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内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター

政府機関総合対策グループ



Copyright (c) 2021 National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC). All Rights Reserved. 1

• NISCにおいて、共通ルール（統一基準群）の策定、監査・監視、教育・訓練等を通して、政府機
関等全体のPDCAサイクルを適切に回し、情報セキュリティ対策の総合的強化を図る

統一基準群

ペネトレーションテスト
（疑似的攻撃） マネジメント監査

（体制・制度が機能して
いるかの検証）

各府省庁
独法等

・国際標準
・過去の教訓等

サイバーセキュリティ対策推進
専任審議官等会議

（副CISO等連絡会議）

サイバーセキュリティ戦略本部
【本部長：官房長官】

サイバーセキュリティ対策推進会議
（CISO等連絡会議）

【議長：内閣官房副長官（事務）】

・情報セキュリティ勉強会
・インシデント対処訓練

意思決定機関共通ルール

監査・監視 教育・訓練
G-SOC
（横断的監視・
情報収集）

情報システム 運用ルール、体制
（CSIRT等）

情報セキュリティ
ポリシーの策定

PDCA

政府機関等に対する情報セキュリティの取り組み
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統一基準群運用
以前の水準

統一基準群で
定めるベース
ラインの水準

A B C D E F各機関

• 統一基準群は、政府機関及び独立行政法人等の情報セキュリティ水準を向上させるための統一的
な枠組み。

• 政府機関及び独立行政法人等の情報セキュリティのベースラインを示しており、各機関の判断により、
さらに高い水準の対策も可能。

各機関の判断により、さらに
高い水準の対策を実施

全体水準の
底上げ

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
水
準

「統一基準群」とは？
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• 統一基準群の運用により、個々の組織のPDCAサイクルや政府機関等全体のPDCAサイ
クルを適切に回し、政府機関等全体としての情報セキュリティを確保する。

点検・見直し
・実施状況等の点検、監査
・点検結果等に基づく改善
・評価・見直し
・資源配分見直し

導入・計画
・情報セキュリティ関係規
程及び対策推進計画の
策定

運用
・教育訓練
・技術的対策
・その他計画に
基づく取組

統一基準群

取組方針
(改善等の) 勧告

点検・見直し
・所管府省庁における
対策を踏まえた対策

導入・計画
・情報セキュリティ関係規
程の策定
・年度計画等での情報セ
キュリティ対策の記載

運用
・所管府省庁に
おける対策を
踏まえた対策

統一基準群を含む所管
府省庁における対策

中期目標等での情報セ
キュリティ対策の記載

独法通則法等
による評価等

対策実施状況及び
事案情報の報告

・点検、監査
・情報提供等

・対策実施状況及び
事案情報の報告
・所管独法等の評価
結果等の報告

施策の評価（監査含む。）

府省庁

内閣サイバー
セキュリティセンター

独立行政法人等
サイバーセキュリティ

戦略本部

・統一基準群（対策基準策定ガイ
ドラインを除く。）の決定及び改定
・監査に係る基本方針等の策定、監
査結果の公表
・政府機関等全体の取組の方向付
け 等

・政府機関等全体の取組状況に
ついて、総合的、客観的、統一的
な観点で点検・監査
・対策基準策定ガイドライ ンの決
定及び改定 等

・点検・監査結果の報告
・事案（情報セキュリティインシ
デント）情報の報告
・統一基準群（対策基準策
定ガイドラインを除く。）の原
案策定 等

PDCA PDCA
PDCAPDCA

政府機関等全体における情報セキュリティのPDCAサイクル
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• 国の行政機関及び独立行政法人等は、統一規範及びその実施のための要件である統一基準に
準拠するとともに、ガイドラインを参照しつつ、組織及び取り扱う情報の特性等を踏まえて情報セキュ
リティポリシーを策定。

サイバーセキュリティ基本法（平成26年法律第104号）（抜粋）
第二十六条 サイバーセキュリティ戦略本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
（略）
二 国の行政機関、独立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準の作成及び当該基準に基づく施策の評価（監査を含む。）その他の

当該基準に基づく施策の実施の推進に関すること。

統一規範
運
用
指
針

統一基準

統一基準群

※３ ※1

※２

サイバーセキュリティ基本法

ガイドライン ※４

解説

根拠

要件

※１ 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一規範
※２ 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準
※３ 政府機関等のサイバーセキュリティ対策の運用等に関する指針
※４ 政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン

準拠

参照

基本方針

対策基準

国の行政機関・独立行政法人等の
情報セキュリティポリシー

政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一規範（抜粋）
第四条 機関等は、自組織の特性を踏まえ、基本方針及び対策基準を定めなければならない。
（略）
３ 対策基準は、別に定める政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準と同等以上の情報セキュリティ対策が可能となるように定めなければならない。

統一基準群の位置づけ
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機関等がとるべき対策の統一的な枠
組みを定めたもの

政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための
統一規範

政府機関等のサイバーセキュリティ対策
の運用等に関する指針

運

用

指

針

統一規範

統一基準

遵守事項

目的・趣旨

要件

統一基準群

対策基準策定
ガイドライン

基本対策事項

解説

解説

手順書・マニュアル群

情報セキュリティ対策の項目ごとに機
関等が遵守すべき事項を規定するこ
とにより、機関等の情報セキュリティ水
準の斉一的な引上げを図ることを目
的とするもの

統一基準の遵守事項に対応した基
本対策事項を例示したもの
併せて、対策基準の策定及び実施
に際しての考え方等を解説

※機関等は基本対策事項に例示さ
れる対策又はこれと同等以上
の対策を講じることにより、対応する
遵守事項を満たす必要がある。

政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための
統一基準

政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン

個別具体的
な対策規定

NISCにおける統一基準
群の原案の策定、国の行
政機関及び独立行政法
人等における情報セキュリ
ティ対策の運用方法等に
ついて定めたもの

統一基準の遵守事項に対
応する対策の実装例等に
ついて個別具体的に解説
したもの （情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル

情報セキュリティ監査実施手順の策定手引書 等）

統一基準群の文書体系
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改定時期 版数・版名等 主な改定内容 監査の歴史

2005年 ９月

政府機関の情報セ
キュリティのための統
一基準

2005年項目限
定版

・政府機関全体として統一的にとるべき対策のうち、緊急性の高いものについて定めた
もの

2005年12月 2005年12月版
[全体版初版] ・システムの開発・整備に関する対策項目などを追加 2006年 各省庁におけるセキュリティ対策の評価を開始。

2007年 ６月 第２版 ・ＩＰｖ６、踏台対策、暗号モジュール試験及び認証制度、物理的対策の強化、
台帳整備、自己監査等を追加

2008年 ２月 第３版 ・ＤＮＳ対策、監視に係る対策、なりすまし対策を追加

2009年 ２月 第４版
・「基本編」と「情報システム編」の２編に分割
・アドバイザーの設置、ウェブの閲覧・送信時の対策、電子メール送信時の認証、無
線ＬＡＮ環境の脆弱性対策（暗号化）等を追加

第４版平成21
年度修正 ・適用対象範囲に「消費者庁」を追記2010年 ５月

2011年 ４月 政府機関の情報セ
キュリティ対策のため
の統一管理基準＆
統一技術基準

平成23年度版 ・統一管理基準（基本）と統一技術基準（技術）への分離
・CC認証、ＷｅｂサーバのGumblar攻撃への対応等を追加

2012年 ４月 平成24年度版
・初版以降存在した「強化遵守事項」の廃止
・障害・事故等の発生に備えた体制整備、管理者権限管理、IT-BCP、共通PF対
応、区域のクラス分け等を追加

2014年 ５月
政府機関の情報セ
キュリティ対策のため
の統一基準

平成26年度版
・遵守事項を簡潔化、ガイドラインに基本対策事項を記載。
・対策推進計画、標的型攻撃対策、サプライチェーン・リスク対策、BYOD、SNS、
USBメモリ、複合機対策等を追加

2015年 サイバーセキュリティ基本法に基づき、各省庁
への往査を伴う監査を開始。

2016年 ８月 平成28年度版
・基本法に基づく統一基準群の位置づけの見直し、適用範囲拡大
・監査に係る規定整備等による情報セキュリティマネジメント強化
・日本年金機構事案等の外部動向を踏まえた規定の見直し・強化
・クラウドサービスの利用に係る規定整備

2016年 政府機関に加え、独立行政法人および指定
法人を監査対象とすることを決定。

2017年 正式に独立行政法人および指定法人を対象
として監査開始。

2018年 ７月
政府機関等の情報
セキュリティ対策のた
めの統一基準

平成30年度版
・政府機関等のサービスの利用者の側に立った対策
・政府機関等の自律的な能力向上への誘導（PDCAサイクルの効果的運用）
・業務形態に対応した規定の整備

2021年 ７月
政府機関等のサイ
バーセキュリティ対策
のための統一基準

令和３年度版

・クラウドサービスの利用拡大を見据えた記載の充実
例）外部サービス利用時のライフサイクルに渡るセキュリティ要件の追加
・情報セキュリティ対策の動向を踏まえた記載の充実
例）近年のサイバーセキュリティインシデント事例を踏まえた対策等の記載の追加
・多様な働き方を前提とした情報セキュリティ対策
例）政府機関等において利用が急増したWeb会議サービスについて、項目を新設。

統一基準群改定の歴史
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統一基準の章構成（概要図）
第１部
（総則）

第２部
（基本的枠組み）

第３部
（情報の取扱い）

第４部
（外部委託） 業務委託

外部サービス
要機密情報取扱い有 要機密情報取扱い無

目的、適用範囲、用語定義 等

体制、教育、インシデント対応、自己点検、監査 等

情報の格付け・取扱制限、区域 等

台帳や
規定の
整備

情報システムのライフサイクル システム
の業務
継続

企画・
要件定義 調達・構築 運用・保守 更改・廃棄

第５部
（ライフサイクル）

第６部 情報システムの
セキュリティ要件

第７部 情報システムの
構成要素

第８部 情報システムの
利用第６～８部
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統一基準及びガイドラインの構成
部 項目 主な規定内容 令和３年度版の主な見直し・強化事項

1 総則 ・目的・適用範囲 等 ・機密性３情報についての解説を充実
・用語定義及び一般用語の解説の整理

2 情報セキュリティ対策
の基本的枠組み

・組織・体制の整備、機関等対策基準・対策推進計画の策定
・情報セキュリティインシデントへの対処
・情報セキュリティ関係規程の運用、点検、監査、教育 等

・最高情報セキュリティ責任者の役割について解説を充実
・最高情報セキュリティアドバイザーに係る解説の充実

3 情報の取扱い ・情報の利用・保存・公表・送信・廃棄
・情報を取り扱う区域の管理 等

・独立行政法人等を対象とした規定の整理
・情報の運搬及び送信に係る解説の充実
・リース契約終了に伴う情報の抹消方法等の確認について対策を追加
・電磁的記録媒体を廃棄する際の抹消方法の解説を充実
・暗号化消去についての解説を追加

4 外部委託 ・業務委託において考慮すべき事項
・外部サービスの利用 等

・外部委託に係る構成の見直し
・業務委託に係る規定の見直し
・外部サービスの利用に係る規定の整理
・シャドーIT対策を踏まえた規定の整理

5 情報システムのライフ
サイクル ・情報システムの構築・運用・廃棄等の際に考慮すべき事項

・IT資産管理ソフトウェアの制御機能について例示
・サプライチェーンリスクに係る解説の充実
・インターネット分離に係る解説の強化
・政府機関等における情報システム運用継続計画ガイドラインの活用

6 情報システムのセキュ
リティ要件

・主体認証、アクセス制御、権限管理、ログ管理、暗号・電子署名
・ソフトウェア脆弱性対策、不正プログラム対策、標的型攻撃対策
・アプリケーション・コンテンツの作成と提供

・強固なパスワードに必要な桁数や複雑さを求める規定の追加
・常時アクセス判断・許可アーキテクチャ（ゼロトラストアーキテクチャ）を追加
・取得すべきログ情報や保存期間等を検討できるように解説を充実
・IT資産管理ソフトウェアの自動でソフトウェアを更新する機能について例示
・不正プログラムの感染拡大防止策の例として、EDRに関する記載を追加
・DDoS攻撃対策の例として、CDNサービスの利用に関する記載を追加
・標的型攻撃の解説として、「標的型メール」に関する記載を追加

7 情報システムの構成
要素

・端末（支給外端末を含む）、サーバ装置、通信回線の対策
・電子メール、ウェブ、DNSの対策

・機関等が支給する端末及び機関等支給以外の端末に係る規定の整理
・サーバ装置を利用する際の対策について解説を追加
・無線LAN環境を導入する際の対策を強化

8 情報システムの利用 ・情報システムの利用における対策
・機関等支給以外の端末の利用

・Web会議サービスの利用拡大を踏まえた規定の追加
・テレワークの利用拡大を踏まえた規定の追加
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改定のポイント

統一基準
1.1 本統一基準の目的・適用範囲

(1) 本統一基準の目的
(2) 本統一基準の適用対象
(3) 本統一基準の改定
(4) 法令等の遵守
(5) 対策項目の記載事項

1.2 情報の格付の区分・取扱制限
(1) 情報の格付の区分
(2) 情報の取扱制限

1.3 用語定義

第１部 総則

ガイドライン
1.1 目的
1.2 対策基準の策定手順
1.3 本ガイドラインの改定
1.4 統一基準群と機関等の情報セキュリティポリシーの関係
1.5 統一基準で定義されている用語

(1) 情報の格付の区分
(2) 情報の取扱制限
(3) 統一基準1.3「用語定義」において定義されている用語

1.6 一般用語の解説
1.7 基本対策事項及び解説の読み方
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令和3年度版 平成30年度版

ガイドライン抜粋 規定なし

改定箇所

第１部 1.2(1)/1.5(1) 情報の格付の区分

機密性３情報について文書管理ガイドラインを参照した解説の追加
統一基準

ガイドライン

【参考１】 機密性３情報について
文書管理ガイドラインにおいて、秘密文書は次のように指定されている。

前述のとおり、本統一基準における機密性３情報に係る記載は「文書管理ガイドラインに定
める秘密文書としての取扱いを要する情報」を前提としているため、機関等が独自に格付の定
義を変更又は追加する場合は、本統一基準における格付との差異について把握し、対策基準
に適切に反映することが求められる。
なお、機密性３情報の取扱いに係る本統一基準の遵守事項には、独立行政法人及び指
定法人における職員等を対象とした規定が存在するが、これは独立行政法人及び指定法人
の職員等が文書管理ガイドラインの対象外であることから必要な規定を特に追加したものである。
国の行政機関の職員等による秘密文書の管理においては、もとより文書管理ガイドラインの規
定が優先的に適用されるため統一基準上に規定はないが、実質的に独立行政法人及び指定
法人の職員等と同等の対策が求められている。

参考：文書管理ガイドラインの「第10 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理」（抄）
２ 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行政文書（特定秘密である情
報を記録する行政文書を除く。以下「秘密文書」という。）の管理
(1) 秘密文書は、次の種類に区分し、指定する。
極秘文書 秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害を与えるおそれのある情報を含む行政文書
秘文書 極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはならない情報を含む極秘文書以外の行政文書

情報の区分 分類の基準

機密性３情報 国の行政機関における業務で取り扱う情報のうち、行政文書の管理
に関するガイドライン（平成23年４月１日内閣総理大臣決定。以
下「文書管理ガイドライン」という。）に定める秘密文書としての取扱
いを要する情報
独立行政法人及び指定法人における業務で取り扱う情報のうち、
上記に準ずる情報

情報の区分 分類の基準

機密性３情報 国の行政機関における業務で取り扱う情報のうち、行政文書の管理
に関するガイドライン（平成23年４月１日内閣総理大臣決定。以
下「文書管理ガイドライン」という。）に定める秘密文書に相当する
機密性を要する情報を含む情報
独立行政法人及び指定法人における業務で取り扱う情報のうち、
上記に準ずる情報



Copyright (c) 2021 National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC). All Rights Reserved. 11

追加及び修正された用語 廃止された用語
● 「暗号化消去」とは、情報を電磁的記録媒体に暗号化して記録しておき、情報の抹消が必
要になった際に情報の復号に用いる鍵を抹消することで情報の復号を不可能にし、情報を利
用不能にする論理的削除方法をいう。暗号化消去に用いられる暗号化機能の例としては、ソ
フトウェアによる暗号化（WindowsのBitLocker等）、ハードウェアによる暗号化（自己暗
号化ドライブ（Self-Encrypting Drive）等）などがある。

