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) (平成 21 年度修正)
新旧対照表
No.

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

21 年度修正)

第4版

第4版

変更点

遵守事項

遵守事項
1.1.1.2(2)(c)

1

2

本統一基準において「府省庁」 1.1.1.2(2)(c)

本統一基準において「府省庁」 適 用 対 象 範 囲 の

とは、内閣官房、内閣法制局、

とは、内閣官房、内閣法制局、 修正

人事院、内閣府、宮内庁、公

人事院、内閣府、宮内庁、公

正取引委員会、国家公安委員

正取引委員会、国家公安委員

会（警察庁）、金融庁、消費者

会（警察庁）
、金融庁、総務省、

庁、総務省、法務省、外務省、

法務省、外務省、財務省、文

財務省、文部科学省、厚生労

部科学省、厚生労働省、農林

働省、農林水産省、経済産業

水産省、経済産業省、国土交

省、国土交通省、環境省及び

通省、環境省及び防衛省をい

防衛省をいう。

う。

1.2.1.3(1)(b)

情報セキュリティ関係規程へ

1.2.1.3(1)(b)

情報セキュリティ関係規程へ

解説

の違反があった場合に、違反

解説

の重大な違反により機密性、

者及び当該規程の実施に責任

完全性、可用性が損なわれる

を持つ者を含む必要な者に対

等した情報及び情報システム

して、情報セキュリティを維

を回復するとともに、情報セ

持するために必要な措置を講

キュリティ対策の適切な実施

ずることを求める事項であ

を再度徹底するために、違反

る。重大な違反により、情報

者及び当該規定の実施に責任

が漏えい、滅失、き損し又は

を持つ者を含む必要な者に情

情報システムの利用に支障を

報セキュリティ維持のための

来した場合、問題の早期解決、

措置を講ずることを求める事

拡大防止の必要がある。例え

項である。違反により情報が

ば、情報セキュリティ関係規

漏えい、滅失、き損し又は情

程について再度周知する方法

報システムの利用に支障を来

が考えられる。

していれば、これを早急に解
決し、問題の拡大を防止する
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解説の修正

No.

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

21 年度修正)

第4版

第4版

変更点

遵守事項

遵守事項
必要がある。情報セキュリテ
ィ関係規程を知らずに違反を
犯したのであれば、違反者及
び当該規定の実施に責任を持
つ者を含む必要な者にこれを
知らせ、情報セキュリティを
維持するための措置を講じさ
せる必要がある。

3

1.2.2.2(1)(a)

また、「インシデント」とは、

1.2.2.2(1)(a)

解説

JIS Q 27002:2006（ISO/IEC

解説

17799:2005）におけるインシ

また、「インシデント」とは、 解説の修正
ISO/IEC 27002 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。
1.2.4.1(1)(c)

情報セキュリティ関係規程に

1.2.4.1(1)(c)

情報セキュリティ関係規程に

解説

課題及び問題点が認められる

解説

課題及び問題点が認められる

4

5

旨の相談を受けた場合に、そ

旨の相談を受けた場合に、そ

の是非を検討し、必要な措置

の是非を検討し、必要な措置

を講ずることを求める事項で

を講ずることを求める事項で

ある。例えば、行政事務従事

ある。例えば、行政事務従事

者からの相談が妥当であると

者からの相談が妥当であると

思料する場合に情報セキュリ

思科する場合に情報セキュリ

ティ関係規程の見直しを行っ

ティ関係規程の見直しを行っ

たり、逆に行政事務従事者の

たり、逆に行政事務従事者の

理解不足が原因であると思料

理解不足が原因であると思科

する場合は、再教育の措置を

する場合は、再教育の措置を

講ずること等が考えられる。

講ずること等が考えられる。

1.2.5.1

本項は、府省庁による貸借、

1.2.5.1

適用範囲

請負その他の契約に基づき提

適用範囲

本項は、会計法第 29 条に規定 表現の適正化
する貸借、請負その他の契約

供される役務のうち、情報処

に基づき提供される役務のう

理に係る業務であって、例え

ち、情報処理に係る業務であ

ば次に掲げる営業品目に該当

って、例えば次に掲げる営業

するものに適用する。

品目に該当するものに適用す
る。
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解説の修正

No.

