがある。

・サーバ装置の運用に必要なソフトウェ

・サーバ装置の運用に必要なソフトウェ

アの原本を別に用意しておく。

アの原本を別に用意しておく。

・前回内容からの変更部分の定期的なバ

・前回内容からの変更部分の定期的なバ

ックアップを実施する。

ックアップを実施する。

・サーバ装置を冗長構成にしている場合

なお、取得した情報を記録した電磁的記

には、サービスを提供するサーバ装置を

録媒体は、施錠された保管庫に保存等し

代替サーバ装置に切り替える訓練を実

て、業務上の必要がある場合にこれらの

施する。

情報を利用する情報システムセキュリ

・バックアップとして取得した情報から

ティ管理者に限ってアクセスできるよ

サーバ装置の運用状態を復元するため

うにする。また、災害等を想定してバッ

の訓練を実施する。

クアップを取得する場合には、記録媒体

また、取得した情報を記録した電磁的記

を遠隔地に保存することが考えられる。
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旧版

録媒体は、施錠された保管庫に保存等し

「定期的」とは、1 日又は 1 週ごとに実

て、業務上の必要がある場合にこれらの

施することを想定しており、短い期間で

情報を利用する情報システムセキュリ

実施するとセキュリティ確保に効果的

ティ管理者に限ってアクセスできるよ

である。

うにする。
なお、災害等を想定してバックアップを
取得する場合には、記録媒体を耐火性の
ある保管庫や耐震性の高い施設、同時被
災しない遠隔地にある施設に保存する
ことが考えられる。その際には、情報を
遠隔地に送信や移送する際のセキュリ
ティ及び取得した情報の保管時のセキ
ュリティを確保する必要がある。セキュ
リティを確保する措置の例としては、暗
号や秘密分散技術を利用して情報の漏
えいや改ざんを防止することが挙げら
れる。

194
2.3.2.3(2)(e)

195

（削除）

2.3.2.3(2)(d)

【強化遵守事項】

情報システムセキュリティ管理者は、サ

2.3.2.3(2)(e)

情報システムセキュリティ管理者は、サ

ーバ装置のセキュリティ状態を監視す

ーバ装置のセキュリティ状態を監視す

る必要性の有無を検討し、必要と認めた

ること。

ときは、当該措置を講ずること。
2.3.2.3(2)(e)
解説

196

解説：サーバ装置のセキュリティ状態を
監視するための事項である。

2.3.2.3(2)(e)
解説

解説：サーバ装置のセキュリティ状態を
監視するための事項である。

「セキュリティ状態を監視」するとは、

「セキュリティ状態を監視」するとは、

サーバ装置上での不正な行為及び無許

サーバ装置上での不正な行為及び無許

可のアクセス等の意図しない事象の発

可のアクセス等の意図しない事象の発

生を監視することである。監視の方法の

生を監視することである。監視の方法の

例としては、アクセスログを定期的に確

例としては、アクセスログを定期的に確

認することや、侵入検知システム、アン

認することや、侵入検知システム、アン

チウイルスソフトウェア又はファイル

チウイルスソフトウェア又はファイル

完全性チェックツール等の利用が挙げ

完全性チェックツール等の利用が挙げ

られる。

られる。

なお、アクセスログを確認する際は、運
用管理作業の記録若しくは管理者権限
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を持つ識別コードを付与された者の出
退勤記録又は入退室記録等と相関分析
を行うことが考えられる。
2.3.2.3(2)(f)

197

情報システムセキュリティ管理者は、要

2.3.2.3(2)(f)

情報システムセキュリティ管理者は、要

安定情報を取り扱うサーバ装置につい

安定情報を取り扱うサーバ装置につい

て、当該サーバ装置のシステム状態を監

て、当該サーバ装置のシステム状態を監

視する必要性の有無を検討し、必要と認

視し、当該サーバ装置に関する障害等の

めたときは、当該措置を講ずるととも

発生を検知すること。

に、当該サーバ装置に関する障害等の発
生を検知すること。

198

2.3.3.1(1)(c)

解説：電子メールの送信時及び受信時に

2.3.3.1(1)(c)

