政府機関の情報セキュリティ対策のための
統一技術基準
新旧対照表
No.

統一技術

3

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

(削除)

1
2

第 4 版(平成

統一技術基準

第2編

第2編

情報システム編

構成
変更

第 2.1 部

第 2.1 部

総則

構成
変更

2.1.1.1

2.1.1.1 本統一技術基準の位置付け

構成
変更

2.1.1.1(1)

4

政府機関の情報セキュリティ対策

構成

の強化における本統一技術基準の

変更

位置付け
2.1.1.1(1)

5

政府機関の情報セキュリティ対策

構成

のための統一管理基準（以下「統

変更

一管理基準」という。）に準じる。

6
7
8
9
10
11
12
13

2.1.1.1(2)

本統一技術基準の改訂

構成
変更

2.1.1.1(2)

統一管理基準に準じる。

構成
変更

2.1.1.1(3)

法令等の遵守

構成
変更

2.1.1.1(3)

統一管理基準に準じる。

構成
変更

2.1.1.2

2.1.1.2 本統一技術基準の使い方

構成
変更

2.1.1.2(1)

全体構成

構成
変更

2.1.1.2(1)

統一管理基準に準じる。

構成
変更

2.1.1.2(2)

対策項目の記載事項

構成
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
変更

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2.1.1.2(2)

統一管理基準に準じる。

構成
変更

2.1.1.2(3)

対策レベルの設定

構成
変更

2.1.1.2(3)

統一管理基準に準じる。

構成
変更

2.1.1.3

2.1.1.3(1)

2.1.1.3 情報の格付の区分及び取

構成

扱制限の種類

変更

格付及び取扱制限

構成
変更

2.1.1.3(1)

統一管理基準に準じる。

構成
変更

2.1.1.3(2)

格付の区分

構成
変更

2.1.1.3(2)

統一管理基準に準じる。

構成
変更

2.1.1.3(3)

取扱制限の種類

構成
変更

2.1.1.3(3)

統一管理基準に準じる。

構成
変更

2.1.1.4

2.1.1.4 評価の方法

構成
変更

2.1.1.4

統一管理基準に準じる。

構成
変更

2.1.1.5

2.1.1.5 用語定義

構成
変更

2.1.1.5

27

統一管理基準に準じる。

構成

以下は、本統一技術基準で初出の

変更

用語。

28

2.1.1.5

●

【あ】

従事者との物品の受渡しを目的と

「受渡業者」とは、行政事務

した者をいう。物品の受渡しとし
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(1.1.1.4 から移動)

構成
変更

No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

ては、宅配便の集配、事務用品の
納入等が考えられる。
2.1.1.5

●

【か】

ール」とは、誰もが知り得る状態

(1.1.1.4 から移動)

「公開されたセキュリティホ

構成
変更

に置かれているセキュリティホー
ルのことであり、ソフトウェアや
ハードウェアの製造・提供元等か

29

ら公表されたセキュリティホー
ル、又は JPCERT コーディネーシ
ョンセンター等のセキュリティ関
連機関から公表されたセキュリテ
ィホールが該当する。
2.1.1.5

●

【は】

（

30

「複数要素（複合）主体認証
multiple

1.1.1.4

factors

「複数要素（複合）主体認証

構成

（multiple factors authentication

変更

authentication）方式」とは、複数

/ composite authentication）方式」

の方法の組合せにより主体認証を

とは、知識、所有、生体情報など

行う方法である。

のうち、複数の方法の組合せによ
り主体認証を行う方法である。

2.1.1.5

● 「モバイル PC」とは、端末の

【ま】

形態に関係なく、業務で利用する

(1.1.1.4 から移動)

構成
変更

目的により必要に応じて移動する

31

端末をいう。特定の設置場所だけ
で利用するノート型 PC は、モバイ
ル PC に含まれない。

32
33
34

35

第 2.2 部

第 2.2 部

情報セキュリティ要件

第 2.1 部

の明確化に基づく対策
2.2.1

2.2.1

情報セキュリティについて

2.1.1

の機能
2.2.1.1

2.2.1.1 主体認証機能

2.1.1.1

第 2.1 部

情報セキュリティ要件

構成

の明確化に基づく対策

変更

2.1.1

構成

情報セキュリティについて

の機能

変更

2.1.1.1 主体認証機能

構成
変更

2.2.1.1

情報システムの利用においては、

2.1.1.1

情報システムの利用においては、

趣旨

趣旨

その利用主体の識別と主体認証を

趣旨

その利用主体の識別と主体認証を

の修

可能とする機能がない場合、本来

正

可能とする機能がない場合、本来
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

アクセス権のない者が、故意又は

アクセス権限のない者が、悪意又

過失により、情報の参照、改ざん

は過失により、情報の参照、改ざ

又は消去を行うおそれがある。ま

ん又は消去を行うおそれがある。

た、各主体及び情報システムにア

また、各主体及び情報システムに

クセスする者が各主体の識別と主

アクセスする者が各主体の識別と

体認証に関する情報の適切な取扱

主体認証に関する情報の適切な取

いに努めなければ、同様のおそれ

扱いに努めなければ、同様のおそ

を招くことになる。

れを招くことになる。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

主体認証機能の導入に関する対策

主体認証に関する対策基準を定め

基準を定める。

る。

また、政府機関が有する各情報シ

なお、政府機関が有する各情報シ

ステムの利用者は、行政事務従事

ステムの利用者は、行政事務従事

者に限られるものではない。例え

者のほか、それ以外の者がある。

ば、国民向けのサービスを提供す

例えば、国民向けのサービスを提

る情報システムの利用者は、行政

供する情報システムの利用者は、

事務従事者以外の者である場合が

行政事務従事者以外の者である場

ある。識別コードと主体認証情報

合がある。識別コードと主体認証

については、このような利用者の

情報については、このような利用

別にかかわらず保護すべきである

者の別にかかわらず保護すべきで

が、行政事務従事者以外の者は本

あるが、行政事務従事者以外の者

統一管理基準の適用範囲ではない

は本統一基準の適用範囲ではな

ため、それらの者に対しては、こ

い。しかし、それらの者に対し、

れを保護するよう注意喚起するこ

これを保護するよう注意喚起する

とが望ましい。

ことが望ましい。

なお、統一管理基準 1.4.1.1 におい
て識別コードと主体認証情報の管
理等に関する対策基準を、1.5.2.4
において主体認証・アクセス制
御・権限管理・証跡管理・保証等
の必要性判断等に関する対策基準
を定めている。

36

2.2.1.1(1)(a)

情報システムセキュリティ責任者
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2.1.1.1(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者

構成

No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

は、主体認証を行う必要があると

は、主体認証を行う必要があると

認めた情報システムにおいて、識

認めた情報システムにおいて、識

別及び主体認証を行う機能を設け

別及び主体認証を行う機能を設け

ること。

ること。

変更

2.2.1.1(1)(a)

解説：識別のための機能を設ける

2.1.1.1(1)(b)

解説：識別のための機能を設ける

解説

解説

ことが技術的にできない情報シス

解説

ことが技術的にできない情報シス

の移

テム（識別コード自体が存在せず、

テム（識別コード自体が存在せず、 動、

主体認証情報（パスワード）の設

主体認証情報（パスワード）の設

定のみ可能であるような装置等）

定のみ可能であるような装置等）

は、例外措置として判断されるこ

は、例外措置として判断されるこ

とになる。その場合には、識別さ

とになる。その場合には、識別さ

れないことによる影響について勘

れないことによる影響について勘

案し、必要に応じて代替あるいは

案し、必要に応じて代替あるいは

追加の措置を講ずる必要がある。

追加の措置を講ずる必要がある。

主体認証の方式として、知識、所
有、生体情報の３つの方法が代表

（以下は、2.1.1.1(1)(a)解説から移

的である。
「知識」による主体認証

動）

とは、パスワード等、本人のみが

37

変

知り得る情報を提示することによ

主体認証の方式として、知識、所

り、検証する方法である。「所有」

有、生体情報の３つの方法が代表

による主体認証とは、IC カード等、

的である。
「知識」による主体認証

本人のみが所有する機器等を主体

とは、パスワード等、本人のみが

認証処理に介在させることによ

知り得る情報を提示することによ

り、検証する方法である。
「生体情

り、検証する方法である。「所有」

報」による主体認証とは、指紋や

による主体認証とは、IC カードや

虹彩等、本人の生体的な特徴によ

磁気ストライプカード等、本人の

り、検証する方法である。

みが所有する機器等を主体認証処

生体情報による主体認証を用いる

理に介在させることにより、検証

場合には、その導入を決定する前

する方法である。
「生体情報」によ

に、この方式特有の誤認率と誤否

る主体認証とは、指紋や虹彩等、

率の課題があることを考慮して情

本人の生体的な特徴により、検証

報システムを設計する必要があ

する方法である。なお、本項にお

る。この方式では、正当な本人に

ける解説としてはそれら３つの方
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修正

No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

対して、本人の非によらない理由

式について記述するが、その他、

で、主体認証が正しくできなくな

位置情報等による方式もある。

る場合があることを想定し、その

生体情報による主体認証を用いる

ような場合の行政事務の遂行への

場合には、その導入を決定する前

影響について検討してから導入を

に、この方式特有の誤認率と誤否

決定すること。

率の課題があることを考慮して情

機微な情報へのアクセスであれ

報システムを設計する必要があ

ば、本人であっても主体認証が解

る。この方式では、正当な本人に

決できるまでアクセス不可能でよ

対して、本人の非によらない理由

いとするか、あるいは、別の方式

で、主体認証が正しくできなくな

と組み合わせる等について考慮す

る場合があることを想定し、その

るとよい。

ような場合の行政事務の遂行への

なお、具体的な主体認証機能の設

影響について検討してから導入を

計に当たっては、当該情報システ

決定すること。

ムに対して決定したセキュリティ

機微な情報へのアクセスであれ

要件（1.5.1.1(1)(b)を参照）を満た

ば、本人であっても主体認証が解

す必要がある。

決できるまでアクセス不可能でよ
いとするか、あるいは、別の方式
と組み合わせるなどについて考慮
するとよい。

(1.5.2.8(1)(a)(ア)へ移動)

2.1.1.1(1)(a)

情報システムセキュリティ責任者

構成

は、すべての情報システムについ

変更

て、主体認証を行う必要性の有無

38

を検討すること。この場合、要保
護情報を取り扱う情報システムに
ついては、主体認証を行う必要性
があると判断すること。
(1.5.2.8(1)(a)(ア)解説へ移動)

2.1.1.1(1)(a)

解説の後半は、2.2.1.1(1)(a)解説へ

39

移動

解説

解説：主体認証を行う前提として、 解説
情報システムセキュリティ責任者

の移

は、各情報システムについて、ア

動

クセスする主体の主体認証を行う
必要性の有無を検討することを求
める事項である。要保護情報を取
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
り扱う情報システムにおいては、
主体認証を行う必要があると判断
すること。
主体認証の方式として、知識、所
有、生体情報の３つの方法が代表
的である。
「知識」による主体認証
とは、パスワード等、本人のみが
知り得る情報を提示することによ
り、検証する方法である。「所有」
による主体認証とは、IC カードや
磁気ストライプカード等、本人の
みが所有する機器等を主体認証処
理に介在させることにより、検証
する方法である。
「生体情報」によ
る主体認証とは、指紋や虹彩等、
本人の生体的な特徴により、検証
する方法である。なお、本項にお
ける解説としてはそれら３つの方
式について記述するが、その他、
位置情報等による方式もある。
生体情報による主体認証を用いる
場合には、その導入を決定する前
に、この方式特有の誤認率と誤否
率の課題があることを考慮して情
報システムを設計する必要があ
る。この方式では、正当な本人に
対して、本人の非によらない理由
で、主体認証が正しくできなくな
る場合があることを想定し、その
ような場合の行政事務の遂行への
影響について検討してから導入を
決定すること。
機微な情報へのアクセスであれ
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
ば、本人であっても主体認証が解
決できるまでアクセス不可能でよ
いとするか、あるいは、別の方式
と組み合わせるなどについて考慮
するとよい。

2.2.1.1(1)(b)

保存又は通信を行う際に暗号化を

2.2.1.1(1)(b)

保存又は通信を行う際に暗号化を

表現

(ウ)

行うことができない場合には、利

(ウ)

行うことができない場合には、利

の適

用者に自らの主体認証情報を設

用者に自らの主体認証情報を設

正化

定、変更及び提供（入力）させる

定、変更、提供（入力）させる際

際に、暗号化が行われない旨を通

に、暗号化が行われない旨を通知

知すること。

すること。

40

41

2.2.1.1(1)(b)

解説：主体認証情報の保存や通信

2.1.1.1(1)(c)

解説：主体認証情報の保存や通信

解説

(ウ)解説

を行う際に暗号化できない場合に

(ウ)解説

を行う際に暗号化できない場合に

の修

は、利用者は他の情報システムで

は、利用者は他の情報システムで

正

用いていない主体認証情報を設定

用いていない主体認証情報を設定

すべきである。その旨を利用者が

すべきである。その旨を利用者が

判断できるように通知しなければ

判断できるように通知しなければ

ならない。

ならない。

保存又は通信を行う際に主体認証

保存又は通信を行う際に主体認証

情報を暗号化できない情報システ

情報を暗号化できない情報システ

ムでは、主体認証情報が漏えいす

ムでは、これが漏えいする危険性

る危険性がある。もしも、そのよ

がある。もしも、そのような問題

うな問題が生じた場合に、そこで

が生じた場合に、そこで使われて

使われていた主体認証情報と同じ

いた主体認証情報と同じものが他

ものが他の情報システムでも使わ

の情報システムでも使われた場合

れた場合には、暗号化できる情報

には、暗号化できる情報システム

システムにおいても、不正に使わ

においても、不正に使われてしま

れてしまうという二次被害を招き

うという二次被害を招きかねな

かねない。その危険性を低減する

い。その危険性を低減するため、

ため、暗号化されない情報システ

暗号化されない情報システムでの

ムでの主体認証情報については、

主体認証情報については、他の情

他の情報システムで用いていない

報システムで用いていないものを

ものを利用者が設定する等の回避

利用者が設定するなどの回避策を
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No.

統一技術

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

策をとる必要がある。そのため、

とる必要がある。そのため、利用

利用者が暗号化されない旨を知る

者が暗号化されない旨を知る機会

機会を得られるようにしておかな

を得られるようにしておかなけれ

ければならない。

ばならない。

したがって、暗号化できない情報

したがって、暗号化できない情報

システムにおいて、主体認証情報

システムにおいて、主体認証情報

を入力させる際には、例えば、
「こ

を入力させる際には、例えば、
「こ

の情報システムでは入力される情

の情報システムでは入力される情

報が暗号化されません。他の情報

報が暗号化されません。他の情報

システムで使用している主体認証

システムで使用している主体認証

情報（パスワード）を入力しない

情報（パスワード）を入力しない

ようにしてください。」等の警告を

ようにしてください。」などの警告

表示するようにすることが必要で

を表示するようにすることが必要

ある。

である。

2.2.1.1(1)(d)

解説：主体認証情報自体の露呈、

2.2.1.1(1)(e)

解説：主体認証情報自体の露呈、

解説

解説

主体認証情報に関連する情報の露

解説

主体認証情報に関連する情報の露

の修

呈又はそれらが露呈した可能性に

呈又はそれらが露呈した可能性に

正

ついて報告を受けた場合には、主

ついて報告を受けた場合には、主

体認証の停止、識別コードによる

体認証の停止、識別コードによる

情報システムの利用停止のほか、

情報システムの利用停止のほか、

主体認証情報の変更や別の主体認

主体認証情報の変更や別の主体認

証方式の併用等の対策を講ずるこ

証方式の併用などの対策を講ずる

と。

こと。

42

43

第 4 版(平成

統一技術基準

2.2.1.1(1)(e)

解説：知識による主体認証方式の

2.1.1.1(1)(f)

解説：知識による主体認証方式の

解説

(ア)解説

場合には、本人による設定を可能

(ア)解説

場合には、本人による設定を可能

の修

にすることによって、以下の利点

にすることによって、以下の利点

正

が期待できる。

が期待できる。

・他者に設定された主体認証情報

・他者に設定された主体認証情報

に比べ、本人が設定した主体認証

に比べ、本人が設定した主体認証

情報の方が容易に記憶できる。

情報の方が容易に記憶できる。

・本人以外の者が主体認証情報を

・本人以外の者が主体認証情報を

設定する場合には、その設定者に

設定する場合には、その設定者に

よるなりすましが懸念されるが、

よるなりすましが懸念されるが、
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No.

統一技術

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

本人自身が設定することにより、

本人自身が設定することにより、

そのおそれが少なくなる。

そのおそれが少なくなる。

なお、例えば、運用上の理由等で

なお、例えば、運用上の理由など

他者による再設定を認めた場合に

で他者による再設定を認めた場合

は、同様に本人になりすますこと

には、同様に本人になりすますこ

は可能であるため、主体認証情報

とは可能であるため、主体認証情

（パスワード）変更の通知機能に

報（パスワード）変更の通知機能

よって、本人に設定が変更された

によって、本人に設定が変更され

ことについて通知することが望ま

たことについて通知することが望

しい。

ましい。

2.2.1.1(1)(e)

解説：情報システムセキュリティ

2.1.1.1(1)(f)

解説：情報システムセキュリティ

解説

(イ)解説

責任者であっても、他者の主体認

(イ)解説

責任者であっても、他者の主体認

の修

証情報を知ることができないよう

証情報を知ることができないよう

正

にする必要がある。情報システム

にする必要がある。情報システム

セキュリティ責任者に悪意がなく

セキュリティ責任者に悪意がなく

とも、悪意のある第三者によって

とも、仮に悪意ある者によってそ

その管理者権限が奪取されてしま

のシステム管理者権限を奪取され

った場合には、全ての利用者の主

てしまった場合に、すべての利用

体認証情報を知られてしまうおそ

者の主体認証情報を知られてしま

れがあるため、不可逆の暗号化を

うおそれがあるため、不可逆の暗

用いる等により、情報システムセ

号化を用いるなどにより、情報シ

キュリティ責任者自らも、他者の

ステムセキュリティ責任者自ら

主体認証情報を知ることができな

も、他者の主体認証情報を知るこ

いような措置を講ずる必要があ

とができないような措置を講ずる

る。

必要がある。

44

2.2.1.1(1)(f)

45

第 4 版(平成

統一技術基準

情報システムセキュリティ責任者

2.1.1.1(1)(g)

情報システムセキュリティ責任者

構成

は、主体認証を行う必要があると

は、主体認証を行う必要があると

変更

認めた情報システムにおいて、知

認めた情報システムにおいて、知

、遵

識、所有、生体情報以外の主体認

識、所有、生体情報以外の主体認

守事

証方式を用いる場合には、その要

証方式を用いる場合には、その要

項の

件を定めるに際して、以下の事項

件を定めるに際して、以下の事項

修正

のうちその特性に応じて適用可能

が適用可能かどうかを検証した上

な要件を全て満たす主体認証方式

で、当該主体認証方式に適用する
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

を導入すること。

ことが可能な要件をすべて満たす
こと。

2.2.1.1(1)(f)

正当な主体が容易に他者に主体認

2.1.1.1(1)(g)

正当な主体が容易に他者に主体認

表現

(ウ)

証情報の付与（発行、更新及び変

(ウ)

証情報を付与（発行、更新及び変

の適

更を含む。以下この項において同

更を含む。以下この項において同

正化

じ。）及び貸与ができないこと。
（代

じ。）及び貸与ができないこと。
（代

理の防止）

理の防止）

46

(1.4.1.1(2)(e)へ移動)

2.1.1.1(1)(h)

情報システムセキュリティ責任者

構成

は、生体情報による主体認証方式

変更

を用いる場合には、当該生体情報
を本人から事前に同意を得た目的

47

以外の目的で使用しないこと。ま
た、当該生体情報について、本人
のプライバシーを侵害しないよう
に留意すること。
(1.4.1.1(2)(e)解説へ移動)

2.1.1.1(1)(h)

解説：利用者の指紋情報など、主

構成

解説

体認証情報として生体情報を取り

変更

48

扱う場合に、個人のプライバシー
に配慮し、個人情報として厳格な
管理を求める事項である。
2.2.1.1(1)(f)
解説

49

解説：代表的な方式である、知識、 2.1.1.1(1)(g)

解説：代表的な方式である、知識、 解説

所有、生体情報による主体認証方

所有、生体情報による主体認証方

の修

式以外の方法を用いる場合の検討

式以外の方法を用いる場合の検討

正

事項を列挙している。セキュリテ

事項を列挙している。セキュリテ

ィ上の求められる強度や利便性等

ィ上の求められる強度や利便性な

も考慮の上、方式を決定すること

ども考慮の上、方式を決定するこ

を求める事項である。なお、これ

とを求める事項である。なお、こ

らの要件は、必ずしも全て充足す

れらの要件は、必ずしもすべて充

ることを求めるものではない。例

足することを求めるものではな

えば、主体認証情報（パスワード）

い。例えば、主体認証情報（パス

等による「知識」方式の場合には、

ワード）等による「知識」方式の

要件(ウ)や(エ)を技術的に充足する

場合には、要件(ウ)や(エ)を技術的

必要はない。また、上記の（ア）

に充足する必要はない。また、上
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

〜（ク）以外に気づいた事項があ

記の（ア）〜（ク）以外に気づい

れば、適宜追加することが望まし

た事項があれば、適宜追加するこ

い。

とが望ましい。

2.2.1.1(1)(g)

解説：複数要素（複合）による主

2.1.1.1(1)(i)

解説：複数要素（複合）による主

解説

解説

体認証方式を用いることにより、

解説

体認証方式を用いることにより、

の修

より強固な主体認証が可能とな

より強固な主体認証が可能とな

正

る。

る。

これは、単一要素（単一）主体認

これは、単一要素（単一）主体認

証方式（「単一要素（単一）主体認

証方式（「単一要素（単一）主体認

証（single factor authentication /

証（single factor authentication /

single authentication）方式」とは、

single authentication）方式」とは、

知識、所有、生体情報等のうち、

知識、所有、生体情報などのうち、

単一の方法により主体認証を行う

単一の方法により主体認証を行う

方式である。
）の場合には、何らか

方式である。
）の場合には、何らか

の理由によって主体認証情報が露

の理由によって主体認証情報が露

呈してしまった際には、不正にロ

呈してしまった際には、不正にロ

グオンされる可能性が非常に高く

グオンされる可能性が非常に高く

なってしまうが、複数要素（複合）

なってしまうが、複数要素（複合）

主体認証方式の場合には、仮に一

主体認証方式の場合には、仮に一

方の主体認証情報が露呈してしま

方の主体認証情報が露呈してしま

っても、残りの主体認証情報が露

っても、残りの主体認証情報が露

呈しない限り、不正にログオンさ

呈しない限り、不正にログオンさ

れる可能性は依然低いと考えられ

れる可能性は依然低いと考えられ

るからである。

るからである。

50

2.2.1.1(1)(h)

解説：識別コードによる前回のロ

2.1.1.1(1)(j)

解説：識別コードによる前回のロ

解説

解説

グオンに関する情報（日時や装置

解説

グオンに関する情報（日時や装置

の修

名等）を通知することで、本人の

名等）を通知することで、本人の

正

識別コードが他者によって不正に

識別コードが他者によって不正に

使われた場合に、本人が気付く機

使われた場合に、本人が気付く機

会を得られるようにすることを求

会を得られるようにする。

51

める事項である。

52

2.2.1.1(1)(i)

解説：通知によって本人が知る機

2.1.1.1(1)(k)

解説：例えば、識別コードによる

解説

解説

会を得ること、及び組織が状況を

解説

ログインにおいて、指定回数以上

の修
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No.

53

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

管理できるようにすること等が考

の主体認証情報の誤入力が検知さ

えられる。例えば、識別コードに

れた場合に、その旨を通知する、

よるログインにおいて、指定回数

あるいは、当該識別コードによる

以上の主体認証情報の誤入力が検

情報システムへの以後のログイン

知された場合に、その旨を本人に

を無効にする（アカウントをロッ

通知する、あるいは、当該識別コ

クする）機能の付加が挙げられる。

ードによる情報システムへの以後

通知によって本人が知る機会を得

のログインを無効にする（アカウ

ること及び組織が状況を管理でき

ントをロックする）機能の付加が

ることの 2 点を達成できることが

挙げられる。

望ましい。

正

2.2.1.1(1)(k)

解説：一度使用した主体認証情報

2.1.1.1(1)(m)

解説：一度使用した主体認証情報

解説

解説

（パスワード等）の再利用を禁止

解説

（パスワードなど）の再利用を禁

の修

することを求める事項である。な

止することを求める事項である。

正

お、生体情報による主体認証方式

なお、生体情報による主体認証方

のように、利用者本人であっても

式のように、利用者本人であって

変更できない情報を用いる場合に

も変更できない情報を用いる場合

は、定期的に変更する必要はない。

には、定期的に変更する必要はな
い。

54

(1.4.1.1(1)へ移動)

2.1.1.1(2)

識別コードの管理

構成
変更

(1.4.1.1(1)(a)へ移動)

2.1.1.1(2)(a)

55

行政事務従事者は、主体認証の際

構成

に自己に付与された識別コード以

変更

外の識別コードを用いて、情報シ
ステムを利用しないこと。
(1.4.1.1(1)(a)解説へ移動)

2.1.1.1(2)(a)

解説：自己に付与された識別コー

構成

解説

ド以外の識別コードを使って、情

変更

報システムを利用することは、な
りすまし行為であることを認識す

56

る必要がある。仮に、悪意がない
行為であっても、他者の識別コー
ドを使って情報システムを利用す
ることは、安易に許容されてはな
らない。
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No.

