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1. 背景・目的 

1.1 背景 

グローバルな競争が進む中で、技術等の情報の適切な管理は、企業間での技術等の情報

の共有の円滑化やイノベーションの促進の観点等から重要となっている。産業界における

オープンイノベーション等の他者との連携を深める動きを促していくためには、適切な技

術等の情報の管理に係る認証制度（産業競争力強化法に基づく技術等情報管理認証制度。

以下「認証制度」という。）の普及を進めていくことが不可欠である。 

1.2 目的 

本事業では、技術等の情報の適切な管理に取り組めていない中小企業等の事業者等を支

援し、中小企業等も含めた我が国産業界全体における技術等の情報の適切な管理を促進す

るため、認証制度を広めていくことを目的とする。 

1.3 調査概要 

適切な管理をすべき技術等の情報の漏えい防止措置（以下「漏えい防止措置」という。）

に係る具体的なアドバイスや漏えい防止措置の内部監査等を希望する事業者等（以下「依頼

者」という。）に対して、認証制度を広め、中小企業等における技術等の情報の適切な管理

を促進するため、専門家を派遣した。具体的には、以下について実施した。 

1.3.1 専門家派遣の実施 

専門家派遣については以下３つの具体的なニーズに、それぞれ対応して実施した。 
① 適切な管理をすべき技術等の情報の特定やその漏えい防止措置に係るアドバイス 

 適切な管理をすべき技術等の情報の特定や、国が示す基準（「技術及びこれに関す

る研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するため

に必要な措置に関する基準」。以下「認証基準」という。）に沿った具体的な漏えい

防止措置の実施方法が課題となっている事業者に対して、具体的な対応方法や漏えい

防止措置等について提案・アドバイスを実施。 
 

② 実施している漏えい防止措置に係る内部監査 
事業者が実施している認証基準に沿った漏えい防止措置について、その漏えい防止

措置が適切に行われているかについての認証手法（「技術等情報漏えい防止措置認証

業務の実施の方法」）に沿った内部監査を実施。 
 

③ 業界等における漏えい防止措置のモデル構築支援に係るアドバイス 
認証基準に沿った漏えい防止措置の標準的なモデルの構築を検討する団体に対し

て、その標準的なモデルの検討等において参考となる情報の提供や具体的な対策の提

案・アドバイス等を実施。 
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1.3.2 専門家の派遣やその管理 

派遣する専門家については、1.3.1 ①～③を実施できる人材として、情報セキュリティ及

び監査についての知見をする者を、本事業を実施できる人数確保した。 
派遣する専門家については、認証基準の理解等のため、派遣前に候補となる専門家に対し

て受託者が研修受講の機会を設けた。 
派遣した専門家のリストを作成した。その際、1.3.1 ①～③のどれを実施した人材なのか

わかるようにした。 

1.3.3 専門家の派遣やその管理 

依頼者からの申請について、事業開始当初は、1.3.1 ①②に関しては、認定技術等情報漏

えい防止措置認証機関を通じた申請、1.3.1 ③を作成する予定の（又は作成した）団体を通

じた申請のみ受け付けた。その後、2019 年 11 月 14 日より、受付窓口を拡大し、申請を受

け付けた。 
依頼者の依頼内容や意向を踏まえ、適切な専門家を派遣した。派遣した専門家には、実施

した業務の報告書を作成いただき、依頼者には、派遣内容に関するアンケートを実施した。 

1.4 検討会の設置について 

依頼者の依頼内容やそれに対する専門家の対応内容等から、本事業の手法等について課

題を洗い出し、改善の方向性について取りまとめた。 

1.4.1 設置目的 

グローバルな競争が進む中で、技術等の情報の適切な管理は、企業間での技術等の情報の

共有の円滑化やイノベーションの促進の観点等から重要となっている。産業界におけるオ

ープンイノベーション等の他者との連携を深める動きを促していくためには、適切な技術

等の情報の管理に係る認証制度（産業競争力強化法に基づく技術等情報管理認証制度。以下

「技術等情報管理認証制度」という。）の普及を進めていくことが不可欠である。 
この普及を進めていくため、技術等の情報の適切な管理に取り組めていない中小企業等

の事業者等への支援として、適切な管理をすべき技術等の情報の漏えい防止措置（以下「漏

えい防止措置」という。）に係る具体的なアドバイスを求める事業者や漏えい防止措置の内

部監査等を希望する事業者等（以下「依頼者」という。）に対して、専門家を派遣する事業

を実施することとしているところ、本事業を適切に実施していくためには、産業界、有識者、

関係機関からの意見を踏まえて進める必要がある。 
そこで、技術等情報管理認証制度の普及に向けた課題の洗い出しや改善の方向性につい

て取りまとめるために、産業界、有識者、関係機関等を委員として意見を聴く場として「技

術等情報管理認証制度に係る検討会」を設置する。 

1.4.2 設置期間 

2019 年 7 月 22 日～2020 年 3 月 27 日 
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1.4.3 委員 

座長 田中 芳夫 東京理科大学大学院経営学研究科技術経営専攻 教授 
委員 青景 史明 東京海上日動火災保険株式会社 公務開発部 課長 

及川 勝  全国中小企業団体中央会 事務局長/総務企画部長/人材育成部長 
小川 隆一 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 

   セキュリティ対策推進部 セキュリティ分析グループリーダー 
土井 和雄 全国商工会連合会 政策推進部 事業環境課 課長 
中島 康明 独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営支援部 部長 

 永宮 直史 特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会 事務局長 
星 昌宏  一般社団法人情報マネジメントシステム認定センター 理事 
松下 正夫 特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 

研修制度デザイン部 参与 
 山内 清行 日本商工会議所 産業政策第一部 部長 

米岡 優子 公益財団法人日本適合性認定協会 専務理事/事務局長 
（2020/3/27 時点、委員五十音順、敬称略） 

1.4.4 開催概要 

(1) 第 1 回 

日時 2019 年 7 月 22 日（月）17:30 - 18:30 
場所 株式会社三菱総合研究所 4 階大会議室 D 
議題 (1) 開会 

(2) 経済産業省 挨拶 
(3) 検討会の趣旨について 
(4) 検討会の取り扱いについて 
(5) 委員の挨拶 
(6) 委員長の互選 
(7) 産業競争力強化法に基づく技術等情報管理認証制度に係る指導支援 

等の専門家派遣事業について 
(8) 検討会の進め方について 
(9) 今後のスケジュールについて 

(2) 第 2 回 

日時 2019 年 9 月 12 日（木）～ 2019 年 9 月 19 日（木） 
場所 書面開催 
議題 (1) 専門家派遣の拡大に向けて 

(3) 第 3 回 

日時 2020 年 3 月 19 日（木）～ 2020 年 3 月 25 日（水） 



 

8 
 

場所 書面開催 
議題 (1) 産業競争力強化法に基づく技術等情報管理認証制度に係る指導支援等

の専門家派遣事業報告（案）の確認と意見について 

(4) 第 4 回 

日時 2020 年 3 月 26 日（木） 
場所 書面開催 
議題 (1) 産業競争力強化法に基づく技術等情報管理認証制度に係る指導支援等

の専門家派遣事業報告書について 
 

1.5 ワーキンググループの設置について 

専門家派遣事業では、内部監査支援の専門家の派遣も行われることとなっているところ、

内部監査の妥当性を評価する認証機関との間や派遣先の事業者等との間での共通理解を図

ることが不可欠であることから、専門家派遣事業の実績や認証機関における認証の実績等

を踏まえつつ、必要な検討を行うとともに、共通理解を図っていくために必要な方策につい

ての検討を行った。 

1.5.1 設置期間 

2020 年 3 月 19 日～2020 年 3 月 27 日 

1.5.2 委員 

座長 田中 芳夫 東京理科大学大学院経営学研究科技術経営専攻 教授 
委員 小橋 弘政 日本検査キューエイ株式会社 取締役 

高村 博紀 一般財団法人日本品質保証機構 認証制度開発普及室 主幹 
中里 栄  一般社団法人日本金型工業会 専務理事 
 永宮 直史 特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会 事務局長 
 羽田野 尚登 株式会社日本環境認証機構 IS ビジネスユニット審査グループ長 
 松下 正夫 特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 

研修制度デザイン部 参与 
 

（2020/3/27 時点、委員五十音順、敬称略） 

1.5.3 開催概要 

(1) 第 3 回 

日時 2020 年 3 月 19 日（木）～ 2020 年 3 月 25 日（水） 
場所 書面開催 
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議題 (2) 産業競争力強化法に基づく技術等情報管理認証制度に係る指導支援等

の専門家派遣事業報告（案）の確認と意見について 

(2) 第 4 回 

日時 2020 年 3 月 26 日（木）～ 2020 年 3 月 27 日（金） 
場所 書面開催 
議題 (1) 産業競争力強化法に基づく技術等情報管理認証制度に係る指導支援等

の専門家派遣事業報告書について 
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2. 専門家派遣の実施結果 

2.1 派遣募集 

2019 年 6 月 25 日より、ホームページにおいて事業者向け・団体向けとも、第一期の専門

家派遣の募集を開始した。 
事業者向けにおいては、2019 年 9 月時点で受領可能な申し込みがなかったことから、認

証機関及びモデル作成（予定）団体以外の組織においても、申請受付の役割を担えるよう事

業スキームを見直し、2019 年 11 月 14 日より第二期の募集を開始し、2020 年 1 月 31 日ま

でで一旦募集を締め切ったが、2020 年 2 月１日から 3 月 14 日の間で改めて追加の募集を行

った。 
 

 
図 2-1 専門家派遣事業の案内（事業者向け・第二期） 
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図 2-2 専門家派遣事業の案内（団体向け） 
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専門家派遣は以下のスキームで実施した。 
 

 
図 2-3 専門家派遣スキーム（2020 年 3 月 14 日時点） 

 
 
専門家派遣にあたり、中小企業・製造業の情報管理や IT 活用に通じており、情報セキュ

リティ監査の知見を有する専門家を抱える IT コーディネータ協会及び一般社団法人情報セ

キュリティ関西研究所と連携し、円滑な派遣体制を構築した。 
事業者向けの全ての派遣については、両組織を通じて行った。専門家の秘密保持について

は、連携した 2 組織と専門家の間の守秘義務、及び連携した 2 つの各組織と委託機関（株式

会社三菱総合研究所）との守秘義務において確保した。 
 

2.2 団体向け説明会の実施 

以下日程において、業界モデル構築を行う団体を募集するための説明会を 4 回実施した。

業界団体と団体所属企業、大手企業（防衛産業）等、各回 20～25 名程度の参加があった。 

(1) 団体向け説明会 

日時 2019 年 7 月 9 日（火）13:00 - 14:00 
2019 年 7 月 10 日（水）10:00 - 11:00  
2019 年 7 月 10 日（水）13:00 - 14:00 
2019 年 7 月 11 日（木）10:00 - 11:00 

場所 株式会社三菱総合研究所 4 階 会議室 
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議題 (1) 開会 
(2) 技術等情報管理認証制度について 
(3) 専門家派遣事業について 
(4) 先進モデル事例について 
(5)  閉会 
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2.3 専門家向け研修会の実施 

本事業において派遣する専門家として本認証制度及び情報管理について十分な知識を得

ていただくために、専門家向けの研修会を実施した。派遣候補となる専門家は、各組織にお

いて相応の資格や実績のある方を選定いただいた。派遣候補となる専門家に対して、技術等

情報管理認証制度、及び今年度の専門家派遣事業に関する理解と、認証基準の考え方につい

て学んでいただいた。 

(1) 東京（IT コーディネータ協会） 

日時 2019 年 9 月 3 日（火）13:00 - 17:00 
場所 TKP 新橋汐留ビジネスセンター カンファレンスルーム 301 
議題 (1) 技術等情報管理認証制度、専門家派遣制度 

（株式会社三菱総合研究所） 
(2) 技術等情報管理認証制度 基準等 

（日本検査キューエイ株式会社 取締役 小橋 弘政 氏） 
 (3) 質疑応答 

(4) 今後の手続等 
参加者 19 名 

(2) 大阪（一般社団法人情報セキュリティ関西研究所） 

日時 2019 年 9 月 27 日（金）13:30 - 17:00 
場所 東芝大阪ビル地下３F 会議室 
議題 (1) 技術等情報管理認証制度、専門家派遣制度 

（株式会社三菱総合研究所） 
(2) 技術等情報管理認証制度 基準等 

（情報システム監査株式会社 監査・コンサルティング部 
 小河 裕一 氏） 

(3) 質疑応答 
(4) 今後の手続等 

参加者 6 名 
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2.4 その他 

その他、本認証制度を普及するための展示会及び説明会に専門家派遣を行い、制度の概要

及び専門家派遣事業について説明を行った。 

(1) INCHEM 

日時 2019 年 11 月 20 日（水）～2019 年 11 月 22 日（金） 10:00 - 17:30 
場所 幕張メッセ国際展示場 
対応数 40～50 名程度 
 

(2) 説明会 

日時 2020 年 1 月 9 日（火）15:25 – 16:15 
場所 日本教育会館 
参加者 8 名（他、ライブ配信での参加者 80 名） 
 
日時 2020 年 2 月 4 日（水）15:30 – 16:30 
場所 川崎市産業振興会館 
参加者 20 名弱 
 

2.5 派遣結果 

専門家派遣事業の派遣実績は以下の通りであった。 

表 2-1 派遣実績 

 
 
 

  

分類 No. 派遣先（業種） 従業員数（概数） エリア 派遣日
企業派遣 1 トータルエンジニアリングサービス 約1,000名 広島県 12月19日

2 ホテル業 約60名 大阪府 1月20日
3 製造業 約80名 大阪府 2月14日
4 鉄鋼業 約1,100名 神奈川県 2月14日
5 書籍製本業 約90名 大阪府 2月21日
6 製造業 約30名 静岡県 3月5日

7 製造業 約300名 東京都 2月27日
3月12日

団体派遣 1 日本印刷産業機械工業会 － － 11月27日
3月26日

説明会 1 日本教育会館 － － 1月9日
2 川崎市産業振興会館 － － 2月4日

展示会 1 INCHEM － － 11月20日-22日
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(1) 事業者向け専門家派遣 

事業者向け専門家派遣により、専門家から得られた事業者における成果と今後の技術等

情報管理・認証取得に向けた見通し、困難だった点は以下の通り。 
 

表 2-2 専門家派遣による成果と今後の見通し 

  

 
 
 

No. 派遣先
（業種）

従業員数
（概数） 成果 今後の見通し 困難だった点

1
トータルエンジ
ニア
リングサービス

約1,000名

 今回の認証制度が、会社の存続という
視点を重視した、より実践的(実戦的)な
管理策を検討していくことに特徴があること
は、理解いただけたと思う。
システム管理課の方々も、これまで入り込
めていなかった各事業本部の情報管理の
現状把握に、今回の訪問を活用して進め
ていたようにも感じた。その点からも今後全
社共通の管理施策と管理レベルを考えて
いくうえでの検討ポイント整理には有用だっ
たと思う。

全社レベルでの認証については、共通
の情報管理施策と対策レベルの足並
みを揃える必要があることから、実際
の認証に至るまでは、一定の期間を
要すると思われる。

全体スケジュールとしては、
事前に作成した時間割り通
りに進行できたが、個々の項
目では時間切れで省略や、
突っ込んだ質疑に至らなかっ
た点もあった。

2 ホテル業 約60名
重要情報の管理上の課題が明確となっ
た。今後の情報管理強化の効果的な取
り組みのポイントが明確になった。

企業側で、体制の構築、重要情報
管理規程の制定等、情報管理の強
化に向けた対策を実施する方向。
認証取得については、今後の検討課
題とする。

今回の調査に積極的に協
力していただき、事業成長の
一助とすべく力強さを感じ
た。
特に困った点はなかった。

3 製造業 約80名
企業の対応が熱心かつ協力的であり、今
後の技術情報漏えい防止の取組みが期
待される

情報に対する脅威の理解が進み、体
制構築や社内規程等の整備など基
礎的な情報管理力をつけることが重
要であり、この課題が解決すれば認
証取得も考えられる。

企業の対応が熱心かつ協力
的であり、今後の技術情報
漏えい防止の取組みが期待
される。

4 鉄鋼業 約1,100名

工場における持ち出しに対する対策は、
証跡を残す点を除いて、ほぼ認証取得で
きると思われるレベルにあることが確認でき
た。本社、支店については、支援先で
元々認識していた従業者の意識の向上、
基準・手順の遵守が課題であることを確
認できた。

規程どおり実施されていることを確認
できる証跡を残す手順を整備する必
要がある。ただし、現場の負荷を考慮
する必要があり、整備には相応の時
間が必要である。

特になし

5 書籍製本業 約90名

情報管理に関する意識がより高まった。
個人情報については、Pマークを取得し情
報セキュリティも一定のレベルにあるが、技
術情報等の管理対象情報に対する認識
に課題が見つかった。今後、どのようなこと
に注力すれば良いか、その方向性が明確
になった。

最初に、製造装置関連技術情報等
に対して、管理対象情報の認識を持
つこと。その後、認証取得の必要性を
検討する。

非常に協力的であり、問題
はなかった。

6 製造業 約30名

従業員に向けた講習会で、技術情報管
理の重要性を認識していただけた。最近
は海外の会社との取引で技術情報管理
の状況なども契約条件に上がるなど、必
要性を感じているとの話もあった。

中期計画で技術情報管理を挙げて
おり、今後２～３年で認証取得も含
めた推進を行うとの事であった。

今回の講義をきっかけに、ま
ず従業員の意識ができたの
で、今後は情報管理と業務
効率のバランスを考えながら
管理を充実させていきたい、
とのこと。

7 製造業 約300名
今後、何をどのように進めていったらよいか
について、具体的に把握していただくことが
できた。

アドバイスを元に重要情報を特定し、
管理策と管理体制を構築する。
上記が実現できた段階で、認証を取
得される予定。

認証審査がどのようなものか
を尋ねられたが、具体的な
審査内容等については直接
審査機関に尋ねていただい
た。
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 派遣を受けた事業者から得られた主な意見は以下の通り。 
 ＜良かった点＞ 

 今後の情報管理の体制作りの良いきっかけになった。 
 情報管理について、気づかなかった点、認識していなかった点が明確になった。 
 情報管理を強化するきっかけとなった。 
 業務の実態に基づいたアドバイスを頂き、実行に移せる内容のものが多くあった。 
 実態の調査に 1 日、講評とアドバイスを頂くのに半日とか 1 日とか、日数をかけて

やるのもよい。 
 情報管理レベルの設定についての具体的なアドバイス、認証基準の解釈が参考に

なった。 
 

＜改善点＞ 
 認証取得に向けて踏み込んだアドバイスが欲しかった。 
 
＜情報管理を進めるにあたっての望ましい資料・サポート等＞ 
 重要情報の洗い出しや管理の進め方のケーススタディがあるとよい。 
 ユーザー同士の意見交換の場があってもよい。 
 認証制度の認知度を向上させるための分かりやすい資料があればよい。他の機関

の認証制度との連携や認証を取得することによるメリット（優遇制度等）が充実す

るとありがたい。 
 認証制度の基準が防衛関連をもとに作成されていることから、選択式とはいえ「重

たい」印象が拭えない。ハードルを下げる工夫をしないと、取得しようとする企業

は増えないのでは。 
 

(2) 団体向け専門家派遣 

団体向け専門家派遣では、一般社団協会日本印刷産業機械工業会に対して、業界モデル構

築の支援を実施した。 
 昨年度、先進モデル事例として、一般社団法人日本金型工業会において策定した以下 2 点

をベースとし、工業会の会員企業 5 社からの意見を踏まえて、以下の 2 点を作成した。 
 
・ 印刷産業機械業界で活用可能な「情報管理規程」の雛形文書 

 業界として標準的に守るべき情報を特定し、実施すべき対策事項を情報管理規程と

して記述したもの 
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドラ

イン」情報セキュリティポリシーサンプル等を活用し、チェックシートで必要とした

項目と整合性を図って作成 
 

・ 印刷産業機械業界向けチェックシート 
 業界として守るべき情報を対象とした、告示基準のうち「必須項目」及び「選択項目

のうち必要なもの」を選択したもの 
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(3) INCHEM での専門家派遣 

2019 年 11 月 20 日(水)～22 日(金)の期間、幕張メッセ国際展示場にて開催された「INCHEM
東京 2019」の経済産業省ブース（輸出管理及び技術等情報管理）にて、展示資料や動画映

像に興味を持って足を止めた来訪者に対して、本事業に係る専門家が「技術等情報管理認証

制度」並びに制度普及に向けての「専門家派遣事業」の説明、紹介等の広報活動を行った。 
 
実施概要は以下の通り。 

・ ブースへの来訪者の多くが、輸出管理に関心を示して立ち止まってくれた方々であっ

たため、「技術等情報管理」と「輸出管理」の両方の説明チラシを手持ちし、相手の関

心事に応じて、チラシの配布・説明と質疑応答を行った。 
・ 配布したチラシは以下の 4 点。 

 「今知らないとヤバイ 3 つの技術情報管理」 
 「技術等情報管理認証制度 専門家派遣事業のご案内」 
 「社長! うちは輸出管理大丈夫ですか」 
 「輸出管理体制構築支援・専門家派遣」 

・ 技術等情報管理に興味・関心を示した来訪者に対し、専門家派遣事業の詳細説明と質疑

応答を行い、専門家派遣への申込みを勧誘した。 
 顧客など取引先の信頼を得るだけでなく、万一技術情報が漏えいしても、損害賠償

を得ることができる事前対策を講じることの必要性も説明した。 
 興味・関心を持つ方は多いが、質疑応答レベルにとどまり、専門家派遣申請の具体

的相談や、その場での申込みには至らなかった。 
 
参加者からの主な相談内容（質疑内容）は以下の通り。 

・技術等情報管理は何の役に立つのか。 
・専門家派遣の内容と回数について知りたい。 
・来年度でも派遣してもらえるか。 
・派遣される専門家は経済産業省の関係者か。 
・県で行っている中小企業向け専門家派遣制度と何が違うのか。 
・専門家は大阪にも派遣してもらえるのか。 
・セキュリティ対応の概略がわかるマニュアルや事例集はないのか。 
・ISMS と本認証制度との違いは何か。 

 
来訪者の対応としては以下を実施した。 

・ 事業の概要を説明してチラシを渡し、すぐに回答できる質問については、その場で回答

した。 
・ チラシを配布した方の中では「無料での専門家派遣」に興味を持ってくれた方が多くお

り、技術等情報管理については関心の高さは伺えた。 
・ 大手企業の来訪者も多かったため、サプライチェーンやグループ企業管理の視点から

の専門家派遣の活用を補足した。 
・ 金型、製造物＋システムなど、様々な組み合わせ（システム、金型、相手先国）により、

対応が異なると思われる来訪者に対しては、省庁の対応窓口まで確認してもらうよう
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に伝えた。 
 
来訪者で、技術等情報管理認証制度、専門家派遣制度をご存知の方はおらず、制度の認知

度はまだ低い状況であった。関連するセキュリティ関連の展示会など、別の目的の展示会へ

の出展であれば、興味を持って聞いてもらえる可能性はある。まずは制度の認知度を上げ、

制度の有効性を広く知ってもらう必要性はある。 
今回は、輸出管理と技術等情報管理についての説明を同じブースで実施したが、これらの

内容の親和性は高く、来訪者がいずれもの話に関心を持って聞いているケースもあった。 
一方、ISMS と比較された時に、本認証制度の優位性を感じていただくのは困難だった。

これは大手企業から求められている情報セキュリティ対策が ISMS になっていることに要

因があると考えられる。 
また、輸出管理が法律上「対応しないと輸出できない」と認識されていることに比較して、

技術等の情報管理は必要性がなかなか認識されないことも課題と考えられる。 
 

2.6 派遣結果まとめ 

専門家派遣を通じて得られた結果は以下の通り。 
 

・ 事業者向けの専門家派遣へのニーズは、情報管理に係るアドバイスに関するものが主 
今年度の専門家派遣対象事業者は、既に認証取得申込を行った事業者ではなく、認証

取得を将来的に検討している事業者や情報管理のレベルアップを目指す事業者であっ

た。そのため、専門家へのニーズは「適切な管理をすべき技術等の情報の特定やその漏

えい防止措置に係るアドバイス」が主であり、「実施している漏えい防止措置に係る内

部監査」を希望するケースはなかった。 
 

・ 多くの事業者において、管理対象となる情報の特定ができていない 
専門家派遣の申込事業者は情報管理に関する意識は高いものの、それでも管理対象と

なる情報の特定、機密レベルの考え方が整理されていない事業者がほとんどであった。

ある程度情報管理を行っている大企業であっても、管理対象情報の取り扱いに複数の

部署が関わることから、管理対象情報に対する認識や管理状況がまちまちである等、

全社統一された基準がないケースがあった。 
 

・ 認証取得までは一定程度の時間が必要 
専門家派遣を実施した事業者のうち、大企業では ISO 9001、ISO 14001 のマネジメント

取得企業であり、一定程度の情報管理は行っているものの、証跡を残す点や従業員の

意識付けが必要なケース、技術情報の特定と機密性のレベル分けについての統一基準

が必要なケース等があった。また、中小企業では、体制構築、管理措置の策定等、基礎

的な情報管理の仕組みを整えることが必要なことがほとんどであり、いずれの場合も、

認証取得までは一定程度の期間が必要であると考えられる。 
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3. 認証制度普及に向けた検討 

3.1 標準モデルの構築 

事業者の規模、業種等に応じた多種多様な守るべき技術等情報が存在する中で、専門家派

遣事業を通じて業界モデル構築を進めることは、本認証制度の普及に向けた一つの方策で

ある。一方、各業界において業界モデル構築を進めるにあたり、事業者の規模や守るべき情

報の価値等のファクターに応じた標準モデルを構築することで、効率的な業界モデルの構

築や活用に資すると考えられる。 
 
そこで以下の方針において、標準モデルの考え方を示した。 

(1) 既存の規格やガイド等で示される項目との対応付け 

情報管理を進める事業者が参照する既存の規格やガイド等、及び昨年度構築した業界標

準モデルを対象として、本認証制度で示される告示基準との対応付けを行った。 
 
対象とした既存の規格やガイド等については、本制度との考え方も異なり、また 1 つの要

件が範囲とする広さ・深さはそれぞれ異なることから、完全な対応付けは困難であったが、

一定程度の指針を示すものとして活用可能と考えられる。 
 

(2) 標準モデルの考え方 

標準モデルの考え方として、守るべき情報の価値や企業規模が同等の事業者が、参照可能

な項目（既存の規格やガイド等で示される項目との対応）とした。 
想定する事業者は以下の 2 つの軸で分類した。 

・守るべき情報の価値については、「高（情報が漏えいした場合、国家や人命に深刻な影

響を与える）」「中（情報が漏えいした場合、事業に深刻な影響を与える）」「低（情報が

漏えいした場合、事業に影響を与える）」に分類した。 
・規模については、「大規模」と「中小規模」に分類した。 
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わかりやすい表現とすることで、厳密な認証基準をそのまま示すものではなくなること

に留意は必要であるが、認証取得より前段階の情報管理を進めようとする事業者に対する

コンテンツとして活用可能とすることを優先した。なお、実際に認証取得を検討する場合は、

認証機関と相談しつつ、監査ガイドライン等のコンテンツを活用することで、認証基準を参

照することが可能である。 
 

(2) 必須項目シートの作成 

必須項目（11 項目）を抜き出し、ビジュアルにもわかりやすく、A4 サイズの 1 枚紙とし

て整理した。対応する告示基準の表現も簡略化し、excel 上ではチェック欄もプルダウンで

選べる形式とした。 
本認証制度に関心を持った方が、手に取りやすいカラーで 1 枚の体裁とし、どのような対

策が求められているのか一覧ですぐに理解でき、かつ中小規模の事業者であっても取り組

める対策のみを掲載することとした。 
 
なお、「セルフチェックシート」は、自身で情報管理状況を確認するものであり、認証取

得を申請する際に利用するものではないことに留意した上で、活用を促すものとする。 
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4. 今後の方向性 

(1) 対象別の普及コンテンツの充実 

技術等情報管理認証制度は、様々な業種・業態、規模において活用可能なよう、幅広い範

囲かつ深いレベルまで情報管理のための基準を設定している。また、認証方法も「自己適合

宣言確認型認証」と「現地審査を含む認証」の 2 パターンから事業者が選ぶことができる仕

組みとしている。 
一方、非常に多数の告示基準があることから、本来は必要な項目のみを選択して認証取得

が可能であるにも関わらず、事業者に対しては情報管理のための過剰な負担を強いられる

印象を与えている。また、2 つの認証方法の違いが分かりづらく、認証取得のために、何を

実施してどのような認証が取れるのか、事業者が理解することが難しくなっている。 
そこで、認証取得を希望する事業者の対象別に、認証取得の効果、実施事項の説明や認証

機関への申込手続等、明確に示すわかりやすいコンテンツの作成・充実、情報セキュリティ

管理で一般的な ISMS との差分・比較等が、認証制度の普及に必要であると考えられる。中

小企業の場合は、重要な項目に限定したコンテンツ等も、最初に取組みを始めるのに有効と

考えられる。 
一方、事業者に対する過剰な要求は必要ないが、適切な要求事項の実施は必要である。業

界毎の業界モデルや、情報等の価値や事業者の規模に応じた標準モデルも有効ではあるが、

それをベースにした上で、個々の事業者毎にどの告示基準を選択していくべきかを示すも

の、例えばリスクアセスメントを簡易化した考え方等を示したガイドについての検討も必

要である。 
 

(2) 事業者における認証取得を促す環境整備 

情報管理は重要と考える事業者も多いが、情報管理の効果は認識しづらく、問題として意

識されるのは情報漏えい等の事故が発生した場合である。事業者にとって日常から情報管

理を進めるインセンティブは働きづらく、事業者が自主的に対策を進めることは難しい。特

に中小企業においては、経営課題として情報管理の優先順位が上がらず、対策実施に繋がり

にくいのが現状である。また、事業者が情報管理に取組む際に、認証取得を検討されること

が望ましいが、認証制度自体の認知度はまだ低いのが実態である。 
そこで、認証制度に関するプロモーションを行い、認証制度の認知度を高めると共に、事

業者にとって認証取得が事業上のメリットとなるような方策について検討し、事業者の認

証取得を促すような環境の整備を進めていくことが必要である。重要な技術輸出について

は、本制度の適用を検討していくことも考えられる。 
制度の認知度を高めるためには、成功事例を多く排出し、それを積極的に紹介する場を設

けることも効果的であり、業界標準モデルの整備や、情報管理を積極的に進める企業の表彰

等も効果的と考えられる。 
また、認証機関への申込等手続きの簡素化等、事業者にとって認証取得までのハードルを

下げるような方策についても検討が必要である。 
今年度実施した専門家派遣事業についても、情報管理は「コスト」と認識する事業者は多
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く「無料」で専門家派遣が活用できることは有効と考えられることから、継続実施を検討し