解説：「なりすましの防止策」には、送

解説

おいて、なりすましを防止することを求

解説

信ドメイン認証(SPF)（具体的には、DN

める事項である。

S サーバへの SPF レコードの記録）
、及

「なりすましの防止策」には、平時から

びメールマガジンへの電子署名の添付

行う防止策、電子メールの送信時に行う

等が挙げられる。

防止策及び電子メールの受信時に行う

なお、SPF レコードを登録する際、電子

防止策等がある。これらの防止策は、第

メールサーバを外部委託先において運

３レベルのドメインだけでなく、第４レ

用している場合には、外部委託先のグロ

ベル以上のドメインについても、考慮す

ーバル IP アドレスを自府省庁のものと

る必要がある。

して SPF レコードに登録することは、

（ア）平時から行うなりすましの防止策

同じ IP アドレスを民間業者も共用し、

として、SenderPolicyFramework（以

なりすましのおそれがある。このため、

下「SPF」という。）、SenderID 及び Do

外部委託先には、同じサーバの他の利用

mainKeysIdentifiedMail（以下「DKI

者によるなりすまし防止策を講じたり、

M」という。）を利用した送信側におけ

政府ドメイン名を使用する機関向けに

る送信ドメイン認証等が挙げられる。

民間業者と共用しない専用の IP アドレ

（なお、
「SenderID」及び「DKIM」は、

スを割り振られた場合を除き、認められ

それぞれ送信ドメイン認証の１つであ

ない。

る。）これらは、電子メールで使用する
ドメインを管理する DNS サーバに、電
子メールサーバの情報や署名で使用す
る公開鍵の登録・公開を行う。なお、S
PF や SenderID における DNS サーバへ
の電子メールサーバ情報の登録では、次
の事項に留意する必要がある。
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・電子メールを利用していないドメイン
は、その情報を登録する必要があるこ
と。
・なりすましの防止策のため、ウェブに
よるサービス等も含め全く利用してい
ない、若しくは将来にわたって利用の予
定のないドメインについては、なりすま
しの防止策を講ずるか、又はドメイン名
の登録を廃止すること。
・SPF レコードについては、チェックツ
ール等で、文法的に記述間違いのないこ
とを確認すること。
（なお、
「SPF レコー
ド」とは、SPF や SenderID において、
DNS サーバの TXT レコードに記述され
る送信サーバ等の情報をいう。）
・SPF レコードの末尾は、”~all”では
なく”-all”を記述すること。
・電子メールサーバを外部委託先におい
て運用している場合には、外部委託先の
グローバル IP アドレスを自府省庁のも
のとして SPF レコードに登録すること
は、同じ IP アドレスを民間業者も共用
し、なりすましのおそれがあること。こ
のため、外部委託先には、同じサーバの
他の利用者によるなりすまし防止策を
講じたり、政府ドメイン名を使用する機
関向けに民間業者と共用しない専用の I
P アドレスを割り振られたりした場合を
除き、外部委託先のグローバル IP アド
レスを SPF レコードに登録することは
認められない。
（イ）電子メールの送信時に行うなりす
ましの防止策として、S/MIME や DKI
M を利用した送信メール（メールマガジ
ンを含む）への電子署名の添付等が挙げ
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られる。
（ウ）電子メールの受信時に行うなりす
ましの防止策として、電子署名の検証及
び受信側における SPF の検証（具体的
には、受信時に通信を行った送信側の電
子メールのサーバと、受信した電子メー
ルに記載されている送信側ドメインを
管理する DNS サーバに登録されている
電子メールサーバの情報との比較によ
るなりすましの判定）等が挙げられる。
(削除)

199

2.3.3.2(1)(a)

【強化遵守事項】

(エ)
2.3.3.2(1)(b)

200

情報システムセキュリティ責任者は、要

2.3.3.2(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者は、要

機密情報を取り扱う情報システムにつ

機密情報を取り扱う情報システムにつ

いては、ウェブサーバに保存する情報を

いては、ウェブサーバに保存する情報を

特定し、当該サーバに特定した情報以外

特定し、当該サーバに要機密情報が含ま

の要機密情報が含まれないことを確認

れないことを確認すること。

すること。
2.3.3.2(1)(b)

解説：万が一、不正侵入等が発生した場

2.3.3.2(1)(b)

解説：万が一、不正侵入等が発生した場

解説

合であっても、当該サーバから要機密情

解説

合であっても、当該サーバから要機密情

201

報が漏えいしないよう、被害範囲の限定

報が漏えいしないよう、被害範囲の限定

を図るための事項である。利用が想定さ

を図るための事項である。

れていないデータ等を、ウェブサーバに

全ての利用者が利用することが想定さ

保存しないことが必要である。

れているデータを除き、特定の利用者の
みが利用するデータ等を、ウェブサーバ
に保存しないことが必要である。

2.3.3.2(2)(a)

202

203

2.3.3.2(2)(a)
(カ)解説

情報システムセキュリティ責任者は、情

2.3.3.2(2)(a)

情報システムセキュリティ責任者は、情

報セキュリティが適切に確保されるよ

報セキュリティが適切に確保されるよ

うにウェブアプリケーションの開発に

うにウェブアプリケーションの開発に

おいてセキュリティ対策機能を組み込

おいてセキュリティ対策機能を組み込

むこと。適切なセキュリティ機能とし

むこと。適切なセキュリティ機能とし

て、以下に挙げる事項を含む措置を講ず

て、以下に挙げる事項を含む措置を講じ

ること。

ること。
2.3.3.2(2)(a)

解説：（省略）
（オ）は、ウェブアプリケーションが出
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旧版