統一技術

統一技術基準

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
例えば、何らかの障害により自己
の識別コードの利用が一時的に不
可能になった場合には、まず、当
該情報システムを使って行おうと
している業務について、他者へ代
行処理依頼することを検討すべき
であり、他者の許可を得て、当該
者の識別コードを使用することは
あってはならない。要するに、行
為が正当であるか否かにかかわら
ず、他者の識別コードを用いて、
情報システムを利用するというこ
とは制限されなければならない。
また、業務の継続のために、他者
の識別コードを用いることが不可
避の場合には、本人の事前の了解
に加えて、情報システムセキュリ
ティ管理者の了解を得ることが最
低限必要である。極めて緊急性が
高い場合には、他者の識別コード
を利用していた期間とアクセスの
内容を、事後速やかに、情報シス
テムセキュリティ管理者に報告し
なければならない。情報システム
セキュリティ管理者は、その理由
と利用期間を記録に残すことによ
って、事後に当該識別コードを実
際に使用していた者を特定できる
ように備えるのが望ましい。
いずれの場合も、用いる識別コー
ドの本人からの事前の許可を得ず
に、その者の識別コードを用いて、
情報システムを利用することは禁
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No.

統一技術

統一技術基準

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
止されるべきである。
遵守事項に「主体認証の際に」と
あるのは、主体認証以外の目的で
他者の識別コードを使用すること
を除くためである。例えば、識別
コードとして電子メールアドレス
が使用されている場合に、電子メ
ール送信先のアドレスとして他者
の識別コードを指定してメール送
信のための情報システムを利用す
ることについては問題がない。

(1.4.1.1(1)(b)へ移動)

2.1.1.1(2)(b)

57

行政事務従事者は、自己に付与さ

構成

れた識別コードを他者に主体認証

変更

に用いる目的のために付与及び貸
与しないこと。
(1.4.1.1(1)(b)解説へ移動)

2.1.1.1(2)(b)

解説：共用する識別コードについ

構成

解説

ても情報システムセキュリティ管

変更

理者から各本人に個別に付与され
るものであり、付与された者がそ
れを他者に付与、貸与してはなら
ない。また、情報システムセキュ
リティ管理者が明示的に共用識別
コードとしているもの以外の識別
コードを、共用してはならない。

58

遵守事項に「主体認証に用いる目
的のために」とあるのは、主体認
証に用いる目的以外で他者に知ら
せることを除くためである。例え
ば、識別コードとして電子メール
アドレスが使用されている場合
に、自分宛の電子メールアドレス
として知らせることについては問
題がない。
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統一技術

統一技術基準
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第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

(1.4.1.1(1)(c)へ移動)

2.1.1.1(2)(c)

59

行政事務従事者は、自己に付与さ

構成

れた識別コードを、それを知る必

変更

要のない者に知られるような状態
で放置しないこと。
(1.4.1.1(1)(c)解説へ移動)

2.1.1.1(2)(c)

解説：ほとんどの場合には、識別

構成

解説

コード自体は必ずしも秘密ではな

変更

いが、積極的に公開したり、公然
となるような放置はしないように
することを求める事項である。
本来、主体認証のためには、主体

60

認証情報が用いられるが、識別コ
ード自体も秘密にすることによっ
て、不正に主体認証される可能性
をより低くすることが可能とな
る。そのため、識別コードについ
ても適切に管理することが求めら
れる。
(1.4.1.1(1)(d)へ移動)

2.1.1.1(2)(d)

行政事務従事者は、行政事務のた

構成

めに識別コードを利用する必要が

変更

なくなった場合は、その旨を情報
システムセキュリティ管理者に届

61

け出ること。ただし、個別の届出
が必要ないと、情報システムセキ
ュリティ責任者が定めている場合
は、この限りでない。
(1.4.1.1(1)(d)解説へ移動)

2.1.1.1(2)(d)

解説：識別コードを利用する必要

構成

解説

がなくなった場合に、行政事務従

変更

事者自らが情報システムセキュリ
ティ管理者へ届け出ることを求め

62

る事項である。ただし、人事異動
など、大規模に識別コードの行政
事務従事者が変更となる場合や、
その変更を情報システムセキュリ
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No.

統一技術

統一技術基準

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
ティ管理者が行政事務従事者自ら
からの届出によらずして把握でき
る場合には、行政事務従事者自ら
の届出は不要とすることができ
る。

(1.4.1.1(1)(e)へ移動)

2.1.1.1(2)(e)

63

行政事務従事者は、管理者権限を

構成

持つ識別コードを付与された場合

変更

には、管理者としての業務遂行時
に限定して、当該識別コードを利
用すること。
(1.4.1.1(1)(e)解説へ移動)

2.1.1.1(2)(e)

解説：管理者権限を持つ識別コー

構成

解説

ドを管理者としての業務遂行時に

変更

限定して、利用することを求める
事項である。
例えば、情報システムのオペレー
ティングシステムが Windows で
あれば、administrator 権限を付与
された場合であって、PC の設定変
更などをしないときには、
administrator 権限なしの識別コ
ードを使用し、設定変更をすると

64

きにだけ administrator 権限で再
ログインすることを遵守しなけれ
ばならない。
なお、この遵守事項は、実際には
繁雑な操作を必要とする場合があ
るため、最少特権機能が設けられ
ている場合は、これを遵守するべ
きであるが、当該の情報システム
で取り扱う情報の重要性などを勘
案し、必要に応じて遵守事項とし
て本事項を選択されたい。

65

(1.4.1.1(2)へ移動)

2.1.1.1(3)
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主体認証情報の管理

構成

No.

統一技術

統一技術基準

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
変更

(1.4.1.1(2)(a)へ移動)

2.1.1.1(3)(a)

行政事務従事者は、主体認証情報

構成

が他者に使用され、又はその危険

変更

が発生した場合には、直ちに情報

66

システムセキュリティ責任者又は
情報システムセキュリティ管理者
にその旨を報告すること。
(1.4.1.1(2)(a)解説へ移動)

2.1.1.1(3)(a)

解説：行政事務従事者は、自らの

構成

解説

主体認証情報自体の露呈や主体認

変更

証情報に関連する情報の露呈又は
それらが露呈した可能性がある場

67

合には、直ちに情報システムセキ
ュリティ責任者又は情報システム
セキュリティ管理者へ報告するこ
とを求める事項である。
(1.4.1.1(2)(b)へ移動)

2.1.1.1(3)(b)

情報システムセキュリティ責任者

構成

又は情報システムセキュリティ管

変更

理者は、主体認証情報が他者に使

68

用され、又はその危険が発生した
ことの報告を受けた場合には、必
要な措置を講ずること。
(1.4.1.1(2)(b)解説へ移動)

2.1.1.1(3)(b)

解説：報告を受けた者が、必要な

構成

解説

措置を講ずることを求める事項で

変更

ある。必要な対策としては、例え

69

ば、主体認証情報の変更や別の主
体認証方式の併用、当該識別コー
ドによるログオン制限等がある。
(1.4.1.1(2)(c)へ移動)

2.1.1.1(3)(c)

70

行政事務従事者は、知識による主

構成

体認証情報を用いる場合には、以

変更

下の管理を徹底すること。

71
72

(1.4.1.1(2)(c)(ア)へ移動)

2.1.1.1(3)(c)
(ア)

(1.4.1.1(2)(c)(ア)解説へ移動)

2.1.1.1(3)(c)

-18-

自己の主体認証情報を他者に知ら

構成

れないように管理すること。

変更

解説：行政事務従事者は、例えば

構成

No.

統一技術

統一技術基準

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

(ア)解説

自己の主体認証情報を内容が分か

変更

る状態で付箋に記入して貼付する
ようなことを行ってはならず、主
体認証情報を入力する際に周囲か
らの盗み見に注意を払ったり、管
理者を名乗って主体認証情報を聞
き出す行為に注意したりする等、
他者に知られないように管理する
こと。

73

(1.4.1.1(2)(c)(イ)へ移動)

2.1.1.1(3)(c)

自己の主体認証情報を他者に教え

構成

ないこと。

変更

2.1.1.1(3)(c)

解説：行政事務従事者が他者に処

構成

(イ)解説

理代行させるために自己の主体認

変更

(イ)

(1.4.1.1(2)(c)(イ)解説へ移動)

証情報を教示しないことを求める
事項である。主体認証情報を他者
に教示することによって、情報シ
ステムの識別コードと実際の操作
者との関連があいまいとなる可能
性があり、アクセス制御、権限管

74

理、証跡管理その他の情報セキュ
リティ対策の基礎が崩壊する可能
性がある。また、教示された側に
とっても、例えば、当該識別コー
ドによって不正行為が発生した場
合は、その実行者として疑義を受
ける可能性がある。そのため、
「教
えない」、「聞かない」を徹底すべ
きである。

75

(1.4.1.1(2)(c)(ウ)へ移動)

2.1.1.1(3)(c)

主体認証情報を忘却しないように

構成

努めること。

変更

2.1.1.1(3)(c)

解説：他者が容易に見ることがで

構成

(ウ)解説

きないような措置（施錠して保存

変更

(ウ)

(1.4.1.1(2)(c)(ウ)解説へ移動)

76

する等）や、他者が見ても分から
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No.

統一技術

統一技術基準

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
ないような措置（独自の暗号記述
方式等）をしていれば、必ずしも、
メモを取ることそのものを禁ずる
ものではない。むしろ、忘れるこ
とのないようにもしなければなら
ない。
本人の忘却によって主体認証情報
を初期化（リセット）する場合に
備えて、初期化が不正に行われた
り、初期化された情報が本人以外
に知られたりすることのないよう
に情報システムを構築・運用すべ
きである。例えば、情報システム
による自動化により無人で初期化
できるようにすることが、初期化
情報の保護のみならず、運用の手
間を低減することに役立つことに
ついても勘案して検討することが
望ましい。

(1.4.1.1(2)(c)(エ)へ移動)

77

2.1.1.1(3)(c)

主体認証情報を設定するに際して

構成

(エ)

は、容易に推測されないものにす

変更

ること。
(1.4.1.1(2)(c)(エ)解説へ移動)

2.1.1.1(3)(c)

解説：辞書に載っている単語、利

構成

(エ)解説

用者の名前や利用者個人に関連す

変更

る情報から簡単に派生させたもの
等、容易に推測されるものを用い
てはならない。また、使用する文

78

字種として、数字だけでなく、ア
ルファベットの大文字及び小文
字、更に特殊記号なども織り交ぜ
て主体認証情報を構成することが
望ましい。

79

(1.4.1.1(2)(c)(オ)へ移動)

2.1.1.1(3)(c)
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情報システムセキュリティ管理者

構成

No.

統一技術

統一技術基準

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

(オ)

から主体認証情報を定期的に変更

変更

するように指示されている場合
は、その指示に従って定期的に変
更すること。
(1.4.1.1(2)(c)(オ)解説へ移動)

2.1.1.1(3)(c)

解説：定期的な変更の要求を自動

構成

(オ)解説

化できることが望ましいが、技術

変更

的に困難な場合には、定期的に変

80

更依頼を通達するなどの運用によ
って対処することでも差し支えな
い。
(1.4.1.1(2)(d)へ移動)

2.1.1.1(3)(d)

81

行政事務従事者は、所有による主

構成

体認証を用いる場合には、以下の

変更

管理を徹底すること。
(1.4.1.1(2)(d)(ア)へ移動)

82

2.1.1.1(3)(d)

主体認証情報格納装置を本人が意

構成

(ア)

図せずに使われることのないよう

変更

に安全措置を講じて管理するこ
と。

83

(1.4.1.1(2)(d)(イ)へ移動)

2.1.1.1(3)(d)

主体認証情報格納装置を他者に付

構成

与及び貸与しないこと。

変更

2.1.1.1(3)(d)

主体認証情報格納装置を紛失しな

構成

(ウ)

いように管理すること。紛失した

変更

(イ)

(1.4.1.1(2)(d)(ウ)へ移動)

場合には、直ちに情報システムセ

84

キュリティ責任者又は情報システ
ムセキュリティ管理者にその旨を
報告すること。
(1.4.1.1(2)(d)(エ)へ移動)

2.1.1.1(3)(d)

主体認証情報格納装置を利用する

構成

(エ)

必要がなくなった場合には、これ

変更

85

を情報システムセキュリティ責任
者又は情報システムセキュリティ
管理者に返還すること。
(1.4.1.1(2)(d)(エ)解説へ移動)

86

2.1.1.1(3)(d)

解説：所有による主体認証方式で

構成

(エ)解説

は、それを取得した者が正当な主

変更

体として主体認証されることにな
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
るため、他者に使用されることが
ないように、また、紛失などで、
その可能性がある場合の報告を徹
底する必要がある。異動等により
主体認証情報格納装置を利用する
必要がなくなった場合には、これ
を返却する必要がある。

87

88

2.2.1.2

2.2.1.2 アクセス制御機能

2.1.1.2

2.1.1.2 アクセス制御機能

構成
変更

2.2.1.2

主体認証によって、許可された主

2.1.1.2

主体認証によって、許可された主

趣旨

趣旨

体だけが情報システムを利用でき

趣旨

体だけが情報システムを利用でき

の修

ることになるが、情報システムを

ることになるが、情報システムを

正

複数の主体が利用し、そこに重要

複数の主体が利用し、そこに重要

度の異なる複数種類の情報がある

度の異なる複数種類の情報がある

場合には、どの主体がどの情報に

場合には、どの主体がどの情報に

アクセスすることが可能なのかを

アクセスすることが可能なのかを

情報ごとにアクセス制御する必要

情報ごとにアクセス制御する必要

がある。

がある。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

アクセス制御に関する対策基準と

アクセス制御に関する対策基準を

して、アクセス制御機能の導入、

定める。

適正なアクセス制御についての遵
守事項を定める。
なお、統一管理基準 1.4.1.1 におい
て識別コードと主体認証情報の管
理等に関する対策基準を、1.5.2.4
において主体認証・アクセス制
御・権限管理・証跡管理・保証等
の必要性判断等に関する対策基準
を定めている。
(1.5.2.8(1)(a)(イ)へ移動)

2.1.1.2(1)(a)

89

情報システムセキュリティ責任者

構成

は、すべての情報システムについ

変更

て、アクセス制御を行う必要性の
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
有無を検討すること。この場合、
要保護情報を取り扱う情報システ
ムについては、アクセス制御を行
う必要があると判断すること。

(1.5.2.8(1)(a)(イ)解説へ移動)

2.1.1.2(1)(a)

解説：アクセス制御を行う前提と

構成

解説

して、情報システムセキュリティ

変更

責任者は、各情報システムについ
て、アクセス制御を行う必要性の
有無を検討しなければならない。
要保護情報を取り扱う情報システ
ムにおいては、アクセス制御を行
う必要があると判断すること。
なお、アクセス制御方式やセキュ

90

リティに配慮した OS に関する用
語の解説については、内閣官房情
報セキュリティセンターによる
「電子政府におけるセキュリティ
を配慮した OS を活用した情報シ
ステム等に関する調査研究」を参
照のこと。
http://www.nisc.go.jp/inquiry/pdf/
secure_os_2004.pdf
2.2.1.2(2)(a)

91

92

情報システムセキュリティ責任者

2.1.1.2(2)(a

情報システムセキュリティ責任者

表現

は、行政事務従事者自らがアクセ

は、行政事務従事者自らがアクセ

の適

ス制御を行うことができない情報

ス制御を行うことができない情報

正化

システムについて、当該情報シス

システムについて、当該情報シス

テムに保存されることとなる情報

テムに保存されることとなる情報

の格付及び取扱制限に従って、ア

の格付け及び取扱制限に従って、

クセス制御を行うこと。

アクセス制御を行うこと。

2.2.1.2(2)(a)

解説：共有ファイルサーバのアク

2.1.1.2(2)(a)

解説：共有ファイルサーバのアク

解説

解説

セス制御のように、情報システム

解説

セス制御のように、情報システム

の修

を行政事務従事者が利用する際

を行政事務従事者が利用する際

正

に、自らがアクセス制御を行うこ

に、自らがアクセス制御を行うこ
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No.

93

94

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

2.2.1.3

とができない場合、情報システム

とができない場合、情報システム

の導入時及び運用時にアクセス制

の導入時及び運用時にアクセス制

御を行うことを求めた事項であ

御を行うことを求めた事項であ

る。例えば、要機密情報であれば、

る。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

不適当な者から参照されないよ

う、読み取り制限の属性を付与し、

う、読み取り制限の属性を付与し、

完全性２情報であれば、不適当な

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

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

禁止の属性を付与することがこれ

に当たる。

に当たる。

また、行政事務従事者自らがアク

また、行政事務従事者自らがアク

セス制御を行うことが出来る場

セス制御を行うことが出来る場

合、1.3.1.3(1)(b)の規程に基づき対

合、1.3.1.3(1)(a)の規程に基づき対

策を行うこと。

策を行うこと。

2.2.1.3 権限管理機能

2.1.1.3

2.1.1.3 権限管理機能

構成
変更

2.2.1.3

主体認証情報の機密性と完全性、

2.1.1.3

主体認証情報の機密性と完全性、

趣旨

趣旨

及びアクセス制御情報の完全性を

趣旨

及びアクセス制御情報の完全性を

の修

守ることは重要である。これらの

守ることは重要である。これらの

正

機密性や完全性が損なわれると、

機密性や完全性が損なわれると、

主体認証やアクセス制御の機能に

主体認証やアクセス制御の機能に

問題がなくとも、正当ではない主

問題がなくとも、正当ではない主

体からの情報へのアクセスを許し

体からの情報へのアクセスを許し

てしまうことになる。

てしまうことになる。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

権限管理に関する対策基準とし

権限管理に関する対策基準を定め

て、権限管理機能の導入、識別コ

る。

ードと主体認証情報の付与管理に
ついての遵守事項を定める。
なお、統一管理基準 1.4.1.1 におい
て識別コードと主体認証情報の管
理等に関する対策基準を、1.5.2.4
において主体認証・アクセス制
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

御・権限管理・証跡管理・保証等
の必要性判断等に関する対策基準
を定めている。
(1.5.2.8(1)(a)(ウ)へ移動)

2.1.1.3(1)(a)

情報システムセキュリティ責任者

構成

は、すべての情報システムについ

変更

て、権限管理を行う必要性の有無

95

を検討すること。この場合、要保
護情報を取り扱う情報システムに
ついては、権限管理を行う必要が
あると判断すること。
(1.5.2.8(1)(a)(ウ)解説へ移動)

2.1.1.3(1)(a)
解説

解説：権限管理を行う前提として、 構成
情報システムセキュリティ責任者

変更

は、各情報システムについて、ア
クセスする主体の権限管理を行う
必要性の有無を検討することを求
める事項である。要保護情報を取
り扱う情報システムにおいては、
権限管理を行う必要があると判断
すること。
なお、アクセス制御は、主体から
客体へのアクセス条件を制限する

96

ことで客体に対してのアクセス許
可を管理することである。それに
対して、権限とは、主体に付与（発
行、更新及び変更を含む。以下こ
の項において同じ。）される許可の
ことをいい、権限管理とは、主体
に対する許可情報を管理すること
である。その主体が情報システム
の管理を担う場合には、その主体
に対して管理者権限を与える場合
もある。

97

2.2.1.3(1)(c)

解説：情報システムの利用を開始
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2.1.1.3(1)(d)

解説：情報システムの利用を開始

解説

No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

解説

している主体が、主体認証情報の

している主体が、主体認証情報の

の修

再発行を要求した場合には、当該

再発行を要求した場合には、当該

正

情報システムにおいて、その主体

情報システムにおいて、その主体

により重要な情報が既に作成され

により重要な情報が既に作成され

ている可能性があることから、再

ている可能性があることから、再

発行する主体認証情報を他の者が

発行する主体認証情報を他の者が

知り得ないように、新規に主体認

知り得ないように、新規に主体認

証情報を発行する場合に比べて、

証情報を発行する場合に比べて、

一層安全な機能を設けることを求

一層安全な機能を設けることを求

める事項である。

める事項である。

なお、再発行を自動化して他の者

なお、再発行を自動化して他の者

による操作を必要とすることなく

による操作を必要とすることなく

主体認証情報を再発行すること

主体認証情報を再発行することに

は、管理者による不正な操作が発

より、安全性を強化することがで

生する機会を減らし、安全性を強

きる。

解説

化することができる。
(1.4.1.1(3)(a)へ移動)

2.1.1.3(2)(a)

情報システムセキュリティ責任者

構成

は、権限管理を行う必要があると

変更

認めた情報システムにおいて、共

98

用識別コードの利用許可について
は、情報システムごとにその必要
性を判断すること。
(1.4.1.1(3)(a)解説へ移動)

2.1.1.3(2)(a)
解説

解説：原則として、識別コードは、 構成
情報システムへアクセスする主体

変更

へ個別に付与することになる。し
かしながら、情報システム上の制
約や、利用状況などを考慮して、

99

１つの識別コードを複数の主体で
共用する必要がある場合には、当
該情報システムごとに利用許可の
判断をすることを求める事項であ
る。

100

(1.4.1.1(3)(b)へ移動)

2.1.1.3(2)(b)
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情報システムセキュリティ責任者

構成

No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
は、権限管理を行う必要があると

変更

認めた情報システムにおいて、権
限管理について、以下の事項を含
む手続を定めること。
(1.4.1.1(3)(b)(ア)へ移動)

101

2.1.1.3(2)(b)

主体からの申請に基づいて権限管

構成

(ア)

理を行う場合には、その申請者が

変更

正当な主体であることを確認する
ための手続
(1.4.1.1(3)(b)(イ)へ移動)

102

2.1.1.3(2)(b)

主体認証情報の初期配布方法及び

構成

変更管理手続

変更

アクセス制御情報の設定方法及び

構成

変更管理手続

変更

2.1.1.3(2)(b)

解説：情報システムへアクセスす

構成

(ウ)解説

る主体に対して、識別コード及び

変更

(イ)

(1.4.1.1(3)(b)(ウ)へ移動)

103

2.1.1.3(2)(b)
(ウ)

(1.4.1.1(3)(b)解説へ移動)

主体認証情報を付与する際の関連
手続を明確に定めることを求める

104

事項である。また、情報システム
へアクセスする主体ごとに、確実
にアクセス権限を設定するため、
関連手続を明確に定めることを求
める事項である。
(1.4.1.1(3)(c)へ移動)

2.1.1.3(2)(c)

105

情報システムセキュリティ責任者

構成

は、権限管理を行う必要があると

変更

認めた情報システムにおいて、権
限管理を行う者を定めること。
(1.4.1.1(3)(c)解説へ移動)

2.1.1.3(2)(c)

解説：アクセス権限の管理につい

構成

解説

ては、情報システムのセキュリテ

変更

ィ保護上、非常に重要な役割を果

106

たすため、権限管理を行う者を定
め、厳格な運用を求める事項であ
る。

107

2.2.1.3(2)(a)

解説：情報システムにおける識別

2.1.1.3(2)(d)

解説：情報システムにおける識別

解説

解説

コード及び主体認証情報は、情報

解説

コード及び主体認証情報は、情報

の修
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

システムを利用する許可を得た主

システムを利用する許可を得た主

体に対してのみ、本人確認の上で

体に対してのみ発行することが重

初期発行することが重要である。

要である。そのため、初期発行に

また、識別コード及び主体認証情

関する本人確認や、識別コード及

報の安全な初期配布方法について

び主体認証情報の初期配布方法に

求める事項である。

ついて厳格な方法を採ることを求

正

める事項である。
2.2.1.3(2)(f)

解説：業務又は業務上の責務に即

2.1.1.3(2)(i)

解説：業務又は業務上の責務に即

解説

解説

して、必要となる者に限り、当該

解説

して、必要となる者に限り、当該

の修

者の業務遂行に必要となるアクセ

者の業務遂行に必要となるアクセ

正

ス権のみを付与することを求める

ス権限のみを付与することを求め

事項である。

る事項である。

108

2.2.1.3(2)(h)

109

2.1.1.3(2)(k)

権限管理を行う者は、識別コード

構成

をどの主体に付与したかについて

をどの主体に付与したかについて

変更

記録すること。当該記録を消去す

記録すること。当該記録を消去す

、遵

る場合には、情報セキュリティ責

る場合には、情報セキュリティ責

守事

任者からの事前の許可を得るこ

任者からの事前の承認を得るこ

項の

と。

と。

修正

2.2.1.3(2)(h)

解説：識別コードの付与に係る記

2.1.1.3(2)(k)

解説：識別コードの付与に係る記

解説

解説

録は将来の障害・事故等の原因調

解説

録は将来の障害・事故等の原因調

の修

査に備えて、不用意に消去しない

査に備えて、不用意に消去しない

正

ことを求める事項である。その情

ことを求める事項である。その情

報システムへの将来の調査が不要

報システムへの将来の調査が不要

になったものについては、消去す

になったものについては、消去す

ることになるが、その場合には、

ることになるが、その場合には、

許可を得た上で消去しなければな

適切な承認を得た上で消去しなけ

らない。情報システムの関係者だ

ればならない。情報システムの関

けの判断で、識別コードをどの主

係者だけの判断で、識別コードを

体に付与したかを知るための記録

どの主体に付与したかを知るため

を消去してはならない。

の記録を消去してはならない。

110

111

権限管理を行う者は、識別コード

2.2.1.3(2)(i)

解説：ある主体に付与した識別コ

2.1.1.3(2)(l)

解説：ある主体に付与した識別コ

解説

解説

ードを再利用して別の主体に付与

解説

ードを再利用して別の主体に付与

の修

することを禁ずる事項である。こ

正

することを禁ずる事項である。こ
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No.