ていく。 
 

(3) 認証業務を希望する組織に対する認定取得支援 

2019 年度においては 4 つの機関が認定を得て認証業務を開始しているが、その内 3 機関

は既に国際標準に則った認証業務を行っている認証機関であり、認定申請までの準備が比

較的スムーズにできたものと考えられる。しかし、今後、技術等情報管理認証制度を普及す

るためには、認定を得て認証業務を実施する機関を増やしていくことが必要である。 
そこで、今後、業界団体等、認証機関となるための知見や経験に乏しい組織に対して、認

定にあたっての要件や、認定申請のために必要な情報、認定を得て認証業務を実施する機関

となるための具体的な準備方法（組織体制の構築、規程の作成等）等を提示していくことで、

認定申請のハードルを下げることが可能になると考えられる。 
さらに、認証業務の経験がない組織においては、審査員の確保が課題となる場合が多いと

考えられる。審査員等の人材の確保・連携支援等、認証業務の実施を希望する組織に対する

認定取得の支援策が有効であると考えられる。 
これらを通じて認定を得て認証業務を行う機関を増やし、認証コストを低減する関係者

間のスキーム作りができると、認証取得のハードルが下がると考えられる。 
 

(4) 認証制度の運用に関する検討 

本認証制度については、認証業務を運用する際の自由度が多いことが、様々な場面で利用

可能である反面、運用方法を選んでいくことが困難という課題もある。業界等、それぞれの

領域において適した運用を行うことは、認証制度を普及させ情報管理を進める上では望ま

しいことであるが、一定の領域において認証の運用がまちまちであることは、認証の信頼性

を失いかねないという課題もある。そこで、一定の範囲における標準的な運用方法、例えば、

認証の有効期限やサーベイランス審査の規定、審査工数の目安、「自己適合宣言確認型認証」

と「現地審査を含む認証」の位置付けや違いの明確化、認証取得時に選択した告示基準の必

要に応じた開示等、認証制度の関係者が運用に関する共通認識を持つための方策（具体的な

実施手続文書等）を検討する必要がある。 
将来的には、認定スキームを維持・改善・推進していくための組織的取組みも検討してい

くことも考えられる。 
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別紙 1 議事概要 

(1) 第 1 回検討会 

日 時：2019年 7月 22日（月）17:30 ～ 18:30 

場 所：三菱総合研究所 大会議室 D 

出席者（以下敬称略）： 

座 長：田中芳夫（東京理科大学大学院） 

委 員：青景文明（東京海上日動火災保険）、及川勝（全国中小企業団体中央

会）、小川隆一（情報処理推進機構）、土井和雄（全国商工会連合会）、

川端信之（中島康明委員代理）（中小企業基盤整備機構）、永宮直史

（日本セキュリティ監査協会）、星昌宏（情報マネジメントシステム

認定センター）、松下正夫（ITコーディネータ協会）、山内清行（日

本商工会議所）、米岡優子（日本適合性認定協会） 

オブザーバ：相川祐太（経済産業省安全保障貿易管理課）、大木章弘（経済産業省

安全保障貿易管理課）、小池明（中小企業庁経営支援部技術・経営革

新課） 

事 務 局：村野、江連（三菱総合研究所） 

 

議 事： 

 

1. 開会 

 

2. 経済産業省挨拶 

 安全保障貿易管理課 相川課長補佐より御挨拶。 

 

3. 検討会の趣旨について 

 事務局より資料 1-2に基づき説明。 

 委員の同意により本検討会の名称は、「技術等情報管理認証制度に係る検討会」と

することとなった。 

 

4. 検討会の取扱いについて 

 事務局より資料 1-3に基づき説明。 

 

5. 座長の選任 

 互選により田中委員を座長に選出。 

 

6. 産業競争力強化法に基づく技術等情報管理認証制度に係る指導支援等の専門家派遣事

業概要について 

 事務局より資料 1-4、1-5、1-6に基づき説明。 
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 主な意見は以下の通り。 

 一社ずつ監査人を派遣するのは、長期的に見ればコストがかかる。内部組織の

中にノウハウを蓄積するような研修員の派遣や業界団体単位での研修などを検

討してはどうか。 

 団体として、情報管理を共同化するという点も考えて頂きたい。団体の役割や

求心力など様々な事情を考慮して進めて頂きたい。 

 

7. 具体的に議論していただく事項（案） 

 事務局より資料 1-7に基づき説明。 

 

 主な意見は以下の通り。 

 団体を上手く立ち上げることがポイントだという認識。団体として取り組めば、

人的な支援や費用の低減が期待できる。継続性や今後の普及を考えると重要だ

と考える。 

 派遣事業だけでは、認証取得数を増やすのに時間がかかり過ぎる。認証取得が

ゴールなのであれば、制度の方を中小企業に合わせてはどうか。標準モデルに

ついても認証制度に応じて考えていくべき。最初の一歩が分かりにくいので、

最低限の必要な要件は何かが分かる資料やツールにすべきだと思う。 

 告示を全部読まなくても、とりあえず自己宣言認証が取れるようにすることを

目標にしても良い。 

 

8. 技術等情報管理認証制度に係る検討会運用ワーキンググループ 

・ 事務局より資料 1-8に基づき説明。 

・ 委員については全員承諾。事務局で WG 進め方の案を作成し、田中座長と経済産業

省で相談の上で進める。 

 

9. 今後のスケジュールについて 

 事務局より資料 1-9に基づき説明。 

 4回程度の開催、具体的な時期は未定。中間時点の派遣状況を踏まえ、後半のアク

ションプランを検討予定。別途、日程調整を行う。 

 

10. 閉会 

 

 

以上 
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(2) 第 2 回検討会 

日 時：2019年 9月 12日（木）～ 2019年 9月 19日（木） 

場 所：メール審議 

議 事： 

 

1. 専門家派遣申請窓口の拡充について 

 

 主な意見は以下の通り。 

 基本的には賛成。窓口は広い方が良い。一方、申請を受け付ける機関・団体に対す

る要件は必要ないでしょうか。本制度の趣旨に沿った活動が期待できる依頼者かど

うかを、事業内容や保持情報、組織の体制等から判断することができる必要があ

る。 

 受付窓口の変更は問題ない。「本制度に積極的に取り組む意思と体制があると認め

られる団体」でも可としてはどうか。 

 窓口を増やすことに異論は無い。認証機関やモデル構築団体以外の組織が受け付け

た場合、申込企業に事前送付するチェックシートをどれにするかを決めておく必要

がある。認証審査に関する基本的な質問事項に、ある程度、的確・正確に回答でき

ることが一定の条件になる。 

 主旨は理解するものの、中小企業関連団体等とは具体的にどの組織か、申請受付の

具体的な役割はどのようなものか。中小企業関連団体が周知協力することはできて

も、申請受付（窓口）となるには組織決定や規約の締結などの行為が必要となるの

ではないか。 

 （事務局回答）「中小企業関連団体等」の具体的な想定はなく、本事業

に積極的に関わっていただけそうな組織は広く対象と考える。申請受付

の組織の役割は、申請書を受け付け委託者に転送すること。 

 新たな取組みを行うことで現状を打破する必要性は理解できるが、申請

の窓口が増えた程度では大きく影響を与えることは考えにくいので何か

工夫が必要ではないか。 

 

以上 

 

  



 

29 
 

(3) 第 3 回検討会・第 1 回ワーキンググループ 

日 時：2020年 3月 19 日（木）～ 2020年 3月 25日（水） 

場 所：メール審議 

議 事： 

 

1. 産業競争力強化法に基づく技術等情報管理認証制度に係る指導支援等の専門家派遣事

業報告（案）の確認と意見について 

 

 主な意見は以下の通り。 

 情報管理を行っている企業を表彰するなどができるとよいのではないか。 

 制度のプロモーションを実施していく必要がある。 

 今後の方向性については、認証機関との申込みをはじめ多くの手続きの簡素

化を検討して頂きたい。 

 今後の方向性について、中小企業にとって、その重要性は認識しつつも情報

管理に係る費用は「コスト」として認識されており、いかに事業上のメリッ

トに結び付くようにするかがポイントと考える。その上で、 

- 「無料」の専門家派遣事業は有効なので、ぜひ継続して頂きたい。 

- メリットとしては、つぎのような方策が盛り込まれとよい。 

  *  融資での優遇（金融機関や自治体への働きかけ） 

  * 認証取得費用の補助（自治体への働きかけ） 

  * 情報セキュリティ関連の保険料での優遇（保険会社） 

 報告書でも触れられているように、取引に利用して頂くために、特に発注側

企業へのアピールも重要。 

 その他、このような制度は認知度（すなわち「数」）が重要であり、そのた

めには成功事例を多く創出するとともに、それを積極的に紹介する場が欲し

い。その点、業界標準モデルの整備は、良い取組だと考える。 

 本制度の推進に最も必要なのは、認証取得のインセンティブであり、メリッ

トが分かりにくいのが課題である。調達に際して、サプライチェーンで認証

取得を推進している元請けについて入札の際に優遇するなど、経済産業省が

率先して、普及に取り組むようにすべきと考える。また、重要な技術輸出に

ついては、本制度の適用を義務付ける方向での検討も必要ではないか。 

 今後の方向性については、中小企業の認証取得を促進させるためのポイント

として、報告書にも記載された通り、 

 1）申請負荷を軽減するための「コンテンツの充実・工夫」 

 2）事業展開上のインセンティブが働くこと（取引に有利 or必須） 

 3）費用が取得効果に見合うレベルであること（ISMSや Pマークは高い） 



 

30 
 

だと思うが、業界団体での認証を拡大することは、上記 1）～3）を効率的に

促進するために非常に効果的だと思うので、是非、団体の認証機関申請の支

援（審査員人材の確保・連携等）も含めて、重点的に進めるべきと考える。 

 今後の方向性では「コンテンツの充実」に異論はないが、何か工夫しないと

果たして充実したからと言って普及するのか。何かとの抱き合わせが必要か

も知れない。 

 セルフチェックシートで自己チェックされた組織が審査申請された場合はそ

れを受け付けるという運用になるか。その場合、審査手順等の認定文書の改

定が必要になるため、取扱い方法について明確にして頂きたい。因みに、現

在の手順では、法令に則って審査機関が指定するチェックシートを利用する

手順となっている。 

 対象別の普及コンテンツの充実について、情報セキュリティ管理で一般的な

ISMSとの差分、比較に関して明らかにすることも追記いただきたい。 

 制度成立後の普及に向けて、シナリオ策定、関係者のビジネススキーム構

築・巻き込み等を積極的に進めていく必要がある。 

 多数の中小企業等の認証企業を誕生させるためには以下の点を考慮して事業

推進を行うことを提案申し上げる。（ただし、業界団体や企業については、

昨今の状況を鑑み無理のない形で検討） 

(1)認証機関を積極的に増やす。 

(2)認証業務・審査項目・チェック項目の量を減らす。 

(3)専門家派遣事業を令和２年度でも実施 

    

以上 

 

(4) 第 4 回検討会・第 2 回ワーキンググループ 

日 時：2020年 3月 26 日（木）～ 2020年 3月 27日（金） 

場 所：メール審議 

議 事： 

 

1. 産業競争力強化法に基づく技術等情報管理認証制度に係る指導支援等の専門家派遣事

業報告書について 

 

 特段の意見なし。 

 

以上 
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別紙 2 

（標準モデル） 
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別紙 3 

（セルフチェックシート） 

 

 

  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全保障貿易管理対策事業（産業競争力強化法に基づく技術

等情報管理認証制度に係る指導支援等の専門家派遣事業） 
報告書 

 

2020 年 3 月 

株式会社三菱総合研究所 
デジタル・イノベーション本部 

TEL 03 6858 3578 
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

1 事業者は、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活
動に有用な情報（以下「技術等情報」という。）について、その技術等情報の価
値等に応じて選別し、第三以下に掲げる措置のうち必要と判断されるものの対
象とする技術等情報（以下「管理対象情報」という。）を特定する.

5 1 1 情報セキュリ
ティのための方
針群

管理策
情報セキュリティのための方針群は，これ
を定義し，管理層が承認し，発行し，従業
員及び関連する外部関係者に通知するこ
とが望ましい。
   注記  管理層には，経営陣及び管理者
が含まれる。ただし，実務管理者

該当なし 4 情報セキュリ
ティ基本方針等
の作成

防衛関連企業は、情報セキュリティ基本方
針等を作成するものとし、その際及び変更
する場合は、本基準との適合性について、
防衛省の確認を受けるものとする。

3章1.1情報資産の特定と重要度の評価

‐ - 該当無し

一 その技術等情報が漏えいした場合
に、自らの競争力に重大な影響を与
えるか否か。

5 1 1 情報セキュリ
ティのための方
針群

管理策
情報セキュリティのための方針群は，これ
を定義し，管理層が承認し，発行し，従業
員及び関連する外部関係者に通知するこ
とが望ましい。
   注記  管理層には，経営陣及び管理者
が含まれる。ただし，実務管理者
（administrator）は除かれる。

2 5 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
基本
方針
等の
見直
し

・情報セキュリティ基本方針等を定期的並びに
重大な変化及び事故が発生し

た場合、見直しを実施し、必要に応じて変更
することを定めていること。

5 情報セキュリ
ティの基本方針
等

⑵ 情報セ
キュリ
ティ基
本方
針等
の見
直し

経営者等は、情報セキュリティ基本方針等
を適切、有効及び妥当なものとするため、
定期的な見直しを実施するとともに、情報
セキュリティに係る重大な変化及び情報セ
キュリティ事故が発生した場合は、その都
度、見直しを実施し、必要に応じて情報セ
キュリティ基本方針等を変更しなければな
らない。※６⑴エ情報セキュリティの実施状
況の監査を参照。

該当無し

二 他者から契約等に基づき預けられ
た情報であること等により、その技
術等情報が漏えいした場合に自ら
の信用、他者との信頼関係等に対し
て重大な影響を与えるか否か。

5 1 1 情報セキュリ
ティのための方
針群

管理策
情報セキュリティのための方針群は，これ
を定義し，管理層が承認し，発行し，従業
員及び関連する外部関係者に通知するこ
とが望ましい。
   注記  管理層には 経営陣及び管理者

該当なし 該当なし 該当無し

3 事業者は、管理対象情報を特定した場合には、当該管理対象情報の態様が、
紙情報（管理対象情報が記載された紙をいう。以下同じ。）、電子情報（管理対
象情報が電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）又は試作品、製造装置等の物
自体のいずれに当たるか識別し、必要に応じて保管場所等を記録した目録を
作成し、合理的な期間保管する。

8 1 1 資産目録 管理策
 情報及び情報処理施設に関連する資産
を特定することが望ましい。また，これらの
資産の目録を，作成し，維持することが望
ましい。

6 特定資料又
は特定物件
の分類及び
管理

(1) 総括者は、特定資料又は特定物件の作
成、交付、供覧、保管、廃棄等の管理（以
下「作成等」という。）を確実に実施するた
め、秘密の種類ごと（必要な場合は、これ
に加え機密、極秘及び秘の区分ごと）に必
要な関係簿冊（保管記録、閲覧・貸出記
録、検査記録、立入記録等を記載する簿
冊をいう。以下この号において同じ。）を整
備し、定期的に点検すること。この場合、総
括者は、記録内容の改ざんを防止するた
めの適切な管理を行うとともに、関係簿冊
を秘密保全の責任がある期間（秘密等の
保全又は保護に関する違約金条項の取扱
いについて（防経装第３２７０号。１９.３.２
９）別添の第２条に規定する乙が秘密等を
保全する責任がある期間をいう。）経過後
３年を経過するまでの間保管するものと
し、その後、甲の確認を受け、廃棄するこ
と。

該当なし 該当なし 3章1.1情報資産の特定と重要度の評価

1 事業者は、管理対象情報であることを明らかにするために、表示等の方法によ
り他の技術等情報と区別して識別できるよう必要な措置を講ずるものとする。
表示により識別できるようにする方法としては、例えば、紙情報の場合であれ
ばその情報が記載された紙に管理対象情報であること（社外秘等の表示）を記
載し、電子情報の場合であればファイル名に管理対象情報であることを記録
し、試作品、製造装置等の物の場合であれば当該物そのもの又はその保管容
器に表示することが考えられ、その他の方法としては、例えば、第一の３の目録
による管理や電子情報にアクセス可能な者を限定したフォルダにより管理する
方法等が考えられる。

○ 8 2 2 情報のラベル
付け

管理策
 情報のラベル付けに関する適切な一連の
手順は，組織が採用した情報分類体系に
従って策定し，実施することが望ましい。

5 組織のセ
キュリティ

(2) 乙は、秘密の種類を混同することなく、秘
密の種類ごとに秘密を管理するとともに、
秘密の種類ごとに秘密の管理全般に係る
総括的な責任者（特定秘密においては特
定秘密の保護に関する業務を管理する
者。以下「総括者」という。）を置くこと。ただ
し、異なる秘密の種類の総括者を同一の
者が兼ねることは、妨げない。

1 5 (1) 情報
セ
キュリ
ティ
基本
方針
及び
情報
セ
キュリ
ティ
基準

・保護すべき情報を取り扱う可能性のある全て
の者に周知することを定めて

いること。
・必要に応じて下請負者へ周知することを定め
ていること。

5 情報セキュリ
ティの基本方針
等

⑴ 情報セ
キュリ
ティ基
本方
針及び
情報セ
キュリ
ティ基
準

経営者等は、情報セキュリティ基本方針及
び情報セキュリティ基準を承認し、保護す
べき情報を取り扱う可能性のあるすべての
者（取扱者を含む。）に周知しなければなら
ない。また、必要に応じて保護すべき情報
を取り扱う下請負者に周知しなければなら
ない。

3章1.2情報資産の分類と表示

2 事業者は、管理対象情報について、その価値及び態様等に応じて、この告示に
掲げる措置のうち必要なものを決定する。

8 2 3 資産の取扱い 管理策
 資産の取扱いに関する手順は，組織が採
用した情報分類体系に従って策定し，実施
することが望ましい。

5 組織のセ
キュリティ

(4) 総括者又はその指定する者は、秘密保全
規則等の内容及び履行状況を定期的に確
認し、不十分な点があると認めるときは、
直ちに是正のための必要な措置を講ずる
こと。

2 5 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
基本
方針
等の
見直
し

・情報セキュリティ基本方針等を定期的並びに
重大な変化及び事故が発生し

た場合、見直しを実施し、必要に応じて変更
することを定めていること。

5 情報セキュリ
ティの基本方針
等

⑵ 情報セ
キュリ
ティ基
本方
針等
の見
直し

経営者等は、情報セキュリティ基本方針等
を適切、有効及び妥当なものとするため、
定期的な見直しを実施するとともに、情報
セキュリティに係る重大な変化及び情報セ
キュリティ事故が発生した場合は、その都
度、見直しを実施し、必要に応じて情報セ
キュリティ基本方針等を変更しなければな
らない。※６⑴エ情報セキュリティの実施状
況の監査を参照。

該当無し

3 事業者は、当該管理対象情報が他者から預けられたものである場合は、当該
他者からの意見を聞いてこの告示に掲げる措置のうち必要なものを決定し、当
該他者からの求めがあったときは、その状況を記録し、合理的な期間保管し、
報告する。

8 2 3 資産の取扱い 管理策
 資産の取扱いに関する手順は，組織が採
用した情報分類体系に従って策定し，実施
することが望ましい。

該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

原則 ○ 8 1 2 資産の管理責
任

管理策
 目録の中で維持される資産は，管理され
ることが望ましい。

5 組織のセ
キュリティ

(3) 総括者は、秘密保全に係る関係部署及び
従業員の秘密保全に対する責任分担及び
役割（秘密保全に係る手続の実施を含
む。）を明確に定めること。

18 8 (1) 経営
者等
の責
任

・経営者等は取扱者の指定の範囲を必要最小
限とするとともに、ふさわしいと認める者を充
て、情報セキュリティ基本方針等を遵守させる
ことを定めていること。
・防衛省との契約に違反する行為を求められ
た場合に、これを拒む権利を実効性をもって
法的に保障されない者を当該ふさわしい者と
認めないことを定めていること。

8 人的セキュリ
ティ

⑴ 経営
者等
の責
任

経営者等は、保護すべき情報の取扱者の
指定の範囲を必要最小限とするとともに、
ふさわしいと認める者を充て、情報セキュ
リティ基本方針等を遵守させなければなら
ない。また、防衛省との契約に違反する行
為を求められた場合にこれを拒む権利を
実効性をもって法的に保障されない者を当
該ふさわしい者と認めてはならない。

3章1.3情報資産の管理責任者

一 管理対象情報について、第二の２に
より必要と決定した措置に係る必要
な手順を確立させること。

○ 6 1 1 情報セキュリ
ティの役割及び
責任

管理策
 全ての情報セキュリティの責任を定め，割
り当てることが望ましい。

5 組織のセ
キュリティ

(4) 総括者又はその指定する者は、秘密保全
規則等の内容及び履行状況を定期的に確
認し、不十分な点があると認めるときは、
直ちに是正のための必要な措置を講ずる
こと。

該当なし 該当なし 3章1.3情報資産の管理責任者

二 管理対象情報を取り扱う者の制限
及び管理を行い、当該管理対象情
報を取り扱う者に対するトレーニン
グを行うこと。

○ 7 2 2 情報セキュリ
ティの意識向
上，教育及び訓
練

管理策
 組織の全ての従業員，及び関係する場合
には契約相手は，職務に関連する組織の
方針及び手順についての，適切な，意識
向上のための教育及び訓練を受け，また，
定めに従ってその更新を受けることが望ま
しい。

6 特定資料又
は特定物件
の分類及び
管理

(2) 総括者は、特定資料又は特定物件の作成
等を確実に実施するため、関係社員が従
事する作成等の作業ごとに、当該関係社
員の権限及び義務を定め、並びに他の関
係社員による確認、監視等の手順を定め
るとともに、関係社員全員に対する教育、
監督、検査等を適切かつ確実に行うこと。

20 8 (3) 情報
セ
キュリ
ティ
教育
及び
訓練

・定期的な教育及び訓練の実施を定めている
こと。
・定期的に行う教育には、組織の方針、取扱
手順、関連する法令その他なりすましメール等
による悪意のあるコードへの感染を防止する
ための対策及び感染した場合の対処手順等
に関する内容が含まれていること。
・定期的に教育及び訓練を実施していること。
・教育及び訓練の実施状況を記録し、保管し
ていること。

8 人的セキュリ
ティ

⑶ 情報セ
キュリ
ティ教
育及び
訓練

防衛関連企業は、取扱者の職務に関連す
る組織の方針、手順、関連する法令その
他なりすましメール等による悪意のある
コードへの感染を防止するための対策及
び感染した場合の対処手順等について、
教育及び訓練を定期的に実施するととも
に、その状況を記録し、少なくとも翌年度末
まで保管しなければならない。

3章1.3情報資産の管理責任者

三 保管容器又は立入制限区域の鍵の
管理又は暗証番号の設定等の管理
対象情報の漏えいの防止のために
必要な措置を講じ、その状況を把握
すること。

○ 11 1 3 オフィス，部屋
及び施設のセ
キュリティ

管理策
 オフィス，部屋及び施設に対する物理的
セキュリティを設計し，適用することが望ま
しい。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(6) 総括者は、秘密保全施設内に常設するパ
ソコン及び記憶媒体のうち固定可能なもの
にあってはセキュリティワイヤなどにより固
定の上、これを施錠することとし、又は固定
することが困難なものにあってはロッカー
等に保管の上、これを施錠すること。この
場合、セキュリティワイヤ又はロッカー等の
鍵は、総括者又はその指定する者が、そ
の許可なく使用されることのないよう適切
に管理すること。

70 13 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
の記
録

・保護すべき情報に係る重要な記録の保管期
間を定めていること。
・重要な記録は、施錠したロッカー等において
保管又は暗号技術を用いる等

厳密に保護することを定めていること。
・適切に鍵を管理することを定めていること。
・重要な記録は、施錠したロッカー等において
保管又は暗号技術を用いる等

厳密に保護されていること。
・適切に鍵が管理されていること。

13 遵守状況等 ⑵ 情報セ
キュリ
ティの
記録

防衛関連企業は、保護すべき情報に係る
重要な記録（複製記録、持ち出し記録及び
監査記録等）の保管期間（少なくとも契約
履行後１年間）を定めた上、施錠したロッ
カー等において保管又は暗号技術を用い
る等厳密に保護するとともに、適切に鍵を
管理しなければならない。

3章1.3情報資産の管理責任者

内容

管理者の選任 事業者の取締役等の経営層は、管理対象情報に関し、以下に掲げる事項につ
いての責任を有する者（以下「管理者」という。）を選任する。なお、その一部の
実施を他の者に委任することを妨げない。

適切な管理をす
る必要がある技
術等情報の特定

管理対象情報の
識別と必要な措
置の整理

2

Ⅰ 第一

第二

第三

共通事項

1

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

(1)



2

別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

四 管理対象情報の漏えいの兆候や漏
えいの事実の把握に努め、その事
象があった場合に必要な対応等の
措置を講ずること。

○ 6 1 5 プロジェクトマネ
ジメントにおけ
る情報セキュリ
ティ

管理策
 プロジェクトの種類にかかわらず，プロ
ジェクトマネジメントにおいては，情報セ
キュリティに取り組むことが望ましい。

7 人的セキュリ
ティ

(4) 総括者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の
事故に対して、迅速、効果的及び整然とし
た対処を確実に行うこと。この場合、総括
者又はその指定する者は、適切な連絡経
路を通じて、直ちに把握し得る限りの全て
の内容を甲に報告するとともに、その後速
やかにその詳細を報告することとし、その
ため、総括者は、必要な手順を作成するこ
と。なお、手順には、報告に当たっての責
任者及び連絡担当者等を明らかにした連
絡系統図を作成することとし、異動等の
あった場合にはこれを更新すること。

64 12 (1)､(2) 情報
セ
キュリ
ティ
の事
故等
の報
告

情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事
項について、発注者（防衛省との直接契約関係にある防
衛関連企業をいう。以下同じ。）への報告要領を定めてい
るとともに、当該報告要領に以下のことが規定されている
こと。"
①情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を
講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、
その後速やかにその詳細を発注者に報告しなければな
らない。"
②ア）保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン
（以下「サーバ等」という。）に悪意のあるコードへの感染
又は不正アクセスが認められた場合、及びイ）保護すべ
き情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネット
に接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合において、適切な措置を講じるととも
に、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速や
かにその詳細を発注者に報告しなければならない。"
③情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそ
れのある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やか
に、その詳細を発注者に報告しなければならない。"
④前記①から③までに規定する報告のほか、保護すべ
き情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性
又は将来発生する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連企業は、直ち
に当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの
全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。"
報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかに

した連絡系統図を作成している（異動等のあった場合に
は更新している）とともに、直ちに発注者に報告する場合
の責任者及び連絡担当者を明示していること。"

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑴ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の報
告

ア:防衛関連企業は、情報セキュリティ事故
が発生したときは、適切な措置を講じるとと
もに、直ちに把握し得る限りの全ての内容
を、その後速やかにその詳細を防衛省に
報告しなければならない。
イ:次に掲げる場合において、防衛関連企
業は、適切な措置を講じるとともに、直ちに
把握し得る限りの全ての内容を、その後速
やかにその詳細を防衛省に報告しなけれ
ばならない。
 (ｱ)保護すべき情報が保存されたサーバ
等に悪意のあるコードへの感染又は不正
アクセスが認められた場合
 (ｲ)保護すべき情報が保存されているサー
バ等と同一のイントラネットに接続されてい
るサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合
ウ:情報セキュリティ事故の疑い又は事故
につながるおそれのある場合は、防衛関
連企業は、適切な措置を講じるとともに、
速やかに、その詳細を防衛省に報告しな
ければならない。
エ:前記アからウまでに規定する報告のほ
か、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊
等の事故が発生した可能性又は将来発生
する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連
企業は、直ちに当該可能性又は懸念の真
偽を含む把握し得る限りの全ての背景及
び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。