力する画面や OS の関数、SQL コマンド

力する画面や OS の関数、SQL コマンド

等の呼び出しといった出力情報に不正

等の呼び出しといった出力情報に不正

なデータの混入を排除することにより、

なデータの混入を排除することにより、

クロスサイトスクリプティングや SQL

クロスサイトスクリプティングや SQL

インジェクション等の攻撃を防止する

インジェクション等の攻撃を防止する

ことを求めるものである。対策として

ことを求めるものである。対策として

は、例えば、HTML に埋め込むデータを

は、例えば、HTML に埋め込むデータ

全て検査してエスケープ処理する、外部

を全て検査してエスケープ処理する、外

プログラムを呼び出す際のプログラム

部プログラムを呼び出す際のプログラ

名、オプション、パラメータ等はできる

ム名、オプション、パラメータ等はでき

限り固定の文字列にする等が挙げられ

る限り固定の文字列にする等が挙げら

る。また、ウェブアプリケーション又は

れる。また、ウェブアプリケーション又

データベース等から発信されるエラー

はデータベース等から発信されるエラ

メッセージ、稼動している製品名及びそ

ーメッセージ、稼動している製品名及び

のバージョン、登録されているユーザ I

そのバージョン、登録されているユーザ

D 等は、攻撃を試みる者に対し攻撃の糸

ID 等は、攻撃を試みる者に対し攻撃の

口となり得る情報を与えてしまう危険

糸口となり得る情報を与えてしまう危

性がある。これらのことを回避するた

険性がある。これらのことを回避するた

め、不必要な情報は出力しない措置を講

め、不必要な情報は出力しない措置を講

ずることが求められる。

じることが求められる。

（カ）は、セッション管理の不備により

（カ）は、セッション管理の不備により

利用者になりすましてアクセスされる

利用者になりすましてアクセスされる

ことを防止するため、適切なセション管

ことを防止するため、適切なセション管

理を求めるものである。対策としては、

理を求めるものである。対策としては、

例えば、セション ID の有効期間を主体

例えば、セション ID の有効期間を主体

認証直後のレスポンスからログアウト

認証直後のレスポンスからログアウト

までに限定する、推測困難なセッション

までに限定する、推測困難なセッション

ID を設定する、セッション ID を URL

ID を設定する、セッション ID を URL

パラメータに格納しない、Cookie に入れ

パラメータに格納しない、Cookie に入

る情報はセッション ID 以外に必要最小

れる情報はセッション ID 以外に必要最

限とする、SSL を使用する Cookie は se

小限とする、SSL を使用する Cookie は

cure 属性にする等が挙げられる。

secure 属性にする等が挙げられる。

(削除)

2.3.3.2(2)(a)

【強化遵守事項】

(カ)

(削除)

2.3.3.2(2)(b)
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旧版
ェブサーバを用いて提供するサービス
が特定のウェブブラウザに依存しない
ように情報システムを構築すること。

(削除)

2.3.3.2(2)(b)

解説：万一、特定の種類のウェブブラウ

解説

ザに脆弱性が発見され、利用する危険性
が高くなった場合においても、他の種類
のウェブブラウザも利用可能とするこ
とで、提供するサービスを継続可能にす
ることを求める事項である。そのために
は、例えば、2 種類以上のウェブブラウ
ザ又は同一製品の異なるバージョンで
動作するように、情報システムの構築時
に配慮し、その動作確認をおこなうこと

206

が考えられる。なお、開発時に公開され
ているバージョンだけでなく、例えば、
利用を想定しているブラウザの次期バ
ージョンについて、正式リリース前に情
報が公開されたり、プレビュー版での動
作検証可能な状態にあれば、前もって利
用可能かどうかを検証する等、その後に
公開が想定されるバージョンにも対応
できるよう、構築時に配慮することが望
ましい。
(削除)

207

2.3.3.2(3)(c)

【強化遵守事項】

(イ)
2.3.3.2(3)(d)

208

情報システムセキュリティ責任者は、行

2.3.3.2(3)(d)

情報システムセキュリティ責任者は、行

政事務従事者が閲覧することが可能な

政事務従事者が閲覧することが可能な

府省庁外のウェブサイトを制限する必

府省庁外のウェブサイトを制限し、定期

要性の有無を検討し、必要と認めたとき

的にその見直しを行うこと。

は、当該措置を講ずるとともに、定期的
にその見直しを行うこと。

209
2.3.3.3(1)(e)

210

(削除)

2.3.3.3(1)(d)

【強化遵守事項】

情報システムセキュリティ責任者は、情

2.3.3.3(1)(e)

情報システムセキュリティ責任者は、重

報システムに対し名前解決を提供する D

要な情報システムに対し名前解決を提

NS サーバにおいて、コンテンツサーバ

供する DNS サーバにおいて、コンテン
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によるドメイン名の情報提供時には電

ツサーバによるドメイン名の情報提供

子署名を付与し、キャッシュサーバによ

時には電子署名を付与し、キャッシュサ

る名前解決時には電子署名を検証する

ーバによる名前解決時には電子署名を

必要性の有無を検討し、必要と認めたと

検証すること。

きは、当該措置を講ずること。
2.3.3.3(1)(e)

解説：電子署名によって DNS のコンテ

2.3.3.3(1)(e)

解説：電子署名によって DNS のコンテ

解説

ンツサーバのなりすましや同サーバか

解説

ンツサーバのなりすましや同サーバか

211

212

らの提供情報の改ざんを DNS のキャッ

らの提供情報の改ざんを DNS のキャッ

シュサーバで検出できるようにするこ

シュサーバで検出できるようにするこ

とを求める事項である。その対策として

とを求める事項である。その対策として

は、DNSSEC の利用等が挙げられる。

は、DNSSEC の利用等が挙げられる。

DNSSEC は、公開鍵暗号技術を用いて

DNSSEC は、公開鍵暗号技術を用いて

改ざん等を防止するため、その導入には

改ざん等を防止するため、その導入には

情報の提供側である DNS のコンテンツ

情報の提供側である DNS のコンテンツ

サーバと情報の問い合わせ側である DN

サーバと情報の問い合わせ側である DN

S のキャッシュサーバの双方に対応が必

S のキャッシュサーバの双方に対応が必

要となる。

要となる。

国民等への信頼できるサービスの提供

国民等への信頼できるサービスの提供

と、政府機関内の情報セキュリティ向上

と、政府機関内の情報セキュリティ向上

の観点から、政府ドメインを管理する D

の観点から、政府系ドメインを管理する

NS のコンテンツサーバ、及び政府機関

DNS のコンテンツサーバ、及び政府機

の DNS のキャッシュサーバに対する円

関の DNS のキャッシュサーバに対する

滑な DNSSEC の導入が望ましい。

円滑な DNSSEC の導入が望ましい。

2.3.3.3(2)(b)

