政府機関の情報セキュリティ対策のための
統一基準(第 4 版)
新旧対照表
＊第 3 版から第 4 版で項番変更をしただけのものについては、以下に記載していません。それらについては、
項番対応表及び遵守事項対応表を参照してください。
No.

第4版

第4版

遵守事項

1

2

第1編

第3版

第3版

変更点

遵守事項
基本編

構成変更

1.1.1.2(3)

本統一基準は、編、部、節及び

1.1.2(3)

本統一基準は、部、節及び項の

修正

全体構成

項の４つの階層によって構成さ

全体構成

３つの階層によって構成され

構成変更

れる。

る。

本統一基準は、情報セキュリテ

本統一基準は、情報セキュリテ

ィ対策を「基本編」、「情報シス

ィ対策を「組織と体制の構築」、

テム編」に編として分類してお

「情報についての対策」
、「情報

り、基本編では組織全体で情報

セキュリティ要件の明確化に基

セキュリティ対策を推進する組

づく対策」、
「情報システムの構

織・体制の整備、情報のライフ

成要素についての対策」
、「個別

サイクルの各段階における情報

事項についての対策」に部とし

セキュリティ対策、情報システ

て分類し、さらに内容に応じて

ムに関連のある規程類の整備等

節として対策項目に分け、その

について遵守すべき事項を定め

下に項として対策基準を定めて

ており、情報システム編は技術

いる。

的な内容であり改訂頻度が高い
ものとして情報システムに求め
られるセキュリティ要件等につ
いて遵守すべき事項を定めてい
る。
基本編では、
「総則」、
「組織と体
制の整備」、
「情報についての対
策」、「情報処理についての対
策」、「情報システムについての
基本的な対策」を、情報システ
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No.

第4版

第4版

第3版

変更点

「組織と体制の整備」では、組

表現の適正

織全体として情報セキュリティ

織全体として情報セキュリティ

化

対策を実施するに当たり、実施

対策を実施するに当たり、実施

体制や評価手順、違反や例外措

体制や評価手順、違反や例外措

置など、組織としての運用に関

置などの組織として構築すべき

係する各職員の権限と責務を明

課題を取り上げ、組織としての

確にするために整備すべき事項

運用に関係する各職員の権限と

を定めている。

責務を明確にする。

遵守事項

第3版
遵守事項

ム編では、
「情報セキュリティ要
件の明確化に基づく対策」、「情
報システムの構成要素について
の対策」、「個別事項についての
対策」を部としてそれぞれ分類
している。
さらにそれぞれの部において、
内容に応じて節として対策項目
に分け、その下に項として対策
基準を定めている。具体的には
以下のとおり。
1.1.1.2(3)(a)

3

1.1.1.2(3)(b)

4

1.1.1.2(3)(c)

5

「組織と体制の整備」では、組

「情報についての対策」では、

1.1.2(3)(a)

1.1.2(3)(b)

「情報についての対策」では、

表現の適正

情報の作成、利用、保存、移送、

情報の作成、利用、保存、移送、 化

提供及び消去等といった情報の

提供及び消去等といった情報の

ライフサイクルに着目し、各段

ライフサイクルに着目し、各段

階において各職員が情報を保護

階において遵守すべき事項を定

するために業務の中で常に実施

め、各職員が業務の中で常に実

すべき事項を定めている。

施する情報保護の対策を示す。

「情報処理についての対策」で

修正

は、府省庁外での情報処理及び

構成変更

府省庁支給以外の情報システム
による情報処理において制限す
べき事項を定めている。
1.1.1.2(3)(d)

6

「情報システムについての基本

修正

的な対策」では、情報システム

構成変更
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No.

第4版

第4版

第3版

変更点

「情報セキュリティ要件の明確

表現の適正

化に基づく対策」では、情報シ

化に基づく対策」では、情報シ

化

ステムにおいて、アクセス制御

ステムにおいて、アクセス制御

の観点など導入すべきセキュリ

の観点など導入すべきセキュリ

ティ機能を示すとともに、セキ

ティ機能を示すとともに、セキ

ュリティホール、不正プログラ

ュリティホール、不正プログラ

ム及びサービス不能攻撃等の脅

ム及びサービス不能攻撃等の脅

威を防ぐために、情報システム

威を防ぐために遵守すべき事項

において実施すべき事項を定め

を定め、情報システムにおいて

ている。

講ずべき対策を示す。

遵守事項

第3版
遵守事項

編で定められる遵守事項が適切
に実施されるように、情報シス
テムの計画、構築、運用、移行、
廃止及び見直しといった情報シ
ステムのライフサイクルの各段
階において実施すべき事項と、
情報システムに係る情報セキュ
リティを確保するために規定と
して整備すべき事項を定めてい
る。
1.1.1.2(3)(e)

7

1.1.1.2(3)(f)

8

1.1.1.2(3)(g)

9

10

1.1.1.3

「情報セキュリティ要件の明確

「情報システムの構成要素につ

1.1.2(3)(c)

1.1.2(3)(d)

「情報システムの構成要素につ

表現の適正

いての対策」では、電子計算機

いての対策」では、電子計算機

化

及び通信回線等の個別の情報シ

及び通信回線等の個別の情報シ

ステムの特性及びライフサイク

ステムの特性及びライフサイク

ルの観点から、情報システムに

ルの観点から、それぞれ遵守す

おいて実施すべき事項を定めて

べき事項を定め、情報システム

いる。

において講ずべき対策を示す。

「個別事項についての対策」で

1.1.2(3)(e)

「個別事項についての対策」で

表現の適正

は、新たな技術の導入等に際し

は、調達・開発や府省庁外での

化

特に情報セキュリティ上の配慮

情報処理等の、特に情報セキュ

が求められる個別事象に着目

リティ上の配慮が求められる個

し、遵守すべき事項を定めてい

別事象に着目し、それぞれ遵守

る。

すべき事項を定める。
3.1.1

情報の格付けの区分及び取扱制
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情報の格付け

遵守事項の

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

遵守事項
限の種類

11

1.1.1.3(1)

修正
3.1.1

格付け及び取扱制限

趣旨（必要性）

趣旨
1.1.1.3(1)

変更点

遵守事項の
修正

行政事務で取り扱う情報につい

3.1.1

行政事務で取り扱う情報につい

遵守事項の

ては、その目的や用途により、

趣旨

ては、その目的や用途により、

修正

取扱いに慎重を要する度合いは

取扱いに慎重を要する度合いは

様々であり、その重要性に応じ

様々であり、その重要性に応じ

た適切な措置を講じ、確実に情

た適切な措置を講じ、確実に情

報セキュリティを確保するため

報セキュリティを確保するため

に、情報の格付けの区分及び取

に、情報の格付けが必要となる。

扱制限の種類を定めるものとす

これらのことを勘案し、本項で

る。

は、情報の格付けに関する対策

情報の格付け及び取扱制限は、

基準を定める。

その作成者又は入手者が、当該
3.1.1(1)

情報をどのように取り扱うべき

遵守事項

と考えているのかを他の者に認

削除

知させ、当該情報の重要性や講

情報の格付け

ずべき情報セキュリティ対策を

12

削除

明確にするための手段であるこ

【基本遵守事項】

とから、適切に実施される必要
がある。

削除
3.1.1(1)(a)

情報セキュリティ委員会は、行

また、情報の格付け及び取扱制

政事務で取り扱う情報につい

限を実施することで、情報の利

て、電磁的記録については機密

用者に対し、日々の情報セキュ

性、完全性及び可用性の観点か

遵守事項の

リティ対策の意識を向上させる

ら、書面については機密性の観

修正

ことができる。具体的には、情

点から当該情報の格付け及び取

報を作成又は入手するたびに格

扱制限の指定並びに明示等の規

付け及び取扱制限の判断を行

定を整備すること。

い、情報を取り扱うたびに格付
け及び取扱制限に従った対策を
講ずることで、情報と情報セキ
ュリティ対策が不可分であるこ
とについての認識を継続的に維
持する効果も生ずるため、行政
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

解説の修正

遵守事項
事務従事者にその内容を理解し
遵守するように周知すること。

1.1.1.3(1)

解説：情報の格付け及び取扱制

3.1.1(1)(a)

解説：行政事務で取り扱う情報

解説

限の実施方法については、
「行政

解説

に対し、格付けを行うために必

13

機関の保有する情報の公開に関

要となる規定を定めることを求

する法律」（以下「情報公開法」

める事項である。なお、本統一

という。）に基づく各府省庁にお

基準における情報の格付けの一

ける「処分に係る審査基準」や

覧については、本書別添資料

文書管理規程などを参考に決め

A.1.2 を参照されたい。

るとよい。

また、内閣官房情報セキュリテ

なお、情報の格付け及び取扱制

ィセンターでは、当該規定の作

限については、各府省庁におけ

成の用に資するため、
「情報の格

る情報セキュリティ対策基準の

付け及び取扱制限に関する規程

施行日以後に作成又は入手した

策定手引書」を以下に DM3-01

すべての情報について適用する

として掲載している。

ものであり、施行日前に作成又

http://www.nisc.go.jp/active/

は入手した情報について一括し

general/kijun_man.html

て処理することを求めていな
い。しかし、施行日前に作成又
は入手した情報についても、適
宜その指定を行うことが望まし
いことから、当該情報を施行日
以後取り扱う際に、格付け及び
取扱制限を行う必要がある。

14

1.1.1.3(2)

格付けの区分

遵守事項の
修正

1.1.1.3(2)

情報について、機密性、完全性、

遵守事項の

可用性の３つの観点を区別し、

修正

それぞれにつき格付けの区分の

15

定義を示す。
格付けとしては、以下に記載の
ものを本統一基準の遵守事項で
用いるが、各府省庁において、
適宜変更又は追加して構わな
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
い。しかし、変更又は追加する
場合には、各府省庁の対策基準
における格付け区分と遵守事項
との関係が本統一基準での関係
と同等以上となるように準拠し
なければならない。また、変更
又は追加した場合には、他の府
省庁との情報のやりとりをする
際に、自身の格付け区分が本統
一基準で用いた格付け区分とど
のように対応するかを伝達する
方法について定めなければなら
ない。例えば、他の府省庁に情
報を提供する際に、本統一基準
で用いた格付け区分を記載する
方法が考えられる。

1.1.1.3(2)(a)

16

情報の格付けの区分は、機密性、

遵守事項の

完全性、可用性について、それ

修正

ぞれ以下のとおりとする。

17

1.1.1.3(2)(a)

遵守事項の
修正

1.1.1.3(2)(a)

18

機密性についての格付けの定義

格付けの区分

1.1.3【か】

「機密性３情報」とは、行政事

遵守事項の

分類の基準

務で取り扱う情報のうち、秘密

修正

機密性３情報

文書に相当する機密性を要する

行政事務で取り扱う情報のう

情報をいう。

ち、秘密文書に相当する機密性

「機密性２情報」とは、行政事

を要する情報

務で取り扱う情報のうち、秘密

機密性２情報

文書に相当する機密性は要しな

行政事務で取り扱う情報のう

いが、その漏えいにより、国民

ち、秘密文書に相当する機密性

の権利が侵害され又は行政事務

は要しないが、漏えいにより、

の遂行に支障を及ぼすおそれが

国民の権利が侵害され又は行政

ある情報をいう。

事務の遂行に支障を及ぼすおそ
れがある情報
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
機密性１情報

「機密性１情報」とは、機密性

機密性２情報又は機密性３情報

２情報又は機密性３情報以外の

以外の情報

情報をいう。

なお、機密性２情報及び機密性

1.1.3【や】

３情報を「要機密情報」という。

「要機密情報」とは、機密性２
情報及び機密性３情報をいう。

1.1.3【か】

1.1.1.3(2)(a)

解説：機密性の格付けについて

解説

は、文書管理規程上の秘密文書

アクセスを認められた者だけが

に相当する機密性を要する情報

これにアクセスできる状態を確

であり、行政事務従事者のうち、

保することをいう。

「機密性」とは、情報に関して、 解説の修正

特定の者だけがアクセスできる
状態を厳密に確保されるべき情
報は機密性３情報に、秘密文書
には相当しないが、情報公開法
に基づく処分に係る審査基準で
不開示情報に該当すると考えら
れる情報であり、行政事務従事

19

者以外がアクセスできない状態
を最低限確保されるべき情報は
機密性２情報に、それ以外の情
報には、機密性１情報に決定す
ることを基本とする。
例えば、従来「取扱注意」など
と表示されてきたような資料
は、機密性２情報に決定するこ
とが考えられるが、その内容に
よっては、機密性１情報に決定
した上で取扱制限を決定するの
で十分な場合も考えられる。

20

1.1.1.3(2)(a)

遵守事項の
修正

1.1.1.3(2)(a)

21

完全性についての格付けの定義

格付けの区分

1.1.3【か】

「完全性２情報」とは、行政事

遵守事項の

分類の基準

務で取り扱う情報（書面を除

修正

完全性２情報

く。）のうち、その改ざん、誤び

行政事務で取り扱う情報（書面

ゅう又は破損により、国民の権
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
を除く。）のうち、改ざん、誤び

利が侵害され又は行政事務の適

ゅう又は破損により、国民の権

確な遂行に支障（軽微なものを

利が侵害され又は行政事務の適

除く。）を及ぼすおそれがある情

確な遂行に支障（軽微なものを

報をいう。

除く。）を及ぼすおそれがある情

「完全性１情報」とは、完全性

報

２情報以外の情報（書面を除

完全性１情報

く。）をいう。

完全性２情報以外の情報（書面

1.1.3【や】

を除く。）

「要保全情報」とは、完全性２
情報をいう。

なお、完全性２情報を「要保全
情報」という。
1.1.3【か】

1.1.1.3(2)(a)

解説：完全性の格付けについて

解説

は、情報が改ざん、誤びゅう又

改ざん又は消去されていない状

は破損されていない状態を確保

態を確保することをいう。

「完全性」とは、情報が破壊、

解説の修正

されるべき情報は完全性２情報
に、それ以外の情報は、完全性
１情報に決定することを基本と

22

する。
例えば、原本に相当する情報を
完全性２情報に、複製に相当す
る情報（例えば、電子メールに
添付されるファイルなど）を完
全性１情報に決定することなど
が考えられる。

23

1.1.1.3(2)(a)

遵守事項の
修正

1.1.1.3(2)(a)

24

可用性についての格付けの定義

格付けの区分

1.1.3【か】

「可用性２情報」とは、行政事

遵守事項の

分類の基準

務で取り扱う情報（書面を除

修正

可用性２情報

く。）のうち、その滅失、紛失又

行政事務で取り扱う情報（書面

は当該情報が利用不可能である

を除く。）のうち、その滅失、紛

ことにより、国民の権利が侵害

失又は当該情報が利用不可能で

され又は行政事務の安定的な遂

あることにより、国民の権利が

行に支障（軽微なものを除く。）

侵害され又は行政事務の安定的

を及ぼすおそれがある情報をい
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
な遂行に支障（軽微なものを除

う。

く。）を及ぼすおそれがある情報

「可用性１情報」とは、可用性

をいう。

２情報以外の情報（書面を除

可用性１情報

く。）をいう。

可用性２情報以外の情報（書面

1.1.3【や】

「要安定情報」とは、可用性２

を除く。）

情報をいう。

なお、可用性２情報を「要安定

「要保護情報」とは、要機密情

情報」という。

報、要保全情報及び要安定情報

また、要機密情報、要保全情報

をいう。

及び要安定情報を「要保護情報」
という。
1.1.3【か】

1.1.1.3(2)(a)

解説：可用性の格付けについて

解説

は、情報が滅失又は紛失されて

セスを認められた者が、必要時

いない状態及び情報へのアクセ

に中断することなく、情報及び

スを認められた者が、必要時に

関連資産にアクセスできる状態

中断することなく、情報及び関

を確保することをいう。

「可用性」とは、情報へのアク

解説の修正

連資産にアクセスできる状態を
確保されるべき情報は可用性２

25

情報に、それ以外の情報は可用
性１情報に決定することを基本
とする。
なお、可用性２情報に決定した
場合には、取扱制限を併用して、
どの程度の可用性が必要かを決
定することが望ましい。

26

1.1.1.3(3)

遵守事項の
修正

1.1.1.3(3)

27

取扱制限の種類
情報について、機密性、完全性、 1.1.3【た】

「取扱制限」とは、情報の取扱

遵守事項の

可用性の３つの観点を区別し、

いに関する制限であって、複製

修正

それぞれにつき取扱制限の種類

禁止、持出禁止、再配付禁止、

の基本的な定義を行う。
「取扱制

暗号化必須、読後廃棄その他情

限」とは、情報の取扱いに関す

報の適正な取扱いを確実にする

る制限であって、複製禁止、持

ための手段をいう。

出禁止、配付禁止、暗号化必須
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
、読後廃棄その他情報の適正な
取扱いを確実にするための手段
をいう。

1.1.1.3(3)(a)

情報の取扱制限の種類は、機密

遵守事項の

性、完全性、可用性について、

修正

それぞれ定めるものとする。た

28

だし、これら以外の取扱制限の
種類を適宜用いることができ
る。
1.1.1.3(3)(a)

29

解説

解説：付表を用いて定める場合

解説の修正

の例については本書別添資料
A.1.2 取扱制限の種類に係る付
表例を参照。
（削除）

1.1.3【か】

30
（削除）

1.1.3【か】

「可用性１情報」とは、可用性

1.1.1.3

２情報以外の情報（書面を除

示による削

く。）をいう。

除

「可用性２情報」とは、行政事

1.1.1.3

務で取り扱う情報（書面を除

示による削

明

明

く。）のうち、その滅失、紛失又 除
は当該情報が利用不可能である

31

ことにより、国民の権利が侵害
され又は行政事務の安定的な遂
行に支障（軽微なものを除く。）
を及ぼすおそれがある情報をい
う。
（削除）

1.1.3【か】

32
（削除）

1.1.3【か】

「完全性１情報」とは、完全性

1.1.1.3

２情報以外の情報（書面を除

示による削

く。）をいう。

除

「完全性２情報」とは、行政事

1.1.1.3

務で取り扱う情報（書面を除

示による削

く。）のうち、その改ざん、誤び 除

33

ゅう又は破損により、国民の権
利が侵害され又は行政事務の適
確な遂行に支障（軽微なものを

-10-

明

明

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
除く。）を及ぼすおそれがある情
報をいう。
（削除）

1.1.3【か】

34
（削除）

1.1.3【か】

35

「機密性１情報」とは、機密性

1.1.1.3

２情報又は機密性３情報以外の

示による削

情報をいう。

除

「機密性２情報」とは、行政事

1.1.1.3

務で取り扱う情報のうち、秘密

示による削

文書に相当する機密性は要しな

除

明

明

いが、その漏えいにより、国民
の権利が侵害され又は行政事務
の遂行に支障を及ぼすおそれが
ある情報をいう。
（削除）

1.1.3【か】

36

「機密性３情報」とは、行政事

1.1.1.3

務で取り扱う情報のうち、秘密

示による削

文書に相当する機密性を要する

除

明

情報をいう。
1.2.1.1.(2)(b)

37

情報セキュリティ委員会は、情

2.1.1(2)(b)

情報セキュリティ委員会は、情

遵守事項の

報セキュリティに関する省庁対

報セキュリティに関する省庁対

修正

策基準を策定し、最高情報セキ

策基準を策定し、最高情報セキ

ュリティ責任者の承認を得るこ

ュリティ責任者の承認を得るこ

と。ただし、あらかじめ最高情

と。

報セキュリティ責任者が認めた
場合は、一部の技術的な事項に
ついて、指定した者に委任する
ことができる。

38

1.2.1.1.(2)(b)

解説：全省的に定めるべき省庁

2.1.1(2)(b)

解説：全省的に定めるべき省庁

解説

対策基準策定に関する情報セキ

解説

対策基準策定に関する情報セキ

ュリティ委員会の役割を定めた

ュリティ委員会の役割を定めた

事項である。ただし、あらかじ

事項である。

め最高情報セキュリティ責任者
が認めた場合は、一部の技術的
な事項（本統一基準の第 2 編に
相当する事項）について、統括
情報セキュリティ責任者等に委
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解説の修正

No.

第4版

第4版

第3版

変更点

情報セキュリティ責任者は、所

遵守事項の

管する単位における情報システ

管する単位における情報システ

修正

ムごとに情報システムセキュリ

ムごとに情報システムセキュリ

ティ責任者を、当該情報システ

ティ責任者を置くこと。

遵守事項

第3版
遵守事項

任することができる。なお、統
括情報セキュリティ責任者等が
委任に基づき基準を策定する場
合は、情報セキュリティ委員会
及び最高情報セキュリティ責任
者に報告することが望ましい。
1.2.1.1(5)(a)

39

情報セキュリティ責任者は、所

2.1.1(5)(a)

ムの計画段階までに置くこと。
1.2.1.1(5)(a)
解説

40

解説：各情報システムにおいて、

2.1.1(5)(a)

計画、構築、運用等のライフサ

解説

解説：各情報システムにおいて、 解説の修正
計画、構築、運用等のライフサ

イクル全般を通じて必要となる

イクル全般を通じて必要となる

情報セキュリティ対策の責任者

情報セキュリティ対策の責任者

を置くことを定めた事項であ

を置くことを定めた事項であ

る。

る。

情報システムの情報セキュリテ

府省庁内 LAN システムのよう

ィ要件は計画段階において決定

な全省的なシステム、特定部門

されることから、情報システム

における個別業務システム、そ

セキュリティ責任者は新規の情

の他府省庁のすべての情報シス

報システムについては計画段階

テムを、情報システム単位に情

までに置かなければならない。

報セキュリティ対策の運用の責

府省庁内 LAN システムのよう

任の所在を明確にすることが重

な全省的なシステム、特定部門

要である。

における個別業務システム、そ
の他府省庁のすべての情報シス
テムを、情報システム単位に情
報セキュリティ対策の運用の責
任の所在を明確にすることが重
要である。
1.2.1.1(8)(a)

41

最高情報セキュリティアドバイ

2.1.1(1)(c)

最高情報セキュリティ責任者

遵守事項の

ザーの設置

は、必要に応じ、情報セキュリ

修正

【基本遵守事項】

ティに関する専門的な知識及び
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
最高情報セキュリティ責任者

経験を有した専門家を最高情報

は、情報セキュリティに関する

セキュリティアドバイザーとし

専門的な知識及び経験を有した

て置くこと。

専門家を最高情報セキュリティ
アドバイザーとして置くこと。
1.2.1.1(8)(a)

解説：情報セキュリティに関す

2.1.1(1)(c)

解説：情報セキュリティに関す

解説

る専門家を最高情報セキュリテ

解説

る専門家を最高情報セキュリテ

42

ィアドバイザーとして置くこと

ィアドバイザーとして置くこと

を定めた事項である。

を定めた事項である。

各府省庁における情報セキュリ

各府省庁における情報セキュリ

ティ対策については、情報シス

ティ対策については、情報シス

テムに関する技術や事案に対す

テムに関する技術や事案に対す

る対処等の専門的な知識及び経

る対処等の専門的な知識及び経

験が必要となるため、省庁対策

験が必要となるため、省庁対策

基準の策定・導入から運用、評

基準の策定・導入から運用、評

価、見直しまで専門的な助言を

価、見直しまで専門的な助言を

行う専門家を活用することが重

行う専門家を活用することが重

要である。

要である。

最高情報セキュリティアドバイ

最高情報セキュリティ責任者

ザーについては、高度な国家安

が、情報システムに関する専門

全保障、治安に係る分野におい

的な知識及び経験を高度な水準

ては、内部人材を充てることも

で有しているため、専門家の助

できる。またこの場合、最高情

言を必要としないといった特殊

報セキュリティアドバイザーは

な場合を除き、置くことを義務

情報セキュリティ責任者等の各

付けているものである。

責任者を兼務することができ

なお、CIO（情報化統括責任者）

る。

補佐官は最高情報セキュリティ

なお、CIO（情報化統括責任者）

アドバイザーを兼務することが

補佐官は最高情報セキュリティ

できる。

解説の修正

アドバイザーを兼務することが
できる。この場合、CIO 補佐官
に情報セキュリティ担当を設け
ることが望ましい。

43

1.2.1.1(8)(b)

最高情報セキュリティ責任者

遵守事項の
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
は、情報セキュリティ対策等の

追加

実施において最高情報セキュリ
ティアドバイザーが行う業務の
内容について定めること。
1.2.1.1(8)(b)

解説：最高情報セキュリティア

解説

ドバイザーの業務を明確化する

解説の追加

ため、最高情報セキュリティ責
任者に、最高情報セキュリティ
アドバイザーの業務の内容につ
いて定めることを求める事項で
ある。
最高情報セキュリティアドバイ
ザーの業務として、情報セキュ
リティ対策に係る様々な事務へ
の助言等が想定されるが、その
事務として例えば、
・情報セキュリティ施策の全般
的な計画策定

44

・情報セキュリティ教育の計画
立案、教材開発及び実施
・各種規定の整備
・情報システムに係る技術的事
項
・情報システムの設計・開発を
外部委託により行う場合に調達
仕様に含めて提示する情報セキ
ュリティに係る要求仕様の策定
・行政事務従事者に対する日常
的な相談対応
・緊急時対応
・自己点検の計画立案と実施
・情報セキュリティの監査の計
画立案と実施
等が想定される。
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No.