112

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

のため、職位等に対応する識別コ

のため、職位等に対応する識別コ

ードが存在し、それを担当者が引

ードが存在し、それを担当者が引

き継いで使用する場合等、やむを

き継いで使用する場合など、やむ

得ずある主体に付与した識別コー

を得ずある主体に付与した識別コ

ドをその後別の主体に対して付与

ードをその後別の主体に対して付

する場合には、例外措置を申請す

与する場合には、例外措置を申請

る必要がある。そして、当該申請

する必要がある。そして、当該申

を許可するときは、その主体認証

請を許可するときは、その主体認

情報を新たに設定し、以前に使用

証情報を新たに設定し、以前に使

していた主体による使用を禁ずる

用していた主体による使用を禁ず

とともに、任意の時点で識別コー

るとともに、任意の時点で識別コ

ドの利用主体を特定できるよう

ードの利用主体を特定できるよう

に、履歴を管理することが求めら

に、履歴を管理することが求めら

れる。

れる。

なお、当該例外措置は、どの識別

なお、当該例外措置は、どの識別

コードを誰が使用しているかを管

コードを誰が使用しているかを管

理する ID マネジメントに係る重要

理する ID マネジメントに係る重要

事項であるため、情報セキュリテ

事項であるため、情報セキュリテ

ィ責任者が許可・不許可を判断す

ィ責任者が許可・不許可を判断す

ることが望ましい。

ることが望ましい。

(1.4.1.1(4)へ移動)

2.1.1.3(3)

(1.4.1.1(4)(a)へ移動)

2.1.1.3(3)(a)

識別コードと主体認証情報におけ

構成

る代替手段等の適用

変更

情報システムセキュリティ管理者

構成

は、権限管理を行う必要があると

変更

認めた情報システムにおいて、付
与した識別コードが使用できなく
なった行政事務従事者から、代替

113

手段の使用に関する許可申請を受
けた場合には、その申請者が正当
な利用者であることを確認した上
で、その必要性の有無を検討し、
必要があると認めたときは、代替
手段を提供すること。
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No.

統一技術

統一技術基準

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

(1.4.1.1(4)(a)解説へ移動)

2.1.1.3(3)(a)

解説：情報システムを利用する行

構成

解説

政事務従事者においては、何らか

変更

の理由により、付与された識別コ
ードに対する主体認証情報を提示
することが困難である場合が想定
される。例えば、知識による主体
認証方式であれば主体認証情報
（パスワード）を忘れた場合、所
有による主体認証方式であれば携
帯するのを忘れた場合、指紋によ
る主体認証方式であれば指を怪我
した場合等が挙げられる。
それらの理由により、付与された
識別コードに対する主体認証情報
を提示することが困難である場合
には、代替手段の使用に関する許

114

可申請をすることができる。情報
システムセキュリティ管理者は、
その申請を受理した時には、その
申請が正当な利用者からの許可申
請であること及び許可申請の理由
が妥当であること等を確認した上
で、その必要性を判断し代替手段
を提供することを求める事項であ
る。なお、代替手段としては、例
えば、当日限り有効とした暫定的
な識別コード及び主体認証情報の
提供や、当該情報システムから切
り離された代替 PC の提供、情報シ
ステムを利用しない業務環境の提
供などが想定されるが、情報シス
テムセキュリティ管理者が情報セ
キュリティ保護の観点に加えて行
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No.

統一技術

統一技術基準

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
政事務従事者本人による業務執行
の緊急性、効率性、利便性及び当
該情報システムの可用性等も考慮
して、適正な代替手段を準備して
おくこと。
なお、代替手段の提供に当たって
は、その申請理由と使用期間、使
用者等を記録として残すことが望
ましい。

(1.4.1.1(4)(b)へ移動)

2.1.1.3(3)(b)

情報システムセキュリティ責任者

構成

及び情報システムセキュリティ管

変更

理者は、権限管理を行う必要があ
ると認めた情報システムにおい

115

て、識別コードの不正使用の報告
を受けた場合には、直ちに当該識
別コードによる使用を停止させる
こと。
(1.4.1.1(4)(a)解説へ移動)

2.1.1.3(3)(b)

解説：不正使用の報告を受けた場

構成

解説

合には、他の基準項目で定められ

変更

ている障害・事故等の対処に係る
遵守事項とともに、本事項の対処
を実施する。
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、すべての

116

使用を停止した上で、状況把握、
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
行すべきである。

117

2.2.1.4

2.2.1.4 証跡管理機能

2.1.1.4

2.1.1.4 証跡管理機能

構成
変更
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

2.2.1.4

情報システムの利用においては、

2.1.1.4

情報システムの利用においては、

趣旨

趣旨

当該情報システムの制御及び管理

趣旨

当該情報システムの制御及び管理

の修

の実効性を高め、また情報セキュ

の実効性を高め、また情報セキュ

正

リティに関する問題が発生した場

リティに関する問題が発生した場

合にこれに適切に対処するため

合にこれに適切に対処するため

に、当該情報システムの動作及び

に、当該情報システムの動作及び

その他必要な事象を記録し、事後

その他必要な事象を記録し、事後

にこれを調査する証跡管理を行う

にこれを調査する証跡管理を行う

必要がある。また、証跡管理によ

必要がある。また、証跡管理によ

り、外部又は内部の者による不正

り、外部又は内部の者による不正

利用又は過失行為を事前に抑止

利用又は過失行為を事前に抑止

し、また事後に追跡することが可

し、また事後に追跡することが可

能となる。

能となる。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では

証跡管理に関する対策基準とし

証跡管理に関する対策基準を定め

て、証跡管理機能の導入、証跡の

る。

118

取得と保存についての遵守事項を
定める。
なお、統一管理基準 1.4.1.1 におい
て識別コードと主体認証情報の管
理等に関する対策基準を、1.5.2.4
において主体認証・アクセス制
御・権限管理・証跡管理・保証等
の必要性判断等に関する対策基準
を定めている。

119

2.2.1.4(1)

2.1.1.4(1)

証跡管理機能の導入

証跡管理機能の導入

構成
変更

(1.5.2.8(1)(a)(エ)へ移動)

2.1.1.4(1)(a)

120

情報システムセキュリティ責任者

構成

は、すべての情報システムについ

変更

て、証跡管理を行う必要性の有無
を検討すること。

121

(1.5.2.8(1)(a)(エ)解説へ移動)

2.1.1.4(1)(a)
解説
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解説：証跡管理を行う前提として、 構成
情報システムセキュリティ責任者

変更

No.

統一技術

統一技術基準

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
に、情報システムについて、証跡
管理を行う必要性の有無を検討す
ることを求める事項である。
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、以下のような管理記録
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
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

2.2.1.4(1)(a)

122

情報システムセキュリティ責任者

2.1.1.4(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、証跡を取得する必要があると

は、証跡を取得する必要があると

事項

情報セキュリティ責任者が認めた

認めた情報システムには、証跡管

の修

情報システムには、証跡管理のた

理のために証跡を取得する機能を

正

めに証跡を取得する機能を設ける

設けること。

こと。
(1.5.2.8(1)(a)(オ)へ移動)

2.1.1.4(1)(c)

123

情報システムセキュリティ責任者

構成

は、証跡を取得する必要があると

変更

認めた情報システムにおいては、
証跡として取得する情報項目及び
証跡の保存期間を定めること。
(1.5.2.8(1)(a)(オ)解説へ移動)

124

2.1.1.4(1)(c)

解説：証跡を取得する場合に、取

構成

解説

得する情報項目及び証跡の保存期

変更

間を適切に定めることを求める事
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No.

統一技術

統一技術基準

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
項である。
以下に示す例は一般的に取得すべ
き基本的な情報項目であるが、限
られた情報量で実効性のある証跡
を取得するように設計することが
重要である。
証跡に含める情報項目の例：
・事象の主体である者又は機器を
示す識別コード等
・事象の種類（ウェブサイトへの
アクセス、ログオン及びログアウ
ト、ファイルへのアクセス、アプ
リケーションの起動及び終了、特
定の操作指令等）
・事象の対象（アクセスした URL
（ウェブアドレス）、ログオンした
アプリケーション、アクセスした
ファイル、起動及び終了したアプ
リケーション、操作指令の対象等）
・日付、時刻
・成功、失敗の区別、事象の結果
・電子メールのヘッダ情報、通信
内容
・通信パケットの内容
・操作する者、監視する者及び保
守する者等への通知の内容
また、保存期間は、１つの情報シ
ステムであっても取得する箇所や
情報項目により異なることもあり
得る。
情報セキュリティに関する問題を
事後に追跡し、また事前に抑止す
るという証跡管理の目的に照らし
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
て、保存期間を定めることになる。

2.2.1.4(1)(b)

125

2.2.1.4(1)(c)

126

情報システムセキュリティ責任者

2.1.1.4(1)(d)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、証跡を取得する必要があると

は、証跡を取得する必要があると

事項

情報セキュリティ責任者が認めた

認めた情報システムにおいては、

の修

情報システムにおいては、証跡が

証跡が取得できなくなった場合及

正

取得できなくなった場合及び取得

び取得できなくなるおそれがある

できなくなるおそれがある場合の

場合の対処方法を定め、必要に応

対処方法を定め、必要に応じ、こ

じ、これらの場合に対処するため

れらの場合に対処するための機能

の機能を情報システムに設けるこ

を情報システムに設けること。

と。

情報システムセキュリティ責任者

2.1.1.4(1)(e)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、証跡を取得する必要があると

は、証跡を取得する必要があると

事項

情報セキュリティ責任者が認めた

認めた情報システムにおいては、

の修

情報システムにおいては、取得し

取得した証跡に対して不当な消

正

た証跡に対して不当な消去、改ざ

去、改ざん及びアクセスがなされ

ん及びアクセスがなされないよう

ないように、取得した証跡につい

に、取得した証跡についてアクセ

てアクセス制御を行うこと。

ス制御を行うこと。

127

2.2.1.4(1)(c)

解説：不正アクセス、不正操作若

2.1.1.4(1)(e)

解説：不正アクセス、不正操作若

解説

解説

しくは職務外利用又は誤操作を行

解説

しくは職務外利用又は誤操作を行

の修

った者にとって、その証跡は自己

った者にとって、その証跡は自己

正

に不利益をもたらすものであるこ

に不利益をもたらすものであるこ

とも考慮し、証跡が不当に消去、

とも考慮し、証跡が不当に消去、

改ざんされることのないように、

改ざんされることのないように、

適切な格付を与えてこれを管理す

適切な格付けを与えてこれを管理

ることを求める事項である。証跡

することを求める事項である。証

の格付は、多くの場合に、機密性

跡の格付けは、多くの場合に、機

２情報又は機密性３情報で、要保

密性２情報又は機密性３情報で、

全情報となるものと考えられる。

要保全情報となるものと考えられ

証跡は、訴訟において証拠として

る。

利用されることがある。その適切

証跡は、訴訟において証拠として

な取扱いを組織として定め、かつ

利用されることがある。その適切

これを遵守していることが、証跡

な取扱いを組織として定め、かつ
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

に証拠力が認められる前提となる

これを遵守していることが、証跡

ことにも留意する必要がある。

に証拠力が認められる前提となる

また、証跡には情報システムを利

ことにも留意する必要がある。

用する者の行為が記録されるた

また、証跡には情報システムを利

め、業務上の必要なくこれにアク

用する者の行為が記録されるた

セスすべきではない。

め、業務上の必要なくこれにアク

これらの理由で、証跡は、情報シ

セスすべきではない。

ステムセキュリティ管理者を含む

これらの理由で、証跡は、情報シ

利用者が不当に消去、改ざん又は

ステムセキュリティ管理者を含む

アクセスすることのないように、

利用者が不当に消去、改ざん又は

証跡を保存したファイルに適切な

アクセスすることのないように、

アクセス制御を適用する必要があ

証跡を保存したファイルに適切な

る。

アクセス制御を適用する必要があ

また、証跡として利用記録や監視

る。

記録を含めた場合には、対象とな

また、証跡として利用記録や監視

る利用者のプライバシーを侵害し

記録を含めた場合には、対象とな

ないことにも配慮する必要がある

る利用者のプライバシーを侵害し

ため、アクセスできる者を制限す

ないことにも配慮して、アクセス

ることが重要になる。

できる者を制限するように注意し
なければならない。

2.2.1.4(1)(d)

128

情報システムセキュリティ責任者

2.1.1.4(1)(f)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、証跡を取得する必要があると

は、証跡を取得する必要があると

事項

情報セキュリティ責任者が認めた

認めた情報システムにおいては、

の修

情報システムにおいては、証跡の

証跡の点検、分析及び報告を支援

正

点検、分析及び報告を支援するた

するための自動化機能を情報シス

めの自動化機能を情報システムに

テムに設けること。

設けること。

129

2.2.1.4(1)(d)

解説：取得した証跡を効率的かつ

2.1.1.4(1)(f)

解説：取得した証跡を効率的かつ

解説

解説

確実に点検及び分析し、その結果

解説

確実に点検及び分析し、その結果

の修

を報告するために、その作業を自

を報告するために、その作業を自

正

動化する機能を設けることを求め

動化する機能を設けることを求め

る事項である。

る事項である。

証跡は、その量が膨大になるため、

証跡は、その量が膨大になるため、
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

証跡の内容をソフトウェア等によ

証跡の内容をソフトウェア等によ

り集計し、時系列表示し、報告書

り集計し、時系列表示し、報告書

を生成する等により、効率的かつ

を生成するなどにより、効率的か

確実な点検、分析及び報告が可能

つ確実な点検、分析及び報告が可

となる。規模の大きい情報システ

能となる。規模の大きい情報シス

ムにおいては、複数のサーバ装置

テムにおいては、複数のサーバ装

で取得した証跡をあわせた点検、

置で取得した証跡をあわせた点

分析及び報告の作業を支援する自

検、分析及び報告の作業を支援す

動化も、必要に応じて導入する。

る自動化も、必要に応じて導入す
る。

2.2.1.4(1)(e)

解説：情報セキュリティの侵害の

2.1.1.4(1)(e)

解説：情報セキュリティの侵害の

解説

解説

可能性を示す事象が発生した場合

解説

可能性を示す事象が発生した場合

の修

に、迅速な対処を可能とするため

に、迅速な対処を可能とするため

正

に、監視する者等に即時に通知す

に、監視する者等に即時に通知す

る機能を設けることを求める事項

る機能を設けることを求める事項

である。

である。

府省庁外からの不正侵入の可能

府省庁外からの不正侵入の可能

性、府省庁における持込み PC の情

性、府省庁における持込み PC の情

報システムへの接続等、通知すべ

報システムへの接続など、通知す

き事象を定め、これを通知する機

べき事象を定め、これを通知する

能を情報システムに組み込む。必

機能を情報システムに組み込む。

要に応じ、情報システムの利用者

必要に応じ、情報システムの利用

に即時に注意を促す仕組みを設け

者に即時に注意を促す仕組みを設

ることも考えられる。

けることも考えられる。

130

2.2.1.4(2)(a)

131

132

情報システムセキュリティ管理者

2.1.1.4(2)(a)

情報システムセキュリティ管理者

遵守

は、証跡を取得する必要があると

は、証跡を取得する必要があると

事項

情報セキュリティ責任者が認めた

認めた情報システムにおいては、

の修

情報システムにおいては、情報シ

情報システムセキュリティ責任者

正

ステムに設けられた機能を利用し

が情報システムに設けた機能を利

て、証跡を取得すること。

用して、証跡を記録すること。

2.2.1.4(2)(a)

解説：情報システムの運用中に、

2.1.1.4(2)(a)

解説：情報システムの運用中に、

解説

解説

利用者の行動等の事象を証跡とし

解説

利用者の行動等の事象を証跡とし

の修

て記録することを求める事項であ

正

て取得することを求める事項であ
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

2.2.1.4(2)(b)

133

る。

る。

情報システムセキュリティ管理者

情報システムセキュリティ管理者

は、証跡を取得するために、必要

は、証跡を取得するために、必要

な操作を行う必要がある。

な操作を行う必要がある。

情報システムセキュリティ管理者

2.1.1.4(2)(b)

情報システムセキュリティ管理者

遵守

は、証跡を取得する必要があると

は、証跡を取得する必要があると

事項

情報セキュリティ責任者が認めた

認めた情報システムにおいては、

の修

情報システムにおいては、取得し

取得した証跡の保存期間が満了す

正

た証跡の保存期間が満了する日ま

る日まで当該証跡を保存し、保存

で当該証跡を保存し、保存期間を

期間を延長する必要性がない場合

延長する必要性がない場合は、速

は、速やかにこれを消去すること。

やかにこれを消去すること。
2.2.1.4(2)(b)

解説：取得した証跡を適正に保存

2.1.1.4(2)(b)

解説：取得した証跡を適正に保存

解説

解説

し、又は消去することを求める事

解説

し、又は消去することを求める事

の修

134

2.2.1.4(2)(c)

135

項である。

項である。

情報システムセキュリティ管理者

情報システムセキュリティ管理者

は、証跡の保存期間が満了するま

は、証跡の保存期間が満了するま

で当該証跡を保存する必要があ

で当該証跡を保存する必要があ

る。

る。

必要な期間にわたり証跡を保存す

必要な期間にわたり証跡を保存す

るために、当該期間に取得する証

るために、当該期間に取得する証

跡を全て保有できるファイル容量

跡をすべて保有できるファイル容

としたり、証跡を適宜外部電磁的

量としたり、証跡を適宜外部電磁

記録媒体に退避したりする方法が

的記録媒体に退避したりする方法

ある。

がある。

なお、法令の規定により保存期間

なお、法令の規定により保存期間

が定められている場合には、これ

が定められている場合には、これ

にも従うこと。

にも従うこと。

情報システムセキュリティ管理者

2.1.1.4(2)(c)

正

情報システムセキュリティ管理者

遵守

は、証跡を取得する必要があると

は、証跡を取得する必要があると

事項

情報セキュリティ責任者が認めた

認めた情報システムにおいては、

の修

情報システムにおいては、証跡が

証跡が取得できない場合又は取得

正

取得できない場合又は取得できな

できなくなるおそれがある場合
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

くなるおそれがある場合は、定め

は、定められた対処方法に基づい

られた対処方法に基づいて対処す

て対処すること。

ること。

136
137

(1.5.2.8(3)へ移動)

2.1.1.4(3)

(1.5.2.8(3)へ移動)

2.1.1.4(3)

取得した証跡の点検、分析及び報

構成

告

変更

【強化遵守事項】

構成
変更

(1.5.2.8(3)へ移動)

2.1.1.4(3)(a)

情報システムセキュリティ責任者

構成

は、証跡を取得する必要があると

変更

認めた情報システムにおいては、
取得した証跡を定期的に又は適宜

138

点検及び分析し、その結果に応じ
て必要な情報セキュリティ対策を
講じ、又は情報セキュリティ責任
者に報告すること。
(1.5.2.8(3)(a)へ移動)

2.1.1.4(3)(a)

解説：取得した証跡を用いて、定

構成

解説

期的に又は何らかの兆候を契機に

変更

点検及び分析し、その結果に応じ
て必要な情報セキュリティ対策を
講ずることにより、情報セキュリ
ティを維持し、あるいはその侵害
を早期に検知することを求める事
項である。
取得した証跡は、そのすべてを定

139

期的に精査することは一般には困
難であり、その一部を重点あるい
は指標として点検及び分析するこ
とが有効である。重点項目の内容
と証跡の量を定期的に点検し、そ
の範囲で通常とは異なる状況が見
られた場合に更に詳細な点検及び
分析を行うことも考えられる。
証跡の点検、分析及び報告を支援
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No.

統一技術

統一技術基準

第 4 版(平成

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
するための自動化機能が設けられ
ていれば、これを利用することに
より、作業を効率的かつ確実に行
うことができる。
情報セキュリティの侵害が特定さ
れた場合は、復旧及び再発防止の
ために必要な対策を採らなければ
ならない。

140

(1.5.2.8(1)(a)(カ)へ移動)

2.1.1.4(4)

証跡管理に関する利用者への周知

構成
変更

(1.5.2.8(1)(a)(カ)へ移動)

2.1.1.4(4)(a)

情報システムセキュリティ責任者

構成

は、証跡を取得する必要があると

変更

認めた情報システムにおいては、
情報システムセキュリティ管理者

141

及び利用者等に対して、証跡の取
得、保存、点検及び分析を行う可
能性があることをあらかじめ説明
すること。
(1.5.2.8(1)(a)(カ)解説へ移動)

2.1.1.4(4)(a)

解説：証跡の取得等について、あ

構成

解説

らかじめ情報システムセキュリテ

変更

ィ管理者及び利用者等に対して説
明を行うことを求める事項であ
る。
取得、保存する証跡には、情報シ
ステムの管理者、操作員及び利用

142

者等の行動に関する情報が記録さ
れる。そのため、証跡を取得、保
存し、事後に参照、点検、分析す
る可能性があることを、利用者に
説明する必要がある。なお、証跡
を証拠として活用する際の正当性
を高めるためにも周知することが
望ましい。
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No.