解説：管理するドメインに関する情報が

2.3.3.3(2)(b)

解説：管理するドメインに関する情報が

解説

正確であるかどうかを確認することを

解説

正確であるかどうかを確認することを

求める事項である。管理するドメインに

求める事項である。管理するドメインに

関する情報の設定ミスや不正な改ざん

関する情報の設定ミスや不正な改ざん

等が発生していないかを確認する必要

等が発生していないかを確認する必要

がある。管理するドメインに関する情報

がある。

の具体例として、ホストの IP アドレス
情報を登録する A（AAAA）レコード、
ドメインの電子メールサーバ名を登録
する MX レコード、なりすましメールを
防ぐための SPF レコード等を登録する
TXT レコード等がある。なりすまし防止
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の観点からは、管理するドメインについ
ての SPF レコードが正確であるかどう
かを確認したり、ドメインを廃止する場
合には、ドメインの廃止申請を行い、当
該ドメインが確実に廃止されているこ
とを確認したりすることが重要である。
2.3.4.1(1)(d)

解説：電子計算機が接続されている通信

2.3.4.1(1)(d)

解説：電子計算機が接続されている通信

解説

回線の境界で効果的にアクセス制御す

解説

回線の境界で効果的にアクセス制御す

213

2.3.4.1(1)(i)

214

るために、まず電子計算機をグループ化

るために、まず電子計算機をグループ化

し通信回線上で分離することを求める

し通信回線上で分離することを求める

事項である。府省庁外通信回線と接続す

事項である。府省庁外通信回線と接続す

る府省庁内通信回線の場合は、府省庁外

る府省庁内通信回線の場合は、府省庁外

通信回線上の電子計算機は、府省庁内通

通信回線上の電子計算機は、府省庁内通

信回線に接続される電子計算機とは別

信回線に接続される電子計算機とは別

のグループとし、分離する必要がある。

のグループとし、分離する必要がある。

なお、「グループ化」とは、対象機器を

なお、「グループ化」とは、対象機器を

その利用目的、求められるセキュリティ

その利用目的、求められるセキュリティ

レベル、管理部門等から分類することを

レベル、管理部署等から分類することを

いう。

いう。

情報システムセキュリティ責任者は、通

2.3.4.1(1)(i)

信回線装置を要管理対策区域内に設置

情報システムセキュリティ責任者は、通
信回線装置を安全区域に設置すること。

すること。
2.3.4.1(1)(k)

解説：障害・事故等によりサービスを提

2.3.4.1(1)(k)

解説：障害・事故等によりサービスを提

解説

供できない状態が発生した場合、サービ

解説

供できない状態が発生した場合、サービ

215

スを提供する通信回線又は通信回線装

スを提供する通信回線又は通信回線装

置を代替通信回線又は代替通信回線装

置を代替通信回線又は代替通信回線装

置に切り替えること等により、サービス

置に切り替えること等により、サービス

が中断しないように、情報システムを構

が中断しないように、情報システムを構

成することを求める事項である。また、

成することを求める事項である。

災害等を想定して冗長構成にする場合
には、その通信回線及び代替通信回線が
それぞれ別の経路となることが望まし
い。

216
217

2.3.4.1(1)(l)

(削除)

2.3.4.1(1)(k)

【強化遵守事項】

情報システムセキュリティ責任者は、通

2.3.4.1(1)(l)

情報システムセキュリティ責任者は、通
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信を行う電子計算機の主体認証を行う

信を行う電子計算機の主体認証を行う

必要性の有無を検討し、必要と認めたと

こと。

きは、当該措置を講ずること。

218

(削除)
2.3.4.1(2)(f)

2.3.4.1(2)(e)

【強化遵守事項】
(新規追加)

情報システムセキュリティ管理者は、要
安定情報を取り扱う情報システムにつ

219

いては、通信回線装置の運用状態を復元
するために必要な措置を講ずること。
2.3.4.1(2)(f)

解説：障害・事故等によりサービスを提

解説

供できない状態が発生した場合に、サー

(新規追加)

ビスの可用性を担保することを目的と
した事項である。対策としては、通信回
線装置の設定情報を作成又は変更した
際に、設定情報のバックアップを実施す

220

ることが挙げられる。
なお、災害等を想定してバックアップを
取得する場合には、取得した情報を記録
した電磁的記録媒体を耐火性のある保
管庫や耐震性の高い施設、同時被災しな
い遠隔地にある施設に保存することが
考えられる。
2.3.4.1(2)(g)

221

情報システムセキュリティ責任者は、所

2.3.4.1(2)(f)

情報システムセキュリティ責任者は、所

管する範囲の通信回線装置が動作する

管する範囲の通信回線装置が動作する

ために必要な全てのソフトウェアの状

ために必要な全てのソフトウェアの状

態を定期的に調査する必要性の有無を

態を定期的に調査し、不適切な状態にあ

検討し、必要と認めたときは、当該措置

る通信回線装置を検出した場合には、当

を講じ、不適切な状態にある通信回線装

該不適切な状態の改善を図ること。ただ

置を検出した場合には、当該不適切な状

し、ソフトウェアを変更することが困難

態の改善を図ること。ただし、ソフトウ

な通信回線装置の場合は、この限りでな

ェアを変更することが困難な通信回線

い。

装置の場合は、この限りでない。

222

2.3.4.1(2)(g)

解説：通信回線装置における不正なソフ

2.3.4.1(2)(f)