第4版

第4版

第3版

変更点

承認又は許可事案の申請者とそ

表現の適正

の承認又は許可を行う者（以下、

の承認権限者又は許可権限者

化

本項において「承認権限者等」

（以下「承認権限者等」という。
）

遵守事項

第3版
遵守事項

これらの事務を行う最高情報セ
キュリティ責任者、情報セキュ
リティ監査責任者、情報セキュ
リティ責任者、情報システムセ
キュリティ責任者、課室情報セ
キュリティ責任者等が定められ
た事項を遂行するために、最高
情報セキュリティアドバイザー
が専門的な知識及び経験に基づ
き行う助言等の内容を定める。
1.2.1.2(1)(a)(ア)

45

承認又は許可事案の申請者とそ

2.1.2(1)(a)(ア)

という。）
1.2.1.2(2)(b)

解説：承認権限者等の上司が承

2.1.2(2)(b)

解説：承認権限者等の上司が承

解説

認等を行った場合に、当該上司

解説

認等を行った場合に、当該上司

46

1.2.1.3(2)(a)

47

48

1.2.2.2

に当該承認権限者等が遵守すべ

に当該承認権限者等が遵守すべ

き事項に準じて、措置を講ずる

き事項に準じて、措置を講ずる

ことを求める事項である。例え

ことを求める事項である。例え

ば、機密性３情報、完全性２情

ば、機密性３情報、完全性２情

報又は可用性２情報について、

報又は可用性２情報について、

府省庁外での情報処理や府省庁

府省庁外での情報処理や府省庁

支給以外の情報システムによる

外支給以外の情報システムによ

情報処理を課室情報セキュリテ

る情報処理を課室情報セキュリ

ィ責任者に代わって、その上司

ティ責任者に代わって、その上

が許可する場合は、その上司に

司が許可する場合は、その上司

対して、許可の記録を取得する

に対して、許可の記録を取得す

ことなどが求められる。

ることなどが求められる。

情報セキュリティ委員会は、例

2.1.3(2)(a)

誤字訂正

情報セキュリティ委員会は、例

表現の適正

外措置の適用の申請を審査する

外措置の適用の申請を審査する

化

者（以下、本項において「許可

者（以下「許可権限者」という。）

権限者」という。）を定め、審査

を定め、審査手続を整備するこ

手続を整備すること。

と。
2.2.2

障害・事故等の対処
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障害等の対処

表現の適正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
化

1.2.2.2
趣旨

49

情報セキュリティに関する障
害・事故等が発生した場合には、

2.2.2

情報セキュリティに関する障

趣旨

害等が発生した場合には、早急

早急にその状況を検出し、被害

にその状況を検出し、被害の拡

の拡大を防ぎ、回復のための対

大を防ぎ、回復のための対策を

策を講ずる必要がある。また、

講ずる必要がある。また、その

その際には、障害・事故等の影

際には、障害等の影響や範囲を

響や範囲を定められた責任者へ

定められた責任者へ報告し、障

報告し、障害・事故等の発生現

害等の発生現場の混乱や誤った

場の混乱や誤った指示の発生等

指示の発生等を最小限に抑える

を最小限に抑えることが重要で

ことが重要である。

ある。

表現の適正
化

これらのことを勘案し、本項で

これらのことを勘案し、本項で

は、障害等の発生時に関する対

は、障害・事故等の発生時に関

策基準を定める。

する対策基準を定める。

50

1.2.2.2(1)

2.2.2(1)

障害等の発生に備えた事前準備

前準備
1.2.2.2(1)(a)

51

52

障害・事故等の発生に備えた事

最高情報セキュリティ責任者

表現の適正
化

2.2.2(1)(a)

最高情報セキュリティ責任者

表現の適正

は、情報セキュリティに関する

は、情報セキュリティに関する

化

障害・事故等（インシデント及

障害等（インシデント及び故障

び故障を含む。以下「障害・事

を含む。以下「障害等」という。）

故等」という。）が発生した場合、

が発生した場合、被害の拡大を

被害の拡大を防ぐとともに、障

防ぐとともに、障害等から復旧

害・事故等から復旧するための

するための体制を整備するこ

体制を整備すること。

と。

1.2.2.2(1)(a)

解説：最高情報セキュリティ責

2.2.2(1)(a)

解説：最高情報セキュリティ責

表現の適正

解説

任者に障害・事故等に対する体

解説

任者に障害等に対する体制の整

化

制の整備を求める事項である。

備を求める事項である。本事項

本事項が効果的に機能するよう

が効果的に機能するように他の

に他の規程との整合性に配意す

規程との整合性に配意すること

ることが求められる。

が求められる。

なお、情報セキュリティに関す

なお、情報セキュリティに関す

る障害・事故等とは、機密性、

る障害等とは、機密性、完全性、

完全性、可用性が侵害されるも

可用性が侵害されるものを対象
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No.

第4版

第4版

遵守事項

1.2.2.2(1)(b)

53

1.2.2.2(1)(c)

54

55

第3版

第3版

変更点

遵守事項
のを対象としており、可用性等

としており、可用性等に影響を

に影響を及ぼさない程度の故障

及ぼさない程度の故障等は対象

等は対象としていない。

としていない。

また、「インシデント」とは、

また、「インシデント」とは、

ISO/IEC 27002 におけるインシ

ISO/IEC 17799 におけるインシ

デントと同意である。

デントと同意である。

統括情報セキュリティ責任者

2.2.2(1)(b)

統括情報セキュリティ責任者

表現の適正

は、障害・事故等について行政

は、障害等について行政事務従

化

事務従事者から情報セキュリテ

事者から情報セキュリティ責任

ィ責任者への報告手順を整備

者への報告手順を整備し、当該

し、当該報告手段をすべての行

報告手段をすべての行政事務従

政事務従事者に周知すること。

事者に周知すること。

統括情報セキュリティ責任者

2.2.2(1)(c)

統括情報セキュリティ責任者

表現の適正

は、障害・事故等が発生した際

は、障害等が発生した際の対処

化

の対処手順を整備すること。

手順を整備すること。

1.2.2.2(1)(c)

解説：対処手順として障害・事

2.2.2(1)(c)

解説：対処手順として障害等の

表現の適正

解説

故等の発生時における緊急を要

解説

発生時における緊急を要する対

化

する対処等の必要性に備えて、

処等の必要性に備えて、通常と

通常とは異なる例外措置の承認

は異なる例外措置の承認手続を

手続を設けることもあわせて検

設けることもあわせて検討する

討する必要がある。対処する者

必要がある。対処する者に、あ

に、ある程度の権限の委任がさ

る程度の権限の委任がされない

れないと、適切な措置に遅延等

と、適切な措置に遅延等が発生

が発生することが予想される。

することが予想される。そのよ

そのようなことがないよう検討

うなことがないよう検討するこ

すること。

と。

対処手順は、より具体的に整備

対処手順は、より具体的に整備

することが重要である。例えば、

することが重要である。例えば、

対処手順において、障害・事故

対処手順において、障害等の発

等の発生日及び内容、障害・事

生日及び内容、障害等への対処

故等への対処の内容及び対処者

の内容及び対処者等を行政事務

等を行政事務従事者が記録すべ

従事者が記録すべきことを定め

きことを定めることも考えられ

ることも考えられる。

る。
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No.

第4版

第4版

遵守事項
1.2.2.2(1)(d)

56

第3版

第3版

遵守事項
統括情報セキュリティ責任者

2.2.2(1)(d)

統括情報セキュリティ責任者

表現の適正

は、障害・事故等に備え、行政

は、障害等に備え、行政事務の

化

事務の遂行のため特に重要と認

遂行のため特に重要と認めた情

めた情報システムについて、そ

報システムについて、その情報

の情報システムセキュリティ責

システムセキュリティ責任者及

任者及び情報システムセキュリ

び情報システムセキュリティ管

ティ管理者の緊急連絡先、連絡

理者の緊急連絡先、連絡手段、

手段、連絡内容を含む緊急連絡

連絡内容を含む緊急連絡網を整

網を整備すること。

備すること。

1.2.2.2(1)(d)

解説：統括情報セキュリティ責

2.2.2(1)(d)

解説：統括情報セキュリティ責

解説

任者は、すべての情報システム

解説

任者は、すべての情報システム

57

1.2.2.2(1)(e)

58

変更点

セキュリティ責任者及び情報シ

セキュリティ責任者及び情報シ

ステムセキュリティ管理者の連

ステムセキュリティ管理者の連

絡網を整備しているものである

絡網を整備しているものである

（統一基準 1.2.1.1）が、これは

（統一基準 2.1.1）が、これは「緊

「緊急」連絡網を加えて整備す

急」連絡網を加えて整備するこ

ることを定める事項である。

とを定める事項である。

統括情報セキュリティ責任者

2.2.2(1)(e)

構成変更

統括情報セキュリティ責任者

表現の適正

は、障害・事故等について府省

は、障害等について府省庁の外

化

庁の外部から報告を受けるため

部から報告を受けるための窓口

の窓口を設置し、その窓口への

を設置し、その窓口への連絡手

連絡手段を府省庁外に公表する

段を府省庁外に公表すること。

こと。

59

1.2.2.2(2)

2.2.2(2)

障害等の発生時における報告と

表現の適正

応急措置

化

行政事務従事者は、障害等の発

表現の適正

等の発生を知った場合には、そ

生を知った場合には、それに関

化

れに関係する者に連絡するとと

係する者に連絡するとともに、

もに、統括情報セキュリティ責

統括情報セキュリティ責任者が

任者が定めた報告手順により、

定めた報告手順により、情報セ

情報セキュリティ責任者にその

キュリティ責任者にその旨を報

旨を報告すること。

告すること。

報告と応急措置
1.2.2.2(2)(a)

60

障害・事故等の発生時における

行政事務従事者は、障害・事故

2.2.2(2)(a)
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

変更点

遵守事項

1.2.2.2(2)(a)

解説：障害・事故等が発生した

2.2.2(2)(a)

解説

場合に、行政事務従事者から速

解説

61

第3版

解説：障害等が発生した場合に、 表現の適正
行政事務従事者から速やかに関

やかに関係者に連絡し、連絡を

係者に連絡し、連絡を受けた者

受けた者が当該障害・事故等へ

が当該障害等への対処を開始す

の対処を開始することができる

ることができるようにすること

ようにすることを求める事項で

を求める事項である。

化

ある。
1.2.2.2(2)(b)

62

行政事務従事者は、障害・事故

2.2.2(2)(b)

行政事務従事者は、障害等が発

表現の適正

等が発生した際の対処手順の有

生した際の対処手順の有無を確

化

無を確認し、それを実施できる

認し、それを実施できる場合に

場合には、その手順に従うこと。

は、その手順に従うこと。

1.2.2.2(2)(b)

解説：行政事務従事者の判断に

2.2.2(2)(b)

解説：行政事務従事者の判断に

表現の適正

解説

よる被害拡大防止策が常に適切

解説

よる被害拡大防止策が常に適切

化

63

なものであるとは限らないた

なものであるとは限らないた

め、障害・事故等への対処手順

め、障害等への対処手順に従う

に従うことを求める事項であ

ことを求める事項である。

る。
1.2.2.2(2)(c)

64

1.2.2.2(2)(c)
解説

65

66

1.2.2.2(3)

行政事務従事者は、障害・事故

2.2.2(2)(c)

行政事務従事者は、障害等が発

表現の適正

等が発生した場合であって、当

生した場合であって、当該障害

化

該障害・事故等について対処手

等について対処手順がないとき

順がないとき及びその有無を確

及びその有無を確認できないと

認できないときは、その対処に

きは、その対処についての指示

ついての指示を受けるまで、障

を受けるまで、障害等による被

害・事故等による被害の拡大防

害の拡大防止に努めること。指

止に努めること。指示があった

示があった場合には、その指示

場合には、その指示に従うこと。

に従うこと。

解説：対処手順が想定していな

2.2.2(2)(c)

解説：対処手順が想定していな

表現の適正

解説

い障害等が発生した場合、行政

化

い障害・事故等が発生した場合、
行政事務従事者は対処の指示を

事務従事者は対処の指示を受け

受けるまでの間も障害・事故等

るまでの間も障害等の拡大防止

の拡大防止に努めることを求め

に努めることを求める事項であ

る事項である。

る。

障害・事故等の原因調査と再発

2.2.2(3)

防止策

障害等の原因調査と再発防止策

表現の適正
化
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No.

第4版

第4版

第3版

変更点

情報セキュリティ責任者は、障

表現の適正

害・事故等が発生した場合には、

害等が発生した場合には、障害

化

障害・事故等の原因を調査し再

等の原因を調査し再発防止策を

発防止策を策定し、その結果を

策定し、その結果を報告書とし

報告書として最高情報セキュリ

て最高情報セキュリティ責任者

ティ責任者に報告すること。

に報告すること。

遵守事項
1.2.2.2(3)(a)

67

第3版
遵守事項

情報セキュリティ責任者は、障

2.2.2(3)(a)

1.2.2.2(3)(a)

解説：情報セキュリティ責任者

2.2.2(3)(a)

解説：情報セキュリティ責任者

表現の適正

解説

に対して、障害・事故等の原因

解説

に対して、障害等の原因を究明

化

68

1.2.2.2(3)(b)

69

を究明し、それに基づき障害・

し、それに基づき障害等の再発

事故等の再発防止策を策定する

防止策を策定することを求める

ことを求める事項である。

事項である。

最高情報セキュリティ責任者

2.2.2(3)(b)

最高情報セキュリティ責任者

表現の適正

は、情報セキュリティ責任者か

は、情報セキュリティ責任者か

化

ら障害・事故等についての報告

ら障害等についての報告を受け

を受けた場合には、その内容を

た場合には、その内容を検討し、

検討し、再発防止策を実施する

再発防止策を実施するために必

ために必要な措置を講ずるこ

要な措置を講ずること。

と。

70

71

72

1.2.2.2(3)(b)

解説：障害・事故等の再発防止

2.2.2(3)(b)

解説：障害等の再発防止策を講

表現の適正

解説

策を講ずることを、最高情報セ

解説

ずることを、最高情報セキュリ

化

1.2.5

キュリティ責任者に求める事項

ティ責任者に求める事項であ

である。

る。

その他

構成変更

1.2.5.1(1)(c)

解説：委託先の候補者の情報セ

6.1.2(1)(c)

解説：委託先の候補者の情報セ

表現の適正

解説

キュリティ水準を確認するため

解説

キュリティ水準を確認するため

化

の評価方法を整備することを求

の評価方法を整備することを求

める事項である。

める事項である。

評価方法の整備には、ISO/IEC

評価方法の整備には、ISO/IEC

27001 等に基づく認証制度の活

27001:2005 等に基づく認証制度

用や、国際規格を踏まえ、情報

の活用や、国際規格を踏まえ、

セキュリティガバナンスの確立

情報セキュリティガバナンスの

促進のために開発された自己評

確立促進のために開発された自

価によるツール等の応用が考え

己評価によるツール等の応用が

られる。

考えられる。
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No.

第4版

第4版

遵守事項

73

第3版

第3版

変更点

解説の修正

遵守事項

1.2.5.1(5)(a)(イ)

解説：委託契約開始から終了に

6.1.2(5)(a)(イ)

解説：委託契約開始から終了に

解説

至るまでに行う委託先への情報

解説

至るまでに行う委託先への情報

の提供を必要最小限に止め、ま

の提供を必要最小限に止め、ま

た、提供に伴う要保護情報の漏

た、提供に伴う要保護情報の漏

えいや滅失等を防止するための

えいや滅失等を防止するための

措置の実施を求める事項であ

措置の実施を求める事項であ

る。

る。

委託先への情報の提供における

委託先への情報の提供における

遵守事項は、本統一基準の

遵守事項は、本統一基準の「3.2.4

「1.3.1.4 情報の移送」及び

情報の移送」及び「3.2.5 情報の

「1.3.1.5 情報の提供」の定めに

提供」の定めに準ずるが、例え

準ずるが、例えば機密性３情報

ば機密性３情報を提供する場合

を提供する場合には、当該外部

には、当該外部委託について責

委託について責任を負う情報シ

任を負う情報システムセキュリ

ステムセキュリティ責任者又は

ティ責任者又は課室情報セキュ

課室情報セキュリティ責任者の

リティ責任者の許可を得るこ

許可を得ること、また、機密性

と、また、機密性２情報を提供

２情報を提供する場合には、こ

する場合には、これらの者のい

れらの者のいずれかに届け出る

ずれかに届け出ることが必要と

ことが必要となる。委託先の選

なる。委託先の選定基準や情報

定基準や情報セキュリティの侵

セキュリティの侵害時の対処方

害時の対処方法を整備した上

法を整備した上で、当事者間の

で、当事者間の情報の授受にお

情報の授受において上記の措置

いて上記の措置に従うことによ

に従うことにより情報セキュリ

り情報セキュリティを確保する

ティを確保することが重要であ

ことが重要である。

る。

（削除）

6.3.2.(1)

府省庁における業務継続計画の

削除

整備計画の把握

74

【基本遵守事項】
（削除）

6.3.2.(1)(a)

最高情報セキュリティ責任者
は、府省庁における業務継続計

75

画の整備計画について統括情報
セキュリティ責任者を通じ情報
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削除

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
セキュリティ委員会が適時に知
ることができる体制を整備する
こと。
（削除）

6.3.2.(1)(a)
解説

最高情報セキュリティ責任者

削除

が、府省庁が整備する業務継続
計画の内容や状況について、情
報セキュリティ委員会が適時に
情報を入手できるような体制を
整備することを求める事項であ
る。
業務継続計画に変更がある場合
などにも、必要な情報が継続的

76

に得られるようにしなければな
らない。
なお、一般に業務継続計画につ
いては事業継続計画又は BCP
（Business Continuity Plan）と
もいうが、
「中央省庁業務継続ガ
イドライン 第１版」
（平成 19 年
6 月、内閣府）に従い、本統一基
準においては業務継続計画とい
う。
（削除）

6.3.2.(1)(b)

統括情報セキュリティ責任者

削除

は、府省庁において業務継続計
画の整備計画を把握した場合
は、その内容を情報セキュリテ

77

ィ委員会並びに必要に応じて情
報セキュリティ責任者、情報シ
ステムセキュリティ責任者及び
課室情報セキュリティ責任者に
連絡すること。
（削除）

6.3.2.(1)(b)

情報セキュリティ委員会並びに

解説

必要に応じて情報セキュリティ

78

責任者、情報システムセキュリ
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削除

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
ティ責任者及び課室情報セキュ
リティ責任者が府省庁における
業務継続計画の整備計画を知る
ことができるために、統括情報
セキュリティ責任者に対して、
把握した業務継続計画の整備計
画の内容を連絡することを求め
る事項である。
業務継続計画に変更がある場合
にも、当該連絡を行わなければ
ならない。

79

1.2.5.2(1)(a)

解説：業務継続計画と省庁対策

6.3.2(2)(a)

解説：業務継続計画と省庁対策

表現の適正

解説

基準は、特定の事態に対して、

解説

基準は、特定の事態に対して、

化

それぞれの体系において定めら

それぞれの体系において定めら

れることがあり得る。当該事態

れることがあり得る。当該事態

の例として、情報システムの稼

の例として、情報システムの稼

動を損なう地震及び風水害等の

動を損なう地震及び風水害等の

自然災害、火災等の人的災害・

自然災害、火災等の人的災害・

事故、停電等の社会インフラの

事故、停電等の社会インフラの

不全、並びに情報機器の故障等

不全、並びに情報機器の故障等

が想定される。これらの事態に

が想定される。これらの事態に

対して業務継続計画及び省庁対

対して業務継続計画及び省庁対

策基準のそれぞれで定める対策

策基準のそれぞれで定める対策

に矛盾があると、双方の遵守を

に矛盾があると、双方の遵守を

求められる府省庁組織及び職員

求められる府省庁組織及び職員

は、日常及び事態発生時に一貫

は、日常及び事態発生時に一貫

性のある適切な行動をとること

性のある適切な行動をとること

ができない。このため、業務継

ができない。このため、業務継

続計画と省庁対策基準の間で整

続計画と省庁対策基準の間で整

合性を確保するよう検討を行う

合性を確保するよう検討を行う

ことが必要である。

ことが必要である。

本統一基準の 1.2.1.1 項で情報セ

例えば、情報セキュリティ委員

キュリティ委員会は省庁対策基

会は、
「情報の格付け及び取扱制

準の策定を求められているが、

限の指定並びに明示等の規定」
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
その策定及び見直しの際に、府

の整備について、本統一基準の

省庁が業務継続計画で定め、又

3.1.1 項で求められている。その

は定めることが予定されている

整備の際に、府省庁が業務継続

要求事項を情報セキュリティ委

計画で定め、又は定めることが

員会が把握した上で、業務継続

予定されている要求事項を情報

計画の整備計画を担当する者と

セキュリティ委員会が把握した

協議し双方の定めを調整する必

上で、業務継続計画の整備計画

要がある。また、業務継続計画

を担当する者と協議し双方の定

に変更が生じ、又は生ずること

めを調整する必要がある。また、

が予定されている場合には、そ

業務継続計画に変更が生じ、又

の変更が省庁対策基準に影響す

は生ずることが予定されている

るかどうかを確認し、必要があ

場合には、その変更が当該基準

れば、省庁対策基準の改訂を行

に影響するかどうかを確認し、

うなどして、業務継続計画との

必要があれば、当該基準の改訂

整合の確保に努めなければなら

を行うなどして、業務継続計画

ない。

との整合の確保に努めなければ
ならない。

1.2.5.2(1)(c)(ア)
解説

80

解説：例えば、事態発生時には、 6.3.2(2)(c)(ア) 解説：例えば、事態発生時には、 表現の適正
業務の継続以外の対応として、

解説

業務の継続以外の対応として、

府省庁の施設の一部を帰宅困難

府省庁の施設の一部を帰宅困難

者や救命等が必要な外来者の退

者の退避場所として使用する場

避場所として使用する場合等も

合等も考えられる。このような

考えられる。このような場合を

場合を想定した対策を講じてい

想定した対策を講じていない

ないと、不特定者の出入りによ

と、不特定者の出入りによって

って通常時と比べてセキュリテ

通常時と比べてセキュリティレ

ィレベルの確保に支障をきたす

ベルの確保に支障をきたすおそ

おそれがある。このため、セキ

れがある。このため、セキュリ

ュリティ確保の面で配慮を要す

ティ確保の面で配慮を要する施

る施設や業務への影響を分析

設や業務への影響を分析し、必

し、必要な対策を十分検討した

要な対策を十分検討した上で、

上で、施設全体の入館管理だけ

施設全体の入館管理だけでな

でなく、各執務室や各職員の卓

く、各執務室や各職員の卓上の

上のセキュリティ対策を含め、

セキュリティ対策を含め、通常

通常時から不特定者の出入りを
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化

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
時から不特定者の出入りを想定

想定した対策を講ずる必要があ

した対策を講ずる必要がある。

る。

また、事態発生時にも利用する
ことを想定している情報システ
ムについては、事態発生時に確
実に利用できるように、通常時
において耐震対策等の物理的な
対策を講ずる必要がある。
1.2.5.2(2)(a)

81

行政事務従事者は、府省庁にお

6.3.2(3)(a)

行政事務従事者は、府省庁にお

表現の適正

いて業務継続計画の整備計画が

いて業務継続計画の整備計画が

化

ある場合であって、業務継続計

ある場合であって、業務継続計

画と情報セキュリティ関係規程

画と情報セキュリティ関係規程

が定める要求事項との違いなど

が定める要求事項との違いなど

により、実施の是非の判断が困

により、実施の是非の判断が困

難なときは、関係者に連絡する

難なときは、関係者に連絡する

とともに、統括情報セキュリテ

とともに、統括情報セキュリテ

ィ責任者が整備した障害・事故

ィ責任者が整備した障害等が発

等が発生した際の報告手順によ

生した際の報告手順により、情

り、情報セキュリティ責任者に

報セキュリティ責任者にその旨

その旨を報告して、指示を得る

を報告して、指示を得ること。

こと。

82

1.3.1.1(2)

情報の作成又は入手時における

3.2.1(2)

格付けと取扱制限の決定
1.3.1.1(2)(a)

83

行政事務従事者は、情報の作成

3.2.1(2)(a)

情報の作成又は入手時における

表現の適正

格付けの決定と取扱制限の検討

化

行政事務従事者は、情報の作成

遵守事項の

時及び府省庁外の者が作成した

時に当該情報の機密性、完全性、 修正

情報を入手したことに伴う管理

可用性に応じて格付けを行い、

表現の適正

の開始時に格付け及び取扱制限

あわせて取扱制限の必要性の有

化

の定義に基づき、格付け及び取

無を検討すること。

扱制限を決定すること。

84

1.3.1.1(2)(a)

解説：作成又は入手した情報に

3.2.1(2)(a)

解説：作成した情報について、

解説

ついて、以降、適切なセキュリ

解説

以降、適切なセキュリティ管理

ティ管理が施されるように、機

が施されるように、機密性、完

密性、完全性、可用性の格付け

全性、可用性の格付け等を行う

及び取扱制限を行うことを求め

ことを求める事項である。
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

遵守事項
る事項である。

情報の格付けが適切に決定され

情報の格付けが適切に決定され

ていなかった、また、明示等さ

ていなかった、また、明示等さ

れていなかったことを一因とし

れていなかったことを一因とし

て障害等が発生した場合には、

て障害・事故等が発生した場合

障害等の直接の原因となった人

には、障害・事故等の直接の原

物のほか、情報の格付け及び明

因となった人物のほか、情報の

示等を適切に行わなかった情報

格付け及び明示等を適切に行わ

の作成者にも責任が及ぶことが

なかった情報の作成者にも責任

ある。その観点からも、行政事

が及ぶことがある。その観点か

務従事者が、情報の格付けとそ

らも、行政事務従事者が、情報

の明示等を確実に行うことは重

の格付け及び取扱制限とその明

要である。

示等を確実に行うことは重要で

なお、行政事務従事者は、情報

ある。

の利用を円滑に行うため、格付

なお、格付け及び取扱制限の決

けを必要以上に高くしないよう

定をする際は、要件に過不足が

に配慮することも必要となる。

生じないように十分注意しなけ

あわせて、格付けに応じた情報

ればならない。格付け及び取扱

の取扱いを確実にするための取

制限として決定する要件が不十

扱制限の必要性の有無について

分であると、そのための情報セ

も検討を行わなければならな

キュリティ対策が不十分とな

い。

り、情報が適切に保護されなく
なる。逆に、過度の要件を求め
ると、情報の保護が必要以上に
厳しくなって事務が繁雑にな
り、情報の利便性や有用性が損
なわれたり、事務の繁雑さを行
政事務従事者が煩わしく思うこ
とで適切な管理が行われなくな
ったりするおそれがある。
特に、格付け及び取扱制限を必
要以上に高くしないように配慮
することも、情報の利用を円滑
に行うために注意が必要であ
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変更点

No.