● 「Web会議サービス」とは、専用のアプリケーションやウェブブラウザを利用し、映像または音声
を用いて会議参加者が対面せずに会議を行える外部サービスをいう。なお、特定用途機器どう
しで通信を行うもの（テレビ会議システム等）は含まれない。

● 「外部サービス」とは、機関等外の者が一般向けに情報システムの一部又は全部の機能を提
供するものをいう。ただし、当該機能において機関等の情報が取り扱われる場合に限る。

● 「外部サービス管理者」とは、外部サービスの利用における利用申請の許可権限者から利用
承認時に指名された当該外部サービスに係る管理を行う者をいう。

● 「外部サービス提供者」とは、外部サービスを提供する事業者をいう。外部サービスを利用し
て機関等に向けて独自のサービスを提供する事業者は含まれない。

● 「外部サービス利用者」とは、外部サービスを利用する機関等の職員等又は業務委託した委
託先において外部サービスを利用する場合の委託先の従業員をいう。

● 「業務委託」とは、機関等の業務の一部又は全部について、契約をもって外部の者に実施さ
せることをいう。「委任」「準委任」「請負」といった契約形態を問わず、全て含むものとする。ただ
し、当該業務において機関等の情報を取り扱わせる場合に限る。

● 「情報の抹消」とは、電磁的記録媒体に記録された全ての情報を利用不能かつ復元が困難
な状態にすることをいう。情報の抹消には、情報自体を消去することのほか、暗号技術検討会
及び関連委員会（CRYPTREC）によって安全性が確認された暗号アルゴリズムを用いた暗
号化消去や、情報を記録している記録媒体を物理的に破壊すること等も含まれる。削除の取
消しや復元ツールで復元できる状態は、復元が困難な状態とはいえず、情報の抹消には該当
しない。

● 「政府ドメイン名」とは、.go.jpで終わるドメイン名のことをいう。日本国の政府機関、独立行
政法人、特殊法人（特殊会社を除く。）が登録（取得）することができる。

● 「テレワーク」とは、情報通信技術（ICT＝Information and Communication 
Technology）を活用した、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方のことをいう。テレ
ワークの形態は、業務を行う場所に応じて、自宅で業務を行う在宅勤務、主たる勤務官署以
外に設けられた執務環境で業務を行うサテライトオフィス勤務、モバイル端末等を活用して移動
中や出先で業務を行うモバイル勤務に分類される。

● 「委託先」とは、外部委託により機関等の情報処理業務の一部又は全部を実施する者をい
う。

● 「外部委託」とは、機関等の情報処理業務の一部又は全部について、契約をもって外部の
者に実施させることをいう。「委任」「準委任」「請負」といった契約形態を問わず、全て含むもの
とする。

● 「クラウドサービス事業者」とは、クラウドサービスを提供する事業者又はクラウドサービスを用い
て情報システムを開発・運用する事業者をいう。

● 「約款による外部サービス」とは、民間事業者等の外部の組織が約款に基づきインターネット
上で提供する情報処理サービスであって、当該サービスを提供するサーバ装置において利用者
が情報の作成、保存、送信等を行うものをいう。ただし、利用者が必要とする情報セキュリティ
に関する十分な条件設定の余地があるものを除く。

第１部 1.3/1.5(3) 用語定義
統一基準 ガイドライン
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第１部 図1.5-1

令和3年度版 平成30年度版
改定箇所

ガイドライン
解説

情報システムの構成要素に外部サービスが含まれることを明確化。併せて機器等
の例示を最新化。

• 「情報システム」とは、情報処理又は通信の用に供するものをいい、特に断りのない限り、機関等が調
達又は開発するもの（管理を外部委託しているシステムを含む。）をいう。

ポイント
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改定のポイント

2.1 導入・計画
2.1.1 組織・体制の整備
(1) 最高情報セキュリティ責任者及び最高情報セキュリティ副責任者の設置
(2) 情報セキュリティ委員会の設置
(3) 情報セキュリティ監査責任者の設置
(4) 統括情報セキュリティ責任者・情報セキュリティ責任者等の設置
(5) 最高情報セキュリティアドバイザーの設置
(6) 情報セキュリティ対策推進体制の整備
(7) 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備
(8) 兼務を禁止する役割

2.1.2 対策基準・対策推進計画の策定
(1) 対策基準の策定
(2) 対策推進計画の策定

2.2 運用
2.2.1 情報セキュリティ関係規程の運用
(1) 情報セキュリティ対策の運用
(2) 違反への対処

2.2.2 例外措置
(1) 例外措置手続の整備
(2) 例外措置の運用

2.2.3 教育
(1) 教育体制の整備・教育実施計画の策定
(2) 教育の実施

2.2.4 情報セキュリティインシデントへの対処
(1) 情報セキュリティインシデントに備えた事前準備
(2) 情報セキュリティインシデントへの対処
(3) 情報セキュリティインシデントの再発防止・教訓の共有

第２部 情報セキュリティ対策の基本的枠組み

2.3 点検
2.3.1 情報セキュリティ対策の自己点検
(1) 自己点検計画の策定・手順の準備
(2) 自己点検の実施
(3) 自己点検結果の評価・改善

2.3.2 情報セキュリティ監査
(1) 監査実施計画の策定
(2) 監査の実施
(3) 監査結果に応じた対処

2.4 見直し
2.4.1 情報セキュリティ対策の見直し
(1) 情報セキュリティ関係規程の見直し
(2) 対策推進計画の見直し
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令和3年度版 平成30年度版
●遵守事項2.1.1(1)(a)「最高情報セキュリティ責任者」について
最高情報セキュリティ責任者は、機関等における情報セキュリティ対策の推進の責任
者であり、機関等全体の情報セキュリティ対策を推進するため、組織をふ瞰し、資源配
分の方針決定を適切に行うなどリーダーシップを発揮することが求められる。その際には、
国内外の情報セキュリティに関連する動向を注視するとともに、有益な最新の技術の活
用を検討するなど、先手を打って必要な対策をとることが重要である。
最高情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティに関する機関等全体の方向付けを
行う事務について自ら直接関与すべきであることから、統一基準では、対策基準及び対
策推進計画を決定するとともに、重大な情報セキュリティインシデントが発生した場合に
は、それに対処するための必要な指示その他の措置を行うこととしている。加えて、統括
情報セキュリティ責任者からの情報セキュリティ関係規程に係る運用状況や機関等で共
通的な課題及び改善すべき点に係る報告、情報セキュリティ監査責任者からの監査結
果報告等を踏まえ、機関等における情報セキュリティ対策がより適切に推進されるよう、
対策基準及び対策推進計画を見直すことも求められる。
なお、国の行政機関に置かれる最高情報セキュリティ責任者においては、所管する独
立行政法人及び指定法人において情報セキュリティ対策が適切に推進されるようにする
ことについても、役割として求められる。

●遵守事項2.1.1(1)(a)「最高情報セキュリティ責任者」について
最高情報セキュリティ責任者は、機関等における情報セキュリティ対策の推進の責任
者であり、機関等全体の情報セキュリティ対策を推進するため、組織をふ瞰し、資源配
分の方針決定を適切に行うなどリーダーシップを発揮することが求められる。その際には、
国内外の情報セキュリティに関連する動向を注視するとともに、有益な最新の技術の活
用を検討するなど、先手を打って必要な対策をとることが重要である。
最高情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティに関する機関等全体の方向付けを
行う事務について自ら直接関与すべきであることから、統一基準では、対策基準及び対
策推進計画を決定するとともに、重大な情報セキュリティインシデントが発生した場合に
は、それに対処するための必要な指示その他の措置を行うこととしている。

なお、国の行政機関に置かれる最高情報セキュリティ責任者においては、所管する独
立行政法人及び指定法人において情報セキュリティ対策が適切に推進されるようにする
ことについても、役割として求められる。

改定箇所

第２部 （解説）遵守事項2.1.1(1)(a)

ガイドライン
解説

他の遵守事項との関係性を整理し、最高情報セキュリティ責任者の役割として、
対策基準及び対策推進計画を見直すことも求めるように解説を追加

• 遵守事項2.3.1(3)(b)において求める「統括情報セキュリティ責任者」からの自己点検結果の評価内
容及び遵守事項2.3.2(2)(a)において求める「情報セキュリティ監査責任者」からの監査報告書等を
踏まえた対策基準及び対策推進計画の見直しについて解説を追加。

ポイント
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令和3年度版 平成30年度版
●遵守事項2.1.1(5)(a)「最高情報セキュリティアドバイザー」について
最高情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティに関する技術的事項等について自ら
及び最高情報セキュリティ副責任者への助言等を含む機関等の情報セキュリティ対策
への助言、支援等を行う者として最高情報セキュリティアドバイザーを置く。
最高情報セキュリティアドバイザーは、機関等における情報システムに関する技術的事
項、情報セキュリティインシデントへの対処その他の情報セキュリティ対策に対する助言・
支援を担うため専門的な知識及び経験を有した者、すなわち情報セキュリティに関する
資格及び実務経験を有する者である必要がある。
設置に際しては、機関等の実情に応じて、例えば、国の行政機関の最高情報セキュ
リティアドバイザーが、その外局、地方支分部局等や所管する独立行政法人等の最高
情報セキュリティアドバイザーを兼務することも考えられる。
なお、外部人材のみならず機関等内の職員等を充ててもよい。この場合、当該職員
等が情報セキュリティ責任者やその他の責任者を兼務してもよい。

●遵守事項2.1.1(5)(a)「最高情報セキュリティアドバイザー」について
最高情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティに関する技術的事項等について自ら
及び最高情報セキュリティ副責任者への助言等を含む機関等の情報セキュリティ対策
への助言、支援等を行う者として最高情報セキュリティアドバイザーを置く。
最高情報セキュリティアドバイザーは、機関等における情報システムに関する技術的事
項、情報セキュリティインシデントへの対処その他の情報セキュリティ対策に対する助言・
支援を担うため専門的な知識及び経験を有した者、すなわち情報セキュリティに関する
資格及び実務経験を有する者である必要がある。

なお、外部人材のみならず機関等内の職員等を充ててもよい。この場合、当該職員
等が情報セキュリティ責任者やその他の責任者を兼務してもよい。

改定箇所

第２部 （解説）遵守事項2.1.1(5)(a)

ガイドライン
解説

最高情報セキュリティアドバイザーが複数機関で兼務することを検討できるように
解説を追加

• 最高情報セキュリティアドバイザーが兼務をすることについて、地方機関や独立行政法人等において情
報共有が図れるほか、専門的知識の集積が可能となるので検討することも考えられるように解説を追
加。

ポイント
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改定のポイント

3.1 情報の取扱い
3.1.1 情報の取扱い
(1) 情報の取扱いに係る規定の整備
(2) 情報の目的外での利用等の禁止
(3) 情報の格付及び取扱制限の決定・明示等
(4) 情報の利用・保存
(5) 情報の提供・公表
(6) 情報の運搬・送信
(7) 情報の消去
(8) 情報のバックアップ

3.2 情報を取り扱う区域の管理
3.2.1 情報を取り扱う区域の管理
(1) 要管理対策区域における対策の基準の決定
(2) 区域ごとの対策の決定
(3) 要管理対策区域における対策の実施

第３部 情報の取扱い
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令和3年度版 平成30年度版
3.1.1(4) 情報の利用・保存
(d) 職員等は、保存する情報にアクセス制限を設定するなど、情報の格付及び取扱制限に従って情報を適切に

管理すること。なお、独立行政法人及び指定法人における職員等は、機密性３情報を機器等に保存する際、
以下の措置を講ずること。ただし、独立行政法人及び指定法人において、機密性３情報について国の行政機
関と同等の取扱いを行っている場合は、国の行政機関と同等の措置を講ずることをもって代えることができる。
(ア) 機器等に保存する場合は、インターネットや、インターネットに接点を有する情報システムに接続しない端末、

サーバ装置等の機器等を使用すること。
(イ) 当該情報に対し、暗号化による保護を行うこと。
(ウ) 当該情報を保存した機器等について、盗難及び不正な持ち出し等の物理的な脅威から保護するための

対策を講ずること。
●遵守事項3.1.1(4)(d)「独立行政法人及び指定法人における職員等」について
本項（ア）から（ウ）の各号は、独立行政法人及び指定法人の職員等が機密性３情報を取り扱う場合にお
いて、文書管理ガイドラインの求める秘密文書の管理と同等の対策となるよう規定している。文書管理ガイドライン
では秘密文書を極秘文書と秘文書に区分しているが、独立行政法人及び指定法人は当該ガイドラインの対象外
であることから、当該ガイドラインが求める秘密文書の管理がなされているとは限らないため、本項各号は秘密文書
の中でもより高い水準のセキュリティ対策が求められる極秘文書相当の対策となっている。
ただし、国の行政機関と同様に文書管理ガイドラインの秘密文書の管理に基づき機密性３情報を極秘文書と秘
文書に区分し、国の行政機関と同等の管理を行っている独立行政法人及び指定法人においては、秘文書に相当
する情報については秘文書相当の対策を講ずることをもって代えることも可能である。（文書管理ガイドラインの秘
密文書の管理に関するモデル要領については、「（解説）遵守事項3.1.1(4)(d)「保存する情報にアクセス制限
を設定するなど、情報の格付及び取扱制限に従って情報を適切に管理すること」について」を参照のこと。）
3.1.1(6) 情報の運搬・送信
(b) 職員等は、要保護情報である電磁的記録を電子メール等で送信する場合には、安全確保に留意して送信の
手段を決定し、情報の格付及び取扱制限に応じて、安全確保のための適切な措置を講ずること。独立行政法
人及び指定法人における職員等が、機密性３情報を機関等外通信回線（インターネットを除く。）を使用して
送信する場合には、暗号化措置を施した上で、課室情報セキュリティ責任者が指定する方法により送信すること。
ただし、独立行政法人及び指定法人において、機密性３情報について国の行政機関と同等の取扱いを行って
いる場合は、国の行政機関と同等の措置を講ずることをもって代えることができる。

3.1.1(4) 情報の利用・保存
(d) 職員等は、保存する情報にアクセス制限を設定するなど、情報の格付及び取扱制限に従って情報を適切に

管理すること。なお、独立行政法人及び指定法人における職員等は、機密性３情報を機器等に保存する際、
以下の措置を講ずること。

(ア) 機器等に保存する場合は、インターネットや、インターネットに接点を有する情報システムに接続しない端末、
サーバ装置等の機器等を使用すること。

(イ) 当該情報に対し、暗号化による保護を行うこと。
(ウ) 当該情報を保存した機器等について、盗難及び不正な持ち出し等の物理的な脅威から保護するための

対策を講ずること。

3.1.1(6) 情報の運搬・送信
(b) 職員等は、要保護情報である電磁的記録を電子メール等で送信する場合には、安全確保に留意して送信の
手段を決定し、情報の格付及び取扱制限に応じて、安全確保のための適切な措置を講ずること。独立行政法
人及び指定法人における職員等が、機密性３情報を機関等外通信回線（インターネットを除く。）を使用して
送信する場合には、暗号化措置を施した上で、課室情報セキュリティ責任者が指定する方法により送信すること。

改定箇所

第３部 （解説）遵守事項3.1.1(4)(d)及び3.1.1(6)(b)

独立行政法人及び指定法人における機密性３情報の取扱いについての規定を
整備

• 独立行政法人等においても、機密性３情報を国の行政機関と同等の取扱いを行っている場合は、
国の行政機関と同等の措置を講ずることで取り扱うことができるよう規定を整備。

ポイント

統一基準

ガイドライン
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令和3年度版 平成30年度版
●基本対策事項3.1.1(6)-2 a)「運搬又は送信する情報を暗号化する」について
暗号化する際に設定するパスワードやパスフレーズ（以降本条において「鍵」という。）は、十分な長
さと複雑さを有することが求められる。また、鍵を暗号化された情報と同じ経路で送信等したり、第三者
が容易に知り得る方法で送信等したりしてしまうと、第三者によって情報が復号されるおそれが高くなる
と考えられることから、例えば、事前の面会時に共有しておいたり、事前に共有できない場合は暗号化
された情報とは別の方法で送信するなどして秘匿性を確保することが必要である。
十分な長さと複雑さを有する鍵としては、例えば、パスワードエントロピーとして100ビットを要する（パ
スワードの解析に2の100乗回の試行を要する）とした場合、英大文字・英小文字・数字（62種の
文字）を用いたランダム生成では、17文字程度が必要であると言える。利用者が記憶しやすいランダ
ム生成の鍵として、ランダムに複数の単語を選んでつなげる場合には、例えば、11万語の辞書からであ
れば6語、2万語の辞書からであれば7語程度を用いる必要があると言える。
十分な長さと複雑さの鍵の使用を利用者に守らせるためには、鍵のランダム生成を支援する機能を
提供することが考えられる。
●基本対策事項3.1.1(6)-2 b)「複数の情報に分割し」について
暗号技術の一種である秘密分散技術を用いて、秘匿すべき情報を複数のデータに分割することで、
そのうちの一つを窃取しても元の情報を一切復元できないようにすることができる。この分割されたデータ
のそれぞれを異なる経路で運搬・送信する（例えば、片方を電子メールで送信し、もう片方をDVDや
USBメモリ等の外部電磁的記録媒体で郵送するなど）ことにより、情報漏えいを防止することができる。
なお、秘密分散技術自体が暗号技術の一種であるので、これにより分割されたデータをさらに暗号化
する必要はなく、暗号鍵も必要ない。