解説：通信回線装置における不正なソフ

解説

トウェアの存在確認等を定期的に行い、

解説

トウェアの存在確認等を定期的に行い、

対処がなされていない場合にその改善

対処がなされていない場合にその改善

を図ることを求める事項である。「定期

を図ることを求める事項である。「定期
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的」とは、1 か月から 6 か月ごとに実施

的」とは、1 か月から 6 か月ごとに実施

することを想定しており、短い期間で実

することを想定しており、短い期間で実

施するとセキュリティ確保に効果的で

施するとセキュリティ確保に効果的で

ある。また、調査する必要性については、

ある。

一般的には、通信回線の重要性、想定さ

なお、「不適切な状態」とは、許可され

れる脅威及び機器の特性等から検討す

ていないソフトウェアがインストール

ることが考えられる。例えば、基幹回線

されている、定められたソフトウェアが

等の重要な通信回線を構成する機器、フ

動作するための適切な設定がなされて

ァイアウォールのようにインターネッ

いない等の状態のことをいう。

ト等と直接接続されている機器、頻繁に
ソフトウェアがアップデートされるよ
うな機器等は必要性が高い機器として
考えられる。ただし、必要性が低いと判
断された機器についても、ソフトウェア
等にぜい弱性が報告されたり、通信回線
の構成変更が発生したりする場合に随
時調査することが望ましい。
なお、「不適切な状態」とは、許可され
ていないソフトウェアがインストール
されている、定められたソフトウェアが
動作するための適切な設定がなされて
いない等の状態のことをいう。
2.3.4.1(2)(h)

解説：情報システムセキュリティ管理者

2.3.4.1(2)(g)

解説：情報システムセキュリティ管理者

解説

が通信回線装置を第三者による不正操

解説

が通信回線装置を第三者による不正操

223

作から保護するための事項である。対策

作から保護するための事項である。対策

としては、主体認証を行う通信回線装置

としては、コンソールターミナル等での

については、コンソールターミナル等で

作業終了後の確実なログアウト、施錠可

の作業終了後の確実なログアウト、施錠

能なラック内への設置等が挙げられる。

可能なラック内への設置等が挙げられ
る。

224

(削除)
2.3.4.2(1)(a)

225

2.3.4.2(1)

情報システムセキュリティ責任者は、通

2.3.4.2(1)(a)

【強化遵守事項】
情報システムセキュリティ責任者は、通

信回線装置に物理的に接続した電子計

信回線装置に物理的に接続した電子計

算機を、通信回線に論理的に接続する前

算機を、通信回線に論理的に接続する前

に、当該電子計算機が通信回線に接続す

に、当該電子計算機が通信回線に接続す
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ることを許可されたものであることを

ることを許可されたものであることを

確認する必要性の有無を検討し、必要と

確認するための措置を講ずること。

認めたときは、当該措置を講ずること。

226

(削除)
2.3.4.2(2)(b)

227

2.3.4.2(2)

情報システムセキュリティ管理者は、要

2.3.4.2(2)(b)

【強化遵守事項】
情報システムセキュリティ管理者は、要

安定情報を取り扱う情報システムにつ

安定情報を取り扱う情報システムにつ

いては、日常的に、通信回線の利用状況

いては、日常的に、通信回線の利用状況

及び状態を確認、分析する必要性の有無

及び状態を確認、分析し、通信回線の性

を検討し、必要と認めたときは、当該措

能低下及び異常を推測し、又は検知する

置を講じ、通信回線の性能低下及び異常

こと。

を推測し、又は検知すること。
2.3.4.2(2)(c)

228

情報システムセキュリティ管理者は、府

2.3.4.2(2)(c)

情報システムセキュリティ管理者は、府

省庁内通信回線上を送受信される通信

省庁内通信回線上を送受信される通信

内容を監視する必要性の有無を検討し、

内容を監視すること。

必要と認めたときは、当該措置を講ずる
こと。
(削除)

229
230

231

2.3.4.2(3)(b)

無線 LAN 接続方法の機密性の確保

(キ)
2.3.4.2(3)(b)
(キ)

無線 LAN に接続する電子計算機及び通

2.3.4.2(3)(b)

無線 LAN に接続する電子計算機の管理

(ク)

信回線装置の管理

2.3.4.2(3)(b)

解説：無線 LAN を利用して論理的な府

2.3.4.2(3)(b)

解説：無線 LAN を利用して論理的な府

(キ)解説

省庁内通信回線を構築する場合に、セキ

(ク)解説

省庁内通信回線を構築する場合に、セキ

ュリティを確保することを求める事項

ュリティを確保することを求める事項

である。無線 LAN を利用する場合は、

である。

構築する環境に応じて措置を講ずるこ

なお、要機密情報を取り扱う無線 LAN

とが望ましい。

環境については、通信内容の暗号化を求

（イ）については、例えば、WPA2Ente

めているが、WEP（WiredEquivalentP

rprise（Wi-FiProtectedAccess2Enterpr

rivacy）、TKIP（TemporalKeyIntegrit

ise）方式を選択することが考えられる。

yProtocol）等は、比較的容易に解読でき

なお、要機密情報を取り扱う無線 LAN

たり、通信の妨害を発生させることがで

環境については、通信内容の暗号化を求

きるという脆弱性が報告されており、ま

めているが、WEP（WiredEquivalentP

た同様の問題が起こる可能性があるた

rivacy）、TKIP（TemporalKeyIntegrit

め、最新の情報に従い適切な方式や設定

yProtocol）等は、比較的容易に解読でき

値を選択すること。この場合、暗号化に

たり、通信の妨害を発生させることがで

ついては、暗号と電子署名の標準手順に
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きたりするという脆弱性が報告されて