3章1.3情報資産の管理責任者

五 二から四までに掲げる事項につい
て、記録を取得し、合理的な期間保
管すること。

○ 該当無し 6 特定資料又
は特定物件
の分類及び
管理

(1) 総括者は、特定資料又は特定物件の作
成、交付、供覧、保管、廃棄等の管理（以
下「作成等」という。）を確実に実施するた
め、秘密の種類ごと（必要な場合は、これ
に加え機密、極秘及び秘の区分ごと）に必
要な関係簿冊（保管記録、閲覧・貸出記
録、検査記録、立入記録等を記載する簿
冊をいう。以下この号において同じ。）を整
備し、定期的に点検すること。この場合、総
括者は、記録内容の改ざんを防止するた
めの適切な管理を行うとともに、関係簿冊
を秘密保全の責任がある期間（秘密等の
保全又は保護に関する違約金条項の取扱
いについて（防経装第３２７０号。１９.３.２
９）別添の第２条に規定する乙が秘密等を
保全する責任がある期間をいう。）経過後
３年を経過するまでの間保管するものと
し、その後、甲の確認を受け、廃棄するこ
と。

70 13 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
の記
録

・保護すべき情報に係る重要な記録の保管期
間を定めていること。
・重要な記録は、施錠したロッカー等において
保管又は暗号技術を用いる等

厳密に保護することを定めていること。
・適切に鍵を管理することを定めていること。
・重要な記録は、施錠したロッカー等において
保管又は暗号技術を用いる等

厳密に保護されていること。
・適切に鍵が管理されていること。

13 遵守状況等 ⑵ 情報セ
キュリ
ティの
記録

防衛関連企業は、保護すべき情報に係る
重要な記録（複製記録、持ち出し記録及び
監査記録等）の保管期間（少なくとも契約
履行後１年間）を定めた上、施錠したロッ
カー等において保管又は暗号技術を用い
る等厳密に保護するとともに、適切に鍵を
管理しなければならない。

3章1.3情報資産の管理責任者

(2) 事業者は、当該事業者の従業員等（事業者との間で雇用関係等のある者をい
う。以下同じ。）が多い場合、その管理対象情報が複数の事業部門にまたがる
ものである場合等には、社内規程に定めることや社内における掲示をすること
等により、（１）の各事項の責任を誰が有しているかを当該事業者の従業員等
の全ての者が認識できるように措置を講ずる。

○ 6 1 2 職務の分離 管理策
 相反する職務及び責任範囲は，組織の資
産に対する，認可されていない若しくは意
図しない変更又は不正使用の危険性を低
減するために，分離することが望ましい。

5 組織のセ
キュリティ

(3) 総括者は、秘密保全に係る関係部署及び
従業員の秘密保全に対する責任分担及び
役割（秘密保全に係る手続の実施を含
む。）を明確に定めること。

19 8 (2) 取扱
者名
簿

・取扱者名簿を作成し、又は更新したときは、
発注者を経由して各取扱者について防衛省に
届け出て同意を得ることを定めていること。
・取扱者名簿には、取扱者の氏名、生年月
日、所属する部署、役職、国籍等が記載され
ていること。
・取扱者名簿には、保護すべき情報に接する
全ての者（保護すべき情報に接する役員（持
分会社にあっては社員を含む。以下同じ。）、
管理職員、派遣社員、契約社員、パート、アル
バイト等を含む。この場合において、当該者
が、自らが保護すべき情報に接しているとの
認識の有無を問わない。）が記載されているこ
と。

8 人的セキュリ
ティ

⑵ 取扱
者名
簿

防衛関連企業は、取扱者名簿（取扱者の
氏名、生年月日、所属する部署、役職、国
籍等が記載されたものをいう。以下同じ。）
を作成又は更新し、その都度、保護すべき
情報を取り扱う前に防衛省に届け出て同
意を得なければならない。また、防衛関連
企業は、下請負者及び保護すべき情報を
開示する第三者の取扱者名簿について
も、同様の措置をとらなければならない。

1章(基本方針)

2  従業員等が少人数の場合等の措置

１にかかわらず、事業者の従業員等が少人数の場合等には、当該事業者の取
締役等の経営層の判断により、経営層の者が管理者を兼務することができる。
事業者の従業員等が少人数の場合等とは、例えば、取締役等の経営層が全て
の従業員等を認識することが可能な程度の人数であり、当該取締役等の経営
層が管理対象情報の取扱い状況をほぼ把握できるとともに、従業員等から当
該取締役等の経営層に対して、管理対象情報に係る報告等が直接される取組
が習慣化し、文書等に定めがなくてもその事業者の従業員等において行動が
実践されている状態が確立している場合等が考えられる。

6 1 2 職務の分離 管理策
 相反する職務及び責任範囲は，組織の資
産に対する，認可されていない若しくは意
図しない変更又は不正使用の危険性を低
減するために，分離することが望ましい。

該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

事業者は、管理対象情報の作成から廃棄までのプロセスを通じて、管理対象
情報を適切に管理（当該管理対象情報の正確さ及び完全さを保護すること並
びに当該管理対象情報にアクセスすることを認められた者が要求したときにア
クセス及び使用が可能であるようにすることを含む。以下同じ。）するための取
組が習慣化し、文書等に定めがなくてもその事業者の従業員等において行動
が実践されている状態（管理対象情報が複製された場合の当該複製された情
報（当該管理対象情報が電子情報である場合における当該管理対象情報がプ
リントアウトされたもの及び紙情報である場合におけるスキャナ等により電子化
されたものを含む。以下この第四において同じ。）を適切に管理するための取
組が習慣化し、文書等に定めがなくてもその事業者の従業員等において行動
が実践されている状態を含む。）を確立させた上で、以下に掲げる事項のうち第
二の２により必要と決定した措置を実施し、当該管理対象情報の適切な管理を
行う。

8 1 2 資産の管理責
任

管理策
 目録の中で維持される資産は，管理され
ることが望ましい。

4 秘密保全規
則等の取扱
い

(3) 乙は、秘密保全規則等を秘密の取扱いの
業務に従事する者（以下「関係社員」
という。）に確実に周知すること。

13 7 (2) イ 取扱
いの
管理
策

・取扱施設で取り扱うことを定めていること。
・接受等を記録することを定めていること。
・個人が所有する情報システム及び可搬記憶
媒体で取り扱ってはならないことを定めている
こと。
・（やむを得ない場合）事前に防衛省の許可を
得る手続を定めていること。
・防衛省の指示に従い、返却、提出、破棄等必
要な措置をとることを定めていること。
・防衛省から、保護すべき情報の破棄を求め
られた場合であって、当該情報を引き続き保
有する必要がある場合には、その理由を添え
て、発注者(防衛省との直接契約関係にある防
衛関連企業をいう。以下同じ。)を経由して防
衛省(調達要求元)に協議を求めることができ
ることを定めていること。
・接受等が適切に記録されていること。

7 保護すべき情
報の管理

⑵ 保護す
べき情
報の
取扱い

イ 取扱いの管理策	
（ア）防衛関連企業は、保護すべき情報を
取扱施設において取り扱うとともに、保護
すべき情報を接受、作成、製作、複製、持
ち出し（貸出を含む。）及び破棄する場合
は、記録しなければならない。
（イ）防衛関連企業は、保護すべき情報を
個人が所有する情報システム及び可搬記
憶媒体において取り扱ってはならず、やむ
を得ない場合は、事前に防衛省の許可を
得なければならない。
（ウ）防衛関連企業は、契約終了後、防衛
省の指示に従い、保護すべき情報の返
却、提出等必要な措置をとらなければなら
ない。
（エ）防衛関連企業は、契約終了後、防衛
省から保護すべき情報の破棄を求められ
た場合であって、当該情報を引き続き保有
する必要があるときは、その理由を添えて
防衛省に協議を求めることができる。

該当無し

(1) 管理者は、持ち出し、複製、廃棄等の管理対象情報の状況を管理するための
管理簿を作成する。

該当なし 9 通信及び運
用管理

(6) 総括者は、次のアからエまでに掲げる内容
を含む記憶媒体の取扱いに関する管理手
順を作成し、関係社員に周知すること。
ア:記憶媒体を使用するときは、総括者又
はその指定する者がその都度許可を与え
ること。
イ 記憶媒体の貸出 返却に関する記録を

12 7 (2) ア 保護
すべ
き情
報の
目録

・目録の作成及び維持することを定めているこ
と。
・目録が適切に維持されていること。

7 保護すべき情
報の管理

⑵ 保護す
べき情
報の
取扱い

保
護
す
べき
情
報
の

防衛関連企業は、保護すべき情報の現状
（保管場所等）が分かる目録を作成し、維
持しなければならない。

該当無し

(2) 管理者は、（１） の管理簿について、他者から預けられた管理対象情報につい
てのみの状況を管理するため、自らのものと別にして管理簿を作成する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

第四

1

管理対象情報の
管理等

管理対象
情報の管
理簿の作
成等



3

別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

(3) 管理者は、（１） 又は（２） の管理簿について、保管期間を定めた上、施錠した
ロッカー等において保管し、又は暗号技術を用いてサーバ又はパーソナルコン
ピュータ（ 以下「サーバ等」という。）に記録する等適切に管理（当該ロッカー等
の鍵の管理を含む。）する。

該当なし 該当なし 14 7 (2) ウ 保護
すべ
き情
報の
保管
等

・保護すべき情報は、施錠したロッカー等にお
いて保管することを定めてい

ること。
・ロッカー等の鍵を適切に管理（無断での使用
を防止）することを定めてい

ること。
・施錠したロッカー等において保管しているこ
と。
・ロッカー等の鍵を適切に管理していること。

7 保護すべき情
報の管理

⑵ ウ 保
護
す
べき
情
報
の
保
管
等

防衛関連企業は、保護すべき情報を施錠
したロッカー等に保管し、その鍵を適切に
管理しなければならない。また、保護すべ
き情報を保護すべきデータとして保存する
場合には、暗号技術を用いることを推奨す
る。※１０⑺ 電子政府推奨暗号等の利用
を参照

該当無し

(4) 管理者は、（２） の管理簿について（３）の保管期間を定める場合は、当該管理
簿に係る管理対象情報を預けた他者の確認をとる。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

(5) 管理者は、（１） 又は（２） の管理簿を定期的に点検する。 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

(6) 管理者は、（１）の管理簿について廃棄をしようとする場合は事業者の取締役等
の経営層に、（２ ）の管理簿について廃棄をしようとする場合は当該管理簿に
係る管理対象情報を預けた他者に、それぞれ確認をとる。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

(7) 管理者は、他者から預けられた管理対象情報等他の技術等情報と明確に区別
することが必要なものについて、当該管理対象情報の識別が容易になるよう体
系的に管理するための手順を確立する。

8 2 1 情報の分類 管理策
 情報は，法的要求事項，価値，重要性，
及び認可されていない開示又は変更に対
して取扱いに慎重を要する度合いの観点
から，分類することが望ましい。

該当なし 11 7 (1) 分類
の指
針

・保護すべき情報を明確に分類できる分類体
系を定めていること。

7 保護すべき情
報の管理

⑴ 分類
の指
針

防衛関連企業は、保護すべき情報を明確
に分類することができる情報の分類体系を
定めなければならない。

該当無し

(1) 管理者は、作成された技術等情報が管理対象情報である場合について、その
識別をするための手順を確立する。

8 2 1 情報の分類 管理策
 情報は，法的要求事項，価値，重要性，
及び認可されていない開示又は変更に対
して取扱いに慎重を要する度合いの観点
から，分類することが望ましい。

9 通信及び運
用管理

(1) 総括者は、秘密保全施設内で使用するパ
ソコン等に関する操作手順を文書化し、関
係社員が常時参照できるようにすること。

11 7 (1) 分類
の指
針

・保護すべき情報を明確に分類できる分類体
系を定めていること。

7 保護すべき情
報の管理

⑴ 分類
の指
針

防衛関連企業は、保護すべき情報を明確
に分類することができる情報の分類体系を
定めなければならない。

3章1.1情報資産の特定と重要度の評価

(2) 管理者は、（１）の手順に従って措置が講じられていることを実地に確認するこ
と等その措置が速やかに講じられることを確保するために必要な取組を行う。

該当なし 10 アクセス制御 (6) 総括者は、情報システムの不正使用や不
適切な運用のチェックなど、問題が発生し
たときの調査及びアクセス制御の監視を補
うために、以下の事項に留意し、情報シス
テムの使用状況を記録し、保存すること。

13 7 (2) イ 取扱
いの
管理
策

・取扱施設で取り扱うことを定めていること。
・接受等を記録することを定めていること。
・個人が所有する情報システム及び可搬記憶
媒体で取り扱ってはならないこ

とを定めていること。
・（やむを得ない場合）事前に防衛省の許可を
得る手続を定めていること。
・防衛省の指示に従い、返却、提出、破棄等必
要な措置をとることを定めていること。
・防衛省から、保護すべき情報の破棄を求め
られた場合であって、当該情報を引き続き保
有する必要がある場合には、その理由を添え
て、発注者(防衛省との直接契約関係にある防
衛関連企業をいう。以下同じ。)を経由して防
衛省(調達要求元)に協議を求めることができ
ることを定めていること。
・接受等が適切に記録されていること。

7 保護すべき情
報の管理

⑵ 保護す
べき情
報の
取扱い

カ:該当部分の明示	
（ア）防衛関連企業は、保護すべき情報を
作成、製作又は複製した場合は、下線若し
くは枠囲みによる明示又は文頭及び文末
に括弧を付すことによる明示等の措置を行
うものとする。

該当無し

(3) 管理者は、他者から預けられた管理対象情報が他の技術等情報と組み合わさ
れている場合等において、当該他者から、当該管理対象情報が識別可能とな
るようにすることを求められたときは、当該他者の求めに応じ、下線を引く、枠
囲いをする等管理対象情報が分かるよう適切な措置を講ずる。

該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(4) 総括者又はその指定する者は、秘密保全
規則等の内容及び履行状況を定期的に確
認し、不十分な点があると認めるときは、
直ちに是正のための必要な措置を講ずる
こと。

17 7 (2) カ 該当
部分
の明
示

・保護すべき情報を作成、製作又は複製した
場合、保護すべき情報である旨の表示を行う
ことを定めていること。
・契約の目的物が保護すべき情報を含むもの
である場合には、当該契約の履行の一環とし
て収集、整理、作成等した一切の情報につい
て、防衛省が当該情報を保護すべき情報には
当たらないと確認するまでは、保護すべき情
報として取り扱うことを定めていること。
・防衛関連企業は、保護すべき情報の指定を
解除する必要がある場合には、その理由を添
えて、発注者を経由して防衛省（調達要求元）
に協議を求めることができることを定めている
こと。
・保護すべき情報を記録する箇所を明示する
及び明示の方法を定めていること。
・適切に表示及び明示されていること。

7 保護すべき情
報の管理

⑵ 保護す
べき情
報の
取扱い

カ:該当部分の明示	
（ア）防衛関連企業は、保護すべき情報を
作成、製作又は複製した場合は、下線若し
くは枠囲みによる明示又は文頭及び文末
に括弧を付すことによる明示等の措置を行
うものとする。

該当無し

(1) 管理者は、原則として、この告示のⅡによりアクセス権を設定された者（以下
「アクセス権者」という。）に限り、管理対象情報の内容の伝達（管理対象情報で
ある紙情報や電子情報に記録された事項を当該紙情報や当該電子情報を用
いずに口頭等により伝えること及び閲覧させることをいう。）がされるようにする
ための手順を確立する。

8 2 3 資産の取扱い 管理策
 資産の取扱いに関する手順は，組織が採
用した情報分類体系に従って策定し，実施
することが望ましい。
実施の手引
 情報を分類（8.2.1 参照）に従って取り扱
い，処理し，保管し，伝達するための手順
を作成することが望ましい。
 この場合，次の事項を考慮することが望
ましい。
a)	各レベルの分類に応じた保護の要求事
項に対応するアクセス制限をする。
b)	資産の認可された受領者について，正式
な記録を維持する。
c)	情報の一時的又は恒久的な複製は，情
報の原本と同等のレベルで保護する。
d)	IT 資産は，製造業者の仕様に従って保
管する。
e)	媒体の全ての複製には，認可された受
領者の注意をひくように明確な印を付け
る。
 
 組織で用いる分類体系は，レベルの名称
が似ていても，他の組織が用いる分類体
系と同等とは限らない。また，複数の組織
間を移動する情報は，分類体系が同一で
あっても，各組織の状況に応じて分類が異
なる場合がある。
 他組織との情報共有を含む合意には，そ
の情報の分類を特定し，他組織からの分
類ラベルを解釈するための手順を含めるこ
とが望ましい。

9 通信及び運
用管理

(5) 総括者は、秘密の保全に関する特約条項
第５条第１項若しくは防衛装備庁における
秘密の保全に関する特約条項第５条第１
項、特定秘密の保護に関する特約条項第
９条第３項若しくは防衛装備庁における特
定秘密の保護に関する特約条項第９条第
３項又は特別防衛秘密の保護に関する特
約条項第５条第１項若しくは防衛装備庁に
おける特別防衛秘密の保護に関する特約
条項第５条第１項に規定する特定資料、特
定図面等及び特定物件の複製等につい
て、電子情報としてこれを行う場合には、
記憶媒体以外への保存を禁止すること。

39 10 (5) イ 伝達
及び
送達
に関
する
合意

・保護すべき伝達及び送達は、守秘義務を定
めた契約又は合意した相手に対

してのみ行うことを定めていること。

10 通信及び運用
管理

⑸ イ 伝
達
及
び
送
達
に
関
する
合
意

防衛関連企業は、保護すべき情報を伝達
及び送達する場合には、守秘義務を定め
た契約又は合意した相手に対してのみ行
われなければならない。

該当無し

2

3

管理対象
情報の作
成時の識
別

管理対象
情報の内
容の伝達



4

別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

(2) 管理者は、アクセス権者がそのアクセス権者の属する事業者の他の従業員等
（管理対象情報の他のアクセス権者を除く。以下この第四において「他の従業
員等」という。）に対して管理対象情報の内容の伝達をしようとする場合には、
当該アクセス権者から、管理者に対して承認を得るための手順を確立する。

9 1 1 アクセス制御方
針

管理策
 アクセス制御方針は，業務及び情報セ
キュリティの要求事項に基づいて確立し，
文書化し，レビューすることが望ましい。
実施の手引
 資産の管理責任者は，資産に対する利用
者のそれぞれの役割に対して，適切なアク
セス制御規則，アクセス権及び制限を，ア
クセスに伴う情報セキュリティリスクを反映
した制御の詳細さ及び厳密さで，決定する
ことが望ましい。
 アクセス制御は，論理的かつ物理的（箇
条 11 参照）なものであり，この両面を併せ
て考慮することが望ましい。利用者及び
サービス提供者には，アクセス制御によっ
て達成する業務上の要求事項を明確に規
定して提供することが望ましい。

10 アクセス制御 (2) 総括者は、関係社員による情報システム
の利用可能機能へのアクセスを許可し、適
切なアクセス権を付与するため、利用者と
しての登録及び登録の削除を行うこと。ま
た、アクセスに対する有効な管理を維持す
るため、人事異動等の際においてはアクセ
ス権の見直しを実施するとともに、そのほ
か定期的な見直しを実施すること。

39 10 (5) イ 伝達
及び
送達
に関
する
合意

・保護すべき伝達及び送達は、守秘義務を定
めた契約又は合意した相手に対

してのみ行うことを定めていること。

10 通信及び運用
管理

⑸ イ 伝
達
及
び
送
達
に
関
する
合
意

防衛関連企業は、保護すべき情報を伝達
及び送達する場合には、守秘義務を定め
た契約又は合意した相手に対してのみ行
われなければならない。

該当無し

(3) 管理者は、アクセス権者から他の従業員等に対する管理対象情報の内容の伝
達についての承認を求められた場合には、当該伝達が真に必要なものか否か
の確認を行い、伝達の範囲を可能な限り限定した上で、これを認める。

9 1 1 アクセス制御方
針

管理策
 アクセス制御方針は，業務及び情報セ
キュリティの要求事項に基づいて確立し，
文書化し，レビューすることが望ましい。
実施の手引
 資産の管理責任者は，資産に対する利用
者のそれぞれの役割に対して，適切なアク
セス制御規則，アクセス権及び制限を，ア
クセスに伴う情報セキュリティリスクを反映
した制御の詳細さ及び厳密さで，決定する
ことが望ましい。
 アクセス制御は，論理的かつ物理的（箇
条 11 参照）なものであり，この両面を併せ
て考慮することが望ましい。利用者及び
サービス提供者には，アクセス制御によっ
て達成する業務上の要求事項を明確に規
定して提供することが望ましい。

該当なし 8 6 (3) ア 第三
者へ
の開
示の
禁止

・第三者（法人又は自然人としての防衛省と直
接契約関係にある者以外の全ての者をいい、
親会社、地域統括会社、ブランド・ライセン
サー、フランチャイザー、コンサルタントその他
の防衛省と直接契約関係にある者に対して指
導、監督、業務支援、助言、監査等を行うもの
を含む。以下同じ。）への開示又は漏えいをし
てはならないことを定めていること。
・保有し、又は知り得た情報を第三者との契約
において伝達、交換、共有その他提供する約
定があるときは、保護すべき情報をその対象
から除く措置を定めていること。
・やむを得ない場合は、あらかじめ書面による
防衛省の許可を得ることを定めていること。

6 組織のセキュリ
ティ

⑶ ア 第
三
者
へ
の
開
示
の
禁
止

防衛関連企業は、第三者（保護すべき情
報を取り扱う業務に係る契約の相手方を
除く。）に保護すべき情報を開示又は漏え
いしてはならない。やむを得ず保護すべき
情報を第三者（保護すべき情報を取り扱う
業務に係る契約の相手方を除く。）に開示
しようとする場合には、あらかじめ、書面に
より防衛省の許可を受けなければならな
い。

該当無し

(4) 管理者は、管理対象情報の内容の伝達について、１の（１） 又は（２） の管理簿
に記録する。

9 1 1 アクセス制御方
針

管理策
 アクセス制御方針は，業務及び情報セ
キュリティの要求事項に基づいて確立し，
文書化し，レビューすることが望ましい。
実施の手引
 資産の管理責任者は，資産に対する利用
者のそれぞれの役割に対して，適切なアク
セス制御規則，アクセス権及び制限を，ア
クセスに伴う情報セキュリティリスクを反映
した制御の詳細さ及び厳密さで，決定する
ことが望ましい。
 アクセス制御は，論理的かつ物理的（箇
条 11 参照）なものであり，この両面を併せ
て考慮することが望ましい。利用者及び
サービス提供者には，アクセス制御によっ
て達成する業務上の要求事項を明確に規
定して提供することが望ましい。

6 特定資料又
は特定物件
の分類及び
管理

(2) 総括者は、特定資料又は特定物件の作成
等を確実に実施するため、関係社員が従
事する作成等の作業ごとに、当該関係社
員の権限及び義務を定め、並びに他の関
係社員による確認、監視等の手順を定め
るとともに、関係社員全員に対する教育、
監督、検査等を適切かつ確実に行うこと。

該当なし 該当なし 該当無し

(1) 管理者は、管理対象情報の複製をアクセス権者のみが行うことができるように
するための手順を確立する。

該当なし 9 通信及び運
用管理

(6) 総括者は、次のアからエまでに掲げる内容
を含む記憶媒体の取扱いに関する管理手
順を作成し、関係社員に周知すること。
ア:記憶媒体を使用するときは、総括者又
はその指定する者がその都度許可を与え
ること。
イ:記憶媒体の貸出・返却に関する記録を
残すこと。
ウ:記憶媒体に情報を記録するときは、秘
匿すること。
エ:記憶媒体の内容の複製及び破棄手順
に関すること。
【エに相当】

12 7 (2) ア 保護
すべ
き情
報の
目録

・目録の作成及び維持することを定めているこ
と。
・目録が適切に維持されていること。

7 保護すべき情
報の管理

⑵ 保護す
べき情
報の
取扱い

（ア） 防衛関連企業は、保護すべき情報を取扱
施設において取り扱うとともに、保護すべ
き情報を接受、作成、製作、複製、持ち出
し（貸出を含む。）及び破棄する場合は、記
録しなければならない。

該当無し

(2) 管理者は、アクセス権者が、管理対象情報の複製をしようとする場合には、当
該アクセス権者から、管理者に対して承認を得るための手順を確立する。

該当なし 9 通信及び運
用管理

(6) 総括者は、次のアからエまでに掲げる内容
を含む記憶媒体の取扱いに関する管理手
順を作成し、関係社員に周知すること。
ア:記憶媒体を使用するときは、総括者又
はその指定する者がその都度許可を与え
ること。
イ:記憶媒体の貸出・返却に関する記録を
残すこと。
ウ:記憶媒体に情報を記録するときは、秘
匿すること。
エ:記憶媒体の内容の複製及び破棄手順
に関すること。
【アに相当】

13 7 (2) イ 取扱
いの
管理
策

・取扱施設で取り扱うことを定めていること。
・接受等を記録することを定めていること。
・個人が所有する情報システム及び可搬記憶
媒体で取り扱ってはならないことを定めている
こと。
・（やむを得ない場合）事前に防衛省の許可を
得る手続を定めていること。
・防衛省の指示に従い、返却、提出、破棄等必
要な措置をとることを定めていること。
・防衛省から、保護すべき情報の破棄を求め
られた場合であって、当該情報を引き続き保
有する必要がある場合には、その理由を添え
て、発注者(防衛省との直接契約関係にある防
衛関連企業をいう。以下同じ。)を経由して防
衛省(調達要求元)に協議を求めることができ
ることを定めていること。
・接受等が適切に記録されていること。

7 保護すべき情
報の管理

⑵ 保護す
べき情
報の
取扱い

イ (ア)防衛関連企業は、保護すべき情報を取
扱施設において取り扱うとともに、保護す
べき情報を接受、作成、製作、複製、持ち
出し（貸出を含む。）及び破棄する場合は、
記録しなければならない。

該当無し

(3) 管理者は、アクセス権者から管理対象情報の複製についての承認を求められ
た場合には、当該複製が真に必要なものか否かの確認を行い、複製の範囲を
可能な限り限定した上で、これを認める。

該当なし 10 アクセス制御 (1) 総括者は、秘密保全施設内において情報
システムを使用する場合には、関係社員
が取り扱うことができる秘密の種類、関係
社員の役職等に応じた情報システムの利
用可能機能等を規定することにより、アク
セス制御を行うこと。

該当なし 該当なし 該当無し

(4) 事業者は、電子情報である管理対象情報について、情報システム（ハードウェ
ア、ソフトウェア（プログラムの集合体をいう。以下同じ。）、ネットワーク又は電
子記録媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをい
う。）を構成する機器及び可搬式記録媒体（ＵＳＢ記録媒体、光ディスク、外付け
ハードディスク等パーソナルコンピュータ等に挿入し、又は接続することでパー
ソナルコンピュータ等に記録されている情報を記録することが可能な電子記録
媒体をいう。以下同じ。）であって、個人が管理するものへの複製をするための
手順を確立する。

該当なし 9 通信及び運
用管理

(5) 総括者は、秘密の保全に関する特約条項
第５条第１項若しくは防衛装備庁における
秘密の保全に関する特約条項第５条第１
項、特定秘密の保護に関する特約条項第
９条第３項若しくは防衛装備庁における特
定秘密の保護に関する特約条項第９条第
３項又は特別防衛秘密の保護に関する特
約条項第５条第１項若しくは防衛装備庁に
おける特別防衛秘密の保護に関する特約
条項第５条第１項に規定する特定資料、特
定図面等及び特定物件の複製等につい
て、電子情報としてこれを行う場合には、
記憶媒体以外への保存を禁止すること。

32 10 (1) 操作
手順
書

・操作手順書を整備し、維持することを定めて
いること。
・操作手順書には、

①可搬記憶媒体へ保存時の手順②可搬記
憶媒体及び保護システムの破棄又

は再利用の手順③電子メール等での伝達の
手順④セキュリティに配慮した

ログオン手順についての記述又は引用がな
されていること。

10 通信及び運用
管理

⑴ 操作
手順
書

防衛関連企業は、保護システムの操作手
順書を整備し、維持するとともに、利用者
が利用可能な状態にしなければならない。

該当無し

(5) 事業者は、管理対象情報を複製した場合において、当該複製された情報を管
理対象情報として適切に管理する。

該当なし 9 通信及び運
用管理

(6) 総括者は、次のアからエまでに掲げる内容
を含む記憶媒体の取扱いに関する管理手
順を作成し、関係社員に周知すること。
ア:記憶媒体を使用するときは、総括者又
はその指定する者がその都度許可を与え
ること。
イ:記憶媒体の貸出・返却に関する記録を
残すこと。
ウ:記憶媒体に情報を記録するときは、秘
匿すること。
エ:記憶媒体の内容の複製及び破棄手順
に関すること。
【エに相当】

17 7 (2) カ 該当
部分
の明
示

・保護すべき情報を作成、製作又は複製した
場合、保護すべき情報である旨の表示を行う
ことを定めていること。
・契約の目的物が保護すべき情報を含むもの
である場合には、当該契約の履行の一環とし
て収集、整理、作成等した一切の情報につい
て、防衛省が当該情報を保護すべき情報には
当たらないと確認するまでは、保護すべき情
報として取り扱うことを定めていること。
・防衛関連企業は、保護すべき情報の指定を
解除する必要がある場合には、その理由を添
えて、発注者を経由して防衛省（調達要求元）
に協議を求めることができることを定めている
こと。
・保護すべき情報を記録する箇所を明示する
及び明示の方法を定めていること。
・適切に表示及び明示されていること。

7 保護すべき情
報の管理

⑵ 保護す
べき情
報の
取扱い

カ (ア)防衛関連企業は、保護すべき情報を作
成、製作又は複製した場合は、下線若しく
は枠囲みによる明示又は文頭及び文末に
括弧を付すことによる明示等の措置を行う
ものとする。