●基本対策事項3.1.1(6)-2 a)「運搬又は送信する情報を暗号化する」について
暗号化された情報の復号に用いる鍵は、十分な長さと複雑さを有することが求められる。また、暗号
化された情報の復号に用いる鍵を、暗号化された情報と同じ経路で送信等したり、第三者が容易に
知り得る方法で送信等したりしてしまうと、第三者によって情報が復号されるおそれが高くなると考えら
れることから、暗号化された情報の復号に用いる鍵は、暗号化された情報とは別の方法で送信するな
どして秘匿性を確保することが考えられる。

●基本対策事項3.1.1(6)-2 b)「複数の情報に分割し」について
例えば、１個の電子情報について、分割された一方のデータからは情報が復元できない方法でファイ
ルを２個に分割し、それぞれ暗号化を施した上で一方を電子メール、他方をDVD、USBメモリ等の外
部電磁的記録媒体で郵送する方法が考えられる。

改定箇所

第３部 （解説）基本対策事項3.1.1(6)-2 a)及び3.1.1(6)-2 b)

ガイドライン
解説

情報の運搬及び送信する情報を暗号化する際の鍵及び複数の情報に分割する
際の方法に関しての解説を追加

ポイント
• 暗号化する際の鍵に対して十分な長さと複雑さを有する例を示し、鍵のランダム生成を支援する機能
について解説を追加。

• 暗号技術の一種である秘密分散技術に関する解説を充実させることで趣旨の明確化。
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令和3年度版 平成30年度版
基本対策事項＜3.1.1(7)(b)関連＞
3.1.1(7)-1 職員等は、端末やサーバ装置等をリース契約で調達する場合は、契約
終了に伴う返却時の情報の抹消方法及び履行状況の確認手段について、以下を
例とする対策を行うこと。
a) リース契約の調達仕様書に記載し、契約内容にも含める
b) リース契約終了に伴う情報の抹消について、役務提供契約を別途締結する

規定なし

改定箇所

第３部 基本対策事項3.1.1(7)-1

端末やサーバ装置等のリース契約終了に伴う返却時の情報の抹消方法及び履
行状況の確認手段について、基本対策事項を追加

• リース契約で利用する機器に対しても確実に情報の抹消が行われるよう、契約時の仕様書へ追加及
び契約内容に含める対策や役務提供契約を別途締結するなどの対策を追加。

• 返却時の情報の抹消方法として暗号化消去を採用する場合の留意点を追加。

ポイント

ガイドライン
基本対策事項
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令和3年度版 平成30年度版
●遵守事項3.1.1(7)(b)「抹消する」について
「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留した状
態となっているおそれがある。電磁的記録媒体に記録されている情報を抹消するための方法としては、例えば、次の方法が挙げられる。
· データ抹消ソフトウェア（もとのデータに異なるランダムなデータを1回以上上書きすることでデータを抹消するソフトウェア）によりファイルを抹
消する方法
この方法を用いる場合、ソリッドステートドライブ（以下「SSD」という。）等のフラッシュメモリタイプの電磁的記録媒体は、データ書き込み
回数に制限（寿命）があることからウェアレベリングと呼ばれるディスク領域全体を均一に使用する機能を持っており、データ抹消ソフトウェ
アによる上書きを実施しても実際にはデータの書き込みが行われず、消去すべき情報がそのまま残ってしまう領域が発生する可能性があるこ
とに注意が必要である。同様に、データ抹消ソフトウェアがハードディスクの不良セクタ用の退避領域にアクセスすることができない場合、そこ
に存在する情報が残る可能性があることにも注意が必要である。

· 暗号化消去を行う方法
· ATA コマンドの「Enhanced SECURITY ERASE UNIT」コマンドを使用する方法
· ハードディスクを消磁装置に入れてディスク内の全てのデータを抹消する方法
この方法を用いる場合、ハードディスクの磁気記録方式（水平磁気記録方式又は垂直磁気記録方式）に対応した消磁装置を用いる
必要があることに注意が必要である。

· 媒体を物理的に破壊する方法
また、媒体を物理的に破壊する方法としては、例えば、次の方法が挙げられる。
· （フロッピーディスク等の磁気媒体の場合）当該媒体を切断するなどして情報を記録している内部の円盤を破壊する方法
· （USBメモリ、SSD等のフラッシュメモリ媒体の場合）当該媒体を切断するなどして情報を記録している内部のメモリチップを破壊する方法
この方法を用いる場合、ハードディスク向けの一般的な物理的破壊方法では、裁断の細かさ等の点からフラッシュメモリ媒体を完全には破
壊できないことに注意が必要である。

· （CD-R/RW、DVD-R/RW等の光学媒体の場合）カッター等を利用してラベル面側から同心円状に多数の傷を付け、情報を記録して
いる記録層を破壊する方法

· （媒体全般）メディアシュレッダーやメディアクラッシャー等の専用の機器を用いて破壊する方法
また、ファイルの情報に別の情報を上書きした場合であっても、特殊な手段を用いることにより残留磁気から当該情報を復元される可能性が
あるため、特に機密性の高い情報の抹消に当たっては、留意する必要がある。
なお、職員等自らが情報を抹消することが不可能な場合は、あらかじめ抹消の手段と抹消の措置を行う者を情報システム又は課室等の組
織の単位で定めて実施することや情報の抹消を外部の民間事業者等へ業務委託することも考えられるが、業務委託を実施する場合は、情
報が適正に抹消されたことを証明する資料の提出を求める、職員等による立ち合いを行う等、委託先での履行状況を確認することが重要で
ある。

●遵守事項3.1.1(7)(b)「抹消する」について
「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留した状態
となっているおそれがある。電磁的記録媒体に記録されている情報を抹消するための方法としては、例えば、次の方法が挙げられる。
· データ抹消ソフトウェア（もとのデータに異なるランダムなデータを複数回上書きすることでデータを抹消するソフトウェア）によりファイルを抹消
する方法

· ハードディスクを消磁装置に入れてディスク内の全てのデータを抹消する方法

· 媒体を物理的に破壊する方法
また、媒体を物理的に破壊する方法としては、例えば、次の方法が挙げられる。
· （フロッピーディスク等の磁気媒体の場合）当該媒体を切断するなどして情報を記録している内部の円盤を破壊する方法

· （CD-R/RW、DVD-R/RW等の光学媒体の場合）カッター等を利用してラベル面側から同心円状に多数の傷を付け、情報を記録して
いる記録層を破壊する方法

· （媒体全般）メディアシュレッダーやメディアクラッシャー等の専用の機器を用いて破壊する方法
また、ファイルの情報に別の情報を上書きした場合であっても、特殊な手段を用いることにより残留磁気から当該情報を復元される可能性が
あるため、特に機密性の高い情報の抹消に当たっては、留意する必要がある。
なお、職員等自らが情報を抹消することが不可能な場合は、あらかじめ抹消の手段と抹消の措置を行う者を情報システム又は課室等の組
織の単位で定めて実施してもよい。

改定箇所

第３部 （解説）遵守事項3.1.1(7)(b)

ガイドライン
解説 電磁的記録媒体を破棄する際の、情報の抹消方法についての解説を充実。

• データ消去ソフトウェアで抹消する際の留意点やATAコマンドの使用、消磁装置利用時の留意点及び
フラッシュメモリ媒体の切断して破壊する方法について記載を追加

• 業務委託において情報を抹消する際、証明する資料の提出を求める等の解説を追加

ポイント



Copyright (c) 2021 National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC). All Rights Reserved. 21
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1.3/1.5(3) 用語定義
● 「暗号化消去」とは、情報を電磁的記録媒体に暗号化して記録しておき、情報の
抹消が必要になった際に情報の復号に用いる鍵を抹消することで情報の復号を不可
能にし、情報を利用不能にする論理的削除方法をいう。暗号化消去に用いられる暗
号化機能の例としては、ソフトウェアによる暗号化（WindowsのBitLocker等）、
ハードウェアによる暗号化（自己暗号化ドライブ（Self-Encrypting Drive）等）
などがある。

●基本対策事項3.1.1(7)-1「返却時の情報の抹消方法」について
返却時の情報の抹消方法として暗号化消去を採用する場合は、OSやハードウェアの
機能により、電磁的記録媒体へ書き込まれる情報が自動的に暗号化されるように設定
された端末やサーバ装置等を導入し、運用の全期間を通じて暗号化することが前提と
なる。
また、暗号化された情報の復号に用いる鍵については、遵守事項6.1.5(1)(b)(エ)
で策定を求めている管理手順に従って適切に管理するとともに、暗号化消去を行う際に
はバックアップも含め鍵を確実に消去することが重要である。

規定なし

改定箇所

第３部 （解説）基本対策事項3.1.1(7)-1

暗号化消去に関する解説及び暗号化消去を採用する場合の留意点を追加。

• 暗号化消去とは、暗号化して記録した情報に対して復号に用いる鍵を抹消することで消去する方法
である解説を追加。

• 暗号化消去を採用する場合は、運用の全期間を通じて暗号化することが前提となる記載を追加。

ポイント

統一基準

ガイドライン
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令和3年度版 平成30年度版
●遵守事項3.1.1(8)(b)「格付及び取扱制限に従って保存場所、保存方法、保
存期間等を定め」について
バックアップデータに要機密情報が含まれる場合は、バックアップデータの盗難・紛失に
よる情報漏えい等を回避するために、バックアップデータを要管理対策区域に保管するこ
とが望ましい。また、バックアップデータを保存する媒体の耐久性にも留意し、定期的に
媒体を新しいものに入れ替えるなども考慮するとよい。
さらに、ランサムウェアによる端末及びサーバ装置並びにそれらとネットワーク接続された
共有フォルダ等を暗号化して使用できなくするサイバー攻撃への対策として、バックアップ
データを保存した媒体を端末及びサーバ装置やネットワークから切り離して保管すること
も考慮するとよい。

●遵守事項3.1.1(8)(b)「格付及び取扱制限に従って保存場所、保存方法、保
存期間等を定め」について
バックアップデータに要機密情報が含まれる場合は、バックアップデータの盗難・紛失に
よる情報漏えい等を回避するために、バックアップデータを要管理対策区域に保管するこ
とが望ましい。また、バックアップデータを保存する媒体の耐久性にも留意し、定期的に
媒体を新しいものに入れ替えるなども考慮するとよい。

改定箇所

第３部 （解説）遵守事項3.1.1(8)(b)

ランサムウェアによる被害が増大していることを踏まえて、情報のバックアップについて
の解説を追加

• ランサムウェアによるサイバー攻撃で端末及びサーバ装置やストレージ装置等が暗号化される被害が増
大していることを踏まえ、情報のバックアップの保管方法を端末及びサーバ装置やネットワーク等から切り
離して保管することを考慮する旨の記載を追加。

ポイント

ガイドライン
解説
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改定のポイント

4.1 業務委託
4.1.1 業務委託
(1) 業務委託に係る規定の整備
(2) 業務委託に係る契約
(3) 業務委託における対策の実施
(4) 業務委託における情報の取扱い

4.2 外部サービスの利用
4.2.1 要機密情報を取り扱う場合

(1) 外部サービスの利用に係る規定の整備
(2) 外部サービスの選定（クラウドサービスの場合）
(3) 外部サービスの選定（クラウドサービス以外の場合）
(4) 外部サービスの利用に係る調達・契約
(5) 外部サービスの利用承認
(6) 外部サービスを利用した情報システムの導入・構築時の対策
(7) 外部サービスを利用した情報システムの運用・保守時の対策
(8) 外部サービスを利用した情報システムの更改・廃棄時の対策

4.2.2 要機密情報を取り扱わない場合
(1) 外部サービスの利用に係る規定の整備
(2) 外部サービスの利用における対策の実施

第４部 外部委託



Copyright (c) 2021 National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC). All Rights Reserved. 24

令和3年度版 平成30年度版
改定箇所

第４部 外部委託

「約款による外部サービス」と「クラウドサービス」を統合した上で、要機密情報の取
り扱いの有無により、求めるセキュリティ対策のレベルを整理

第4部 外部委託
4.1 外部委託
4.1.1 外部委託
(1) 外部委託に係る規定の整備
(2) 外部委託に係る契約
(3) 外部委託における対策の実施
(4) 外部委託における情報の取扱い

4.1.2 約款による外部サービスの利用
(1) 約款による外部サービスの利用に係る規定の整備
(2) 約款による外部サービスの利用における対策の実施

4.1.3 ソーシャルメディアサービスによる情報発信
(1) ソーシャルメディアサービスによる情報発信時の対策

4.1.4 クラウドサービスの利用
(1) クラウドサービスの利用における対策

第4部 外部委託
4.1 業務委託
4.1.1 業務委託
(1) 業務委託に係る規定の整備
(2) 業務委託に係る契約
(3) 業務委託における対策の実施
(4) 業務委託における情報の取扱い

4.2 外部サービスの利用
4.2.1 要機密情報を取り扱う場合
(1) 外部サービスの利用に係る規定の整備
(2) 外部サービスの選定（クラウドサービスの場合）
(3) 外部サービスの選定（クラウドサービス以外の場合）
(4) 外部サービスの利用に係る調達・契約
(5) 外部サービスの利用承認
(6) 外部サービスを利用した情報システムの導入・構築時の対策
(7) 外部サービスを利用した情報システムの運用・保守時の対策
(8) 外部サービスを利用した情報システムの更改・廃棄時の対策

4.2.2 要機密情報を取り扱わない場合
(1) 外部サービスの利用に係る規定の整備
(2) 外部サービスの利用における対策の実施

• 外部委託は、業務委託と外部サービスへ。
• 4.1.3款のソーシャルメディアサービスによる情
報発信については、8.1.2款へ移動。

ポイント

統一基準

ガイドライン
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目的・趣旨
機関等外の者に、情報システムやアプリケーションプログラムの開発・運用・保守等を委託する際に、職員等が当該委託先におけ
る情報セキュリティ対策を直接管理することが困難な場合は、委託先において対策基準に適合した情報セキュリティ対策が確実に
実施されるよう、委託先への要求事項を調達仕様書等に定め、委託の際の契約条件とする必要がある。
業務委託には以下の例のように様々な種類があり、また、契約形態も、請負契約や委任、準委任、約款への同意等様々である
が、いずれの場合においても、前述のように委託先において対策基準に適合した情報セキュリティ対策が確実に実施される必要のあ
る業務委託の契約時には、委託する業務の範囲や委託先の責任範囲等を明確化し、契約者双方で情報セキュリティ対策の詳細
について合意形成することが重要である。
なお、委託先で外部サービスを利用する場合は、委託先においても外部サービス特有のリスクがあることから、4.2「外部サービスの
利用」で規定する内容についても委託先への要求事項に含める必要がある。
＜業務委託の例＞
・ 情報システムの開発及び構築業務
・ アプリケーション・コンテンツの開発業務
・ 情報システムの運用業務
・ 業務運用支援業務（統計、集計、データ入力、媒体変換等）
・ プロジェクト管理支援業務
・ 調査・研究業務（調査、研究、検査等）

用語定義
● 「業務委託」とは、機関等の業務の一部又は全部について、契約をもって外部の者に実施させることをいう。「委任」「準委任」
「請負」といった契約形態を問わず、全て含むものとする。ただし、当該業務において機関等の情報を取り扱わせる場合に限る。

目的・趣旨
機関等外の者に、情報システムの開発、アプリケーションプログラムの開発等を委託する際に、職員等が当該委託先における情報
セキュリティ対策を直接管理することが困難な場合は、委託先において対策基準に適合した情報セキュリティ対策が確実に実施され
るよう、委託先への要求事項を調達仕様書等に定め、委託の際の契約条件とする必要がある。
外部委託には以下の例のように様々な種類があり、また、契約形態も、請負契約や委任、準委任、約款への同意等様々である
が、いずれの場合においても外部委託の契約時には、委託する業務の範囲や委託先の責任範囲等を明確化し、契約者双方で情
報セキュリティ対策の詳細について合意形成することが重要である。
なお、クラウドサービスの利用に係る外部委託については、クラウドサービス特有のリスクがあることを理解した上で、 4.1.4「クラウド
サービスの利用」についても本款に加えて遵守する必要がある。