143

144

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

2.2.1.5

2.2.1.5 保証のための機能

2.1.1.5

2.1.1.5 保証のための機能

構成
変更

2.2.1.5

統一管理基準及び本統一技術基準

2.1.1.5

趣旨

では、基本的なセキュリティ機能

趣旨

本統一基準では、基本的なセキュ

趣旨

リティ機能として、主体認証機能、 の修

として、主体認証機能、アクセス

アクセス制御機能、権限管理機能、 正

制御機能、権限管理機能、証跡管

証跡管理機能の各項で具体的に遵

理機能の各項で具体的に遵守事項

守事項を規定している。しかし、

を規定している。しかし、情報が

情報が適切な状態であることを保

適切な状態であることを保証する

証するためには、これらの機能に

ためには、これらの機能によるセ

よる情報セキュリティ対策より上

キュリティ対策より上位の機能や

位の機能やそれ以外の機能等によ

それ以外の機能等による対策全般

る対策全般についても導入の必要

についても導入の必要性を検討す

性を検討することが重要である。

ることが重要である。こうした対

こうした対策は、限られた情報シ

策は、限られた情報システムに導

ステムに導入されることになると

入されることになると考えるが、

考えるが、基本的な対策ではない

基本的な対策ではないからといっ

からといって最初から除外するの

て最初から除外するのではなく、

ではなく、必要性の有無を確認し

必要性の有無を確認し選択的に導

選択的に導入するという対応が適

入するという対応が適切である。

切である。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

保証のための機能に関する対策基

保証のための機能に関する対策基

準を定める。

準を定める。

なお、統一管理基準 1.4.1.1 におい
て識別コードと主体認証情報の管
理等に関する対策基準を、1.5.2.4
において主体認証・アクセス制
御・権限管理・証跡管理・保証等
の必要性判断等に関する対策基準
を定めている。
(1.5.2.4(1)(a)(キ)へ移動)

2.1.1.5(1)(a)

145

情報システムセキュリティ責任者

構成

は、要保護情報を取り扱う情報シ

変更

ステムについて、保証のための対
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
策を行う必要性の有無を検討する
こと。

(1.5.2.4(1)(a)(キ)解説へ移動)

2.1.1.5(1)(a)

解説：要保護情報を取り扱う情報

構成

解説

システムについて、情報が適切な

変更

146

状態であることを保証するための
対策の必要性の有無を検討するこ
とを求める事項である。

147

2.2.1.5(1)(a)

解説：保証のための対策を行う必

2.1.1.5(1)(b)

解説：保証のための対策を行う必

解説

解説

要性があると認めた場合に、保証

解説

要性があると認めた場合に、保証

の修

のための機能を情報システムに設

のための機能を情報システムに設

正

けることを求める事項である。

けることを求める事項である。

保証のための機能とは、2.2.1.1〜

保証のための機能とは、2.1.1.1〜

2.2.1.4 で示した遵守事項に限らな

2.1.1.4 で示した遵守事項に限らな

い情報及び情報システムの安全性

い情報及び情報システムの安全性

をより確実にするための機能のこ

をより確実にするための機能のこ

とをいう。これには大きく分けて

とをいう。これには大きく分けて

以下の２つのものがある。

以下の２つのものがある。

（ア）2.2.1.1〜2.2.1.4 の機能とは

（ア）2.1.1.1〜2.1.1.4 の機能とは

異なる観点での保護を高めるため

異なる観点での保護を高めるため

の機能：

の機能：

2.2.1.1〜2.2.1.4 の機能は、主とし

2.1.1.1〜2.1.1.4 の機能は、主とし

て情報及び情報システムの機密

て情報及び情報システムの機密

性、完全性及び可用性を保護する

性、完全性及び可用性を保護する

ことを目的とした機能である。こ

ことを目的とした機能である。こ

れに加えて、情報及び情報システ

れに加えて、情報及び情報システ

ムの真正性（Authenticity）、否認

ムの真正性（Authenticity）、否認

防止（Non-Repudiation）のための

不能性（Non-Repudiation）を保護

機能等を設けることの必要性を、

するための機能等を設けることの

対象とする情報及び情報システム

必要性を、対象とする情報及び情

に対して検討し、必要な措置を講

報システムに対して検討し、必要

ずることによって、安全性をより

な措置を講ずることによって、安

確実にすることができる。

全性をより確実にすることができ

真正性の保護及び否認防止のため

る。
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

の機能としては、例えば、電子署

（イ）2.1.1.1〜2.1.1.4 の機能及び

名及びタイムスタンプが挙げられ

上の（ア）の機能の動作が適正で

る。

あることを確認するための機能：

（イ）2.2.1.1〜2.2.1.4 の機能及び

2.1.1.1〜 2.1.1.4 の機能及び上の

上の（ア）の機能の動作が適正で

（ア）の機能は情報及び情報シス

あることを確認するための機能：

テムを保護するための機能といえ

2.2.1.1〜 2.2.1.4 の機能及び上の

る。それに対して（イ）は、それ

（ア）の機能は情報及び情報シス

らの機能を監視して、異常やその

テムを保護するための機能といえ

兆候を検知し、検知された問題を

る。それに対して（イ）は、それ

解決する対処をすることによっ

らの機能を監視して、異常やその

て、それらの機能の回復に備える

兆候を検知し、検知された問題を

ための機能等である。これらの機

解決する対処をすることによっ

能を設けることの必要性を、対象

て、それらの機能の回復に備える

とする情報及び情報システムに対

ための機能である。これらの機能

して検討し、必要な措置を講ずる

を設けることの必要性を、対象と

ことによって、安全性をより確実

する情報及び情報システムに対し

にすることができる。

て検討し、必要な措置を講ずるこ

また、保証のための機能は、主体

とによって、安全性をより確実に

認証機能等の各項のような個別の

することができる。

ものではなく、複数の機能であっ

（イ）の機能としては、例えば、

たり、それら複数のものを組み合

侵入検知システムやネットワーク

わせた機能であったりする場合も

監視等が挙げられる。

ある。情報セキュリティをより高

また、保証のための機能は、主体

めるために必要となる機能を設け

認証機能等のように個別のもので

ることで本項の遵守事項を達成す

はなく、複数の機能であったり、

ることができる。

それら複数のものを組み合わせた
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
で本遵守事項を達成することがで
きる。

148

2.2.1.6

2.2.1.6 暗号と電子署名（鍵管理を
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2.1.1.6

2.1.1.6 暗号と電子署名（鍵管理を

構成

No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

含む）

含む）

変更

2.2.1.6

情報システムの利用においては、

2.1.1.6

情報システムの利用においては、

趣旨

趣旨

当該情報システムで取り扱う情報

趣旨

当該情報システムで取り扱う情報

の修

の漏えいや改ざん等を防ぐため

の漏えいや改ざん等を防ぐため

正

に、情報の暗号化及び電子署名が

に、情報の暗号化及び電子署名が

有効とされている。この際、あら

有効とされている。この際、予め

かじめ定めた暗号アルゴリズム及

定めた暗号アルゴリズム及び方法

び方法に基づき、暗号及び電子署

に基づき、暗号及び電子署名を適

名を適切な状況で利用する必要が

切な状況で利用する必要がある。

ある。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

暗号化及び電子署名に関する対策

暗号化及び電子署名に関する対策

基準を定める。

149

基準として、暗号化機能及び電子
署名機能の導入、暗号化及び電子
署名に係る管理についての遵守事
項を定める。
なお、統一管理基準 1.4.1.1 におい
て識別コードと主体認証情報の管
理等に関する対策基準を、1.5.2.4
において主体認証・アクセス制
御・権限管理・証跡管理・保証等
の必要性判断等に関する対策基準
を定めている。

150

2.2.1.6(2)(a)

解説：電子署名の付与を実効的に

2.1.1.6(2)(a)

解説：電子署名の付与を実効的に

解説

解説

機能させるために、付与された電

解説

機能させるために、付与された電

の修

子署名を受け取った者が、その電

子署名を受け取った者が、その電

正

子署名の正当性を容易に検証でき

子署名の正当性を容易に検証でき

るようにすることを求める事項で

るようにすることを求める事項で

ある。

ある。

通常、付与された電子署名を検証

通常、付与された電子署名を検証

するためには、署名時に使用した

するためには、署名時に使用した

署名鍵に対応する検証鍵が必要で

署名鍵に対応する検証鍵が必要で

あるが、この検証鍵自体の真正性

あるが、この検証鍵自体の真正性
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

を保証するためには、府省庁の窓

を保証するためには、府省庁の窓

口での直接提供、信頼できる機関

口での直接提供、信頼できる機関

による電子証明書の発行、検証鍵

による電子証明書の発行、検証鍵

に付随する固有の情報（フィンガ

に付随する固有の情報（フィンガ

ープリント等）の公開等の方法が

ープリント等）の公開等の方法が

ある。

ある。

なお、電子署名の正当性を検証す

なお、電子署名の正当性を検証す

るための情報又は手段について

るための情報又は手段について

は、当該電子署名が付与された情

は、当該電子署名が付与された情

報が真正なものであることを証明

報が真正なものであることを証明

する必要がある間、提供すること

する必要がある間、提供すること

となる。例えば、電子署名の有効

となる。例えば、電子署名の有効

期限内にアルゴリズムの危殆化が

期限内にアルゴリズムの危殆化が

発生し、又は有効期限を超えるた

発生し、又は有効期限を超えるた

め、別の電子署名を付与する場合

め、別の電子署名を付与する場合

にあっては、これら全ての電子署

にあっては、これらすべての電子

名の正当性を検証するための情報

署名の正当性を検証するための情

又は手段を提供する必要がある。

報又は手段を提供する必要があ
る。

2.2.1.6(2)(b)

解説：様々な機関から提供されて

2.1.1.6(2)(b)

解説：様々な機関から提供されて

解説

解説

いるアルゴリズムの危殆化に関す

解説

いるアルゴリズムの危殆化に関す

の修

る情報を適宜入手しておくことを

る情報を適宜入手しておくことを

正

求める事項である。

求める事項である。

例えば、CRYPTREC を始めとする

また、CRYPTREC による発表に関

暗号技術の有識者による発表に関

心を払うことが必要である。

151

心を払うことが必要である。

152
153

154

2.2.2

2.2.2 情報セキュリティについて

2.1.2

の脅威
2.2.2.1

2.2.2.1 セキュリティホール対策

2.1.2.1

2.1.2 情報セキュリティについて

構成

の脅威

変更

2.1.2.1 セキュリティホール対策

構成
変更

2.2.2.1

セキュリティホールは、情報シス

2.1.2.1

セキュリティホールは、情報シス

趣旨

趣旨

テムを構成する電子計算機及び通

趣旨

テムを構成する電子計算機及び通

の修

信回線装置上で利用しているソフ

正

信回線装置上で利用しているソフ
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

トウェアに存在する可能性があ

トウェアに存在する可能性があ

り、そのセキュリティホールを攻

り、そのセキュリティホールを攻

撃者に悪用されることにより、サ

撃者に悪用されることにより、サ

ーバ装置への不正侵入、サービス

ーバ装置への不正侵入、サービス

不能攻撃、不正プログラム感染の

不能攻撃、ウイルス感染等の原因

原因になる等、情報システム全体

になるなど、情報システム全体の

のセキュリティを維持する上で大

セキュリティを維持する上で大き

きな脅威となる。特に、サーバ装

な脅威となる。特に、サーバ装置

置へ不正侵入された場合、踏み台、

へ不正侵入された場合、踏み台、

情報漏えい等の更なるリスクにつ

情報漏えい等の更なるリスクにつ

ながり、政府の社会的な信用が失

ながり、政府の社会的な信用が失

われるおそれがある。これらのリ

われるおそれがある。これらのリ

スクを回避するため、セキュリテ

スクを回避するため、セキュリテ

ィホールへの対処は迅速かつ適切

ィホールへの対処は迅速かつ適切

に行わなければならない。

に行わなければならない。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

セキュリティホールに関する対策

セキュリティホールに関する対策

基準として、情報システムの構築

基準を定める。

時及び運用時についての遵守事項
を定める。
(2.3.2.1(1)(c)、2.3.4.1(1)(k)に集約

2.1.2.1(1)(b)

のため削除)

155

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、要安定情報を取り扱う情報シ

事項

ステムについては、セキュリティ

の修

ホール対策中にサービス提供が中

正

断しないように、電子計算機及び
通信回線装置を冗長構成にするこ
と。
(2.3.2.1(1)(c)、2.3.4.1(1)(k)に集約
のため削除)

156

2.1.2.1(1)(b)

解説：セキュリティホール対策を

解説

解説

実施する際に電子計算機及び通信

の修

回線装置を停止する場合に、サー

正

ビス提供を中断させないための措
置を求める事項である。
サービス提供を中断できない情報
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
システムでは、電子計算機及び通
信回線装置を冗長構成にすること
で、セキュリティ対策を実施する
際の可用性を高めることが必要で
ある。

2.2.2.1(1)(b)

解説：公開されたセキュリティホ

2.1.2.1(1)(c)

解説：公開されたセキュリティホ

解説

解説

ールへの対策だけでなく、明らか

解説

ールへの対策だけでなく、明らか

の修

になっていないセキュリティホー

になっていないセキュリティホー

正

ルについても対策を求める事項で

ルについても対策を求める事項で

ある。

ある。

対策としては、特定のメモリ上の

対策としては、特定のメモリ上の

実行権限の削除又はバッファオー

実行権限の削除又はバッファオー

バーフローの検知によるアプリケ

バーフローの検知によるアプリケ

ーションの実行停止等の対策を実

ーションの実行停止等の対策を実

施すること等が挙げられる。

施することなどが挙げられる。

157

2.2.2.1(2)(e)

解説：入手した対策用ファイルに

2.1.2.1(2)(e)

解説：入手した対策用ファイルに

解説

解説

悪意あるコードが含まれている可

解説

悪意あるコードが含まれている可

の修

能性を考慮し、対策用ファイルを

能性を考慮し、対策用ファイルを

正

信頼できる方法で入手することを

信頼できる方法で入手することを

求める事項である。

求める事項である。

信頼できる方法としては、ソフト

信頼できる方法としては、ソフト

ウェアの開発元等が公開するウェ

ウェアの開発元等が公開するウェ

ブサイトからのダウンロード又は

ブサイトからのダウンロード又は

郵送された外部電磁的記録媒体を

郵送された外部電磁的記録媒体を

利用して入手する方法が挙げられ

利用して入手する方法が挙げられ

る。また、改ざん等について検証

る。また、改ざんなどについて検

することができる手段があれば、

証することができる手段があれ

これを実行する必要がある。

ば、これを実行する必要がある。

158

159

160

2.2.2.2

2.2.2.2 不正プログラム対策

2.1.2.2

2.1.2.2 不正プログラム対策

構成
変更

2.2.2.2

不正プログラムは、これに感染し

2.1.2.2

不正プログラムは、これに感染し

趣旨

趣旨

た情報システム及びデータを破壊

趣旨

た情報システム及びデータを破壊

の修

することから完全性、可用性に対

正

することから完全性、可用性に対
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

する脅威となるだけでなく、主体

する脅威となるだけでなく、主体

認証情報等の要機密情報を漏えい

認証情報等の要機密情報を漏えい

させることから機密性に対する脅

させることから機密性に対する脅

威ともなる。

威ともなる。

さらに、不正プログラムに感染し

さらに、不正プログラムに感染し

た情報システムは、他の情報シス

た情報システムは、他の情報シス

テムの再感染を引き起こす危険性

テムの再感染を引き起こす危険性

のほか、迷惑メールの送信やサー

のほか、迷惑メールの送信やサー

ビス不能攻撃等の踏み台として利

ビス不能攻撃等の踏み台として利

用される危険性等他者に対するセ

用される危険性など他者に対する

キュリティ脅威の原因となり得

セキュリティ脅威の原因となり得

る。

る。

これらのことを勘案し、本項では、

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策基準

不正プログラムに関する対策基準

として、情報システムの構築時及

を定める。

び運用時についての遵守事項を定
める。

161

2.2.2.2(1)(a)

解説：動作可能なアンチウイルス

2.1.2.2(1)(a)

解説：動作可能なアンチウイルス

解説

解説

ソフトウェア等が存在する電子計

解説

ソフトウェア等が存在する電子計

の修

算機について、アンチウイルスソ

算機について、アンチウイルスソ

正

フトウェア等を導入することを求

フトウェア等を導入することを求

める事項である。

める事項である。

なお、多くのメインフレームシス

なお、多くのメインフレームシス

テム並びにオペレーティングシス

テム並びにオペレーティングシス

テム及びアプリケーションを搭載

テム及びアプリケーションを搭載

していない電子計算機について

していない電子計算機について

は、動作可能なアンチウイルスソ

は、動作可能なアンチウイルスソ

フトウェアが存在しないため、本

フトウェアが存在しないため、本

遵守事項は適用されない。ただし、

事項は適用されない。ただし、ア

アンチウイルスソフトウェア等が

ンチウイルスソフトウェア等が新

新たにサポートを開始する場合に

たにサポートを開始する場合に

は、速やかな導入が求められるこ

は、速やかな導入が求められるこ

とから、情報システムセキュリテ

とから、情報システムセキュリテ
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

ィ責任者は、該当する電子計算機

ィ責任者は、該当する電子計算機

の把握を行っておくとともに、ア

の把握を行っておくとともに、ア

ンチウイルスソフトウェア等に関

ンチウイルスソフトウェア等に関

するサポート情報に常に注意を払

するサポート情報に常に注意を払

っておくことが望ましい。

っておくことが望ましい。

なお、アンチウイルスソフトウェ
ア等には、他社製品・技術だけで
なく、同一社の製品でもアンチウ
イルスソフトウェアの他、パーソ
ナルファイアウォールやスパイウ
ェア対策ソフト等も含む。
2.2.2.2(1)(b)

162

情報システムセキュリティ責任者

2.2.2.2(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者

表現

は、想定される不正プログラムの

は、想定される不正プログラムの

の適

感染経路の全てにおいてアンチウ

感染経路のすべてにおいてアンチ

正化

イルスソフトウェア等により不正

ウイルスソフトウェア等により不

プログラム対策を実施すること。

正プログラム対策を実施するこ
と。

163

2.2.2.2(1)(c)

解説：複数の種類のアンチウイル

2.1.2.2(1)(c)

解説：複数の種類のアンチウイル

解説

解説

スソフトウェア等を導入すること

解説

スソフトウェア等を導入すること

の修

により効果的な不正プログラム対

により効果的な不正プログラム対

正

策の実施を求める事項である。

策の実施を求める事項である。

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定

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類が

義ファイルの提供時期及び種類が

異なる。また、これらは現存する

異なる。また、これらは現存する

全ての不正プログラムを検知及び

すべての不正プログラムを検知及

除去できるとは限らず、アンチウ

び除去できるとは限らず、アンチ

イルスソフトウェア等の不具合に

ウイルスソフトウェア等の不具合

より不正プログラムの検知又は除

により不正プログラムの検知又は

去に失敗する危険性もある。この

除去に失敗する危険性もある。こ

ことから、不正プログラムによる

のことから、不正プログラムによ

被害が発生する可能性を低減させ

る被害が発生する可能性を低減さ

るため、感染経路において異なる

せるため、感染経路において異な
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

製品や技術を組み合わせ、どれか

る製品や技術を組み合わせ、どれ

１つの不具合で、その環境の全て

か１つの不具合で、その環境のす

が不正プログラムの被害を受ける

べてが不正プログラムの被害を受

ことのないようにする必要があ

けることのないようにする必要が

る。例えば、メールサーバに導入

ある。

するアンチウイルスソフトウェア
と端末に導入するアンチウイルス
ソフトウェアを異なるパターンフ
ァイルを用いた製品にすること等
が考えられる。
2.2.2.2(1)(d)

164

情報システムセキュリティ責任者

2.1.2.2(1)(d)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、想定される不正プログラムの

は、不正プログラムが通信により

事項

感染経路において、拡散すること

拡散することを防止するための対

の修

を防止するための対策を実施する

策を実施すること。

正

こと。

165

2.2.2.2(1)(d)

解説：ネットワーク及び外部電磁

2.1.2.2(1)(d)

解説：不正プログラムが短時間か

解説

解説

的記録媒体を経由した感染拡大を

解説

つ大規模に感染を拡大する場合に

の修

防止することを求める事項であ

は通信を利用することが多いた

正

る。ネットワークを経由した感染

め、その防止策の導入を求める事

拡大の防止策としては、例えば、

項である。

不正プログラム定義ファイル又は

不正プログラム定義ファイル又は

パッチ適用等が最新化されていな

パッチ適用等が最新化されていな

い端末をネットワークに接続させ

い端末をネットワークに接続させ

ない情報システムや、通信に不正

ない情報システムや、通信に不正

プログラムが含まれていることを

プログラムが含まれていることを

検知すると、その通信を検知した

検知すると、その通信を検知した

ネットワークからの通信を遮断す

ネットワークからの通信を遮断す

る情報システムの導入等が挙げら

る情報システムの導入等が挙げら

れる。また、外部電磁的記録媒体

れる。

を経由した感染拡大の防止策とし
ては、例えば、自動再生機能の無
効化、外部電磁的記録媒体の電子
計算機接続時の手動検索、及びア
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

ンチウイルスソフトウェアのリア
ルタイム検索機能の有効化等が挙
げられる。
2.2.2.2(2)(a)

解説：不正プログラムに対し特段

2.1.2.2(2)(a)

解説：不正プログラムに対し特段

解説

解説

の対処が必要な場合に実施するこ

解説

の対処が必要な場合に実施するこ

の修

166

167

168

2.2.2.3

とを求める事項である。

とを求める事項である。

「特段の対処が必要な場合」とは、

「特段の対処が必要な場合」とは、

新たな不正プログラムの存在が明

新たな不正プログラムの存在が明

らかになった後でも利用中のアン

らかになった後でも利用中のアン

チウイルスソフトウェア等に用い

チウイルスソフトウェア等に用い

る定義ファイルが配布されない

る定義ファイルが配布されないな

等、日常から行われている不正プ

ど、日常から行われている不正プ

ログラム対策では対処が困難と判

ログラム対策では対処が困難と判

断される場合が挙げられる。

断される場合が挙げられる。

2.2.2.3 サービス不能攻撃対策

2.1.2.3

2.1.2.3 サービス不能攻撃対策

正

構成
変更

2.2.2.3

インターネットを経由して外部に

2.1.2.3

インターネットを経由して外部に

趣旨

趣旨

提供しているサービスを実現する

趣旨

提供しているサービスを実現する

の修

電子計算機、並びにそのアクセス

電子計算機、並びにそのアクセス

正

に利用される通信回線及び通信回

に利用される通信回線及び通信回

線装置は、利用者が自由にアクセ

線装置は、利用者が自由にアクセ

ス可能である利便性を確保するた

ス可能である利便性を確保するた

めに、サービス不能攻撃により、

めに、サービス不能攻撃により、

通常の利用者がサービスを利用で

通常の利用者がサービスを利用で

きなくなるといった可用性に対す

きなくなるといった可用性に対す

るリスクがある。

るリスクがある。また、インター

このため、インターネットに接続

ネットに接続しているサーバ装置

しているサーバ装置、並びにその

及び端末は、不正プログラム感染

アクセスに利用される通信回線及

又は不正侵入等により、管理者が

び通信回線装置については、高い

意図しないにもかかわらず他者へ

可用性を維持するための対策が必

サービス不能攻撃を行ってしまう

要となる。この対策については、

おそれがある。

ソフトウェアのセキュリティホー

このため、インターネットに接続
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

ルを悪用する攻撃に対するもの

しているサーバ装置、並びにその

と、大量のアクセスによる攻撃に

アクセスに利用される通信回線及

対するものに大別され、両者とも

び通信回線装置については、高い

実施する必要がある。

可用性を維持するための対策が必

これらのことを勘案し、本項では、

要となる。

サービス不能攻撃に関する対策基

これらのことを勘案し、サービス

準として、情報システムの構築時

不能攻撃に関する対策基準を定め

及び運用時についての遵守事項を

る。

定める。
2.2.2.3(1)(a)

解説：電子計算機や通信回線装置

2.1.2.3(1)(a)

解説：電子計算機や通信回線装置

解説

解説

が設けている機能を有効にするこ

解説

が設けている機能を有効にするこ

の修

169

とを求める事項である。

とを求める事項である。

対 策 と し て は 、 例 え ば 、 3-way

対策としては、サーバ装置におけ

handshake 時のタイムアウトの短

る SYN Cookie、通信回線装置にお

縮、各種 Flood 攻撃への防御機能、

ける SYN Flood 対策機能等を有効

アプリケーションゲートウェイ機

にすること等が挙げられる。

正

能、パケットフィルタリング機能
を利用すること等が挙げられる。
2.2.2.3(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者

【強化】から
【基本】へ移動

170

2.2.2.3(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者

強化

は、要安定情報を取り扱う情報シ

は、情報システムがサービス不能

遵守

ステムについては、サービス不能

攻撃を受けた場合に影響が最小と

事項

攻撃を受けた場合に影響が最小と

なるように情報システムを構築す

から

なるように情報システムを構築す

ること。

基本

ること。

遵守
事項
に修
正

171

2.2.2.3(1)(b)

解説：要安定情報を取り扱う情報

2.1.2.3(1)(b)

解説：管理する情報システムがサ

解説

解説

システムがサービス不能攻撃を受

解説

ービス不能攻撃を受けた場合の影

の修

【強化】から

けた場合の影響を分析し、情報シ

響を分析し、情報システムを構築

正

【基本】へ移動

ステムを構築することを求める事

することを求める事項である。影

項である。影響としては、通信回

響としては、通信回線の帯域圧迫

線の帯域圧迫によるアクセス障害

によるアクセス障害や、サーバー
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

や、サーバの処理能力低下等が考

の処理能力低下等が考えられる。

えられる。このため、例えば、サ

このため、サービス不能攻撃を受

ービス不能攻撃を受けたことを検

けたことを検出した場合には、即

出した場合には、即座に情報シス

座に情報システムを外部ネットワ

テムを外部ネットワークより遮断

ークより遮断する、通信回線の通

する、通信回線の通信量に制限を

信量に制限をかける等といった手

かける等といった手段を有する情

段を有する情報システムを構築す

報システムを構築する必要があ

る必要がある。

る。
2.2.2.3(1)(c)

情報システムセキュリティ責任者

【強化】から

は、要安定情報を取り扱う情報シ

遵守

【基本】へ移動

ステムについては、サービス不能

事項

攻撃を受ける電子計算機、通信回

から

線装置又は通信回線から監視対象

基本

を特定し、監視方法及び監視記録

遵守

の保存期間を定めること。

事項

172

（2.1.2.3(1)(c)から移動）

強化

に修
正

173

2.2.2.3(1)(c)

解説：サービス不能攻撃に関する

2.1.2.3(1)(c)

解説：サービス不能攻撃に関する

解説

解説

監視対象の特定と監視方法及び監

解説

監視対象の特定と監視方法及び監

の修

【強化】から

視記録の保存期間を定めることを

視記録の保存期間を定めることを

正

【基本】へ移動

求める事項である。

求める事項である。

インターネットからアクセスされ

インターネットからアクセスされ

るサーバ装置、そのアクセスに利

るサーバ装置、そのアクセスに利

用される通信回線装置及び通信回

用される通信回線装置及び通信回

線の中から、特に高い可用性が求

線の中から、特に高い可用性が求

められるサーバ装置、通信回線装

められるサーバ装置、通信回線装

置及び通信回線を優先的に監視す

置及び通信回線を優先的に監視す

る必要がある。
「監視方法」につい

る必要がある。また、不正プログ

ては、サービス不能攻撃を受ける

ラムの感染又は不正侵入等を受け

ことに関する監視には、稼動中か

ることにより、管理する電子計算

否かの状態把握、負荷の定量的な

機から他者にサービス不能攻撃を

把握がある。監視方法は多種多様

行ってしまうおそれがあるため、
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

であるため、適切な方法を選択す

当該電子計算機等を監視する必要

る必要がある。

がある。

「監視記録の保存期間」について

「監視方法」については、サービ

は、監視対象の状態の変動を把握

ス不能攻撃を受けることに関する

するという目的に照らして、保存

監視には、稼動中か否かの状態把

期間を定める必要がある。

握、負荷の定量的な把握があり、
サービス不能攻撃に利用されるこ
とに関する監視には、電子計算機
からインターネットへの通信の監
視のほか、電子計算機にサービス
不能攻撃を行わせる命令の有無の
監視がある。監視方法は多種多様
であるため、適切な方法を選択す
る必要がある。
「監視記録の保存期間」について
は、監視対象の状態の変動を把握
するという目的に照らして、保存
期間を定める必要がある。

2.2.2.3(1)(d)