該当無し

4 管理対象
情報の複
製



5

別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

(6) 事業者は、管理対象情報の内容を他の記録媒体に記録する場合等において、
当該記録媒体自体を管理対象情報として管理するための手順を確立する。

8 2 3 資産の取扱い 管理策
 資産の取扱いに関する手順は，組織が採
用した情報分類体系に従って策定し，実施
することが望ましい。

9 通信及び運
用管理

(6) 総括者は、次のアからエまでに掲げる内容
を含む記憶媒体の取扱いに関する管理手
順を作成し、関係社員に周知すること。
ア:記憶媒体を使用するときは、総括者又
はその指定する者がその都度許可を与え
ること。
イ:記憶媒体の貸出・返却に関する記録を
残すこと。
ウ:記憶媒体に情報を記録するときは、秘
匿すること。
エ:記憶媒体の内容の複製及び破棄手順
に関すること。
【エに相当】

35 10 (4) ア 可搬
記憶
媒体
の管
理

・保護すべき情報を保存した可搬記憶媒体を
施錠したロッカー等により集中保管することを
定めていること。
・ロッカー等の鍵を適切に管理することを定め
ていること。
・保護すべき情報とそれ以外を容易に区別で
きる処置をすることを定めてい ること。
・施錠したロッカー等において集中保管してい
ること。
・ロッカー等の鍵を適切に管理していること。
・保護すべき情報とそれ以外を容易に区別で
きる処置がされていること。

10 通信及び運用
管理

⑷ 可搬
記憶
媒体
の取
扱い

ア：可搬記憶媒体の管理
防衛関連企業は、保護すべきデータを保
存した可搬記憶媒体を施錠したロッカー等
において集中保管し、適切に鍵を管理しな
ければならない。また、可搬記憶媒体は、
保護すべき情報とそれ以外を容易に区別
できる処置をしなければならない。※７⑵
保護すべき情報の取扱いを参照

該当無し

(1) 事業者は、管理対象情報の廃棄については、当該廃棄に係る管理対象情報を
探知することができないよう、紙情報の場合におけるシュレッダーでの細断、電
子情報の場合における完全消去や難読化等その管理対象情報の態様に応
じ、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の復元不可能な方法により廃棄をするた
めの手順を確立する。

8 3 2 媒体の処分 管理策
 媒体が不要になった場合は，正式な手順
を用いて，セキュリティを保って処分するこ
とが望ましい。
実施の手引
 認可されていない者に秘密情報が漏えい
するリスクを最小化するために，媒体のセ
キュリティを保った処分のための正式な手
順を確立することが望ましい。秘密情報を
格納した媒体の，セキュリティを保った処
分の手順は，その情報の取扱いに慎重を
要する度合いに応じたものであることが望
ましい。この管理策の実施については，次
の事項を考慮することが望ましい。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(8) 秘密に係る業務に使用したパソコン等を処
分又は修理するときは、次のア及びイに掲
げる措置を実施すること。ア:パソコン等は
物理的に破壊し、又はいかなる方法にお
いても記録又は保存された内容を再現す
ることができない状態にし、秘密の漏えい
を防止すること。
イ:処分又は修理に当たっては、総括者又
はその指定する者が必ず監督し、その実
施状況を記録すること。この場合、総括者
の指定する者が当該監督を行ったときは、
総括者に速やかに当該実施状況を報告す
ること。

31 9 (2) エ 保護
シス
テム
の破
棄又
は再
利用

・保護すべきデータが復元できない状態である
ことを点検し、物理的に破壊したのち、破棄
し、その旨を記録することを定めていること。
・復元できない状態であることを点検した後、
再利用することを定めていること。
・破棄を記録していること。

9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑵ 保護シ
ステム
の物
理的
保全
対策

エ：保護システムの破棄又は再利用 → 防
衛関連企業は、保護システムを破棄する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した上、記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

3章3.1媒体の廃棄

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

一 縦横細断方式のシュレッダーであっ
て、一辺を３mm以内とし、細断され
た紙の面積が4.5 平方mm以内に細
断をすることができるもの

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

二 縦横細断方式のシュレッダーであっ
て、細断された紙の面積が10平方
mm以内（一辺は１mm 以内とするも
のに限る。）に細断をすることができ
るもの

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

三 縦細断方式のシュレッダーであっ
て、一辺を１mm以内に細断をするこ
とができるもの

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

(3) 事業者は、他者から預けられた管理対象情報について、当該他者との間の取
引等が終了した場合には、当該他者との取決め等に基づき、速やかに当該他
者に返却をし、及び当該他者とともにその記録をし、又は（１） 若しくは（２）の方
法により廃棄する等の適切な管理をするための取組が習慣化し、文書等に定
めがなくてもその事業者の従業員等において行動が実践されている状態を確
立する。

8 1 4 資産の返却 管理策
 全ての従業員及び外部の利用者は，雇
用，契約又は合意の終了時に，自らが所
持する組織の資産の全てを返却すること
が望ましい。
実施の手引
 雇用の終了時の手続は，前もって支給さ
れた物理的及び電子的な資産（組織が管
理責任をもつ又は組織に委託されたもの）
の全ての返却を含むことを正式なものとす
ることが望ましい。
 従業員及び外部の利用者が組織の設備
を購入する場合，又は個人所有の設備を
用いる場合には，手順に従って，全ての関
連する情報を組織に返却し，設備からセ
キュリティを保って消去することを確実にす
ることが望ましい（11.2.7 参照）。
 従業員及び外部の利用者が継続中の作
業に重要な知識を保有している場合には，
その情報を文書化し，組織に引き継ぐこと
が望ましい。
 雇用の終了の予告期間中は，雇用が終
了する従業員及び契約相手が認可を得ず
に関連情報（例えば，知的財産）を複製す
ることのないよう，組織が管理することが望
ましい。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(8) 秘密に係る業務に使用したパソコン等を処
分又は修理するときは、次のア及びイに掲
げる措置を実施すること。ア:パソコン等は
物理的に破壊し、又はいかなる方法にお
いても記録又は保存された内容を再現す
ることができない状態にし、秘密の漏えい
を防止すること。
イ:処分又は修理に当たっては、総括者又
はその指定する者が必ず監督し、その実
施状況を記録すること。この場合、総括者
の指定する者が当該監督を行ったときは、
総括者に速やかに当該実施状況を報告す
ること。

23 8 (6) 保護
すべ
き情
報の
返却

・保護すべき情報に接する必要が無くなった場
合は、管理者へ返却することを定めているこ
と。
・保護すべき情報は、管理者へ返却されてい
ること。

8 人的セキュリ
ティ

⑹ 保護す
べき情
報の
返却

防衛関連企業は、取扱者の雇用契約の終
了又は取扱者との契約合意内容の変更に
伴い、保護すべき情報に接する必要がなく
なった場合には、取扱者が保有する保護
すべき情報を管理者へ返却させなければ
ならない。

該当無し

(1) 事業者は、１から５までに定める手順のほか、第二の２により必要と決定した措
置を実施するため、管理対象情報の適切な管理についての具体的な実現手法
を記載した文書（以下「マニュアル」という。）を作成する。

該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(4) 総括者又はその指定する者は、秘密保全
規則等の内容及び履行状況を定期的に確
認し、不十分な点があると認めるときは、
直ちに是正のための必要な措置を講ずる
こと。

4 情報セキュリ
ティ基本方針等
の作成

防衛関連企業は、情報セキュリティ基本方
針等を作成するものとし、その際及び変更
する場合は、本基準との適合性について、
防衛省の確認を受けるものとする。

1章4.文書の改廃

(2) 事業者の取締役等の経営層（管理対象情報を活用し、事業を実施する部門の
長を含む。）は、マニュアルを、当該管理対象情報を取り扱う可能性のある全て
の者に周知する。

該当なし 4 秘密保全規
則等の取扱
い

(3) 乙は、秘密保全規則等を秘密の取扱いの
業務に従事する者（以下「関係社員」
という。）に確実に周知すること。

1 5 (1) 情報
セ
キュリ
ティ
基本
方針
及び
情報
セ
キュリ
ティ

・保護すべき情報を取り扱う可能性のある全て
の者に周知することを定めて

いること。
・必要に応じて下請負者へ周知することを定め
ていること。

5 情報セキュリ
ティの基本方針
等

⑴ 情報セ
キュリ
ティ基
本方
針及び
情報セ
キュリ
ティ基
準

経営者等は、情報セキュリティ基本方針及
び情報セキュリティ基準を承認し、保護す
べき情報を取り扱う可能性のあるすべての
者（取扱者を含む。）に周知しなければなら
ない。また、必要に応じて保護すべき情報
を取り扱う下請負者に周知しなければなら
ない。

該当無し

(3) 事業者は、管理対象情報が他者から預けられた情報である場合であって、当
該管理対象情報についてのマニュアルを当該他者からの求めに応じて作成す
るときは、当該他者に当該マニュアルの内容についての確認をとる。これを変
更するときも、確認をとる。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

(4) 事業者の取締役等の経営層は、第二の２により必要と決定した措置の実施の
状況を管理者に記録をさせ、当該記録の保管期間を定め、定期的に確認す
る。

該当なし 11 検証・改善 総括者は、秘密保全に万全を期すため、
秘密保全に係る社内の文書類、組織、秘
密の管理状況、教育内容等の秘密保全を
確保するための各種措置等について不断
の検証を行い、状況に応じて必要な改善を
行うこと。

70 13 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
の記
録

・保護すべき情報に係る重要な記録の保管期
間を定めていること。
・重要な記録は、施錠したロッカー等において
保管又は暗号技術を用いる等厳密に保護す
ることを定めていること。
・適切に鍵を管理することを定めていること。
・重要な記録は、施錠したロッカー等において
保管又は暗号技術を用いる等厳密に保護され
ていること。
・適切に鍵が管理されていること。

13 遵守状況等 ⑵ 情報セ
キュリ
ティの
記録

防衛関連企業は、保護すべき情報に係る
重要な記録（複製記録、持ち出し記録及び
監査記録等）の保管期間（少なくとも契約
履行後１年間）を定めた上、施錠したロッ
カー等において保管又は暗号技術を用い
る等厳密に保護するとともに、適切に鍵を
管理しなければならない。

該当無し

管理対象
情報の適
切な管理
についての
文書の作
成等

6

5 管理対象
情報の廃
棄等

事業者は、紙情報である管理対象情報をシュレッダーにより細断をする場合に
は、以下に掲げるいずれかの性能を有するシュレッダーを用いる。

(2)
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

事業者は、アクセス権者を含む全ての従業員等への管理対象情報を含む技術
等情報の適切な管理に関する意識の啓発を図るためのトレーニング（会議、講
義、e-learning等いずれの実施形態であるかを問わない。）を受講させる機会を
設け、以下に掲げる事項のうち第二の２により必要と決定した措置を実施し、管
理対象情報を含む技術等情報に係る認識向上による不正行為者の言い逃れ
の排除等に資するよう取組を行う。

○ 7 2 2 情報セキュリ
ティの意識向
上，教育及び訓
練

管理策
 組織の全ての従業員，及び関係する場合には契約相
手は，職務に関連する組織の方針及び手順について
の，適切な，意識向上のための教育及び訓練を受け，ま
た，定めに従ってその更新を受けることが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，従業員，及
び関係する場合は契約相手に対し，情報セキュリティに
関する各自の責任及びその責任を果たす方法につい
て，認識させることを狙いとすることが望ましい。
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，保護すべき
組織の情報及び情報を保護するために実施されている
管理策を考慮に入れて，組織の情報セキュリティのため
の方針群及び関連する手順に沿って確立することが望
ましい。意識向上プログラムには，キャンペーン（例え
ば，情報セキュリティの日），及びパンフレット又は会報
の発行のような，複数の意識向上活動を含めることが望
ましい。
 意識向上プログラムは，組織における従業員の役割，
及び関係する場合には契約相手の認識に対する組織の
期待を考慮に入れて，計画することが望ましい。意識向
上プログラムの活動は，長期にわたり，できれば定期的
に計画されることが望ましい。これによって，活動が繰り
返され，新しい従業員及び契約相手も対象となる。また，
意識向上プログラムは，定期的に更新して組織の方針
及び手順に沿うようにすることが望ましく，情報セキュリ
ティインシデントから学んだ教訓が生かされるようにする
ことが望ましい。
 意識向上のための訓練は，組織の情報セキュリティの
意識向上プログラムで必要とされた場合に実施すること
が望ましい。意識向上のための訓練には，教室での訓
練，通信教育，インターネットを利用した訓練，自己学習
その他を含む，多様な手段を用いることができる。
 情報セキュリティの教育及び訓練には，例えば，次のよ
うな一般的な側面も含めることが望ましい。

6 特定資料又
は特定物件
の分類及び
管理

(2) 総括者は、特定資料又は特定物件の作成
等を確実に実施するため、関係社員が従
事する作成等の作業ごとに、当該関係社
員の権限及び義務を定め、並びに他の関
係社員による確認、監視等の手順を定め
るとともに、関係社員全員に対する教育、
監督、検査等を適切かつ確実に行うこと。

20 8 (3) 情報
セ
キュリ
ティ
教育
及び
訓練

・定期的な教育及び訓練の実施を定めている
こと。
・定期的に行う教育には、組織の方針、取扱
手順、関連する法令その他なり
すましメール等による悪意のあるコードへの感
染を防止するための対策及
び感染した場合の対処手順等に関する内容
が含まれていること。
・定期的に教育及び訓練を実施していること。
・教育及び訓練の実施状況を記録し、保管し
ていること。

8 人的セキュリ
ティ

⑶ 情報セ
キュリ
ティ教
育及び
訓練

防衛関連企業は、取扱者の職務に関連す
る組織の方針、手順、関連する法令その
他なりすましメール等による悪意のある
コードへの感染を防止するための対策及
び感染した場合の対処手順等について、
教育及び訓練を定期的に実施するととも
に、その状況を記録し、少なくとも翌年度末
まで保管しなければならない。

2章4.情報セキュリティ教育

7 2 2 情報セキュリ
ティの意識向
上，教育及び訓
練

管理策
 組織の全ての従業員，及び関係する場合には契約相
手は，職務に関連する組織の方針及び手順について
の，適切な，意識向上のための教育及び訓練を受け，ま
た，定めに従ってその更新を受けることが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，従業員，及
び関係する場合は契約相手に対し，情報セキュリティに
関する各自の責任及びその責任を果たす方法につい
て，認識させることを狙いとすることが望ましい。
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，保護すべき
組織の情報及び情報を保護するために実施されている
管理策を考慮に入れて，組織の情報セキュリティのため
の方針群及び関連する手順に沿って確立することが望
ましい。意識向上プログラムには，キャンペーン（例え
ば，情報セキュリティの日），及びパンフレット又は会報
の発行のような，複数の意識向上活動を含めることが望
ましい。
 意識向上プログラムは，組織における従業員の役割，
及び関係する場合には契約相手の認識に対する組織の
期待を考慮に入れて，計画することが望ましい。意識向
上プログラムの活動は，長期にわたり，できれば定期的
に計画されることが望ましい。これによって，活動が繰り
返され，新しい従業員及び契約相手も対象となる。また，
意識向上プログラムは，定期的に更新して組織の方針
及び手順に沿うようにすることが望ましく，情報セキュリ
ティインシデントから学んだ教訓が生かされるようにする
ことが望ましい。
 意識向上のための訓練は，組織の情報セキュリティの
意識向上プログラムで必要とされた場合に実施すること
が望ましい。意識向上のための訓練には，教室での訓
練，通信教育，インターネットを利用した訓練，自己学習
その他を含む，多様な手段を用いることができる。
 情報セキュリティの教育及び訓練には，例えば，次のよ
うな一般的な側面も含めることが望ましい。

7 人的セキュリ
ティ

(3) 総括者は、秘密保全の重要性及び保全に
関する社内規則（秘密保全規則等を含む。
ウにおいて同じ。）の内容について、関係
社員その他の従業員全てに対し、次のア
からオまでに掲げる内容を含む教育を定
期的に行い、その結果を甲に届け出るこ
と。
ア:秘密保全の重要性、意義（秘密保全意
識の涵養を含む。）
イ:「need to know の原則」（「情報は知る必
要がある者にのみ伝え、知る必要のない
者には伝えない」という原則）の確実な履
行
ウ:保全に関する社内規則の確実な履行
エ:隙のない勤務と私生活における慎重な
行動
オ 悪意のあるソフトウェアへの感染（特に
記憶媒体を介した感染）を防止するための
対策及び感染した場合の対処手順

20 8 (3) 情報
セ
キュリ
ティ
教育
及び
訓練

・定期的な教育及び訓練の実施を定めている
こと。
・定期的に行う教育には、組織の方針、取扱
手順、関連する法令その他なり
すましメール等による悪意のあるコードへの感
染を防止するための対策及
び感染した場合の対処手順等に関する内容
が含まれていること。
・定期的に教育及び訓練を実施していること。
・教育及び訓練の実施状況を記録し、保管し
ていること。

8 人的セキュリ
ティ

⑶ 情報セ
キュリ
ティ教
育及び
訓練

防衛関連企業は、取扱者の職務に関連す
る組織の方針、手順、関連する法令その
他なりすましメール等による悪意のある
コードへの感染を防止するための対策及
び感染した場合の対処手順等について、
教育及び訓練を定期的に実施するととも
に、その状況を記録し、少なくとも翌年度末
まで保管しなければならない。

2章4.情報セキュリティ教育

一 技術等情報と管理対象情報の違い 該当なし 4 秘密保全規
則等の取扱
い

(3) 乙は、秘密保全規則等を秘密の取扱いの
業務に従事する者（以下「関係社員」
という。）に確実に周知すること。

該当なし 該当なし 2章4.情報セキュリティ教育

二 管理対象情報を適切に管理すること
の重要性、意識

該当なし 4 秘密保全規
則等の取扱
い

(1) 乙は、本ガイドラインの内容に沿った秘密
保全のための要領である秘密保全実施要
領を作成し、甲の確認を受けるものとす
る

該当なし 該当なし 2章4.情報セキュリティ教育

三 管理対象情報を含む技術等情報の
漏えいとその結果の事例

記載なし 該当なし 該当なし 8 人的セキュリ
ティ

⑶ 情報セ
キュリ
ティ教
育及び
訓練

防衛関連企業は、取扱者の職務に関連す
る組織の方針、手順、関連する法令その
他なりすましメール等による悪意のある
コードへの感染を防止するための対策及
び感染した場合の対処手順等について、
教育及び訓練を定期的に実施するととも
に、その状況を記録し、少なくとも翌年度末
まで保管しなければならない。

2章4.情報セキュリティ教育

四 関係法令の内容 7 2 2 情報セキュリ
ティの意識向
上，教育及び訓
練

管理策
 組織の全ての従業員，及び関係する場合には契約相
手は，職務に関連する組織の方針及び手順について
の，適切な，意識向上のための教育及び訓練を受け，ま
た，定めに従ってその更新を受けることが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，従業員，及
び関係する場合は契約相手に対し，情報セキュリティに
関する各自の責任及びその責任を果たす方法につい
て，認識させることを狙いとすることが望ましい。
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，保護すべき
組織の情報及び情報を保護するために実施されている
管理策を考慮に入れて，組織の情報セキュリティのため
の方針群及び関連する手順に沿って確立することが望
ましい。意識向上プログラムには，キャンペーン（例え
ば，情報セキュリティの日），及びパンフレット又は会報
の発行のような，複数の意識向上活動を含めることが望
ましい。
 意識向上プログラムは，組織における従業員の役割，
及び関係する場合には契約相手の認識に対する組織の
期待を考慮に入れて，計画することが望ましい。意識向
上プログラムの活動は，長期にわたり，できれば定期的
に計画されることが望ましい。これによって，活動が繰り
返され，新しい従業員及び契約相手も対象となる。また，
意識向上プログラムは，定期的に更新して組織の方針
及び手順に沿うようにすることが望ましく，情報セキュリ
ティインシデントから学んだ教訓が生かされるようにする
ことが望ましい。
 意識向上のための訓練は，組織の情報セキュリティの
意識向上プログラムで必要とされた場合に実施すること
が望ましい。意識向上のための訓練には，教室での訓
練，通信教育，インターネットを利用した訓練，自己学習
その他を含む，多様な手段を用いることができる。
 情報セキュリティの教育及び訓練には，例えば，次のよ
うな一般的な側面も含めることが望ましい。

該当なし 該当なし 該当なし 2章4.情報セキュリティ教育

五 マニュアル、この告示のⅦの第四の
方針又は対策等技術等情報の適切
な管理に係る文書を作成している場
合には、その内容

該当なし 該当なし 20 8 (3) 情報
セ
キュリ
ティ
教育
及び
訓練

・定期的な教育及び訓練の実施を定めている
こと。
・定期的に行う教育には、組織の方針、取扱
手順、関連する法令その他なりすましメール等
による悪意のあるコードへの感染を防止する
ための対策及び感染した場合の対処手順等
に関する内容が含まれていること。
・定期的に教育及び訓練を実施していること。
・教育及び訓練の実施状況を記録し、保管し
ていること。

8 人的セキュリ
ティ

⑶ 情報セ
キュリ
ティ教
育及び
訓練

防衛関連企業は、取扱者の職務に関連す
る組織の方針、手順、関連する法令その
他なりすましメール等による悪意のある
コードへの感染を防止するための対策及
び感染した場合の対処手順等について、
教育及び訓練を定期的に実施するととも
に、その状況を記録し、少なくとも翌年度末
まで保管しなければならない。

2章4.情報セキュリティ教育

1

第五

事業者は、アクセス権者を含む全ての従業員等に対して、技術等情報の適切
な管理に関する知識及び能力の向上を図るため、以下に掲げる事項のうち必
要なものに係るトレーニングを受講させる機会を設ける。

管理対象情報の
適切な管理をす
るためのトレー
ニング



7

別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

六 四及び五の関係法令等に違反した
場合の処分等

7 2 2 情報セキュリ
ティの意識向
上，教育及び訓
練

管理策
 組織の全ての従業員，及び関係する場合には契約相
手は，職務に関連する組織の方針及び手順について
の，適切な，意識向上のための教育及び訓練を受け，ま
た，定めに従ってその更新を受けることが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，従業員，及
び関係する場合は契約相手に対し，情報セキュリティに
関する各自の責任及びその責任を果たす方法につい
て，認識させることを狙いとすることが望ましい。
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，保護すべき
組織の情報及び情報を保護するために実施されている
管理策を考慮に入れて，組織の情報セキュリティのため
の方針群及び関連する手順に沿って確立することが望
ましい。意識向上プログラムには，キャンペーン（例え
ば，情報セキュリティの日），及びパンフレット又は会報
の発行のような，複数の意識向上活動を含めることが望
ましい。
 意識向上プログラムは，組織における従業員の役割，
及び関係する場合には契約相手の認識に対する組織の
期待を考慮に入れて，計画することが望ましい。意識向
上プログラムの活動は，長期にわたり，できれば定期的
に計画されることが望ましい。これによって，活動が繰り
返され，新しい従業員及び契約相手も対象となる。また，
意識向上プログラムは，定期的に更新して組織の方針
及び手順に沿うようにすることが望ましく，情報セキュリ
ティインシデントから学んだ教訓が生かされるようにする
ことが望ましい。
 意識向上のための訓練は，組織の情報セキュリティの
意識向上プログラムで必要とされた場合に実施すること
が望ましい。意識向上のための訓練には，教室での訓
練，通信教育，インターネットを利用した訓練，自己学習
その他を含む，多様な手段を用いることができる。
 情報セキュリティの教育及び訓練には，例えば，次のよ
うな一般的な側面も含めることが望ましい。

7 人的セキュリ
ティ

(2) 部門責任者等は、次のア及びイに掲げる
措置を確実に講ずること。
ア:秘密保全規則等に違反した者に対する
正式な懲戒手続を備え、かつ懲戒を確実
に履行すること。
イ:関係社員の秘密保全に関する責任を明
確にし、在職中及び離職後における秘密
保全に係る誓約を文書で行わせること。ま
た、当該文書には、当該関係社員が秘密
を漏えいした場合の当該関係社員の民事
上の責任に係る規定を含めること。

21 8 (4) 違反
者へ
の対
処方
針

・情報セキュリティ基本方針等に違反した取扱
者に対する対処方針及び手続

を定めていること。

8 人的セキュリ
ティ

⑷ 違反
者へ
の対
処方
針

防衛関連企業は、情報セキュリティ基本方
針等に違反した取扱者に対する対処方針
及び手続を定めなければならない。

2章4.情報セキュリティ教育

七 管理対象情報の漏えいの事故等
（管理対象情報の紛失の事故及び
改ざん又は破壊がされた事実を含
む。以下同じ。）が発生したことを発
見した場合の報告手続

7 2 2 情報セキュリ
ティの意識向
上，教育及び訓
練

管理策
 組織の全ての従業員，及び関係する場合には契約相
手は，職務に関連する組織の方針及び手順について
の，適切な，意識向上のための教育及び訓練を受け，ま
た，定めに従ってその更新を受けることが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，従業員，及
び関係する場合は契約相手に対し，情報セキュリティに
関する各自の責任及びその責任を果たす方法につい
て，認識させることを狙いとすることが望ましい。
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，保護すべき
組織の情報及び情報を保護するために実施されている
管理策を考慮に入れて，組織の情報セキュリティのため
の方針群及び関連する手順に沿って確立することが望
ましい。意識向上プログラムには，キャンペーン（例え
ば，情報セキュリティの日），及びパンフレット又は会報
の発行のような，複数の意識向上活動を含めることが望
ましい。
 意識向上プログラムは，組織における従業員の役割，
及び関係する場合には契約相手の認識に対する組織の
期待を考慮に入れて，計画することが望ましい。意識向
上プログラムの活動は，長期にわたり，できれば定期的
に計画されることが望ましい。これによって，活動が繰り
返され，新しい従業員及び契約相手も対象となる。また，
意識向上プログラムは，定期的に更新して組織の方針
及び手順に沿うようにすることが望ましく，情報セキュリ
ティインシデントから学んだ教訓が生かされるようにする
ことが望ましい。
 意識向上のための訓練は，組織の情報セキュリティの
意識向上プログラムで必要とされた場合に実施すること
が望ましい。意識向上のための訓練には，教室での訓
練，通信教育，インターネットを利用した訓練，自己学習
その他を含む，多様な手段を用いることができる。
 情報セキュリティの教育及び訓練には，例えば，次のよ
うな一般的な側面も含めることが望ましい。

7 人的セキュリ
ティ

(4) 総括者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の
事故に対して、迅速、効果的及び整然とし
た対処を確実に行うこと。この場合、総括
者又はその指定する者は、適切な連絡経
路を通じて、直ちに把握し得る限りの全て
の内容を甲に報告するとともに、その後速
やかにその詳細を報告することとし、その
ため、総括者は、必要な手順を作成するこ
と。なお、手順には、報告に当たっての責
任者及び連絡担当者等を明らかにした連
絡系統図を作成することとし、異動等の
あった場合にはこれを更新すること。

64 12 (1)､(2) 情報
セ
キュリ
ティ
の事
故等
の報
告

情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事
項について、発注者（防衛省との直接契約関係にある防
衛関連企業をいう。以下同じ。）への報告要領を定めてい
るとともに、当該報告要領に以下のことが規定されている
こと。"
①情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を
講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、
その後速やかにその詳細を発注者に報告しなければな
らない。"
②ア）保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン
（以下「サーバ等」という。）に悪意のあるコードへの感染
又は不正アクセスが認められた場合、及びイ）保護すべ
き情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネット
に接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合において、適切な措置を講じるととも
に、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速や
かにその詳細を発注者に報告しなければならない。"
③情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそ
れのある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やか
に、その詳細を発注者に報告しなければならない。"
④前記①から③までに規定する報告のほか、保護すべ
き情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性
又は将来発生する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連企業は、直ち
に当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの
全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。"
報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかに

した連絡系統図を作成している（異動等のあった場合に
は更新している）とともに、直ちに発注者に報告する場合
の責任者及び連絡担当者を明示していること。"

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑴ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の報
告

ア:防衛関連企業は、情報セキュリティ事故
が発生したときは、適切な措置を講じるとと
もに、直ちに把握し得る限りの全ての内容
を、その後速やかにその詳細を防衛省に
報告しなければならない。
イ:次に掲げる場合において、防衛関連企
業は、適切な措置を講じるとともに、直ちに
把握し得る限りの全ての内容を、その後速
やかにその詳細を防衛省に報告しなけれ
ばならない。
 (ｱ)保護すべき情報が保存されたサーバ
等に悪意のあるコードへの感染又は不正
アクセスが認められた場合
 (ｲ)保護すべき情報が保存されているサー
バ等と同一のイントラネットに接続されてい
るサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合
ウ:情報セキュリティ事故の疑い又は事故
につながるおそれのある場合は、防衛関
連企業は、適切な措置を講じるとともに、
速やかに、その詳細を防衛省に報告しな
ければならない。
エ:前記アからウまでに規定する報告のほ
か、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊
等の事故が発生した可能性又は将来発生
する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連
企業は、直ちに当該可能性又は懸念の真
偽を含む把握し得る限りの全ての背景及
び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。

2章4.情報セキュリティ教育

八 標的型メール等の警戒すべき手口
並びに標的型メール等による情報シ
ステムが提供する機能を妨害する
ウィルス、スパイウェア等の感染を
防止するための対策及び感染した
場合の対処の手順