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

21 年度修正)

第4版

第4版

変更点

遵守事項

遵守事項
（削除）

1.2.5.1(6)(a)

「納品検査」とは、会計法第

解説

29 条の 11 第 2 項に規定され

削除

ている「その受ける給付の完

6

了の確認をするため必要な検
査」のことであり、本項の適
用範囲であげた業務に係る外
部委託すべてを対象とする。
1.3.1.1(2)(a)
解説

電磁的記録については機密
性、完全性、可用性の観点か

1.3.1.1(2)(a)

解説の追加

解説

ら、書面については機密性の
観点から、格付け及び取扱制
限の定義に基づき、要件に過

7

不足が生じないように注意し
た上でその決定（取扱制限に
ついては必要性の有無を含
む。）をし、決定した格付け及
び取扱制限に基づき、その指
定を行うこと。

8

1.3.1.1(2)(b)

なお、情報の格付け及び取扱

1.3.1.1(2)(b)

なお、情報の格付け及び取扱

解説

制限は、省庁対策基準に沿っ

解説

制限は、省庁対策基準に沿っ

た対策を適正に実施するため

た対策を適正に実施するため

の基礎となる重要な事項であ

の基礎となる重要な事項であ

ることについては、前記のと

ることについては、前記のと

おりである。このため、これ

おりである。このため、これ

らを変更するに当たっても適

らを変更するに当たっても適

正な手続により実施する必要

正な手続により実施する必要

がある。情報の格付け及び取

がある。情報の格付け及び取

扱制限の変更には、大別して

扱制限の変更には、大別して

再決定と見直しがある。

再指定と見直しがある。

再決定した場合には、再決定
後の新たな格付け等の決定者
は再決定した者となる。見直
しについては、1.3.1.2 情報の
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解説の修正・追加

No.

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

21 年度修正)

第4版

第4版

変更点

遵守事項

遵守事項
利用 (4) を参照のこと。
1.3.1.1(3)(a)

ただし、電磁的記録の参照、

1.3.1.1(3)(a)

解説

編集等に利用するソフトウェ

解説

解説の追加

アの制限等により、各ページ

9

に明記できない場合には、文
章の先頭ページに明記するこ
と。
1.3.1.3(1)(g)

バックアップは、その取得頻

1.3.1.3(1)(g)

バックアップは、その取得頻

解説

度が復元の手順及び所要時間

解説

度が復元の手順及び所要時間

10

に関係することも考慮して、

に関係することも考慮して、

頻度を定める。障害・事故等

頻度を定める。障害等に備え

に備えて適切な頻度で復元の

て適切な頻度で復元の演習も

演習も行い、行政事務従事者

行い、行政事務従事者に習熟

に習熟させる。

させる。

1.3.1.5(2)(c)

行政事務従事者は、格付け及

1.3.1.5(2)(c)

解説

び取扱制限の明記が不要とさ

解説

解説の修正

解説の追加

れている情報を含む書面又は
電磁的記録の提供について
は、提供先においても格付け

11

及び取扱制限に従った取扱い
を確保するため、提供する前
に、明記が不要とされている
情報の格付け及び取扱制限を
当該書面又は電磁的記録に明
記すること。
1.3.1.6(1)(a)
解説

12

抹消するための方法として
は、次の方法が挙げられる。

1.3.1.6(1)(a)
解説

抹消するための方法として
は、データ抹消ソフトウェア

・データ抹消ソフトウェア（も

（もとのデータに異なるラン

とのデータに異なるランダム

ダムなデータを複数回上書き

なデータを複数回上書きする

することでデータを抹消する

ことでデータを抹消するソフ

ソフトウェア）によりファイ

トウェア）によりファイルを

ルを個々に抹消する方法や、

個々に抹消する方法

ハードディスクを消磁装置に
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解説の修正・追加

No.

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

21 年度修正)

第4版

第4版

変更点

遵守事項

遵守事項
・ハードディスクを消磁装置

入れてディスク内のすべての

に入れてディスク内のすべて

データを抹消する方法、媒体

のデータを抹消する方法

を物理的に破壊する方法が挙

・媒体を物理的に破壊する方

げられる。

法
なお、媒体を物理的に破壊す
る方法としては、次の方法が
挙げられる。
・FD 等の磁気媒体の場合に
は、当該媒体を折り曲げる、
切断する等して情報を記録し
ている内部の円盤を破壊する
方法
・CD-R/RW、DVD-R/RW 等
の光学媒体の場合には、カッ
ター等を利用してラベル面側
から同心円状に多数の傷を付
け、情報を記録している記録
層を破壊する方法
1.5.2.4
趣旨

13

情報システムの利用におい
て、当該情報システムで取り

1.5.2.4
趣旨

情報システムの利用におい
て、当該情報システムで取り

扱う情報の漏えいや改ざん等

扱う情報の漏えいや改ざん等

を防ぐためには、情報の暗号

を防ぐためには、情報の暗号

化及び電子署名を行うことが

化及び電子署名の付与を行う

有効な対策となりうるが、暗

ことが有効な対策となりうる

号化及び電子署名のアルゴリ

が、暗号化及び電子署名のア

ズム、方法、鍵管理、鍵保存

ルゴリズム、方法、鍵管理、

並びに鍵バックアップについ

鍵保存並びに鍵バックアップ

ては、様々な選択肢があり得

については、様々な選択肢が

ることから、行政事務従事者

あり得ることから、行政事務

による個別判断で選択される

従事者による個別判断で選択

ことのないよう、府省庁で標

されることのないよう、府省

準となる手順を定めることが

庁で標準となる手順を定める
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趣旨の修正

No.