＜外部委託の例＞
· 情報システムの開発及び構築業務
· アプリケーション・コンテンツの開発業務
· 情報システムの運用業務
· 業務運用支援業務（統計、集計、データ入力、媒体変換等）
· プロジェクト管理支援業務
· 調査・研究業務（調査、研究、検査等）
· 情報システム、データセンター、通信回線等の賃貸借

用語定義
● 「委託先」とは、外部委託により機関等の情報処理業務の一部又は全部を実施する者をいう。

● 「外部委託」とは、機関等の情報処理業務の一部又は全部について、契約をもって外部の者に実施させることをいう。「委任」
「準委任」「請負」といった契約形態を問わず、全て含むものとする。

改定箇所

第４部 4.1.1業務委託

外部委託を業務委託と再定義し、業務委託に係る規定の見直し

• 外部委託を業務委託と再定義し、委託の業務において情報を取り扱わせる場合を対象とした。
• 委託先において外部サービスを利用する場合、4.2「外部サービスの利用」で規定する内容についても
委託先への要求事項に含める必要がある旨の記載を追加。

ポイント

統一基準

ガイドライン
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用語定義
● 「外部サービス」とは、機関等外の者が一般向けに情報システムの一部又は全部の機能を提供
するものをいう。ただし、当該機能において機関等の情報が取り扱われる場合に限る。

● 「外部サービス管理者」とは、外部サービスの利用における利用申請の許可権限者から利用承
認時に指名された当該外部サービスに係る管理を行う者をいう。

● 「外部サービス提供者」とは、外部サービスを提供する事業者をいう。外部サービスを利用して機
関等に向けて独自のサービスを提供する事業者は含まれない。

● 「外部サービス利用者」とは、外部サービスを利用する機関等の職員等又は業務委託した委託
先において外部サービスを利用する場合の委託先の従業員をいう。

改定箇所

第４部 4.2外部サービスの利用

外部サービスを利用する場合、要機密情報の取扱いの有無により対策を整理

• 「約款による外部サービス」の用語定義は廃止し
たが、民間事業者等が不特定多数の利用者に
対して提供するSNS等の、画一的な約款や規
約等への同意のみで利用可能となる外部サービ
スについては、要機密情報を取り扱う上で必要
十分なセキュリティ要件を満たすことが一般的に
困難であることから、原則として要機密情報を取
り扱うことはできない点は、従前より変更なし。

• 外部サービスを利用して要機密情報を取り扱う
場合のライフサイクルに渡るセキュリティ要件の追
加。

• 外部サービスに係るシャドーIT対策として、外部
サービス利用時の組織内での承認・審査・申請
の手続きを規定。

ポイント

4.2 外部サービスの利用
4.2.1 要機密情報を取り扱う場合
(1) 外部サービスの利用に係る規定の整備
(2) 外部サービスの選定（クラウドサービスの場合）
(3) 外部サービスの選定（クラウドサービス以外の場合）
(4) 外部サービスの利用に係る調達・契約
(5) 外部サービスの利用承認
(6) 外部サービスを利用した情報システムの導入・構築時の対策
(7) 外部サービスを利用した情報システムの運用・保守時の対策
(8) 外部サービスを利用した情報システムの更改・廃棄時の対策

4.2.2 要機密情報を取り扱わない場合
(1) 外部サービスの利用に係る規定の整備
(2) 外部サービスの利用における対策の実施

統一基準

ガイドライン
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遵守事項
(1) 外部サービスの利用に係る規定の整備
(a) 統括情報セキュリティ責任者は、以下を含む外部サービス（要機密情報を取り扱う場合）の利用に関する
規定を整備すること。
(ア) 外部サービスを利用可能な業務及び情報システムの範囲並びに情報の取扱いを許可する場所を判断
する基準（以下4.2節において「外部サービス利用判断基準」という。）

(イ) 外部サービス提供者の選定基準
(ウ) 外部サービスの利用申請の許可権限者と利用手続
(エ) 外部サービス管理者の指名と外部サービスの利用状況の管理

【 基本対策事項 】
＜4.2.1(1)(a)(イ)関連＞
4.2.1(1)-1 統括情報セキュリティ責任者は、遵守事項4.1.1(1)(a)(イ) で整備を求めている「委託先の選定
基準」と同等の規定となるよう外部サービス提供者の選定基準を策定すること。また、クラウドサービス選定におけ
る外部サービス提供者の選定基準は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）」（以
下「ISMAP」という。）の管理基準に従い策定すること。

＜4.2.1(1)(a)(ウ)関連＞
4.2.1(1)-2 統括情報セキュリティ責任者は、機関等において要機密情報を取り扱う場合の外部サービスの利用
手続を、以下を例にして定めること。

a) 利用申請の許可権限者
b) 申請内容

• 外部サービスの名称（必要に応じて機能名までを含む）
• 外部サービスの種類（クラウドサービスか否か）

～ 略 ～
• 選定時の確認結果

＜4.2.1(1)(a)(エ)関連＞
4.2.1(1)-3 統括情報セキュリティ責任者は、機関等における外部サービスの利用状況の管理について、以下を
例に規定を整備すること。

a) 利用申請の許可権限者は、申請ごとに外部サービス管理者を指名すること。
b) 利用承認した外部サービスは、その内容を遅滞なく記録するよう運用ルールを定め、常に最新の外部サービス
の利用状況を把握できるようにする。記録する際は、以下を例とする項目を記録し機関等内で共有すること。
• 外部サービスの名称（必要に応じて機能名までを含む）

～ 略 ～

改定箇所

第４部 遵守事項4.2.1(1)

要機密情報を取り扱う場合の外部サービスの利用に係る規定の整備

• 外部サービス利用判断基準は、「委託判断基
準」と同等の規定及び外部サービスを利用する
際の接続方法等についても規定を定める。

• 外部サービス提供者の選定基準は、「委託先の
選定基準」と同等の規定となるよう策定。

• また、クラウドサービスを利用する際の外部サービ
ス提供者の選定基準は、「委託先の選定基準」
と同等の規定と共にISMAPの管理基準における
ガバナンス基準及びマネジメント基準における全
ての基準、管理策基準における統制目標（3
桁の番号で表現される項目）及び末尾にBが
付された詳細管理策（４桁の番号で表現され
る項目）を原則として全て満たす必要があること
に注意する。

ポイント

統一基準

ガイドライン



Copyright (c) 2021 National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC). All Rights Reserved. 28

令和3年度版
遵守事項
(2) 外部サービスの選定（クラウドサービスの場合）
(a) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、取り扱う
情報の格付及び取扱制限を踏まえ、外部サービス利用判断基準に従って外部サー
ビスの利用を検討すること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、外部サー
ビスで取り扱う情報の格付及び取扱制限を踏まえ、外部サービス提供者の選定基
準に従って外部サービス提供者を選定すること。また、業務に特有のリスクが存在す
る場合には、必要な情報セキュリティ対策を外部サービス提供者の選定条件に含め
ること。

(c) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、取り扱う情
報の格付及び取扱制限並びに外部サービスとの情報セキュリティに関する役割及び
責任の範囲を踏まえてセキュリティ要件を定め、外部サービスを選定すること。

【 基本対策事項 】
＜4.2.1(2)(c)関連＞
4.2.1(2)-1 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、ク
ラウドサービスのセキュリティ要件策定に当たっては、ISMAP管理基準の管理策基準
が求める対策と同等以上の水準を求めること。

改定箇所

第４部 遵守事項4.2.1(2)

要機密情報を取り扱う場合の外部サービスの選定（クラウドサービスの場合）

• 外部サービスの利用を検討する場合、取り扱う
情報の格付及び取扱制限を踏まえ、外部サービ
ス利用判断基準に従うこと。

• 外部サービス提供者を選定する場合、取り扱う
情報の格付及び取扱制限を踏まえ、外部サービ
ス提供者の選定基準に従うこと。

• 外部サービスを選定する場合は、取り扱う情報
の格付及び取扱制限等を踏まえてセキュリティ要
件を定めること。

• セキュリティ要件策定に当たっては、ISMAP管理
基準の管理策基準における統制目標及び末尾
にBが付された詳細管理策を原則として全て満
たす対策を含める必要があることに注意する。ま
た、各機関等において定められた対策基準から
求められる内容もすべて反映されるようにする必
要がある。

ポイント

統一基準

ガイドライン
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遵守事項
(3) 外部サービスの選定（クラウドサービス以外の場合）

(a) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、取り扱う情報の格付及び取扱制限を踏まえ、外部
サービス利用判断基準に従って外部サービスの利用を検討すること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、外部サービスで取り扱う情報の格付及び取扱制限を
踏まえ、外部サービス提供者の選定基準に従って外部サービス提供者を選定すること。また、以下の内容を含む情報セキュリ
ティ対策を外部サービス提供者の選定条件に含めること。
(ア) 外部サービスの利用を通じて機関等が取り扱う情報の外部サービス提供者における目的外利用の禁止
(イ) 外部サービス提供者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制
(ウ) 外部サービスの提供に当たり、外部サービス提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、機関等の

意図せざる変更が加えられないための管理体制
(エ) 外部サービス提供者の資本関係・役員等の情報、外部サービスの提供が行われる施設等の場所、外部サービス提

供に従事する者の所属・専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報提供
(オ) 情報セキュリティインシデントへの対処方法
(カ) 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法
(キ) 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法

(c) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、外部サービスの中断や終了時に円滑に業務を移行す
るための対策を検討し、外部サービス提供者の選定条件に含めること。

(d) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、外部サービスの利用を通じて機関等が取り扱う情報
の格付等を勘案し、必要に応じて以下の内容を外部サービス提供者の選定条件に含めること。
(ア) 情報セキュリティ監査の受入れ
(イ) サービスレベルの保証

(e) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、外部サービスの利用を通じて機関等が取り扱う情報に
対して国内法以外の法令及び規制が適用されるリスクを評価して外部サービス提供者を選定し、必要に応じて機関等の
情報が取り扱われる場所及び契約に定める準拠法・裁判管轄を選定条件に含めること。

(f) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、外部サービス提供者がその役務内容を一部再委託す
る場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、外部サービス提供者の選定
条件で求める内容を外部サービス提供者に担保させるとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するた
めに必要な情報を機関等に提供し、機関等の承認を受けるよう、外部サービス提供者の選定条件に含めること。また、外部
サービス利用判断基準及び外部サービス提供者の選定基準に従って再委託の承認の可否を判断すること。

(g) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、取り扱う情報の格付及び取扱制限に応じてセキュリ
ティ要件を定め、外部サービスを選定すること。また、外部サービスのセキュリティ要件としてセキュリティに係る国際規格等と同
等以上の水準を求めること。

(h) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、外部サービスの特性を考慮した上で、外部サービスが
提供する部分を含む情報の流通経路全般にわたるセキュリティが適切に確保されるよう、情報の流通経路全般を見渡した形
でセキュリティ設計を行った上で、情報セキュリティに関する役割及び責任の範囲を踏まえて、セキュリティ要件を定めること。

(i) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ監査による報告書の内容、各種の
認定・認証制度の適用状況等から、外部サービス提供者の信頼性が十分であることを総合的・客観的に評価し判断する
こと。

改定箇所

第４部 遵守事項4.2.1(3)

要機密情報を取り扱う場合の外部サービスの選定(クラウドサービス以外の場合)

• 外部サービスの利用を検討する場合は、取り扱
う情報の格付及び取扱制限を踏まえ、外部サー
ビス利用判断基準に従うこと。

• 外部サービス提供者を選定する場合は、外部サ
ービス提供者の選定基準に従うとともに、必要な
情報セキュリティ対策、業務を移行するための対
策、必要に応じて監査の受入れ及びサービスレ
ベルの保証、機関等の情報が取り扱われる場所
及び契約に定める準拠法・裁判管轄及び再委
託の可否を選定条件に含めること。
(b)(ア)～(キ)及び(c),(d),(e),(f)参照

• 外部サービスを選定する場合は、取り扱う情報
の格付及び取扱制限及び外部サービスの特性
を考慮した上でセキュリティ要件を定めること。
(g),(h)参照

• 外部サービス提供者の信頼性が十分であること
を総合的・客観的に評価し判断すること

ポイント

統一基準

ガイドライン
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遵守事項
(4) 外部サービスの利用に係る調達・契約
(a) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、外部サー

ビスを調達する場合は、外部サービス提供者の選定基準及び選定条件並びに外
部サービスの選定時に定めたセキュリティ要件を調達仕様に含めること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、外部サー
ビスを調達する場合は、外部サービス提供者及び外部サービスが調達仕様を満た
すことを契約までに確認し、調達仕様の内容を契約に含めること。

【 基本対策事項 】
＜4.2.1(4)(b)関連＞
4.2.1(4)-1情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、調
達仕様の内容を契約に含める際、外部サービス提供者との情報セキュリティに関する
役割及び責任の範囲が明確になっていることを確認すること。

改定箇所

第４部 遵守事項4.2.1(4)

要機密情報を取り扱う場合の外部サービスの利用に係る調達・契約

• 外部サービスを調達する場合は、外部サービス
提供者の選定基準及び選定条件並びに外部
サービスにおけるセキュリティ要件を調達仕様に含
め、これを満たすことを契約までに確認することと
し、本調達仕様の内容を契約に含めること。

• 調達を伴わない場合は、遵守事項4.2.1(2)
又は遵守事項4.2.1(3) に基づき、外部サービ
スを選定すること。

• 情報セキュリティ対策の実施について、外部サー
ビス利用者が自ら行うべきこと、外部サービス提
供者が行うべきことを明確にした上で、調達及び
契約を進めること。

ポイント

統一基準

ガイドライン
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遵守事項
(5) 外部サービスの利用承認
(a) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、外部サー
ビスを利用する場合には、利用申請の許可権限者へ外部サービスの利用申請を行
うこと。

(b) 利用申請の許可権限者は、職員等による外部サービスの利用申請を審査し、
利用の可否を決定すること。

(c) 利用申請の許可権限者は、外部サービスの利用申請を承認した場合は、承認
済み外部サービスとして記録し、外部サービス管理者を指名すること。

【 基本対策事項 】
規定なし

改定箇所

第４部 遵守事項4.2.1(5)

要機密情報を取り扱う場合の外部サービスの利用承認

• 利用申請の審査は、外部サービス提供者の選
定基準及び外部サービスのセキュリティ要件を満
たす場合に承認すること。

• 利用申請の審査をする時期については、外部サ
ービスの契約前までに行うことが望ましい。

• 利用申請された外部サービスがクラウドサービス
の場合には、ISMAPクラウドサービスリストを活用
すると良い。

• ISMAPクラウドサービスリストに登録されている場
合には、ISMAP管理基準に加えて個別に求め
た外部サービス提供者の選定条件及び外部サ
ービスのセキュリティ要件の範囲を確認すれば良
い。

ポイント

統一基準

ガイドライン
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遵守事項
(6) 外部サービスを利用した情報システムの導入・構築時の対策
(a) 統括情報セキュリティ責任者は、外部サービスの特性や責任分界点に係る考え方等を踏まえ、以下を含む
外部サービスを利用して情報システムを構築する際のセキュリティ対策を規定すること。

(ア) 不正なアクセスを防止するためのアクセス制御
(イ) 取り扱う情報の機密性保護のための暗号化
(ウ) 開発時におけるセキュリティ対策
(エ) 設計・設定時の誤りの防止

(b) 外部サービス管理者は、前項において定める規定に対し、構築時に実施状況を確認・記録すること。

(7) 外部サービスを利用した情報システムの運用・保守時の対策
(a) 統括情報セキュリティ責任者は、外部サービスの特性や責任分界点に係る考え方を踏まえ、以下を含む外
部サービスを利用して情報システムを運用する際のセキュリティ対策を規定すること。

(ア) 外部サービス利用方針の規定
(イ) 外部サービス利用に必要な教育
(ウ) 取り扱う資産の管理
(エ) 不正アクセスを防止するためのアクセス制御
(オ) 取り扱う情報の機密性保護のための暗号化
(カ) 外部サービス内の通信の制御
(キ) 設計・設定時の誤りの防止
(ク) 外部サービスを利用した情報システムの事業継続