7 2 2 情報セキュリ
ティの意識向
上，教育及び訓
練

管理策
 組織の全ての従業員，及び関係する場合には契約相
手は，職務に関連する組織の方針及び手順について
の，適切な，意識向上のための教育及び訓練を受け，ま
た，定めに従ってその更新を受けることが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，従業員，及
び関係する場合は契約相手に対し，情報セキュリティに
関する各自の責任及びその責任を果たす方法につい
て，認識させることを狙いとすることが望ましい。
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，保護すべき
組織の情報及び情報を保護するために実施されている
管理策を考慮に入れて，組織の情報セキュリティのため
の方針群及び関連する手順に沿って確立することが望
ましい。意識向上プログラムには，キャンペーン（例え
ば，情報セキュリティの日），及びパンフレット又は会報
の発行のような，複数の意識向上活動を含めることが望
ましい。
 意識向上プログラムは，組織における従業員の役割，
及び関係する場合には契約相手の認識に対する組織の
期待を考慮に入れて，計画することが望ましい。意識向
上プログラムの活動は，長期にわたり，できれば定期的
に計画されることが望ましい。これによって，活動が繰り
返され，新しい従業員及び契約相手も対象となる。また，
意識向上プログラムは，定期的に更新して組織の方針
及び手順に沿うようにすることが望ましく，情報セキュリ
ティインシデントから学んだ教訓が生かされるようにする
ことが望ましい。
 意識向上のための訓練は，組織の情報セキュリティの
意識向上プログラムで必要とされた場合に実施すること
が望ましい。意識向上のための訓練には，教室での訓
練，通信教育，インターネットを利用した訓練，自己学習
その他を含む，多様な手段を用いることができる。
 情報セキュリティの教育及び訓練には，例えば，次のよ
うな一般的な側面も含めることが望ましい。

9 通信及び運
用管理

(2) 総括者は、悪意のあるソフトウェアから秘
密を保護するため、関係社員に、それぞれ
のパソコン等に対応する適切な最新のウィ
ルス対策ソフトウェア等を用いて当該ソフト
ウェアを検出させ、及び検出時にその事実
を適切に認知させるための対策を講じると
ともに、当該ソフトウェアが認知された場合
は、削除する等の措置を講ずること。特
に、記憶媒体については、少なくとも週１回
以上当該措置を講ずること。ただし、１週間
以上使用されていない記憶媒体について
は、使用する直前に当該措置を講ずるも
のとする。

65 12 (3) ア 対処
体制
及び
手順

・情報セキュリティ事故（情報セキュリティ事故
の疑いのある場合を含む。

以下同じ。）及び事象に対処するため、対処
体制、責任及び手順を定めて

いること。

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑶ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の対
処等

ア：対処体制及び手順 → 防衛関連企業
は、情報セキュリティ事故、その疑いのあ
る場合及び情報セキュリティ事象に対処す
るため、対処体制、責任及び手順を定めな
ければならない。
イ：証拠の収集 → 防衛関連企業は、情報
セキュリティ事故が発生した場合、その疑
いのある場合及び⑴イ(ｱ)の場合証拠を収
集し速やかに防衛省へ提出しなければな
らない。
ウ：情報セキュリティ基本方針等への反映
→ 防衛関連企業は、発生した情報セキュ
リティ事故、その疑いのある場合及び情報
セキュリティ事象を、情報セキュリティ基本
方針等の見直し等に反映しなければなら
ない。

2章4.情報セキュリティ教育

2 事業者は、トレーニングを受講させる機会を定期的に設ける。 7 2 2 情報セキュリ
ティの意識向
上，教育及び訓
練

管理策
 組織の全ての従業員，及び関係する場合には契約相
手は，職務に関連する組織の方針及び手順について
の，適切な，意識向上のための教育及び訓練を受け，ま
た，定めに従ってその更新を受けることが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，従業員，及
び関係する場合は契約相手に対し，情報セキュリティに
関する各自の責任及びその責任を果たす方法につい
て，認識させることを狙いとすることが望ましい。
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，保護すべき
組織の情報及び情報を保護するために実施されている
管理策を考慮に入れて，組織の情報セキュリティのため
の方針群及び関連する手順に沿って確立することが望
ましい。意識向上プログラムには，キャンペーン（例え
ば，情報セキュリティの日），及びパンフレット又は会報
の発行のような，複数の意識向上活動を含めることが望
ましい。
 意識向上プログラムは，組織における従業員の役割，
及び関係する場合には契約相手の認識に対する組織の
期待を考慮に入れて，計画することが望ましい。意識向
上プログラムの活動は，長期にわたり，できれば定期的
に計画されることが望ましい。これによって，活動が繰り
返され，新しい従業員及び契約相手も対象となる。また，
意識向上プログラムは，定期的に更新して組織の方針
及び手順に沿うようにすることが望ましく，情報セキュリ
ティインシデントから学んだ教訓が生かされるようにする
ことが望ましい。
 意識向上のための訓練は，組織の情報セキュリティの
意識向上プログラムで必要とされた場合に実施すること
が望ましい。意識向上のための訓練には，教室での訓
練，通信教育，インターネットを利用した訓練，自己学習
その他を含む，多様な手段を用いることができる。
 情報セキュリティの教育及び訓練には，例えば，次のよ
うな一般的な側面も含めることが望ましい。

6 特定資料又
は特定物件
の分類及び
管理

(2) 総括者は、特定資料又は特定物件の作成
等を確実に実施するため、関係社員が従
事する作成等の作業ごとに、当該関係社
員の権限及び義務を定め、並びに他の関
係社員による確認、監視等の手順を定め
るとともに、関係社員全員に対する教育、
監督、検査等を適切かつ確実に行うこと。

20 8 (3) 情報
セ
キュリ
ティ
教育
及び
訓練

・定期的な教育及び訓練の実施を定めている
こと。
・定期的に行う教育には、組織の方針、取扱
手順、関連する法令その他なり
すましメール等による悪意のあるコードへの感
染を防止するための対策及
び感染した場合の対処手順等に関する内容
が含まれていること。
・定期的に教育及び訓練を実施していること。
・教育及び訓練の実施状況を記録し、保管し
ていること。

8 人的セキュリ
ティ

⑶ 情報セ
キュリ
ティ教
育及び
訓練

防衛関連企業は、取扱者の職務に関連す
る組織の方針、手順、関連する法令その
他なりすましメール等による悪意のある
コードへの感染を防止するための対策及
び感染した場合の対処手順等について、
教育及び訓練を定期的に実施するととも
に、その状況を記録し、少なくとも翌年度末
まで保管しなければならない。

該当無し
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

3 事業者は、従業員等における秘密の管理に係る意識の啓発を一層図るため、
アクセス権者を含む全ての従業員等について、トレーニングに加えて、技術等
情報の適切な管理に係る従業員相互間の確認を定期的に行わせるようにす
る。

7 2 2 情報セキュリ
ティの意識向
上，教育及び訓
練

管理策
 組織の全ての従業員，及び関係する場合には契約相
手は，職務に関連する組織の方針及び手順について
の，適切な，意識向上のための教育及び訓練を受け，ま
た，定めに従ってその更新を受けることが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，従業員，及
び関係する場合は契約相手に対し，情報セキュリティに
関する各自の責任及びその責任を果たす方法につい
て，認識させることを狙いとすることが望ましい。
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，保護すべき
組織の情報及び情報を保護するために実施されている
管理策を考慮に入れて，組織の情報セキュリティのため
の方針群及び関連する手順に沿って確立することが望
ましい。意識向上プログラムには，キャンペーン（例え
ば，情報セキュリティの日），及びパンフレット又は会報
の発行のような，複数の意識向上活動を含めることが望
ましい。
 意識向上プログラムは，組織における従業員の役割，
及び関係する場合には契約相手の認識に対する組織の
期待を考慮に入れて，計画することが望ましい。意識向
上プログラムの活動は，長期にわたり，できれば定期的
に計画されることが望ましい。これによって，活動が繰り
返され，新しい従業員及び契約相手も対象となる。また，
意識向上プログラムは，定期的に更新して組織の方針
及び手順に沿うようにすることが望ましく，情報セキュリ
ティインシデントから学んだ教訓が生かされるようにする
ことが望ましい。
 意識向上のための訓練は，組織の情報セキュリティの
意識向上プログラムで必要とされた場合に実施すること
が望ましい。意識向上のための訓練には，教室での訓
練，通信教育，インターネットを利用した訓練，自己学習
その他を含む，多様な手段を用いることができる。
 情報セキュリティの教育及び訓練には，例えば，次のよ
うな一般的な側面も含めることが望ましい。

11 検証・改善 総括者は、秘密保全に万全を期すため、
秘密保全に係る社内の文書類、組織、秘
密の管理状況、教育内容等の秘密保全を
確保するための各種措置等について不断
の検証を行い、状況に応じて必要な改善を
行うこと。

20 8 (3) 情報
セ
キュリ
ティ
教育
及び
訓練

・定期的な教育及び訓練の実施を定めている
こと。
・定期的に行う教育には、組織の方針、取扱
手順、関連する法令その他なり
すましメール等による悪意のあるコードへの感
染を防止するための対策及
び感染した場合の対処手順等に関する内容
が含まれていること。
・定期的に教育及び訓練を実施していること。
・教育及び訓練の実施状況を記録し、保管し
ていること。

8 人的セキュリ
ティ

⑶ 情報セ
キュリ
ティ教
育及び
訓練

防衛関連企業は、取扱者の職務に関連す
る組織の方針、手順、関連する法令その
他なりすましメール等による悪意のある
コードへの感染を防止するための対策及
び感染した場合の対処手順等について、
教育及び訓練を定期的に実施するととも
に、その状況を記録し、少なくとも翌年度末
まで保管しなければならない。

該当無し

4 事業者は、アクセス権者（アクセス権を設定することが見込まれる者を含む。）
に対して、管理者又は当該管理者が指定する者により、例えば、Need to Know
の原則（情報は必要のある人のみ（情報へのアクセスは必要な人のみ）に伝
え、知る必要のない人に伝えない（情報へのアクセスが必要ではない人にはア
クセスを認めない。）という原則をいう。以下同じ。）を守ることの重要性（勤務に
おいて留意すべき事項を含む。）、管理対象情報の取扱手続の詳細や情報の
漏えい等の兆候及び端緒のケーススタディ（私生活において注意すべき事項を
含む。）を含むトレーニングを受講させる機会を設ける。

該当なし 7 人的セキュリ
ティ

(3) 総括者は、秘密保全の重要性及び保全に
関する社内規則（秘密保全規則等を含む。
ウにおいて同じ。）の内容について、関係
社員その他の従業員全てに対し、次のア
からオまでに掲げる内容を含む教育を定
期的に行い、その結果を甲に届け出るこ
と。
ア:秘密保全の重要性、意義（秘密保全意
識の涵養を含む。）
イ:「need to know の原則」（「情報は知る必
要がある者にのみ伝え、知る必要のない
者には伝えない」という原則）の確実な履
行
ウ:保全に関する社内規則の確実な履行
エ:隙のない勤務と私生活における慎重な
行動
オ 悪意のあるソフトウェアへの感染（特に
記憶媒体を介した感染）を防止するための
対策及び感染した場合の対処手順

該当なし 該当なし 該当無し

5 事業者は、アクセス権を設定することが見込まれる者については、原則として、
管理対象情報にアクセスさせる前に４のトレーニングを受講させる。

該当なし 7 人的セキュリ
ティ

(3) 総括者は、秘密保全の重要性及び保全に
関する社内規則（秘密保全規則等を含む。
ウにおいて同じ。）の内容について、関係
社員その他の従業員全てに対し、次のア
からオまでに掲げる内容を含む教育を定
期的に行い、その結果を甲に届け出るこ
と。
ア:秘密保全の重要性、意義（秘密保全意
識の涵養を含む。）
イ:「need to know の原則」（「情報は知る必
要がある者にのみ伝え、知る必要のない
者には伝えない」という原則）の確実な履
行
ウ:保全に関する社内規則の確実な履行
エ:隙のない勤務と私生活における慎重な
行動
オ 悪意のあるソフトウェアへの感染（特に
記憶媒体を介した感染）を防止するための
対策及び感染した場合の対処手順

該当なし 該当なし 該当無し

6 事業者は、アクセス権者に１（１の八の対処を実践させることを含む。）及び４の
トレーニングを受講させる機会を１年に１度以上設ける。

7 2 2 情報セキュリ
ティの意識向
上，教育及び訓
練

管理策
 組織の全ての従業員，及び関係する場合には契約相
手は，職務に関連する組織の方針及び手順について
の，適切な，意識向上のための教育及び訓練を受け，ま
た，定めに従ってその更新を受けることが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，従業員，及
び関係する場合は契約相手に対し，情報セキュリティに
関する各自の責任及びその責任を果たす方法につい
て，認識させることを狙いとすることが望ましい。
 情報セキュリティの意識向上プログラムは，保護すべき
組織の情報及び情報を保護するために実施されている
管理策を考慮に入れて，組織の情報セキュリティのため
の方針群及び関連する手順に沿って確立することが望
ましい。意識向上プログラムには，キャンペーン（例え
ば，情報セキュリティの日），及びパンフレット又は会報
の発行のような，複数の意識向上活動を含めることが望
ましい。
 意識向上プログラムは，組織における従業員の役割，
及び関係する場合には契約相手の認識に対する組織の
期待を考慮に入れて，計画することが望ましい。意識向
上プログラムの活動は，長期にわたり，できれば定期的
に計画されることが望ましい。これによって，活動が繰り
返され，新しい従業員及び契約相手も対象となる。また，
意識向上プログラムは，定期的に更新して組織の方針
及び手順に沿うようにすることが望ましく，情報セキュリ
ティインシデントから学んだ教訓が生かされるようにする
ことが望ましい。
 意識向上のための訓練は，組織の情報セキュリティの
意識向上プログラムで必要とされた場合に実施すること
が望ましい。意識向上のための訓練には，教室での訓
練，通信教育，インターネットを利用した訓練，自己学習
その他を含む，多様な手段を用いることができる。
 情報セキュリティの教育及び訓練には，例えば，次のよ
うな一般的な側面も含めることが望ましい。

6 特定資料又
は特定物件
の分類及び
管理

(2) 総括者は、特定資料又は特定物件の作成
等を確実に実施するため、関係社員が従
事する作成等の作業ごとに、当該関係社
員の権限及び義務を定め、並びに他の関
係社員による確認、監視等の手順を定め
るとともに、関係社員全員に対する教育、
監督、検査等を適切かつ確実に行うこと。

該当なし 該当なし 該当無し

7 事業者は、アクセス権者のうちの４のトレーニングの未受講者に対して、アクセ
ス権の失効等の適切な措置を講ずる。

該当なし 10 アクセス制御 (4) 総括者は、情報システムの使用状況の記
録の編集など、操作に関する権利の割当
てを制限し、関係社員のアクセス権を厳格
に管理すること。

該当なし 該当なし 該当無し
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

事業者は、従業員等が管理対象情報の漏えいの事故等が発生したことを発見
した場合、従業員等が管理対象情報を漏えいさせ、又は目的外に利用すること
等事業者内部において情報の取扱いに係る不正を発見した場合等における報
告先を、社内規程に定めること、社内における掲示をすること等事業者内部の
従業員等の全てが認識できる方法により明らかにした上で、以下に掲げる事項
のうち第二の２により必要と決定した措置を実施し、管理対象情報の漏えいの
事故等が発生した場合の対応を迅速に講ずる。

○ 16 1 1 責任及び手順 管理策
 情報セキュリティインシデントに対する迅
速，効果的かつ順序だった対応を確実に
するために，管理層の責任及び手順を確
立することが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティインシデント管理に関す
る管理層の責任及び手順について，次の
事項を考慮することが望ましい。

7 人的セキュリ
ティ

(4) 総括者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の
事故に対して、迅速、効果的及び整然とし
た対処を確実に行うこと。この場合、総括
者又はその指定する者は、適切な連絡経
路を通じて、直ちに把握し得る限りの全て
の内容を甲に報告するとともに、その後速
やかにその詳細を報告することとし、その
ため、総括者は、必要な手順を作成するこ
と。なお、手順には、報告に当たっての責
任者及び連絡担当者等を明らかにした連
絡系統図を作成することとし、異動等の
あった場合にはこれを更新すること。

64 12 (1)､(2) 情報
セ
キュリ
ティ
の事
故等
の報
告

・情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事項に
ついて、発注者（防衛省との直接契約関係にある防衛関連企
業をいう。以下同じ。）への報告要領を定めているとともに、
当該報告要領に以下のことが規定されていること。"
①情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を講じ
るとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速
やかにその詳細を発注者に報告しなければならない。"
②ア）保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン 以
下「サーバ等」という。）に悪意のあるコードへの感染又は不
正アクセスが認められた場合、及びイ）保護すべき情報が保
存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続されてい
るサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合
において、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限
りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を発注者に報
告しなければならない。"
③情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそれの
ある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳
細を発注者に報告しなければならない。"
④前記①から③までに規定する報告のほか、保護すべき情
報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将
来発生する懸念について防衛関連企業の内部又は外部から
指摘があったときは、防衛関連企業は、直ちに当該可能性又
は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実
関係の詳細を速やかに防衛省に報告しなければならない。"
・報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかにした
連絡系統図を作成している（異動等のあった場合には更新し
ている）とともに、直ちに発注者に報告する場合の責任者及
び連絡担当者を明示していること。"

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑴ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の報
告

ア:防衛関連企業は、情報セキュリティ事故
が発生したときは、適切な措置を講じるとと
もに、直ちに把握し得る限りの全ての内容
を、その後速やかにその詳細を防衛省に
報告しなければならない。
イ:次に掲げる場合において、防衛関連企
業は、適切な措置を講じるとともに、直ちに
把握し得る限りの全ての内容を、その後速
やかにその詳細を防衛省に報告しなけれ
ばならない。
 (ｱ)保護すべき情報が保存されたサーバ
等に悪意のあるコードへの感染又は不正
アクセスが認められた場合
 (ｲ)保護すべき情報が保存されているサー
バ等と同一のイントラネットに接続されてい
るサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合
ウ:情報セキュリティ事故の疑い又は事故
につながるおそれのある場合は、防衛関
連企業は、適切な措置を講じるとともに、
速やかに、その詳細を防衛省に報告しな
ければならない。
エ:前記アからウまでに規定する報告のほ
か、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊
等の事故が発生した可能性又は将来発生
する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連
企業は、直ちに当該可能性又は懸念の真
偽を含む把握し得る限りの全ての背景及
び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。

11章(全体)

1 事業者は、アクセス権者を含む全ての従業員等に対して、管理対象情報への
アクセス権を有さない者がアクセス権者の近傍にいない状態で管理対象情報
を取り扱っていることを発見した場合等当該管理対象情報の漏えいが発生し、
又はその疑いがあると従業員等が認める場合に、直ちに、管理者等当該事業
者が報告先として指定した者に報告をさせるための手順を確立する。

16 1 2 情報セキュリ
ティ事象の報告

管理策
 情報セキュリティ事象は，適切な管理者へ
の連絡経路を通して，できるだけ速やかに
報告することが望ましい。

7 人的セキュリ
ティ

(4) 総括者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の
事故に対して、迅速、効果的及び整然とし
た対処を確実に行うこと。この場合、総括
者又はその指定する者は、適切な連絡経
路を通じて、直ちに把握し得る限りの全て
の内容を甲に報告するとともに、その後速
やかにその詳細を報告することとし、その
ため、総括者は、必要な手順を作成するこ
と。なお、手順には、報告に当たっての責
任者及び連絡担当者等を明らかにした連
絡系統図を作成することとし、異動等の
あった場合にはこれを更新すること。

該当なし 該当なし 11章2.情報セキュリティインシデントの影
響範囲と対応者,3.インシデントの連絡及
び報告

2 事業者は、アクセス権者に対して、管理対象情報の紛失の事故及び改ざん若
しくは破壊がされた事実、これらの事故若しくは事実につながる事象又はこれら
のおそれのある場合等管理対象情報の適切な管理に支障が生じ、又は生じる
おそれがあるとアクセス権者が認める場合に、直ちに、管理者等当該事業者が
報告先として指定した者に報告をさせるための手順を確立する。

16 1 1 責任及び手順 管理策
 情報セキュリティインシデントに対する迅
速，効果的かつ順序だった対応を確実に
するために，管理層の責任及び手順を確
立することが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティインシデント管理に関す
る管理層の責任及び手順について，次の
事項を考慮することが望ましい。

7 人的セキュリ
ティ

(4) 総括者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の
事故に対して、迅速、効果的及び整然とし
た対処を確実に行うこと。この場合、総括
者又はその指定する者は、適切な連絡経
路を通じて、直ちに把握し得る限りの全て
の内容を甲に報告するとともに、その後速
やかにその詳細を報告することとし、その
ため、総括者は、必要な手順を作成するこ
と。なお、手順には、報告に当たっての責
任者及び連絡担当者等を明らかにした連
絡系統図を作成することとし、異動等の
あった場合にはこれを更新すること。

64 12 (1)､(2) 情報
セ
キュリ
ティ
の事
故等
の報
告

情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事
項について、発注者（防衛省との直接契約関係にある防
衛関連企業をいう。以下同じ。）への報告要領を定めてい
るとともに、当該報告要領に以下のことが規定されている
こと。"
①情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を
講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、
その後速やかにその詳細を発注者に報告しなければな
らない。"
②ア）保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン
（以下「サーバ等」という。）に悪意のあるコードへの感染
又は不正アクセスが認められた場合、及びイ）保護すべ
き情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネット
に接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合において、適切な措置を講じるととも
に、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速や
かにその詳細を発注者に報告しなければならない。"
③情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそ
れのある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やか
に、その詳細を発注者に報告しなければならない。"
④前記①から③までに規定する報告のほか、保護すべ
き情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性
又は将来発生する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連企業は、直ち
に当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの
全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。"
報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかに

した連絡系統図を作成している（異動等のあった場合に
は更新している）とともに、直ちに発注者に報告する場合
の責任者及び連絡担当者を明示していること。"

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑶ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の対
処等

ア：対処体制及び手順 → 防衛関連企業
は、情報セキュリティ事故、その疑いのあ
る場合及び情報セキュリティ事象に対処す
るため、対処体制、責任及び手順を定めな
ければならない。
イ：証拠の収集 → 防衛関連企業は、情報
セキュリティ事故が発生した場合、その疑
いのある場合及び⑴イ(ｱ)の場合証拠を収
集し速やかに防衛省へ提出しなければな
らない。
ウ：情報セキュリティ基本方針等への反映
→ 防衛関連企業は、発生した情報セキュ
リティ事故、その疑いのある場合及び情報
セキュリティ事象を、情報セキュリティ基本
方針等の見直し等に反映しなければなら
ない。

11章2.情報セキュリティインシデントの影
響範囲と対応者,3.インシデントの連絡及
び報告

3 事業者は、アクセス権者に対して、これまで接触がなかった者からのコンタクト
（電話、メール、食事の誘い等）が著しく増加し、又は定期的に行われている場
合や、保管容器等管理対象情報への物理的なアクセス制限措置（以下「物理
的措置」という。）の不具合、第二の２により必要と決定した措置についてこの告
示で求められる事項若しくは情報の取扱いに係る社内規程に照らした場合の
不適合又はこれらの不具合若しくは不適合が発生するおそれがあることを発見
した場合等管理対象情報の漏えいの兆候とアクセス権者が認める場合に、速
やかに、管理者等当該事業者が報告先として指定した者に報告をさせるため
の手順を確立する。

16 1 2 情報セキュリ
ティ事象の報告

管理策
 情報セキュリティ事象は，適切な管理者へ
の連絡経路を通して，できるだけ速やかに
報告することが望ましい。

実施の手引
d)個別方針又は指針の不順守
e)物理的セキュリティの取決めに対する違
反

7 人的セキュリ
ティ

(3) 総括者は、秘密保全の重要性及び保全に
関する社内規則（秘密保全規則等を含む。
ウにおいて同じ。）の内容について、関係
社員その他の従業員全てに対し、次のア
からオまでに掲げる内容を含む教育を定
期的に行い、その結果を甲に届け出るこ
と。
ア:秘密保全の重要性、意義（秘密保全意
識の涵養を含む。）
イ:「need to know の原則」（「情報は知る必
要がある者にのみ伝え、知る必要のない
者には伝えない」という原則）の確実な履
行
ウ:保全に関する社内規則の確実な履行
エ:隙のない勤務と私生活における慎重な
行動
オ 悪意のあるソフトウェアへの感染（特に
記憶媒体を介した感染）を防止するための
対策及び感染した場合の対処手順

64 12 (1)､(2) 情報
セ
キュリ
ティ
の事
故等
の報
告

情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事
項について、発注者（防衛省との直接契約関係にある防
衛関連企業をいう。以下同じ。）への報告要領を定めてい
るとともに、当該報告要領に以下のことが規定されている
こと。"
①情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を
講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、
その後速やかにその詳細を発注者に報告しなければな
らない。"
②ア）保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン
（以下「サーバ等」という。）に悪意のあるコードへの感染
又は不正アクセスが認められた場合、及びイ）保護すべ
き情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネット
に接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合において、適切な措置を講じるととも
に、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速や
かにその詳細を発注者に報告しなければならない。"
③情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそ
れのある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やか
に、その詳細を発注者に報告しなければならない。"
④前記①から③までに規定する報告のほか、保護すべ
き情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性
又は将来発生する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連企業は、直ち
に当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの
全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。"
報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかに

した連絡系統図を作成している（異動等のあった場合に
は更新している）とともに、直ちに発注者に報告する場合
の責任者及び連絡担当者を明示していること。"

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑵ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の報
告要
領

防衛関連企業は、⑴アからエまでの規定
による報告について、それぞれ防衛省へ
の報告要領を定めなければならない。ま
た、報告に当たっての責任者、連絡担当者
等を明らかにした連絡系統図を報告要領
の策定時に作成し、異動等のあった場合
にはこれを更新するものとする。特に、連
絡系統図には、直ちに防衛省へ報告する
場合の責任者及び連絡担当者を明示する
ものとする。

該当無し

第六 管理対象情報の
漏えいの事故等
の発生時等の報
告
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

16 1 2 情報セキュリ
ティ事象の報告

管理策
 情報セキュリティ事象は，適切な管理者へ
の連絡経路を通して，できるだけ速やかに
報告することが望ましい。

実施の手引
d)個別方針又は指針の不順守
e)物理的セキュリティの取決めに対する違
反

7 人的セキュリ
ティ

(3) 総括者は、秘密保全の重要性及び保全に
関する社内規則（秘密保全規則等を含む。
ウにおいて同じ。）の内容について、関係
社員その他の従業員全てに対し、次のア
からオまでに掲げる内容を含む教育を定
期的に行い、その結果を甲に届け出るこ
と。
ア:秘密保全の重要性、意義（秘密保全意
識の涵養を含む。）
イ:「need to know の原則」（「情報は知る必
要がある者にのみ伝え、知る必要のない
者には伝えない」という原則）の確実な履
行
ウ:保全に関する社内規則の確実な履行
エ:隙のない勤務と私生活における慎重な
行動
オ 悪意のあるソフトウェアへの感染（特に
記憶媒体を介した感染）を防止するための
対策及び感染した場合の対処手順

64 12 (1)､(2) 情報
セ
キュリ
ティ
の事
故等
の報
告

情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事
項について、発注者（防衛省との直接契約関係にある防
衛関連企業をいう。以下同じ。）への報告要領を定めてい
るとともに、当該報告要領に以下のことが規定されている
こと。"
①情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を
講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、
その後速やかにその詳細を発注者に報告しなければな
らない。"
②ア）保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン
（以下「サーバ等」という。）に悪意のあるコードへの感染
又は不正アクセスが認められた場合、及びイ）保護すべ
き情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネット
に接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合において、適切な措置を講じるととも
に、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速や
かにその詳細を発注者に報告しなければならない。"
③情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそ
れのある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やか
に、その詳細を発注者に報告しなければならない。"
④前記①から③までに規定する報告のほか、保護すべ
き情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性
又は将来発生する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連企業は、直ち
に当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの
全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。"
報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかに

した連絡系統図を作成している（異動等のあった場合に
は更新している）とともに、直ちに発注者に報告する場合
の責任者及び連絡担当者を明示していること。"

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑴ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の報
告

ア:防衛関連企業は、情報セキュリティ事故
が発生したときは、適切な措置を講じるとと
もに、直ちに把握し得る限りの全ての内容
を、その後速やかにその詳細を防衛省に
報告しなければならない。
イ:次に掲げる場合において、防衛関連企
業は、適切な措置を講じるとともに、直ちに
把握し得る限りの全ての内容を、その後速
やかにその詳細を防衛省に報告しなけれ
ばならない。
 (ｱ)保護すべき情報が保存されたサーバ
等に悪意のあるコードへの感染又は不正
アクセスが認められた場合
 (ｲ)保護すべき情報が保存されているサー
バ等と同一のイントラネットに接続されてい
るサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合
ウ:情報セキュリティ事故の疑い又は事故
につながるおそれのある場合は、防衛関
連企業は、適切な措置を講じるとともに、
速やかに、その詳細を防衛省に報告しな
ければならない。
エ:前記アからウまでに規定する報告のほ
か、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊
等の事故が発生した可能性又は将来発生
する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連
企業は、直ちに当該可能性又は懸念の真
偽を含む把握し得る限りの全ての背景及
び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。

11章3.インシデントの連絡及び報告

一 管理対象情報への業務上必要のな
いアクセス行為を発見した場合

該当なし 10 アクセス制御 (6) 総括者は、情報システムの不正使用や不
適切な運用のチェックなど、問題が発生し
たときの調査及びアクセス制御の監視を補
うために、以下の事項に留意し、情報シス
テムの使用状況を記録し、保存すること。