情報システムセキュリティ責任者

【強化】から

は、要安定情報を取り扱う情報シ

遵守

【基本】へ移動

ステムについては、電子計算機や

事項

通信回線装置における対策だけで

から

は大量のアクセスによるサービス

基本

不能攻撃を回避できないことを勘

遵守

案し、インターネットに接続して

事項

いる通信回線を提供している事業

に修

者とサービス不能攻撃発生時の対

正

174

（2.1.2.3(1)(g)から移動）

強化

処手順や連絡体制を整備するこ
と。

175

2.2.2.3(1)(d)

解説：情報システムセキュリティ

解説

責任者が、電子計算機や通信回線
装置に係るサービス不能攻撃の対
策を実施しても、府省庁外へ接続
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（2.1.2.3(1)(g)解説から移動）

構成
変更

No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

する通信回線及び通信回線装置へ
の過負荷の影響を完全に排除する
ことは不可能である。このため、
府省庁外へ接続する通信回線を提
供している事業者へも対策の協力
を依頼できる体制を整備すること
を求める事項である。
2.2.2.3(1)(e)

情報システムセキュリティ責任者

（2.1.2.3(1)(d)から移動）

は、要安定情報を取り扱う情報シ

構成
変更

ステムについては、電子計算機、

176

通信回線装置又は通信回線に対す
るサービス不能攻撃の影響を排除
し、又は低減する対策装置を導入
すること。
2.2.2.3(1)(e)

解説：通信回線については、通信

2.1.2.3(1)(d)

解説：電子計算機及び通信回線装

解説

解説

量の制限や通信の遮断が有効であ

解説

置における対策については、ソフ

の修

り、サービス不能攻撃の影響を排

トウェアのセキュリティホールを

正

除し、又は低減するために必要な

悪用する攻撃に対するものと、大

装置の導入を求める事項である。

量のアクセスによる攻撃に対する

例えば、巧みに偽装したパケット

ものに大別され、両者とも実施す

や正規の送信元アドレスを使用し

る必要がある。通信回線について

た巧妙な DDoS 攻撃を抑制するに

は、通信量の制限や通信の遮断が

は、電子計算機及び通信回線装置

有効であり、サービス不能攻撃の

が持つ既存のセキュリティ対策機

影響を排除し、又は低減するため

能に加え、サービス不能攻撃の影

に必要な装置の導入を求める事項

響を排除し、又は低減することの

である。

177

できる専用の対策装置の導入が挙
げられる。

178

2.2.2.3(1)(f)

解説：大量のアクセスによるサー

2.1.2.3(1)(e)

解説

ビス不能攻撃を受け、サーバ装置、

解説

解説：大量のアクセスによるサー

ビス不能攻撃を受け、サーバ装置、 の修

通信回線装置又は通信回線が過負

通信回線装置又は通信回線が過負

荷状態に陥り利用できない場合に

荷状態に陥り利用できない場合に

おける対処を効果的に実施するた

おける対処を効果的に実施するた
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解説

正

No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

めの事項である。

めの事項である。

例えば、対処としては、サービス

例えば、対処としては、サービス

提供に利用している通信回線等が

提供に利用している通信回線等が

サービス不能攻撃により過負荷状

サービス不能攻撃により過負荷状

態に陥っていても、サービス不能

態に陥っていても、サービス不能

攻撃を受けているサーバ装置、通

攻撃を受けているサーバ装置、通

信回線装置及びそれらを保護する

信回線装置及びそれらを保護する

ために設置されている対策装置を

ために設置されている対策装置を

操作できる手段を確保することが

操作できる手段を確保することが

挙げられる。より具体的には、管

挙げられる。より具体的には、管

理者が当該装置等を操作するため

理者が当該装置等を操作するため

の電子計算機及び通信回線等を、

の電子計算機及び通信回線等を、

サービス提供に利用している電子

サービス提供に利用している電子

計算機及び通信回線等とは別に用

計算機及び通信回線等とは別に用

意すること等が挙げられる。

意することなどが挙げられる。
2.1.2.3(1)(g)

（2.2.2.3(1)(d)へ移動）

情報システムセキュリティ責任者

構成

は、要安定情報を取り扱う情報シ

変更

ステムについては、電子計算機や
通信回線装置における対策だけで
は大量のアクセスによるサービス

179

不能攻撃を回避できないことを勘
案し、インターネットに接続して
いる通信回線を提供している事業
者とサービス不能攻撃発生時の対
処手順や連絡体制を整備するこ
と。
（2.2.2.3(1)(d)解説へ移動）

2.1.2.3(1)(g)

解説：情報システムセキュリティ

構成

解説

責任者が、電子計算機や通信回線

変更

装置に係るサービス不能攻撃の対

180

策を実施しても、府省庁外へ接続
する通信回線及び通信回線装置へ
の過負荷の影響を完全に排除する
ことは不可能である。このため、
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
府省庁外へ接続する通信回線を提
供している事業者へも対策の協力
を依頼できる体制を整備すること
を求める事項である。

2.2.2.3(1)(g)

解説：サービス不能攻撃が発生し

2.1.2.3(1)(f)

解説：サービス不能攻撃が発生し

解説

解説

た場合、サービスを提供する電子

解説

た場合、サービスを提供する電子

の修

計算機、通信回線装置及び通信回

計算機、通信回線装置及び通信回

正

線を代替電子計算機、代替通信回

線を代替電子計算機、代替通信回

線装置又は代替通信回線に切り替

線装置又は代替回線に切り替える

えることにより、サービスが中断

ことにより、サービスが中断しな

しないように、情報システムを構

いように、情報システムを構成す

成することを求める事項である。

ることを求める事項である。

サービス不能攻撃の検知及び代替

サービス不能攻撃の検知及び代替

計算機等への切替えは短時間にで

計算機等への切替えは短時間にで

きるようにすることが必要であ

きるようにすることが必要であ

る。

る。

181

2.2.2.3(2)(a)

情報システムセキュリティ管理者

【強化】から
【基本】へ移動

182

2.1.2.3(2)(a)

情報システムセキュリティ管理者

強化

は、要安定情報を取り扱う情報シ

は、要安定情報を取り扱う情報シ

遵守

ステムについては、監視方法が定

ステムについては、監視方法に従

事項

められている場合は、監視方法に

って電子計算機、通信回線装置及

から

従って電子計算機、通信回線装置

び通信回線を監視し、その記録を

基本

及び通信回線を監視し、その記録

保存すること。

遵守

を保存すること。

事項
に修
正、
遵守
事項
の修
正

183
184

2.2.2.4

2.2.2.4 踏み台対策

2.1.2.4

2.1.2.4 踏み台対策

構成
変更

2.2.2.4

インターネット等の府省庁外の通

2.1.2.4

インターネット等の府省庁外の通

趣旨

趣旨

信回線に接続された情報システム

趣旨

信回線に接続された情報システム

の修
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

は、第三者によって不正アクセス

は、第三者によって不正アクセス

や迷惑メール配信の中継地点とし

や迷惑メール配信の中継地点とし

て、意図しない用途に使われてし

て、意図しない用途に使われてし

まうこと、いわゆる、踏み台とさ

まうこと、いわゆる、踏み台とさ

れてしまうおそれがある。踏み台

れてしまうおそれがある。踏み台

とされた情報システムは、府省庁

とされた情報システムは、府省庁

外に迷惑をかけるだけにとどまら

外に迷惑をかけるだけにとどまら

ず、例えば、当該情報システムが

ず、例えば、当該情報システムが

提供していたサービスを利用者が

提供していたサービスを利用者が

利用できないという可用性に対す

利用できないという可用性に対す

る水準の低下や、府省庁内の他の

る水準の低下や、府省庁内の他の

情報システムに対するセキュリテ

情報システムに対するセキュリテ

ィ脅威の原因ともなり得る。これ

ィ脅威の原因ともなり得る。これ

らを防ぐためには、府省庁が意図

らを防ぐためには、府省庁が意図

しない目的で府省庁の情報システ

しない目的で府省庁の情報システ

ムが使われないようにすることが

ムが使われないようにすることが

必要である。

必要である。

これらのことを勘案し、踏み台防

これらのことを勘案し、踏み台防

止に関する対策基準として、情報

止に関する対策基準を定める。

正

システムの構築時及び運用時につ
いての遵守事項を定める。

185
186
187

188

第 2.3 部

第 2.3 部

情報システムの構成要

第 2.2 部

素についての対策
2.3.1

2.3.1

2.2.1

施設と環境

第 2.2 部

情報システムの構成要

構成

素についての対策

変更

2.2.1

構成

施設と環境

変更
2.3.1.1

2.3.1.1 電子計算機及び通信回線

2.2.1.1

装置を設置する安全区域

2.2.1.1 電子計算機及び通信回線

構成

装置を設置する安全区域

変更

2.3.1.1

電子計算機及び通信回線装置の設

2.2.1.1

電子計算機及び通信回線装置の設

趣旨

趣旨

置環境について、悪意を持った者

趣旨

置環境について、悪意を持った者

の修

が電子計算機及び通信回線装置に

が電子計算機及び通信回線装置に

正

物理的に接触できる状況において

物理的に接触できる状況において

は、なりすまし、物理的な装置の

は、なりすまし、物理的な装置の

破壊のほか、情報の漏えい又は改

破壊のほか、情報の漏えい又は改
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

ざんが行われるおそれがある。ま

ざんが行われるおそれがある。ま

た、設置環境に関する脅威として

た、設置環境に関する脅威として

は、自然災害の発生により情報シ

は、自然災害の発生により情報シ

ステムが損傷する等のおそれもあ

ステムが損傷する等のおそれもあ

る。

る。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

安全区域に関する対策基準とし

安全区域に関する対策基準を定め

て、安全区域への立入り及び退出、

る。

訪問者及び受渡業者、電子計算機
及び通信回線装置のセキュリティ
確保、安全区域内のセキュリティ
管理並びに災害及び障害について
の遵守事項を定める。
2.3.1.1(1)(a)

解説：安全区域への不審者の立入

2.2.1.1(1)(a)

解説：安全区域への不審者の立入

解説

解説

りを防止し、安全区域のセキュリ

解説

りを防止し、安全区域のセキュリ

の修

ティを確保するための事項であ

ティを確保するための事項であ

正

る。

る。

措置としては、身分を確認できる

措置としては、身分を確認できる

物の提示の義務化、安全区域の所

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れる。

在の表示の制限等が挙げられる。

なお、本項の全ての遵守事項のう

なお、本項のすべての遵守事項に

ち、庁舎等の施設全体で対策が実

おいて、庁舎等の施設全体で対策

施されている遵守事項について

が実施されている遵守事項がある

は、当該対策を更に居室等ごとに

場合には、当該対策を更に居室等

実施することまでは求めておら

毎に実施することまでは求めてお

ず、施設における対策により代替

らず、施設における対策により代

可能である。

替可能である。

189

2.3.1.1(1)(h)

190

191

2.3.1.1(2)(a)

情報システムセキュリティ責任者

2.2.1.1(1)(h)

情報システムセキュリティ責任者

表現

は、安全区域への全ての者の立入

は、安全区域へのすべての者の立

の適

り及び当該区域からの退出を記録

入り及び当該区域からの退出を記

正化

し及び監視するための措置を講ず

録し及び監視するための措置を講

ること。

ずること。

解説：訪問者の身元を確認するた

-60-

2.2.1.1(2)(a)

解説：訪問者の身元を確認するた

解説

No.

統一技術

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

解説

2.3.1.1(3)(a)

192

193

第 4 版(平成

統一技術基準

めの事項である。

解説

めの事項である。

確認方法としては、例えば、訪問

確認方法としては、訪問者に必要

者に必要事項を記入させ、名刺又

事項を記入させ、名刺又は社員証

は社員証等と記入された内容とを

等と記入された内容とを照合する

照合する方法が挙げられる。

方法が挙げられる。

情報システムセキュリティ責任者

2.2.1.1(3)(a)

の修
正

情報システムセキュリティ責任者

表現

は、要保護情報を取り扱う情報シ

は、要保護情報を取り扱う情報シ

の適

ステムについては、設置及び利用

ステムについては、設置及び利用

正化

場所が確定している電子計算機の

場所が確定している電子計算機の

盗難及び当該場所からの不正な持

盗難及び当該場所からの不正な持

ち出しを防止するための措置を講

出しを防止するための措置を講ず

ずること。

ること。

2.3.1.1(3)(a)

解説：設置場所が固定された電子

2.2.1.1(3)(a)

解説：設置場所が固定された電子

解説

解説

計算機に関して、盗難及び不正な

解説

計算機に関して、盗難及び不正な

の修

持ち出しを防止するための事項で

持出しを防止するための事項であ

正

ある。

る。

「設置及び利用場所が確定してい

「設置及び利用場所が確定してい

る」とは、サーバ装置及び据置き

る」とは、サーバ装置及び据置き

型 PC のように、設置及び利用する

型 PC のように、設置及び利用する

場所が固定され、他の場所で利用

場所が固定され、他の場所で利用

することがないという意味であ

することがないという意味であ

る。

る。

対策としては、端末であればセキ

対策としては、端末であればセキ

ュリティワイヤーによる固定、サ

ュリティワイヤーによる固定、サ

ーバ装置であればサーバラックへ

ーバ装置であればサーバラックへ

の設置及び当該サーバラックの施

の設置及び当該サーバラックの施

錠、施設からの退出時における持

錠、施設からの退出時における持

ち物検査等が挙げられる。

ち物検査等が挙げられる。

なお、重要システムを設置してい
る場合やサーバ室に設置している
複数のサーバラックの運用主体が
異なる場合、サーバラックの鍵を
適切に管理すること等が考えられ
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

る。
2.3.1.1(3)(c)

194

195

情報システムセキュリティ責任者

2.2.1.1(3)(c)

情報システムセキュリティ責任者

表現

は、要保護情報を取り扱う情報シ

は、要保護情報を取り扱う情報シ

の適

ステムについては、設置及び利用

ステムについては、設置及び利用

正化

場所が確定している通信回線装置

場所が確定している通信回線装置

の盗難及び当該場所からの不正な

の盗難及び当該場所からの不正な

持ち出しを防止するための措置を

持出しを防止するための措置を講

講ずること。

ずること。

2.3.1.1(3)(c)

解説：設置場所が固定された通信

2.2.1.1(3)(c)

解説：設置場所が固定された通信

解説

解説

回線装置に関して、盗難及び不正

解説

回線装置に関して、盗難及び不正

の修

な持ち出しを防止するための事項

な持出しを防止するための事項で

正

である。

ある。

対策としては、基幹の通信回線装

対策としては、基幹の通信回線装

置（ファイアウォール、ルータ、

置（ファイアウォール、ルータ、

レイヤ３スイッチ、レイヤ２スイ

レイヤ３スイッチ、レイヤ２スイ

ッチ等）であればサーバラックへ

ッチ等）であればサーバラックへ

の設置及び当該サーバラックの施

の設置及び当該サーバラックの施

錠、終端の通信回線装置（レイヤ

錠、終端の通信回線装置（レイヤ

２スイッチ等）であれば床下への

２スイッチ等）であれば床下への

埋設等が挙げられる。

埋設等が挙げられる。

(2.3.2.1(1)(d)、(2)(b)、2.3.4.1(1)(k)

2.2.1.1(3)(d)

へ分割移動)

196

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、行政事務従事者が離席時に電

事項

子計算機及び通信回線装置を不正

の修

操作から保護するための措置を講

正

ずること。
(2.3.2.1(1)(d) 解 説 、 (2)(b) 解 説 、
2.3.4.1(1)(k)解説へ分割移動)

2.2.1.1(3)(d)
解説

解説：行政事務従事者の離席時に、 解説
電子計算機及び通信回線装置を第

の修

三者による不正操作から保護する

正

ための事項である。

197

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、一定時間操作が
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
ないと自動的にロックする仕組み
又は電子計算機のログインに利用
する主体認証情報格納装置を事務
室への立入りの許可の確認にも利
用する方法等が挙げられる。

2.3.1.1(4)(a)

198

2.3.1.1(4)(b)

199

行政事務従事者は、安全区域内に

2.2.1.1(4)(a)

行政事務従事者は、安全区域内に

遵守

おいて、身分証明書を他の行政事

おいて、身分証明書を他の職員か

事項

務従事者から常時視認することが

ら常時視認することが可能な状態

の修

可能な状態にすること。

にすること。

行政事務従事者は、情報システム

2.2.1.1(4)(b)

行政事務従事者は、情報システム

表現

セキュリティ責任者の許可を得た

セキュリティ責任者の許可を得た

の適

上で、要保護情報を取り扱う情報

上で、要保護情報を取り扱う情報

正化

システムに関連する物品の安全区

システムに関連する物品の安全区

域への持込み及び安全区域からの

域への持込み及び安全区域からの

持ち出しを行うこと。

持出しを行うこと。

2.3.1.1(4)(b)

解説：情報システムに関連する物

2.2.1.1(4)(b)

解説：情報システムに関連する物

解説

解説

品の持込み及び持ち出しによって

解説

品の持込み及び持出しによって生

の修

生ずるリスクに対処するための事

ずるリスクに対処するための事項

正

項である。

である。

「情報システムに関連する物品」

「情報システムに関連する物品」

とは、安全区域に存在する情報シ

とは、安全区域に存在する情報シ

ステムで利用するための物品が挙

ステムで利用するための物品が挙

げられ、これにはハードウェア、

げられ、これにはハードウェア、

ソフトウェア、電磁的記録媒体及

ソフトウェア、電磁的記録媒体及

び情報システムから出力された書

び情報システムから出力された書

面等が含まれる。

面等が含まれる。

200

2.3.1.1(4)(c)

201

情報システムセキュリティ責任者

2.2.1.1(4)(c)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、要保護情報を取り扱う情報シ

は、要保護情報を取り扱う情報シ

事項

ステムに関連する物品の安全区域

ステムに関連する物品の安全区域

の修

への持込み及び安全区域からの持

への持込み及び安全区域からの持

正

ち出しに係る記録を保存するこ

出しに係る記録を取得すること。

と。

202

正

2.3.1.1(4)(c)

解説：情報システムに関連する物
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2.2.1.1(4)(c)

解説：情報システムに関連する物

No.

統一技術

205

変

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

2.3.1.1(4)(e)

204

第 4 版(平成 21 年度修正)

基準

解説

203

第 4 版(平成

統一技術基準

解説

2.3.2

品の持込み及び持ち出しを記録

解説

品の持込み及び持出しを記録し、

し、追跡性を確保するための事項

追跡性を確保するための事項であ

である。記録を取得する項目とし

る。記録を取得する項目としては、

ては、持込み及び持ち出しを行う

持込み及び持出しを行う者の名前

者の名前及び所属、日時、物品又

及び所属、日時、物品又は事由等

は事由等が挙げられる。

が挙げられる。

解説：安全区域での作業を監視す
るための事項である。

2.2.1.1(4)(e)
解説

解説：安全区域での作業を監視す

解説

るための事項である。

の修

第三者による立会いや、監視カメ

第三者による立会いや、監視カメ

ラの導入等が挙げられる。

ラの導入などが挙げられる。

2.3.2

2.2.2

電子計算機

2.2.2

電子計算機

正

構成
変更

2.3.2.1

2.3.2.1 電子計算機共通対策

2.2.2.1

2.2.2.1 電子計算機共通対策

構成
変更

2.3.2.1

電子計算機の利用については、不

2.2.2.1

電子計算機の利用については、ウ

趣旨

趣旨

正プログラム感染や不正侵入を受

趣旨

イルス感染や不正侵入を受ける等

の修

ける等の外部的要因により、保存

の外部的要因により、保存されて

正

されている情報の漏えい、改ざん

いる情報の漏えい若しくは改ざん

又は当該電子計算機の機能停止等

又は当該電子計算機の機能停止等

の被害に遭うおそれがある。また、

の被害に遭うおそれがある。また、

行政事務従事者の不適切な利用等

職員の不適切な利用等の内部的要

の内部的要因による情報セキュリ

因による情報セキュリティの侵害

ティの侵害も起こり得る。このよ

も起こり得る。このように電子計

うに電子計算機の利用は、当該電

算機の利用は、当該電子計算機及

子計算機及び当該電子計算機が取

び当該電子計算機が取り扱う情報

り扱う情報の情報セキュリティが

の情報セキュリティが損なわれる

損なわれるおそれを有している。

おそれを有している。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

電子計算機に関する対策基準とし

電子計算機に関する対策基準を定

て、電子計算機に関する設置時、

める。

206

運用時及び運用終了時についての
遵守事項を定める。

207

2.3.2.1(1)(c)

情報システムセキュリティ責任者
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2.2.2.1(1)(c)

情報システムセキュリティ責任者

強化

No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

【強化】から

は、要安定情報を取り扱う情報シ

は、要安定情報を取り扱う情報シ

遵守

【基本】へ移動

ステムについては、サービス提供

ステムについては、サービス提供

事項

に必要な電子計算機を冗長構成に

に必要な電子計算機を冗長構成に

から

する必要性を検討し、必要と判断

すること。

基本

した場合には、そのサービス提供

遵守

に必要な電子計算機を冗長構成に

事項

すること。

に修
正、
遵守
事項
の修
正

2.3.2.1(1)(c)

解説：障害・事故等が発生した場

2.2.2.1(1)(c)

解説：障害・事故等が発生した場

解説

解説

合、サービスを提供する電子計算

解説

合、サービスを提供する電子計算

の修

機を代替電子計算機に切り替える

機を代替電子計算機に切り替える

正

こと等により、サービスが中断し

こと等により、サービスが中断し

ないように、情報システムを構成

ないように、情報システムを構成

することを求める事項である。可

することを求める事項である。災

用性を高めるためには、電子計算

害等を想定して冗長構成にする場

機本体だけでなく、ハードディス

合には、電子計算機を遠隔地に設

ク等のコンポーネント単位で冗長

置することが望ましい。

208

構成にすることも考えられる。
なお、災害等を想定して冗長構成
にする場合には、代替の電子計算
機を遠隔地に設置することが望ま
しい。
2.3.2.1(1)(d)

209

情報システムセキュリティ責任者

2.2.1.1(3)(d)から分離して移動

は、行政事務従事者の離席時に、

事項

電子計算機を不正操作から保護す

の追

るための措置を講ずること。

210

遵守

加

2.2.1.1(3)(d)から分離して移動

2.3.2.1(1)(d)

解説：行政事務従事者の離席時に、

解説

電子計算機を第三者による不正操

の修

作から保護するための事項であ

正
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解説

No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

る。
対策としては、例えば、スクリー
ンのロ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格納装
置を事務室への立入りの許可の確
認にも利用する方法等が考えられ
る。また、スクリーンのロックを
設定できない電子計算機について
は、施錠管理可能な棚又はラック
等に収納したり、キーボード、マ
ウス及び USB ポート等を使用でき
ないようにロックしたりする方法
等が考えられる。
2.3.2.1(2)(a)

解説：電子計算機を業務目的以外

2.2.2.1(2)(a)

解説：電子計算機を業務目的以外

解説

解説

に利用することを禁止する事項で

解説

に利用することを禁止する事項で

の修

ある。例えば、悪意のあるウェブ

ある。例えば、悪意のあるウェブ

正

サイトを閲覧することによって、

サイトを閲覧することによって、

不正プログラムに感染させられて

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

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

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。

を禁止すること等が求められる。

行政事務従事者は、離席時に電子

2.2.1.1(3)(d)から分離して移動

211

2.3.2.1(2)(b)

212

遵守

計算機を不正操作から保護するた

事項

めの措置を講ずること。

の追
加

213

2.2.1.1(3)(d)から分離して移動

2.3.2.1(2)(b)

解説：行政事務従事者が、離席時

解説

に電子計算機を第三者による不正

の追

操作から保護するために、スクリ

加

ーンのロック、ログオフ又は施錠
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解説

No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

管理等の実施を求める事項であ
る。
2.3.2.1(2)(c)

解説：電子計算機で利用されてい

2.2.2.1(2)(b)

解説：電子計算機で利用されてい

解説

解説

るソフトウェアの状態を定期的に

解説

るソフトウェアの状態を定期的に

の修

調査し、不適切な状態にある場合

調査し、不適切な状態にある場合

正

にその改善を図ることを求める事

にその改善を図ることを求める事

項である。「定期的」とは、1 か月

項である。「定期的」とは、1 か月

から 6 か月ごとに実施することを

から 6 か月ごとに実施することを

想定しており、短い期間で実施す

想定しており、短い期間で実施す

るとセキュリティ確保に効果的で

るとセキュリティ確保に効果的で

ある。

ある。

また、
「不適切な状態」とは、利用

また、
「不適切な状態」とは、利用

を許可されていないソフトウェア

を許可されていないソフトウェア

がインストールされている、ソフ

がインストールされている、ソフ

トウェアが動作するための適切な

トウェアが動作するための適切な

設定がなされていない、最新のセ

設定がなされていない等の状態の

キュリティパッチが適用されてい

ことをいう。

214

ない等の状態のことをいう。
2.3.2.1(3)(a)

215

216

情報システムセキュリティ責任者

2.2.2.1(3)(a)

情報システムセキュリティ責任者

表現

は、電子計算機の運用を終了する

は、電子計算機の運用を終了する

の適

場合に、電子計算機の電磁的記録

場合に、電子計算機の電磁的記録

正化

媒体の全ての情報を抹消するこ

媒体のすべての情報を抹消するこ

と。

と。

2.3.2.1(3)(a)

解説：電子計算機の運用を終了す

2.2.2.1(3)(a)

解説：電子計算機の運用を終了す

解説

解説

る場合に、当該電子計算機に内蔵

解説

る場合に、当該電子計算機に内蔵

の修

される電磁的記録媒体から、全て

される電磁的記録媒体から、すべ

正

の情報を抹消することを求める事

ての情報を抹消することを求める

項である。

事項である。

「ファイル削除」の操作ではファ

「ファイル削除」の操作ではファ

イル管理のリンクが切断されるだ

イル管理のリンクが切断されるだ

けであり、ファイルの情報自体は

けであり、ファイルの情報自体は

抹消されずに電磁的記録媒体に残

抹消されずに電磁的記録媒体に残

留した状態となっているおそれが

留した状態となっているおそれが
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No.