第4版

第4版

第3版

変更点

行政事務従事者は、情報の格付

遵守事項の

修正、追加、削除のいずれかに

けを変更する必要性があると思

修正

より、他者が決定した情報の格

料する場合には、当該情報の作

付け及び取扱制限を変更する必

成者又は入手者に相談するこ

要があると思料する場合には、

と。相談された者は、格付けの

前項に従って再決定すること。

見直しを行う必要があると認め

遵守事項

第3版
遵守事項

る。
例えば、本来要機密情報とする
情報を要機密情報に格付けない
ことは不適切であるが、逆に、
本来要機密情報ではない情報
（例えば、公開しても差し支え
ない情報）をむやみに要機密情
報に格付けることも不適切であ
ることに注意すること。
また、取扱制限については必要
性の有無を検討し、その結果指
定しないという決定でも差し支
えない。
1.3.1.1(2)(b)

85

行政事務従事者は、元の情報の

3.2.1(5)(a)

た場合には、当該情報に対して
妥当な格付けを行うこと。

86

1.3.1.1(2)(b)

解説：元の情報の修正、追加、

3.2.1(5)(a)

解説：情報を利用する行政事務

解説

削除のいずれかにより、格付け

解説

従事者が、当該情報の格付けを

又は取扱制限を変更する必要が

変更する場合に、当該情報の作

生じた場合には、格付け及び取

成者又は入手者に相談し、了承

扱制限の再決定を行う必要があ

を得ることを求める事項であ

る。

る。なお、自らが作成し、又は

例えば、以下のような場合が考

入手した場合も含まれる。当初

えられる。

の格付けが作成者又は入手者に

・機密性の低い情報に機密性の

よって不適正に設定されていれ

高い情報を追加したことによっ

ば、当該格付けを修正し、その

て、情報の機密性が上がる場合

旨を通知することによって、作

・機密性の高い情報から機密に

成者又は入手者への教育的効果

該当する部分を削除したことに

も期待できる。また、それまで
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
よって、情報の機密性が下がる

その情報を参照した者に対して

場合

も、当該情報の格付けを変更し

なお、情報の格付け及び取扱制

たことを周知させることが望ま

限は、省庁対策基準に沿った対

しい。

策を適正に実施するための基礎

なお、異動等の事由により、当

となる重要な事項であることに

該情報の作成者又は入手者と相

ついては、前記のとおりである。

談することが困難である場合に

このため、これらを変更するに

おいては、引継ぎを受けた者又

当たっても適正な手続により実

は課室情報セキュリティ責任者

施する必要がある。情報の格付

が相談を受け、その是非を検討

け及び取扱制限の変更には、大

することになる。

別して再指定と見直しがある。

また、内閣官房情報セキュリテ
ィセンターでは、当該規定の作
成の用に資するため、
「情報の格
付け及び取扱制限に関する規程
策定手引書」を以下に DM3-01
として掲載している。
http://www.nisc.go.jp/active/
general/kijun_man.html

1.3.1.1(3)(a)

87

88

行政事務従事者は、情報の格付

3.2.1(3)(a)

行政事務従事者は、情報の格付

表現の適正

け及び取扱制限を決定（再決定

けを、当該情報の参照が許され

化

を含む。以下同じ。）した際に、

ている者が認識できる方法を用

当該情報の参照が許されている

いて明示等し、必要に応じて取

者が認識できる方法を用いて明

扱制限についても明示等するこ

示等すること。

と。

1.3.1.1(3)(a)

解説：作成者又は入手者によっ

3.2.1(3)(a)

解説：作成者又は入手者によっ

解説

て格付け及び取扱制限が決定さ

解説

て格付けが行われた情報に対し

れた情報に対して、以降、他者

て、以降、他者が当該情報を利

が当該情報を利用する際に必要

用する際に必要とされるセキュ

とされるセキュリティ対策の内

リティ対策レベルを示すため、

容を示すため、情報の格付け及

情報の格付けの明示等を行うこ

び取扱制限の明示等を行うこと

とを求める事項である。また、

を求める事項である。「明示等」

取扱制限が必要な場合は、あわ

とは、情報を取り扱うすべての

せてその明示等も行わなければ
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

遵守事項
者が当該情報の格付け及び取扱

ならない。

制限について共通の認識となる

格付けと取扱制限の明示等は、

ように措置することをいい、情

当該情報が、電磁的ファイルと

報ごとの格付けの区分及び取扱

して取り扱われることが想定さ

制限の種類を当該情報に記載す

れる場合にはファイル名自体又

ることによる明示を原則とす

は情報内容の中に、外部電磁的

る。なお、格付けの区分及び取

記録媒体に保存して取り扱うこ

扱制限の種類を記載していたと

とが想定される場合には外部電

しても、当該ファイルを参照す

磁的記録媒体に、書面に印刷さ

る者が、その内容を参照する際

れることが想定される場合には

に格付けの区分及び取扱制限の

書面のヘッダ部分等に、視認で

種類を特段の手順なく視認する

きる方法でそれぞれ行う必要が

ことができない状態（例えば、

ある。ただし、当該情報システ

文書ファイルのプロパティ設定

ムに保存されているすべての情

に格付けの区分を記載すること

報が同じ格付け、取扱制限であ

や、文章閲覧時に画面表示はさ

り、利用するすべての行政事務

れず印刷しかされないヘッダ部

従事者にその認識が周知徹底さ

分に記載することなど）につい

れている場合は、この限りでな

ては、記載しても明示に当たら

い。しかし、格付けや取扱制限

ない。

を認識していない行政事務従事

格付け及び取扱制限の明示等

者に当該情報システムに保存さ

は、当該情報が、電磁的ファイ

れている情報を提供する必要が

ルとして取り扱われることが想

生じた場合は、当該情報に視認

定される場合にはファイル名自

できるような明示等を行った上

体又は情報内容の中に、外部電

で提供しなければならない。

磁的記録媒体に保存して取り扱

また、既に書面として存在して

うことが想定される場合には外

いる情報に対して格付けや取扱

部電磁的記録媒体に、書面に印

制限を明示等する場合には、手

刷されることが想定される場合

書きによる記入又はスタンプ等

には書面のヘッダ部分等に、そ

による押印が必要である。なお、

れぞれ記載する必要がある。

原則として各書面それぞれに明

既に書面として存在している情

示等すべきであるが、取り扱う

報に対して格付けや取扱制限を

単位がフォルダ単位や冊子単位

明示等する場合には、手書きに

の時には、その単位ごとに明示
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変更点

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

遵守事項
よる記入又はスタンプ等による

等することも可能である。

押印が必要である。なお、原則

なお、格付け及び取扱制限の明

として各書面それぞれに明示等

示等とあわせて、情報の作成者

すべきであるが、取り扱う単位

又は入手者の氏名、所属、連絡

がフォルダ単位や冊子単位の時

先等を記載することも有益であ

には、その単位ごとに明示等す

る。

ることも可能である。
なお、格付け及び取扱制限の明
示等とあわせて、情報の作成者
又は入手者の氏名、所属、連絡
先等を記載することも有益であ
る。
明示等を行なうには、格付けの
区分及び取扱制限の種類を記載
することによる明示が原則であ
るが、当該情報システムに保存
されているすべての情報が同じ
格付け、取扱制限であり、利用
するすべての行政事務従事者に
その認識が周知徹底されている
場合は、以下のように記載以外
の方法で簡便化してもよい。
①

格付け及び取扱制限の明示

等の簡便化
特定の情報（例えば、特定の情
報システムについて、当該情報
システムに記録される情報）の
格付け及び取扱制限を規定等に
より明記し、当該情報にアクセ
スするすべての者に当該規定を
周知することによって、格付け
の区分及び取扱制限の種類を記
載することを省略することがで
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変更点

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
きる。
②

格付け及び取扱制限の決定

を認識できない者への提供
格付けの区分及び取扱制限の種
類が記載されていない情報に対
する格付け及び取扱制限の決定
内容を認識していない行政事務
従事者に当該情報を提供する必
要が生じた場合（例えば、他府
省庁に情報を提供等する場合）
は、当該情報に格付けの区分及
び取扱制限の種類を記載した上
で提供しなければならない。
③

取扱制限の明示等を簡便化

した場合における取扱制限の追
加・変更
例えば、簡便化に係る規定等に
より、特定の文書ファイルにつ
いて、取扱制限の種類を記載す
ることを省略している場合、当
該ファイルのうち一部のファイ
ルについて取扱制限を追加する
ときは、追加する取扱制限の種
類のみを記載し、逆に取扱制限
を解除するときは、当該解除す
る取扱制限を「送信可」
「印刷可」
などのように記載することが想
定される。

89

1.3.1.1(4)

3.2.1(4)

格付けと取扱制限の継承

ける継承
1.3.1.1(4)(a)

90

格付けと取扱制限の加工時にお

行政事務従事者は、情報を作成

表現の適正
化

3.2.1(4)(a)

行政事務従事者は、情報を作成

表現の適正

する際に、参照した情報又は入

する際に、既に格付けされた情

化

手した情報が既に格付け又は取

報を引用する場合には、当該情

遵守事項の

扱制限の決定がなされている場

報の格付け及び取扱制限を継承

修正
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

解説の修正

遵守事項
合には、元となる情報の機密性

すること。

に係る格付け及び取扱制限を継
承すること。
1.3.1.1(4)(a)

解説：作成の際に参照した情報

3.2.1(4)(a)

解説：情報の作成者による情報

解説

又は入手した情報が既に機密性

解説

の格付けと取扱制限を継承し、

91

に係る格付け又は取扱制限の指

以降も同様のセキュリティ対策

定がされている場合には、元と

を維持することを求める事項で

なる格付け及び取扱制限を継承

ある。

し、同一情報について一貫した
対策を維持することを求める事
項である。なお、完全性及び可
用性については、引用した新た
な情報において適切な格付け及
び取扱制限を決定すること。

92
93

1.3.1.2(3)

1.3.1.2(3)

格付け及び取扱制限の複製時に

3.2.1(4)

格付けと取扱制限の継承

遵守事項の

おける継承

修正

【基本遵守事項】

遵守事項の
修正

1.3.1.2(3)(a)

94

行政事務従事者は、情報を複製

3.2.1(4)(a)

行政事務従事者は、情報を作成

遵守事項の

する場合には、元となる情報の

する際に、既に格付けされた情

修正

機密性に係る格付け及び取扱制

報を引用する場合には、当該情

限を継承すること。

報の格付け及び取扱制限を継承
すること。

95

1.3.1.2(3)(a)

解説：複製の際に元となる情報

3.2.1(4)(a)

解説：情報の作成者による情報

解説

が既に機密性に係る格付け又は

解説

の格付けと取扱制限を継承し、

取扱制限の明示等がされている

以降も同様のセキュリティ対策

場合には、元となる格付け及び

を維持することを求める事項で

取扱制限を継承し、同一情報に

ある。

ついて一貫した対策を維持する
ことを求める事項である。なお、
完全性及び可用性については、
複製した新たな情報において適
切な格付け及び取扱制限を決定
すること。
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

96
97

1.3.1.2(4)

第3版

第3版

変更点

遵守事項
格付け及び取扱制限の見直し

3.2.1(5)

格付けと取扱制限の変更

遵守事項の
修正

1.3.1.2(4)

【基本遵守事項】

遵守事項の
修正

1.3.1.2(4)(a)

98

行政事務従事者は、情報を利用

3.2.1(5)(a)

行政事務従事者は、情報の格付

遵守事項の

する場合に、元の格付け又は取

けを変更する必要性があると思

修正

扱制限がその時点で不適切と考

料する場合には、当該情報の作

えるため、他者が決定した情報

成者又は入手者に相談するこ

の格付け又は取扱制限そのもの

と。相談された者は、格付けの

を見直す必要があると思料する

見直しを行う必要があると認め

場合には、その決定者（決定に

た場合には、当該情報に対して

ついて引き継いだ者を含む。）又

妥当な格付けを行うこと。

はその上司（以下、この項にお
いて「決定者等」という。）に相
談すること。

99

1.3.1.2(4)(a)

解説：利用する元の情報への修

3.2.1(5)(a)

解説：情報を利用する行政事務

解説

正、追加、削除のいずれでもな

解説

従事者が、当該情報の格付けを

いが、元の格付け又は取扱制限

変更する場合に、当該情報の作

そのものがその時点で不適当と

成者又は入手者に相談し、了承

考える場合には、格付け又は取

を得ることを求める事項であ

扱制限の見直しについてその決

る。なお、自らが作成し、又は

定者に確認を求める必要があ

入手した場合も含まれる。当初

る。

の格付けが作成者又は入手者に

また、異動等の事由により、当

よって不適正に設定されていれ

該決定者と相談することが困難

ば、当該格付けを修正し、その

である場合等においては、決定

旨を通知することによって、作

について引き継いだ者又は同人

成者又は入手者への教育的効果

の上司に相談し、その是非を検

も期待できる。また、それまで

討することになる。

その情報を参照した者に対して

ただし、元の決定者等のいずれ

も、当該情報の格付けを変更し

かによる再決定がない限り、当

たことを周知させることが望ま

該情報の利用者がそれらの者に

しい。

無断で、格付け又は取扱制限を

なお、異動等の事由により、当

変更することは許されない。

該情報の作成者又は入手者と相
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
見直しにより元の決定者等に相

談することが困難である場合に

談することが必要となる例とし

おいては、引継ぎを受けた者又

て以下のような場合が考えられ

は課室情報セキュリティ責任者

る。

が相談を受け、その是非を検討

・作成時には非公開だった情報

することになる。

が正規の手続によって公開され

また、内閣官房情報セキュリテ

ることで機密性が失われた場合

ィセンターでは、当該規定の作

（時間の経過により変化した場

成の用に資するため、
「情報の格

合）

付け及び取扱制限に関する規程

・取扱制限で参照先を限定して

策定手引書」を以下に DM3-01

いた情報について、その後参照

として掲載している。

先を変更する必要が生じた場合

http://www.nisc.go.jp/active/g

・取扱制限で保存期間を指定し

eneral/kijun_man.html

ていた情報について、その後期
間の延長をする場合
・格付け及び取扱制限を決定し
たときの判断が不適切であった
と考えられる場合
相談を受けた決定者等は、次項
(b)に基づいて所要の措置を講ず
ることになる。
1.3.1.2(4)(b)

100

行政事務従事者は、自らが格付

3.2.1(5)(a)

行政事務従事者は、情報の格付

遵守事項の

け及び取扱制限の決定者等であ

けを変更する必要性があると思

修正

る情報に対して、見直しの必要

料する場合には、当該情報の作

があると認めた場合には、当該

成者又は入手者に相談するこ

情報の格付け又は取扱制限を再

と。相談された者は、格付けの

決定し、それを明示等すること。

見直しを行う必要があると認め

また、それ以前に当該情報を参

た場合には、当該情報に対して

照した者に対して、その旨を可

妥当な格付けを行うこと。

能な限り周知すること。
1.3.1.2(4)(b)

101

解説

解説：いずれの理由であっても、

3.2.1(5)(a)

解説：情報を利用する行政事務

解説

従事者が、当該情報の格付けを

適切な格付け又は取扱制限がな
されていない場合は、情報セキ

変更する場合に、当該情報の作

ュリティ対策が適正に実施され

成者又は入手者に相談し、了承
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
ないおそれが生ずるため、適切

を得ることを求める事項であ

な格付け又は取扱制限に変更す

る。なお、自らが作成し、又は

ることを求める事項である。

入手した場合も含まれる。当初

また、同一の情報が異なる格付

の格付けが作成者又は入手者に

け又は取扱制限とならないよう

よって不適正に設定されていれ

に、変更以前に当該情報を参照

ば、当該格付けを修正し、その

した者に対しても、格付け又は

旨を通知することによって、作

取扱制限が変更された旨を周知

成者又は入手者への教育的効果

させることに努める必要があ

も期待できる。また、それまで

る。

その情報を参照した者に対して

当該情報を直接提供した相手や

も、当該情報の格付けを変更し

それを参照したと思われる者を

たことを周知させることが望ま

特定することが困難な場合に

しい。

は、わかる範囲で構わない。

なお、異動等の事由により、当
該情報の作成者又は入手者と相
談することが困難である場合に
おいては、引継ぎを受けた者又
は課室情報セキュリティ責任者
が相談を受け、その是非を検討
することになる。
また、内閣官房情報セキュリテ
ィセンターでは、当該規定の作
成の用に資するため、
「情報の格
付け及び取扱制限に関する規程
策定手引書」を以下に DM3-01
として掲載している。
http://www.nisc.go.jp/active/g
eneral/kijun_man.html

1.3.1.2(5)(e)

102

行政事務従事者は、機密性３情

3.2.2(3)(e)

行政事務従事者は、機密性３情

遵守事項の

報には、機密性３情報として取

報には、機密性３情報として取

修正

り扱う期間を明記すること。ま

り扱う期間を明記すること。ま

た、その期間中であっても、情

た、その期間中であっても、情

報の格付けを下げる又は取扱制

報の格付けを下げる必要性があ

限を緩和する必要性があると思

ると思料される場合には、格付
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
料される場合には、格付け及び

けの変更に必要な処理を行うこ

取扱制限の見直しに必要な処理

と。

を行うこと。

103

1.3.1.3(1)(a)

解説：電磁的記録媒体に保存さ

3.2.3(1)(a)

解説：電磁的記録媒体に保存さ

解説

れた情報に関して、機密性、完

解説

れた情報に関して、機密性、完

全性及び可用性の格付け及び取

全性及び可用性の格付けに応

扱制限に応じ、必要のない者に

じ、必要のない者に情報へアク

情報へアクセスさせないための

セスさせないためのアクセス制

アクセス制御を可能な範囲で実

御を可能な範囲で実施すること

施することを求める事項であ

を求める事項である。

る。

電磁的記録媒体に保存された情

電磁的記録媒体に保存された情

報には電子計算機等を利用して

報には電子計算機等を利用して

アクセスすることになるため、

アクセスすることになるため、

アクセス制御は、電子計算機、

アクセス制御は、電子計算機、

オペレーティングシステム、ア

オペレーティングシステム、ア

プリケーション及びファイル等

プリケーション及びファイル等

を単位として行うことができ、

を単位として行うことができ、

これらを選択し組み合わせて、

これらを選択し組み合わせて、

適切なアクセス制御を実現す

適切なアクセス制御を実現す

る。

る。
情報システムに行政事務従事者
自らがアクセス制御設定を行う
機能が装備されている場合に
は、行政事務従事者は、当該情
報の格付け及び取扱制限の指示
内容に従って、必要なアクセス
制御の設定を行うこと。例えば、
要機密情報であれば、不適当な
者から参照されないよう、読取
制限の属性を付与し、完全性２
情報であれば、不適当な者から
変更されないよう、上書き禁止
の属性を付与することがこれに
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解説の修正

No.