(b) 情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、外部サービスの特性や責任分界点に
係る考え方を踏まえ、外部サービスで発生したインシデントを認知した際の対処手順を整備すること。

(c) 外部サービス管理者は、前各項において定める規定に対し、運用・保守時に実施状況を定期的に確認・
記録すること。

(8) 外部サービスを利用した情報システムの更改・廃棄時の対策
(a) 統括情報セキュリティ責任者は、外部サービスの特性や責任分界点に係る考え方を踏まえ、以下を含む外
部サービスの利用を終了する際のセキュリティ対策を規定すること。

(ア) 外部サービスの利用終了時における対策
(イ) 外部サービスで取り扱った情報の廃棄
(ウ) 外部サービスの利用のために作成したアカウントの廃棄

(b) 外部サービス管理者は、前項において定める規定に対し、外部サービスの利用終了時に実施状況を確認・
記録すること。

改定箇所

第４部 遵守事項4.2.1(6) 4.2.1(7) 4.2.1(8)

要機密情報を取り扱う場合の外部サービスを利用した情報システムの導入・構
築、運用・保守、更改・廃棄時の対策

• 外部サービスを利用して情報システムを構築する
際は、外部サービスの特性や責任分界点を踏ま
え、構築時におけるアクセス制御、暗号化、構築
時における開発及び設計・設定に係るセキュリテ
ィ対策を規定すること。

• 外部サービスを利用して情報システムを運用する
際は、外部サービスの特性や責任分界点を踏ま
え、運用・保守時における利用方針、教育、資
産管理、アクセス制御、暗号化、通信、設計・
設定、事業継続に係るセキュリティ対策を規定す
ること。また、インシデントを認知した際の対処手
順を整備すること。

• 外部サービスを利用終了する際は、外部サービ
スの特性や責任分界点を踏まえ、更改・廃棄時
における利用終了手順、情報の廃棄、アカウント
の廃棄に係るセキュリティ対策を規定すること。

ポイント

統一基準

ガイドライン
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遵守事項
(1) 外部サービスの利用に係る規定の整備
(a) 統括情報セキュリティ責任者は、以下を含む外部サービス（要機密情報を取り
扱わない場合）の利用に関する規定を整備すること。
(ア) 外部サービスを利用可能な業務の範囲
(イ) 外部サービスの利用申請の許可権限者と利用手続
(ウ) 外部サービス管理者の指名と外部サービスの利用状況の管理
(エ) 外部サービスの利用の運用手順

(2) 外部サービスの利用における対策の実施
(a) 職員等は、利用するサービスの約款、その他の提供条件等から、利用に当たっ

てのリスクが許容できることを確認した上で要機密情報を取り扱わない場合の外部
サービスの利用を申請すること。また、承認時に指名された外部サービス管理者は、
当該外部サービスの利用において適切な措置を講ずること。

(b) 利用申請の許可権限者は、職員等による外部サービスの利用申請を審査し、
利用の可否を決定すること。また、承認した外部サービスを記録すること。

改定箇所

第４部 4.2.2 要機密情報を取り扱わない場合

外部サービスにおいて要機密情報を取り扱わない場合の規定の整備及び対策の
実施

• 利用可能な業務の範囲を定める場合、外部サ
ービス特有のリスクを受容するか又は低減するた
めの措置を講ずることが可能であるかを十分検
討した上で、許可する業務の範囲を定めること。

• 利用を許可した外部サービスは、機関等内で共
有する等の管理を行うこと。

• 要機密情報を取り扱わない外部サービスの利用
手続については、要機密情報を取り扱わないこと
を前提に外部サービスの内容を確認し、機関内
に承認済みであることを事前に通知する運用も
可能である。

• 外部サービスの利用申請をする際は、外部サー
ビスの利用に当たってのリスクが許容できることを
確認した上で申請をすること。

ポイント

統一基準

ガイドライン
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改定のポイント

5.1 情報システムに係る文書等の整備
5.1.1 情報システムに係る台帳等の整備
(1) 情報システム台帳の整備
(2) 情報システム関連文書の整備

5.1.2 機器等の調達に係る規定の整備
(1) 機器等の調達に係る規定の整備

5.2 情報システムのライフサイクルの各段階における対策
5.2.1 情報システムの企画・要件定義
(1) 実施体制の確保
(2) 情報システムのセキュリティ要件の策定
(3) 情報システムの構築を業務委託する場合の対策
(4) 情報システムの運用・保守を業務委託する場合の対策

5.2.2 情報システムの調達・構築
(1) 機器等の選定時の対策
(2) 情報システムの構築時の対策
(3) 納品検査時の対策

5.2.3 情報システムの運用・保守
(1) 情報システムの運用・保守時の対策

5.2.4 情報システムの更改・廃棄
(1) 情報システムの更改・廃棄時の対策

5.2.5 情報システムについての対策の見直し
(1) 情報システムについての対策の見直し

第５部 情報システムのライフサイクル

5.3 情報システムの運用継続計画
5.3.1 情報システムの運用継続計画の整備・整合的運用の確保
(1) 情報システムの運用継続計画の整備・整合的運用の確保
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令和3年度版 平成30年度版
●基本対策事項5.1.1(2)-2「自動でソフトウェアの種類やバージョン等を管理する
機能を有するIT資産管理ソフトウェア」について
近年のITの利活用拡大により、システムで使用しているソフトウェア等の種類も増加し
ていることから、IT資産を手作業で漏れなく正確に把握するには多大な労力が必要とな
る。そのため、自動でソフトウェアの種類及びバージョンを管理する機能を有するIT資産
管理ソフトウェアを導入することが有用である。
なお、当該ソフトウェアにはサーバ装置及び端末におけるUSBメモリ等の外部電磁的
記録媒体の利用やネットワーク接続を制御する等の機能を持つものもあることから、情
報セキュリティ対策の観点も含め検討するとよい。

●基本対策事項5.1.1(2)-2「自動でソフトウェアの種類やバージョン等を管理する
機能を有するIT資産管理ソフトウェア」について
近年のITの利活用拡大により、システムで使用しているソフトウェア等の種類も増加し
ていることから、IT資産を手作業で漏れなく正確に把握するには多大な労力が必要とな
る。そのため、自動でソフトウェアの種類及びバージョンを管理する機能を有するIT資産
管理ソフトウェアを導入することが有用である。

改定箇所

第５部 （解説）基本対策事項5.1.1(2)-2

IT資産管理ソフトウェアの制御機能についての例示を解説に追加

• IT資産管理ソフトウェアには、外部電磁的記憶媒体の利用やネットワーク接続の制御する等の機能を
持つものもあり、情報セキュリティ対策上も有用である旨の記載を追加。

ポイント

ガイドライン
解説
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●遵守事項5.1.2(1)(a)「不正な変更が加えられない」について
機関等は、機器等の開発や製造過程において、情報の窃取・破壊や情報システムの停
止等の悪意ある機能が組み込まれるサプライチェーン・リスクの懸念が払拭できない機器等を
調達しないようにする必要がある。このサプライチェーン・リスクに対応する方法として、機関等
が、国内外の情報セキュリティに関する情報を収集し、こうした知見をもとにサプライチェーン・
リスクを当該調達に関する要件の一つとして取り上げることにより、開発・製造過程において
悪意ある機能が組み込まれる懸念が払拭できない機器等、及びサプライチェーン・リスクに係
る懸念が払拭できない企業の機器等を調達しないことが求められる。
このような対応をする手段の一つとして、政府調達において、相対の交渉が可能な契約で
あれば、調達に係る契約の相手方に対して、サプライチェーン・リスクに係る十分な知見をもと
に、機器等に関し必要な要件を備えるべく、交渉を通じて個別に求めることが考えられる。
なお、上記の場合においても、関係する国内法令（会計法、予算決算及び会計令、国
の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令・省令等）及び関係する国際協
定（政府調達に関する協定を改正する議定書等）を遵守する必要がある。
また、国の行政機関における情報システムに係る調達に当たっては、「IT 調達に係る国の
物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」（平成30年12月10日関
係省庁申合せ）に基づき、必要な措置を講ずること。

●遵守事項5.1.2(1)(a)「不正な変更が加えられない」について
機関等は、機器等の開発や製造過程において、情報の窃取・破壊や情報システムの停
止等の悪意ある機能が組み込まれるサプライチェーン・リスクの懸念が払拭できない機器等を
調達しないようにする必要がある。このサプライチェーン・リスクに対応する方法として、機関等
が、国内外の情報セキュリティに関する情報を収集し、こうした知見をもとにサプライチェーン・
リスクを当該調達に関する要件の一つとして取り上げることにより、開発・製造過程において
悪意ある機能が組み込まれる懸念が払拭できない機器等、及びサプライチェーン・リスクに係
る懸念が払拭できない企業の機器等を調達しないことが求められる。
このような対応をする手段の一つとして、政府調達において、相対の交渉が可能な契約で
あれば、調達に係る契約の相手方に対して、サプライチェーン・リスクに係る十分な知見をもと
に、機器等に関し必要な要件を備えるべく、交渉を通じて個別に求めることが考えられる。
なお、上記の場合においても、関係する国内法令（会計法、予算決算及び会計令、国
の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令・省令等）及び関係する国際協
定（政府調達に関する協定を改正する議定書等）を遵守する必要がある。

改定箇所

第５部 （解説）遵守事項5.1.2(1)(a)

サプライチェーンリスクに係る解説の充実

• 国の行政機関における情報システムに係る調達に当たっては、「第４部 外部委託」、「第５部 情
報システムのライフサイクル」に定める点を特に考慮する必要がある。

ポイント

ガイドライン
解説
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令和3年度版 平成30年度版
●遵守事項5.2.1(2)(a)「インターネットや、インターネットに接点を有する情報シス
テム（外部サービスを含む。）から分離する」について
標的型攻撃による不正プログラム感染の脅威は避けられないものになっており、外部
のネットワークと接続する情報システムは、不正プログラムの感染を前提とした対策を講
ずることの重要度が、年々増加している。
外部ネットワークとの接続形態を含む情報システムの全体構成は、情報システムにお
いて取り扱われる情報の格付や取扱制限、情報システムを利用する業務の形態等に
よって決定する必要があるが、特に重要な情報を取り扱う情報システムについては、イン
ターネットからの組織内部への侵入を企図したサイバー攻撃への対策（入口対策）や、
組織内部へ侵入した攻撃によるインターネットへの不正通信又は情報流出への対策
（出口対策）として、インターネット回線や、インターネットに接点を有する情報システム
（外部サービスを含む。）との間に適切なセキュリティ対策を講じ、通信経路を物理的
又は論理的に分離することが求められる。なお、分離の要否を判断する際は、基本対
策事項6.1.2(1)-1 d)、基本対策事項7.3.1(1)-1についても併せて検討し、情報
システムのネットワーク構成の要件を決定するとよい。また、分離した情報システムの
USBポート等の外部ネットワーク・システムとの接点についても適切に運用することが望ま
しい。

●遵守事項5.2.1(2)(a)「インターネットや、インターネットに接点を有する情報シス
テム（クラウドサービスを含む。）から分離する」について
標的型攻撃による不正プログラム感染の脅威は避けられないものになっており、外部
のネットワークと接続する情報システムは、不正プログラムの感染を前提とした対策を講
ずることの重要度が、年々増加している。
外部ネットワークとの接続形態を含む情報システムの全体構成は、情報システムにお
いて取り扱われる情報の格付や取扱制限、情報システムを利用する業務の形態等に
よって決定する必要があるが、特に重要な情報を取り扱う情報システムについては、イン
ターネットからの直接的なサイバー攻撃を受けないよう、インターネット回線や、インター
ネットに接点を有する情報システム（クラウドサービスを含む。）から分離することが求め
られる。また、分離した情報システムのUSBポート等の外部ネットワーク・システムとの接
点についても適切に運用することが望ましい。

改定箇所

第５部 （解説）遵守事項5.2.1(2)(a)

インターネットや、インターネットに接点を有する情報システムから分離することにつ
いての解説の明確化

• 特に重要な情報を取り扱う情報システムについては、入口対策や、出口対策として、インターネット回
線や、インターネットに接点を有する情報システムとの間に適切なセキュリティ対策を講じ、通信経路を
物理的又は論理的に分離することが求められる。

ポイント

ガイドライン
解説
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令和3年度版 平成30年度版
●遵守事項5.3.1(1)(a)「情報システムの運用継続計画を整備」について
機関等における情報システム運用継続計画は、内閣官房内閣サイバーセキュリティセ
ンターが公開している「政府機関等における情報システム運用継続計画ガイドライン」に
基づき作成するとよい。

参考：内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター「政府機関等における情報システム
運用継続計画ガイドライン」（令和３年４月）
（https://www.nisc.go.jp/active/general/itbcp-guideline.html）

●遵守事項5.3.1(1)(a)「情報システムの運用継続計画を整備」について
国の行政機関における情報システム運用継続計画は、内閣官房情報セキュリティセ
ンターが取りまとめた「中央省庁における情報システム運用継続ガイドライン」に基づき作
成することとされている。
独立行政法人及び指定法人においても、情報システムの運用継続計画を「中央省
庁における情報システム運用継続ガイドライン」に基づき作成するとよい。

参考：内閣官房情報セキュリティセンター「「中央省庁における情報システム運用継
続計画ガイドライン」及び関連資料」（平成25年６月）
（https://www.nisc.go.jp/active/general/itbcp-guideline.html）
上記のウェブサイトのアドレスは、平成30年６月１日時点のものであり、今後、廃止
又は変更される可能性があるため、最新のアドレスを確認した上で利用すること。

改定箇所

第５部 （解説）遵守事項5.3.1(1)(a)

政府機関等における情報システム運用継続計画ガイドラインの活用

• 令和３年４月に内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが公開している「政府機関等における情
報システム運用継続計画ガイドライン」を改定。

• 当該ガイドラインを参考に情報システム運用継続計画を作成するとよい。

ポイント

ガイドライン
解説
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改定のポイント

6.1 情報システムのセキュリティ機能
6.1.1 主体認証機能

(1) 主体認証機能の導入
(2) 識別コード及び主体認証情報の管理

6.1.2 アクセス制御機能
(1) アクセス制御機能の導入

6.1.3 権限の管理
(1) 権限の管理

6.1.4 ログの取得・管理
(1) ログの取得・管理

6.1.5 暗号・電子署名
(1) 暗号化機能・電子署名機能の導入
(2) 暗号化・電子署名に係る管理

第６部 情報システムのセキュリティ要件

6.2 情報セキュリティの脅威への対策
6.2.1 ソフトウェアに関する脆弱性対策

(1) ソフトウェアに関する脆弱性対策の実施
6.2.2 不正プログラム対策

(1) 不正プログラム対策の実施
6.2.3 サービス不能攻撃対策

(1) サービス不能攻撃対策の実施
6.2.4 標的型攻撃対策

(1) 標的型攻撃対策の実施
6.3 アプリケーション・コンテンツの作成・提供
6.3.1 アプリケーション・コンテンツの作成時の対策
(1) アプリケーション・コンテンツの作成に係る規定の整備
(2) アプリケーション・コンテンツのセキュリティ要件の策定

6.3.2 アプリケーション・コンテンツ提供時の対策
(1) 政府ドメイン名の使用
(2) 不正なウェブサイトへの誘導防止
(3) アプリケーション・コンテンツの告知
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令和3年度版 平成30年度版
【 基本対策事項 】
6.1.1(1)-2 情報システムセキュリティ責任者は、主体認証情報としてパスワードを使
用し、利用者自らがパスワードを設定することを可能とする場合には、辞書攻撃等によ
るパスワード解析への耐性を考慮し、強固なパスワードに必要な桁数や複雑さを利用
者に守らせる機能を設けること。

●基本対策事項6.1.1(1)-2「強固なパスワードに必要な桁数や複雑さ」について
強固なパスワードの要件を一律に定めることは困難であるが、少なくとも、一般的に知
られる単語1つを用いたものや、キーボードの並び順（「qwertyuiop」等）をなぞったも
のは、たとえそこに数字や記号を付加しようとも、脆弱であり、設定を許すべきではない。
他方、ランダムに生成されたパスワードは、適切な長さであれば、強固なものとなる反面、
利用者の記憶を要する場合には必ずしも強制できない面がある。利用者が記憶しやす
いランダム生成の強固なパスワードの例としては、ランダムに複数の単語（例えば、10万
語の辞書から3語、2万語の辞書から4語など）を選んでつなげたものなどが考えられる。
強固なパスワードに必要な桁数や複雑さを利用者に守らせる機能を実現するには、ラ
ンダム生成を支援する機能を提供したり、利用者が入力したパスワード候補に対して、
適切なパスワードチェッカー（パスワードの強度を評価するソフトウェア）を用いて、脆弱
と判断された候補を拒否する機能を設けることなどが考えられる。ただし、既存のパス
ワードチェッカーの中には、単語1つやキーボードの並び順に数字や記号を付加しただけ
で合格としてしまう不完全なものも散見されるので、注意を要する。適切なパスワード
チェッカーの例としては、過去に流出が報告されているパスワード文字列と同じものを不
合格と判定するものなどが挙げられるが、これに限られない。