217

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

2.3.2.2

ある。また、ファイルの情報自体

ある。また、ファイルの情報自体

へ別の情報を上書きした場合であ

へ別の情報を上書きした場合であ

っても残留磁気により復元される

っても残留磁気により復元される

可能性があることが指摘されてい

可能性があることが指摘されてい

る。したがって、当該電磁的記録

る。したがって、当該電磁的記録

媒体に保存されている全ての情報

媒体に保存されているすべての情

を適切な方法で抹消する必要があ

報を適切な方法で抹消する必要が

る。

ある。

2.3.2.2 端末

2.2.2.2

2.2.2.2 端末

構成
変更

2.3.2.2

端末については、当該端末を利用

2.2.2.2

端末については、当該端末を利用

趣旨

趣旨

する者が専門的知識を有していな

趣旨

する者が専門的知識を有していな

の修

い場合が多いことから、当該利用

い場合が多いことから、当該利用

正

者の過失による不正プログラム感

者の過失によるウイルス感染等の

染等のリスクが高い。また、可搬

リスクが高い。また、可搬性の高

性の高い端末については、紛失又

い端末については、紛失又は盗難

は盗難のリスクも高くなる。

のリスクも高くなる。

このように端末の利用は、その特

このように端末の利用は、その特

性により、電子計算機に共通的な

性により、電子計算機に共通的な

リスク以外にも情報セキュリティ

リスク以外にも情報セキュリティ

が損なわれるおそれを有してい

が損なわれるおそれを有してい

る。

る。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

端末に関する対策基準として、端

端末に関する対策基準を定める。

218

末の設置時及び運用時についての
遵守事項を定める。
2.3.2.2(1)(e)

219

情報システムセキュリティ責任者

2.2.2.2(1)(e)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、要保護情報を取り扱うモバイ

は、要保護情報を取り扱うモバイ

事項

ル PC については、盗難防止及び盗

ル PC については、盗難を防止する

の修

難後の被害を軽減するための措置

ための措置を定めること。

正

を定めること。

220

2.3.2.2(1)(e)

解説：モバイル PC は容易に搬出す

2.2.2.2(1)(e)

解説：モバイル PC は容易に搬出す

誤字

解説

ることが可能なため盗難又は紛失

解説

ることが可能なため盗難又は紛失

訂正
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

に遭う可能性が高いことから、情

に遭う可能性が高いことから、情

報システムセキュリティ責任者に

報システムセキュリティ責任者に

その対策を定めることを求める事

その対策を定めること求める事項

項である。

である。

対策としては、府省庁内において

対策としては、府省庁内において

は、モバイル PC を安全区域内に設

は、モバイル PC を安全区域内に設

置している場合においても固定物

置している場合においても固定物

又は搬出が困難な物体と容易に切

又は搬出が困難な物体と容易に切

断できないセキュリティワイヤー

断できないセキュリティワイヤー

でつなぐことや、帰宅時に施錠で

でつなぐことや、帰宅時に施錠で

きるキャビネットに保存するこ

きるキャビネットに保存するこ

と、府省庁外においては、常に身

と、府省庁外においては、常に身

近に置き目を離さないこと等が挙

近に置き目を離さないこと等が挙

げられる。盗難後の被害を軽減す

げられる。

るための具体的な措置としては、
例えば、遠隔データ消去機能等が
挙げられる。
2.3.2.2(2)(c)

解説： モバイル PC で利用する電

2.2.2.2(2)(c)

解説： モバイル PC で利用する電

解説

解説

磁的記録媒体の紛失又は盗難によ

解説

磁的記録媒体の盗難により保存さ

の修

り保存されている情報が漏えいす

れている情報が漏えいすることを

正

ることを防ぐため、必要に応じて、

防ぐため、ハードディスク、USB

ハードディスク、USB メモリ等に

メモリ等に記録されている情報に

記録されている情報に対してファ

対してファイル又は電磁的記録媒

イル又は電磁的記録媒体全体を暗

体全体を暗号化する必要性を検討

号化することを求める事項であ

すること。府省庁外に持ち出す場

る。暗号化する方法としては、ハ

合、紛失又は盗難等のリスクが高

ードディスク全体やファイルを暗

まるため、可能な限り暗号化する

号化するソフトウェアの導入や

必要がある。暗号化に準ずる方法

OS に標準装備されている暗号化

としては、秘密分散等の情報保護

機能の使用が挙げられる。

措置の実施が挙げられる。

221

222
223

2.3.2.3

2.3.2.3 サーバ装置

2.2.2.3

2.2.2.3 サーバ装置

構成
変更

2.3.2.3

サーバ装置については、当該サー
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2.2.2.3

サーバ装置については、当該サー

趣旨

No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

趣旨

バ装置の電磁的記録媒体等に大量

バ装置の電磁的記録媒体等に大量

の修

の情報を保存している場合が多い

の情報を保存している場合が多い

正

ことから、当該情報の漏えい又は

ことから、当該情報の漏えい又は

改ざんによる影響も端末と比較し

改ざんによる影響も端末と比較し

て大きなものとなる。

て大きなものとなる。

また、サーバ装置は、通信回線等

また、サーバ装置は、通信回線等

を介してその機能が利用される場

を介してその機能が利用される場

合が多く、不正プログラム感染や

合が多く、ウイルス感染や不正侵

不正侵入等を受けるリスクが高

入等を受けるリスクが高い。政府

い。政府機関が有するサーバ装置

機関が有するサーバ装置が不正ア

が不正アクセスや迷惑メール送信

クセスや迷惑メール送信の中継地

の中継地点に利用されるようなこ

点に利用されるようなことになれ

とになれば、国民からの信頼を大

ば、国民からの信頼を大きく損な

きく損なうことにもなる。さらに、

うことにもなる。さらに、サーバ

サーバ装置は、同時に多くの者が

装置は、同時に多くの者が利用で

利用できるため、その機能が停止

きるため、その機能が停止した場

した場合に与える影響が大きい。

合に与える影響が大きい。

このようにサーバ装置の利用は、

このようにサーバ装置の利用は、

その特性により、電子計算機に共

その特性により、電子計算機に共

通的なリスク以外にも情報セキュ

通的なリスク以外にも情報セキュ

リティが損なわれるおそれを有し

リティが損なわれるおそれを有し

ている。

ている。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

サーバ装置に関する対策基準とし

サーバ装置に関する対策基準を定

て、サーバ装置の設置時及び運用

める。

趣旨

時についての遵守事項を定める。
2.3.2.3(1)(a)

224

情報システムセキュリティ責任者

2.2.2.3(1)(a)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、通信回線を経由してサーバ装

は、通信回線を経由してサーバ装

事項

置の保守作業を行う場合は、通信

置の保守作業を行う場合は、暗号

の修

を秘匿する暗号化を行う必要性の

化を行う必要性の有無を検討し、

正

有無を検討し、必要があると認め

必要があると認めたときは、送受

たときは、送受信される情報を秘

信される情報を暗号化するための

匿するための機能を設けること。

機能を設けること。
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統一技術
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変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

この場合、府省庁外通信回線を経
由する保守作業については、通信
を秘匿するための機能を設ける必
要があると判断すること。
2.3.2.3(1)(a)

解説：通信回線を経由してサーバ

2.2.2.3(1)(a)

解説：通信回線を経由してサーバ

解説

解説

装置の保守作業を行う際のセキュ

解説

装置の保守作業を行う際のセキュ

の修

リティ強化を求める事項である。

リティ強化を求める事項である。

正

情報システムセキュリティ責任者

情報システムセキュリティ責任者

から保守作業を許可されている者

から保守作業を許可されている者

がサーバ装置へログオンして作業

がサーバ装置へログオンして作業

する場合を想定し、例えばインタ

する場合を想定し、通信の暗号化

ーネットを介してサーバ装置の保

が必要な場合には、設置時に暗号

守作業を行う場合等、通信の秘匿

化するための機能を設け、運用時

する必要がある必要な場合には、

に実際の情報の暗号化を実施でき

設置時に暗号化するための機能を

るようにしておく必要がある。

225

設け、運用時に実際の情報の暗号
化を実施できるようにしておくこ
と等が考えられる。

226

2.3.2.3(2)(b)

解説：サーバ装置の運用状態を復

2.2.2.3(2)(b)

解説：サーバ装置の運用状態を復

解説

解説

元するための必要な措置を講ずる

解説

元するための必要な措置を講ずる

の修

ことによりサーバ装置に保存され

ことによりサーバ装置に保存され

正

ている情報及びその情報を用いた

ている情報及びその情報を用いた

サービスの可用性の担保を目的と

サービスの可用性の担保を目的と

した事項である。

した事項である。

サーバ装置の運用状態を復元する

サーバ装置の運用状態を復元する

ための必要な措置の例として、以

ための必要な措置には、以下のよ

下のようなものがある。

うなものがある。

・サーバ装置の運用に必要なソフ

・サーバ装置の運用に必要なソフ

トウェアの原本を別に用意してお

トウェアの原本を別に用意してお

く。

く。

・前回内容からの変更部分の定期

・前回内容からの変更部分の定期

的なバックアップを実施する。

的なバックアップを実施する。

なお、取得した情報を記録した電

なお、取得した情報を記録した電

-71-

No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準
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更

遵守事項

遵守事項

点

2.3.2.3(2)(c)
解説

227

磁的記録媒体は、施錠された保管

磁的記録媒体は、施錠された保管

庫に保存等して、業務上の必要が

庫に保存等して、業務上の必要が

ある場合にこれらの情報を利用す

ある場合にこれらの情報を利用す

る情報システムセキュリティ管理

る情報システムセキュリティ管理

者に限ってアクセスできるように

者に限ってアクセスできるように

する。また、災害等を想定してバ

する。また、災害等を想定してバ

ックアップを取得する場合には、

ックアップを取得する場合には、

記録媒体を遠隔地に保存すること

記録媒体を遠隔地に保存すること

が考えられる。「定期的」とは、1

が考えられる。「定期的」とは、1

日又は 1 週ごとに実施することを

日又は 1 週ごとに実施することを

想定しており、短い期間で実施す

想定しており、短い期間で実施す

るとセキュリティ確保に効果的で

るとセキュリティ確保に効果的で

ある。

ある。

解説：運用管理作業の記録を文書
として残すための事項である。

2.2.2.3(2)(c)
解説

解説：運用管理作業の記録を文書

解説

として残すための事項である。

の修

それぞれの府省庁において、ある

各府省庁において、ある程度統一

程度統一的な様式を作成する必要

的な様式を作成する必要がある。

正

がある。
2.3.2.3(2)(e)

228

情報システムセキュリティ管理者

2.2.2.3(2)(e)

情報システムセキュリティ管理者

遵守

は、サーバ装置のセキュリティ状

は、サーバ装置のセキュリティ状

事項

態を監視すること。

態を監視し、不正行為及び不正利

の修

用を含む事象の発生を検知するこ

正

と。

229

2.3.2.3(2)(e)

解説：サーバ装置のセキュリティ

2.2.2.3(2)(e)

解説：サーバ装置上での不正行為

解説

解説

状態を監視するための事項であ

解説

及び不正利用を監視するための事

の修

る。

項である。

「セキュリティ状態を監視」する

「セキュリティ状態を監視」する

とは、サーバ装置上での不正な行

とは、サーバ装置上での不正な行

為及び無許可のアクセス等の意図

為及び要機密情報への不正なアク

しない事象の発生を監視すること

セス等の発生を監視することであ

である。監視の方法の例としては、

る。監視の方法としては、アクセ

アクセスログを定期的に確認する

スログを定期的に確認すること

ことや、侵入検知システム、アン

や、侵入検知システム、アンチウ
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No.

230
231

統一技術
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統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

2.3.3

チウイルスソフトウェア又はファ

イルスソフト又はファイル完全性

イル完全性チェックツール等の利

チェックツール等を利用すること

用が挙げられる

ができる。

2.3.3

アプリケーションソフトウ

2.2.3

ェア
2.3.3.1

2.3.3.1 電子メール

2.2.3.1

2.2.3

アプリケーションソフトウ

構成

ェア

変更

2.2.3.1 電子メール

構成
変更

2.3.3.1

電子メールの送受信とは情報のや

2.2.3.1

電子メールの送受信とは情報のや

趣旨

趣旨

り取りにほかならないため、不適

趣旨

り取りにほかならないため、不適

の修

切な利用により情報が漏えいする

切な利用により情報が漏えいする

正

等の機密性に対するリスクがあ

等の機密性に対するリスクがあ

る。また、電子メールサーバに過

る。また、電子メールサーバに過

負荷等が加えられることによっ

負荷等が加えられることによっ

て、機能が損なわれる等の可用性

て、機能が損なわれる等の可用性

に対するリスクがある。この他、

に対するリスクがある。この他、

内容を偽ったメールによるいわゆ

内容を偽ったメールによるいわゆ

るフィッシング詐欺等に電子メー

るフィッシング詐欺等に電子メー

ルを利用する行政事務従事者が巻

ルを利用する行政事務従事者が巻

き込まれるリスクもある。このよ

き込まれるリスクもある。このよ

うなリスクを回避するためには、

うなリスクを回避するためには、

適切な電子メールサーバの管理及

適切な電子メールサーバの管理及

び電子メールの利用が必要であ

び電子メールの利用が必要であ

る。

る。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

電子メールサーバの管理及び電子

電子メールサーバの管理及び電子

メールの利用に関する対策基準と

メールの利用に関する対策基準を

して、電子メールの導入時及び運

定める。

232

用時についての遵守事項を定め
る。
2.3.3.1(1)(c)

233

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、電子メールの送信元について、

事項

なりすましの防止策を講ずるこ

の追

と。

加
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準
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変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

2.3.3.1(1)(c)

解説：
「なりすましの防止策」には、

解説

解説

送信ドメイン認証(SPF)（具体的に

の追

は、DNS サーバへの SPF レコード

加

の記録）、及びメールマガジンへの
電子署名の添付等が挙げられる。
なお、SPF レコードを登録する際、
電子メールサーバを外部委託先に
おいて運用している場合には、外
部委託先のグローバル IP アドレス

234

を自府省庁のものとして SPF レコ
ードに登録することは、同じ IP ア
ドレスを民間業者も共用し、なり
すましのおそれがある。このため、
外部委託先には、同じサーバの他
の利用者によるなりすまし防止策
を講じたり、政府ドメイン名を使
用する機関向けに民間業者と共用
しない専用の IP アドレスを割り振
られた場合を除き、認められない。
2.3.3.1(2)(a)

235

2.3.3.1(2)(a)

236

解説

行政事務従事者は、業務遂行に係

2.2.3.1(2)(a)

行政事務従事者は、業務遂行に係

遵守

る情報を含む電子メールを送受信

る情報を含む電子メールを送受信

事項

する場合には、それぞれの府省庁

する場合には、各府省庁が運営し、 の修

が運営し、又は外部委託した電子

又は外部委託した電子メールサー

メールサーバにより提供される電

バにより提供される電子メールサ

子メールサービスを利用するこ

ービスを利用すること。ただし、

と。ただし、府省庁支給以外の情

府省庁支給以外の情報システムに

報システムによる情報処理につい

よる情報処理について許可を得て

て許可を得ている者については、

いる者については、この限りでな

この限りでない。

い。

解説：それぞれの府省庁が運営し、 2.2.3.1(2)(a)

解説：各府省庁が運営し、又は外

解説

又は外部委託した電子メールサー

部委託した電子メールサーバによ

の修

バにより提供される電子メールサ

り提供される電子メールサービス

正

ービス以外の電子メールサービス

以外の電子メールサービス（以下
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解説

正

No.

統一技術
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統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

（以下「府省庁以外の電子メール

「各府省庁以外の電子メールサー

サービス」という。）を、業務遂行

ビス」という。）を、業務遂行に係

に係る情報を含む電子メールの送

る情報を含む電子メールの送受信

受信に利用することを禁ずる事項

に利用することを禁ずる事項であ

である。なお、上記の「送受信」

る。なお、上記の「送受信」には

には電子メールの「転送」が含ま

電子メールの「転送」が含まれて

れている。したがって、府省庁以

いる。したがって、各府省庁以外

外の電子メールサービスの電子メ

の電子メールサービスの電子メー

ールアドレスに業務遂行に係る情

ルアドレスに業務遂行に係る情報

報を含む電子メールを転送するこ

を含む電子メールを転送すること

とは、許可を得ている場合を除き、

は、許可を得ている場合を除き、

認められない。特に、自動転送に

認められない。特に自動転送につ

ついては、許可を受けている場合

いては当該電子メールに含まれる

であっても、当該電子メールに含

情報の格付け及び取扱制限にかか

まれる情報の格付及び取扱制限に

わらず行われるため、要機密情報

かかわらず行われるため、要機密

の移送についての遵守事項に背反

情報の移送についての遵守事項に

しないようにも留意する必要があ

違反しないようにも留意する必要

る。

がある。

237

2.3.3.1(2)(b)

解説：例えば HTML メールの表示

2.2.3.1(2)(b)

解説：例えば HTML メールの表示

解説

解説

により、偽のウェブサイトに誘導

解説

により、偽のホームページに誘導

の修

するために表示が偽装されるこ

するために表示が偽装されるこ

正

と、意図しないファイルが外部か

と、意図しないファイルが外部か

ら取り込まれること等の不正なス

ら取り込まれること等の不正なス

クリプトが実行されることを防ぐ

クリプトが実行されることを防ぐ

ことを定めた事項である。

ことを定めた事項である。

「スクリプト」とは、ここでは

「スクリプト」とは、ここでは

JavaScript 等の電子計算機にて簡

JavaScript 等の電子計算機にて簡

易的に実行することができるプロ

易的に実行することができるプロ

グラムをいう。

グラムをいう。

｢スクリプトが電子計算機で実行

｢スクリプトが電子計算機で実行

されないように表示させる｣とは、

されないように表示させる｣とは、

表示をテキスト形式のみに設定し

表示をテキスト形式のみに設定し
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

て表示することや端末でスクリプ

て表示することや端末でスクリプ

トの実行を禁止された情報システ

トの実行を禁止された情報システ

ムを用いて表示することが挙げら

ムを用いて表示することが挙げら

れる。

れる。

そのため、情報システムの管理者

そのため、情報システムの管理者

により、行政事務従事者が使用す

により、行政事務従事者が使用す

る電子メールクライアントの設定

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

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

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

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

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。

策を実施することも考えられる。

なお、本遵守事項は、スクリプト

なお、本項は、スクリプトが電子

が電子計算機で実行されないので

計算機で実行されないのであれ

あれば、電子メールの文字装飾や

ば、電子メールの文字装飾や画像

画像の表示を禁止するものではな

の表示を禁止するものではない。

い。

また、本項は、端末等にインスト

また、本遵守事項は、端末等にイ

ールされる電子メールクライアン

ンストールされる電子メールクラ

トを対象としているため、ウェブ

イアントを対象としているため、

ブラウザにより読み書きする電子

ウェブブラウザにより読み書きす

メール（いわゆるウェブメール）

る電子メール（いわゆるウェブメ

は対象外となる。

ール）は対象外となる。

238

239

2.3.3.2

2.3.3.2 ウェブ

2.2.3.2

2.2.3.2 ウェブ

構成
変更

2.3.3.2

ウェブを利用するに当たっては、

2.2.3.2

ウェブにおいては、様々なアプリ

趣旨

趣旨

サーバにおいて、OS 等既成のソフ

趣旨

ケーション、データを組み合わせ

の修

トウェアや開発したウェブアプリ

た情報を送受信すること、また IP

正

ケーション等の複数の要素で構成

ネットワークにおいて標準的に利

されていること、一方で、クライ

用されるシステムとして一般的に

アントにおいてもサーバと同様に

普及していること等の理由によ

情報処理が行われていることか

り、セキュリティ脅威全般に係る

ら、様々な脅威が考えられる。

リスクが考えられる。これらのリ
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

これらのリスクを回避するために

スクを回避するためには、システ

は、システムのライフサイクル全

ムのライフサイクル全般に対して

般に対して適切な対策を組み合わ

適切な対策を施すことが必要であ

せて実施することが必要である。

る。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

ウェブに関する対策基準として、

ウェブに関する対策基準を定め

ウェブサーバの導入、ウェブアプ

る。

リケーションの開発、ウェブの運
用についての遵守事項を定める。
なお、ウェブサーバの導入及び
運用については、本項に加えて、
2.3.2.3 にて定めたサーバ装置に係
る対策基準を、また、サービス不
能攻撃等のウェブにおける脅威へ
の対策としては、2.2.2.3 にて定め
た情報セキュリティについての脅
威に係る対策基準を参照する必要
がある。

240

2.3.3.2(1)

2.2.3.2(1)

ウェブサーバの導入時

ウェブの導入時

構成
変更

2.3.3.2(1)(a)

241

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、情報セキュリティが確保され

事項

るよう適切にウェブサーバのセキ

の集

ュリティ設定をすること。適切な

約・

セキュリティ設定として、以下に

修正

挙げる事項を含む措置を講ずるこ
と。
2.3.3.2(1)(a)
(ア)

ウェブサーバの機能を適切に制限

遵守

すること。

事項

242

の集
約・
修正

243

2.3.3.2(1)(a)

ウェブサーバに保存された情報へ
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遵守

No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

(イ)

のアクセス制限を適切に設定する

事項

こと。

の集
約・
修正

2.3.3.2(1)(a)
(ウ)

識別コードを適切に管理するこ

遵守

と。

事項

244

の集
約・
修正
2.3.3.2(1)(a)

通信時の盗聴による情報漏えいの

遵守

(エ)

リスクを検討し、必要と判断した

事項

場合には、暗号化と電子証明書に

の集

よる認証の機能を設けること。

約・

245

修正
2.3.3.2(1)(a)

解説：ウェブサーバの導入時の設

解説

解説

定に関して以下の項目を適切に行

の修

うことにより、セキュリティを確

正

保することを求める事項である。
（ア）は、ウェブサーバで提供す
る機能の内、不要な機能を停止又
は制限することを求めている。例
えば、スクリプトやファイル実行
の制限や保存場所の限定、インデ

246

ックス表示の禁止、ホームページ
作成ツールやコンテンツマネジメ
ントシステム(CMS)等における不
要な機能の制限等が挙げられる。
（イ）は、情報の漏えいやウェブ
ページの改ざんを防ぐために、情
報へのアクセス権限を適切に設定
することを求めている。例えば、
ウェブコンテンツファイルへのア
クセス権限は、コンテンツの作成
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第 4 版(平成
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変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

や更新に必要な者以外に更新権を
与えない、公開を想定していない
ファイルをウェブ公開用ディレク
トリに置かない等が挙げられる。
（ウ）は、OS やアプリケーション
のインストール時に、標準で作成
される識別コードやテスト用に作
成した識別コード等の適切な管理
を求めている。これらの識別コー
ドはブルートフォース(総当たり)
攻撃の標的になるリスクがあるた
め、その必要性を確認して、不要
なものは削除することが重要であ
る。また、初期状態で用意される
サンプルのページ、プログラム等
も削除するといった注意が必要で
ある。
（エ）は、通信時の盗聴による第
三者への情報漏えいの防止及びウ
ェブサーバの詐称を利用者が検知
できるようにするための事項であ
る。第三者への漏えいを防止する
必要のある情報には、例えば、サ
ービスの利用者の個人情報等が挙
げられる。ウェブサーバにおいて
これらを解決するための機能とし
ては、例えば、SSL 及び TLS が挙
げられる。この機能を設けること
により、通信内容の暗号化が可能
になるとともに、ウェブサーバの
利用者は、ウェブサーバの電子証
明書を参照することでその正当性
を確認することができる。
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統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

なお、政府機関のウェブサーバに
電子署名を付与する必要があると
認めたときの SSL 及び TLS に用い
る電子証明書は、政府認証基盤
（GPKI）で発行したものを使用す
ることが望ましい。
(削除)

2.2.3.2(1)(a)

247

(削除)

2.2.3.2(1)(a)
解説

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、ウェブサーバを用いて提供す

事項

るサービスが利用者からの文字列

の集

等の入力を受ける場合には、特殊

約・

文字の無害化を実施すること。

修正

解説：特殊文字を無害化すること

解説

を求める事項である。

の修

特殊文字は不正侵入等の攻撃に用

248

正

いられるため、すべての入力され
るデータに対して特殊文字列が含
まれていないかを確認する必要が
ある。
(削除)

2.2.3.2(1)(b)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、ウェブサーバからウェブクラ

事項

イアントに攻撃の糸口になり得る

の集

情報を送信しないように情報シス

約・

テムを構築すること。

修正

2.2.3.2(1)(b)