第4版

第4版

第3版

変更点

行政事務従事者は、情報の格付

遵守事項の

け及び取扱制限に応じて、情報

けに応じて、情報が保存された

修正・

が保存された電磁的記録媒体を

電磁的記録媒体を適切に管理す

適切に管理すること。

ること。

遵守事項

第3版
遵守事項

当たる。
ただし、複製禁止の取扱制限が
されていたとしても、情報シス
テムに複製禁止とする機能がな
ければ、そのアクセス制御の設
定をすることはできない。その
場合には、情報システムが備え
ていない機能については、行政
事務従事者が取扱上注意するこ
とで、その指示を遵守すること
になる。
1.3.1.3(1)(b)

104

1.3.1.3(1)(b)
解説

105

行政事務従事者は、情報の格付

解説：電磁的記録媒体に関して、

3.2.3(1)(b)

3.2.3(1)(b)

機密性、完全性及び可用性の格

解説

解説：電磁的記録媒体に関して、 解 説 の 修
機密性、完全性及び可用性の格

付け及び取扱制限に応じて、適

付けに応じて、適切に管理する

切に管理することを求める事項

ことを求める事項である。

である。

例えば、機密性の格付けに応じ

例えば、機密性の格付け及び取

て、外部電磁的記録媒体及び内

扱制限に応じて、外部電磁的記

蔵電磁的記録媒体を含む機器を

録媒体及び内蔵電磁的記録媒体

施錠のできる書庫・保管庫に保

を含む機器を施錠のできる書

存し、不正な持出しや盗難を防

庫・保管庫に保存し、不正な持

ぐことが考えられる。

出しや盗難を防ぐことが考えら

外部電磁的記録媒体について

れる。

は、主体認証情報（パスワード）

外部電磁的記録媒体について

によるロック機能を持つ場合に

は、主体認証情報（パスワード）

は、当該媒体の利用を防止する

によるロック機能を持つ場合に

ことが可能であるが、ロック機

は、当該媒体の利用を防止する

能を持たない外部電磁的記録媒

ことが可能であるが、ロック機

体も多く、保存する情報に応じ

能を持たない外部電磁的記録媒

た外部電磁的記録媒体を選択す

体も多く、保存する情報に応じ

る必要がある。
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正・

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
た外部電磁的記録媒体を選択す
る必要がある。

1.3.1.3(1)(d)

行政事務従事者は、要機密情報

遵守事項の

を電磁的記録媒体に保存する場

追加

合には、パスワードを用いて保

106

護する必要性の有無を検討し、
必要があると認めたときは、情
報にパスワードを設定するこ
と。
1.3.1.3(1)(d)

解説：電磁的記録媒体に保存さ

解説

れた情報の機密性を確保するた

解説の追加

めに、要機密情報を容易に参照
できないようにするため、パス
ワードによって保護することを

107

求める事項である。
方法としては、文書作成アプリ
ケーションによるパスワード保
護オプション、圧縮・解凍ソフ
トによるパスワード保護オプシ
ョンの利用等が挙げられる。

108

1.3.1.3(1)(e)

解説：電磁的記録媒体に保存さ

3.2.3(1)(d)

解説：電磁的記録媒体に保存さ

解説

れた情報の機密性を確保するた

解説

れた情報の機密性を確保するた

めに、その暗号化を行うことを

めに、その暗号化を行うことを

求める事項である。

求める事項である。

暗号化を行うと情報の復号がで

暗号化を行うと情報の復号がで

きる者を限定することとなり、

きる者を限定することとなり、

府省庁内において情報の機密性

府省庁内において情報の機密性

を高めるために有効である。ま

を高めるために有効である。ま

た、万一 PC、光ディスク、USB

た、万一 PC、光ディスク、USB

メモリ等の紛失・盗難が発生し

メモリ等の紛失・盗難が発生し

ても、暗号が解読されない限り、

ても、暗号が解読されない限り、

情報の漏えいは防ぐことができ

情報の漏えいは防ぐことができ

る。

る。

情報を暗号化する際は、1.5.2.4
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

解説の修正

遵守事項
暗号と電子署名の標準手順の定
めに従うこと。

1.3.1.3(1)(f)

解説：要保全情報を電磁的記録

3.2.3(1)(e)

解説：要保全情報を電磁的記録

解説

媒体に保存する場合、その改ざ

解説

媒体に保存する場合、その改ざ

109

んのおそれを勘案し、必要に応

んのおそれを勘案し、必要に応

じて電子署名を付与することを

じて電子署名を付与することを

求める事項である。

求める事項である。

情報に電子署名を付与する際
は、1.5.2.4 暗号と電子署名の標
準手順の定めに従うこと。
1.3.1.4(4)(a)

110

行政事務従事者は、要機密情報

3.2.4(4)(a)

行政事務従事者は、要機密情報

表現の適正

である書面又は重要な設計書を

である書面又は重要な設計書を

化

運搬する場合には、情報の格付

運搬する場合には、情報の格付

け及び取扱制限に応じて、安全

けなどに応じて、安全確保のた

確保のための適切な措置を講ず

めの適切な措置を講ずること。

ること。
1.3.1.4(5)(b)

解説：要機密情報を移送する場

3.2.4(5)(b)

解説：要機密情報を移送する場

解説

合、その漏えいに係るリスクを

解説

合、その漏えいに係るリスクを

111

勘案し、必要に応じて暗号化す

勘案し、必要に応じて暗号化す

ることを求める事項である。情

ることを求める事項である。

解説の修正

報を暗号化する際は、1.5.2.4 暗
号と電子署名の標準手順の定め
に従うこと。
1.3.1.4(5)(c)

解説：要保全情報を移送する場

3.2.4(5)(c)

解説：要保全情報を移送する場

解説

合、必要に応じて電子署名の付

解説

合、必要に応じて電子署名の付

112

与を行うことを求める事項であ

与を行うことを求める事項であ

る。情報に電子署名を付与する

る。

解説の修正

際は、1.5.2.4 暗号と電子署名の
標準手順の定めに従うこと。
1.3.1.5(2)(c)

113

行政事務従事者は、要保護情報

3.2.5(2)(c)

行政事務従事者は、要保護情報

遵守事項の

又は重要な設計書を府省庁外の

又は重要な設計書を府省庁外の

修正

者に提供する場合には、提供先

者に提供する場合には、提供先

において、当該情報に付された

において、当該情報に付された

情報の格付け及び取扱制限に応

情報の格付けに応じて適切に取

-39-

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

変更点

遵守事項
じて適切に取り扱われるための

り扱われるための措置を講ずる

措置を講ずること。

こと。

1.3.1.5(2)(c)

解説：要保護情報又は重要な設

3.2.5(2)(c)

解説：要保護情報又は重要な設

解説

計書を府省庁外の者に提供する

解説

計書を府省庁外の者に提供する

場合において遵守すべきことを

場合において遵守すべきことを

定める事項である。

定める事項である。

要保護情報又は重要な設計書を

要保護情報又は重要な設計書を

府省庁外の者に提供する場合に

府省庁外の者に提供する場合に

は、提供先において当該情報が

は、提供先において当該情報が

適切に取り扱われるように、情

適切に取り扱われるように、情

報の格付け及び取扱制限の取扱

報の格付けなどの取扱上の留意

上の留意事項を提供先へ確実に

事項を提供先へ確実に伝達し、

伝達し、必要に応じ、提供先に

必要に応じ、提供先における当

おける当該情報の適切な管理の

該情報の適切な管理のために必

ために必要な措置及び情報の利

要な措置及び情報の利用目的を

用目的を協議の上、決定する必

協議の上、決定する必要がある。

要がある。

114

第3版

確実に伝達する方法として、提
供先が統一基準に準じた組織の
場合には、統一基準による情報
の格付け及び取扱制限を用いて
示す方法が考えられる。それ以
外の場合には、格付けの区分だ
けを示すのでは不十分である。
なぜなら、提供先においては当
該格付け区分がどのように取り
扱われるべきものであるかが認
識できないからである。格付け
の区分（例えば、
「機密性２」と
記載する）で示すのであれば、
当該格付けの区分の定義につい
て提供先に予め周知しておく
か、格付けの区分で示す以外の
方法としては、提供する情報に
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
それを適切に管理するために必
要な措置が具体的にわかるよう
に示す（例えば、
「委員以外への
再配布を禁止する」と記載する）
等をする必要がある。また、提
供した情報が提供先の別の者に
よって取り扱われる際にも、そ
れが適切に取り扱われることを
確実にするため、必要な措置に
ついて口頭による伝達ではなく
記載する等の方法によって伝達
する必要がある。

115

第 1.4 部

116

1.4.1
1.4.1.1(2)(a)

117

118

情報処理についての対策

構成変更

情報処理の制限

構成変更

行政事務従事者は、機密性３情

6.2.1(2)(a)

行政事務従事者は、機密性３情

表現の適正

報、完全性２情報又は可用性２

報、完全性２情報又は可用性２

化

情報について府省庁外で情報処

情報について府省庁外で情報処

理を行う場合には、情報システ

理を行う場合には、情報システ

ムセキュリティ責任者及び課室

ムセキュリティ責任者又は課室

情報セキュリティ責任者の許可

情報セキュリティ責任者の許可

を得ること。

を得ること。

1.4.1.1(2)(a)

解説：機密性３情報、完全性２

6.2.1(2)(a)

解説：機密性３情報、完全性２

解説

情報又は可用性２情報に係る情

解説

情報又は可用性２情報に係る情

報処理を府省庁外で行う場合

報処理を府省庁外で行う場合

に、情報システムセキュリティ

に、情報システムセキュリティ

責任者と課室情報セキュリティ

責任者又は課室情報セキュリテ

責任者の両方の許可を得ること

ィ責任者の許可を得ることを求

を求める事項である。当該情報

める事項である。情報システム

処理の業務上の必要性について

に係る事項は情報システムセキ

は課室情報セキュリティ責任者

ュリティ責任者の、情報に係る

の、当該情報処理の安全性につ

事項は課室情報セキュリティ責

いては情報システムセキュリテ

任者の許可を得ることとなる。

ィ責任者の許可を得ることとな
る。
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解説の修正

No.

第4版

第4版

第3版

変更点

行政事務従事者は、機密性２情

表現の適正

報であって完全性１情報かつ可

報であって完全性１情報かつ可

化

用性１情報である情報について

用性１情報である情報について

遵守事項の

府省庁外で情報処理を行う場合

府省庁外で情報処理を行う場合

修正

には、情報システムセキュリテ

には、情報システムセキュリテ

ィ責任者及び課室情報セキュリ

ィ責任者又は課室情報セキュリ

ティ責任者に届け出ること。た

ティ責任者に届け出ること。

遵守事項
1.4.1.1(2)(b)

119

第3版
遵守事項

行政事務従事者は、機密性２情

6.2.1(2)(b)

だし、情報システムセキュリテ
ィ責任者又は課室情報セキュリ
ティ責任者が届出を要しないと
した場合は、この限りでない。
1.4.1.1(2)(b)

解説：府省庁外で機密性２情報

6.2.1(2)(b)

解説：府省庁外で機密性２情報

解説

であって完全性１情報かつ可用

解説

であって完全性１情報かつ可用

120

性１情報である情報の情報処理

性１情報である情報の情報処理

を行う場合に、情報システムセ

を行う場合に、情報システムセ

キュリティ責任者と課室情報セ

キュリティ責任者又は課室情報

キュリティ責任者の両方に届け

セキュリティ責任者に届け出る

出ることを求める事項である。

ことを求める事項である。

解説の修正

また、情報システムセキュリテ
ィ責任者又は課室情報セキュリ
ティ責任者が、各々の責任の範
囲において届出を必要としない
府省庁外での情報処理を定める
際には、届出をしないことによ
り発生するリスクを充分に検討
する必要がある。
1.4.1.1(2)(g)

121

行政事務従事者は、機密性３情

6.2.1(2)(g)

行政事務従事者は、機密性３情

遵守事項の

報、完全性２情報又は可用性２

報、完全性２情報又は可用性２

修正

情報を取り扱う情報システムを

情報を取り扱う情報システムを

府省庁外に持ち出す場合には、

府省庁外に持ち出す場合には、

情報システムセキュリティ責任

情報システムセキュリティ責任

者及び課室情報セキュリティ責

者又は課室情報セキュリティ責

任者の許可を得ること。

任者の許可を得ること。
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

解説の修正

遵守事項

1.4.1.1(2)(g)

解説：機密性３情報、完全性２

6.2.1(2)(g)

解説：機密性３情報、完全性２

解説

情報又は可用性２情報を取り扱

解説

情報又は可用性２情報を府省庁

122

う情報システムを府省庁外に持

外に持ち出す行政事務従事者

ち出す行政事務従事者に、情報

に、情報システムセキュリティ

システムセキュリティ責任者と

責任者又は課室情報セキュリテ

課室情報セキュリティ責任者の

ィ責任者の許可を得ることを求

両方の許可を得ることを求める

める事項である。情報システム

事項である。当該持出しの業務

に係る事項は情報システムセキ

上の必要性については課室情報

ュリティ責任者の、情報に係る

セキュリティ責任者の、当該持

事項は課室情報セキュリティ責

出しの安全性については情報シ

任者の許可を得ることとなる。

ステムセキュリティ責任者の許
可を得ることとなる。
1.4.1.1(2)(h)

123

行政事務従事者は、機密性２情

6.2.1(2)(h)

行政事務従事者は、機密性２情

表現の適正

報であって完全性１情報かつ可

報であって完全性１情報かつ可

化

用性１情報である情報を取り扱

用性１情報である情報を取り扱

遵守事項の

う情報システムを府省庁外に持

う情報システムを府省庁外に持

修正

ち出す場合には、情報システム

ち出す場合には、情報システム

セキュリティ責任者及び課室情

セキュリティ責任者又は課室情

報セキュリティ責任者に届け出

報セキュリティ責任者に届け出

ること。ただし、情報システム

ること。

セキュリティ責任者又は課室情
報セキュリティ責任者が届出を
要しないとした場合は、この限
りでない。

124

1.4.1.1(2)(h)

解説：機密性２情報であって完

6.2.1(2)(h)

解説：機密性２情報であって完

解説

全性１情報かつ可用性１情報で

解説

全性１情報かつ可用性１情報で

ある情報を取り扱う情報システ

ある情報を府省庁外に持ち出す

ムを府省庁外に持ち出す行政事

行政事務従事者に、情報システ

務従事者に、情報システムセキ

ムセキュリティ責任者又は課室

ュリティ責任者と課室情報セキ

情報セキュリティ責任者に届け

ュリティ責任者の両方に届け出

出ることを求める事項である。

ることを求める事項である。ま
た、情報システムセキュリティ
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解説の修正

No.

第4版

第4版

第3版

変更点

行政事務従事者は、機密性３情

表現の適正

報、完全性２情報又は可用性２

報、完全性２情報又は可用性２

化

情報について府省庁支給以外の

情報について府省庁支給以外の

情報システムにより情報処理を

情報システムにより情報処理を

行う必要がある場合には、情報

行う必要がある場合には、情報

システムセキュリティ責任者及

システムセキュリティ責任者又

び課室情報セキュリティ責任者

は課室情報セキュリティ責任者

の許可を得ること。

の許可を得ること。

遵守事項

第3版
遵守事項

責任者又は課室情報セキュリテ
ィ責任者が、各々の責任の範囲
において届出を必要としない府
省庁外への持出しを定める際に
は、届出をしないことにより発
生するリスクを充分に検討する
必要がある。
1.4.1.2(2)(a)

125

126

行政事務従事者は、機密性３情

6.2.2(2)(a)

1.4.1.2(2)(a)

解説：機密性３情報、完全性２

6.2.2(2)(a)

解説：機密性３情報、完全性２

解説

情報又は可用性２情報について

解説

情報又は可用性２情報について

府省庁支給以外の情報システム

府省庁支給以外の情報システム

により情報処理を行う必要があ

により情報処理を行う必要があ

る場合に、情報システムセキュ

る場合に、許可を得ることを求

リティ責任者と課室情報セキュ

める事項である。情報システム

リティ責任者の両方の許可を得

に係る事項は情報システムセキ

ることを求める事項である。当

ュリティ責任者の、情報に係る

該情報処理の業務上の必要性に

事項は課室情報セキュリティ責

ついては課室情報セキュリティ

任者の許可を得ることとなる。

責任者の、当該情報処理の安全

府省庁支給以外の情報システム

性については情報システムセキ

による機密性３情報、完全性２

ュリティ責任者の許可を得るこ

情報又は可用性２情報の情報処

ととなる。

理を許可する場合は、その期間

府省庁支給以外の情報システム

については、最長で１年間にす

による機密性３情報、完全性２

ることが望ましい。ただし、期

情報又は可用性２情報の情報処

間の延長が必要な状況であれ

理を許可する場合は、その期間

ば、行政事務従事者に改めて許

については、最長で１年間にす

可を得るようにさせること。
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解説の修正

No.

第4版

第4版

第3版

変更点

行政事務従事者は、機密性２情

表現の適正

報であって完全性１情報かつ可

報であって完全性１情報かつ可

化

用性１情報である情報について

用性１情報である情報について

遵守事項

府省庁支給以外の情報システム

府省庁支給以外の情報システム

の修正

により情報処理を行う必要があ

により情報処理を行う必要があ

る場合には、情報システムセキ

る場合には、情報システムセキ

ュリティ責任者及び課室情報セ

ュリティ責任者又は課室情報セ

キュリティ責任者に届け出るこ

キュリティ責任者に届け出るこ

と。ただし、情報システムセキ

と。

遵守事項

第3版
遵守事項

ることが望ましい。ただし、期
間の延長が必要な状況であれ
ば、行政事務従事者に改めて許
可を得るようにさせること。
1.4.1.2(2)(b)

127

行政事務従事者は、機密性２情

6.2.2(2)(b)

ュリティ責任者又は課室情報セ
キュリティ責任者が届出を要し
ないとした場合は、この限りで
ない。

128

1.4.1.2(2)(b)

解説：府省庁支給以外の情報シ

6.2.2(2)(b)

解説：府省庁支給以外の情報シ

解説

ステムによる機密性２情報であ

解説

ステムによる機密性２情報であ

って完全性１情報かつ可用性１

って完全性１情報かつ可用性１

情報である情報の情報処理を行

情報である情報の情報処理を行

う場合に、情報システムセキュ

う場合に、情報システムセキュ

リティ責任者と課室情報セキュ

リティ責任者又は課室情報セキ

リティ責任者の両方に届け出る

ュリティ責任者に届け出ること

ことを求める事項である。また、

を求める事項である。

情報システムセキュリティ責任
者又は課室情報セキュリティ責
任者が、各々の責任の範囲にお
いて届出を必要としない府省庁
支給以外の情報システムによる
情報処理を定める際には、届出
をしないことにより発生するリ
スクを充分に検討する必要があ
る。

-45-

解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

129

130

第 1.5 部

第3版

第3版

変更点

遵守事項
情報システムについての基本的

構成変更

な対策
1.5.1.1(1)(b)

解説：情報システムに求められ

4.3.1(1)(b)

解説：情報システムに求められ

解説

る要求事項のうち、セキュリテ

解説

る要求事項のうち、セキュリテ

ィに関わる要求事項について検

ィに関わる要求事項について検

討し、その中で必要と判断する

討し、その中で重要とみなされ

要求事項を当該情報システムの

る要求事項について対策を実施

セキュリティ要件として決定す

する対象を確定し当該情報シス

ることを求める事項である。

テムのセキュリティ要件として

「情報システムのセキュリティ

決定することを求める事項であ

要件」には、情報システムを構

る。

成するハードウェア、ソフトウ

「情報システムのセキュリティ

ェア及び通信回線を含む情報シ

要件」には、情報システムを構

ステムの構成要素のセキュリテ

成するハードウェア、ソフトウ

ィ要件並びに構築された情報シ

ェア及び通信回線を含む情報シ

ステムの運用のセキュリティ要

ステムの構成要素のセキュリテ

件がある。なお、前者のセキュ

ィ要件並びに構築された情報シ

リティ要件については、構築環

ステムの運用のセキュリティ要

境や構築手法などのセキュリテ

件がある。なお、前者のセキュ

ィに関する手順も含まれる。

リティ要件については、構築環

具体的なセキュリティ要件につ

境や構築手法などのセキュリテ

いては、省庁対策基準において

ィに関する手順も含まれる。決

本統一基準の「第 2 編 情報シス

定されたセキュリティ要件は、

テム編」に対応して定められた

システム要件定義書や仕様書な

事項、本統一基準の「1.5.2 情

どの形式で明確化した上で、実

報システムに係る規定の整備と

装していくことが望ましい。

遵守」に対応するものも含めた
府省庁の情報セキュリティ関係
規程内の事項及び当該情報シス
テムの業務、取り扱う情報又は
利用・運用の環境等の要因によ
る当該情報システム固有の要件
を考慮して決める必要がある。
決定されたセキュリティ要件
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

解説の修正

遵守事項
は、システム要件定義書や仕様
書などの形式で明確化した上
で、実装していくことが望まし
い。

1.5.1.1(1)(c)

解説：本項は、情報システムの

4.3.1(1)(c)

解説：本項は、情報システムの

解説

セキュリティ要件を満たすため

解説

セキュリティ要件を満たすため

131

に必要な対策を定めることを求

に必要な対策を定めることを求

める事項である。

める事項である。省庁対策基準

情報システムにおいて必要な対

から当該情報システムのセキュ

策としては、省庁対策基準にお

リティ対策として実施する遵守

いて本統一基準の「第 2 編 情報

事項を選択した上でセキュリテ

システム編」に対応して定めら

ィ要件を満たしているかを検討

れた事項、本統一基準の「1.5.2

し、満たしていないセキュリテ

情報システムに係る規定の整備

ィ要件がある場合には、その対

と遵守」に対応するものも含め

策も定めることが必要である。

た府省庁の情報セキュリティ関
係規程内の事項及び当該情報シ
ステムの業務、取り扱う情報又
は利用・運用の環境等の要因に
よる当該情報システム固有の要
件に基づく対策がある。
1.5.1.1(1)(d)
解説

132

解説：重要なセキュリティ要件

4.3.1(1)(d)

がある情報システムについて

解説

解説：重要なセキュリティ要件

表現の適正

がある情報システムについて

化

は、セキュリティ機能が確実に

は、セキュリティ機能が確実に

実装されることを目的として、

実装されることを目的として、

ISO/IEC 15408 に基づきセキュ

ISO/IEC 15408 に基づきセキュ

リティ設計仕様書の ST 評価・ST

リティ設計仕様書の ST 評価・ST

確認を受けることを求める事項

確認を行うことを求める事項で

である。

ある。

「ST 評価・ST 確認を受けるこ

「ST 評価・ST 確認を受けるこ

と」とは、ST 評価・ST 確認が

と」とは、ST 評価・ST 確認が

なされた状態になることを意味

なされた状態になることを意味

し、具体的な手続としては、申

し、具体的な手続としては、申

請と確認書入手がなされること

請と確認書入手がなされること
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No.

第4版

第4版

遵守事項

133
134

1.5.2

第3版

変更点

遵守事項
である。情報システムの構築が

である。情報システムの構築が

終了するまでにセキュリティ設

終了するまでにセキュリティ設

計仕様書について、ST 評価・ST

計仕様書について、ST 評価・ST

確認済みとなっている必要があ

確認済みとなっている必要があ

るが、セキュリティ設計仕様が

るが、セキュリティ設計仕様が

適切であると判断できた上で設

適切であると判断できた上で設

計段階から作成段階に移るべき

計段階から作成段階に移るべき

であることから、申請行為は設

であることから、申請行為は設

計段階のうちに行われているこ

計段階のうちに行われているこ

とが通常の手順である。

とが通常の手順である。

なお、情報システムの構築を外

なお、情報システムの構築を外

部委託する場合には、契約時に

部委託する場合には、契約時に

条件として含め納品までに ST

条件として含め納品までに ST

評価・ST 確認を受けさせること

評価・ST 確認を受けさせること

になる。

になる。

情報システムに係る規定の整備

構成変更

と遵守
1.5.2.1

情報システムに係る文書及び台

4.3.1(5)

情報システムの台帳整備

帳整備
1.5.2.1
趣旨

135

第3版

表現の適正
化

府省庁の情報システムにおい

4.3.1

情報システムは、目的業務を円

て、適切な情報セキュリティ対

趣旨

滑に遂行するため、その計画、

策を行い、また、障害・事故等

構築、運用、移行、廃棄及び見

が発生した際に適切な対処を行

直しのライフサイクルを通じて

うためには、情報システムの管

様々な要件を満たすことが必要

理のために必要な情報を文書と

である。その要件の中にはセキ

して整備する必要がある。また、

ュリティの観点からの要件も含

府省庁全体としてセキュリティ

まれ、情報システムのライフサ

レベルを維持するとともに、よ

イクルにあわせて情報セキュリ

り大規模な障害・事故等に対処

ティ対策を実施する必要があ
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趣旨の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
するためには、府省庁が所管す

る。

る情報システムに係る情報のう

これらのことを勘案し、本項で

ち重要なものを一元的に把握し

は、情報システムのライフサイ

管理するための台帳を整備し、

クルの視点に立ち、各段階にお

維持管理していく必要がある。

いて考慮すべき情報セキュリテ

これらのことを勘案し、本項で

ィの対策基準を定める。

は、府省庁における情報システ
ムに係る文書整備及び台帳整備
に関する情報セキュリティの対
策基準を定める。

136
137

1.5.2.1(1)

情報システムの文書整備

遵守事項の
集約

1.5.2.1(1)

【基本遵守事項】

遵守事項の
集約

1.5.2.1(1)(a)

138

情報システムセキュリティ責任

5.2.1(1)(b)

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

者は、所管する情報システムに

者は、すべての電子計算機に対

集約

ついて以下の事項を記載した文

して、電子計算機を管理する行

書を整備すること。

政事務従事者及び利用者を特定
するための文書を整備するこ
と。

1.5.2.1(1)(a)(ア)

139

当該情報システムを構成する電

5.2.1(1)(b)

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

子計算機関連事項

者は、すべての電子計算機に対

集約

電子計算機を管理する行政事務

して、電子計算機を管理する行

従事者及び利用者を特定する情

政事務従事者及び利用者を特定

報

するための文書を整備するこ

電子計算機の機種並びに利用し

と。

ているソフトウェアの種類及び
バージョン
電子計算機の仕様書又は設計書
1.5.2.1(1)(a)(イ)

140

当該情報システムを構成する通

5.4.1(1)(e)

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

信回線及び通信回線装置関連事

者は、すべての通信回線及び通

集約

項

信回線装置に対して、これを管

通信回線及び通信回線装置を管

理する者を特定するための文書

理する行政事務従事者を特定す

を整備すること。
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No.