【 基本対策事項 】
6.1.1(1)-2 情報システムセキュリティ責任者は、主体認証情報としてパスワードを使
用し、利用者自らがパスワードを設定することを可能とする場合には、辞書攻撃等によ
るパスワード解析への耐性を考慮し、文字の種類や組合せ、桁数等のパスワード設定
条件を利用者に守らせる機能を設けること。

改定箇所

第６部 基本対策事項6.1.1(1)-2

十分な強度を持ったパスワードの生成方法について、政府機関等における指針と
なるような考え方を解説に追加。

• 主体認証情報としての強固なパスワードの例
として、ランダムに複数の単語（例えば、10
万語の辞書から3語、2万語の辞書から4語
など）を選んでつなげる等の例示を追加。

• 強固なパスワードに必要な桁数や複雑さを
利用者に守らせる機能として、ランダム生成を
支援する機能やパスワードの強度を評価する
ソフトウェアを用いて脆弱と判断される候補を
拒否する機能等の例示を追加。

ポイント

ガイドライン
基本対策事項
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令和3年度版 平成30年度版
【 基本対策事項 】
6.1.2(1)-1 情報システムセキュリティ責任者は、主体の属性、アクセス対象の属性に
基づくアクセス制御の要件を定めること。また、必要に応じて、以下を例とするアクセス制
御機能の要件を定めること。
～ 略 ～

f) 主体の操作に対する常時アクセス判断・許可アーキテクチャ（ゼロトラストアーキテ
クチャ、ゼロトラストセキュリティ等と呼称される。）での制御

●基本対策事項6.1.2(1)-1 f）「常時アクセス判断・許可アーキテクチャ」について
従来の境界型セキュリティアーキテクチャ（守るべき情報が機関等内にあることを前提
とし、これらを機関等外の脅威から守るためにインターネットとの境界で防御を行うことを
基本とする情報セキュリティ対策の考え方。）では、信頼されたエリアからのアクセスにつ
いては、アクセス制御がされない事も多く、一度アクセスを許可した端末・ユーザや信頼
できると判断された内部イントラネット等からの脅威に対応できない課題があった。常時
アクセス判断・許可アーキテクチャ（ゼロトラストアーキテクチャ、ゼロトラストセキュリティ等
と呼称される。）では、データやサービス等のリソースへのアクセス毎に認証・認可を行い、
利用者や端末、エリアなどを無条件に信頼しないという考え方をとるモデルを基本とする
ことでその課題に対応する。
常時アクセス判断・許可アーキテクチャにおいて、アクセスルールを策定する際には、業
務に必要な最小限の権限とし、可能な限り細かく設定される必要がある。そのためには
組織の資産や業務について十分な理解と分析が必要となることから、組織全体へ一度
に適用することは難しいため、組織のリスク評価等を踏まえ適用を優先するケースから段
階的に導入する事が考えられる。
また、常時アクセス判断・許可を行うための機器等に対して不正アクセスやサービス停
止が発生した際には対象の業務全体への影響が発生することから、それら機器等につ
いては適切な構成管理と監視、冗長構成とするなどの対応が必要である。

【 基本対策事項 】
6.1.2(1)-1 情報システムセキュリティ責任者は、主体の属性、アクセス対象の属性に
基づくアクセス制御の要件を定めること。また、必要に応じて、以下を例とするアクセス制
御機能の要件を定めること。
～ 略 ～

規定なし

改定箇所

第６部 基本対策事項6.1.2(1)-1 f）

アクセス制御機能の例として、常時アクセス判断・許可アーキテクチャ（ゼロトラス
トアーキテクチャ）を追加。

• ゼロトラストアーキテクチャとは、データやサービ
ス等のリソースへのアクセス毎に認証・認可を
行い、利用者や端末、エリアなどを無条件に
信頼しないという考え方をとるモデルである。

• アクセスルールを策定する際には、業務に必
要な最小限の権限とし、可能な限り細かく設
定される必要がある。

• ゼロトラストアーキテクチャを実現するための機
器については、停止した際の影響を考慮した
構成等の検討が必要。

ポイント

ガイドライン
基本対策事項
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令和3年度版 平成30年度版
●遵守事項6.1.4(1)(b)「ログを取得する目的」について
情報システムにおいて出力できる様々なログは、その全てを無期限に保存し、定期的にその点検や分析を行うこと
ができれば理想的であるが、そのためには莫大なストレージ容量が必要になり、解析にかかる時間も長くなるなど、現
実的ではない。
そのため、情報システムの特性（取り扱われる情報、接続されるネットワーク、設置環境、利用者等）に応じ、当
該情報システムでどのような事象を検知すべきかを目的として設定した上で、取得すべきログ情報やその保存期間
等を検討することが望ましい。
例えば、JPCERT/CC「高度サイバー攻撃への対処におけるログの活用と分析方法」の「3. ログの採取と取扱」や、
総務省「サイバー攻撃（標的型攻撃）対策防御モデルの解説」の「6.2. 検知」などを参考に、機器等における必
要なログを見定めて取得し、分析するようにする。

参考：JPCERT/CC「高度サイバー攻撃への対処におけるログの活用と分析方法」
（https://www.jpcert.or.jp/research/apt-loganalysis.html）
参考：総務省「サイバー攻撃（標的型攻撃）対策防御モデルの解説」
（https://www.soumu.go.jp/main_content/000495298.pdf）

●遵守事項6.1.4(1)(b)「ログを取得する目的」について
情報システムにおいて出力できる様々なログは、その全てを無期限に保存し、定期的にその点検や分析を行うこと
ができれば理想的であるが、そのためには莫大なストレージ容量が必要になり、解析にかかる時間も長くなるなど、現
実的ではない。
そのため、情報システムの特性（取り扱われる情報、接続されるネットワーク、設置環境、利用者等）に応じ、当
該情報システムでどのような事象を検知すべきかを目的として設定した上で、取得すべきログ情報やその保存期間
等を検討することが望ましい。
例えば、標的型攻撃の早期発見・初期調査を目的とした場合には、以下のようなログを取得することが考えられる。
・ 電子メールサーバ： 電子メールクライアントで表示される表記名*、送信者アドレス*、実際の電子メール送信
者アドレス*、添付ファイル名*
・ ファイアウォール： ファイアウォールポリシーのアクション、送信先のゾーン設定*、送信元アドレス、送信元ポート、
送信先アドレス、送信先ポート
・ Webプロキシサーバ： リクエスト受信時刻、URL、リモートホスト、メソッド、UserAgent*、プロキシ認証の
ユーザID*、通信データサイズ（送信、受信）、ステータスコード
・ DNSキャッシュサーバ： 名前解決を行おうとしているPC等のIPアドレス*、要求及び応答したホストやIPアドレ
スの情報*
・ 認証サーバ（Active Directory）： 資格認証の確認の監査*、Kerberos認証サービスの監査*、ログオ
ンの監査*、その他ログオン／ログオフイベントの監査*、特殊なログオンの監査*
・ DHCPサーバ： IPアドレス割り当て・リリースログ

その他、Webサイトからの情報窃取や改ざんの早期発見・初期調査を目的とした場合には、以下のようなログを
取得することが考えられる。
・ Webサーバ： アクセスログ（リモートホスト、リモートポート*、リクエスト受信時刻。TLS（SSL）アクセスログ
を含む。）
・ アプリケーションサーバ： 既製のCMS等のソフトウェア及び独自開発アプリケーション等のログ（アクセスログ*、
認証ログ*、操作ログ*）
・ データベースサーバ： データベースソフトウェアのログ（アクセスログ*、クエリログ*）
・ 各サーバ共通（OSレベル）： 認証ログ（成功*、失敗）、Windowsの場合はイベントログ、プロセスログ*、
Linuxの場合はセキュリティログ
・ ロードバランサー、リバースプロキシ： IPアドレスを含む接続元ログ
・ ファイアウォール： DMZからのアウトバウンド通信に関するログ*
なお、上記のログの例において、項目名の終わりに*を付与しているログ項目は各機器の標準設定では出力され
ない場合があるため、注意が必要である。

改定箇所

第６部 （解説）遵守事項6.1.4(1)(b)

情報システムの特性に応じ、取得すべきログ情報やその保存期間等を検討できる
ように参照すべきドキュメントを追加

• 取得すべきログの種類や保存期間等を検討す
るに当たり、JPCERT/CC「高度サイバー攻撃
への対処におけるログの活用と分析方法」や、
総務省「サイバー攻撃（標的型攻撃）対策
防御モデルの解説」などを参考とする趣旨の解
説を追加。

ポイント

ガイドライン
解説
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令和3年度版 平成30年度版
●遵守事項6.2.1(1)(c)「サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフ
トウェア」について
情報システムの構築時に、ソフトウェアを効率的に開発するために使用するソフトウェア
フレームワークやソフトウェア部品が情報システムに組み込まれて納入される場合があるこ
とについても考慮する必要がある。当該フレームワークや部品についても脆弱性対策の
状況を定期的に確認することが求められる。これを確実に実施するためには、対象とする
ソフトウェアの管理簿を作成しておくことが望ましい。また、これらのソフトウェアには外部か
ら入手するもののみでなく、機関等が自ら開発するもの及び委託により開発するものにつ
いても含まれる。

●遵守事項6.2.1(1)(c)「サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフ
トウェア」について
情報システムの構築時に、ソフトウェアを効率的に開発するためにソフトウェアフレーム
ワーク開発用のフレームワークとして情報システムに組み込まれたまま納入されるソフト
ウェア等、情報システムの運用中に動作しないものについても考慮する必要がある。また、
ソフトウェアには外部から入手するもののみでなく、機関等が自ら開発するもの及び委託
により開発するものについても含まれる。当該ソフトウェアの脆弱性による影響についても
考慮し、脆弱性対策の対象とするソフトウェアを定めておくことが望ましい。

改定箇所

第６部 （解説）遵守事項6.2.1(1)(c)

脆弱性対策の状況を定期的に確認するに当たり、開発するために組み込まれた
部品等につても注意することに対する趣旨の明確化

• 情報システムに組み込まれたフレームワークやソフトウェア部品についても脆弱性対策の状況を定期的
に確認することが求められる趣旨の解説を追加。

ポイント

ガイドライン
解説
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●基本対策事項6.2.1(1)-5 b)「自動でソフトウェアを更新する機能を有するIT資
産管理ソフトウェア」について
IT資産管理ソフトウェアにはOSやその他アプリケーションのセキュリティパッチを管理する
機能を持つものがあり、サーバ装置及び端末に導入されたソフトウェアの種類やバージョ
ンの管理と併せて統合的に管理を行うことができる。

規定なし

改定箇所

第６部 （解説）基本対策事項6.2.1(1)-5 b)

ソフトウェアに関する脆弱性対策計画を策定する場合の対策方法としてのIT資
産管理ソフトウェアに関する解説を追記。

• IT資産管理ソフトウェアにはOSやその他アプリケーションのセキュリティパッチを管理する機能を持つもの
があり、統合的に管理を行うことができる。

ポイント

ガイドライン
解説
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●遵守事項6.2.2(1)(a)「動作可能な不正プログラム対策ソフトウェア等が存在しない
場合」について
多くのメインフレームシステムや一部のスマートフォンなど、不正プログラム対策ソフトウェアが
有効な役割を果たさないと考えられているOSにおいて、不正プログラム対策ソフトウェアが提
供されていないことがあるが、そのような場合は本項の対象外である。

●遵守事項6.2.2(1)(a)「動作可能な不正プログラム対策ソフトウェア等」について
不正プログラム対策ソフトウェアの例としては、コンピュータウイルスを検知対処する「ウイルス
対策ソフトウェア」や、キーロガーやアドウェア等のいわゆるスパイウェアを検知対処する「スパイ
ウェア対策ソフトウェア」等がある。
多くのメインフレームシステム並びにOS及びアプリケーションを搭載していないサーバ装置及
び端末については、動作可能な不正プログラム対策ソフトウェア等が存在しないため、本条の
対象外である。ただし、新たに動作可能な不正プログラム対策ソフトウェア等が出現した場合
には、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ィ責任者は、該当するサー
バ装置及び端末の把握を行っておくとともに、不正プログラム対策ソフトウェア等に関してベン
ダが提供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。
また、新たな不正プログラムの存在が明らかになった後でも、利用中の不正プログラム対策
ソフトウェア等に用いる定義ファイルがベンダから配布されないなど、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断される場合、情報システムセキュリティ責任者は職
員等に回避策の実施を指示する必要がある。
なお、回避策は一律ではなく、個々の状況によって様々な内容があり得る。例えば、イン
ターネット上の一部のウェブサイトを閲覧すると不正プログラムに感染することが判明している
場合に、不正プログラム対策ソフトの定義ファイルが対応するまでの間、一時的にインターネッ
ト閲覧を制限する、という回避策が想定される。

改定箇所

第６部 （解説）遵守事項6.2.2(1)(a)

動作可能な不正プログラム対策ソフトウェア等が存在しない場合の対策について
の趣旨の明確化

• サーバ装置及び端末において、不正プログラム対策ソフトウェア等を導入することを定めているが、メイン
フレームシステムや一部のスマートフォン等において、不正プログラム対策ソフトウェアが有効出ない場合
は対象外である趣旨を明確化。

ポイント

ガイドライン
解説
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●基本対策事項6.2.2(1)-6「感染拡大の防止」について
ネットワークを経由した感染拡大の防止策としては、例えば以下が挙げられる。
・ OSやアプリケーションに関するセキュリティパッチ及び不正プログラム定義ファイルにつ
いて最新化されていない端末をネットワークに接続させない仕組みの導入
・ 通信に不正プログラムが含まれていることを検知したときに、その通信をネットワークか
ら遮断する仕組みの導入
・ 端末やサーバ装置（エンドポイント）の活動を監視し、不正プログラム等の検知や
対処を行うEDR（Endpoint Detection And Response）ソフトウェア等を利
用し、複数台にわたって統合的に監視を行うことで、感染した装置を早期にネット
ワークから切り離す仕組みの導入。ただし、一般的にEDRソフトウェアは導入後の運
用・保守段階において、専門的な知識を持った人材による膨大なログの分析が必
要になることから、マネージドセキュリティサービス（Managed Security 
Service：MSS）と呼ばれる、ログ分析等を行うSOC（Security Operation 
Center）業務を委託できるサービスの利用なども検討するとよい。

●基本対策事項6.2.2(1)-6「感染拡大の防止」について
ネットワークを経由した感染拡大の防止策としては、例えば以下が挙げられる。
・ OSやアプリケーションに関するセキュリティパッチ及び不正プログラム定義ファイルにつ
いて最新化されていない端末をネットワークに接続させない仕組みの導入
・ 通信に不正プログラムが含まれていることを検知したときに、その通信をネットワークか
ら遮断する仕組みの導入

改定箇所

第６部 （解説）基本対策事項6.2.2(1)-6

ネットワークを経由した不正プログラムの感染拡大防止策の例として、EDRに関す
る記載を追加。

• EDRソフトウェア等を利用することで端末やサーバ装置等の活動を統合的に監視が可能となり、感染
した装置を早期にネットワークから切り離す仕組みの導入が可能となる。

ポイント

ガイドライン
解説
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【 基本対策事項 】
6.2.3(1)-3 情報システムセキュリティ責任者は、サーバ装置、端末及び通信回線装
置に設けられている機能を有効にするだけではサービス不能攻撃の影響を排除又は低
減できない場合には、以下を例とする対策を検討すること。
～ 略 ～

d) コンテンツデリバリーネットワーク（CDN）サービスの利用

●基本対策事項6.2.3(1)-3 d)「コンテンツデリバリーネットワーク（CDN）」につ
いて
DDoS攻撃によるパケットが大量に送り込まれインターネット接続回線の帯域が消費さ
れると、正当なユーザもWebサイトにアクセスできなくなる状況が発生する。コンテンツデリ
バリーネットワーク（Contents Delivery Network）は、世界中に配置されたキャッ
シュサーバを利用してWebサイトのコンテンツを配信するというサービスであり、元来は
Webサイトのレスポンス向上を目的としたサービスであるが、DDoS攻撃で大量にアクセ
スがあった場合も、接続先がキャッシュサーバに分散されるため、攻撃の影響を軽減する
効果が期待できる。また、CDN機能がオプションとして提供されている外部サービスもあ
ることから、その利用についても検討するとよい。