従わなければならない。

おり、また同様の問題が起こる可能性が

参考：総務省「国民のための情報セキュ

あるため、最新の情報に従い適切な方式

リティサイト」の「情報管理担当者のた

や設定値を選択すること。この場合、暗

めの情報セキュリティ対策−実践編」
（h

号化については、暗号と電子署名の標準

ttp://www.soumu.go.jp/

手順に従わなければならない。

main_sosiki/joho_tsusin/security/j_bus

（ウ）については、例えば、通信回線上

iness/admin00.htm）にある、「安全な

における主体認証の方式である IEEE80

無線 LAN の利用」のページの解説を適

2.1x（クライアント認証及びサーバ認

宜参照。

証）を導入し、適切に設定することが考
えられる。
（オ）については、例えば、行政事務従
事者が利用する府省庁内通信回線と府
省庁外の者向けに提供する府省庁内通
信回線を分離することが考えられる。
（カ）については、例えば、無線 LAN
に接続中に同時に有線 LAN と接続する
ことを禁止することが考えられる。
（キ）については、例えば、無線 LAN
に接続する電子計算機及び通信回線装
置（無線 LAN アクセスポイント等）の
機能で、以下のような管理を行うことが
考えられる。
・出力・チャンネル管理等による電波監
理
・IEEE802.1x 等による管理外の無線 L
AN アクセスポイント及び電子計算機の
検出及び除去
・IPS（IntrusionPreventionSystem）
機能等によるサービス不能攻撃の防御
・MAC アドレス等による接続管理等
これらは、通信回線装置を要管理対策区
域内に設置しても、第三者が区域外から
不正に接続してくる可能性があること
に注意して、設定する必要がある。
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なお、府省庁外の者向けに通信回線を提
供する場合は、例えば、事前共有鍵等を
利用した暗号化及び認証を行うことや V
PN を利用することが考えられる。
参考：総務省「国民のための情報セキュ
リティサイト」の「情報管理担当者のた
めの情報セキュリティ対策−実践編」
（h
ttp://www.soumu.go.jp/
main_sosiki/joho_tsusin/security/j_bus
iness/admin00.htm）にある、
「安全な無
線 LAN の利用」のページの解説、及び
各府省情報化統括責任者（CIO）補佐官
等連絡会議の「無線 LAN セキュリティ
要件の検討」（http://www.kantei.go.jp/j
p/singi/it2/cio/hosakan/dai65/65lan_ke
ntou.pdf）を適宜参照。
2.4.1.1 趣旨

232

政府機関ではインターネットの規格で

2.4.1.1 趣旨

政府機関ではインターネットの規格で

ある IPv6 通信プロトコルに対応するた

ある IPv6 通信プロトコルに対応するた

めの取組が進められているが、IPv6 通

めの取組が進められているが、現在広く

信プロトコルは IPv4 通信プロトコル環

使用されている IPv4 通信プロトコルか

境下と同様にセキュリティ上のリスク

らの移行過程においては、新旧の規格が

があるとともに、グローバル IP アドレ

共存することから、十分に検討し、適切

スによる直接通信の利用等に際し考慮

な措置を講じないと、情報システムのセ

すべきリスクも考えられる。また IPv4

キュリティを損なうおそれがある。ま

通信プロトコルから IPv6 通信プロトコ

た、昨今、電子計算機及び通信回線装置

ルへの移行過程においても、新旧の規格

には IPv6 技術を利用する通信機能が標

が共存することから、十分に検討し、適

準で備わっているものが増えているこ

切な措置を講じないと、情報システムの

とから、意図せず IPv6 技術を利用する

セキュリティを損なうおそれがある。さ

通信機能が動作している可能性がある。

らに、昨今、電子計算機及び通信回線装

このため、情報システムの IPv6 対応化

置には IPv6 技術を利用する通信機能が

計画の有無にかかわらず、IPv4 技術を

標準で備わっているものが増えている

利用する通信と IPv6 技術を利用する通

ことから、意図せず IPv6 技術を利用す

信が共存する環境を前提として、対策を

る通信機能が動作している可能性があ

講ずる必要がある。

る。このため、それぞれの環境を前提と

これらのことを勘案し、本項では、IPv
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して、対策を講ずる必要がある。

4 技術を利用する通信と IPv6 技術を利

なお、IPv6 に関する最新の動向につい

用する通信が共存する情報システムの

ては、引き続き状況の変化が予想される

セキュリティ確保に関する対策基準を

ため、各府省庁においても、IPv6 のセ

定める。

キュリティ対策に関する動向を十分に
注視し、適切に対応していく必要があ
る。これらのことを勘案し、本項では、
IPv6 技術を利用する情報システム、IPv
4 技術を利用する通信と IPv6 技術を利
用する通信が共存する情報システムの
セキュリティ確保に関する対策基準を
定める。

233

2.4.1.1(1)
2.4.1.1(1)(a)

IPv6 通信がもたらす脆弱性対策

2.4.1.1(1)

情報システムセキュリティ責任者は、IP

IPv6 移行機構がもたらす脆弱性対策
(新規追加)

v6 技術を利用する通信（以下「IPv6 通
信」という。）を想定して構築する情報
システムの構成要素のうち製品として
調達する機器及びソフトウェアについ

234

て、当該製品の分野において要求するセ
キュリティ機能を満たす採用候補製品
が複数あり、その中に IPv6ReadyLogo
Program に基づく Phase-2 準拠製品が
ある場合には、当該製品を情報システム
の構成要素として選択すること。
2.4.1.1(1)(a)