第4版

第4版

第3版

変更点

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

ュリティ維持に関する手順

者は、電子計算機のセキュリテ

集約

電子計算機のセキュリティ維持

ィ維持に関する規定を整備する

に関する手順

こと。

遵守事項

第3版
遵守事項

る情報
通信回線装置の機種並びに利用
しているソフトウェアの種類及
びバージョン
通信回線及び通信回線装置の仕
様書又は設計書
通信回線の構成
通信回線装置におけるアクセス
制御の設定
通信回線を利用する電子計算機
の識別コード、電子計算機の利
用者と当該利用者の識別コード
との対応
通信回線の利用部署
1.5.2.1(1)(a)(ウ)

141

情報システムの構成要素のセキ

5.2.1(1)(a)

通信回線を介して提供するサー
ビスのセキュリティ維持に関す
る手順
通信回線及び通信回線装置のセ
キュリティ維持に関する手順

142

143

1.5.2.1(1)(a)(エ)

障害・事故等が発生した際の対

遵守事項の

処手順

統合・追加

1.5.2.1(1)(a)(エ)

解説：所管する情報システムに

4.2.2(2)(i)

解説：アンチウイルスソフトウ

解説

おいて、適切な情報セキュリテ

解説

ェア等では検知されない新種の

ィ対策を行い、また、障害・事

不正プログラムに感染した等、

故等が発生した際に適切な対処

新種の不正プログラム等に対応

を行うために、情報システムの

した不正プログラム定義ファイ

管理のために必要な情報を把握

ルがアンチウイルスソフトウェ

し、文書として整備することを

ア等の製造業者から提供される

定めた遵守事項である。文書の

より前に、不正プログラムに感

整備にあたっては、維持管理が

染した場合等において、外部か
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

遵守事項
容易となるように適切な単位で

ら支援を受けられるように準備

整備することが望ましい。また、

しておくことを求める事項であ

文書は書面ではなく電磁的記録

る。

媒体として整備しても差し支え
ない。
所管する情報システムに変更が
あった場合、また想定している
リスクが時間の経過により変化
した場合等、整備した文書の見
直しが必要になる。
電子計算機、通信回線装置の機
種並びに利用ソフトウェアの種
類及びバージョンの記載は、当
該機種又は当該ソフトウェアに
セキュリティホールが存在する
ことにより使用上のリスクが高
まった場合に、速やかにセキュ
リティホール対策を行う等、適
切に対処するために必要な事項
である。
電子計算機の管理者及び利用
者、通信回線及び通信回線装置
の管理者の記載は、情報システ
ム構成要素の管理状況を確実に
把握できるようにするととも
に、障害・事故等を防止する責
任の所在を明確化するために必
要な事項である。
通信回線の構成、通信回線装置
におけるアクセス制御の設定、
通信回線を利用する電子計算機
の識別コード、電子計算機の利
用者と当該利用者の識別コード
との対応、及び通信回線の利用
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変更点

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版
遵守事項

部署の記載は、通信回線の管理
状況を把握するために必要な事
項である。
情報システムに係る仕様書又は
設計書は、情報セキュリティ対
策実施状況の確認や見直しにお
いて、当該情報システムの仕様
や機能の確認を行うために必要
な事項である。
情報システムの構成要素のセキ
ュリティ維持に関する手順は、
当該構成要素のセキュリティを
維持する目的で管理者が実施す
るべき手順であり、例えば、当
該構成要素が具備する情報セキ
ュリティ機能である主体認証、
アクセス制御、権限管理並びに
証跡管理の設定・変更等の手順
が挙げられる。
障害・事故等が発生した際の対
処手順は、当該情報システムの
個別の事情に合わせて整備され
る対処手順である。本対処手順
は、以下に示すような情報シス
テムの事情に応じて整備される
ことが望ましい。
・業務継続計画で定める当該情
報システムを利用する業務の重
要性
・情報システムの運用等の外部
委託の内容
また手順に記載される内容とし
て、例えば以下が想定される。
・障害・事故等の内容・影響度
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第3版

変更点

No.

第4版

第4版

第3版

変更点

情報システムセキュリティ管理

遵守事項の

者は、所管する情報システムに

者は、電子計算機のセキュリテ

追加

ついて整備した文書に基づい

ィ維持に関する規定に基づい

て、情報システムの運用管理に

て、電子計算機の運用管理を行

おいて情報セキュリティ対策を

うこと。

遵守事項

第3版
遵守事項

の大きさに応じた情報連絡先の
リスト
・情報システムを障害・事故等
から復旧させるために当該情報
システムの停止が必要な場合
の、停止の可否の判断基準
・障害・事故等から復旧等を行
うための情報システムの構成要
素ごとの対処に関する事項
・アンチウイルスソフトウェア
等では検知されない新種の不正
プログラムに感染した場合等に
支援を受けるための外部の専門
家の連絡先
なお、統括情報セキュリティ責
任者が整備する対処手順
（1.2.2.2(1)(c)を参照）により、
上記のとおり整備されているな
らば、情報システム個別に整備
しなくても構わない。
1.5.2.1(1)(b)

144

情報システムセキュリティ管理

5.2.1(2)(a)

行うこと。
1.5.2.1(1)(b)

解説：所管する情報システムの

5.2.1(2)(a)

解説：整備された規定に従った

解説

運用管理において、適切な情報

解説

運用管理を行い、担当者による

145

セキュリティ対策を行うことを

個別の判断で運用管理を行わな

求める遵守事項である。

いことを求める事項である。

解説の追加

運用管理は専用のアプリケーシ
ョンを利用しても差し支えな
い。

146

1.5.2.1(2)(a)

統括情報セキュリティ責任者

4.3.1(5)(b)
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統括情報セキュリティ責任者

遵守事項の

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
は、すべての情報システムに対

は、すべての情報システムに対

して、当該情報システムに係る

して、当該情報システムで取り

以下の事項を記載した台帳を整

扱う情報及び当該情報の格付け

備すること。

を含む事項を記載した台帳を整

修正

備すること。

147
148
149

1.5.2.1(2)(a)(ア)

1.5.2.1(2)(a)(イ)

情報システム名、管理課室及び

遵守事項の

管理責任者の氏名・連絡先

修正

システム構成

遵守事項の
修正

1.5.2.1(2)(a)(ウ)

1.5.2.1(2)(a)(エ)

接続する府省庁外通信回線の種

遵守事項の

別

修正

取り扱う情報の格付け及び取扱

4.3.1(5)(b)

制限に関する事項

統括情報セキュリティ責任者

遵守事項の

は、すべての情報システムに対

修正

して、当該情報システムで取り

150

扱う情報及び当該情報の格付け
を含む事項を記載した台帳を整
備すること。

151

152

1.5.2.1(2)(a)(オ)

当該情報システムの設計・開発、

遵守事項の

運用、保守に関する事項

集約

1.5.2.1(2)(a)

解説：府省庁全体としてセキュ

4.3.1(5)(b)

解説：自府省庁でどのような情

解説

リティレベルを維持するととも

解説

報システムを保有し、当該情報

に、より大規模な障害・事故等

システムで取り扱う情報やその

に対処するため、自府省庁が所

格付けを把握して一元管理する

管する情報システムに係る情報

ことは、日常的な運用管理や障

のうち重要なものを一元的に把

害等発生時における対処を適正

握し管理するための台帳を整備

に実施する上での前提となる。

することを求める事項である。

情報システムの台帳に記載する

情報システム名、管理課室及び

項目としては、当該情報システ

管理責任者の氏名・連絡先の記

ムが取り扱うことを許可する情

載は、府省庁が所管する全ての

報の格付けのほか、利用目的、

情報システムを把握し、当該情

利用者数、外部ネットワークと

報システムに係る管理責任を把

の接続の有無等が考えられる。

握するために必要な事項であ

既に情報システムの台帳が整備

る。

されており統括情報セキュリテ
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

遵守事項
システム構成の記載は、情報シ

ィ責任者が利用可能な場合に

ステムを構成する電子計算機、

は、当該台帳に情報システムが

通信回線及び通信回線装置に関

取り扱うことを許可する情報の

する事項である。当該事項につ

格付け等を追記しても良い。

いては、各情報システムの運用

なお、情報システムは、業務内

管理に際して整備した文書に記

容や運用形態等により、端末 1

載する事項のうち、府省庁とし

台で１つの情報システムを構成

ての情報セキュリティ対策を行

する場合もあれば、複数の端末、

うために一元的に把握する必要

サーバ装置、通信回線等で１つ

があると判断する事項を含める

の情報システムを構成する場合

必要がある。

もある。情報システムの台帳に

接続する府省庁外通信回線の種

は、そのような構成単位ごとに

別、取り扱う情報の格付け及び

取り扱う情報とその格付けを記

取扱制限に関する事項の記載

載することになる。その際、情

は、当該情報システムを設置し、

報システムで取り扱う情報のう

また運用管理することによるセ

ち、同様に取り扱われる情報に

キュリティ上のリスクを府省庁

ついては、類型化した上で格付

として把握するために必要な事

けを記載すると効率的である。

項である。なお、取り扱う情報
の格付け及び取扱制限に関する
事項については、情報システム
を構成する電子計算機等につい
て機器別又は機器の形態・目的
別に記載することが望ましい。
当該情報システムの設計・開発、
運用、保守に関する事項の記載
は、実施責任者若しくは実施担
当組織、外部委託した場合には
委託先及び委託契約形態に関す
る情報が考えられるが、当該情
報システムのライフサイクルに
関する経緯や現状を把握し、情
報セキュリティ上の問題等が発
生した場合に適切な対策を指示
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変更点

No.

第4版

第4版

第3版

変更点

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

者は、情報システムを新規に構

者は、情報システムを新規に構

修正

築し、又は更改する際には、当

築し、又は更改する際には、当

該情報システムの台帳の記載事

該情報システムで取り扱う情報

項について統括情報セキュリテ

及び当該情報の格付けを含む事

ィ責任者に報告すること。

項を統括情報セキュリティ責任

遵守事項

第3版
遵守事項

するために必要な事項である。
1.5.2.1(2)(b)

153

情報システムセキュリティ責任

4.3.1(5)(a)

者に報告すること。
1.5.2.1(2)(b)

解説：府省庁の各情報システム

4.3.1(5)(a)

解説：情報システムのセキュリ

解説

を所管する情報システムセキュ

解説

ティ要件の決定に際し、当該情

リティ責任者が、情報システム

報システムで取り扱う情報及び

に係る台帳に記載の事項につい

当該情報の格付けを含む事項

て統括情報セキュリティ責任者

を、統括情報セキュリティ責任

に報告することを求める事項で

者に報告することを求める事項

ある。

である。

解説の修正

台帳における網羅性の維持のた
め、情報システムセキュリティ
責任者は、情報システムを新規

154

に構築した際、又は更改した際
には、速やかに台帳に記載の事
項を報告する必要がある。なお、
台帳の最新性の維持のため、台
帳に記載の事項に変更が生じた
場合には、当該変更事項を報告
し、台帳を更新する必要がある
が、その報告の方法やタイミン
グについては、府省庁ごとに定
めることが望ましい。

155

1.5.2.2(1)

1.5.2.2(1)(b)

156

機器等の購入に係る規定の整備

6.1.1(1)

情報セキュリティ確保のための

表現の適正

府省庁内共通の仕組みの整備

化

情報システムセキュリティ責任

主語の変更

は、機器等の購入において、セ

者は、機器等の購入において、

等

キュリティ機能の要求仕様があ

満足すべきセキュリティ要件が

遵守事項の

り、総合評価落札方式により購

あり、それを実現するためのセ

修正

統括情報セキュリティ責任者

6.1.1(2)(d)
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
入を行う際には、IT セキュリテ

キュリティ機能の要求仕様があ

ィ評価及び認証制度による認証

る場合であって、総合評価落札

を取得しているかどうかを評価

方式により購入を行うときは、

項目として活用することを選定

これについて、IT セキュリティ

基準として定めること。

評価及び認証制度による認証を
取得しているかどうかを評価項
目として活用すること。

1.5.2.2(1)(b)

解説：情報セキュリティ機能が

6.1.1(2)(d)

解説：情報セキュリティ機能が

解説

重要である機器等の購入におい

解説

重要である機器等の購入におい

157

て、総合評価落札方式により購

て、当該機能を有する製品の中

入を行う際に、当該機能を有す

でも ISO/IEC 15408 に基づく IT

る製品の中でも ISO/IEC 15408

セキュリティ評価及び認証制度

に基づく IT セキュリティ評価及

による認証を取得しているもの

び認証制度による認証を取得し

を優遇することを求める事項で

ている製品の優遇を選定基準の

ある。

一つとすることを求める事項で

第三者による情報セキュリティ

ある。

機能の客観的な評価によって、

第三者による情報セキュリティ

より信頼度の高い情報システム

機能の客観的な評価のある製品

が構築できる。

解説の修正

を選定することによって、より
信頼度の高い情報システムが構
築できる。

158

1.5.2.2(1)(c)

解説：機器等の納入時の確認・

6.1.1(1)(b)

解説：機器等の納入時の確認・

解説

検査に関する手続を定めるもの

解説

検査に関する手続を定めるもの

である。

である。

特に、確認・検査手続では、納

確認・検査手続としては、必要

入された機器等が定められた選

なセキュリティ機能の実装の確

定基準を満たすことを確認し、

認（機器等に最新のパッチが適

その結果を納品検査における確

用されているかどうか、アンチ

認の判断に加える手続を組み込

ウイルスソフトウェア等が最新

む必要がある。

の脆弱性に対応しているかどう

具体的な確認・検査の方法とし

か等にも留意）を、購入先から

て、必要なセキュリティ機能の

の報告で確認すること等が挙げ

実装状況（機器等に最新のパッ

られる。
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

機器等の購入の実施における手

表現の適正

続

化

情報システムセキュリティ責任

表現の適正

遵守事項
チが適用されているかどうか、
アンチウイルスソフトウェア等
が最新の脆弱性に対応している
かどうか等にも留意）及び機器
等に不正プログラムが混入して
いないことを、購入先からの報
告で確認すること等が挙げられ
る。

159

1.5.2.2(2)

1.5.2.2(2)(b)

160

機器等の購入に係る規定の遵守

情報システムセキュリティ責任

6.1.1(2)

6.1.1(2)(b)

者は、機器等の納入時において、

者は、機器等の納入時において、 化

定められた確認・検査手続に従

納入された機器等が選定基準を

って、納品検査を実施すること。

満たすことを確認し、その結果
を納品検査における確認の判断
に加えること。

1.5.2.2(2)(b)

解説：情報セキュリティ対策の

6.1.1(2)(b)

解説：納入された機器等が選定

解説

視点を加味して定められた納入

解説

基準を満たすことを確認・検査

161

時の確認・検査手続に準拠して、

解説の修正

することを求める事項である。

納入された機器等の納品検査を
行うことを求める事項である。

162

1.5.2.3(1)

1.5.2.3(1)(a)

163

ソフトウェア開発に係る規定の

6.1.3(1)

ソフトウェア開発体制の確立時

遵守事項の

整備

集約

統括情報セキュリティ責任者

遵守事項の

は、ソフトウェア開発について、

集約

セキュリティに係る以下の対策
事項を情報システムセキュリテ
ィ責任者に求めるための規定を
整備すること。
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項

1.5.2.3(1)(a)

解説：本事項では、統括情報セ

解説

キュリティ責任者が情報システ

解説の修正

ムセキュリティ責任者に求める
規定を整備することとしている
が、別途規定を整備することと
せずに、省庁対策基準内におい
て直接に情報システムセキュリ

164

ティ責任者に対する遵守事項と
して（ア）〜（セ）の事項を定
める方法も可能である。ただし
、後者の方法では、自己点検の
対象が統括情報セキュリティ責
任者ではなく情報システムセキ
ュリティ責任者となることに留
意すること。
1.5.2.3(1)(a)(ア)

165

情報システムセキュリティ責任

6.1.3(1)(a)

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

者は、セキュリティに係る対策

者は、ソフトウェア開発につい

集約

事項（本項(ウ)から(セ)の遵守事

て、セキュリティにかかわる対

項）を満たすことが可能な開発

策事項（本項(2)から(5)の遵守事

体制を確保すること。

項）を満たすことが可能な開発
体制の確保を、情報システムを
統括する責任者に求めること。

166

1.5.2.3(1)(a)(ア)

解説：ソフトウェア開発を実施

6.1.3(1)(a)

解説：情報システムを統括する

解説

する体制が、セキュリティ維持

解説

責任者が確立した体制が、セキ

の側面からも実施可能な開発体

ュリティ維持の側面からも実施

制（人員、機器、予算等）を確

可能な開発体制（人員、機器、

保することを求める事項であ

予算等）となるように求める事

る。

項である。

なお、開発体制の確保にあたっ

なお、
「情報システムを統括する

ては、情報システムを統括する

責任者」とは、情報システムの

責任者に要求することとなる。

ライフサイクルの全般にわたっ

ここで、情報システムを統括す

て情報システムの構築・運用等

る責任者とは、情報システムの

に責任を持ち、その責務を全う

ライフサイクルの全般にわたっ

するために人員、機器、予算等
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
て情報システムの構築・運用等

の資源を確保する者を想定して

に責任を持ち、その責務を全う

いる。

するために人員、機器、予算等
の資源を確保する者を指す。
1.5.2.3(1)(a)(イ)

167

6.1.3(1)(b)

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

者は、ソフトウェア開発を外部

者は、ソフトウェア開発を外部

集約

委託する場合には、セキュリテ

委託する場合には、委託先が実

ィに係る対策事項（本項(ウ)から

施すべき対策事項（本項(2)から

(セ)の遵守事項）の中から必要な

(5)の遵守事項）の中から必要な

事項を選択し、当該対策事項が

事項を選択し、当該対策事項が

実質的に担保されるよう、委託

実質的に担保されるよう、委託

先に実施について保証させるこ

先に実施について保証させるこ

と。

と。

1.5.2.3(1)(a)(イ)

解説：ソフトウェア開発を委託

6.1.3(1)(b)

解説：ソフトウェア開発を委託

解説

先に行わせる場合には、ソフト

解説

先に行わせる場合には、ソフト

168

169

情報システムセキュリティ責任

ウェア開発を実施する者に実施

ウェア開発を実施する者に実施

の責任を負わせるセキュリティ

の責任を負わせるセキュリティ

に係る要件を選択し、それを委

にかかわる要件を選択し、それ

託先に保証させることを求める

を委託先に保証させることを求

事項である。
「委託先に実施につ

める事項である。
「委託先に実施

いて保証させる」手段は、契約

について保証させる」手段は、

（付随する確認書等を含む。）に

契約（付随する確認書等を含

よることとなる。

む。）によることとなる。

1.5.2.3(1)(a)(ウ)

解説：ソフトウェア開発に係る

6.1.3(2)(a)

解説：ソフトウェア開発にかか

解説

情報資産を保護するための手順

解説

わる情報資産を保護するための

及び環境を定めることを求める

手順及び環境を定めることを求

事項である。
「手順」とは、例え

める事項である。「手順」とは、

ば、仕様書、ソースコード等の

例えば、仕様書、ソースコード

成果物に対してソフトウェアの

等の成果物に対してソフトウェ

ライフサイクル全般にわたって

アのライフサイクル全般にわた

一貫性を確保及び維持するため

って一貫性を確保及び維持する

の構成管理の手順及び利用する

ための構成管理の手順及び利用

ツールを指し、
「環境」とは、例

するツールを指し、
「環境」とは、

えば、ドキュメント、ソースコ

例えば、ドキュメント、ソース
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解説の修正

解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
ードに対するアクセス権、開発

コードに対するアクセス権、開

に利用する電子計算機の設置場

発に利用する電子計算機の設置

所、アクセス制御の方法等を指

場所、アクセス制御の方法等を

す。

指す。

なお、ソフトウェア開発を外部

なお、ソフトウェア開発を外部

委託する場合は、委託先に対す

委託する場合は、委託先に対す

るセキュリティ要件定義の策定

るセキュリティ要件定義の策定

手順や導入時のセキュリティ評

手順や導入時のセキュリティ評

価試験手順等を整備しておく必

価試験手順等を整備しておく必

要がある。

要がある。

1.5.2.3(1)(a)(エ)

解説：運用中の情報システムを

解説

利用してソフトウェアの作成及

6.1.3(2)(b)
解説

解説：運用中の情報システムを

解説の修正

利用してソフトウェアの作成及

び試験を行うことにより、運用

び試験を行うことにより、運用

中の情報システムに悪影響が及

中の情報システムに悪影響が及

ぶことを回避することを求める

ぶことを回避することを求める

事項である。これは運用中の情

事項である。

報システム全体ではなく一部だ

170

けの場合も同様である。例えば、
開発中のソフトウェアの動作確
認のために、運用中の情報シス
テムの要機密情報をテストデー
タとして、試験を行う情報シス
テムにおいて使用しないように
すること等も含まれる。
1.5.2.3(1)(a)(オ)

171

情報システムセキュリティ責任

6.1.3(3)(a)

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

者は、開発するソフトウェアが

者は、開発するソフトウェアが

集約

運用される際に関連する情報資

運用される際に関連する情報資

産に対して想定されるセキュリ

産に対して想定されるセキュリ

ティ脅威の分析結果並びに当該

ティ脅威の分析結果、及び当該

ソフトウェアにおいて取り扱う

ソフトウェアにおいて取り扱う

情報の格付け及び取扱制限に応

情報の格付けに応じて、セキュ

じて、セキュリティ機能の必要

リティ機能の必要性の有無を検

性の有無を検討し、必要と認め

討し、必要と認めたときは、セ

たときは、セキュリティ機能を

キュリティ機能を適切に設計
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

変更点

遵守事項
適切に設計し、設計書に明確に

し、設計書に明確に記述するこ

記述すること。

と。

1.5.2.3(1)(a)(カ)

解説：
「管理機能」とは、真正確

6.1.3(3)(b)

解説

認及び権限管理等のセキュリテ

解説

172

第3版

解説：
「管理機能」とは、真正確 解説の修正
認及び権限管理等のセキュリテ

ィ機能を管理するための機能の

ィ機能を管理するための機能の

ほか、故障、事故及び障害等の

ほか、故障、事故及び障害等の

発生時に行う対処及び復旧に係

発生時に行う対処及び復旧にか

る機能、事故発生時の証跡保全

かわる機能、事故発生時の証跡

の機能等を指し、これらの必要

保全の機能等を指し、これらの

性をソフトウェアの設計時から

必要性をソフトウェアの設計時

検討することにより、必要があ

から検討することにより、必要

る場合にはソフトウェアに組み

がある場合にはソフトウェアに

込むことを求める事項である。

組み込むことを求める事項であ
る。

173

1.5.2.3(1)(a)(ク)

解説：ソフトウェアの内部及び

6.1.3(3)(d)

解説：ソフトウェアの内部及び

解説

入出力するデータについて、処

解説

入出力するデータについて、処

理の誤りや意図的な改ざん等を

理の誤りや意図的な改ざん等を

検出するための機能、又はセキ

検出するための機能、又はセキ

ュリティホールの原因となり得

ュリティホールの原因となり得

る不正な入出力データを排除す

る不正な入出力データを排除す

る機能等を組み込むことを求め

る機能等を組み込むことを求め

る事項である。

る事項である。

「データの妥当性」とは、例え

「データの妥当性」とは、例え

ば、HTML タグや JavaScript、

ば、HTML タグやスクリプトな

SQL 文などとして機能する不正

どとして機能する不正な文字列

な文字列や通信過程において生

や通信過程において生じたデー

じたデータ誤りなど、適切なデ

タ誤りなど、適切なデータ処理

ータ処理の障害になる情報がデ

の障害になる情報がデータ内に

ータ内に含まれない状態である

含まれない状態であることを意

ことを意味している。データの

味している。データの妥当性を

妥当性を確認する方法として、

確認する方法として、不正な文

不正な文字列を変換し、又は削

字列を変換し、又は削除する機

除する機能（いわゆるサニタイ

能（いわゆるサニタイジング）

ジング）の付加、チェックデジ

の付加、チェックデジット（検
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
ット（検査数字）による処理の

査数字）による処理の正当性を

正当性を確認する機能の付加等

確認する機能の付加等がある。

がある。
（削除）

6.1.3(4)(c)

【強化遵守事項】

強化遵守事
項から基本

174

遵守事項に
修正
1.5.2.3(1)(a)(シ)

175

情報システムセキュリティ責任

6.1.3(4)(c)

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

者は、作成されたソースコード

者は、作成されたソースコード

集約

について、その情報セキュリテ

について、その情報セキュリテ

強化遵守事

ィに関する妥当性を確認するた

ィに関する妥当性を確認するた

項から基本

めのソースコードレビューの必

めのソースコードレビューの範

遵守事項に

要性の有無を検討し、必要と認

囲及び方法を定め、これに基づ

修正

めたときは、ソースコードレビ

いてソースコードレビューを実

ューの範囲及び方法を定め、こ

施すること。

れに基づいてソースコードレビ
ューを実施すること。

176
177

1.5.2.3(2)

1.5.2.3(2)

ソフトウェア開発に係る規定の

遵守事項の

遵守

集約

【基本遵守事項】

遵守事項の
集約

1.5.2.3(2)(a)

178

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

者は、ソフトウェア開発に係る

集約

規定に基づいて、ソフトウェア
の開発を行うこと。
1.5.2.3(2)(a)

解説：ソフトウェア開発を行う

集約による

解説

情報システムセキュリティ責任

移動

者が、府省庁で整備したソフト

179

ウェア開発に係る規定を遵守し
て、ソフトウェアの開発を行う
ことを定めた事項である。

180
181

1.5.2.4

暗号と電子署名の標準手順

4.1.6

暗号と電子署名（鍵管理を含む） 修正

1.5.2.4

情報システムの利用において、

4.1.6

情報システムの利用において

趣旨

当該情報システムで取り扱う情

趣旨

は、当該情報システムで取り扱
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趣旨の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
報の漏えいや改ざん等を防ぐた

う情報の漏えいや改ざん等を防

めには、情報の暗号化及び電子

ぐために、情報の暗号化及び電

署名の付与を行うことが有効な

子署名の付与が有効とされてい

対策となりうるが、暗号化及び

る。なお、暗号化及び電子署名

電子署名のアルゴリズム、方法、

の付与のアルゴリズム、方法、

鍵管理、鍵保存並びに鍵バック

鍵管理、鍵保存並びに鍵バック

アップについては、様々な選択

アップについては、様々な選択

肢があり得ることから、行政事

肢があり得ることから、行政事

務従事者による個別判断で選択

務従事者による個別判断で選択

されることのないよう、府省庁

されることのないよう、府省庁

で標準となる手順を定めること

で標準となる方式を定めること

が重要である。

が重要である。

これらのことを勘案し、本項で

これらのことを勘案し、本項で

は、暗号化及び電子署名のアル

は、暗号化及び電子署名の付与

ゴリズム、方法、鍵管理、鍵保

に関する対策基準を定める。

存並びに鍵バックアップの標準
手順に関する対策基準を定め
る。

182

1.5.2.4(1)

4.1.6(1)

暗号化機能及び電子署名の付与

表現の適正

に係る方式の整備

化

統括情報セキュリティ責任者

表現の適正

は、府省庁における暗号化及び

は、府省庁における暗号化及び

化

電子署名のアルゴリズム及び方

電子署名の付与のアルゴリズム

法を、以下の事項を含めて定め

及び方法を、以下の事項を含め

ること。

て定めること。

備
1.5.2.4(1)(a)

183

1.5.2.4(1)(a)(イ)

184

暗号と電子署名に係る規定の整

統括情報セキュリティ責任者

情報システムの新規構築又は更

4.1.6(1)(a)

4.1.6(1)(a)(イ)

情報システムの新規構築又は更

表現の適正

新に伴い暗号化又は電子署名を

新に伴い暗号化又は電子署名の

化

導入する場合には、電子政府推

付与を導入する場合には、電子

奨暗号リストに記載されたアル

政府推奨暗号リストに記載され

ゴリズムを使用すること。ただ

たアルゴリズムを使用するこ

し、使用するアルゴリズムを複

と。ただし、使用するアルゴリ

数のアルゴリズムの中から選択

ズムを複数のアルゴリズムの中

可能とするよう暗号化又は電子

から選択可能とするよう暗号化

署名を実装する箇所において

又は電子署名の付与を実装する
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No.