解説：ウェブアプリケーション又

解説

解説

はデータベース等から発信される

の修

エラーメッセージ、稼動している

正

249

(削除)

製品名及びそのバージョン、登録
されているユーザ ID 等は、攻撃を

250

試みる者に攻撃の糸口になり得る
情報を与えてしまう危険性があ
る。これらのことを回避するため、
不必要な情報を送信しないことを
求める事項である。
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変
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更

遵守事項

遵守事項

点

(削除)

2.2.3.2(1)(c)

251

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、要機密情報を取り扱う情報シ

事項

ステムについては、ウェブサーバ

の集

を用いて提供するサービスにおい

約・

て、通信の盗聴から保護すべき情

修正

報を特定し、暗号化を行う必要性
の有無を検討し、必要があると認
めたときは、情報を暗号化する機
能を設けること。
(削除)

2.2.3.2(1)(c)

解説：通信時に盗聴により第三者

解説

解説

へ漏えいすることを防止するため

の修

の事項である。

正

「通信の盗聴から保護すべき情

252

報」とは、例えば、ウェブで提供
するサービスの運営に関わる要機
密情報を指し、サービスの利用者
から受け取る個人情報等も含む。
(2.3.3.2(1)(b)へ移動)

2.2.3.2(1)(d)

253

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、要機密情報を取り扱う情報シ

事項

ステムについては、ウェブサーバ

の集

に保存する情報を特定し、当該サ

約・

ーバに要機密情報が含まれないこ

修正

とを確認すること。

254

2.3.3.2(1)(b)

解説：万が一、不正侵入等が発生

2.2.3.2(1)(d)

解説：万が一、不正侵入等が発生

解説

解説

した場合であっても、当該サーバ

解説

した場合であっても、当該サーバ

の修

から要機密情報が漏えいしないよ

から要機密情報が漏えいしないよ

正

う、被害範囲の限定を図るための

う、被害範囲の限定を図るための

事項である。

事項である。

全ての利用者が利用することが想

すべての利用者が利用することが

定されているデータを除き、特定

想定されているデータを除き、特

の利用者のみが利用するデータ等

定の利用者のみが利用するデータ

を、ウェブサーバに保存しないこ

等を、ウェブサーバに保存しない

とが必要である。

ことが必要である。
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

(削除)

2.2.3.2(1)(e)

255

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、ウェブサーバの正当性を保証

事項

するために電子証明書を利用する

の集

こと。

約・
修正

(削除)

2.2.3.2(1)(e)

解説：電子証明書による検証によ

解説

解説

り、利用者がウェブサーバの正当

の修

性を確認できるようにウェブサー

正

256

バを構築することを求める事項で
ある。

257

2.3.3.2(2)

ウェブアプリケーションの開発時

2.2.3.2(2)

ウェブの運用時

構成
変更

2.3.3.2(2)(a)

258

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、情報セキュリティが適切に確

事項

保されるようにウェブアプリケー

の集

ションの開発においてセキュリテ

約・

ィ対策機能を組み込むこと。適切

修正

なセキュリティ機能として、以下
に挙げる事項を含む措置を講じる
こと。
2.3.3.2(2)(a)
(ア)

利用者による URL の確認を妨げな

遵守

いこと。

事項

259

の集
約・
修正
2.3.3.2(2)(a)
(イ)

主体認証と情報へのアクセス制御

遵守

を適切に行うこと。

事項

260

の集
約・
修正

261

2.3.3.2(2)(a)

ウェブアプリケーションが使用す

遵守

(ウ)

るファイルのパス名を限定するこ

事項

と。

の集
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点
約・
修正

2.3.3.2(2)(a)
(エ)

不正な入力データを排除するこ

遵守

と。

事項

262

の集
約・
修正
2.3.3.2(2)(a)
(オ)

不正な出力データを排除するこ

遵守

と。

事項

263

の集
約・
修正
2.3.3.2(2)(a)
(カ)

安全なセッション管理を行うこ

遵守

と。

事項

264

の集
約・
修正
2.3.3.2(2)(a)

解説：ウェブアプリケーションの

解説

解説

開発を行う場合に、以下のセキュ

の修

リティ機能を実装することによ

正

り、セキュリティを確保すること
を求める事項である。
なお、セキュリティ機能の実装方
法の詳細については、独立行政法

265

人情報処理推進機構(IPA)による
「セキュアプログラミング講座」
（ http://www.ipa.go.jp/security/a
wareness/vendor/programming/i
ndex.html）の「Web アプリケーシ
ョン編」または、
「安全なウェブサ
イ

ト

の

作

り

方

」

（ http://www.ipa.go.jp/security/v
uln/websecurity.html）を適宜参照
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

することが望ましい。
（ア）は、利用者が URL（ウェブ
アドレス）を確認できない場合、
攻撃者が用意した危険なサイト
（フィッシングサイト等）に誘導
される可能性があることから、そ
れを避けることを求めるものであ
る。この対策としては、例えば、
アドレスバーを隠さない、右クリ
ックを無効にしない等が挙げられ
る。
（イ）は、主体認証を行うウェブ
アプリケーションにおいて、パス
ワード等の漏えいによる利用者の
なりすまし防止や主体認証後の利
用者のファイルへのアクセスにつ
いて適切に制御することを求める
ものである。ユーザ ID とパスワー
ドによって主体認証を行う場合、
例えば、パスワードの設定時にそ
の文字列に適切な条件を課す、利
用者本人がパスワードを変更でき
るようにする、入力されたパスワ
ードは隠し文字にして表示しない
等の対策が挙げられる。また、利
用者が設定したパスワードはハッ
シュ関数を用いて復元できない形
にすることも重要である。ファイ
ルへのアクセス制御については、
ウェブサイトでどの主体がどの情
報にアクセスする必要があるのか
について検討し、それに基づきア
クセス制御を設計・実装すること
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更

遵守事項

遵守事項

点

が重要である。特に、主体認証後
にのみ参照可能なファイルが主体
認証前に参照できてしまうことが
ないよう、適切にアクセス制御を
行うことが求められる。
（ウ）は、ウェブアプリケーショ
ンが使用するファイルのパス名を
外部のパラメータから指定する仕
様になっていると、公開を想定し
ないファイルが参照されるリスク
があり、これを防止することを求
めるものである。この対策として
は、外部のパラメータからパス名
を指定する仕様を排除するのが安
全だが、これができない場合は、
例えば、ファイルにアクセスする
前に入力されたパラメータの検査
を行う、ファイルのディレクトリ
と識別子を固定の文字列にしてア
クセスする等の方法が挙げられ
る。
（エ）、ウェブサーバを用いて提供
するサービスにおいて、利用者か
ら文字列等の入力を受ける場合に
は、不当な入力データを排除する
ことによって、バッファオーバフ
ロー攻撃や SQL インジェクション
等の攻撃を防ぐことを求めるもの
である。対策としては、例えば、
ウェブアプリケーションへの入力
を正しく定義し、不正なデータが
渡されないよう、入力されたパラ
メータの長さや内容を検査し、無
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更

遵守事項

遵守事項

点

害化する機能を設ける等が挙げら
れる。
（オ）は、ウェブアプリケーショ
ンが出力する画面や OS の関数、
SQL コマンド等の呼び出しといっ
た出力情報に不正なデータの混入
を排除することにより、クロスサ
イトスクリプティングや SQL イン
ジェクション等の攻撃を防止する
ことを求めるものである。対策と
しては、例えば、HTML に埋め込
むデータを全て検査してエスケー
プ処理する、外部プログラムを呼
び出す際のプログラム名、オプシ
ョン、パラメータ等はできる限り
固定の文字列にする等が挙げられ
る。また、ウェブアプリケーショ
ン又はデータベース等から発信さ
れるエラーメッセージ、稼動して
いる製品名及びそのバージョン、
登録されているユーザ ID 等は、攻
撃を試みる者に対し攻撃の糸口と
なり得る情報を与えてしまう危険
性がある。これらのことを回避す
るため、不必要な情報は出力しな
い措置を講じることが求められ
る。
（カ）は、セッション管理の不備
により利用者になりすましてアク
セスされることを防止するため、
適切なセション管理を求めるもの
である。対策としては、例えば、
セション ID の有効期間を主体認証
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直後のレスポンスからログアウト
までに限定する、推測困難なセッ
ション ID を設定する、セッション
ID を URL パラメータに格納しな
い、Cookie に入れる情報はセッシ
ョン ID 以外に必要最小限とする、
SSL を使用する Cookie は secure
属性にする等が挙げられる。
(2.3.3.2(3)(a)へ移動)

2.2.3.2(2)(a)

266

行政事務従事者は、情報セキュリ

遵守

ティの確保がなされるよう適切に

事項

ウェブクライアントのセキュリテ

の集

ィ設定をすること。

約・
修正

(2.3.3.2(3)(a)解説へ移動)

2.2.3.2(2)(a)

解説：行政事務従事者が意図しな

解説

解説

い悪意のあるソフトウェアが電子

の修

計算機において実行されること等

正

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。
具体的には、閲覧するホームペー

267

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

そのため、情報システムの管理者
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更
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遵守事項

点
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。

2.3.3.2(2)(b)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、ウェブサーバを用いて提供す

事項

るサービスが特定のウェブブラウ

の集

ザに依存しないように情報システ

約・

ムを構築すること。

修正

2.3.3.2(2)(b)

解説：万一、特定の種類のウェブ

解説

解説

ブラウザに脆弱性が発見され、利

の修

用する危険性が高くなった場合に

正

268

おいても、他の種類のウェブブラ
ウザも利用可能とすることで、提
供するサービスを継続可能にする
ことを求める事項である。そのた
めには、例えば、2 種類以上のウェ
ブブラウザ又は同一製品の異なる
バージョンで動作するように、情

269

報システムの構築時に配慮し、そ
の動作確認をおこなうことが考え
られる。なお、開発時に公開され
ているバージョンだけでなく、例
えば、利用を想定しているブラウ
ザの次期バージョンについて、正
式リリース前に情報が公開された
り、プレビュー版での動作検証可
能な状態にあれば、前もって利用
可能かどうかを検証する等、その
後に公開が想定されるバージョン
にも対応できるよう、構築時に配
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慮することが望ましい。

270

2.3.3.2(3)(a)

解説：行政事務従事者が意図しな

2.2.3.2(2)(a)

解説：行政事務従事者が意図しな

解説

解説

い悪意のあるソフトウェアが電子

解説

い悪意のあるソフトウェアが電子

の修

計算機において実行されること等

計算機において実行されること等

正

により、情報が漏えいしてしまう

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

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

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

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

設定を適切に行うことを求める事

項である。

項である。

具体的には、閲覧するウェブサイ

具体的には、閲覧するホームペー

トの信頼性やウェブクライアント

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

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

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

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。

て適切な値を選択すること。

・ActiveX コントロールの実行

・ActiveX コントロールの実行

・JavaScript の実行

・JavaScript の実行

・Java の実行

・Java の実行

・Cookie の保存等

・Cookie の保存

そのため、情報システムの管理者

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

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

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

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

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

とにより対策を実施することも考

えられる。

えられる。

(2.3.3.2(3)(b)へ移動)

2.2.3.2(2)(b)

271

行政事務従事者は、ウェブクライ

遵守

アントが動作する電子計算機にソ

事項

フトウェアをダウンロードする場

の集

合には、電子署名により当該ソフ

約・

トウェアの配布元を確認するこ

修正

と。
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変
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更

遵守事項

遵守事項

点

2.3.3.2(3)(b)

解説：ソフトウェアをダウンロー

2.2.3.2(2)(b)

解説：ダウンロードするソフトウ

解説

解説

ドする場合は、電子署名により配

解説

ェアを電子署名により配布元を確

の修

布元の正当性を確認することを求

認したソフトウェアに限定するこ

正

める事項である。

とを求める事項である。

(2.3.3.2(3)(c)へ移動)

2.2.3.2(2)(c)

273

(2.3.3.2(3) (c)(ア)へ移動)

2.2.3.2(2)(c)

行政事務従事者は、閲覧している

遵守

ウェブサイトに表示されるフォー

事項

ムに要機密情報を入力して送信す

の集

る場合には、以下の事項を確認す

約・

ること。

修正

送信内容が暗号化されること。

遵守

(ア)

事項

274

の集
約・
修正

275

2.3.3.2(3)(c)

解説：主体認証情報等を入力して

2.2.3.2(2)(c)

解説：主体認証情報等を入力して

解説

(ア)解説

送信する場合には、情報漏えいを

(ア)解説

送信する場合には、情報漏洩を防

の修

防止するため、ブラウザの鍵アイ

止するため、ブラウザの鍵アイコ

正

コンの表示を確認する等により、

ンの表示を確認する等により、SSL

SSL や TLS 等の暗号通信が使用さ

や TLS 等の暗号通信が使用されて

れていること等の手段を限定する

いること等の手段を限定すること

ことを求める事項である。なお、

を求める事項である。なお、
「閲覧

「閲覧しているウェブサイトに表

しているウェブサイトに表示され

示されるフォームに要機密情報を

るフォームに要機密情報を入力し

入力して送信する場合」とは、例

て送信する場合」とは、例えばウ

えばウェブメールを使用する際に

ェブメールを使用する際に主体認

主体認証情報等を入力すること等

証情報等を入力すること等を指

を指す。

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
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変
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更

遵守事項

遵守事項

点
確認する必要がある。

(2.3.3.2(3)(c)(イ)へ移動)

2.2.3.2(2)(c)

当該ウェブサイトが送信先として

遵守

(イ)

想定している組織のものであるこ

事項

と。

の集

276

約・
修正
2.3.3.2(3)(c)

解説：主体認証情報等を入力して

2.2.3.2(2)(c)

解説：主体認証情報等を入力して

解説

(イ)解説

送信する場合には、ウェブサーバ

(イ)解説

送信する場合には、サイト証明書

の修

の電子証明書の内容から当該ウェ

の内容から当該ウェブサイトが想

正

ブサイトが想定している組織のも

定している組織のものであるかを

のであるかを確認することによ

確認することにより、当該情報の

り、当該情報の送信先を限定する

送信先を限定することを求める事

ことを求める事項である。なお、

項である。なお、ウェブサイトの

ウェブサイトの閲覧時にウェブサ

閲覧時にサイト証明書が適切でな

ーバの電子証明書が適切でない旨

い旨の警告ダイアログが表示され

の警告ダイアログが表示された場

た場合には、当該ウェブサイトが

合には、当該ウェブサイトがなり

なりすましに利用されている可能

すましに利用されている可能性が

性がないかを確認することが必要

ないかを確認することが必要であ

である。

277

る。
2.3.3.2(3)(d)

278

279

情報システムセキュリティ責任者

2.2.3.2(2)(d)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、行政事務従事者が閲覧するこ

は、行政事務従事者が閲覧するこ

事項

とが可能な府省庁外のウェブサイ

とが可能な府省庁外のホームペー

の集

トを制限し、定期的にその見直し

ジを制限し、定期的にその見直し

約・

を行うこと。

を行うこと。

修正

2.3.3.2(3)(d)

解説：ウェブサイトからの不適切

2.2.3.2(2)(d)

解説：ウェブで閲覧したホームペ

解説

解説

なソフトウェアのダウンロードや

解説

ージからの不適切なソフトウェア

の修

私的なウェブサイトの閲覧を制限

のダウンロードや私的なホームペ

正

するため、コンテンツフィルタ等

ージの閲覧を制限するため、コン

により閲覧することが可能な範囲

テンツフィルタ等により閲覧する

の制限を定める事項である。

ことが可能な範囲の制限を定める

情報システムセキュリティ責任者

事項である。

は、制限を実施する方法として、

情報システムセキュリティ責任者
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変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

ウェブクライアント、ウェブプロ

は、制限を実施する方法として、

キシ及びその他の装置の設定等、

ウェブクライアント、ウェブプロ

状況に応じて、適切な方法を選択

キシ及びその他の装置の設定等、

することが可能である。

状況に応じて、適切な方法を選択
することが可能である。

280

2.3.3.3

2.3.3.3 ドメインネームシステム

2.2.3.3

（DNS）

2.2.3.3 ドメインネームシステム

構成

（DNS）

変更

2.3.3.3

ドメインネームシステム（DNS：

2.2.3.3

ドメインネームシステム（DNS：

趣旨

趣旨

Domain Name System）は、クラ

趣旨

Domain Name System）は、クラ

の修

イアント等からの問い合わせを受

イアント等からの問い合わせを受

正

けて、ドメイン名やホスト名と IP

けて、ドメイン名やホスト名と IP

アドレスとの対応関係について回

アドレスとの対応関係について回

答を行うインターネットの基盤を

答を行うインターネットの基盤を

なすサービスである。DNS の可用

なすサービスである。DNS の可用

性が損なわれた場合は、ホスト名

性が損なわれた場合は、ホスト名

やドメイン名を使ったウェブや電

やドメイン名を使ったウェブや電

子メール等の利用が不可能とな

子メール等の利用が不可能とな

る。また DNS が提供する情報の完

る。また DNS が提供する情報の完

全性が損なわれ、誤った情報を提

全性が損なわれ、誤った情報を提

供した場合は、クライアント等が

供した場合は、クライアント等が

悪意あるサーバに接続させられる

悪意あるサーバに接続させられる

等の被害にあう可能性がある。こ

などの被害にあう可能性がある。

のようなリスクを回避するために

このようなリスクを回避するため

は、DNS サーバの適切な管理が必

には、DNS サーバの適切な管理が

要である。

必要である。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

DNS に関する対策基準として、

DNS に関する対策基準を定める。

281

DNS の導入時及び運用時について
の遵守事項を定める。

282

2.3.3.3(1)(a)

解説：要安定情報を取り扱う情報

2.1.2.3(1)(a)

解説：要安定情報を取り扱う情報

解説

解説

システムの名前解決を提供する

解説

システムの名前解決を提供する

の修

DNS のコンテンツサーバにおい

DNS のコンテンツサーバにおい

正

て、名前解決を停止させないため

て、名前解決を停止させないため
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変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

に、求められる可用性の度合いに

に、求められる可用性の度合いに

応じた措置を求める事項である。

応じた措置を求める事項である。

DNS のコンテンツサーバは、冗長

DNS のコンテンツサーバは、冗長

化しておくことが一般的である。

化しておくことが一般的である。

その際には、ネットワーク障害等

その際には、ネットワーク障害等

を考慮して各々の DNS のコンテ

を考慮して各々の DNS のコンテ

ンツサーバをそれぞれ異なるネッ

ンツサーバをそれぞれ異なるネッ

トワークに配置しておく、災害等

トワークに配置しておく、災害等

を考慮して物理的に離れた建物や

を考慮して物理的に離れた建物や

遠隔地に設置しておく等、情報と

遠隔地に設置しておくなど、情報

情報システムに要求される可用性

と情報システムに要求される可用

に応じて、最適な構成を検討する

性に応じて、最適な構成を検討す

必要がある。ISP 等が提供するセカ

る必要がある。ISP 等が提供するセ

ンダリ DNS の利用も、冗長化によ

カンダリ DNS の利用も、冗長化に

る措置の例である。あるいは、悪

よる措置の例である。あるいは、

意ある者からのサービス不能攻撃

悪意ある者からの大量アクセス等

に備え、ソフトウェアや通信回線

によるサービス不能攻撃に備え、

装置で適切なアクセス制御を実施

ソフトウェアや通信回線装置で適

しておくことも重要である。

切な アクセス制御を実施してお

また、要求される可用性の度合い

くことも重要である。

に応じて、保守作業による復旧等、

また、要求される可用性の度合い

冗長化以外の措置を探ることも考

に応じて、保守作業による復旧等、

えられる。

冗長化以外の措置を探ることも考
えられる。

2.3.3.3(1)(c)

283

情報システムセキュリティ責任者

2.2.3.3(1)(c)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、DNS のキャッシュサーバにお

は、DNS のキャッシュサーバにお

事項

いて、名前解決の要求への適切な

いて、府省庁外からの名前解決の

の修

応答をするための措置を講ずるこ

要求には応じず、府省庁内からの

正

と。

名前解決の要求のみに回答を行う
ための措置を講ずること。

284

2.3.3.3(1)(c)

解説：DNS のキャッシュサーバの

2.2.3.3(1)(c)

解説：DNS のキャッシュサーバの

解説

解説

第三者による不正利用やキャッシ

解説

第三者による不正利用やキャッシ

の修

ュ情報の汚染等を防ぐための措置

正

ュ情報の汚染等を防ぐための措置
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

を講ずることを求める事項であ

を講ずることを求める事項であ

る。キャッシュサーバにおいては、

る。キャッシュサーバを動作させ

府省庁外からの名前解決の要求に

る場合は、サーバの設定やファイ

は応じず、府省庁内からの名前解

アウォール等でアクセス制御を行

決の要求のみに回答を行うように

うことが重要である。

措置を講ずる必要がある。キャッ
シュサーバを動作させる場合は、
サーバの設定やファイアウォール
等でアクセス制御を行うことが重
要である。
また、適正な名前解決の代行を維
持するために、ルートヒントファ
イルの更新の有無を定期的に確認
し、最新のものに維持する必要が
ある。「定期的」とは、3 ヶ月に一
度程度実施することを想定してい
る。
2.3.3.3(1)(e)

285

情報システムセキュリティ責任者

2.3.3.3(1)(e)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、重要な情報システムに対し名

は、重要な情報システムの名前解

事項

前解決を提供する DNS サーバに

決を提供する DNS のコンテンツ

の修

おいて、コンテンツサーバによる

サーバにおいて、管理するドメイ

正

ドメイン名の情報提供時には電子

ンに関する情報に電子署名を付与

署名を付与し、キャッシュサーバ

すること。

による名前解決時には電子署名を
検証すること。

286

2.3.3.3(1)(e)

解説：電子署名によって DNS のコ

2.2.3.3(1)(e)

解説：電子署名によって DNS サー

解説

解説

ンテンツサーバのなりすましや同

解説

バのなりすましや管理するドメイ

の修

サーバからの提供情報の改ざんを

ンに関する情報の改ざんを検出す

正

DNS のキャッシュサーバで検出で

ることを求める事項である。対策

きるようにすることを求める事項

としては、TSIG や DNSSEC の利

である。その対策としては、

用等が挙げられる。

DNSSEC の利用等が挙げられる。
DNSSEC は、公開鍵暗号技術を用
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第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

いて改ざん等を防止するため、そ
の導入には情報の提供側である
DNS のコンテンツサーバと情報の
問い合わせ側である DNS のキャ
ッシュサーバの双方に対応が必要
となる。
国民等への信頼できるサービスの
提供と、政府機関内の情報セキュ
リティ向上の観点から、政府系ド
メインを管理する DNS のコンテ
ンツサーバ、及び政府機関の DNS
のキャッシュサーバに対する円滑
な DNSSEC の導入が望ましい。
2.3.3.3(2)(a)

解説：複数台の DNS のコンテンツ

2.2.3.3(2)(a)

解説：複数台の DNS のコンテンツ

解説

解説

サーバが保有し管理するドメイン

解説

サーバが保有する管理するドメイ

の修

に関する情報について、整合性を

ンに関する情報について、整合性

正

維持することを求める事項であ

を維持することを求める事項であ

る。例えば、主系統のコンテンツ

る。例えば、主系統のコンテンツ

サーバの管理するドメインに関す

サーバの管理するドメインに関す

る情報が変更された場合に、ゾー

る情報が変更された場合に、ゾー

ン転送等によって、情報システム

ン転送等によって、情報システム

の可用性に影響を及ぼさない適切

の可用性に影響を及ぼさない適切

なタイミングで副系統のコンテン

なタイミングで副系統のコンテン

ツサーバの管理するドメインに関

ツサーバの管理するドメインに関

する情報も更新するといった方法

する情報も更新するといった方法

が考えられる。

が考えられる。

287

なお、主系統のコンテンツサーバ
から副系統のコンテンツサーバへ
安全にゾーン転送を行う対策とし
て、例えば、TSIG の利用等が考え
られる。

288

2.3.4

2.3.4

2.2.4

通信回線

2.2.4

通信回線

構成
変更
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No.