【 基本対策事項 】
6.2.3(1)-3 情報システムセキュリティ責任者は、サーバ装置、端末及び通信回線装
置に設けられている機能を有効にするだけではサービス不能攻撃の影響を排除又は低
減できない場合には、以下を例とする対策を検討すること。
～ 略 ～

改定箇所

第６部 基本対策事項6.2.3(1)-3

DDoS攻撃対策の例として、CDNサービスの利用に関する記載を追加。

• CDNサービスを利用することで、DDoS攻撃で大量にアクセスがあった場合も、接続先がキャッシュサー
バに分散されるため、攻撃の影響を軽減する効果が期待できるため基本対策事項の例示の一つとし
て追加。

ポイント

ガイドライン
基本対策事項
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【 基本対策事項 】
6.2.4(1) 標的型攻撃対策の実施
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムにおいて、標的型攻撃による組織
内部への侵入を低減する対策（入口対策）を講ずること。

●遵守事項6.2.4(1)(a)「入口対策」について
標的型攻撃の手法として代表的なものは「標的型メール」であり、攻撃者は攻撃対象の
組織や個人の情報を入念に調査し情報を収集した上で、攻撃対象が疑念を抱かないよう
巧妙に偽装したメールにより攻撃を仕掛けてくる。情報システムセキュリティ責任者には、不審
な電子メールへの対策として基本対策事項8.1.1(2)-2に例示された対策の導入が求めら
れるが、これら攻撃メールを完全に検知及び防御することは困難であることから、システム的な
抑止機能の導入だけでなく、不審な電子メールの添付ファイルを実行しない、記載された
URLリンクをクリックしないといった基本的な情報セキュリティ対策を職員等に意識づけるため
の教育や定期的な注意喚起を組織全体として実施することが重要である。
ただし、上記のような入口対策を講じても組織内部への侵入の可能性はなお残ることから、
内部対策の実施及び職員等が被害を受けた可能性を認知した際の機関等内での連絡体
制を日頃から周知しておくことも重要である。

【 基本対策事項 】
6.2.4(1) 標的型攻撃対策の実施
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、情報システムにおいて、標的型攻撃による組織
内部への侵入を低減する対策（入口対策）を講ずること。

規定なし

改定箇所

第６部 （解説）遵守事項6.2.4(1)(a)

標的型攻撃の解説として、「標的型メール」に関する記載を追加。

• 「標的型メール」に対する対策として、システム的な抑止機能の導入だけでなく、不審な電子メールの
添付ファイルを実行しない、記載されたURLリンクをクリックしないといった情報セキュリティ対策を職員等
に意識づけるための教育や定期的な注意喚起を組織全体として実施することが重要である。

ポイント

ガイドライン
解説
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●基本対策事項6.2.4(1)-3 b)「管理者権限を狙う攻撃（辞書攻撃、ブルートフォース攻
撃等）を受けることを想定した対策」について
管理者権限を狙う攻撃としては、機械的にパスワードを変えながら連続してログイン試行する攻
撃が考えられる。このような攻撃を受けることを想定した対策としては、以下に挙げるものが考えら
れる。
・ 連続でのログイン失敗回数に上限値を設け、この上限値を超えた場合は、次回ログイン試
行までに一定の期間（例：15分）ログイン試行を受け付けないようにシステム等で設定す
る。

・ ログイン失敗ログを取得し、その取得内容を継続的に監視することにより、大量のログイン失
敗を検知する仕組みを導入する。

なお、辞書攻撃とは、一般的に知られた単語や人名、キーボードの並び順（「qwertyuiop」
等）など、多くの人が使用していると予想されるパスワード候補を登録した辞書を用いて、それらに
集中して試行するパスワード破りの手法である。日本語の単語、日本人の人名も安全ではない。
また、辞書に登録された候補に数字や記号を加えただけのパスワードも安全ではない。ブルート
フォース攻撃とは、全ての英数記号の組合せに対して総当たりで試行するパスワード破りの手法を
いう。短いパスワードはブルートフォース攻撃で破られる危険性があるが、十分に長いパスワードを
設定することで、ブルートフォース攻撃により破られる可能性を天文学的に小さい確率に抑えるこ
とができる。

●基本対策事項6.2.4(1)-3 b)「管理者権限を狙う攻撃（辞書攻撃、ブルートフォース攻
撃等）を受けることを想定した対策」について
管理者権限を狙う攻撃としては、機械的にパスワードを変えながら連続してログイン試行する攻
撃が考えられる。このような攻撃を受けることを想定した対策としては、以下に挙げるものが考えら
れる。
・ 連続でのログイン失敗回数に上限値を設け、この上限値を超えた場合は、次回ログイン試
行までに一定の期間（例：15分）ログイン試行を受け付けないようにシステム等で設定す
る。

・ ログイン失敗ログを取得し、その取得内容を継続的に監視することにより、大量のログイン失
敗を検知する仕組みを導入する。

なお、辞書攻撃とは、パスワードに単語の組合せや人名を用いている場合に有効なパスワード
解析方法をいう。英語の辞書に限らず各国語の単語を用いる場合もあるため、日本語の単語、
日本人の人名も安全ではない。また、単語と数桁の数字のような単純な組合せも解析の対象と
なる。また、ブルートフォース攻撃とは、無意味な英数記号の組合せも含めた、総当たりでのパス
ワード解析方法をいう。辞書攻撃より効率は劣るが、原理的には必ず正しいパスワードに到達す
る。

改定箇所

第６部 （解説）基本対策事項6.2.4(1)-3 b)

管理者権限を狙う辞書攻撃及びブルートフォース攻撃に関する解説の充実

• 辞書攻撃の対策として、予測可能なパスワードや安易なパスワードを用いてはならない。
• ブルートフォース攻撃の対策として、十分に長いパスワードを設定することで破られる可能性を抑えること
ができる。

ポイント

ガイドライン
解説
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改定のポイント

7.1 端末・サーバ装置等
7.1.1 端末
(1) 端末の導入時の対策
(2) 端末の運用時の対策
(3) 端末の運用終了時の対策
(4) 機関等が支給する端末（要管理対策区域外で使

用する場合に限る）の導入及び利用時の対策
(5) 機関等支給以外の端末の導入及び利用時の対策

7.1.2 サーバ装置
(1) サーバ装置の導入時の対策
(2) サーバ装置の運用時の対策
(3) サーバ装置の運用終了時の対策

7.1.3 複合機・特定用途機器
(1) 複合機
(2) IoT機器を含む特定用途機器

第７部 情報システムの構成要素

7.2 電子メール・ウェブ等
7.2.1 電子メール
(1) 電子メールの導入時の対策

7.2.2 ウェブ
(1) ウェブサーバの導入・運用時の対策
(2) ウェブアプリケーションの開発時・運用時の対策

7.2.3 ドメインネームシステム（DNS）
(1) DNSの導入時の対策
(2) DNSの運用時の対策

7.2.4 データベース
(1) データベースの導入・運用時の対策

7.3 通信回線
7.3.1 通信回線
(1) 通信回線の導入時の対策
(2) 通信回線の運用時の対策
(3) 通信回線の運用終了時の対策
(4) 無線LAN環境導入時の対策

7.3.2 IPv6通信回線
(1) IPv6通信を行う情報システムに係る対策
(2) 意図しないIPv6通信の抑止・監視
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7.1.1(4) 機関等が支給する端末（要管理対策区域外で使用する場合に限る）の導入及び利用時の対策
(a) 統括情報セキュリティ責任者は、職員等が機関等が支給する端末（要管理対策区域外で使用する場合に限る）を用い
て要保護情報を取り扱う場合について、これらの端末や利用した通信回線から情報が漏えいするなどのリスクを踏まえた利用
手順及び許可手続を定めること。

(b) 統括情報セキュリティ責任者は、要機密情報を取り扱う機関等が支給する端末（要管理対策区域外で使用する場合に
限る）について、盗難、紛失、不正プログラムの感染等により情報窃取されることを防止するための技術的な措置に関する規
定を整備すること。

(c) 統括情報セキュリティ責任者は、要管理対策区域外において機関等外通信回線に接続した機関等が支給する端末を機
関等内通信回線に接続することについての可否を判断した上で、可と判断する場合は、当該端末から機関等内通信回線を
経由して情報システムが不正プログラムに感染するリスクを踏まえた安全管理措置に関する規定及び許可手続を定めること。

(d) 情報システムセキュリティ責任者は、職員等が機関等が支給する端末（要管理対策区域外で使用する場合に限る）を用
いて要機密情報を取り扱う場合は、当該端末について 本条(b)の技術的な措置を講ずること。

7.1.1(5) 機関等支給以外の端末の導入及び利用時の対策
(a) 最高情報セキュリティ責任者は、機関等支給以外の端末の利用について、取り扱うこととなる情報の格付及び取扱制限、
機関等が講じる安全管理措置、当該端末の管理は機関等ではなくその所有者が行うこと等を踏まえ、求められる情報セキュ
リティの水準の達成の見込みを勘案し、機関等における機関等支給以外の端末の利用の可否を判断すること。

(b) 統括情報セキュリティ責任者は、職員等が機関等支給以外の端末を用いて機関等の業務に係る情報処理を行う場合の
許可等の手続を定めること。

(c) 統括情報セキュリティ責任者は、職員等が機関等支給以外の端末を用いて要保護情報を取り扱う場合について、これらの
端末や利用した通信回線から情報が漏えいするなどのリスクを踏まえた利用手順及び許可手続を定めること。

(d) 統括情報セキュリティ責任者は、要機密情報を取り扱う機関等支給以外の端末について、以下の安全管理措置に関する
規定を整備すること。
(ア) 盗難、紛失、不正プログラムの感染等により情報窃取されることを防止するための技術的な措置
(イ) 不正プログラムの感染等により情報窃取されることを防止するための利用時の措置

(e) 統括情報セキュリティ責任者は、要管理対策区域外において機関等外通信回線に接続した機関等支給以外の端末を機
関等内通信回線に接続することについての可否を判断した上で、可と判断する場合は、当該端末から機関等内通信回線を
経由して情報システムが不正プログラムに感染するリスクを踏まえた安全管理措置に関する規定及び許可手続を定めること。

(f) 情報セキュリティ責任者は、機関等支給以外の端末を用いた機関等の業務に係る情報処理に関する安全管理措置の実
施状況を管理する責任者（以下「端末管理責任者」という。）を定めること。

(g) 端末管理責任者は、職員等が機関等支給以外の端末を用いて要機密情報を取り扱う場合は、当該端末について本条
(d)(ア)の安全管理措置を講ずること。

(h) 端末管理責任者は、要機密情報を取り扱う機関等支給以外の端末について、前項の規定にかかわらず本条(d)(ア)に定
める安全管理措置のうち自ら講ずることができないもの、及び本条(d)(イ)に定める安全管理措置を職員等に講じさせること。

(i) 職員等は、要機密情報を取り扱う機関等支給以外の端末について、前項において本条(d)(ア)に定める安全管理措置のう
ち端末管理責任者が講ずることができないもの、及び本条(d)(イ)に定める安全管理措置を講ずること。

(j) 職員等は、機関等支給以外の端末を用いて機関等の業務に係る情報処理を行う場合には、端末管理責任者の許可を得
ること。

(k) 職員等は、情報処理の目的を完了した場合は、要保護情報を機関等支給以外の端末から消去すること。

7.1.1(4) 要機密情報を取り扱う機関等が支給する端末（要管理対策区域外で使用する場合に限る）及び機関等支給以外
の端末の導入及び利用時の対策

(a) 統括情報セキュリティ責任者は、要機密情報を取り扱う機関等が支給する端末（要管理対策区域外で使用する場合に
限る）及び機関等支給以外の端末について、以下の安全管理措置に関する規定を整備すること。
(ア) 盗難、紛失、不正プログラムの感染等により情報窃取されることを防止するための技術的な措置
(イ) 機関等支給以外の端末において不正プログラムの感染等により情報窃取されることを防止するための利用時の措置

(b) 情報セキュリティ責任者は、機関等支給以外の端末を用いた機関等の業務に係る情報処理に関する安全管理措置の実
施状況を管理する責任者（以下「端末管理責任者」という。）を定めること。

(c) 次の各号に掲げる責任者は、職員等が当該各号に定める端末を用いて要機密情報を取り扱う場合は、当該端末について
(a)(ア)の安全管理措置を講ずること。
(ア) 情報システムセキュリティ責任者 機関等が支給する端末（要管理対策区域外で使用する場合に限る）
(イ) 端末管理責任者 機関等支給以外の端末

(d) 端末管理責任者は、要機密情報を取り扱う機関等支給以外の端末について、前項の規定にかかわらず(a)(ア)に定める
安全管理措置のうち自ら講ずることができないもの、及び(a)(イ)に定める安全管理措置を職員等に講じさせること。

(e) 職員等は、要機密情報を取り扱う機関等支給以外の端末について、前項において(a)(ア)に定める安全管理措置のうち端
末管理責任者が講ずることができないもの、及び(a)(イ)に定める安全管理措置を講ずること。

8.1.1(1) 情報システムの利用に係る規定の整備
(b) 統括情報セキュリティ責任者は、職員等が機関等が支給する端末（要管理対策区域外で使用する場合に限る）及び機
関等支給以外の端末を用いて要保護情報を取り扱う場合について、これらの端末や利用した通信回線から情報が漏えいす
るなどのリスクを踏まえた利用手順及び許可手続を定めること。

(c) 統括情報セキュリティ責任者は、要管理対策区域外において機関等外通信回線に接続した端末（支給外端末を含む）を
要管理対策区域で機関等内通信回線に接続することについての可否を判断した上で、可と判断する場合は、当該端末
（支給外端末を含む）から機関等内通信回線を経由して情報システムが不正プログラムに感染するリスクを踏まえた安全管
理措置に関する規定及び許可手続を定めること。

8.2.1(1) 機関等支給以外の端末の利用可否の判断
(a) 最高情報セキュリティ責任者は、機関等支給以外の端末の利用について、取り扱うこととなる情報の格付及び取扱制限、機
関等が講じる安全管理措置、当該端末の管理は機関等ではなくその所有者が行うこと等を踏まえ、求められる情報セキュリ
ティの水準の達成の見込みを勘案し、機関等における機関等支給以外の端末の利用の可否を判断すること。

8.2.1(2) 機関等支給以外の端末の利用規定の整備・管理
(a) 統括情報セキュリティ責任者は、職員等が機関等支給以外の端末を用いて機関等の業務に係る情報処理を行う場合の

許可等の手続を定めること。

8.2.1(3) 機関等支給以外の端末の利用時の対策
(a) 職員等は、機関等支給以外の端末を用いて機関等の業務に係る情報処理を行う場合には、端末管理責任者の許可を
得ること。

(b) 職員等は、情報処理の目的を完了した場合は、要保護情報を機関等支給以外の端末から消去すること。

改定箇所

第７部 7.1.1 端末

分散していた機関等が支給する端末（要管理対策区域外で使用する場合に
限る）及び機関等支給以外の端末に関する規定の集約。

統一基準

ガイドライン
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●遵守事項7.1.1(5)(f)「安全管理措置の実施状況を管理」について
機関等支給以外の端末を職員等が利用するに当たって、申請時に安全管理措置の
実施状況について端末を目視確認する方法や、定期的な実施状況の確認を管理者
にて行うことをあらかじめ定めておく方法等、安全管理措置の確実な実施に資する実効
性のある取組が必要である。

●遵守事項7.1.1(4)(b)「安全管理措置の実施状況を管理」について
機関等支給以外の端末を職員等が利用するに当たって、申請時に安全管理措置の
実施状況について端末を目視確認する方法や、定期的な実施状況の確認を管理者
にて行うことをあらかじめ定めておく方法等が考えられる。管理工数の増加が懸念される
場合は、サンプリングによる確認や定期的な注意喚起を利用者に行うなどの方法で管
理作業の効率化を図ることも考えられる。

改定箇所

第７部 （解説）遵守事項7.1.1(5)(f)

機関等支給以外の端末を職員等が利用するに当たっての安全管理措置の実施
状況の確認について解説を整備

• 機関等支給以外の端末を職員等が利用するに当たっての安全管理措置の実施状況の確認方法に
ついて、安全管理措置の確実な実施に資する実効性のある取組が必要である趣旨の解説を整備。