第4版

第4版

遵守事項

185

第3版

第3版

変更点

遵守事項
は、当該複数のアルゴリズムに、

箇所においては、当該複数のア

少なくとも一つは電子政府推奨

ルゴリズムに、少なくとも一つ

暗号リストに記載されたものを

は電子政府推奨暗号リストに記

含めること。

載されたものを含めること。

1.5.2.4(1)(a)(イ)

解説：府省庁内の情報システム

4.1.6(1)(a)(イ)

解説：府省庁内の情報システム

表現の適正

解説

における暗号化及び電子署名に

解説

における暗号化及び電子署名の

化

ついて、使用を認めるアルゴリ

付与について、使用を認めるア

ズム及び方法を統括情報セキュ

ルゴリズム及び方法を統括情報

リティ責任者が定めることを求

セキュリティ責任者が定めるこ

める事項である。アルゴリズム

とを求める事項である。アルゴ

及び方法は、暗号及び電子署名

リズム及び方法は、暗号及び電

の使用場面等に応じて整備する

子署名の使用場面等に応じて整

ことも可能である。例えば、電

備することも可能である。例え

子メールの暗号化に関してアル

ば、電子メールの暗号化に関し

ゴリズムを定めるとともにその

てアルゴリズムを定めるととも

方法を S/MIME とし、ウェブサ

にその方法を S/MIME とし、ウ

ーバとブラウザの通信の暗号化

ェブサーバとブラウザの通信の

に関してアルゴリズムを定める

暗号化に関してアルゴリズムを

とともに方法を SSL とする。他

定めるとともに方法を SSL とす

に、データベースのデータ暗号

る。他に、データベースのデー

化や、電子申請における電子署

タ暗号化や、電子申請における

名等についても、アルゴリズム

電子署名の付与等についても、

及び方法を定めることが考えら

アルゴリズム及び方法を定める

れる。

ことが考えられる。

行政事務従事者は、文書の作成、

行政事務従事者は、文書の作成、

電子メールの送受信等に汎用の

電子メールの送受信等に汎用の

ソフトウェアを日常的に使用し

ソフトウェアを日常的に使用し

ているが、これらのソフトウェ

ているが、これらのソフトウェ

アでは、暗号化及び電子署名に

アでは、暗号化及び電子署名の

ついて、複数のアルゴリズムを

付与について、複数のアルゴリ

用意し、設定画面等で利用者が

ズムを用意し、設定画面等で利

選択できるようにしている場合

用者が選択できるようにしてい

がある。そのような場合には、

る場合がある。そのような場合

行政事務従事者は、
（ア）にもと

には、行政事務従事者は、（ア）
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
づき電子政府推奨暗号リストに

にもとづき電子政府推奨暗号リ

記載されたアルゴリズムを選択

ストに記載されたアルゴリズム

して使用することになる。

を選択して使用することにな

情報システムの新規構築又は更

る。

新に伴い暗号化又は電子署名を

情報システムの新規構築又は更

導入する場合には、情報システ

新に伴い暗号化又は電子署名の

ムセキュリティ責任者は、本事

付与を導入する場合には、情報

項に基づき統括情報セキュリテ

システムセキュリティ責任者

ィ責任者が定めたアルゴリズム

は、本事項に基づき統括情報セ

及び方法を使用する。

キュリティ責任者が定めたアル

暗号化又は電子署名を行う特定

ゴリズム及び方法を使用する。

の箇所について見ると、共通鍵

暗号化又は電子署名の付与を行

暗号、公開鍵暗号及びハッシュ

う特定の箇所について見ると、

関数のそれぞれについて、複数

共通鍵暗号、公開鍵暗号及びハ

のアルゴリズムを実装し、使用

ッシュ関数のそれぞれについ

可能とする場合がある。この場

て、複数のアルゴリズムを実装

合には、共通鍵暗号、公開鍵暗

し、使用可能とする場合がある。

号及びハッシュ関数のそれぞれ

この場合には、共通鍵暗号、公

について、電子政府推奨暗号リ

開鍵暗号及びハッシュ関数のそ

ストに記載されたアルゴリズム

れぞれについて、電子政府推奨

を少なくとも一つ含めることを

暗号リストに記載されたアルゴ

求める。

リズムを少なくとも一つ含める
ことを求める。

1.5.2.4(1)(b)

186

統括情報セキュリティ責任者

4.1.6(1)(b)

統括情報セキュリティ責任者

遵守事項の

は、暗号化された情報（書面を

は、暗号化された情報（書面を

集約

除く。以下この項において同

除く。以下この項において同

じ。）の復号又は電子署名の付与

じ。）の復号又は電子署名の付与

に用いる鍵について、以下の

に用いる鍵について、鍵の生成

（ア）及び（イ）の手順（以下

手順、有効期限、廃棄手順、更

「鍵の管理手順等」という。）を

新手順、鍵が露呈した場合の対

定めること。

処手順等（以下「鍵の管理手順
等」という。
）を定めること。

187

1.5.2.4(1)(b)(ア)

鍵の生成手順、有効期限、廃棄

4.1.6(1)(b)

手順、更新手順、鍵が露呈した
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統括情報セキュリティ責任者

表現の適正

は、暗号化された情報（書面を

化

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
場合の対処手順等

除く。以下この項において同
じ。）の復号又は電子署名の付与
に用いる鍵について、鍵の生成
手順、有効期限、廃棄手順、更
新手順、鍵が露呈した場合の対
処手順等（以下「鍵の管理手順
等」という。
）を定めること。

1.5.2.4(1)(b)(イ)

鍵の保存手順

4.1.6(1)(c)

統括情報セキュリティ責任者

表現の適正

は、暗号化された情報の復号又

化

は電子署名の付与に用いる鍵に

188

ついて、鍵の保存方法及び保存
場所（以下「鍵の保存方法等」
という。）を定めること。

189

1.5.2.4(1)(b)(イ)

解説：鍵の保存手順を保存方法

4.1.6(1)(c)

解説：鍵の保存方法及び保存場

表現の適正

解説

及び保存場所を含めて定めるこ

解説

所を定めることによって、暗号

化

とによって、暗号化された情報

化された情報の復号又は電子署

の復号又は電子署名の付与に用

名の付与に用いる鍵の適正な管

いる鍵の適正な管理を求める事

理を求める事項である。

項である。

鍵の保存方法としては、電磁的

鍵の保存方法としては、電磁的

記録媒体に保存することが考え

記録媒体に保存することが考え

られるが、それをどのように保

られるが、それをどのように保

存するかの方法や、保存する際

存するかの方法や、保存する際

に電磁的記録媒体以外の記録媒

に電磁的記録媒体以外の記録媒

体と併用することの是非などに

体と併用することの是非などに

ついても定める必要がある。

ついても定める必要がある。

暗号化された情報の復号や電子

暗号化された情報の復号や電子

署名の付与の際には、本人及び

署名の付与の際には、本人及び

管理上必要のある者のみが知り

管理上必要のある者のみが知り

得る秘密の情報を用いる必要が

得る秘密の情報を用いる必要が

あることから、その適切な運用

あることから、その適切な運用

管理が重要である。なお、オペ

管理が重要である。なお、オペ

レーティングシステムに標準搭

レーティングシステムに標準搭

載されている暗号化又は電子署

載されている暗号化又は電子署

名付与の機能を使用する場合
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
名付与の機能を使用する場合

や、パッケージソフトを使用す

や、パッケージソフトを使用す

る場合に、鍵を保存する電磁的

る場合に、鍵を保存する電磁的

記録媒体や保存場所が定められ

記録媒体や保存場所が定められ

ている時は、安全性を検討の上、

ている時は、安全性を検討の上、

これを準用することが可能であ

これを準用することが可能であ

る。

る。

情報システム共通として鍵の保

情報システム共通として鍵の保

存方法等を定める場合には、統

存手順を定める場合には、統括

括情報セキュリティ責任者が直

情報セキュリティ責任者が直接

接それを定めることが考えられ

それを定めることが考えられ

る。あるいは、情報システムご

る。あるいは、情報システムご

とに鍵の保存方法等を個別に定

とに鍵の保存手順を個別に定め

めるのであれば、各情報システ

るのであれば、各情報システム

ムセキュリティ責任者にそれを

セキュリティ責任者にそれを定

定めさせることについて、定め

めさせることについて、定める

るという方法でもよい。

という方法でもよい。
1.5.2.4(1)(c)

190

191

統括情報セキュリティ責任者

4.1.6(1)(d)

統括情報セキュリティ責任者

表現の適正

は、暗号化された情報の復号に

は、暗号化された情報の復号に

化

用いる鍵のバックアップの取得

用いる鍵のバックアップの取得

手順又は鍵の預託手順（以下「鍵

方法又は鍵の預託方法（以下「鍵

のバックアップ手順等」とい

のバックアップ方法等」とい

う。）を定めること。

う。）を定めること。

1.5.2.4(1)(c)

解説：暗号化された情報の復号

4.1.6(1)(d)

解説：暗号化された情報の復号

解説

に用いる鍵の紛失及び消失に備

解説

に用いる鍵の紛失及び消失に備

え、鍵のバックアップ取得手順

え、鍵のバックアップの取得方

又は鍵の預託手順を定めること

法又は鍵の預託方法を定めるこ

を求める事項である。

とを求める事項である。

例えば、復号に用いる鍵を紛失

例えば、復号に用いる鍵を紛失

し、又は消失した場合には、そ

し、又は消失した場合には、そ

れ以前に暗号化した情報を復号

れ以前に暗号化した情報を復号

できなくなる。そのため、鍵情

できなくなる。そのため、鍵情

報のバックアップを取得し、又

報のバックアップを取得し、又

は信頼できる第三者へ鍵情報を

は信頼できる第三者へ鍵情報を
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項
1.5.2.4(1)(c)
解説

191

第3版

第3版

変更点

遵守事項
預託する等の対策が必要であ

4.1.6(1)(d)

る。ただし、鍵情報の複製は、

解説

預託する等の対策が必要であ

解説の修正

る。ただし、鍵情報の複製は、

その漏えいに係るリスクを増大

その漏えいに係るリスクを増大

させる可能性があるため、最小

させる可能性があるため、最小

限にとどめること。

限にとどめること。

なお、本事項における鍵のバッ
クアップ手順及び鍵の預託手順
は、前事項の鍵の管理手順等に
含めて整備することも可能であ
る。

192

1.5.2.4(2)

暗号と電子署名に係る規定の遵

4.1.6(4)

暗号化機能及び電子署名の付与

表現の適正

機能の利用

化

行政事務従事者は、要機密情報

表現の適正

化する場合及び情報に電子署名

を移送する場合又は電磁的記録

化

を付与する場合には、定められ

媒体に保存する場合には、暗号

たアルゴリズム及び方法に従う

化を行う必要性の有無を検討

こと。

し、必要があると認めたときは、

守
1.5.2.4(2)(a)

193

行政事務従事者は、情報を暗号

4.1.6(4)(a)

定められたアルゴリズム及び方
法に従い、情報を暗号化するこ
と。
1.5.2.4(2)(a)

解説：情報を暗号化する場合及

解説

び情報に電子署名を付与する場

194

4.1.6(4)(a)
解説

解説：要機密情報を移送する場

解説の修正

合又は電磁的記録媒体に保存す

合に、府省庁で定めたアルゴリ

る場合、その漏えいに係るリス

ズム及び方法を遵守することを

クを勘案し、必要に応じて暗号

求める事項である。

化することを求める事項であ
る。

1.5.2.4(2)(b)

195

行政事務従事者は、暗号化され

4.1.6(4)(c)

行政事務従事者は、暗号化され

遵守事項の

た情報の復号又は電子署名の付

た情報の復号又は電子署名の付

集約

与に用いる鍵について、定めら

与に用いる鍵について、定めら

れた鍵の管理手順に従い、これ

れた鍵の管理手順等及び鍵の保

を適切に管理すること。

存方法等に従い、これを適切に
管理すること。

196

1.5.2.4(2)(c)

行政事務従事者は、暗号化され

4.1.6(4)(d)

た情報の復号に用いる鍵につい
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行政事務従事者は、暗号化され

表現の適正

た情報の復号に用いる鍵につい

化

No.

第4版

第4版

遵守事項

1.5.2.5(2)

第3版

第3版

変更点

遵守事項
て、定められた鍵のバックアッ

て、定められた鍵のバックアッ

プ手順等に従い、そのバックア

プ方法等に従い、そのバックア

ップを取得すること。

ップを取得すること。

規定の遵守

6.3.1(2)

措置の遵守

197

遵守事項の
集約の適正
化

1.5.2.5(2)(a)

198

199

1.5.2.6(1)

6.3.1(2)(a)

行政事務従事者は、府省庁外の

表現の適正

情報セキュリティ水準の低下を

情報セキュリティ水準の低下を

化

招く行為の防止の規定に基づい

招く行為の防止に関する措置を

て、必要な措置を講ずること。

講ずること。

ドメイン名の使用についての規

6.3.3(1)

ドメイン名の使用

定の整備
1.5.2.6(1)(a)(ア)

200

行政事務従事者は、府省庁外の

行政事務従事者は、府省庁外の

表現の適正
化

6.3.3(1)(a)(ア)

行政事務従事者が府省庁外の者

表現の適正

者（国外在住の者を除く。以下、

（国外在住の者を除く。以下、

化

本項において同じ。）に対して、

本項において同じ。）に対して、

アクセスや送信させることを目

アクセスや送信させることを目

的としてドメイン名を告知する

的としてドメイン名を告知する

場合に、以下の政府機関のドメ

場合に、以下の政府機関のドメ

イン名であることが保証される

イン名であることが保証される

ドメイン名（以下「政府ドメイ

ドメイン名（以下「政府ドメイ

ン名」という。）を使用すること。

ン名」という。）を使用すること。

•go.jp で終わるドメイン名

•go.jp で終わるドメイン名

•日本語ドメイン名の中で行政

•日本語ドメイン名の中で行政

等に関するものとして予約され

等に関するものとして予約され

たドメイン名

たドメイン名

ただし、電子メール送信又は政

ただし、電子メール送信又は政

府ドメイン名のウェブページで

府ドメイン名のウェブページで

の掲載に限り以下の条件を満た

の掲載に限り以下の条件をすべ

す場合には、政府ドメイン名以

て満たす場合には、政府ドメイ

外のドメイン名を府省庁以外の

ン名以外のドメイン名を府省庁

ものとして告知してもよい。

以外のものとして告知してもよ

具体的には、電子メールの送信

い。

においては以下の条件をすべて

・電子メール送信の場合、告知

満たすことが必要である。

内容についての問い合わせ先と

-70-

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
して政府ドメイン名による電子
・告知内容についての問い合わ

メールアドレスを明記している

せ先として政府ドメイン名によ

か、又は政府ドメイン名による

る電子メールアドレスを明記し

電子署名をしていること。

ているか、又は政府ドメイン名

・告知するドメイン名を管理す

による電子署名をしているこ

る組織名を明記すること。

と。

・告知するドメイン名の有効性

・告知するドメイン名を管理す

を確認した時期又は有効性を保

る組織名を明記すること。

証する期間について明記してい

・告知するドメイン名の有効性

ること。

を確認した時期又は有効性を保
証する期間について明記してい
ること。
また、政府ドメイン名のウェブ
ページでの掲載においては以下
の条件をすべて満たすことが必
要である。
・告知するドメイン名を管理す
る組織名を明記すること。
・告知するドメイン名の有効性
を確認した時期又は有効性を保
証する期間について明記してい
ること。
1.5.2.6(1)(a)(イ)

201

1.5.2.6(1)(a)(ウ)

202

行政事務従事者は、府省庁外の

6.3.3(1)(a)(イ)

行政事務従事者が府省庁外の者

表現の適正

者に対して、電子メールの送信

に対して、電子メールの送信元

化

元としてドメイン名を使用する

としてドメイン名を使用する場

場合には、政府ドメイン名を使

合には、政府ドメイン名を使用

用すること。ただし、当該府省

すること。ただし、当該府省庁

庁外の者にとって、当該行政事

外の者にとって、当該行政事務

務従事者が既知の者である場合

従事者が既知の者である場合を

を除く。

除く。

行政事務従事者は、府省庁外の

6.3.3(1)(a)(ウ)

行政事務従事者が府省庁外の者

表現の適正

者に対して、アクセスさせるこ

に対して、アクセスさせること

化

とを目的として情報を保存する

を目的として情報を保存するた
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No.

第4版

第4版

遵守事項

203
204

1.5.2.6(2)

1.5.2.6(2)

第3版

第3版

変更点

遵守事項
ためにサーバを使用する場合に

めにサーバを使用する場合に

は、政府ドメイン名のサーバだ

は、政府ドメイン名のサーバだ

けを使用すること。

けを使用すること。

ドメイン名の使用についての規

遵守事項の

定の遵守

追加

【基本遵守事項】

遵守事項の
追加

1.5.2.6(2)(a)

205

行政事務従事者は、ドメイン名

遵守事項の

の使用についての規定に基づい

追加

て、必要な措置を講ずること。
1.5.2.6(2)(a)

解説：すべての行政事務従事者

遵守事項の

解説

が、インターネットを経由した

集約

行政サービスの提供にあたり、
府省庁で整備したドメイン名の

206

使用についての規定を遵守し
て、政府ドメイン名等のドメイ
ン名を適切に使用することを定
めた事項である。

207

208

1.5.2.7

4.2.2

不正プログラム感染防止のため

不正プログラム対策

の日常的実施事項

遵守事項の
修正

1.5.2.7

不正プログラムは、これに感染

4.2.2

不正プログラムは、これに感染

趣旨

した情報システム及びデータを

趣旨

した情報システム及びデータを

破壊することから完全性、可用

破壊することから完全性、可用

性に対する脅威となるだけでな

性に対する脅威となるだけでな

く、主体認証情報等の要機密情

く、主体認証情報等の要機密情

報を漏えいさせることから機密

報を漏えいさせることから機密

性に対する脅威ともなる。不正

性に対する脅威ともなる。

プログラムへの感染を防止する

さらに、不正プログラムに感染

ためには、情報システムを利用

した情報システムは、他の情報

する全ての行政事務従事者が、

システムの再感染を引き起こす

アンチウイルスソフトウェア等

危険性のほか、迷惑メールの送

を活用して不正プログラムの検

信やサービス不能攻撃等の踏み

知・除去に努める他、ファイル

台として利用される危険性など

の閲覧や実行、外部ファイルの

他者に対するセキュリティ脅威

-72-

趣旨の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
取り込み等において十分な注意

の原因となり得る。

を払う必要がある。

これらのことを勘案し、本項で

これらのことを勘案し、本項で

は、不正プログラムに関する対

は、不正プログラム感染の回避

策基準を定める。

を目的とした対策基準を定め
る。

209

1.5.2.7(1)

4.2.2(1)

情報システムの構築時

の整備
1.5.2.7(1)(a)

210

211

不正プログラム対策に係る規定

統括情報セキュリティ責任者

遵守事項の
集約

4.2.2(1)(a)

情報セキュリティ責任者は、不

遵守事項の

は、不正プログラム感染の回避

正プログラム感染の回避を目的

集約

を目的として、以下の措置を行

とした行政事務従事者に対する

政事務従事者に求める規定を整

留意事項を含む日常的実施事項

備すること。

を定めること。

1.5.2.7(1)(a)

解説：本事項では、統括情報セ

4.2.2(1)(a)

解説：日常的に不正プログラム

解説

キュリティ責任者が行政事務従

解説

対策のために実施する事項の明

事者に求める規定を整備するこ

文化を求める事項である。

ととしているが、別途規定を整

「行政事務従事者に対する留意

備することとせずに、省庁対策

事項」とは、アンチウイルスソ

基準内において直接に行政事務

フトウェア等が現存する不正プ

従事者に対する遵守事項として

ログラムをすべて検知できると

（ア）〜（キ）の事項を定める

は限らないため、行政事務従事

方法も可能である。ただし、後

者に対して注意喚起を行う事項

者の方法では、自己点検の対象

であり、例えば、差出人が不明

が統括情報セキュリティ責任者

な電子メールに添付された不審

ではなく行政事務従事者となる

なファイルを実行しないこと、

ことに留意すること。

ウェブクライアントのセキュリ
ティ設定を不必要に低下させな
いこと、不審なホームページを
閲覧しないこと等である。
「日常的実施事項」とは、不正
プログラムに関する情報の収集
やアンチウイルスソフトウェア
等による不正プログラムの検出
等が挙げられる。これらの事項
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
については、不正プログラム対
策の実施単位ごとに定めること
が原則であるが、複数の不正プ
ログラム対策の実施単位におい
て共通して運用できる場合に
は、複数の実施単位で内容を整
備する等状況に応じていずれか
の方法を選択することが可能で
ある。

1.5.2.7(1)(a)(ア)

212

行政事務従事者は、アンチウイ

4.2.2(2)(b)

行政事務従事者は、アンチウイ

表現の適正

ルスソフトウェア等により不正

ルスソフトウェア等により不正

化

プログラムとして検知された実

プログラムとして検知される実

行ファイルを実行せず、データ

行ファイルを実行せず、データ

ファイルをアプリケーション等

ファイルをアプリケーション等

で読み込まないこと。

で読み込まないこと。

1.5.2.7(1)(a)(ア)

解説：不正プログラムに感染し

4.2.2(2)(b)

解説：不正プログラムに感染し

解説

たソフトウェアを実行した場合

解説

たソフトウェアを実行した場合

には、たとえ他の情報システム

には、たとえ他の情報システム

へ感染を拡大させることがなく

へ感染を拡大させることがなく

ても、復旧に労力を要するため、

ても、復旧に労力を要するため、

不正プログラムとして検知され

不正プログラムとして検知され

る実行ファイル等の実行を禁止

る実行ファイル等の実行を禁止

する事項である。

する事項である。

なお、アンチウイルスソフトウ

213

ェア等がすべての現存する不正
プログラムを検知できるとは限
らないことに留意し、あわせて
必要な予防措置を行うことが望
ましい。予防措置とは、例えば、
差出人が不明な電子メールに添
付された不審なファイルを実行
しないこと、ウェブクライアン
トのセキュリティ設定を不必要
に低下させないこと、不審なホ
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