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

21 年度修正)

第4版

第4版

変更点

遵守事項

遵守事項
重要である。
1.5.2.7(1)(a)

解説：不正プログラムに感染

1.5.2.7(1)(a)

解説：不正プログラムに感染

(ア)解説

したソフトウェアを実行した

(ア)解説

したソフトウェアを実行した

14

2.1.1.1(1)(n)
解説

15

2.1.1.1(2)(e)
解説

16

17

ことが重要である。

2.1.1.4(1)(a)

場合には、たとえ他の情報シ

場合には、たとえ他の情報シ

ステムへ感染を拡大させるこ

ステムへ感染を拡大させるこ

とがなくても、復旧に労力を

とがなくても、復旧に労力を

要するため、不正プログラム

要するため、不正プログラム

として検知された実行ファイ

として検知される実行ファイ

ル等の実行を禁止する事項で

ル等の実行を禁止する事項で

ある。

ある。

なお、当該情報システムのオ
ペレーティングシステムが

2.1.1.1(1)(n)

なお、当該情報システムのオ

解説

ペレーションシステムが Unix

Unix 系の場合には、一般利用

の場合には、一般利用者でロ

者でログオンした後に su コ

グオンした後に su コマンド

マンドで root に切り替える

で root に切り替えるという

という手順により、これを達

手順により、これを達成でき

成できる。また、その場合に

る。また、その場合には、root

は、root によるログオンを禁

によるログオンを禁止する設

止する設定により、その手順

定により、その手順を強制す

を強制することができる。

ることができる。

例えば、情報システムのオペ
レーティングシステムが

2.1.1.1(2)(e)
解説

例えば、情報システムのオペ
Windows であれば、

administrator 権限を付与さ

administrator 権限を付与さ

れた場合であって、PC の設定

れた場合であって、PC の設定

変更などをしないときには、

変更などをしないときには、

administrator 権限なしの識

administrator 権限なしの識

別コードを使用し、設定変更

別コードを使用し、設定変更

をするときにだけ

をするときにだけ

administrator 権限で再ログ

administrator 権限で再ログ

インすることを遵守しなけれ

インすることを遵守しなけれ

ばならない。

ばならない。
2.1.1.4(1)(a)
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解説の修正

解説の修正

レーションシステムが

Windows であれば、

情報セキュリティは、様々な

解説の修正

解説の追加

No.

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

21 年度修正)

第4版

第4版

変更点

遵守事項

遵守事項
解説

原因で損なわれることがあ

解説

る。クラッカー等の部外者に

（ 2.1.1.4(1)(b) 解
説からの移動）

よる不正アクセス、不正侵入、
操作する者の誤操作又は不正
操作、府省庁の内部及び外部
の情報システム利用者の誤操
作又は不正操作などがその原
因となる。また、職務外の目
的でウェブの閲覧や電子メー
ルの送受信がなされるおそれ
もある。万一問題が発生した
場合にはその実行者を特定す
る必要があり、そのために不
正アクセス、不正侵入等の事
象、操作する者及び利用者の
行動を含む事象を情報システ
ムで証跡として取得し、保存
する必要がある。
証跡として多くの情報を取得
すれば、事後追跡及び事前抑
止の効果は高まる。その反面、
多くの証跡を取得する場合に
は、情報システムの処理能力
及び記憶容量を多く消費する
ことになる。情報システムセ
キュリティ責任者は、この両
面に配慮し、また情報システ
ムの重要度や取り扱う証跡管
理情報の機密性も考慮して、
証跡として取得する情報と、
証跡を取得する箇所を決定す
る必要がある。
証跡には、以下のような管理
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No.