289

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

2.3.4.1

2.3.4.1 通信回線共通対策

2.2.4.1

2.2.4.1 通信回線共通対策

構成
変更

2.3.4.1

通信回線の利用については、当該

2.2.4.1

通信回線の利用については、当該

趣旨

趣旨

通信回線の不正利用、これに接続

趣旨

通信回線の不正利用、これに接続

の修

された電子計算機又は通信回線装

された電子計算機又は通信回線装

正

置への不正アクセス、送受信され

置への不正アクセス、送受信され

る情報の盗聴、改ざん及び破壊等、

る情報の盗聴、改ざん及び破壊等、

当該通信回線を含む情報システム

当該通信回線を含む情報システム

及び当該情報システムが取り扱う

及び当該情報システムが取り扱う

情報の情報セキュリティが損なわ

情報の情報セキュリティが損なわ

れるおそれを有している。

れるおそれを有している。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

通信回線に関する対策基準とし

通信回線に関する対策基準を定め

て、通信回線の構築時、運用時及

る。

290

び運用終了時についての遵守事項
を定める。

291

2.3.4.1(1)(a)

解説：情報システムセキュリティ

2.2.4.1(1)(a)

解説：情報システムセキュリティ

解説

解説

責任者は、通信回線構築によるリ

解説

責任者は、通信回線構築によるリ

の修

スクを考慮して、通信回線の構築

スクを考慮して、通信回線の構築

正

及び運用開始を判断する必要があ

及び運用開始を判断する必要があ

る。府省庁外通信回線と接続する

る。例えば、情報システムセキュ

場合のリスク軽減措置としては、

リティ責任者は、リスクを検討し

例えば、ファイアウォールやウェ

た結果、情報システムのセキュリ

ブアプリケーションファイアウォ

ティが確保できないと判断した場

ール(WAF)等を利用する方法が考

合には、他の通信回線から独立さ

えられる。リスクを検討した結果、

せて閉鎖的な通信回線とするか、

情報システムセキュリティ責任者

通信回線を構築しない等の判断を

は、情報システムのセキュリティ

行うことが望ましい。

が確保できないと判断した場合に
は、他の通信回線から独立させて
閉鎖的な通信回線とするか、通信
回線を構築しない等の判断を行う
ことが望ましい。なお、物理的に
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

分割されたシステムに限らず、論
理的に分割されたシステム間の通
信も同様に考慮すること。（「論理
的に分割されたシステム」とは、
一つの情報システムのきょう体上
に複数のシステムを共存させるこ
とを目的として、論理的に分割さ
せた状態の情報システムをいう。
例えば、仮想化ソフトウェアを利
用することが考えられる。なお、
仮想化ソフトウェアとは、１つの
ハードウェアで複数のオペレーテ
ィングシステムを同時に実行する
機能を有するソフトウェアをい
う。以下同様。）
2.3.4.1(1)(b)

解説：通常の運用において十分な

2.2.4.1(1)(b)

解説：通常の運用において十分な

解説

解説

通信回線の能力を確保し、情報の

解説

通信回線の能力を確保し、情報の

の修

可用性を確保するための事項であ

可用性を確保するための事項であ

正

る。例えば、通信回線の負荷に関

る。通信回線の負荷に関して事前

して事前に試験等を実施し、必要

に試験等を実施し、必要となる容

となる容量及び能力を想定する等

量及び能力を想定し、それを備え

の対策が考えられる。

る。また、将来にわたっても十分

なお、将来にわたっても十分な容

な容量及び能力を確保できるよう

量及び能力を確保できるように、

に、余裕を持たせておく必要があ

余裕を持たせておく必要がある。

る。

292

2.3.4.1(1)(c)

解説：通信回線装置としての機能

2.2.4.1(1)(c)

解説：通信回線装置としての機能

解説

解説

や動作の明確化を行うとともに、

解説

や動作の明確化を行うと共に、セ

の修

セキュリティホール等の脅威への

キュリティホール等の脅威への対

正

対処を確実なものとするために、

処を確実なものとするために、通

通信回線装置が必要とするソフト

信回線装置が必要とするソフトウ

ウェアを定めておくことを求める

ェアを定めておくことを求める事

事項である。

項である。

293

294

2.3.4.1(1)(e)

情報システムセキュリティ責任者
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情報システムセキュリティ責任者

遵守

No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

は、グループ化された電子計算機

は、グループ化された電子計算機

事項

間での通信要件を検討し、当該通

間での通信要件を検討し、当該通

の修

信要件に従って通信回線装置を利

信要件に従って通信回線装置を利

正

用し、アクセス制御及び経路制御

用しアクセス制御及び経路制御を

を行うこと。

行うこと。

2.3.4.1(1)(e)

解説：グループ化された電子計算

2.2.4.1(1)(e)

解説：グループ化された電子計算

解説

解説

機間の通信の制御を行うことで、

解説

機間の通信の制御を行うことで、

の修

セキュリティを確保するための事

セキュリティを確保するための事

正

項である。情報システムセキュリ

項である。情報システムセキュリ

ティ責任者は、グループ化された

ティ責任者は、グループ化された

電子計算機間で情報システムの運

電子計算機間で情報システムの運

用上必要となる通信を全て確認し

用上必要となる通信をすべて確認

た上で、通信要件を検討する必要

した上で、通信要件を検討する必

がある。必要最小限のアクセスの

要がある。必要最小限のアクセス

みを許可するように、当該通信要

のみを許可するように、当該通信

件に従ってアクセス制御を行う。

要件に従ってアクセス制御を行

295

う。
2.3.4.1(1)(f)

296

情報システムセキュリティ責任者

2.3.4.1(1)(f)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、要機密情報を取り扱う情報シ

は、要機密情報を取り扱う情報シ

事項

ステムについては、通信を秘匿す

ステムについては、通信回線を用

の修

る必要性の有無を検討し、必要が

いて送受信される要機密情報の暗

正

あると認めたときは、通信を秘匿

号化を行う必要性の有無を検討

するための機能を設けること。

し、必要があると認めたときは、
情報を暗号化するための機能を設
けること。

297

2.3.4.1(1)(f)

解説：通信における要機密情報を

2.2.4.1(1)(f)

解説：通信回線を用いて送受信さ

解説

解説

保護するための事項である。情報

解説

れる要機密情報を保護するための

の修

システムセキュリティ責任者は、

事項である。情報システムセキュ

正

通信回線上を要機密情報が送受信

リティ責任者は、通信回線上を要

される場合には、当該情報の秘匿

機密情報が送受信される場合に

化の必要性を検討して、運用時の

は、当該情報の暗号化の必要性を

暗号化に備えて構築時にそのため

検討して、運用時の暗号化に備え

の機能を設けておく必要がある。

て構築時にそのための機能を設け
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

また、通信路の秘匿化は、機密性

ておく必要がある。

だけでなく完全性を保護する上で
も有用である。
なお、通信路の秘匿化のために、
例えば、IPsec、SSL 及び TLS 等
を使用することも考えられる。
2.3.4.1(1)(g)

解説：通信回線に利用する物理的

2.2.4.1(1)(g)

解説：通信回線に利用する物理的

解説

解説

な回線（例えば、有線 LAN におけ

解説

な回線（例えば、有線 LAN におけ

の修

る LAN ケーブル、無線 LAN にお

る LAN ケーブル、無線 LAN にお

正

ける伝搬路等の通信路）の種別に

ける伝搬路等の通信路）の種別よ

よって、盗聴、改ざん等の脅威及

って、盗聴、改ざん等の脅威及び

びそれらに対する有効なセキュリ

それらに対する有効なセキュリテ

ティ措置が異なることから、適切

ィ措置が異なることから、適切な

な回線を選択することを求める事

回線を選択することを求める事項

項である。

である。

回線に応じたセキュリティ対策を

回線に応じたセキュリティ対策を

実施する必要があるが、回線によ

実施する必要があるが、回線によ

ってはセキュリティ対策を実施し

ってはセキュリティ対策を実施し

ても万全でない場合もあるので、

ても万全でない場合もあるので、

回線の選択に当たっては十分に検

回線の選択に当たっては十分に検

討する必要がある。また、通信回

討する必要がある。

298

線を仮想的に構築する場合には、
物理的に同一の通信回線となる場
合があることに注意する必要があ
る。

299

2.3.4.1(1)(k)

情報システムセキュリティ責任者

【強化】から
【基本】へ移動

2.2.4.1(1)(l)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、要安定情報を取り扱う情報シ

は、要安定情報を取り扱う情報シ

事項

ステムについては、サービス提供

ステムについては、サービス提供

の修

に必要な通信回線又は通信回線装

に必要な通信回線又は通信回線装

正

置を冗長構成にすること必要性を

置を冗長構成にすること。

検討し、必要と判断した場合には、
その通信回線又は通信回線装置を
冗長構成にする。
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No.

統一技術

第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

2.3.4.1(1)(k)

解説：障害・事故等によりサービ

2.2.4.1(1)(l)

解説：障害・事故等によりサービ

解説

解説

スを提供できない状態が発生した

解説

スを提供できない状態が発生した

の修

場合、サービスを提供する通信回

場合、サービスを提供する通信回

正

線又は通信回線装置を代替通信回

線又は通信回線装置を代替回線又

線又は代替通信回線装置に切り替

は代替通信回線装置に切り替える

えること等により、サービスが中

こと等により、サービスが中断し

断しないように、情報システムを

ないように、情報システムを構成

構成することを求める事項であ

することを求める事項である。災

る。

害等を想定して冗長構成にする場

300

合には、被災時にも冗長構成のう
ち少なくとも一系統が存続可能な
構成にすることが望ましい。
2.3.4.1(2)(b)
解説

301

解説：運用管理作業の記録を文書

2.2.4.1(2)(b)

として残すための事項である。

解説

解説：運用管理作業の記録を文書

解説

として残すための事項である。

の修

それぞれの府省庁において、ある

各府省庁において、ある程度統一

程度統一的な様式を作成すること

的な様式を作成する必要がある。

正

が望ましい。
2.3.4.1(2)(c)

解説：他の情報システムと通信回

2.2.4.1(2)(c)

解説：他の情報システムと通信回

解説

解説

線を共有している場合であって、

解説

線を共有している場合であって、

の修

情報システムのセキュリティの確

情報システムのセキュリティの確

正

保が困難な事由が発生した時に、

保が困難な事由が発生したとき

他の情報システムを保護するため

に、他の情報システムを保護する

の事項である。

ための事項である。

302

2.3.4.1(2)(f)

303

情報システムセキュリティ責任者

2.2.4.1(2)(f)

情報システムセキュリティ責任者

表現

は、所管する範囲の通信回線装置

は、所管する範囲の通信回線装置

の適

が動作するために必要な全てのソ

が動作するために必要なすべての

正化

フトウェアの状態を定期的に調査

ソフトウェアの状態を定期的に調

し、不適切な状態にある通信回線

査し、不適切な状態にある通信回

装置を検出した場合には、当該不

線装置を検出した場合には、当該

適切な状態の改善を図ること。た

不適切な状態の改善を図ること。

だし、ソフトウェアを変更するこ

ただし、ソフトウェアを変更する

とが困難な通信回線装置の場合

ことが困難な通信回線装置の場合

は、この限りでない。

は、この限りでない。
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遵守事項

点

2.3.4.1(2)(g)

304

情報システムセキュリティ管理者

（2.2.1.1(3)(d)から分離して移動） 遵守

は、通信回線装置を不正操作から

事項

保護するための措置を講ずるこ

の修

と。

正

2.3.4.1(2)(g)

解説：情報システムセキュリティ

解説

管理者が通信回線装置を第三者に

の修

よる不正操作から保護するための

正

（2.2.1.1(3)(d)から分離して移動

解説

事項である。対策としては、コン

305

ソールターミナル等での作業終了
後の確実なログアウト、施錠可能
なラック内への設置等が挙げられ
る。
2.3.4.1(3)(a)

306

307

308

2.3.4.2

情報システムセキュリティ責任者

2.3.4.1(3)(a)

情報システムセキュリティ責任者

表現

は、通信回線装置の利用を終了す

は、通信回線装置の利用を終了す

の適

る場合には、通信回線装置の電磁

る場合には、通信回線装置の電磁

正化

的記録媒体の全ての情報を抹消す

的記録媒体のすべての情報を抹消

ること。

すること。

2.3.4.2 府省庁内通信回線の管理

2.2.4.2

2.2.4.2 府省庁内通信回線の管理

構成
変更

2.3.4.2

府省庁内通信回線の利用について

2.2.4.2

府省庁内通信回線の利用について

趣旨

趣旨

は、当該通信回線の不正利用、こ

趣旨

は、当該通信回線の不正利用、こ

の修

れに接続された電子計算機又は通

れに接続された電子計算機又は通

正

信回線装置への不正アクセス、送

信回線装置への不正アクセス、送

受信される情報の盗聴、改ざん及

受信される情報の盗聴、改ざん及

び破壊等、当該通信回線を含む情

び破壊等、当該通信回線を含む情

報システム及び当該情報システム

報システム及び当該情報システム

が取り扱う情報の情報セキュリテ

が取り扱う情報の情報セキュリテ

ィが損なわれるおそれを有してい

ィが損なわれるおそれを有してい

る。また、利用する回線により想

る。また、利用する回線により想

定される脅威及びリスクが異な

定される脅威及びリスクが異な

る。

る。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

府省庁内通信回線に関する対策基

府省庁内通信回線に関する対策基
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準として、府省庁内通信回線の構

準を定める。

築時及び運用時、回線の対策につ
いての遵守事項を定める。
2.3.4.2(2)(c)

解説：通信回線上を送受信される

2.2.4.2(2)(c)

解説：通信回線上を送受信される

解説

解説

情報から不正アクセス行為を検知

解説

情報から不正アクセス行為を検知

の修

するための事項である。
「通信内容

するための事項である。
「通信内容

正

を監視する」とは、侵入検知シス

を監視する」とは、侵入検知シス

テム等を利用して、通信される情

テム等を利用して、通信される情

報から不正な行為及び無許可のア

報から不正アクセス等の行為がな

クセス等の意図しない事象の発生

いかを監視することが挙げられ

がないかを監視することが挙げら

る。

309

れる。
2.3.4.2(3)(a)

解説：VPN を利用して論理的な府

2.2.4.2(3)(a)

解説：VPN を利用して論理的な府

解説

(キ)解説

省庁内通信回線を構築する場合

(キ)解説

省庁内通信回線を構築する場合

の修

に、セキュリティを確保すること

に、セキュリティを確保すること

正

を求める事項である。
「VPN」には、

を求める事項である。
「VPN」には、

インターネット VPN、IP-VPN、

インターネット VPN、IP-VPN、

SSL-VPN 等が挙げられる。

SSL-VPN、SoftEther 等が挙げら

310

れる。

311

2.3.4.2(3)(b)

解説：無線 LAN を利用して論理的

2.2.4.2(3)(b)

解説：無線 LAN を利用して論理的

解説

(ク)解説

な府省庁内通信回線を構築する場

(ク)解説

な府省庁内通信回線を構築する場

の修

合に、セキュリティを確保するこ

合に、セキュリティを確保するこ

正

とを求める事項である。

とを求める事項である。

なお、要機密情報を取り扱う無線

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

LAN 環境については、通信内容の

暗 号 化 を 求 め て い る が 、 WEP

暗 号 化 を 求 め て い る が 、 WEP

（ Wired Equivalent Privacy ）、

（Wired Equivalent Privacy）等

TKIP （ Temporal Key Integrity

は、比較的容易に解読できるとい

Protocol）等は、比較的容易に解読

う脆弱性が報告されており、また

できたり、通信の妨害を発生させ

同様の問題が起こる可能性がある

ることができるという脆弱性が報

ため、最新の情報に従い適切な方

告されており、また同様の問題が

式や設定値を選択すること。この

起こる可能性があるため、最新の

場合、暗号化については、暗号と
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点

情報に従い適切な方式や設定値を

電子署名の標準手順に従わなけれ

選択すること。この場合、暗号化

ばならない。

については、暗号と電子署名の標

参考：総務省「国民のための情報

準手順に従わなければならない。

セキュリティサイト」の「情報管

参考：総務省「国民のための情報

理担当者のための情報セキュリテ

セキュリティサイト」の「情報管

ィ

理担当者のための情報セキュリテ

（http://www.soumu.go.jp/

ィ

main_sosiki/joho_tsusin/security/

対

策

−

実

践

編

」

対

策

−

実

践

編

」

（http://www.soumu.go.jp/

j_business/admin00.htm）にある、

main_sosiki/joho_tsusin/security/

「安全な無線 LAN の利用」のペー

j_business/admin00.htm）にある、

ジの解説を適宜参照。

「安全な無線 LAN の利用」のペー
ジの解説を適宜参照。

312

313

2.3.4.3

2.3.4.3 府省庁外通信回線との接

2.2.4.3

続

2.2.4.3 府省庁外通信回線との接

構成

続

変更

2.3.4.3

府省庁内通信回線と府省庁外通信

2.2.4.3

府省庁内通信回線と府省庁外通信

趣旨

趣旨

回線との接続については、府省庁

趣旨

回線との接続については、府省庁

の修

外通信回線に接続された電子計算

外通信回線に接続された電子計算

正

機からの不正アクセス、サービス

機からの不正アクセス、サービス

不能攻撃等のほか、府省庁外通信

不能攻撃等のほか、府省庁外通信

回線に送受信される情報の漏え

回線に送受信される情報の漏え

い、改ざん又は破壊等、府省庁外

い、改ざん又は破壊等、府省庁外

通信回線を含む情報システム及び

通信回線を含む情報システム及び

当該情報システムが取り扱う情報

当該情報システムが取り扱う情報

の情報セキュリティが損なわれる

の情報セキュリティが損なわれる

おそれを有している。

おそれを有している。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

府省庁外通信回線と接続する場合

府省庁外通信回線と接続する場合

の府省庁内通信回線に関する対策

の府省庁内通信回線に関する対策

基準として、府省庁内通信回線と

基準を定める。

府省庁外通信回線との接続時及び
運用時についての遵守事項を定め
る。
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更
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遵守事項

点

2.3.4.3(1)(a)

314

情報システムセキュリティ責任者

2.2.4.3(1)(a)

情報システムセキュリティ責任者

遵守

は、情報セキュリティ責任者の許

は、情報セキュリティ責任者の承

事項

可を得た上で、府省庁内通信回線

認を得た上で、府省庁内通信回線

の修

を府省庁外通信回線と接続するこ

を府省庁外通信回線と接続するこ

正

と。

と。

2.3.4.3(1)(a)

解説：府省庁内通信回線を府省庁

2.2.4.3(1)(a)

解説：府省庁内通信回線を府省庁

解説

解説

外通信回線と接続するとリスクの

解説

外通信回線と接続するとリスクの

の修

増大を招くので、情報セキュリテ

増大を招くので、情報セキュリテ

正

ィ責任者の判断を得ることを求め

ィ責任者の判断を得ることを求め

る事項である。情報セキュリティ

る事項である。情報セキュリティ

責任者は、様々なリスクを検討し

責任者は、様々なリスクを検討し

た上で許可の可否を判断する必要

た上で承認の可否を判断する必要

がある。

がある。

315

2.3.4.3(1)(b)

解説：府省庁内通信回線に接続し

2.2.4.3(1)(b)

解説：府省庁内通信回線に接続し

解説

解説

ている情報システムを、府省庁外

解説

ている情報システムを、府省庁外

の修

からの脅威から保護するための事

からの脅威から保護するための事

正

項である。セキュリティの確保が

項である。セキュリティの確保が

困難な情報システムについては、

困難な情報システムについては、

他の情報システムと共有している

他の情報システムと共有している

府省庁内通信回線から独立した通

府省庁内通信回線から独立した通

信回線として構成するか、府省庁

信回線として構成するか、府省庁

外通信回線から切断した通信回線

外通信回線から切断した通信回線

として構築することになる。独立

として構築することになる。独立

した通信回線の場合でも、遵守す

な通信回線の場合でも、遵守すべ

べき対策基準は実施する必要があ

き対策規準は実施する必要があ

る。

る。

316

2.3.4.3(2)(a)

解説：他の情報システムと通信回

2.2.4.3(2)(a)

解説：他の情報システムと通信回

解説

解説

線を共有している場合であって、

解説

線を共有している場合であって、

の修

情報システムのセキュリティの確

情報システムのセキュリティの確

正

保が困難な事由が発生した時に、

保が困難な事由が発生したとき

他の情報システムを保護するため

に、他の情報システムを保護する

の事項である。

ための事項である。

317

318

第 4 版(平成

統一技術基準

第 2.4 部

第 2.4 部

個別事項についての対
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更
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遵守事項

点

2.4.1

2.4.1

策
2.3.1

その他

2.3.1

変更

その他

構成
変更

2.4.1.1

2.4.1.1 情報システムへの IPv6 技

2.3.1.1

術の導入における対策

2.3.1.1 情報システムへの IPv6 技

構成

術の導入における対策

変更

2.4.1.1

政府機関ではインターネットの規

2.3.1.1

政府機関ではインターネットの規

趣旨

趣旨

格である IPv6 通信プロトコルに対

趣旨

格である IPv6 通信プロトコルに対

の修

応するための取組みが進められて

応するための取組みが進められて

正

いるが、現在広く使用されている

いるが、現在広く使用されている

IPv4 通信プロトコルからの移行過

IPv4 通信プロトコルからの移行過

程においては、新旧の規格が共存

程においては、新旧の規格が共存

することから、十分に検討し、適

することから、十分に検討し、適

切な措置を講じないと、情報シス

切な措置を講じないと、情報シス

テムのセキュリティを損なうおそ

テムのセキュリティを損なうおそ

れがある。また、昨今、電子計算

れがある。また、昨今、電子計算

機及び通信回線装置には IPv6 技術

機及び通信回線装置には IPv6 技術

を利用する通信機能が標準で備わ

を利用する通信機能が標準で備わ

っているものが増えていることか

っているものが増えていることか

ら、意図せず IPv6 技術を利用する

ら、意図せず IPv6 技術を利用する

通信機能が動作している可能性が

通信機能が動作している可能性が

ある。このため、情報システムの

ある。このため、情報システムの

IPv6 対応化計画の有無にかかわら

IPv6 対応化計画の有無にかかわら

ず、IPv4 技術を利用する通信と

ず、IPv4 技術を利用する通信と

IPv6 技術を利用する通信が共存す

IPv6 技術を利用する通信が共存す

る環境を前提として、対策を講ず

る環境を前提として、対策を講ず

る必要がある。

る必要がある。

これらのことを勘案し、本項では、

これらのことを勘案し、本項では、

IPv4 技術を利用する通信と IPv6

IPv4 技術を利用する通信と IPv6

技術を利用する通信が共存する情

技術を利用する通信が共存する情

報システムのセキュリティ確保に

報システムの情報セキュリティ確

関する対策基準を定める。

保に関する対策基準を定める。

321

322

変

基準
策

319

第 4 版(平成 21 年度修正)

2.4.1.1(2)(a)

情報システムセキュリティ責任者

2.3.1.1(2)(a)

は、IPv6 通信を想定していない通
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第 4 版(平成

統一技術基準

第 4 版(平成 21 年度修正)

変

基準

21 年度修正)

更

遵守事項

遵守事項

点

A.1.1

信回線に接続される全ての電子計

信回線に接続されるすべての電子

算機及び通信回線装置に対して、

計算機及び通信回線装置に対し

IPv6 通信を抑止するための措置を

て、IPv6 通信を抑止するための措

講ずること。

置を講ずること。

統一管理基準に準じる。

正化

構成
変更

A.1.2

統一管理基準に準じる。

構成
変更

A.1.3

統一管理基準に準じる。

構成
変更

A.1.4

統一管理基準に準じる。

構成

以下は、統一技術基準で初出の用

変更

語。
【あ】
●

「暗号モジュール」とは、暗

号化及び電子署名の付与に使用す
るアルゴリズムを実装したハード
ウェア、ソフトウェア、ファーム
ウェア及びそれらの組合せをい
う。

326
【か】
●

「強制アクセス制御 (MAC：

Mandatory Access Control)」とは、
主体が客体(情報、ファイル等)に設
定したアクセス制御について、そ
の設定の継承を情報システムが強
制的に行う方式をいう。強制アク
セス制御の機能を備えた情報シス
テムでは、主体が客体を保護すべ
き対象とした場合には、アクセス
を許可された者であっても、それ
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点

を保護すべき対象ではないものと
することはできない。すなわち、
主体が設定したアクセス制御の継
承は、任意ではなく強制されるこ
とになる。
【た】
●

「耐タンパー性」とは、暗号

処理や署名処理を行うソフトウェ
アやハードウェアに対する外部か
らの解読攻撃に対する耐性をい
う。
●

「電子メールクライアント」

とは、電子メールサーバにアクセ
スし、電子メールの送受信を行う
アプリケーションをいう。
【な】
●

「名前解決」とは、ドメイン

名やホスト名と IP アドレスを変換
することをいう。
A.1.4

●

327

A.1.4

「無線 LAN」とは、無線通信

【ま】
●

「無線 LAN」とは、無線通信

で情報を送受信する通信回線をい

で情報を送受信する通信回線をい

う。無線 LAN の規格としては、

う。無線 LAN の規格としては、

802.11a 、 802.11 b 、 802.11g 、

802.11a 、 802.11b 、 802.11g 、

802.11n 等が挙げられる。

Bluetooth 等が挙げられる。

【ら】
●

328

A.1.4

【ま】

解説
の修
正

構成

「ルートヒントファイル」と

変

は、最初に名前解決を問い合わせ

更、

る DNS コンテンツサーバ（以下、

用語

「ルート DNS」という。）の情報

解説

をいう。ルートヒントファイルに

の追
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は、ルート DNS のサーバ名と IP
アドレスの組が記載されており、
ルート DNS の IP アドレスが変更
された場合はルートヒントファイ
ルも変更される。ルートヒントフ
ァ イ ル は InterNIC （ Internet
Network Information Center）の
サイトから入手可能である。
【Ａ〜Ｚ】
● 「CRYPTREC（Cryptography
Research

and

Evaluation

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。
「IPv6 移行機構」とは、物理的に
ひとつのネットワークにおいて、
IPv4 技術を利用する通信と IPv6
を利用する通信の両方を共存させ
ることを可能とする技術の総称で
ある。例えば、電子計算機や通信
回線装置が２つの通信プロトコル
を併用するデュアルスタック機構
や、相互接続性のない２つの IPv6
ネットワークを既設の IPv4 ネット
ワークを使って通信可能とする
IPv6-IPv4 トンネル機構等がある。
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