解説の修正

遵守事項
ームページを閲覧しないこと等
である。

214

1.5.2.7(1)(a)(イ)

解説：アンチウイルスソフトウ

4.2.2(2)(c)

解説：アンチウイルスソフトウ

解説

ェア等のアプリケーション及び

解説

ェア等のアプリケーション及び

不正プログラム定義ファイル等

不正プログラム定義ファイル等

を最新化することで、不正プロ

を最新化することで、不正プロ

グラム等の検知漏れによる感染

グラム等の検知漏れによる感染

を回避することを求める事項で

を回避することを求める事項で

ある。

ある。

自動的に最新化する機能を持つ

自動的に最新化する機能を持つ

製品については、当該機能を利

製品については、当該機能を利

用することにより最新状態の維

用することにより最新状態の維

持が可能になる。ただし、利用

持が可能になる。ただし、利用

に当たってはアンチウイルスソ

に当たってはアンチウイルスソ

フトウェア等を自動更新する情

フトウェア等を自動更新する情

報システムが提供するサービス

報システムが提供するサービス

の内容、当該アンチウイルスソ

の内容、当該アンチウイルスソ

フトウェア等に不具合が含まれ

フトウェア等に不具合が含まれ

ていた場合に影響が及ぶ範囲、

ていた場合に影響が及ぶ範囲、

自動更新しない場合に不正プロ

自動更新しない場合に不正プロ

グラムに感染するリスクが高ま

グラムに感染するリスクが高ま

ること等を勘案すべきである。

ること等を勘案すべきである。

また、最新の状態に維持する方

また、最新の状態に維持する方

法としては、端末ごとに利用者

法としては、端末ごとに利用者

が自動化の設定をする方法のほ

が自動化の設定をする方法のほ

か、情報システムセキュリティ

か、情報システムセキュリティ

責任者等が管理する端末を一括

責任者等が管理する端末を一括

して自動化する方法もあるた

して自動化する方法もあるた

め、情報セキュリティ責任者が

め、情報セキュリティ責任者が

適切な方法を選択すること。同

適切な方法を選択すること。同

様に(ウ)〜(オ)の事項は、情報セ

様に(d)〜(f)の事項は、情報セキ

キュリティ責任者が適切な方法

ュリティ責任者が適切な方法を

を選択すること。

選択すること。

215 1.5.2.7(1)(a)(カ) 行政事務従事者は、不正プログ

4.2.2(2)(g)
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行政事務従事者は、ソフトウェ

遵守事項の

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
ラム感染の予防に努めること。

アのセキュリティ機能を活用

修正

し、不正プログラム感染の予防
に努めること。
1.5.2.7(1)(a)(カ)

解説：不正プログラム感染の予

4.2.2(2)(g)

解説：例えば、アプリケーショ

解説

防に役立つ措置の実施を求める

解説

ンでマクロの自動実行を無効に

216

事項である。アンチウイルスソ

することによりマクロウイルス

フトウェア等がすべての不正プ

の感染を防ぐ、といった個別の

ログラムを検知できるとは限ら

アプリケーションごとに設定す

ないことに注意して、例えば、

ることが可能な不正プログラム

アプリケーションでマクロの自

感染の予防に役立つ措置の実施

動実行を無効にすることにより

を求める事項である。オペレー

マクロウイルスの実行を防ぐこ

ティングシステムに不正プログ

とや、ソフトウェアのセキュリ

ラムに対処する機能がある場合

ティ設定により読み込まれるプ

には、当該機能を利用しても差

ログラムやスクリプトの実行を

し支えない。

解説の修正

無効にすること、安全性が確実
ではないプログラムをダウンロ
ードしたり実行したりしないこ
となどがある。
1.5.2.7(1)(a)(キ)

217

行政事務従事者は、不正プログ

遵守事項の

ラムに感染した恐れのある場合

追加

には、感染した電子計算機の通
信回線への接続を速やかに切断
し、必要な措置を講じること。
1.5.2.7(1)(a)(キ)

解説：不正プログラムに感染し

解説

た恐れがある電子計算機につい

解説の追加

ては、他の電子計算機への感染
などの被害の拡大を防ぐため

218

に、当該電子計算機が通信回線
に接続している場合には、それ
を切断して、必要な措置を講じ
ることを求める事項である。切
断後に必要となる措置として
は、例えば、不正プログラムの
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
有無を検知して駆除すること
や、「1.2.2.2 障害・事故等の対
処」に定められた連絡等をする
ことがあげられる。

219
220

1.5.2.7(2)

1.5.2.7(2)

不正プログラム対策に係る規定

遵守事項の

の遵守

集約

【基本遵守事項】

遵守事項の
集約

1.5.2.7(2)(a)

221

行政事務従事者は、定められた

遵守事項の

不正プログラム対策に係る規定

集約

に基づいて、不正プログラムの
感染を防止するための対策を行
うこと。
1.5.2.7(2)(a)

解説：すべての行政事務従事者

集約による

解説

が、不正プログラム対策に係る

移動

222

規定に基づき、不正プログラム
の感染を防止するための対策を
行うことを定めた事項である。

223

第2編
2.1.1.2(2)(a)

224

情報システム編
情報システムセキュリティ責任

構成変更
4.1.2(2)(a)

行政事務従事者は、情報システ

主語の変更

者は、行政事務従事者自らがア

ムに装備された機能を用いて、

遵守事項の

クセス制御を行うことができな

当該情報システムに保存される

統合

い情報システムについて、当該

情報の格付けと取扱制限の指示

情報システムに保存されること

内容に従って、必要なアクセス

となる情報の格付け及び取扱制

制御の設定をすること。

限に従って、アクセス制御を行
うこと。

225

2.1.1.2(2)(a)

解説：共有ファイルサーバのア

4.1.2(2)(a)

解説：情報システムに行政事務

解説

クセス制御のように、情報シス

解説

従事者自らがアクセス制御設定

テムを行政事務従事者が利用す

を行う機能が装備されている場

る際に、自らがアクセス制御を

合には、行政事務従事者は、当

行うことができない場合、情報

該情報の格付けと取扱制限の指

システムの導入時及び運用時に

示内容に従って、必要なアクセ

アクセス制御を行うことを求め

ス制御の設定を行うことを求め
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
た事項である。例えば、要機密

る事項である。例えば、要機密

情報であれば、不適当な者から

情報であれば、不適当な者から

参照されないよう、読み取り制

参照されないよう、読取制限の

限の属性を付与し、完全性２情

属性を付与し、完全性２情報で

報であれば、不適当な者から変

あれば、不適当な者から変更さ

更されないよう、上書き禁止の

れないよう、上書き禁止の属性

属性を付与することがこれに当

を付与することがこれに当た

たる。

る。

また、行政事務従事者自らがア

ただし、複製禁止の取扱制限が

クセス制御を行うことが出来る

されていたとしても、情報シス

場合、1.3.1.3(1)(a)の規程に基づ

テムに複製禁止とする機能がな

き対策を行うこと。

ければ、そのアクセス制御の設
定をすることはできない。その
場合には、情報システムが備え
ていない機能については、行政
事務従事者が取扱上注意するこ
とで、その指示を遵守すること
になる。

2.1.1.3(2)(k)

解説：識別コードの付与に係る

4.1.3(2)(k)

解説：識別コードの付与に係る

表現の適正

解説

記録は将来の障害・事故等の原

解説

記録は将来の障害等の原因調査

化

226

227

因調査に備えて、不用意に消去

に備えて、不用意に消去しない

しないことを求める事項であ

ことを求める事項である。その

る。その情報システムへの将来

情報システムへの将来の調査が

の調査が不要になったものにつ

不要になったものについては、

いては、消去することになるが、

消去することになるが、その場

その場合には、適切な承認を得

合には、適切な承認を得た上で

た上で消去しなければならな

消去しなければならない。情報

い。情報システムの関係者だけ

システムの関係者だけの判断

の判断で、識別コードをどの主

で、識別コードをどの主体に付

体に付与したかを知るための記

与したかを知るための記録を消

録を消去してはならない。

去してはならない。

2.1.1.3(3)(b)

解説：不正使用の報告を受けた

4.1.3(3)(b)

解説：不正使用の報告を受けた

表現の適正

解説

場合には、他の基準項目で定め

解説

場合には、他の基準項目で定め

化

られている障害・事故等の対処

られている障害等の対処に係る
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No.

第4版

第4版

遵守事項

2.1.1.4(3)(a)

228

第3版

第3版

変更点

遵守事項
に係る遵守事項とともに、本事

遵守事項とともに、本事項の対

項の対処を実施する。

処を実施する。

不正使用による被害が甚大であ

不正使用による被害が甚大であ

ると予想される場合には、すべ

ると予想される場合には、すべ

ての使用を停止した上で、状況

ての使用を停止した上で、状況

把握、原因特定及び証拠保全の

把握、原因特定及び証拠保全の

ためにバックアップを取得すべ

ためにバックアップを取得すべ

きである。その後、不正使用に

きである。その後、不正使用に

対する対策を講じた上で、使用

対する対策を講じた上で、使用

を再開する場合には、改めて主

を再開する場合には、改めて主

体認証情報を再発行すべきであ

体認証情報を再発行すべきであ

る。

る。

情報システムセキュリティ責任

4.1.4(3)(a)

情報セキュリティ責任者又は情

主語の変更

者は、証跡を取得する必要があ

報システムセキュリティ責任者

遵守事項の

ると認めた情報システムにおい

は、証跡を取得する必要がある

修正

ては、取得した証跡を定期的に

と認めた情報システムにおいて

又は適宜点検及び分析し、その

は、取得した証跡を定期的に又

結果に応じて必要な情報セキュ

は適宜点検及び分析し、その結

リティ対策を講じ、又は情報セ

果に応じて必要な情報セキュリ

キュリティ責任者に報告するこ

ティ対策を講じ、又はそれぞれ

と。

統括情報セキュリティ責任者若
しくは情報セキュリティ責任者
に報告すること。

2.1.1.4(4)(a)

229

情報システムセキュリティ責任

4.1.4(4)(a)

情報セキュリティ責任者又は情

主語の変更

者は、証跡を取得する必要があ

報システムセキュリティ責任者

遵守事項の

ると認めた情報システムにおい

は、証跡を取得する必要がある

修正

ては、情報システムセキュリテ

と認めた情報システムにおいて

ィ管理者及び利用者等に対し

は、情報システムセキュリティ

て、証跡の取得、保存、点検及

管理者及び利用者等に対して、

び分析を行う可能性があること

証跡の取得、保存、点検及び分

をあらかじめ説明すること。

析を行う可能性があることをあ
らかじめ説明すること。

230

2.1.1.5(1)(b)

解説：保証のための対策を行う

4.1.5(1)(b)

解説：保証のための対策を行う

解説

必要性があると認めた場合に、

解説

必要性があると認めた場合に、

-79-

解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

遵守事項
保証のための機能を情報システ

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事項で

ムに設けることを求める事項で

ある。

ある。

保証のための機能とは、2.1.1.1

保証のための機能とは、4.1.1〜

〜2.1.1.4 で示した遵守事項に限

4.1.4 で示した遵守事項に限らな

らない情報及び情報システムの

い情報及び情報システムの安全

安全性をより確実にするための

性をより確実にするための機能

機能のことをいう。これには大

のことをいう。これには大きく

きく分けて以下の２つのものが

分けて以下の２つのものがあ

ある。

る。

（ア）2.1.1.1〜2.1.1.4 の機能と

（ア）4.1.1〜4.1.4 の機能とは異

は異なる観点での保護を高める

なる観点での保護を高めるため

ための機能：

の機能：

2.1.1.1〜2.1.1.4 の機能は、主と

4.1.1〜4.1.4 の機能は、主として

して情報及び情報システムの機

情報及び情報システムの機密

密性、完全性及び可用性を保護

性、完全性及び可用性を保護す

することを目的とした機能であ

ることを目的とした機能であ

る。これに加えて、情報及び情

る。これに加えて、情報及び情

報システムの真正性

報システムの真正性

（Authenticity）、否認不能性

（Authenticity）、否認不能性

（Non-Repudiation）を保護する

（Non-Repudiation）を保護する

ための機能等を設けることの必

ための機能等を設けることの必

要性を、対象とする情報及び情

要性を、対象とする情報及び情

報システムに対して検討し、必

報システムに対して検討し、必

要な措置を講ずることによっ

要な措置を講ずることによっ

て、安全性をより確実にするこ

て、安全性をより確実にするこ

とができる。

とができる。

（イ）2.1.1.1〜2.1.1.4 の機能及

（イ）4.1.1〜4.1.4 の機能及び

び上の（ア）の機能の動作が適

上の（ア）の機能の動作が適正

正であることを確認するための

であることを確認するための機

機能：

能：

2.1.1.1〜2.1.1.4 の機能及び上

4.1.1〜4.1.4 の機能及び上の

の（ア）の機能は情報及び情報

（ア）の機能は情報及び情報シ

システムを保護するための機能

ステムを保護するための機能と

-80-

変更点

No.

第4版

第4版

遵守事項

2.1.1.6
趣旨

231

第3版

第3版

変更点

遵守事項
といえる。それに対して（イ）

いえる。それに対して（イ）は、

は、それらの機能を監視して、

それらの機能を監視して、異常

異常やその兆候を検知し、検知

やその兆候を検知し、検知され

された問題を解決する対処をす

た問題を解決する対処をするこ

ることによって、それらの機能

とによって、それらの機能の回

の回復に備えるための機能等で

復に備えるための機能等であ

ある。これらの機能を設けるこ

る。これらの機能を設けること

との必要性を、対象とする情報

の必要性を、対象とする情報及

及び情報システムに対して検討

び情報システムに対して検討

し、必要な措置を講ずることに

し、必要な措置を講ずることに

よって、安全性をより確実にす

よって、安全性をより確実にす

ることができる。

ることができる。

また、保証のための機能は、主

また、保証のための機能は、主

体認証機能等の各項のような個

体認証機能等の各項のような個

別のものではなく、複数の機能

別のものではなく、複数の機能

であったり、それら複数のもの

であったり、それら複数のもの

を組み合わせた機能であったり

を組み合わせた機能であったり

する場合もある。情報セキュリ

する場合もある。情報セキュリ

ティをより高めるために必要と

ティをより高めるために必要と

なる機能を設けることで本項の

なる機能を設けることで本項の

遵守事項を達成することができ

遵守事項を達成することができ

る。

る。

情報システムの利用において

4.1.6

情報システムの利用において

は、当該情報システムで取り扱

趣旨

は、当該情報システムで取り扱

う情報の漏えいや改ざん等を防

う情報の漏えいや改ざん等を防

ぐために、情報の暗号化及び電

ぐために、情報の暗号化及び電

子署名が有効とされている。こ

子署名の付与が有効とされてい

の際、予め定めた暗号アルゴリ

る。なお、暗号化及び電子署名

ズム及び方法に基づき、暗号及

の付与のアルゴリズム、方法、

び電子署名を適切な状況で利用

鍵管理、鍵保存並びに鍵バック

する必要がある。

アップについては、様々な選択

これらのことを勘案し、本項で

肢があり得ることから、行政事

は、暗号化及び電子署名に関す

務従事者による個別判断で選択

る対策基準を定める。

されることのないよう、府省庁
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趣旨の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
で標準となる方式を定めること
が重要である。
これらのことを勘案し、本項で
は、暗号化及び電子署名の付与
に関する対策基準を定める。

232

2.1.1.6(1)

暗号化機能及び電子署名機能の

4.1.6(2)

暗号化機能及び電子署名の付与

遵守事項の

機能の導入

修正

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

者は、要保全情報を取り扱う情

者は、要保全情報を取り扱う情

修正

報システムについて、電子署名

報システムについて、電子署名

の付与及び検証を行う機能を付

の付与を行う機能を付加する必

加する必要性の有無を検討する

要性の有無を検討すること。

導入
2.1.1.6(1)(c)

233

情報システムセキュリティ責任

4.1.6(2)(c)

こと。
2.1.1.6(1)(c)

解説：電子署名の付与及び検証

4.1.6(2)(c)

解説：電子署名の付与を行う機

解説

を行う機能を情報システムに付

解説

能を情報システムに付加する前

234

加する前提として、情報システ

提として、情報システムセキュ

ムセキュリティ責任者は、各情

リティ責任者は、各情報システ

報システムについて、取り扱う

ムについて、取り扱う情報の完

情報の完全性及び情報提供者の

全性の程度から電子署名の付与

真正性確認の程度から電子署名

を行う機能を付加する必要性の

の付与及び検証を行う機能を付

有無を検討しなければならな

加する必要性の有無を検討しな

い。

解説の修正

ければならない。
2.1.1.6(1)(d)

235

情報システムセキュリティ責任

4.1.6(2)(ｄ)

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

者は、電子署名の付与又は検証

者は、電子署名の付与を行う必

修正

を行う必要があると認めた情報

要があると認めた情報システム

システムには、電子署名の付与

には、電子署名の付与を行う機

又は検証を行う機能を設けるこ

能を設けること。

と。

236

2.1.1.6(1)(d)

解説：情報の完全性及び情報提

4.1.6(2)(d)

解説：情報の完全性の程度から

解説

供者の真正性確認の程度から電

解説

電子署名の付与を行う機能を付

子署名の付与又は検証を行う機

加する必要性が認められる場合

能を付加する必要性が認められ

に、当該機能を情報システムに

る場合に、当該機能を情報シス

設けることを求める事項であ
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解説の修正

No.

第4版

第4版

第3版

変更点

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

者は、暗号化又は電子署名の付

者は、暗号化又は電子署名の付

修正

与又は検証を行う必要があると

与を行う必要があると認めた情

認めた情報システムにおいて、

報システムにおいて、暗号モジ

暗号モジュールを、交換ができ

ュールを、交換ができるように

るようにコンポーネント化して

コンポーネント化して構成する

構成すること。

こと。

遵守事項

第3版
遵守事項

テムに設けることを求める事項

る。

である。
2.1.1.6(1)(e)

237

2.1.1.6(1)(f)

238

2.1.1.6(1)(g)

239

240

情報システムセキュリティ責任

情報システムセキュリティ責任

4.1.6(2)(e)

4.1.6(2)(f)

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

者は、暗号化又は電子署名の付

者は、暗号化又は電子署名の付

修正

与又は検証を行う必要があると

与を行う必要があると認めた情

認めた情報システムにおいて、

報システムにおいて、複数のア

複数のアルゴリズムを選択可能

ルゴリズムを選択可能とするこ

とすること。

と。

情報システムセキュリティ責任

4.1.6(2)(g)

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

者は、暗号化又は電子署名の付

者は、暗号化又は電子署名の付

修正

与又は検証を行う必要があると

与を行う必要があると認めた情

認めた情報システムにおいて、

報システムにおいて、選択した

選択したアルゴリズムがソフト

アルゴリズムがソフトウェア及

ウェア及びハードウェアへ適切

びハードウェアへ適切に実装さ

に実装され、暗号化された情報

れ、暗号化された情報の復号又

の復号又は電子署名の付与に用

は電子署名の付与に用いる鍵及

いる鍵及び主体認証情報等が安

び主体認証情報等が安全に保護

全に保護された製品を使用する

された製品を使用するため、暗

ため、暗号モジュール試験及び

号モジュール試験及び認証制度

認証制度に基づく認証を取得し

に基づく認証を取得している製

ている製品を選択すること。

品を選択すること。

2.1.1.6(1)(h)

解説：暗号化された情報の復号

4.1.6(2)(h)

解説：暗号化された情報の復号

解説

又は電子署名の付与に用いる鍵

解説

又は電子署名の付与に用いる鍵

について、技術的な対策等に加

について、技術的な対策等に加

え、物理的対策を講ずることを

え、物理的対策を講ずることを

求める事項である。鍵を格納す

求める事項である。鍵を格納す

る電磁的記録媒体が盗難され、

る電磁的記録媒体が盗難され、
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
鍵が開封される等しても、鍵情

鍵が開封される等しても、鍵情

報が外部へ漏えいしない仕組み

報が外部へ漏えいしない仕組み

が必要である。

が必要である。

この場合、耐タンパー性を有す
るとは、例えば、ISO/IEC 19790
第 5 章の規定に照らし合わせる
と、他のセキュリティ対策との
組み合わせによりレベル２以上
を選択することが可能である
が、他の組み合わせがない場合、
レベル３以上が相当する。

241

2.1.1.6(2)

2.1.1.6(2)(b)

242

2.1.2.1(1)(a)

243

暗号化及び電子署名に係る管理

4.1.6(3)

暗号化及び電子署名の付与に係

遵守事項の

る管理

修正

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

者は、暗号化又は電子署名の付

者は、暗号化又は電子署名の付

修正

与又は検証を行う必要があると

与を行う必要があると認めた場

認めた場合、当該情報システム

合、当該情報システムにおいて

において選択されたアルゴリズ

選択されたアルゴリズムの危殆

ムの危殆化に関する情報を適宜

化に関する情報を適宜入手する

入手すること。

こと。

情報システムセキュリティ責任

情報システムセキュリティ責任

4.1.6(3)(b)

4.2.1(1)(b)

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

者は、電子計算機及び通信回線

者は、電子計算機及び通信回線

統合

装置（公開されたセキュリティ

装置の設置又は運用開始時に、

ホールの情報がない電子計算機

当該機器上で利用するソフトウ

及び通信回線装置を除く。以下

ェアに関連する公開されたセキ

この項において同じ。）の設置又

ュリティホールの対策を実施す

は運用開始時に、当該機器上で

ること。

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。
2.1.2.2(1)(c)

244

情報システムセキュリティ責任

4.2.2(1)(d)

情報システムセキュリティ責任

表現の適正

者は、想定される不正プログラ

者は、想定される不正プログラ

化

ムの感染経路において、複数の

ムの感染経路において、異なる

種類のアンチウイルスソフトウ

業者のアンチウイルスソフトウ
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

遵守事項
ェア等を組み合わせ、導入する

ェア等を組み合わせ、導入する

こと。

こと。

2.1.2.2(1)(c)

解説：複数の種類のアンチウイ

4.2.2(1)(d)

解説：複数の業者のアンチウイ

解説

ルスソフトウェア等を導入する

解説

ルスソフトウェア等を導入する

245

2.1.2.2(2)(b)

246

変更点

ことにより効果的な不正プログ

ことにより効果的な不正プログ

ラム対策の実施を求める事項で

ラム対策の実施を求める事項で

ある。

ある。

アンチウイルスソフトウェア等

アンチウイルスソフトウェア等

は、製品ごとに不正プログラム

は、製品ごとに不正プログラム

定義ファイルの提供時期及び種

定義ファイルの提供時期及び種

類が異なる。また、これらは現

類が異なる。また、これらは現

存するすべての不正プログラム

存するすべての不正プログラム

を検知及び除去できるとは限ら

を検知及び除去できるとは限ら

ず、アンチウイルスソフトウェ

ず、アンチウイルスソフトウェ

ア等の不具合により不正プログ

ア等の不具合により不正プログ

ラムの検知又は除去に失敗する

ラムの検知又は除去に失敗する

危険性もある。このことから、

危険性もある。このことから、

不正プログラムによる被害が発

不正プログラムによる被害が発

生する可能性を低減させるた

生する可能性を低減させるた

め、感染経路において異なる製

め、感染経路において複数の製

品や技術を組み合わせ、どれか

品や技術を組み合わせ、どれか

１つの不具合で、その環境のす

１つの不具合で、その環境のす

べてが不正プログラムの被害を

べてが不正プログラムの被害を

受けることのないようにする必

受けることのないようにする必

要がある。

要がある。

情報システムセキュリティ責任

4.2.2(2)(h)

解説の修正

情報セキュリティ責任者は、不

主語の変更

者は、不正プログラム対策の状

正プログラム対策の状況を適宜

遵守事項の

況を適宜把握し、その見直しを

把握し、その見直しを行うこと。 統合

行うこと。

247

2.1.2.2(2)(b)

解説：1.5.2.7(1)(a)の規定による

4.2.2(2)(h)

解説：不正プログラム対策状況

解説

統括情報セキュリティ責任者が

解説

を適宜把握し、問題点が発見さ

整備する規程に基づいた対策の

れた場合は改善することを求め

状況及び本項の対策の状況を適

る事項である。

宜把握し、問題点が発見された
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

解説の修正

遵守事項
場合は改善することを求める事
項である。

2.2.1.1(1)(a)

解説：安全区域への不審者の立

5.1.1(1)(a)

解説：安全区域への不審者の立

解説

入りを防止し、安全区域のセキ

解説

入りを防止し、安全区域のセキ

248

ュリティを確保するための事項

ュリティを確保するための事項

である。

である。

措置としては、身分を確認でき

措置としては、身分を確認でき

る物の提示の義務化、安全区域

る物の提示の義務化、安全区域

の所在の表示の制限等が挙げら

の所在の表示の制限等が挙げら

れる。

れる。

なお、本項のすべての遵守事項
において、庁舎等の施設全体で
対策が実施されている遵守事項
がある場合には、当該対策を更
に居室等毎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。
2.2.1.1(1)(c)

249

情報システムセキュリティ責任

5.1.1(1)(c)

情報システムセキュリティ責任

表現の適正

者は、安全区域へ立ち入る者が

者は、安全区域へ立ち入る者の

化

立入りを許可された者であるか

主体認証を行うための措置を講

の確認を行うための措置を講ず

ずること。

ること。

250

2.2.1.1(1)(c)

解説：安全区域へ立ち入る者が

5.1.1(1)(c)

解説：安全区域へ立ち入る者の

表現の適正

解説

立入りを許可された者であるか

解説

主体認証を実施することで、許

化

の確認を実施することで、許可

可されていない者の立入りを排

されていない者の立入りを排除

除するための事項である。

するための事項である。

なお、主体認証を行う機能を設

なお、立入りを許可された者で

けた場合は、立ち入る者の主体

あるかの確認のために主体認証

認証情報の管理に関する規定の

を行う機能を設けた場合は、立

整備、当該主体認証情報の読取

ち入る者の主体認証情報の管理

防止のための措置を講ずること

に関する規定の整備、当該主体

等が望ましい。

認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。
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No.