64 12 (1)､(2) 情報
セ
キュリ
ティ
の事
故等
の報
告

情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事
項について、発注者（防衛省との直接契約関係にある防
衛関連企業をいう。以下同じ。）への報告要領を定めてい
るとともに、当該報告要領に以下のことが規定されている
こと。"
①情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を
講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、
その後速やかにその詳細を発注者に報告しなければな
らない。"
②ア）保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン
（以下「サーバ等」という。）に悪意のあるコードへの感染
又は不正アクセスが認められた場合、及びイ）保護すべ
き情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネット
に接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合において、適切な措置を講じるととも
に、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速や
かにその詳細を発注者に報告しなければならない。"
③情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそ
れのある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やか
に、その詳細を発注者に報告しなければならない。"
④前記①から③までに規定する報告のほか、保護すべ
き情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性
又は将来発生する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連企業は、直ち
に当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの
全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。"
報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかに

した連絡系統図を作成している（異動等のあった場合に
は更新している）とともに、直ちに発注者に報告する場合
の責任者及び連絡担当者を明示していること。"

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑵ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の報
告要
領

防衛関連企業は、⑴アからエまでの規定
による報告について、それぞれ防衛省へ
の報告要領を定めなければならない。ま
た、報告に当たっての責任者、連絡担当者
等を明らかにした連絡系統図を報告要領
の策定時に作成し、異動等のあった場合
にはこれを更新するものとする。特に、連
絡系統図には、直ちに防衛省へ報告する
場合の責任者及び連絡担当者を明示する
ものとする。

該当無し

二 業務上必要がないにもかかわらず、
個人が所有する可搬式記録媒体又
は通信機器で管理対象情報を取り
扱っている行為を発見した場合

該当なし 10 アクセス制御 (6) 総括者は、情報システムの不正使用や不
適切な運用のチェックなど、問題が発生し
たときの調査及びアクセス制御の監視を補
うために、以下の事項に留意し、情報シス
テムの使用状況を記録し、保存すること。

64 12 (1)､(2) 情報
セ
キュリ
ティ
の事
故等
の報
告

情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事
項について、発注者（防衛省との直接契約関係にある防
衛関連企業をいう。以下同じ。）への報告要領を定めてい
るとともに、当該報告要領に以下のことが規定されている
こと。"
①情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を
講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、
その後速やかにその詳細を発注者に報告しなければな
らない。"
②ア）保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン
（以下「サーバ等」という。）に悪意のあるコードへの感染
又は不正アクセスが認められた場合、及びイ）保護すべ
き情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネット
に接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合において、適切な措置を講じるととも
に、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速や
かにその詳細を発注者に報告しなければならない。"
③情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそ
れのある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やか
に、その詳細を発注者に報告しなければならない。"
④前記①から③までに規定する報告のほか、保護すべ
き情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性
又は将来発生する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連企業は、直ち
に当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの
全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。"
報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかに

した連絡系統図を作成している（異動等のあった場合に
は更新している）とともに、直ちに発注者に報告する場合
の責任者及び連絡担当者を明示していること。"

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑵ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の報
告要
領

防衛関連企業は、⑴アからエまでの規定
による報告について、それぞれ防衛省へ
の報告要領を定めなければならない。ま
た、報告に当たっての責任者、連絡担当者
等を明らかにした連絡系統図を報告要領
の策定時に作成し、異動等のあった場合
にはこれを更新するものとする。特に、連
絡系統図には、直ちに防衛省へ報告する
場合の責任者及び連絡担当者を明示する
ものとする。

該当無し

三 特定の競合他社等外部の者とアク
セス権者が頻繁に接触している事
象を発見した場合

該当なし 10 アクセス制御 (6) 総括者は、情報システムの不正使用や不
適切な運用のチェックなど、問題が発生し
たときの調査及びアクセス制御の監視を補
うために、以下の事項に留意し、情報シス
テムの使用状況を記録し、保存すること。

該当なし 該当なし 該当無し

4 事業者は、アクセス権者を含む全ての従業員等に対して、以下に掲げる事項を
含む管理対象情報の漏えいにつながると考えられる事象を発見した場合に、速
やかに、管理者等当該事業者が報告先として指定した者に報告をさせるため
の手順を確立する。
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

四 物理的措置についての破損等の不
具合を発見した場合

該当なし 8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(3) 総括者は、パソコン等の設置に当たって
は、設置場所における危険性を十分配慮
して設置し、及び保護すること。

64 12 (1)､(2) 情報
セ
キュリ
ティ
の事
故等
の報
告

情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事
項について、発注者（防衛省との直接契約関係にある防
衛関連企業をいう。以下同じ。）への報告要領を定めてい
るとともに、当該報告要領に以下のことが規定されている
こと。"
①情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を
講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、
その後速やかにその詳細を発注者に報告しなければな
らない。"
②ア）保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン
（以下「サーバ等」という。）に悪意のあるコードへの感染
又は不正アクセスが認められた場合、及びイ）保護すべ
き情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネット
に接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合において、適切な措置を講じるととも
に、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速や
かにその詳細を発注者に報告しなければならない。"
③情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそ
れのある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やか
に、その詳細を発注者に報告しなければならない。"
④前記①から③までに規定する報告のほか、保護すべ
き情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性
又は将来発生する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連企業は、直ち
に当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの
全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。"
報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかに

した連絡系統図を作成している（異動等のあった場合に
は更新している）とともに、直ちに発注者に報告する場合
の責任者及び連絡担当者を明示していること。"

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑴ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の報
告

ア:防衛関連企業は、情報セキュリティ事故
が発生したときは、適切な措置を講じるとと
もに、直ちに把握し得る限りの全ての内容
を、その後速やかにその詳細を防衛省に
報告しなければならない。
イ:次に掲げる場合において、防衛関連企
業は、適切な措置を講じるとともに、直ちに
把握し得る限りの全ての内容を、その後速
やかにその詳細を防衛省に報告しなけれ
ばならない。
 (ｱ)保護すべき情報が保存されたサーバ
等に悪意のあるコードへの感染又は不正
アクセスが認められた場合
 (ｲ)保護すべき情報が保存されているサー
バ等と同一のイントラネットに接続されてい
るサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合
ウ:情報セキュリティ事故の疑い又は事故
につながるおそれのある場合は、防衛関
連企業は、適切な措置を講じるとともに、
速やかに、その詳細を防衛省に報告しな
ければならない。
エ:前記アからウまでに規定する報告のほ
か、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊
等の事故が発生した可能性又は将来発生
する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連
企業は、直ちに当該可能性又は懸念の真
偽を含む把握し得る限りの全ての背景及
び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。

11章4.対応手順

五 電子情報である管理対象情報を記
録しているサーバ等へのアクセス回
数が大幅に増加していること、当該
サーバ等に情報システムが提供す
る機能を妨害するウィルス、スパイ
ウェア等に感染していること又は当
該サーバ等への不正アクセスがさ
れていることを発見した場合

該当なし 9 通信及び運
用管理

(2) 総括者は、悪意のあるソフトウェアから秘
密を保護するため、関係社員に、それぞれ
のパソコン等に対応する適切な最新のウィ
ルス対策ソフトウェア等を用いて当該ソフト
ウェアを検出させ、及び検出時にその事実
を適切に認知させるための対策を講じると
ともに、当該ソフトウェアが認知された場合
は、削除する等の措置を講ずること。特
に、記憶媒体については、少なくとも週１回
以上当該措置を講ずること。ただし、１週間
以上使用されていない記憶媒体について
は、使用する直前に当該措置を講ずるも
のとする。

64 12 (1)､(2) 情報
セ
キュリ
ティ
の事
故等
の報
告

情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事
項について、発注者（防衛省との直接契約関係にある防
衛関連企業をいう。以下同じ。）への報告要領を定めてい
るとともに、当該報告要領に以下のことが規定されている
こと。"
①情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を
講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、
その後速やかにその詳細を発注者に報告しなければな
らない。"
②ア）保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン
（以下「サーバ等」という。）に悪意のあるコードへの感染
又は不正アクセスが認められた場合、及びイ）保護すべ
き情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネット
に接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合において、適切な措置を講じるととも
に、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速や
かにその詳細を発注者に報告しなければならない。"
③情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそ
れのある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やか
に、その詳細を発注者に報告しなければならない。"
④前記①から③までに規定する報告のほか、保護すべ
き情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性
又は将来発生する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連企業は、直ち
に当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの
全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。"
報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかに

した連絡系統図を作成している（異動等のあった場合に
は更新している）とともに、直ちに発注者に報告する場合
の責任者及び連絡担当者を明示していること。"

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑴ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の報
告

ア:防衛関連企業は、情報セキュリティ事故
が発生したときは、適切な措置を講じるとと
もに、直ちに把握し得る限りの全ての内容
を、その後速やかにその詳細を防衛省に
報告しなければならない。
イ:次に掲げる場合において、防衛関連企
業は、適切な措置を講じるとともに、直ちに
把握し得る限りの全ての内容を、その後速
やかにその詳細を防衛省に報告しなけれ
ばならない。
 (ｱ)保護すべき情報が保存されたサーバ
等に悪意のあるコードへの感染又は不正
アクセスが認められた場合
 (ｲ)保護すべき情報が保存されているサー
バ等と同一のイントラネットに接続されてい
るサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合
ウ:情報セキュリティ事故の疑い又は事故
につながるおそれのある場合は、防衛関
連企業は、適切な措置を講じるとともに、
速やかに、その詳細を防衛省に報告しな
ければならない。
エ:前記アからウまでに規定する報告のほ
か、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊
等の事故が発生した可能性又は将来発生
する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連
企業は、直ちに当該可能性又は懸念の真
偽を含む把握し得る限りの全ての背景及
び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。

該当無し

六 五のサーバ等に接続されている事
業者内部の情報システムの他の
サーバ等に情報システムが提供す
る機能を妨害するウィルス、スパイ
ウェア等に感染していることを発見し
た場合

該当なし 9 通信及び運
用管理

(2) 総括者は、悪意のあるソフトウェアから秘
密を保護するため、関係社員に、それぞれ
のパソコン等に対応する適切な最新のウィ
ルス対策ソフトウェア等を用いて当該ソフト
ウェアを検出させ、及び検出時にその事実
を適切に認知させるための対策を講じると
ともに、当該ソフトウェアが認知された場合
は、削除する等の措置を講ずること。特
に、記憶媒体については、少なくとも週１回
以上当該措置を講ずること。ただし、１週間
以上使用されていない記憶媒体について
は、使用する直前に当該措置を講ずるも
のとする。

64 12 (1)､(2) 情報
セ
キュリ
ティ
の事
故等
の報
告

情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事
項について、発注者（防衛省との直接契約関係にある防
衛関連企業をいう。以下同じ。）への報告要領を定めてい
るとともに、当該報告要領に以下のことが規定されている
こと。"
①情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を
講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、
その後速やかにその詳細を発注者に報告しなければな
らない。"
②ア）保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン
（以下「サーバ等」という。）に悪意のあるコードへの感染
又は不正アクセスが認められた場合、及びイ）保護すべ
き情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネット
に接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合において、適切な措置を講じるととも
に、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速や
かにその詳細を発注者に報告しなければならない。"
③情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそ
れのある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やか
に、その詳細を発注者に報告しなければならない。"
④前記①から③までに規定する報告のほか、保護すべ
き情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性
又は将来発生する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連企業は、直ち
に当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの
全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。"
報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかに

した連絡系統図を作成している（異動等のあった場合に
は更新している）とともに、直ちに発注者に報告する場合
の責任者及び連絡担当者を明示していること。"

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑴ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の報
告

ア:防衛関連企業は、情報セキュリティ事故
が発生したときは、適切な措置を講じるとと
もに、直ちに把握し得る限りの全ての内容
を、その後速やかにその詳細を防衛省に
報告しなければならない。
イ:次に掲げる場合において、防衛関連企
業は、適切な措置を講じるとともに、直ちに
把握し得る限りの全ての内容を、その後速
やかにその詳細を防衛省に報告しなけれ
ばならない。
 (ｱ)保護すべき情報が保存されたサーバ
等に悪意のあるコードへの感染又は不正
アクセスが認められた場合
 (ｲ)保護すべき情報が保存されているサー
バ等と同一のイントラネットに接続されてい
るサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合
ウ:情報セキュリティ事故の疑い又は事故
につながるおそれのある場合は、防衛関
連企業は、適切な措置を講じるとともに、
速やかに、その詳細を防衛省に報告しな
ければならない。
エ:前記アからウまでに規定する報告のほ
か、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊
等の事故が発生した可能性又は将来発生
する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連
企業は、直ちに当該可能性又は懸念の真
偽を含む把握し得る限りの全ての背景及
び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。

11章4.対応手順

5 事業者は、アクセス権者に対し、１から４までの報告の後で、アクセス権者が講
じた措置を、管理者等当該事業者が報告先として指定した者に報告をさせる。

16 1 1 責任及び手順 管理策
 情報セキュリティインシデントに対する迅
速，効果的かつ順序だった対応を確実に
するために，管理層の責任及び手順を確
立することが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティインシデント管理に関す
る管理層の責任及び手順について，次の
事項を考慮することが望ましい。

7 人的セキュリ
ティ

(4) 総括者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の
事故に対して、迅速、効果的及び整然とし
た対処を確実に行うこと。この場合、総括
者又はその指定する者は、適切な連絡経
路を通じて、直ちに把握し得る限りの全て
の内容を甲に報告するとともに、その後速
やかにその詳細を報告することとし、その
ため、総括者は、必要な手順を作成するこ
と。なお、手順には、報告に当たっての責
任者及び連絡担当者等を明らかにした連
絡系統図を作成することとし、異動等の
あった場合にはこれを更新すること。

64 12 (1)､(2) 情報
セ
キュリ
ティ
の事
故等
の報
告

情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事
項について、発注者（防衛省との直接契約関係にある防
衛関連企業をいう。以下同じ。）への報告要領を定めてい
るとともに、当該報告要領に以下のことが規定されている
こと。"
①情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を
講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、
その後速やかにその詳細を発注者に報告しなければな
らない。"
②ア）保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン
（以下「サーバ等」という。）に悪意のあるコードへの感染
又は不正アクセスが認められた場合、及びイ）保護すべ
き情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネット
に接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合において、適切な措置を講じるととも
に、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速や
かにその詳細を発注者に報告しなければならない。"
③情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそ
れのある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やか
に、その詳細を発注者に報告しなければならない。"
④前記①から③までに規定する報告のほか、保護すべ
き情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性
又は将来発生する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連企業は、直ち
に当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの
全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。"
報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかに

した連絡系統図を作成している（異動等のあった場合に
は更新している）とともに、直ちに発注者に報告する場合
の責任者及び連絡担当者を明示していること。"

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑵ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の報
告要
領

防衛関連企業は、⑴アからエまでの規定
による報告について、それぞれ防衛省へ
の報告要領を定めなければならない。ま
た、報告に当たっての責任者、連絡担当者
等を明らかにした連絡系統図を報告要領
の策定時に作成し、異動等のあった場合
にはこれを更新するものとする。特に、連
絡系統図には、直ちに防衛省へ報告する
場合の責任者及び連絡担当者を明示する
ものとする。

11章4.1漏えい・流出発生時の対応、4.2
改ざん・消失・破壊・サービス停止発生時
の対応、4.3ウイルス感染時の初期対応
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

6 事業者は、アクセス権者に対して、１から５までの報告の義務を怠った場合のア
クセス権の失効等の適切な措置を講ずるための手順を確立する。

16 1 1 責任及び手順 管理策
 情報セキュリティインシデントに対する迅
速，効果的かつ順序だった対応を確実に
するために，管理層の責任及び手順を確
立することが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティインシデント管理に関す
る管理層の責任及び手順について，次の
事項を考慮することが望ましい。

7 人的セキュリ
ティ

(2) 部門責任者等は、次のア及びイに掲げる
措置を確実に講ずること。
ア:秘密保全規則等に違反した者に対する
正式な懲戒手続を備え、かつ懲戒を確実
に履行すること。
イ:関係社員の秘密保全に関する責任を明
確にし、在職中及び離職後における秘密
保全に係る誓約を文書で行わせること。ま
た、当該文書には、当該関係社員が秘密
を漏えいした場合の当該関係社員の民事
上の責任に係る規定を含めること。

該当なし 該当なし 該当無し

7 事業者は、管理者等事業者が報告先として指定した者が１又は２の報告を受け
た場合に、速やかにその事実を取締役等の経営層に報告をする取組が習慣化
し、文書等に定めがなくてもその事業者の従業員等において行動が実践されて
いる状態を確立する。

16 1 1 責任及び手順 管理策
 情報セキュリティインシデントに対する迅
速，効果的かつ順序だった対応を確実に
するために，管理層の責任及び手順を確
立することが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティインシデント管理に関す
る管理層の責任及び手順について，次の
事項を考慮することが望ましい。

7 人的セキュリ
ティ

(4) 総括者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の
事故に対して、迅速、効果的及び整然とし
た対処を確実に行うこと。この場合、総括
者又はその指定する者は、適切な連絡経
路を通じて、直ちに把握し得る限りの全て
の内容を甲に報告するとともに、その後速
やかにその詳細を報告することとし、その
ため、総括者は、必要な手順を作成するこ
と。なお、手順には、報告に当たっての責
任者及び連絡担当者等を明らかにした連
絡系統図を作成することとし、異動等の
あった場合にはこれを更新すること。

67 12 (3) ウ 情報
セ
キュリ
ティ
基本
方針
等へ
の反
映

・情報セキュリティ基本方針等の見直しに、情報セ
キュリティ事故及び事象

を反映することを定めていること。

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑶ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の対
処等

ア：対処体制及び手順 → 防衛関連企業
は、情報セキュリティ事故、その疑いのあ
る場合及び情報セキュリティ事象に対処す
るため、対処体制、責任及び手順を定めな
ければならない。
イ：証拠の収集 → 防衛関連企業は、情報
セキュリティ事故が発生した場合、その疑
いのある場合及び⑴イ(ｱ)の場合証拠を収
集し速やかに防衛省へ提出しなければな
らない。
ウ：情報セキュリティ基本方針等への反映
→ 防衛関連企業は、発生した情報セキュ
リティ事故、その疑いのある場合及び情報
セキュリティ事象を、情報セキュリティ基本
方針等の見直し等に反映しなければなら
ない。

該当無し

8 事業者は、管理者等当該事業者が報告先として指定した者が１から４までの報
告を受けた場合に、直ちに、証拠の収集により事実関係（漏えいの疑い等）を
確認し、管理対象情報の適切な管理に関して必要な措置を講じ、又は講ずるこ
とをアクセス権者に指示するよう具体的な手順及び体制（確認をし、又は措置
を講ずる責任体制を含む。）を確立する。

16 1 1 責任及び手順 管理策
 情報セキュリティインシデントに対する迅
速，効果的かつ順序だった対応を確実に
するために，管理層の責任及び手順を確
立することが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティインシデント管理に関す
る管理層の責任及び手順について，次の
事項を考慮することが望ましい。

7 人的セキュリ
ティ

(4) 総括者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の
事故に対して、迅速、効果的及び整然とし
た対処を確実に行うこと。この場合、総括
者又はその指定する者は、適切な連絡経
路を通じて、直ちに把握し得る限りの全て
の内容を甲に報告するとともに、その後速
やかにその詳細を報告することとし、その
ため、総括者は、必要な手順を作成するこ
と。なお、手順には、報告に当たっての責
任者及び連絡担当者等を明らかにした連
絡系統図を作成することとし、異動等の
あった場合にはこれを更新すること。

65 12 (3) ア 対処
体制
及び
手順

・情報セキュリティ事故（情報セキュリティ事故
の疑いのある場合を含む。

以下同じ。）及び事象に対処するため、対処
体制、責任及び手順を定めて

いること。

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑶ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の対
処等

ア：対処体制及び手順 → 防衛関連企業
は、情報セキュリティ事故、その疑いのあ
る場合及び情報セキュリティ事象に対処す
るため、対処体制、責任及び手順を定めな
ければならない。
イ：証拠の収集 → 防衛関連企業は、情報
セキュリティ事故が発生した場合、その疑
いのある場合及び⑴イ(ｱ)の場合証拠を収
集し速やかに防衛省へ提出しなければな
らない。
ウ：情報セキュリティ基本方針等への反映
→ 防衛関連企業は、発生した情報セキュ
リティ事故、その疑いのある場合及び情報
セキュリティ事象を、情報セキュリティ基本
方針等の見直し等に反映しなければなら
ない。

11章4.1漏えい・流出発生時の対応、4.2
改ざん・消失・破壊・サービス停止発生時
の対応、4.3ウイルス感染時の初期対応

9 事業者は、管理対象情報が他者から預けられた情報である場合であって当該
管理対象情報に係る５の報告がされたときに、管理者等当該事業者が報告先
として指定した者により直ちに当該他者に同じ内容の報告をするための手順
（報告をする責任者、連絡窓口、連絡系統図等を含み、常に最新の状態を維持
するための手順を含む。）を確立する。この場合において、当該他者から、報告
の詳細及び８の確認の結果（収集した証拠を含む。以下この９において同じ。）
や措置の状況の報告を求められている場合には、当該報告の詳細及び８の確
認の結果や措置の状況の報告の手順も確立する。

該当なし 7 人的セキュリ
ティ

(2) 部門責任者等は、次のア及びイに掲げる
措置を確実に講ずること。
ア:秘密保全規則等に違反した者に対する
正式な懲戒手続を備え、かつ懲戒を確実
に履行すること。
イ:関係社員の秘密保全に関する責任を明
確にし、在職中及び離職後における秘密
保全に係る誓約を文書で行わせること。ま
た、当該文書には、当該関係社員が秘密
を漏えいした場合の当該関係社員の民事
上の責任に係る規定を含めること。

該当なし 該当なし 該当無し

事業者は、原則として、アクセス権者のみが管理対象情報の取扱いを行い得る
こととした上で、以下に掲げる事項のうちこの告示のⅠの第二の２により必要と
決定した措置を実施して、管理対象情報への人的アクセスの制限を実施する。

○ 9 4 1 情報へのアクセ
ス制限

管理策
 情報及びアプリケーションシステム機能へ
のアクセスは，アクセス制御方針に従っ
て，制限することが望ましい。
実施の手引
 アクセスへの制限は，個々の業務用アプ
リケーションの要求事項に基づき，定めら
れたアクセス制御方針に従うことが望まし
い。
 アクセス制限の要求事項を満たすため
に，次の事項を考慮することが望ましい。
a)	アプリケーションシステム機能へのアクセ
スを制御するためのメニューを提供する。
b)	利用者がアクセスできるデータを制御す
る。
c)	利用者のアクセス権（例えば，読出し，書
込み，削除，実行）を制御する。
d)	他のアプリケーションのアクセス権を制
御する。
e)	出力に含まれる情報を制限する。
f)	取扱いに慎重を要するアプリケーション，
アプリケーションデータ又はシステムを隔
離するための，物理的又は論理的なアク
セス制御を提供する。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(2) 総括者は、秘密保全施設への関係社員以
外の者の立入りを制限するため、次のア及
びイに掲げる入退室管理を確実に行うこ
と。
ア:秘密保全施設内における秘密保全を強
化するために、総括者は、次の（ア）及び
（イ）に掲げる内容を含む秘密保全の措置
を講じること。
 (ｱ):関係社員その他甲により立入りを許可
された者（第５項（５）イに基づき甲が秘密
保全施設への立入りを許可した外部委託
を受ける者を含む。）以外の者を立ち入ら
せない。
 (ｲ):総括者は、秘密保全施設の鍵の保管
及び接受、秘密保全施設の警備その他秘
密保全施設における秘密保全を強化する
ため必要な細部の手続を定める。
イ:総括者は、関係社員その他甲により立
入りを許可された者が秘密保全施設に立
ち入るときは、その者に所属、氏名、立入
り目的その他の所要事項を記録簿に記載
させるとともに、バッジ等を着用させ、立入
りを管理すること。

‐ ‐ 5章1.アクセス制御方針

1 事業者は、社内規程に定めること、社内における掲示をすること等事業者内部
の従業員等の全てが認識できる方法により、アクセス権者のみが管理対象情
報を取り扱い得ることを明らかにする。

該当なし 4 秘密保全規
則等の取扱
い

(3) 乙は、秘密保全規則等を秘密の取扱いの
業務に従事する者（以下「関係社員」
という。）に確実に周知すること。

52 11 (1) アク
セス
制御
方針

・職務内容に応じて、保護すべき情報、取扱施
設及び保護システムへのアク

セス制御方針を定めていること。
・定期的並びに重大な変化及び事故が発生し
た場合、見直しを実施し、必要

に応じて修正することを定めていること。

11 アクセス制御 ⑴ アクセ
ス制御
方針

防衛関連企業は、保護すべき情報、取扱
施設及び保護システムへのアクセスにつ
いて、取扱者及び利用者の職務内容に応
じて、アクセス制限方針を作成しなければ
ならない。また、アクセス制御方針は定期
的に見直しを実施するとともに、情報セ
キュリティに係る重大な変化及び情報セ
キュリティ事故が発生した場合には、その
都度、見直しを実施し、必要に応じてアク
セス制御方針を修正しなければならない。

3章1.4情報資産の利用者

該当なし 10 アクセス制御 (1) 総括者は、秘密保全施設内において情報
システムを使用する場合には、関係社員
が取り扱うことができる秘密の種類、関係
社員の役職等に応じた情報システムの利
用可能機能等を規定することにより、アク
セス制御を行うこと。

- - 5章5.利用者アカウントの登録

一 Need to Knowの原則に照らし、グ
ローバル競争が進む中での国外へ
の技術等情報の流出リスク等を考
慮しつつ、必要最小限の範囲となっ
ているか否か。

該当なし 7 人的セキュリ
ティ

(3) 総括者は、秘密保全の重要性及び保全に
関する社内規則（秘密保全規則等を含む。
ウにおいて同じ。）の内容について、関係
社員その他の従業員全てに対し、次のア
からオまでに掲げる内容を含む教育を定
期的に行い、その結果を甲に届け出るこ
と。
ア:秘密保全の重要性、意義（秘密保全意
識の涵養を含む。）
イ:「need to know の原則」（「情報は知る必
要がある者にのみ伝え、知る必要のない
者には伝えない」という原則）の確実な履
行
ウ:保全に関する社内規則の確実な履行
エ:隙のない勤務と私生活における慎重な
行動
オ 悪意のあるソフトウェアへの感染（特に
記憶媒体を介した感染）を防止するための
対策及び感染した場合の対処手順

55 11 (2) ウ 管理
者権
限の
管理

・管理者権限の利用は必要最低限とすること
を定めていること。

11 アクセス制御 ⑵ 利用
者の
管理

ア：利用者の登録管理 → 防衛関連企業
は、取扱者による保護システムへのアクセ
スを許可し、適切なアクセス権を付与する
ため、保護システムの利用者としての登録
及び登録の削除をしなければならない。
イ：パスワードの割当て → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対して初期
又は仮パスワードを割り当てる場合、容易
に推測されないパスワードを割り当てるも
のとし、機密性に配慮した方法で配布する
ものとする。なお、パスワードより強固な手
段（生体認証等）を採用又は併用している
場合は、本項目の適用を除外することがで
きる。
ウ：管理者権限の管理 → 保護システムの
管理者権限は、必要最低限の利用にとど
めなければならない。
エ：アクセス権の見直し → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対するアクセ
ス権の割当てについては、定期的及び必
要に応じて見直しを実施しなければならな
い。

5章1.アクセス制御方針

Ⅱ

2

第一

管理者は、管理対象情報へのアクセスができる者のアクセス権の設定を行う際
は、以下の事項を考慮する。

管理対象情報へ
の人的アクセス
の制限

従業員等へのア
クセス権の設定
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

二 事業者内部における情報の取扱い
に係る社内規程への違反履歴

該当なし 7 人的セキュリ
ティ

(2) 部門責任者等は、次のア及びイに掲げる
措置を確実に講ずること。
ア:秘密保全規則等に違反した者に対する
正式な懲戒手続を備え、かつ懲戒を確実
に履行すること。
イ:関係社員の秘密保全に関する責任を明
確にし、在職中及び離職後における秘密
保全に係る誓約を文書で行わせること。ま
た、当該文書には、当該関係社員が秘密
を漏えいした場合の当該関係社員の民事
上の責任に係る規定を含めること。

該当なし 該当なし 該当無し

三 その従業員等の退職、研修員の派
遣元への復帰等近い将来において
管理対象情報を保有する事業者の
直接の管理の対象から外れる可能
性

該当なし 10 アクセス制御 (2) 総括者は、関係社員による情報システム
の利用可能機能へのアクセスを許可し、適
切なアクセス権を付与するため、利用者と
しての登録及び登録の削除を行うこと。ま
た、アクセスに対する有効な管理を維持す
るため、人事異動等の際においてはアクセ
ス権の見直しを実施するとともに、そのほ
か定期的な見直しを実施すること。

56 11 (2) エ アク
セス
権の
見直
し

・保護システムの利用者のアクセス権の割当
てを定期的及び必要に応じて見

直すことを定めていること。

11 アクセス制御 ⑵ 利用
者の
管理

ア：利用者の登録管理 → 防衛関連企業
は、取扱者による保護システムへのアクセ
スを許可し、適切なアクセス権を付与する
ため、保護システムの利用者としての登録
及び登録の削除をしなければならない。
イ：パスワードの割当て → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対して初期
又は仮パスワードを割り当てる場合、容易
に推測されないパスワードを割り当てるも
のとし、機密性に配慮した方法で配布する
ものとする。なお、パスワードより強固な手
段（生体認証等）を採用又は併用している
場合は、本項目の適用を除外することがで
きる。
ウ：管理者権限の管理 → 保護システムの
管理者権限は、必要最低限の利用にとど
めなければならない。
エ：アクセス権の見直し → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対するアクセ
ス権の割当てについては、定期的及び必
要に応じて見直しを実施しなければならな
い。