解説：IPv6 に対応する機器等の購入に

解説

おいて、一定水準以上のセキュリティ機

(新規追加)

能を有する製品を選択することを求め
る事項である。国際的な IPv6 に関する

235

標準プログラムである IPv6ReadyLogo
Program による客観的な基準に準拠す
る製品を選択することにより、安全性の
高い情報システムの構築が期待できる。
2.4.1.1(1)(b)

236

情報システムセキュリティ責任者は、IP
v6 通信を想定して構築する情報システ
ムにおいて、グローバル IP アドレスに
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よる直接の到達性における脅威を防止
するための措置を講ずること。
2.4.1.1(1)(b)

解説：IPv6 で新たに導入された通信制

解説

御機構や、IPv6 の特徴である外部ネッ

(新規追加)

トワークとの直接接続の容易さに起因
する各種攻撃への対策を求める事項で
ある。

237

対策としては、不正な機器からの経路調
査コマンド（traceroute 等）及び ICMP
エコー要求等に応答しない、サービス不
能攻撃への対策、並びに認可した宛先か
らのみアクセスを可能にする等が挙げ
られる。
2.4.1.1(1)(c)

情報システムセキュリティ責任者は、IP

(新規追加)

v6 通信を想定して構築する情報システ

238

ムにおいて、不正な通信を制限するフィ
ルタリングを適切に行うこと。
2.4.1.1(1)(c)

解説：IPv6 の特徴として、アドレスが

解説

長い、アドレスの省略形が複数パターン
存在し一意に定まらない、端末が複数の
IP アドレスを持つ等が挙げられる。この
ような複雑なアクセス制御が設定の不
備等を招き不正アクセス等に繋がるリ
スクが高まるため、フィルタリングを適
切に実施することを求める事項である。

239

対策としては、外部ネットワークとの通
信において、OSI 基本参照モデルのネッ
トワーク層（第３層）及びトランスポー
ト層（第４層）を中心にフィルタリング
を行う機能及び断片化された通信の再
構築を行う機能を適切に設定すること
等、通信機器を流れる通信そのものを制
御することが挙げられる。
なお、IPv6 通信を想定して構築する情
報システムにおいて、IPv6 のログを取
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得し、分析する場合は、IPv6 アドレス
では桁数が大幅に増えること等から、IP
v6 対応のログの解析ツールを利用する
ことで、IPv6 アドレスの読み間違い等
の運用上の作業ミスを軽減するための
対策を検討することが望ましい。
2.4.1.1(1)(d)

240

情報システムセキュリティ責任者は、情

2.4.1.1(1)(a)

情報システムセキュリティ責任者は、情

報システムに IPv6 通信の機能を導入す

報システムに IPv6 技術を利用する通信

る場合には、IPv6 移行機構が他の情報

（以下「IPv6 通信」という。）の機能を

システムに情報セキュリティ上の脅威

導入する場合には、IPv6 移行機構が他

を及ぼすことを防止するため、必要な措

の情報システムに情報セキュリティ上

置を講ずること。

の脅威を及ぼすことを防止するため、必
要な措置を講ずること。

2.4.1.1(1)(e)

(新規追加)

情報システムセキュリティ責任者は、IP
v6 通信を想定して構築する情報システ
ムにおいて、IPv6 に対応していない機

241

器及びソフトウェアの利用によるセキ
ュリティの問題がないように措置を講
ずること。
2.4.1.1(1)(e)

解説：IPv4 のみに対応する機器及びソ

解説

フトウェアが IPv6 ネットワーク上で動

(新規追加)

作する際のセキュリティ上のリスクに
対する対策を求める事項である。システ
ム内部での IP アドレスの取扱いが IPv4
に依存している場合、IPv6 アドレスが
取り扱えない、若しくはバッファオーバ

242

ーラン等を引き起こす可能性があると
いうリスクを認識し、これが無いことを
確認する等が挙げられる。統合認証シス
テムや、システム間連動を行うようなア
プリケーションでは、IPv4/IPv6 が混在
した状況でも適切なシステム連携を行
う必要がある。

243

2.4.1.1(2)(a)

情報システムセキュリティ責任者は、府
省庁間及び府省庁内部のみで利用する
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情報システムについて、IPv6 通信を想

接続される全ての電子計算機及び通信

定していない通信回線に接続される全

回線装置に対して、IPv6 通信を抑止す

ての電子計算機及び通信回線装置に対

るための措置を講ずること。

して、IPv6 通信を抑止するための措置
を講ずること。

244

2.4.1.1(2)(a)

解説：府省庁間及び府省庁内部のみで利

2.4.1.1(2)(a)