第4版

第4版

第3版

変更点

情報システムセキュリティ責任

表現の適正

者は、安全区域から退出する者

者は、安全区域から退出する者

化

が立入りを許可された者である

の主体認証を行うための措置を

かの確認を行うための措置を講

講ずること。

遵守事項
2.2.1.1(1)(d)

251

第3版
遵守事項

情報システムセキュリティ責任

5.1.1(1)(d)

ずること。
2.2.1.1(1)(e)

252

情報システムセキュリティ責任

5.1.1(1)(e)

情報システムセキュリティ責任

表現の適正

者は、立入りを許可された者が、

者は、主体認証を経た者が、主

化

立入りを許可されていない者を

体認証を経ていない者を安全区

安全区域へ立ち入らせ、及び安

域へ立ち入らせ、及び安全区域

全区域から退出させない措置を

から退出させない措置を講ずる

講ずること。

こと。

2.2.1.1(1)(e)

解説：安全区域の立入り及び退

5.1.1(1)(e)

解説：安全区域の立入り及び退

表現の適正

解説

出時に立入りを許可された者で

解説

出時における主体認証を確実に

化

253

あるかどうかの確認を確実に実

実施するための事項である。

施するための事項である。

対策としては、１人ずつでない

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

と立入り及び退出が不可能な設

備の利用、警備員の配置による

備の利用、警備員の配置による

目視確認等が挙げられる。

目視確認等が挙げられる。
2.2.1.1(1)(f)

254

2.2.1.1(1)(g)

255

情報システムセキュリティ責任

5.1.1(1)(f)

情報システムセキュリティ責任

表現の適正

者は、安全区域へ継続的に立ち

者は、安全区域へ継続的に立ち

化

入る者を許可する手続を整備す

入る者を承認する手続を整備す

ること。また、その者の氏名、

ること。また、その者の氏名、

所属、立入許可日、立入期間及

所属、立入承認日、立入期間及

び許可事由を含む事項を記載す

び承認事由を含む事項を記載す

るための文書を整備すること。

るための文書を整備すること。

情報システムセキュリティ責任

5.1.1(1)(g)

情報システムセキュリティ責任

表現の適正

者は、安全区域へ立入りを許可

者は、安全区域へ立入りが承認

化

された者に変更がある場合に

された者に変更がある場合に

は、当該変更の内容を前事項の

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、

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

当該変更の記録を保存するこ

と。

と。
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

変更点

解説の修正

遵守事項

2.2.1.1(2)(d)

解説：訪問者が許可されていな

5.1.1(2)(d)

解説：訪問者が許可されていな

解説

い区域へ立ち入らないようにす

解説

い区域へ立ち入らないようにす

256

2.2.1.1(2)(f)

257

ることを求める事項である。措

ることを求める事項である。訪

置の例としては、扉を施錠し許

問者に主体認証情報格納装置は

可された者のみが開閉可能にす

貸与しない又は貸与する場合に

ることや警備員による訪問者の

は最小限の権限を持った装置と

確認等の方法が挙げられる。

する方法等が挙げられる。

情報システムセキュリティ責任

5.1.1(2)(f)

情報システムセキュリティ責任

表現の適正

者は、訪問者と継続的に立入り

者は、訪問者と継続的に立入り

化

を許可された者とを外見上判断

が許可された者とを外見上判断

できる措置を講ずること。

できる措置を講ずること。

2.2.1.1(2)(f)

解説：継続的に立入りを許可さ

5.1.1(2)(f)

解説：継続的に立入りが許可さ

表現の適正

解説

れた者と訪問者を区別するため

解説

れた者と訪問者を区別するため

化

258

259

第3版

の事項である。

の事項である。

これにより、許可されていない

これにより、許可されていない

区域への訪問者の立入りが検知

区域への訪問者の立入りが検知

できる。対策としては、訪問者

できる。対策としては、訪問者

用の入館カードを作成し掲示を

用の入館カードを作成し掲示を

求める、訪問者の入館カード用

求める、訪問者の入館カード用

ストラップの色を変える等が挙

ストラップの色を変える等が挙

げられる。貸与した物は、訪問

げられる。貸与した物は、訪問

者の退出時に回収する必要があ

者の退出時に回収する必要があ

る。

る。

2.2.1.1(3)(d)

解説：行政事務従事者の離席時

5.1.1(3)(d)

解説：行政事務従事者の離席時

表現の適正

解説

に、電子計算機及び通信回線装

解説

に、電子計算機及び通信回線装

化

置を第三者による不正操作から

置を第三者による不正操作から

保護するための事項である。

保護するための事項である。

対策としては、スクリーンのロ

対策としては、スクリーンのロ

ック等が挙げられる。スクリー

ック等が挙げられる。スクリー

ンのロックについては、設定を

ンのロックについては、設定を

義務付けるだけでなく、一定時

義務付けるだけでなく、一定時

間操作がないと自動的にロック

間操作がないと自動的にロック

する仕組み又は電子計算機のロ

する仕組み又は電子計算機のロ

グインに利用する主体認証情報

グインに利用する主体認証情報
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No.

第4版

第4版

遵守事項

2.2.1.1(4)(b)

260

2.2.2.1(1)(a)

261

第3版

第3版

変更点

遵守事項
格納装置を事務室への立入りの

格納装置を事務室の主体認証に

許可の確認にも利用する方法等

も利用する方法等が挙げられ

が挙げられる。

る。

行政事務従事者は、情報システ

5.1.1(4)(b)

行政事務従事者は、情報システ

表現の適正

ムセキュリティ責任者の許可を

ムセキュリティ責任者の承認を

化

得た上で、要保護情報を取り扱

得た上で、要保護情報を取り扱

う情報システムに関連する物品

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

の安全区域への持込み及び安全

区域からの持出しを行うこと。

区域からの持出しを行うこと。

情報システムセキュリティ責任

5.2.1(1)(c)

情報システムセキュリティ責任

表現の適正

者は、要安定情報を取り扱う電

者は、要安定情報を取り扱う電

化

子計算機については、当該電子

子計算機については、当該電子

計算機に求められるシステム性

計算機に求められるシステム性

能を将来の見通しを含め検討

能を発揮できる能力を、将来の

し、確保すること。

見通しを含め検討し、確保する
こと。

2.2.2.1(1)(a)

解説：通常の運用において十分

5.2.1(1)(c)

解説：通常の運用において十分

表現の適正

解説

な性能を確保することを求める

解説

な能力を確保することを求める

化

262

263

事項である。

事項である。

例えば、電子計算機の負荷に関

例えば、電子計算機の負荷に関

して事前に見積もり、試験等を

して事前に見積もり、試験等を

実施し、必要となる処理能力及

実施し、必要となる処理能力及

び容量を想定し、それを備える

び容量を想定し、それを備える

必要がある。また、将来にわた

必要がある。また、将来にわた

っても十分な性能を確保できる

っても十分な性能を確保できる

ように、拡張性や余裕を持たせ

ように、拡張性や余裕を持たせ

ておく必要がある。

ておく必要がある。

2.2.2.1(1)(b)

解説：電子計算機が設置される

5.2.1(1)(i)

解説：電子計算機が設置される

表現の適正

解説

物理的環境における脅威への対

解説

物理的環境における脅威への対

化

策を求める事項である。

策を求める事項である。

人為的な脅威としては建物内へ

人為的な脅威としては建物内へ

の侵入、部外者による操作、失

の侵入、利用者による誤操作、

火による火災又は停電等があ

失火による火災又は停電等があ

り、環境的脅威としては地震、

り、環境的脅威としては地震、
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
落雷又は風水害等がある。その

落雷又は風水害等がある。その

ため、物理的な隔離、入退者の

ため、物理的な隔離、入退者の

主体認証装置、消火設備、耐震

主体認証装置、消火設備、耐震

設備又は無停電電源装置等を利

設備又は無停電電源装置等を利

用する必要がある。

用する必要がある。

2.2.2.1(1)(c)

解説：障害・事故等が発生した

5.2.1(1)(j)

解説：障害等が発生した場合、

表現の適正

解説

場合、サービスを提供する電子

解説

サービスを提供する電子計算機

化

264

計算機を代替電子計算機に切り

を代替電子計算機に切り替える

替えること等により、サービス

こと等により、サービスが中断

が中断しないように、情報シス

しないように、情報システムを

テムを構成することを求める事

構成することを求める事項であ

項である。災害等を想定して冗

る。災害等を想定して冗長構成

長構成にする場合には、電子計

にする場合には、電子計算機を

算機を遠隔地に設置することが

遠隔地に設置することが望まし

望ましい。

い。

2.2.2.1(2)(a)

解説：電子計算機を業務目的以

5.2.1(2)(c)

解説：電子計算機を業務目的以

解説

外に利用することを禁止する事

解説

外に利用することを禁止する事

項である。例えば、悪意のある

解説の修正

項である。

ウェブサイトを閲覧することに

265

よって、不正プログラムを感染
させられてしまうことから回避
するため、業務目的外でのウェ
ブサイトの閲覧を禁止すること
等が求められる。
2.2.2.2(1)(d)

266

267

情報システムセキュリティ責任

5.2.2(1)(d)

情報システムセキュリティ責任

表現の適正

者は、要機密情報を取り扱うモ

者は、要機密情報を取り扱うモ

化

バイル PC については、電磁的記

バイル PC については、電磁的記

録媒体に保存される情報の暗号

録媒体に保存される情報の暗号

化を行う機能を設けること。

化を行う機能を付加すること。

2.2.2.3(1)(c)

解説：不要なサーバアプリケー

5.2.3(1)(c)

解説：不要なサーバアプリケー

解説

ションの停止及び不要な機能の

解説

ションの停止及び不要な機能の

無効化により、サーバ装置から

無効化により、サーバ装置から

潜在的な脅威を排除するための

潜在的な脅威を排除するための

事項である。なお、ソフトウェ

事項である。
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解説の修正

No.

第4版

第4版

第3版

変更点

情報システムセキュリティ管理

遵守事項の

者は、要安定情報を取り扱うサ

者は、要安定情報を取り扱うサ

修正

ーバ装置の内、サービス提供に

ーバ装置について、サービス提

必要なサーバ装置については、

供に必要なサーバ装置の負荷を

負荷を複数のサーバ装置に分散

複数のサーバ装置に分散するこ

又はサーバ装置を冗長構成とす

と。

遵守事項

第3版
遵守事項

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。
2.2.2.3(1)(e)

268

情報システムセキュリティ管理

5.2.3(2)(h)

ること。
2.2.2.3(1)(e)

解説：障害や過度のアクセス等

5.2.3(2)(h)

解説：障害や過度のアクセス等

解説

によりサービスが提供できない

解説

によりサービスが提供できない

269

事態となることを防ぐため、複

事態となることを防ぐため、複

数のサーバ装置による負荷分

数のサーバ装置による負荷分

散、負荷分散装置の設置、DNS

散、負荷分散装置の設置、DNS

による負荷分散又は冗長構成等

による負荷分散等の実施を求め

の実施を求める事項である。

る事項である。

2.2.2.3(2)(e)

解説：サーバ装置上での不正行

5.2.3(2)(f)

解説：サーバ装置上での不正行

解説

為及び不正利用を監視するため

解説

為及び不正利用を監視するため

270

の事項である。

の事項である。

「セキュリティ状態を監視」す

「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

るとは、サーバ装置上での不正

な行為及び要機密情報への不正

な行為及び要機密情報への不正

なアクセス等の発生を監視する

なアクセス等の発生を監視する

ことである。監視の方法として

ことである。監視の方法として

は、アクセスログを定期的に確

は、侵入検知システム、アンチ

認することや、侵入検知システ

ウイルスソフト又はファイル完

ム、アンチウイルスソフト又は

全性チェックツール等が利用で

ファイル完全性チェックツール

きる。

解説の修正

解説の修正

等を利用することができる。
2.2.3.1(1)(b)

（削除）

5.3.2(1)(b)

271

【強化遵守事項】

強化遵守事
項から基本
遵守事項に
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
修正

2.2.3.1(2)(a)

解説：各府省庁が運営し、又は

5.3.2(2)(a)

解説：各府省庁が運営し、又は

解説

外部委託した電子メールサーバ

解説

外部委託した電子メールサーバ

272

により提供される電子メールサ

により提供される電子メールサ

ービス以外の電子メールサービ

ービス以外の電子メールサービ

ス（以下「各府省庁以外の電子

スを、業務遂行に係る情報を含

メールサービス」という。）を、

む電子メールの送受信に利用す

業務遂行に係る情報を含む電子

ることを禁ずる事項である。な

メールの送受信に利用すること

お、上記の「送受信」には電子

を禁ずる事項である。なお、上

メールの「転送」が含まれてい

記の「送受信」には電子メール

る。したがって、私的に契約し

の「転送」が含まれている。し

た電子メールサービスの電子メ

たがって、各府省庁以外の電子

ールアドレスに業務遂行に係る

メールサービスの電子メールア

情報を含む電子メールを転送す

ドレスに業務遂行に係る情報を

ることは、許可を得ている場合

含む電子メールを転送すること

を除き、認められない。特に自

は、許可を得ている場合を除き、

動転送については当該電子メー

認められない。特に自動転送に

ルに含まれる情報の格付けにか

ついては当該電子メールに含ま

かわらず行われるため、要機密

れる情報の格付け及び取扱制限

情報の移送についての遵守事項

にかかわらず行われるため、要

に背反しないようにも留意する

機密情報の移送についての遵守

必要がある。

解説の修正

事項に背反しないようにも留意
する必要がある。
2.2.3.1(2)(b)

273

行政事務従事者は、受信した電

5.3.2(2)(b)

行政事務従事者は、受信した電

遵守事項の

子メールにより、スクリプトが

子メールを電子メールクライア

修正

電子計算機で実行されないよう

ントにおいてテキストとして表

に電子メールの内容を表示させ

示すること。

ること。

274

2.2.3.1(2)(b)

解説：例えば HTML メールの表

5.3.2(2)(b)

解説：HTML メールの表示によ

解説

示により、偽のホームページに

解説

り、偽のホームページに誘導す

誘導するために表示が偽装され

るために表示が偽装されるこ

ること、意図しないファイルが

と、意図しないファイルが外部

外部から取り込まれること等の

から取り込まれること及び不正
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解説の修正

No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

遵守事項
不正なスクリプトが実行される

なスクリプトが実行されること

ことを防ぐことを定めた事項で

等を防ぐことを定めた事項であ

ある。

る。

「スクリプト」とは、ここでは

なお、
「テキスト」には、リッチ

JavaScript 等の電子計算機にて

テキストが含まれる。また、本

簡易的に実行することができる

項は、端末等にインストールさ

プログラムをいう。

れる電子メールクライアントを

｢スクリプトが電子計算機で実

対象としているため、ウェブブ

行されないように表示させる｣

ラウザにより読み書きする電子

とは、表示をテキスト形式のみ

メール（いわゆるウェブメール）

に設定して表示することや端末

は対象外となる。しかしながら、

でスクリプトの実行を禁止され

ウェブメールにおいても、同様

た情報システムを用いて表示す

の脅威が想定されることから、

ることが挙げられる。

テキスト表示の設定が不可能な

そのため、情報システムの管理

ウェブメールは利用しないこと

者により、行政事務従事者が使

が望ましい。

用する電子メールクライアント
の設定が上述のとおり適切に行
われ、かつ、行政事務従事者が
電子メールクライアントの設定
を勝手に変更しないよう制限す
ることにより対策を実施するこ
とも考えられる。
なお、本項は、スクリプトが電
子計算機で実行されないのであ
れば、電子メールの文字装飾や
画像の表示を禁止するものでは
ない。
また、本項は、端末等にインス
トールされる電子メールクライ
アントを対象としているため、
ウェブブラウザにより読み書き
する電子メール（いわゆるウェ
ブメール）は対象外となる。
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変更点

No.

第4版

第4版

第3版

変更点

情報システムセキュリティ責任

表現の適正

者は、要機密情報を取り扱う情

者は、要機密情報を取り扱う情

化

報システムについては、ウェブ

報システムについては、ウェブ

サーバを用いて提供するサービ

サーバを用いて提供するサービ

スにおいて、通信の盗聴から保

スにおいて、通信の盗聴から保

護すべき情報を特定し、暗号化

護すべき情報を特定し、暗号化

を行う必要性の有無を検討し、

を行う必要性の有無を検討し、

必要があると認めたときは、情

必要があると認めたときは、情

報を暗号化する機能を設けるこ

報を暗号化すること。

遵守事項
2.2.3.2(1)(c)

275

第3版
遵守事項

情報システムセキュリティ責任

5.3.3(1)(c)

と。
2.2.3.2(2)(a)

276

行政事務従事者は、情報セキュ

遵守事項の

リティの確保がなされるよう適

追加

切にウェブクライアントのセキ
ュリティ設定をすること。
2.2.3.2(2)(a)

解説：行政事務従事者が意図し

解説

ない悪意のあるソフトウェアが

解説の追加

電子計算機において実行される
こと等により、情報が漏えいし
てしまうことや他の電子計算機
を攻撃してしまうこと等を防止
するため、ウェブクライアント
のセキュリティ設定を適切に行
うことを求める事項である。

277

具体的には、閲覧するホームペ
ージの信頼性やウェブクライア
ントが動作する電子計算機にて
扱う情報の機密性等に応じて、
以下のようなセキュリティ設定
項目について適切な値を選択す
ること。
・ActiveX コントロールの実行
・JavaScript の実行
・Java の実行
・Cookie の保存

等
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
そのため、情報システムの管理
者がウェブクライアントのセキ
ュリティ設定を上述のとおり行
い、かつ、行政事務従事者が当
該設定を勝手に変更しないよう
制限することにより対策を実施
することも考えられる。

2.2.3.2(2)(c)

278

行政事務従事者は、閲覧してい

遵守事項の

るウェブサイトに表示されるフ

追加

ォームに要機密情報を入力して
送信する場合には、以下の事項
を確認すること。

279

2.2.3.2(2)(c)(ア)

送信内容が暗号化されること。

遵守事項の
追加

2.2.3.2(2)(c)(ア)

解説：主体認証情報等を入力し

解説

て送信する場合には、情報漏洩

解説の追加

を防止するため、ブラウザの鍵
アイコンの表示を確認する等に
より、SSL や TLS 等の暗号通信
が使用されていること等の手段
を限定することを求める事項で
ある。なお、
「閲覧しているウェ
ブサイトに表示されるフォーム

280

に要機密情報を入力して送信す
る場合」とは、例えばウェブメ
ールを使用する際に主体認証情
報等を入力すること等を指す。
なお、府省庁内の通信回線のみ
を使用しているウェブサイトの
場合、2.2.3.2(1)(c)にて情報シス
テムセキュリティ責任者が暗号
化を行う必要があると認めた情
報システムを利用する際には、
当該事項を確認する必要があ
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

遵守事項
る。

2.2.3.2(2)(c)(イ)

281

当該ウェブサイトが送信先とし

遵守事項の

て想定している組織のものであ

追加

ること。
2.2.3.2(2)(c)(イ)

解説：主体認証情報等を入力し

解説

て送信する場合には、サイト証

解説の追加

明書の内容から当該ウェブサイ
トが想定している組織のもので
あるかを確認することにより、
当該情報の送信先を限定するこ
とを求める事項である。なお、

282

ウェブサイトの閲覧時にサイト
証明書が適切でない旨の警告ダ
イアログが表示された場合に
は、当該ウェブサイトがなりす
ましに利用されている可能性が
ないかを確認することが必要で
ある。
2.2.3.3(1)(d)

283

284

情報システムセキュリティ責任

5.3.4(1)(d)

情報システムセキュリティ責任

表現の適正

者は、DNS のコンテンツサーバ

者は、DNS のコンテンツサーバ 化

において、府省庁内のみで使用

において、内部のみで使用する

する名前の解決を提供する場

名前の解決を提供する場合、当

合、当該情報が外部に漏えいし

該情報が外部に漏えいしないた

ないための措置を講ずること。

めの措置を講ずること。

2.2.4.1(1)(l)

解説：障害・事故等によりサー

解説

5.4.1(1)(q)

解説：障害等によりサービスを

表現の適正

ビスを提供できない状態が発生

提供できない状態が発生した場

化

した場合、サービスを提供する

合、サービスを提供する通信回

通信回線又は通信回線装置を代

線又は通信回線装置を代替回線

替回線又は代替通信回線装置に

又は代替通信回線装置に切り替

切り替えること等により、サー

えること等により、サービスが

ビスが中断しないように、情報

中断しないように、情報システ

システムを構成することを求め

ムを構成することを求める事項

る事項である。災害等を想定し

である。災害等を想定して冗長

て冗長構成にする場合には、被

構成にする場合には、被災時に
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No.

第4版

第4版

遵守事項

2.2.4.2(3)(b)

285

第3版

第3版

変更点

遵守事項
災時にも冗長構成のうち少なく

も冗長構成のうち少なくとも一

とも一系統が存続可能な構成に

系統が存続可能な構成にするこ

することが望ましい。

とが望ましい。

情報システムセキュリティ責任

5.4.2(3)(b)

情報システムセキュリティ責任

遵守事項の

者は、無線 LAN 環境を構築する

者は、無線 LAN 環境を構築する 修正

場合には、以下に挙げる事項を

場合には、以下に挙げる事項を

含む措置の必要性の有無を検討

含む措置の必要性の有無を検討

し、必要と認めたときは措置を

し、必要と認めたときは措置を

講ずること。この場合、要機密

講ずること。

情報を取り扱う無線 LAN 環境
については、通信内容の暗号化
を行う必要性があると判断する
こと。
2.2.4.2(3)(b)

解説：無線 LAN を利用して論理

5.4.2(3)(b)

解説

的な府省庁内通信回線を構築す

解説

的な府省庁内通信回線を構築す

る場合に、セキュリティを確保

る場合に、セキュリティを確保

することを求める事項である。

することを求める事項である。

なお、要機密情報を取り扱う無
線 LAN 環境については、通信内
容の暗号化を求めているが、
WEP（Wired Equivalent
Privacy）等は、比較的容易に解
読できるという脆弱性が報告さ

286

解説：無線 LAN を利用して論理 解説の修正

れており、また同様の問題が起
こる可能性があるため、最新の
情報に従い適切な方式や設定値
を選択すること。この場合、暗
号化については、暗号と電子署
名の標準手順に従わなければな
らない。
参考：総務省「国民のための情
報セキュリティサイト」
（http://www.soumu.go.jp/joho
_tsusin/security/index.htm）に
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No.

第4版

第4版

遵守事項

第3版

第3版

変更点

情報セキュリティ責任者は、府

主語の変更

遵守事項
て、
「企業・組織の情報管理担当者
の実践」のページにある、
「安全
な無線 LAN の利用」のページの
解説を適宜参照。

2.2.4.3(1)(b)

287

288

2.3.1

情報システムセキュリティ責任

5.4.3(1)(b)

者は、府省庁内通信回線を府省

省庁内通信回線を府省庁外通信

庁外通信回線と接続することに

回線と接続することにより情報

より情報システムのセキュリテ

システムのセキュリティが確保

ィが確保できないと判断した場

できないと判断した場合には、

合には、他の情報システムと共

他の情報システムと共有してい

有している府省庁内通信回線又

る府省庁内通信回線又は府省庁

は府省庁外通信回線から独立し

外通信回線から独立した通信回

た通信回線として府省庁内通信

線として府省庁内通信回線を構

回線を構築すること。

築すること。

その他

構成変更
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