該当無し

3 管理者は、２に掲げる事項のほか、個人情報保護など関連する法令等に抵触
しない範囲において、現に有する情報（法令の違反履歴、社内における飲酒ト
ラブルの報告等をいう。この３において同じ。）又は入手することが可能な情報
に基づき、その従業員等についてのレビューをした上で、管理対象情報へのア
クセスができる者のアクセス権の設定を行う。

該当なし 10 アクセス制御 (1) 総括者は、秘密保全施設内において情報
システムを使用する場合には、関係社員
が取り扱うことができる秘密の種類、関係
社員の役職等に応じた情報システムの利
用可能機能等を規定することにより、アク
セス制御を行うこと。

該当なし 該当なし 該当無し

4 管理者は、アクセス権の設定について、統一的な判断基準（考え方）の下で行
う。

9 1 1 アクセス制御方
針

管理策
 アクセス制御方針は，業務及び情報セ
キュリティの要求事項に基づいて確立し，
文書化し，レビューすることが望ましい。

10 アクセス制御 (4) 総括者は、情報システムの使用状況の記
録の編集など、操作に関する権利の割当
てを制限し、関係社員のアクセス権を厳格
に管理すること。

56 11 (2) エ アク
セス
権の
見直
し

・保護システムの利用者のアクセス権の割当
てを定期的及び必要に応じて見

直すことを定めていること。

11 アクセス制御 ⑵ 利用
者の
管理

ア：利用者の登録管理 → 防衛関連企業
は、取扱者による保護システムへのアクセ
スを許可し、適切なアクセス権を付与する
ため、保護システムの利用者としての登録
及び登録の削除をしなければならない。
イ：パスワードの割当て → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対して初期
又は仮パスワードを割り当てる場合、容易
に推測されないパスワードを割り当てるも
のとし、機密性に配慮した方法で配布する
ものとする。なお、パスワードより強固な手
段（生体認証等）を採用又は併用している
場合は、本項目の適用を除外することがで
きる。
ウ：管理者権限の管理 → 保護システムの
管理者権限は、必要最低限の利用にとど
めなければならない。
エ：アクセス権の見直し → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対するアクセ
ス権の割当てについては、定期的及び必
要に応じて見直しを実施しなければならな
い。

5章4.利用者アカウント認証方法、5.利用
者アカウントの登録

5 事業者は、全ての管理対象情報へのアクセス権の設定を一人の管理者が行っ
ている場合には、当該アクセス権の設定に係る監査を当該管理者の上司等の
他の者が行うことを確保するための仕組みを設ける。

9 2 5 アクセス権のレ
ビュー

管理策
 資産の管理責任者は，利用者のアクセス
権を定められた間隔でレビューすることが
望ましい。

（9.2.3 特権アクセス権の管理）管理策
 特権的アクセス権の割当て及び利用は，
制限し，管理することが望ましい。

5 組織のセ
キュリティ

(3) 総括者は、秘密保全に係る関係部署及び
従業員の秘密保全に対する責任分担及び
役割（秘密保全に係る手続の実施を含
む。）を明確に定めること。

該当なし 該当なし 該当無し

6 事業者は、管理者以外の者がアクセス権の設定を行っているときは、当該管理
者以外の者に対し、管理者にアクセス権の設定をされた者の氏名等必要な事
項を連絡させる。

該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(5) 秘密保全施設内で使用する情報システム
に関する外部委託は、原則として禁止す
る。ただし、保守等のため、やむを得ず外
部委託をしなければならない場合には、総
括者は、少なくとも次のアからエまでに掲
げる措置を講ずること。
ア:外部委託を受ける者との間において、
秘密保全のために必要な契約を締結する
こと等により、秘密保全上の注意点及び要
求事項を明示的に義務付けること。
イ:外部委託を受ける者は、甲が、当該情
報システムが設置されている秘密保全施
設への立入りを事前に許可した者に限るこ
と。
ウ:外部委託を受ける者による保守等に当
たっては、当該情報システムから秘密に係
る情報を消去した後に行わせることとする
ほか、秘密保全施設内において管理され
ている他の秘密に接触することのないよう
措置を講ずること。
エ:総括者又はその指定する者は、外部委
託を受けた者が保守等の作業を行ってい
る間、立ち会い、及び必要な監視を行うこ
と。この場合において、総括者の指定する
者が立ち会い、又は必要な監視を行ったと
きは、総括者の指定する者は、総括者に
対し速やかに外部委託を受けた者の秘密
保全上の注意点及び要求事項の遵守状
況等について報告すること。

該当なし 該当なし 該当無し

7 事業者は、管理対象情報が他者から預けられた情報である場合には、当該他
者からの要請に応じ、当該他者が、当該他者における当該管理対象情報の管
理と同程度の管理を実現するために必要となるアクセス権の設定に係る調査
をアクセス権の設定をすることが見込まれる者の同意の下で行う場合があるこ
とを、アクセス権の設定をすることが見込まれる者に対して説明をする。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

1 管理者は、アクセス権者の範囲を、定期的に、少なくとも個別のアクセス権の設
定に係る業務の終了時点（例えば研究開発プロジェクトに係るアクセス権の設
定であれば当該プロジェクトの終了時点）等の適切な時点で見直す。

9 2 5 利用者アクセス
権のレビュー

管理策
 資産の管理責任者は，利用者のアクセス
権を定められた間隔でレビューすることが
望ましい。
実施の手引
 アクセス権のレビューでは，次の事項を考
慮することが望ましい。
a)	利用者のアクセス権を，定められた間隔
で及び何らかの変更（例えば，昇進，降
格，雇用の終了）があった後に見直す（箇
条 7 参照）。
b)	利用者の役割が同一組織内で変更され
た場合，そのアクセス権についてレビュー
し，割当てをし直す。
c)	特権的アクセス権の認可は，利用者のア
クセス権より頻繁な間隔でレビューする。
d)	特権の割当てを定められた間隔で点検
して，認可されていない特権が取得されて
いないことを確実にする。
e)	特権アカウントの変更は，定期的なレ
ビューのためにログをとる。
関連情報
 この管理策は，9.2.1，9.2.2 及び 9.2.6 の
管理策の遂行において生じ得る弱点を補
う。

10 アクセス制御 (2) 総括者は、関係社員による情報システム
の利用可能機能へのアクセスを許可し、適
切なアクセス権を付与するため、利用者と
しての登録及び登録の削除を行うこと。ま
た、アクセスに対する有効な管理を維持す
るため、人事異動等の際においてはアクセ
ス権の見直しを実施するとともに、そのほ
か定期的な見直しを実施すること。

56 11 (2) エ アク
セス
権の
見直
し

・保護システムの利用者のアクセス権の割当
てを定期的及び必要に応じて見

直すことを定めていること。

11 アクセス制御 ⑵ 利用
者の
管理

ア：利用者の登録管理 → 防衛関連企業
は、取扱者による保護システムへのアクセ
スを許可し、適切なアクセス権を付与する
ため、保護システムの利用者としての登録
及び登録の削除をしなければならない。
イ：パスワードの割当て → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対して初期
又は仮パスワードを割り当てる場合、容易
に推測されないパスワードを割り当てるも
のとし、機密性に配慮した方法で配布する
ものとする。なお、パスワードより強固な手
段（生体認証等）を採用又は併用している
場合は、本項目の適用を除外することがで
きる。
ウ：管理者権限の管理 → 保護システムの
管理者権限は、必要最低限の利用にとど
めなければならない。
エ：アクセス権の見直し → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対するアクセ
ス権の割当てについては、定期的及び必
要に応じて見直しを実施しなければならな
い。

5章7.利用者アカウントの削除

2 管理者は、アクセス権者の従事する管理対象情報に係る業務の内容等に応
じ、当該アクセス権者のアクセスの範囲を限定し、その責任を明確にする。

9 2 2 利用者アクセス
の提供
（provisioning）

管理策
 全ての種類の利用者について，全てのシ
ステム及びサービスへのアクセス権を割り
当てる又は無効化するために，利用者アク
セスの提供についての正式なプロセスを実
施することが望ましい。

10 アクセス制御 (1) 総括者は、秘密保全施設内において情報
システムを使用する場合には、関係社員
が取り扱うことができる秘密の種類、関係
社員の役職等に応じた情報システムの利
用可能機能等を規定することにより、アク
セス制御を行うこと。

該当なし 6 組織のセキュリ
ティ

⑴ 内部
組織

ア：情報セキュリティに対する経営者等の責任 → 経
営者等は、情報セキュリティの責任に関する明瞭な
方向付け、自らの関与の明示、責任の明確な割当て
及び情報セキュリティ基本方針等の承認等を通し
て、組織内における情報セキュリティの確保に努める
ものとし、組織内において、取扱者以外の役員、管
理職員等を含む従業員その他の全ての構成員につ
いて、取扱者以外の者は保護すべき情報に接しては
ならず、かつ、職務上の下級者等に対してその提供
を要求してはならないことを定めなければならない。
イ：責任の割当て → 防衛関連企業は、保護すべき
情報に係るすべての情報セキュリティの責任を明確
にするため、保護すべき情報の管理全般に係る総括
的な責任者及び保護すべき情報と関連する資産ごと
に、それぞれ管理責任者（以下「管理者」という。）を
指定しなければならない。
ウ：守秘義務 → 防衛関連企業は、８⑸に基づき取
扱者に要求する事項を特定したのち、取扱者との間
で守秘義務を定めた契約又は合意をするものとし、
要求事項の定期的な見直しを実施するとともに、情
報セキュリティに係る状況の変化及び情報セキュリ
ティ事故が発生した場合は、その都度、見直しを実
施した上、必要に応じて要求事項を修正しなければ
ならない。
エ：情報セキュリティの実施状況の監査 → 防衛関連
企業は、情報セキュリティの実施状況について、定
期的及び情報セキュリティの実施に係る重大な変化
が発生した場合には、監査を実施し、その結果を保
存しなければならない。また、必要に応じて是正措置
をとらなければならない。

3章1.4情報資産の利用者

3 管理者は、アクセス権者の従事する管理対象情報に係る業務の状況を確認す
ること等を通じて適切に状況を把握し、管理対象情報の適切な管理に関して必
要な対応をアクセス権者に指示する。この場合において、管理者は、当該アク
セス権者以外のアクセス権者に、手順を定めて、状況を把握させ、管理対象情
報の適切な管理に関して必要な対応を指示させることができる。

12 4 3 実務管理者及
び運用担当者
の作業ログ

管理策
 システムの実務管理者及び運用担当者
の作業は，記録し，そのログを保護し，定
期的にレビューすることが望ましい。

6 特定資料又
は特定物件
の分類及び
管理

(2) 総括者は、特定資料又は特定物件の作成
等を確実に実施するため、関係社員が従
事する作成等の作業ごとに、当該関係社
員の権限及び義務を定め、並びに他の関
係社員による確認、監視等の手順を定め
るとともに、関係社員全員に対する教育、
監督、検査等を適切かつ確実に行うこと。

該当なし 該当なし 該当無し

4 管理者は、退職等により必要のなくなった従業員等のアクセス権を直ちに失効
をさせること等によりアクセス権を適切に管理する。

9 2 1 利用者登録及
び登録削除

管理策
 アクセス権の割当てを可能にするために，
利用者の登録及び登録削除についての正
式なプロセスを実施することが望ましい。

10 アクセス制御 (2) 総括者は、関係社員による情報システム
の利用可能機能へのアクセスを許可し、適
切なアクセス権を付与するため、利用者と
しての登録及び登録の削除を行うこと。ま
た、アクセスに対する有効な管理を維持す
るため、人事異動等の際においてはアクセ
ス権の見直しを実施するとともに、そのほ
か定期的な見直しを実施すること。

該当なし 11 アクセス制御 ⑵ 利用
者の
管理

ア：利用者の登録管理 → 防衛関連企業は、取
扱者による保護システムへのアクセスを許可
し、適切なアクセス権を付与するため、保護シス
テムの利用者としての登録及び登録の削除をし
なければならない。
イ：パスワードの割当て → 防衛関連企業は、
保護システムの利用者に対して初期又は仮パ
スワードを割り当てる場合、容易に推測されな
いパスワードを割り当てるものとし、機密性に配
慮した方法で配布するものとする。なお、パス
ワードより強固な手段（生体認証等）を採用又は
併用している場合は、本項目の適用を除外する
ことができる。
ウ：管理者権限の管理 → 保護システムの管理
者権限は、必要最低限の利用にとどめなけれ
ばならない。
エ：アクセス権の見直し → 防衛関連企業は、保
護システムの利用者に対するアクセス権の割当
てについては、定期的及び必要に応じて見直し
を実施しなければならない。

5章7.利用者アカウントの削除

5 管理者は、アクセス権の管理を確実なものとするため、アクセス権者の氏名、
役職、アクセス権の設定年月日、トレーニングの受講の状況等アクセス権者の
範囲及びアクセス権者の状況を記録した管理簿を作成し、合理的な期間保管
する。

該当なし 10 アクセス制御 (2) 総括者は、関係社員による情報システム
の利用可能機能へのアクセスを許可し、適
切なアクセス権を付与するため、利用者と
しての登録及び登録の削除を行うこと。ま
た、アクセスに対する有効な管理を維持す
るため、人事異動等の際においてはアクセ
ス権の見直しを実施するとともに、そのほ
か定期的な見直しを実施すること。

該当なし 該当なし 3章1.4情報資産の利用者

7 1 2 雇用条件 管理策
 従業員及び契約相手との雇用契約書に
は，情報セキュリティに関する各自の責任
及び組織の責任を記載することが望まし
い。

4 秘密保全規
則等の取扱
い

(1) 乙は、本ガイドラインの内容に沿った秘密
保全のための要領である秘密保全実施要
領を作成し、甲の確認を受けるものとす
る。

‐ 6 組織のセキュリ
ティ

⑵ 保護す
べき情
報を取
り扱う
下請
負者

防衛関連企業は、当該契約の履行に当た
り、保護すべき情報を取り扱う業務を下請
負者に請け負わせる場合、本基準に基づく
情報セキュリティ対策の実施を当該下請負
者との間で契約し、当該業務を始める前
に、防衛省が定める確認事項に基づき、当
該下請負者において情報セキュリティが確
保されることを確認した後、防衛省に届け
出なければならない。ただし、輸送その他
の保護すべき情報を知り得ないと防衛関
連企業が認める業務を請け負わせる場合
は、この限りでない。

2章1.雇用条件アクセス権者に
対する秘密保持
等に関する担保

事業者は、アクセス権者としての責任を明確にするため、アクセス権者から、以
下の事項のうち必要なもの（一以上に限る。）を確保する秘密保持の誓約書を
得、又は秘密保持契約を締結する等文書（当該アクセス権者が、アクセス権を
設定される前に当該事業者に提出した誓約書又は当該事業者と締結した秘密
保持契約を含む。）により確認する（以下誓約書及び秘密保持契約を総称して
「誓約書等」という。）。

1

第二

第三

アクセス権の管
理
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

一 第三者に対する守秘義務を厳守す
ること。

13 2 4 秘密保持契約
又は守秘義務
契約

管理策
 情報保護に対する組織の要件を反映する
秘密保持契約又は守秘義務契約のための
要求事項は，特定し，定めに従ってレ
ビューし，文書化することが望ましい。
実施の手引
 秘密保持契約又は守秘義務契約には，
法的に強制できる表現を用いて，秘密情
報を保護するための要求事項を取り上げ
ることが望ましい。秘密保持契約又は守秘
義務契約は，外部関係者又は組織の従業
員に適用される。その契約の当事者の種
類，並びに当事者に許可される秘密情報
のアクセス及び取扱いを考慮して，契約の
要素を選定又は追加することが望ましい。
秘密保持契約又は守秘義務契約に対する
要求事項を特定するために，次の要素を
考慮することが望ましい。

4 秘密保全規
則等の取扱
い

(3) 乙は、秘密保全規則等を秘密の取扱いの
業務に従事する者（以下「関係社員」
という。）に確実に周知すること。

8 6 (3) ア 第三
者へ
の開
示の
禁止

・第三者（法人又は自然人としての防衛省と直
接契約関係にある者以外の全

ての者をいい、親会社、地域統括会社、ブラ
ンド・ライセンサー、フラン

チャイザー、コンサルタントその他の防衛省
と直接契約関係にある者に対

して指導、監督、業務支援、助言、監査等を
行うものを含む。以下同じ。

）への開示又は漏えいをしてはならないこと
を定めていること。
・保有し、又は知り得た情報を第三者との契約
において伝達、交換、共有そ

の他提供する約定があるときは、保護すべき
情報をその対象から除く措置

を定めていること。
・やむを得ない場合は、あらかじめ書面による
防衛省の許可を得ることを定

めていること。

6 組織のセキュリ
ティ

⑶ 第三
者

ア：第三者への開示の禁止 → 防衛関連
企業は、第三者（保護すべき情報を取り扱
う業務に係る契約の相手方を除く。）に保
護すべき情報を開示又は漏えいしてはなら
ない。やむを得ず保護すべき情報を第三
者（保護すべき情報を取り扱う業務に係る
契約の相手方を除く。）に開示しようとする
場合には、あらかじめ、書面により防衛省
の許可を受けなければならない。
イ：第三者に関係したリスクの管理 → 防
衛関連企業は、第三者に取扱施設への立
入りを許可する場合、想定されるリスクを
明確にした上、対策を定めなければならな
い。
ウ：第三者に対する立入りの許可 → 防衛
関連企業は、定めた対策が満たされた場
合を除き、取扱施設に対する第三者の立
入りを許可してはならない。

2章2.取締役及び従業員の責務

二 アクセス権の設定の解除の後（退職
後も含む。） 、も 当該アクセス権が
設定されている間に知り得た管理対
象情報について、公知になったもの
を除き、不正に開示し、又は使用し
ないこと。

13 2 4 秘密保持契約
又は守秘義務
契約

管理策
 情報保護に対する組織の要件を反映する
秘密保持契約又は守秘義務契約のための
要求事項は，特定し，定めに従ってレ
ビューし，文書化することが望ましい。
実施の手引
 秘密保持契約又は守秘義務契約には，
法的に強制できる表現を用いて，秘密情
報を保護するための要求事項を取り上げ
ることが望ましい。秘密保持契約又は守秘
義務契約は，外部関係者又は組織の従業
員に適用される。その契約の当事者の種
類，並びに当事者に許可される秘密情報
のアクセス及び取扱いを考慮して，契約の
要素を選定又は追加することが望ましい。
秘密保持契約又は守秘義務契約に対する
要求事項を特定するために，次の要素を
考慮することが望ましい。

該当なし 22 8 (5) 取扱
者の
責任

・在職中及び離職後においても、知り得た保護
すべき情報を第三者に漏えい

してはならないことを定めていること。

8 人的セキュリ
ティ

⑸ 取扱
者の
責任

取扱者は、在職中及び離職後において、
契約の履行において知り得た保護すべき
情報を第三者（保護すべき情報を取り扱う
業務に係る契約の相手方を除く。）に漏え
いしてはならない。

2章3.雇用の終了

三 マニュアルその他の事業者内部に
おける情報の取扱いに係る社内規
程を遵守すること。

13 2 4 秘密保持契約
又は守秘義務
契約

管理策
 情報保護に対する組織の要件を反映する
秘密保持契約又は守秘義務契約のための
要求事項は，特定し，定めに従ってレ
ビューし，文書化することが望ましい。
実施の手引
 秘密保持契約又は守秘義務契約には，
法的に強制できる表現を用いて，秘密情
報を保護するための要求事項を取り上げ
ることが望ましい。秘密保持契約又は守秘
義務契約は，外部関係者又は組織の従業
員に適用される。その契約の当事者の種
類，並びに当事者に許可される秘密情報
のアクセス及び取扱いを考慮して，契約の
要素を選定又は追加することが望ましい。
秘密保持契約又は守秘義務契約に対する
要求事項を特定するために，次の要素を
考慮することが望ましい。

7 人的セキュリ
ティ

(3) 総括者は、秘密保全の重要性及び保全に
関する社内規則（秘密保全規則等を含む。
ウにおいて同じ。）の内容について、関係
社員その他の従業員全てに対し、次のア
からオまでに掲げる内容を含む教育を定
期的に行い、その結果を甲に届け出るこ
と。
ア:秘密保全の重要性、意義（秘密保全意
識の涵養を含む。）
イ:「need to know の原則」（「情報は知る必
要がある者にのみ伝え、知る必要のない
者には伝えない」という原則）の確実な履
行
ウ:保全に関する社内規則の確実な履行
エ:隙のない勤務と私生活における慎重な
行動
オ 悪意のあるソフトウェアへの感染（特に
記憶媒体を介した感染）を防止するための
対策及び感染した場合の対処手順

68 13 (1) ア 遵守
状況
の確
認

・管理者の責任の範囲において、情報セキュリ
ティ基本方針等の遵守状況の

確認を定めていること。

13 遵守状況等 ⑴ 遵守
の確
認等

ア：遵守状況の確認 → 防衛関連企業は、
管理者の責任の範囲において、情報セ
キュリティ基本方針等の遵守状況を確認さ
せなければならない。
イ：技術的遵守の確認 → 防衛関連企業
は、保護システムの管理者の責任の範囲
において、情報セキュリティ基本方針等へ
の技術的遵守状況を確認させなければな
らない。

該当無し

四 管理対象情報の漏えいにつがなり
得る事象等を発見した場合に管理
者等事業者が指定した者に報告を
行うとともに、管理対象情報の漏え
いの事故等が発生した場合に必要
な措置を講ずること。

16 1 3 情報セキュリ
ティ弱点の報告

管理策
 組織の情報システム及びサービスを利用
する従業員及び契約相手に，システム又
はサービスの中で発見した又は疑いをもっ
た情報セキュリティ弱点は，どのようなもの
でも記録し，報告するように要求することが
望ましい。

7 人的セキュリ
ティ

(4) 総括者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の
事故に対して、迅速、効果的及び整然とし
た対処を確実に行うこと。この場合、総括
者又はその指定する者は、適切な連絡経
路を通じて、直ちに把握し得る限りの全て
の内容を甲に報告するとともに、その後速
やかにその詳細を報告することとし、その
ため、総括者は、必要な手順を作成するこ
と。なお、手順には、報告に当たっての責
任者及び連絡担当者等を明らかにした連
絡系統図を作成することとし、異動等の
あった場合にはこれを更新すること。

64 12 (1)､(2) 情報
セ
キュリ
ティ
の事
故等
の報
告

情報セキュリティ事故等に関する下記のそれぞれの事
項について、発注者（防衛省との直接契約関係にある防
衛関連企業をいう。以下同じ。）への報告要領を定めてい
るとともに、当該報告要領に以下のことが規定されている
こと。"
①情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を
講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、
その後速やかにその詳細を発注者に報告しなければな
らない。"
②ア）保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン
（以下「サーバ等」という。）に悪意のあるコードへの感染
又は不正アクセスが認められた場合、及びイ）保護すべ
き情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネット
に接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合において、適切な措置を講じるととも
に、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速や
かにその詳細を発注者に報告しなければならない。"
③情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそ
れのある場合は、適切な措置を講じるとともに、速やか
に、その詳細を発注者に報告しなければならない。"
④前記①から③までに規定する報告のほか、保護すべ
き情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性
又は将来発生する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連企業は、直ち
に当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの
全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。"
報告に当たっての責任者及び連絡担当者等を明らかに

した連絡系統図を作成している（異動等のあった場合に
は更新している）とともに、直ちに発注者に報告する場合
の責任者及び連絡担当者を明示していること。"

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑴ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の報
告

ア:防衛関連企業は、情報セキュリティ事故
が発生したときは、適切な措置を講じるとと
もに、直ちに把握し得る限りの全ての内容
を、その後速やかにその詳細を防衛省に
報告しなければならない。
イ:次に掲げる場合において、防衛関連企
業は、適切な措置を講じるとともに、直ちに
把握し得る限りの全ての内容を、その後速
やかにその詳細を防衛省に報告しなけれ
ばならない。
 (ｱ)保護すべき情報が保存されたサーバ
等に悪意のあるコードへの感染又は不正
アクセスが認められた場合
 (ｲ)保護すべき情報が保存されているサー
バ等と同一のイントラネットに接続されてい
るサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合
ウ:情報セキュリティ事故の疑い又は事故
につながるおそれのある場合は、防衛関
連企業は、適切な措置を講じるとともに、
速やかに、その詳細を防衛省に報告しな
ければならない。
エ:前記アからウまでに規定する報告のほ
か、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊
等の事故が発生した可能性又は将来発生
する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連
企業は、直ちに当該可能性又は懸念の真
偽を含む把握し得る限りの全ての背景及
び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。

該当無し

五 管理対象情報へのアクセスのログ
等をアクセス権の設定を行った者等
から確認されること。

13 2 4 秘密保持契約
又は守秘義務
契約

管理策
 情報保護に対する組織の要件を反映する
秘密保持契約又は守秘義務契約のための
要求事項は，特定し，定めに従ってレ
ビューし，文書化することが望ましい。

実施の手引
 g)秘密情報に関する行為の監査及び監視
の権利

10 アクセス制御 (6) 総括者は、情報システムの不正使用や不
適切な運用のチェックなど、問題が発生し
たときの調査及びアクセス制御の監視を補
うために、以下の事項に留意し、情報シス
テムの使用状況を記録し、保存すること。

47 10 (11) ア 監査
ログ
取得

・利用者の保護すべき情報へのアクセス及び
例外処理を記録した監査ログを

取得することを定めていること。

10 通信及び運用
管理

⑾ 監視 ア：監査ログ取得 → 防衛関連企業は、保護シ
ステムにおいて、保護すべき情報へのアクセス
及び例外処理を記録した監査ログを取得しなけ
ればならない。
イ：監査ログの保管 → 防衛関連企業は、取得
した監査ログを記録のあった日から少なくとも３
か月以上保存するとともに、定期的に点検しな
ければならない。
ウ：監査ログの保護 → 防衛関連企業は、監査
ログを改ざん及び許可されていないアクセスか
ら保護しなければならない。
エ：クロックの同期 → 防衛関連企業は、保護シ
ステム及びネットワークを通じて保護システムに
アクセス可能な情報システムの日付及び時刻を
手動等により定期的に合わせなければならな
い。
オ：保護すべきデータの監視 → 防衛関連企業
は、保護システムが共有ネットワーク（インター
ネット等）へ物理的に接続されている場合は、共
有ネットワークを通じて、保護すべきデータの社
外漏えいを未然に防止することを可能とする常
時監視を行わなければならない。

該当無し
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

六 管理対象情報に接する必要がなく
なった場合は、速やかに、返却する
こと等所要の対応が求められるこ
と。

13 2 4 秘密保持契約
又は守秘義務
契約

管理策
 情報保護に対する組織の要件を反映する
秘密保持契約又は守秘義務契約のための
要求事項は，特定し，定めに従ってレ
ビューし，文書化することが望ましい。
実施の手引
 秘密保持契約又は守秘義務契約には，
法的に強制できる表現を用いて，秘密情
報を保護するための要求事項を取り上げ
ることが望ましい。秘密保持契約又は守秘
義務契約は，外部関係者又は組織の従業
員に適用される。その契約の当事者の種
類，並びに当事者に許可される秘密情報
のアクセス及び取扱いを考慮して，契約の
要素を選定又は追加することが望ましい。
秘密保持契約又は守秘義務契約に対する
要求事項を特定するために，次の要素を
考慮することが望ましい。

10 アクセス制御 (2) 総括者は、関係社員による情報システム
の利用可能機能へのアクセスを許可し、適
切なアクセス権を付与するため、利用者と
しての登録及び登録の削除を行うこと。ま
た、アクセスに対する有効な管理を維持す
るため、人事異動等の際においてはアクセ
ス権の見直しを実施するとともに、そのほ
か定期的な見直しを実施すること。

23 8 (6) 保護
すべ
き情
報の
返却

・保護すべき情報に接する必要が無くなった場
合は、管理者へ返却すること

を定めていること。
・保護すべき情報は、管理者へ返却されてい
ること。

8 人的セキュリ
ティ

⑹ 保護す
べき情
報の
返却

防衛関連企業は、取扱者の雇用契約の終
了又は取扱者との契約合意内容の変更に
伴い、保護すべき情報に接する必要がなく
なった場合には、取扱者が保有する保護
すべき情報を管理者へ返却させなければ
ならない。

該当無し

2 事業者又は管理者は、誓約書等の記載事項の定期的な確認を実施するため
の手順を確立する。

18 2 2 情報セキュリ
ティのための方
針群及び標準
の順守

管理策
 管理者は，自分の責任の範囲内における
情報処理及び手順が，適切な情報セキュ
リティのための方針群，標準類，及び他の
全てのセキュリティ要求事項を順守してい
ることを定期的にレビューすることが望まし
い。

7 人的セキュリ
ティ

(3) 総括者は、秘密保全の重要性及び保全に
関する社内規則（秘密保全規則等を含む。
ウにおいて同じ。）の内容について、関係
社員その他の従業員全てに対し、次のア
からオまでに掲げる内容を含む教育を定
期的に行い、その結果を甲に届け出るこ
と。
ア:秘密保全の重要性、意義（秘密保全意
識の涵養を含む。）
イ:「need to know の原則」（「情報は知る必
要がある者にのみ伝え、知る必要のない
者には伝えない」という原則）の確実な履
行
ウ:保全に関する社内規則の確実な履行
エ:隙のない勤務と私生活における慎重な
行動
オ 悪意のあるソフトウェアへの感染（特に
記憶媒体を介した感染）を防止するための
対策及び感染した場合の対処手順