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

21 年度修正)

第4版

第4版

変更点

遵守事項

遵守事項
記録が考えられる。
・識別コードの発行等の管理
履歴
・各識別コードへのアクセス
権設定の管理履歴
・それらの権限管理者の許認
可そのものの管理履歴
なお、証跡として、上記の他
に以下のような利用記録や監
視記録等を含めることも考え
られる。
・利用者による情報システム
の操作記録
・操作する者、監視する者及
び保守する者等による情報シ
ステムの操作記録
・ファイアウォール、侵入検
知システム（Intrusion
Detection System）等通信回
線装置の通信記録
・プログラムの動作記録
2.1.1.4(1)(b)

解説：証跡を取得する機能を

2.1.1.4(1)(b)

解説：利用者の行動等の事象

解説の修正

解説

設ける必要があると認められ

解説

を証跡として記録するための

（ 2.1.1.4(1)(a) 解

た場合に、当該機能を情報シ

機能を情報システムに設ける

説への移動）

ステムに設けることを求める

ことを求める事項である。

事項である。

情報セキュリティは、様々な
原因で損なわれることがあ

18

る。クラッカー等の部外者に
よる不正アクセス、不正侵入、
操作する者の誤操作又は不正
操作、府省庁の内部及び外部
の情報システム利用者の誤操
作又は不正操作などがその原
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No.

第 4 版(平成
21 年度修正)

第 4 版(平成 21 年度修正)

第4版

第4版

遵守事項

遵守事項
因となる。また、職務外の目
的でウェブの閲覧や電子メー
ルの送受信がなされるおそれ
もある。万一問題が発生した
場合にはその実行者を特定す
る必要があり、そのために不
正アクセス、不正侵入等の事
象、操作する者及び利用者の
行動を含む事象を情報システ
ムで証跡として取得し、保存
する必要がある。
証跡として多くの情報を取得
すれば、事後追跡及び事前抑
止の効果は高まる。その反面、
多くの証跡を取得する場合に
は、情報システムの処理能力
及び記憶容量を多く消費する
ことになる。情報システムセ
キュリティ責任者は、この両
面に配慮し、また情報システ
ムの重要度や取り扱う証跡管
理情報の機密性も考慮して、
証跡として取得する情報と、
証跡を取得する箇所を決定す
る必要がある。
証跡には、以下の記録を含め
ることが考えられる。
・利用者による情報システム
の操作記録
・操作する者、監視する者及
び保守する者等による情報シ
ステムの操作記録
・ファイアウォール、侵入検
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変更点

No.

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

21 年度修正)

第4版

第4版

変更点

遵守事項

遵守事項
知システム（Intrusion
Detection System）等通信回
線装置の通信記録
・プログラムの動作記録

2.1.1.4(1)(e)

また、証跡として利用記録や

2.1.1.4(1)(e)

解説

監視記録を含めた場合には、

解説

解説の追加

対象となる利用者のプライバ

19

シーを侵害しないことにも配
慮して、アクセスできる者を
制限するように注意しなけれ
ばならない。
2.1.1.6(1)(h)
解説

20

この場合、耐タンパー性を有
するとは、例えば、JIS X

2.1.1.6(1)(h)

この場合、耐タンパー性を有

解説

するとは、例えば、ISO/IEC

19790:2007 7.5 物理的セキュ

19790 第 5 章の規定に照らし

リティ（ISO/IEC

合わせると、他のセキュリテ

19790:2006）の規定に照らし

ィ対策との組み合わせにより

合わせると、他のセキュリテ

レベル２以上を選択すること

ィ対策との組み合わせにより

が可能であるが、他の組み合

レベル２以上を選択すること

わせがない場合、レベル３以

が可能であるが、他の組み合

上が相当する。

解説の修正

わせがない場合、レベル３以
上が相当する。

21

2.2.4.2(3)(b)

参考：総務省「国民のための

2.2.4.2(3)(b)

(ク)解説

情報セキュリティサイト」の

(ク)解説

参考：総務省「国民のための
情報セキュリティサイト」

「情報管理担当者のための情

（http://www.soumu.go.jp/jo

報セキュリティ対策－実践

ho_tsusin/security/index.htm

編」
（http://www.soumu.go.jp/

）にて、
「企業・組織の情報管

main_sosiki/joho_tsusin/secu

理担当者の実践」のページに

rity/j_business/admin00.htm

ある、「安全な無線 LAN の利

）にある、「安全な無線 LAN

用」のページの解説を適宜参

の利用」のページの解説を適

照。
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解説の修正

No.

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

21 年度修正)

第4版

第4版

変更点

遵守事項

遵守事項
宜参照。
A.1.4

「CRYPTREC

A.1.4

（Cryptography Research
and Evaluation

22

Committees）」とは、電子政
府推奨暗号の安全性を評価・
監視し、暗号モジュール評価
基準等の策定を検討するプロ
ジェクトである。
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解説の追加