解説：通信回線が IPv6 通信を想定して

解説

用する情報システムについて、通信回線

解説

いない場合には、当該通信回線に接続さ

が IPv6 通信を想定していない場合に

れる端末等の IPv6 通信の機能を停止す

は、当該通信回線に接続される端末等の

る措置を求める事項である。

IPv6 通信の機能を停止する措置を求め

IPv6 通信を想定していない通信回線に

る事項である。

おいては、ファイアウォールや侵入検知

IPv6 通信を想定していない通信回線に

システム等のセキュリティ機能に不正

おいては、ファイアウォールや侵入検知

な IPv6 通信を制御する措置が講じられ

システム等のセキュリティ機能に不正

ず、悪意ある者による IPv6 通信を使っ

な IPv6 通信を制御する措置が講じられ

た攻撃に対して無防備となるおそれが

ず、悪意ある者による IPv6 通信を使っ

ある。さらに、IPv6 通信が可能な電子

た攻撃に対して無防備となるおそれが

計算機においては、IPv4 ネットワーク

ある。さらに、IPv6 通信が可能な電子

に接続している時でも IPv6 通信による

計算機においては、IPv4 ネットワーク

当該電子計算機への接続を可能とする

に接続している時でも IPv6 通信による

自動トンネリング機能を提供するもの

当該電子計算機への接続を可能とする

がある。この機能を利用すると、電子計

自動トンネリング機能を提供するもの

算機と外部のネットワークとの間に利

がある。この機能を利用すると、電子計

用者や管理者が気付かないうちに意図

算機と外部のネットワークとの間に利

しない経路が自動生成され、これがセキ

用者や管理者が気付かないうちに意図

ュリティを損なうバックドアとなりか

しない経路が自動生成され、これがセキ

ねないことから、自動トンネリング機能

ュリティを損なうバックドアとなりか

を動作させないよう電子計算機を設定

ねないことから、自動トンネリング機能

する必要がある。また、ルータ等の通信

を動作させないよう電子計算機を設定

回線装置についても IPv6 通信をしない

する必要がある。また、ルータ等の通信

よう設定し、意図しない IPv6 通信を制

回線装置についても IPv6 通信をしない

限することが求められる。

よう設定し、意図しない IPv6 通信を制
限することが求められる。
なお、
「政府情報システムに係る IPv6 対
応の取組について」（2011 年 11 月 2 日
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各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会
議決定）において IPv6 対応の取組を進
めることが確認されているが、外部と直
接通信を行う情報システム等について
も、現時点において IPv6 対応がされて
いない場合には、意図しない IPv6 通信
を抑止するための措置を講ずることが
必要である。

245
2.4.1.1(2)(b)

246

(削除)

2.4.1.1(2)(a)

【強化遵守事項】

情報システムセキュリティ責任者は、府

2.4.1.1(2)(b)

情報システムセキュリティ責任者は、I

省庁間及び府省庁内部のみで利用する

Pv6 通信を想定していない通信回線を

情報システムについて、IPv6 通信を想

監視し、IPv6 通信が検知された場合に

定していない通信回線を監視する必要

は通信している装置を特定し、IPv6 通

性の有無を検討し、必要と認めたとき

信を遮断するための措置を講ずること。

は、当該措置を講ずるとともに、IPv6
通信が検知された場合には通信してい
る装置を特定し、IPv6 通信を遮断する
ための措置を講ずること。
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解説：意図しない IPv6 通信が情報シス

2.4.1.1(2)(b)

解説：意図しない IPv6 通信が情報シス

解説

テムに与える脅威から情報システムを

解説

テムに与える脅威から情報システムを

守るための事項である。

守るための事項である。

IPv6 技術にはアドレスの自動構成機構

IPv6 技術にはアドレスの自動構成機構

が提供されている。電子計算機から送出

が提供されている。電子計算機から送出

されるアドレスの自動構成を要求する

されるアドレスの自動構成を要求する

通信パケットや、ルータから送出される

通信パケットや、ルータから送出される

アドレスの自動構成を提供する通信パ

アドレスの自動構成を提供する通信パ

ケットが府省庁内通信回線を流れてい

ケットが府省庁内通信回線を流れてい

る場合には、管理者や利用者が気付かな

る場合には、管理者や利用者が気付かな

いうちに IPv6 技術のアドレス自動構成

いうちに IPv6 技術のアドレス自動構成

機構が利用されていることを示唆して

機構が利用されていることを示唆して

いる。また、IPv6 通信を想定していな

いる。また、IPv6 通信を想定していな

い府省庁内通信回線において、IPv6-IPv

い府省庁内通信回線において、IPv6-IPv

4 トンネル機構で使用する通信パケット

4 トンネル機構で使用する通信パケット

が検知された場合は、IPv6 技術を使っ

が検知された場合は、IPv6 技術を使っ

た悪意のある通信がなされているおそ

た悪意のある通信がなされているおそ
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れがある。府省庁内通信回線を管理する

れがある。府省庁内通信回線を管理する

者は、このような通信の有無を監視し

者は、このような通信の有無を監視し

て、IPv6 通信が検知された場合は、当

て、IPv6 通信が検知された場合は、当

該通信の遮断等の措置を講ずる必要が

該通信の遮断等の措置を講ずる必要が

ある。

ある。

なお、
「政府情報システムに係る IPv6 対
応の取組について」（2011 年 11 月 2 日
各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会
議決定）において IPv6 対応の取組を進
めることが確認されているが、外部と直
接通信を行う情報システム等について
も、現時点において IPv6 対応がされて
いない場合には、意図しない IPv6 通信
を遮断するための措置を講ずることが
必要である。
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別表

(新規追加)

別表１

別表１情報取扱区域のクラス別管理

(新規追加)

別表２

別表２情報取扱区域のクラス別利用制

(新規追加)

限
A.1.4

●「MAC アドレス（MediaAccessCont

(新規追加)

roladdress）」とは、電子計算機のネット

251

ワーク機器を識別するための固有の一
意な値をいう。

252

A.1.5

A.1.5 情報取扱区域のクラスと区域例

(新規追加)

253

A.1.5

統一管理基準に準じる。

(新規追加)

A.1.6

A.1.6 情報取扱区域の個別管理及び個別

(新規追加)

254
255

利用制限の付表例
A.1.6

(新規追加)

統一管理基準に準じる。
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