ポイント

ガイドライン
解説
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7.1.2(1) サーバ装置の導入時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、要保護情報を取り扱うサーバ装置について、
サーバ装置の盗難、不正な持ち出し、不正な操作、表示用デバイスの盗み見等の物
理的な脅威から保護するための対策を講ずること。

●遵守事項7.1.2(1)(a)「対策を講ずること」について
外部サービスを利用する場合は、同等の対策が実施されることを確認する。

7.1.2(1) サーバ装置の導入時の対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、要保護情報を取り扱うサーバ装置について、
サーバ装置の盗難、不正な持ち出し、不正な操作、表示用デバイスの盗み見等の物
理的な脅威から保護するための対策を講ずること。

規定なし

改定箇所

第７部 （解説）遵守事項7.1.2(1)(a)

外部サービスにおけるサーバ装置を利用する際の対策について解説を追加

• 外部サービスを利用したサーバ装置について、物理的な脅威から保護するための対策を自らが講ずるこ
とは難しいことから、外部サービス提供者において同等の対策が実施されていることを確認する必要が
ある。

ポイント

ガイドライン
解説
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7.3.1(4)-1 情報システムセキュリティ責任者は、無線LAN技術を利用して機関等内通信回線を
構築する場合は、通信回線の構築時共通の対策に加えて、以下の対策を講ずること。
a) 無線LAN通信の暗号化
b) IEEE 802.1Xによる無線LANへのアクセス主体の認証
c) 無線LAN回線利用申請手続の整備
d) 無線LAN機器の管理手順の整備
e) 無線LANと接続する情報システムにおいて不正プログラム感染を認知した場合の対処手順の
整備

f) 来訪者等に提供する無線LANによるインターネット接続回線と業務で使用する機関等LANの
分離

●基本対策事項7.3.1(4)-1 b)「IEEE 802.1Xによる無線LANへのアクセス主体の認証」に
ついて
IEEE 802.1X認証で用いられるEAPの規格について、脆弱性が指摘されているものもあるため、利
用する規格についてセキュリティ上問題が無いか確認すること。
また、偽のアクセスポイントを利用した攻撃等へ対抗するためにも相互認証に対応した規格を利用する
こと。また、認証に用いる識別符号（識別コード及びパスワード、電子証明書等）の安全な配布方
法と運用手順についても整備すること。

●基本対策事項7.3.1(4)-1 f)「来訪者等に提供する無線LANによるインターネット接続回線」
について
来訪者等に向けた無線LANによるインターネット接続回線を提供する際には政府機関から公表して
いる以下の研究会報告書等を参考にするとよい。

7.3.1(5)-1 情報システムセキュリティ責任者は、無線LAN技術を利用して機関等内通信回線を
構築する場合は、通信回線の構築時共通の対策に加えて、以下を例とする対策を講ずること。
a) SSIDの隠ぺい
b) 無線LAN通信の暗号化
c) MACアドレスフィルタリングによる端末の識別
d) 802.1Xによる無線LANへのアクセス主体の認証
e) 無線LAN回線利用申請手続の整備
f) 無線LAN機器の管理手順の整備
g) 無線LANと接続する情報システムにおいて不正プログラム感染を認知した場合の対処手順の

整備

改定箇所

第７部 基本対策事項7.3.1(4)-1

無線LAN技術を利用して機関等内通信回線を導入する際の対策を強化

• 機関等内通信回線において無線LAN技術を導入する際の対策強化のため、基本対策事項
7.3.1(4)-1 a) ～ f) の規定については、例示ではなく対策を講ずることを求める規定に整備

ポイント

統一基準

ガイドライン
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改定のポイント

8.1 情報システムの利用
8.1.1 情報システムの利用
(1) 情報システムの利用に係る規定の整備
(2) 情報システム利用者の規定の遵守を支援するための対策
(3) 情報システムの利用時の基本的対策
(4) 電子メール・ウェブの利用時の対策
(5) 識別コード・主体認証情報の取扱い
(6) 暗号・電子署名の利用時の対策
(7) 不正プログラム感染防止
(8) Web会議サービスの利用時の対策

8.1.2 ソーシャルメディアサービスによる情報発信
(1) ソーシャルメディアサービスによる情報発信時の対策

8.1.3 テレワーク
(1) 実施規定の整備
(2) 実施環境における対策
(3) 実施時における対策

第８部 情報システムの利用



Copyright (c) 2021 National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC). All Rights Reserved. 56

令和3年度版 平成30年度版
8.1.1(1)-1 統括情報セキュリティ責任者は、機関等の情報システムの利用のうち、情報セキュリティ
に関する規定として、以下を例とする実施手順を定めること。

～ 略 ～
h) Web会議サービス利用時の手順

8.1.1(8) Web会議サービスの利用時の対策
(a) 職員等は、機関等の定める利用手順に従い、Web会議の参加者や取り扱う情報に応じた情
報セキュリティ対策を実施すること。

(b) 職員等は、Web会議を主催する場合、会議に無関係の者が参加できないよう対策を講ずるこ
と。

＜8.1.1(8)(a)関連＞
8.1.1(8)-1 職員等は、Web会議サービスの利用に当たり、以下の情報セキュリティ対策を実施す
ること。
a) 原則として、機関等が支給する端末を利用すること。
b) 原則として、機関等が利用を許可したWeb会議サービスを利用すること。
c) 利用するWeb会議サービスのソフトウェアが、最新の状態であることを確認すること。
d) 要機密情報を取り扱う場合は、可能な限りエンドツーエンド（E2E）の暗号化を行うこと。
e) 要機密情報を取り扱う場合は、Web会議サービスの議事録作成機能、自動翻訳機能及び
録画機能等、E2Eの暗号化を利用できなくなる機能を可能な限り使用しないこと。

＜8.1.1(8)(b)関連＞
8.1.1(8)-2 職員等は、会議に無関係な者を会議に参加させないために、以下を例とする対策を行
うこと。
a) 会議室にアクセスするためのパスワード等をかける。
b) 会議の参加者に会議室にアクセスするためのパスワード等を通知する際は、第三者に知られな
いよう安全な方法で通知する。

c) 待機室を設けて参加者と確認できた者だけを会議室に入室させる。
d) なりすましや入れ替わりが疑われるなどの不審な参加者を会議室から退室させる。

8.1.1(1)-1 統括情報セキュリティ責任者は、機関等の情報システムの利用のうち、情報セキュリティ
に関する規定として、以下を例とする実施手順を定めること。

～ 略 ～
規定なし

改定箇所

第８部 遵守事項8.1.1(8)

Web会議サービスの利用拡大を踏まえた規定の追加

• Web会議サービスの利用に当たり、要機密
情報を取り扱う場合は、可能な限りエンドツ
ーエンド（E2E）の暗号化を行い、当該機
能が利用できなくなる機能は使用しない等の
情報セキュリティ対策を実施すること。

• Web会議を主催する場合、会議に無関係
の者が参加できないよう、アクセスするための
パスワードをかける、待機室を設ける、不審な
参加者を退室させる等の対策を講じること。

ポイント

統一基準

ガイドライン
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8.1.3(1) 実施規定の整備
(a) 統括情報セキュリティ責任者は、テレワーク実施時の情報セキュリティ対策に係る規
定を整備すること。なお、原則としてテレワークは機関等が支給する端末で行うよう定める
こと。

8.1.3(2) 実施環境における対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、テレワークの実施により機関等外通信回線を経
由して機関等の情報システムへリモートアクセスする形態となる情報システムを構築する
場合は、通信経路及びリモートアクセス特有の攻撃に対するセキュリティを確保すること。

(b) 情報システムセキュリティ責任者は、リモートアクセスに対し多要素主体認証を行うこ
と。

(c) 情報システムセキュリティ責任者は、リモートアクセスする端末を許可された端末に限
定する措置を講じること。

(d) 情報システムセキュリティ責任者は、リモートアクセスする端末を最新の脆弱性対策や
不正プログラム対策が施されている端末に限定すること。

8.1.3(3) 実施時における対策
(a) 情報システムセキュリティ責任者は、テレワーク実施前及び実施後に職員等がチェック
するべき項目を定め、職員等に当該チェックを実施させること。

(b) 職員等は、画面ののぞき見や盗聴を防止できるようテレワークの実施場所を選定す
ること。また、自宅以外でテレワークを実施する場合には、離席時の盗難に注意すること。

(c) 職員等は、原則として情報セキュリティ対策の状況が定かではない又は不十分な機
関等外通信回線を利用してテレワークを行わないこと。

規定なし

改定箇所

第8部 8.1.3 テレワーク

テレワークの利用拡大を踏まえた規定の追加

• テレワーク実施時の情報セキュリティ対策に係
る規定を整備する際は、既に機関等において
整備されている規定に不足があった場合、新
たに規定を整備すること。

• リモートアクセスにおけるアクセスポイントは、イ
ンターネットとの接点になり、外部からの攻撃
にさらされる可能性が高いため、リモートアクセ
ス特有の攻撃に対するセキュリティの確保が
重要である。

ポイント

統一基準

ガイドライン
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改定のポイント

・ 統一基準群及び関連文書の文書名について変更
・ IPA「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」の活用

その他
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令和3年度版 平成30年度版
● 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群

● 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一規範

● 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準

● 政府機関等のサイバーセキュリティ対策の運用等に関する指針

● サイバーセキュリティ小冊子

● 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群

● 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一規範

● 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準

● 政府機関等の情報セキュリティ対策の運用等に関する指針

● 情報セキュリティ小冊子

改定箇所

その他

文書名
変更 統一基準群及び関連文書の文書名について変更

• 文書の名称で用いられている「情報セキュリティ」を「サイバーセキュリティ」とする。
• これは文書名の変更のみであり、統一基準群の対象や、その他内容面での変更は伴わない。

ポイント
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令和3年度版 平成30年度版
●遵守事項2.2.4(2)(j)「対処全般に関する指示、勧告又は助言」について
機関等における情報セキュリティインシデント発生時の対処として、以下のプロセスが想定される。CSIRTには、これらの対処が迅速かつ的確に行われる
ように、対処状況を把握し、必要に応じて指示、勧告又は助言を行うことが求められる。
～ 略 ～
なお、上記インシデントレスポンスにおいては、一部業務を外部事業者に請け負わせることも考えられる。このとき、当該業務を外部事業者に請け負わせ
ることは、業務委託に該当することから、関連する規定にも留意する必要がある。また、外部事業者の選定に際しては、事業者における一定の技術要件
及び品質管理要件を確保する観点から、経済産業省が定める「情報セキュリティサービス基準」及び当該基準を満たすと認められた企業を掲載した「情
報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」（うちデジタルフォレンジックサービスに係る部分）を活用することが考えられる。

参考：経済産業省「情報セキュリティサービス基準」
（https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/shinsatouroku/zyouhoukizyun.pdf）
参考：独立行政法人情報処理推進機構（IPA）「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」
（https://www.ipa.go.jp/security/it-service/service_list.html）

●基本対策事項2.3.2(1)-2「機関等外の者に監査の一部を請け負わせる」について
情報セキュリティ監査責任者は、監査を実施するに当たり、機関等内に情報セキュリティ監査実施者が不足している場合又は監査遂行能力が不足し
ている場合には、監査業務（内部監査）を外部事業者に請け負わせることを検討すべきである。その委託先の選定に当たっては、被監査部門との独立
性を有し、かつ監査遂行能力がある者を選択できるよう配慮することが重要である。また、監査業務を外部事業者に請け負わせることは、業務委託に該
当することから、関連する規定にも留意する必要がある。また、情報セキュリティ監査人資格者の業務への関与等を考慮することが望ましい。加えて、経済
産業省が定める「情報セキュリティサービス基準」及び当該基準を満たすと認められた企業を記載した「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」
（うちセキュリティ監査サービスに係る部分）を活用することも考えられる。

●基本対策事項5.2.1(4)-1 b)「監視手順」について
情報システムのセキュリティ監視を行う体制を特別に設けずに、情報システムの運用を行う体制にてセキュリティ監視を行うことも考えられる。
監視によりプライバシーを侵害する可能性がある場合は、対象となる関係者への説明等の手順についても機関等として定めておくこと。
なお、セキュリティ監視を実施するに当たり、セキュリティ監視業務を外部事業者に請け負わせることも考えられる。このとき、当該業務を外部事業者に請
け負わせることは、業務委託に該当することから、関連する規定にも留意する必要がある。また、外部事業者の選定に際しては、事業者における一定の
技術要件及び品質管理要件を確保する観点から、経済産業省が定める「情報セキュリティサービス基準」及び当該基準を満たすと認められた企業を掲
載した「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」（うちセキュリティ監視・運用サービスに係る部分）を活用することが考えられる。

●基本対策事項6.2.1(1)-3 b)「脆弱性診断」について
OSや各種サーバ、ファイアウォール等の通信回線装置等における脆弱性対策の状況を効率的に確認する方法として、専用ツールを用いて機関等自ら
が脆弱性診断を行ったり、事業者が提供するサービス等を利用して脆弱性診断を行うことが挙げられる。脆弱性診断には、ソースコード診断、プラット
フォーム診断、ウェブアプリケーション診断等の種類があり、ソフトウェアの種類によって利用する脆弱性診断を使い分ける必要がある。
～ 略 ～
なお、事業者が提供するサービス等を利用して脆弱性診断を行う場合には、事業者における一定の技術要件及び品質管理要件を確保する観点から、
経済産業省が定める「情報セキュリティサービス基準」及び当該基準を満たすと認められた企業を掲載した「情報セキュリティサービス基準適合サービスリス
ト」（うち脆弱性診断サービスに係る部分）を活用することが考えられる。

●遵守事項2.2.4(2)(j)「対処全般に関する指示、勧告又は助言」について
機関等における情報セキュリティインシデント発生時の対処として、以下のプロセスが想定される。CSIRTには、これらの対処が迅速かつ的確に行われる
ように、対処状況を把握し、必要に応じて指示、勧告又は助言を行うことが求められる。
～ 略 ～

●基本対策事項2.3.2(1)-2「機関等外の者に監査の一部を請け負わせる」について
情報セキュリティ監査責任者は、監査を実施するに当たり、機関等内に情報セキュリティ監査実施者が不足している場合又は監査遂行能力が不足し
ている場合には、監査業務（内部監査）を外部事業者に請け負わせることを検討すべきである。その委託先の選定に当たっては、被監査部門との独立
性を有し、かつ監査遂行能力がある者を選択できるよう配慮することが重要である。また、監査業務を外部事業者に請け負わせることは、外部委託に該
当することから、関連する規定にも留意する必要がある。また、情報セキュリティ監査人資格者の業務への関与等を考慮することが望ましい。加えて、経済
産業省が定める「情報セキュリティサービス基準」及び当該基準を満たすと認められた企業を記載した「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」
（うちセキュリティ監査サービスに係る部分）を活用するほか、経済産業省が定める「情報セキュリティ監査企業台帳に関する規則」に基づき作成される
情報セキュリティ監査企業台帳を参照することも考えられる。
参考：経済産業省「情報セキュリティサービス基準」
（http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/shinsatouroku/zyouhoukizyun.pdf）
参考：独立行政法人情報処理推進機構（IPA）「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」
（https://www.ipa.go.jp/security/it-service/service_list.html）
参考：経済産業省「情報セキュリティ監査企業台帳に関する規則」
（http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/is-kansa/audit_is_rule.pdf）
上記のウェブサイトのアドレスは、平成30年６月１日時点のものであり、今後、廃止又は変更される可能性があるため、最新のアドレスを確認した上で
利用すること。

●基本対策事項5.2.1(4)-1 b)「監視手順」について
情報システムのセキュリティ監視を行う体制を特別に設けずに、情報システムの運用を行う体制にてセキュリティ監視を行うことも考えられる。
監視によりプライバシーを侵害する可能性がある場合は、対象となる関係者への説明等の手順についても機関等として定めておくこと。

●基本対策事項6.2.1(1)-3 b)「脆弱性診断」について
OSや各種サーバ、ファイアウォール等の通信回線装置等における脆弱性対策の状況を効率的に確認する方法として、専用ツールを用いて機関等自ら
が脆弱性診断を行ったり、事業者が提供するサービス等を利用して脆弱性診断を行うことが挙げられる。脆弱性診断には、ソースコード診断、プラット
フォーム診断、ウェブアプリケーション診断等の種類があり、ソフトウェアの種類によって利用する脆弱性診断を使い分ける必要がある。
～ 略 ～

改定箇所

その他

デジタルフォレンジックサービス、セキュリティ監視・運用サービス及び脆弱性診断サ
ービスへのIPA「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」の活用

ガイドライン
解説
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