2 5 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
基本
方針
等の
見直
し

・情報セキュリティ基本方針等を定期的並びに
重大な変化及び事故が発生し

た場合、見直しを実施し、必要に応じて変更
することを定めていること。

5 情報セキュリ
ティの基本方針
等

⑵ 情報セ
キュリ
ティ基
本方
針等
の見
直し

経営者等は、情報セキュリティ基本方針等
を適切、有効及び妥当なものとするため、
定期的な見直しを実施するとともに、情報
セキュリティに係る重大な変化及び情報セ
キュリティ事故が発生した場合は、その都
度、見直しを実施し、必要に応じて情報セ
キュリティ基本方針等を変更しなければな
らない。※６⑴エ情報セキュリティの実施状
況の監査を参照。

該当無し

3 事業者又は管理者は、情報の適切な管理に係る状況の変化、管理対象情報
の漏えいの事故等が発生した場合は、その都度、誓約書等の内容の見直しを
実施し、必要に応じて、変更した誓約書等によりアクセス権者の責任を確認す
るための手順を確立する。

該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(4) 総括者又はその指定する者は、秘密保全
規則等の内容及び履行状況を定期的に確
認し、不十分な点があると認めるときは、
直ちに是正のための必要な措置を講ずる
こと。

2 5 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
基本
方針
等の
見直
し

・情報セキュリティ基本方針等を定期的並びに
重大な変化及び事故が発生し

た場合、見直しを実施し、必要に応じて変更
することを定めていること。

5 情報セキュリ
ティの基本方針
等

⑵ 情報セ
キュリ
ティ基
本方
針等
の見
直し

経営者等は、情報セキュリティ基本方針等
を適切、有効及び妥当なものとするため、
定期的な見直しを実施するとともに、情報
セキュリティに係る重大な変化及び情報セ
キュリティ事故が発生した場合は、その都
度、見直しを実施し、必要に応じて情報セ
キュリティ基本方針等を変更しなければな
らない。※６⑴エ情報セキュリティの実施状
況の監査を参照。

該当無し

4 事業者は、１に掲げる事項のうち誓約書等の記載事項として含まれていないも
のを定期的な上司からの説明等によりアクセス権者に理解させるための取組
を行う。

7 2 2 情報セキュリ
ティの意識向
上，教育及び訓
練

管理策
 組織の全ての従業員，及び関係する場合
には契約相手は，職務に関連する組織の
方針及び手順についての，適切な，意識
向上のための教育及び訓練を受け，また，
定めに従ってその更新を受けることが望ま
しい。

該当なし 2 5 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
基本
方針
等の
見直
し

・情報セキュリティ基本方針等を定期的並びに
重大な変化及び事故が発生し

た場合、見直しを実施し、必要に応じて変更
することを定めていること。

5 情報セキュリ
ティの基本方針
等

⑵ 情報セ
キュリ
ティ基
本方
針等
の見
直し

経営者等は、情報セキュリティ基本方針等
を適切、有効及び妥当なものとするため、
定期的な見直しを実施するとともに、情報
セキュリティに係る重大な変化及び情報セ
キュリティ事故が発生した場合は、その都
度、見直しを実施し、必要に応じて情報セ
キュリティ基本方針等を変更しなければな
らない。※６⑴エ情報セキュリティの実施状
況の監査を参照。

2章4.情報セキュリティ教育

5 事業者は、トレーニングによる周知並びにその後の定期的な上司からの説明
及び認識の確認等の方法により、アクセス権者としての責任を明確に認識させ
る。

該当なし 7 人的セキュリ
ティ

(3) 総括者は、秘密保全の重要性及び保全に
関する社内規則（秘密保全規則等を含む。
ウにおいて同じ。）の内容について、関係
社員その他の従業員全てに対し、次のア
からオまでに掲げる内容を含む教育を定
期的に行い、その結果を甲に届け出るこ
と。
ア:秘密保全の重要性、意義（秘密保全意
識の涵養を含む。）
イ:「need to know の原則」（「情報は知る必
要がある者にのみ伝え、知る必要のない
者には伝えない」という原則）の確実な履
行
ウ:保全に関する社内規則の確実な履行
エ:隙のない勤務と私生活における慎重な
行動
オ 悪意のあるソフトウェアへの感染（特に
記憶媒体を介した感染）を防止するための
対策及び感染した場合の対処手順

該当なし 該当なし 2章4.情報セキュリティ教育

6 事業者は、他者がアクセス権の設定に際し調査を行う場合には、アクセス権を
設定することが見込まれる者に対し、当該調査の後で、１の誓約書等を当該他
者に提出することが求められることがあることを説明する。

該当なし 4 秘密保全規
則等の取扱
い

(3) 乙は、秘密保全規則等を秘密の取扱いの
業務に従事する者（以下「関係社員」
という。）に確実に周知すること。

該当なし 該当なし 該当無し

7 事業者は、アクセス権者が確立された手順を守らない場合、マニュアル等の管
理対象情報の取扱いに係る社内規程への違反等があった場合にアクセス権者
のアクセス権の失効をさせる等の措置を講ずるための手順を確立する。

該当なし 7 人的セキュリ
ティ

(2) 部門責任者等は、次のア及びイに掲げる
措置を確実に講ずること。
ア:秘密保全規則等に違反した者に対する
正式な懲戒手続を備え、かつ懲戒を確実
に履行すること。
イ:関係社員の秘密保全に関する責任を明
確にし、在職中及び離職後における秘密
保全に係る誓約を文書で行わせること。ま
た、当該文書には、当該関係社員が秘密
を漏えいした場合の当該関係社員の民事
上の責任に係る規定を含めること。

21 8 (4) 違反
者へ
の対
処方
針

・情報セキュリティ基本方針等に違反した取扱
者に対する対処方針及び手続

を定めていること。

8 人的セキュリ
ティ

⑷ 違反
者へ
の対
処方
針

防衛関連企業は、情報セキュリティ基本方
針等に違反した取扱者に対する対処方針
及び手続を定めなければならない。

2章2.取締役及び従業員の責務

8 事業者は、アクセス権者を含めた従業員等がマニュアルに違反し、管理対象情
報を漏えいさせ、又は目的外に利用する等事業者内部において情報の取扱い
に係る不正をした場合に関し、当該従業員等を解雇等の懲戒処分とすることに
ついて就業規則等に定めるとともに、刑事告発や民事訴訟の法的手続に関す
る規程を社内規程に定める。

7 2 3 懲戒手続き 管理策
 情報セキュリティ違反を犯した従業員に対
して処置をとるための，正式かつ周知され
た懲戒手続を備えることが望ましい。

7 人的セキュリ
ティ

(2) 部門責任者等は、次のア及びイに掲げる
措置を確実に講ずること。
ア:秘密保全規則等に違反した者に対する
正式な懲戒手続を備え、かつ懲戒を確実
に履行すること。
イ:関係社員の秘密保全に関する責任を明
確にし、在職中及び離職後における秘密
保全に係る誓約を文書で行わせること。ま
た、当該文書には、当該関係社員が秘密
を漏えいした場合の当該関係社員の民事
上の責任に係る規定を含めること。

21 8 (4) 違反
者へ
の対
処方
針

・情報セキュリティ基本方針等に違反した取扱
者に対する対処方針及び手続

を定めていること。

8 人的セキュリ
ティ

⑷ 違反
者へ
の対
処方
針

防衛関連企業は、情報セキュリティ基本方
針等に違反した取扱者に対する対処方針
及び手続を定めなければならない。

2章2.取締役及び従業員の責務



17

別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

9 事業者は、アクセス権者を含めた従業員等が管理対象情報を漏えいさせ、又
は目的外に利用する等事業者内部において情報の取扱いに係る不正をした場
合には、当該不正の事例及びその処分の内容を全ての従業員等に周知する。

該当なし 該当なし 該当なし 8 人的セキュリ
ティ

⑷ 違反
者へ
の対
処方
針

防衛関連企業は、情報セキュリティ基本方
針等に違反した取扱者に対する対処方針
及び手続を定めなければならない。

該当無し

1 管理者は、管理対象情報を保有する事業者のアクセス権者以外の従業員等
や、当該事業者の従業員等以外の者等（以下この第四において「訪問者」とい
う。）による管理対象情報へのアクセス、例えば、立入制限区域にある管理対
象情報である製造設備の見学のように一時的なアクセスについて、訪問者が
Need to Knowの原則を満たすものであるかを評価する。

該当なし

8
物理的及び
環境的セ
キュリティ

(2)

総括者は、秘密保全施設への関係社員以
外の者の立入りを制限するため、次のア及
びイに掲げる入退室管理を確実に行うこ
と。
ア:秘密保全施設内における秘密保全を強
化するために、総括者は、次の（ア）及び
（イ）に掲げる内容を含む秘密保全の措置
を講じること。
 (ｱ):関係社員その他甲により立入りを許可
された者（第５項（５）イに基づき甲が秘密
保全施設への立入りを許可した外部委託
を受ける者を含む。）以外の者を立ち入ら
せない。
 (ｲ):総括者は、秘密保全施設の鍵の保管
及び接受、秘密保全施設の警備その他秘
密保全施設における秘密保全を強化する
ため必要な細部の手続を定める。
イ:総括者は、関係社員その他甲により立
入りを許可された者が秘密保全施設に立
ち入るときは、その者に所属、氏名、立入
り目的その他の所要事項を記録簿に記載
させるとともに、バッジ等を着用させ、立入
りを管理すること。

9 6 (3) イ 第三
者に
関係
したリ
スク
の管
理

・第三者の取扱施設への立入りを許可する場
合、リスクを明確にした上対策

を定めていること。

6 組織のセキュリ
ティ

⑶ 第三
者

ア：第三者への開示の禁止 → 防衛関連
企業は、第三者（保護すべき情報を取り扱
う業務に係る契約の相手方を除く。）に保
護すべき情報を開示又は漏えいしてはなら
ない。やむを得ず保護すべき情報を第三
者（保護すべき情報を取り扱う業務に係る
契約の相手方を除く。）に開示しようとする
場合には、あらかじめ、書面により防衛省
の許可を受けなければならない。
イ：第三者に関係したリスクの管理 → 防
衛関連企業は、第三者に取扱施設への立
入りを許可する場合、想定されるリスクを
明確にした上、対策を定めなければならな
い。
ウ：第三者に対する立入りの許可 → 防衛
関連企業は、定めた対策が満たされた場
合を除き、取扱施設に対する第三者の立
入りを許可してはならない。

該当無し

2 事業者は、管理対象情報にアクセスする訪問者から、その訪問により得られた
管理対象情報を第三者等に開示しないこと等を誓約する書面を得る。

該当なし

8
物理的及び
環境的セ
キュリティ

(2)

総括者は、秘密保全施設への関係社員以
外の者の立入りを制限するため、次のア及
びイに掲げる入退室管理を確実に行うこ
と。
ア:秘密保全施設内における秘密保全を強
化するために、総括者は、次の（ア）及び
（イ）に掲げる内容を含む秘密保全の措置
を講じること。
 (ｱ):関係社員その他甲により立入りを許可
された者（第５項（５）イに基づき甲が秘密
保全施設への立入りを許可した外部委託
を受ける者を含む。）以外の者を立ち入ら
せない。
 (ｲ):総括者は、秘密保全施設の鍵の保管
及び接受、秘密保全施設の警備その他秘
密保全施設における秘密保全を強化する
ため必要な細部の手続を定める。
イ:総括者は、関係社員その他甲により立
入りを許可された者が秘密保全施設に立
ち入るときは、その者に所属、氏名、立入
り目的その他の所要事項を記録簿に記載
させるとともに、バッジ等を着用させ、立入
りを管理すること。

8 6 (3) ア 第三
者へ
の開
示の
禁止

・第三者（法人又は自然人としての防衛省と直
接契約関係にある者以外の全

ての者をいい、親会社、地域統括会社、ブラ
ンド・ライセンサー、フラン

チャイザー、コンサルタントその他の防衛省
と直接契約関係にある者に対

して指導、監督、業務支援、助言、監査等を
行うものを含む。以下同じ。

）への開示又は漏えいをしてはならないこと
を定めていること。
・保有し、又は知り得た情報を第三者との契約
において伝達、交換、共有そ

の他提供する約定があるときは、保護すべき
情報をその対象から除く措置

を定めていること。
・やむを得ない場合は、あらかじめ書面による
防衛省の許可を得ることを定

めていること。

6 組織のセキュリ
ティ

⑶ 第三
者

ア：第三者への開示の禁止 → 防衛関連
企業は、第三者（保護すべき情報を取り扱
う業務に係る契約の相手方を除く。）に保
護すべき情報を開示又は漏えいしてはなら
ない。やむを得ず保護すべき情報を第三
者（保護すべき情報を取り扱う業務に係る
契約の相手方を除く。）に開示しようとする
場合には、あらかじめ、書面により防衛省
の許可を受けなければならない。
イ：第三者に関係したリスクの管理 → 防
衛関連企業は、第三者に取扱施設への立
入りを許可する場合、想定されるリスクを
明確にした上、対策を定めなければならな
い。
ウ：第三者に対する立入りの許可 → 防衛
関連企業は、定めた対策が満たされた場
合を除き、取扱施設に対する第三者の立
入りを許可してはならない。

該当無し

3 管理者は、訪問者の管理対象情報へのアクセスについて、アクセス権者の立
会い等管理対象情報を保護するために適切な措置を講ずる。

該当なし

8
物理的及び
環境的セ
キュリティ

(2)

総括者は、秘密保全施設への関係社員以
外の者の立入りを制限するため、次のア及
びイに掲げる入退室管理を確実に行うこ
と。
ア:秘密保全施設内における秘密保全を強
化するために、総括者は、次の（ア）及び
（イ）に掲げる内容を含む秘密保全の措置
を講じること。
 (ｱ):関係社員その他甲により立入りを許可
された者（第５項（５）イに基づき甲が秘密
保全施設への立入りを許可した外部委託
を受ける者を含む。）以外の者を立ち入ら
せない。
 (ｲ):総括者は、秘密保全施設の鍵の保管
及び接受、秘密保全施設の警備その他秘
密保全施設における秘密保全を強化する
ため必要な細部の手続を定める。
イ:総括者は、関係社員その他甲により立
入りを許可された者が秘密保全施設に立
ち入るときは、その者に所属、氏名、立入
り目的その他の所要事項を記録簿に記載
させるとともに、バッジ等を着用させ、立入
りを管理すること。

該当なし 該当なし 該当無し

事業者は、管理対象情報が、書類等の紙情報や試作品等の物であって、その
管理対象情報が金庫等の保管容器に保管することができるものである場合に
は、当該管理対象情報を保管容器に施錠して保管するとともに、その保管容器
から持ち出して当該管理対象情報の取扱いをする場合には、その取り扱う場所
を限定する取組が習慣化し、文書等に定めがなくてもその事業者の従業員等
において行動が実践されている状態を確立した上で、以下に掲げる事項のうち
この告示のⅠの第二の２により必要と決定した措置を実施して、管理対象情報
への物理的アクセスを制限する。

○ 該当無し 8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(6) 総括者は、秘密保全施設内に常設するパ
ソコン及び記憶媒体のうち固定可能なもの
にあってはセキュリティワイヤなどにより固
定の上、これを施錠することとし、又は固定
することが困難なものにあってはロッカー
等に保管の上、これを施錠すること。この
場合、セキュリティワイヤ又はロッカー等の
鍵は、総括者又はその指定する者が、そ
の許可なく使用されることのないよう適切
に管理すること。

該当なし
保管に関する文書はあるが、持ち出し場所に
関する記載がない

13 遵守状況等 ⑵ 情報セ
キュリ
ティの
記録

防衛関連企業は、保護すべき情報に係る
重要な記録（複製記録、持ち出し記録及び
監査記録等）の保管期間（少なくとも契約
履行後１年間）を定めた上、施錠したロッ
カー等において保管又は暗号技術を用い
る等厳密に保護するとともに、適切に鍵を
管理しなければならない。

3章1.2情報資産の分類と表示、6章5.保管
容器での保管

1 事業者は、管理対象情報を保管する保管容器について、施錠することができる
保管容器を用いる。

該当なし 8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(6) 総括者は、秘密保全施設内に常設するパ
ソコン及び記憶媒体のうち固定可能なもの
にあってはセキュリティワイヤなどにより固
定の上、これを施錠することとし、又は固定
することが困難なものにあってはロッカー
等に保管の上、これを施錠すること。この
場合、セキュリティワイヤ又はロッカー等の
鍵は、総括者又はその指定する者が、そ
の許可なく使用されることのないよう適切
に管理すること。

70 13 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
の記
録

・保護すべき情報に係る重要な記録の保管期
間を定めていること。
・重要な記録は、施錠したロッカー等において
保管又は暗号技術を用いる等

厳密に保護することを定めていること。
・適切に鍵を管理することを定めていること。
・重要な記録は、施錠したロッカー等において
保管又は暗号技術を用いる等

厳密に保護されていること。
・適切に鍵が管理されていること。

13 遵守状況等 ⑵ 情報セ
キュリ
ティの
記録

防衛関連企業は、保護すべき情報に係る
重要な記録（複製記録、持ち出し記録及び
監査記録等）の保管期間（少なくとも契約
履行後１年間）を定めた上、施錠したロッ
カー等において保管又は暗号技術を用い
る等厳密に保護するとともに、適切に鍵を
管理しなければならない。

該当無し

2 管理者、又は管理者の委任を受けたアクセス権者は、保管容器の鍵について、
差込み式の鍵である場合にあってはその鍵の貸出しを、文字盤鍵である場合
にあってはその鍵番号の設定等を行うことにより、鍵等を管理する。この場合に
おいて、管理者又は管理者の委任を受けたアクセス権者が、鍵の貸出し又は
鍵番号の共有等をするときは、共有をする相手方をアクセス権者に限るものと
する。

該当なし 8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(6) 総括者は、秘密保全施設内に常設するパ
ソコン及び記憶媒体のうち固定可能なもの
にあってはセキュリティワイヤなどにより固
定の上、これを施錠することとし、又は固定
することが困難なものにあってはロッカー
等に保管の上、これを施錠すること。この
場合、セキュリティワイヤ又はロッカー等の
鍵は、総括者又はその指定する者が、そ
の許可なく使用されることのないよう適切
に管理すること。

70 13 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
の記
録

・保護すべき情報に係る重要な記録の保管期
間を定めていること。
・重要な記録は、施錠したロッカー等において
保管又は暗号技術を用いる等

厳密に保護することを定めていること。
・適切に鍵を管理することを定めていること。
・重要な記録は、施錠したロッカー等において
保管又は暗号技術を用いる等

厳密に保護されていること。
・適切に鍵が管理されていること。

13 遵守状況等 ⑵ 情報セ
キュリ
ティの
記録

防衛関連企業は、保護すべき情報に係る
重要な記録（複製記録、持ち出し記録及び
監査記録等）の保管期間（少なくとも契約
履行後１年間）を定めた上、施錠したロッ
カー等において保管又は暗号技術を用い
る等厳密に保護するとともに、適切に鍵を
管理しなければならない。

該当無し

第四

第一

その他の場合の
アクセス権の設
定

管理対象情報を
保管するための
保管容器

Ⅲ 管理対象情報が
書類等の紙情報
や試作品等の物
であって、金庫
等の保管容器に
保管することが
できるものであ
る場合の物理的
アクセスの制限
等
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

3 管理者は、アクセス権者が貸出しをされた鍵等の管理を適切に行うための手順
を確立する。

該当なし 8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(6) 総括者は、秘密保全施設内に常設するパ
ソコン及び記憶媒体のうち固定可能なもの
にあってはセキュリティワイヤなどにより固
定の上、これを施錠することとし、又は固定
することが困難なものにあってはロッカー
等に保管の上、これを施錠すること。この
場合、セキュリティワイヤ又はロッカー等の
鍵は、総括者又はその指定する者が、そ
の許可なく使用されることのないよう適切
に管理すること。

該当なし 7 保護すべき情
報の管理

⑵ 保護す
べき情
報の
取扱い

ア：保護すべき情報の目録
防衛関連企業は、保護すべき情報の現

状（保管場所等）が分かる目録を作成し、
維持しなければならない。
イ：取扱いの管理策	
（ア）防衛関連企業は、保護すべき情報を
取扱施設において取り扱うとともに、保護
すべき情報を接受、作成、製作、複製、持
ち出し（貸出を含む。）及び破棄する場合
は、記録しなければならない。
（イ）防衛関連企業は、保護すべき情報を
個人が所有する情報システム及び可搬記
憶媒体において取り扱ってはならず、やむ
を得ない場合は、事前に防衛省の許可を
得なければならない。
（ウ）防衛関連企業は、契約終了後、防衛
省の指示に従い、保護すべき情報の返
却、提出等必要な措置をとらなければなら
ない。
（エ）防衛関連企業は、契約終了後、防衛
省から保護すべき情報の破棄を求められ
た場合であって、当該情報を引き続き保有
する必要があるときは、その理由を添えて
防衛省に協議を求めることができる。

該当無し

4 管理者又は管理者の委任を受けたアクセス権者は、鍵の貸出し又は鍵番号の
共有を管理するための管理簿を作成し、合理的な期間保管する。

該当なし 8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(6) 総括者は、秘密保全施設内に常設するパ
ソコン及び記憶媒体のうち固定可能なもの
にあってはセキュリティワイヤなどにより固
定の上、これを施錠することとし、又は固定
することが困難なものにあってはロッカー
等に保管の上、これを施錠すること。この
場合、セキュリティワイヤ又はロッカー等の
鍵は、総括者又はその指定する者が、そ
の許可なく使用されることのないよう適切
に管理すること。

該当なし 該当なし 該当無し

5 管理者又は管理者の委任を受けたアクセス権者は、文字盤鍵で施錠すること
ができる保管容器を管理対象情報の保管をするために用いている場合にあっ
ては、当該保管容器の文字盤鍵の鍵番号を１年に１回以上変更する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

該当なし 該当なし ‐ 該当なし 該当無し

一 保管容器の購入後、使用する場所
に備え付け、又は使用する場所を変
更した場合

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

二 管理者又は管理者の委任を受けた
アクセス権者が替わった場合

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

三 鍵番号がアクセス権者以外の者に
漏えいし、又はそのおそれがあると
管理者又はアクセス権者が認めた
場合

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

事業者は、管理対象情報を保管するための保管容器について以下に掲げる強
度を有するものを用いる。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

(1) 材質について、ＪＩＳＧ3141の冷間圧延鋼板及び鋼帯に定める標準厚さ1.2mmの
鋼板（保管容器の内部に用いられる鋼板にあっては0.8mm以上の鋼板、裏板に
用いられる鋼板にあっては1.0mm以上の鋼板）を使用した場合に得られる強度
以上の強度を有する鋼板を用いている保管容器

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

(2) 材質及び構造について、ＪＩＳＳ1037の耐火金庫と同等以上の性能を有する保
管容器

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

(3) 扉について、丁番が破壊された場合であっても、その開放を防止することがで
きる構造となっている保管容器

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

一 三段式文字盤鍵で施錠することがで
きる保管容器であって、三段式文字
盤鍵のダイヤル及び内蔵回転盤の
目盛は、それぞれ100目盛とし、内
蔵回転盤は１目盛ごとに任意の番
号に調整できる組合せで、その組合
せは100の３乗以上となるもの

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

二 三段式文字盤鍵及び差込み式の鍵
の組合せにより二重以上の施錠方
式で施錠することができる保管容器

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

三 三段式文字盤鍵及び差込み式の鍵
の組合せにより二重以上の施錠方
式で施錠することができる保管容器
であって、その三段式文字盤鍵のダ
イヤル及び内蔵回転盤の目盛は、
それぞれ
100目盛とし、内蔵回転盤は１目盛
ごとに任意の番号に調整できる組合
せで、その組合せは100の３乗以上
となるもの

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

四 生体認証システム及び差込み式鍵
の組合せ等により二重以上の施錠
方式で施錠することができる保管容
器

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

8 事業者は、保管容器を、セキュリティカメラが設置・運用され、又は人感セン
サーの設置等保管容器に近づく者を適切に確認するための措置（保管容器に
近づく者をアクセス権者が視認できるよう視界を確保するためのレイアウト等を
含む。）がとられた場所に設置する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 6章1.セキュリティ領域の設定

9 事業者は、保管容器を、この告示のⅣの立入制限区域に設置する。 該当なし 8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(3) 総括者は、パソコン等の設置に当たって
は、設置場所における危険性を十分配慮
して設置し、及び保護すること。

該当なし 該当なし 該当無し

7

以下のいずれかの施錠装置を有する保管容器

6

(4)

管理者又は管理者の委任を受けたアクセス権者は、文字盤鍵で施錠すること
ができる保管容器を管理対象情報の保管をするために用いている場合にあっ
ては、当該保管容器の文字盤鍵の鍵番号を、以下のような事象が生じた都度、
変更する。
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

10 事業者は、８又は９の場所に保管容器を設置した場合において、ワイヤで固定
すること等により保管容器を物理的に持ち出せないよう適切な措置を講ずる。

該当なし 8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(6) 総括者は、秘密保全施設内に常設するパ
ソコン及び記憶媒体のうち固定可能なもの
にあってはセキュリティワイヤなどにより固
定の上、これを施錠することとし、又は固定
することが困難なものにあってはロッカー
等に保管の上、これを施錠すること。この
場合、セキュリティワイヤ又はロッカー等の
鍵は、総括者又はその指定する者が、そ
の許可なく使用されることのないよう適切
に管理すること。

該当なし 9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑵ 保護シ
ステム
の物
理的
保全
対策

ア：保護システムの設置及び保護 → 防衛
関連企業は、保護システムを設置する場
合、不正なアクセス及び盗難等から保護す
るため、施錠できるラック等に設置又はワ
イヤーで固定する等の措置をとらなければ
ならない。
イ：保護システムの持ち出し → 防衛関連
企業は、経営者等が持ち出しに伴うリスク
を回避することができると判断した場合を
除き、保護システムを取扱施設外に持ち出
してはならない。なお、持ち出しをする場合
は、記録するものとする。
ウ：保護システムの保守及び点検 → 防衛
関連企業は、第三者による保護システム
の保守及び点検を行う場合、必要に応じ
て、保護すべき情報を復元できない状態に
する、又は取り外す等の処置を実施しなけ
ればならない。
エ：保護システムの破棄又は再利用 → 防
衛関連企業は、保護システムを破棄する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した上、記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

該当無し

1 管理者は、アクセス権者が管理対象情報を保管容器から持ち出して、その取扱
いをする場所を限定するための手順を確立する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 6章5.保管容器での保管

2 管理者は、アクセス権者が管理対象情報を保管容器から持ち出して、その取扱
いをする場所をこの告示のⅣの立入制限区域に限定するための手順を確立す
る。この手順には、アクセス権者が管理対象情報の取扱いをする場所をこの告
示のⅣの立入制限区域ではない場所で取り扱う（管理者が当該場所で管理対
象情報を取り扱うことによる当該管理対象情報の漏えいの事故等が生じ、又は
そのおそれがないと認める場合に限る。）ための承認の手順を含むことができ
る。

該当なし 8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(4) 総括者は、秘密に係る業務のために使用
するパソコン等を秘密保全施設内に常設
し、原則としてその持出しを禁止すること。
ただし、保守等のため、やむを得ず持ち出
さなければならない場合には、総括者は、
パソコン等に記録されている秘密の漏えい
を防止するための措置を講じること。この
場合、総括者は、総括者又はその指定す
る者を含む複数の者が措置状況等を確認
し、かつ、総括者又はその指定する者が持
出しに関する記録簿に所要事項を記録し
た場合に限り、持ち出しを許可すること。

該当なし 該当なし 6章1.セキュリティ領域の設定

1 管理者は、管理対象情報を保管容器から持ち出し、当該管理対象情報を取り
扱うために当該管理対象情報を取り扱う場所に運搬すること、当該取り扱う場
所から保管容器に運搬すること等を、アクセス権者又は管理者が指定した者に
限り認めるための手順を確立する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

2 管理者は、管理対象情報を管理者が指定した者が運搬する場合に、外部から
当該管理対象情報を視認することができず、かつ、運搬中に不正があった場合
に確認等ができるよう、当該管理対象情報を封筒に入れて封印する等の適切
な措置を講ずるための手順を確立する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

3 管理者は、管理者が指定した者が、管理対象情報を運搬し、当該管理対象情
報を取り扱うための場所等においてアクセス権者に引き渡したときに、当該アク
セス権者から受領証を受け取り、管理者に提出するための手順を確立する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

4 管理者は、管理対象情報を管理者が指定した者が運搬する場合に、当該管理
対象情報を引き渡した者及び引き渡された者が相互に、その内容等について
の確認を行うための手順を確立する。

8 3 3 物理的媒体の
輸送

管理策
 情報を格納した媒体は，輸送の途中にお
ける，認可されていないアクセス，不正使
用又は破損から保護することが望ましい。

該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

5 管理者は、管理対象情報が保管されている保管容器の設置された場所のある
事業所以外の当該管理者の属する事業者の事業所等に運搬する必要がある
場合又は当該管理者の属する事業者以外の者の事業所等に管理対象情報を
運搬する必要がある場合に、その運搬を信頼できる輸送機関又は運搬事業者
により行わせるための手順（その運搬中に管理対象情報の漏えいの事故等が
生じ、又は生じるおそれを評価し、その評価の結果に基づき当該事故等への対
応をするための手順を含む。）を確立する。

8 3 3 物理的媒体の
輸送

管理策
 情報を格納した媒体は，輸送の途中にお
ける，認可されていないアクセス，不正使
用又は破損から保護することが望ましい。

該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

6 管理者は、当該管理者の属する事業者以外の者に管理対象情報を運搬する
必要がある場合には、当該者の情報の管理について評価し、及び当該者と秘
密保持契約を締結しているかを確認するための手順（当該者が管理対象情報
を受領した場合に、受領した日付、受取者のサイン等を受領証に記載する手順
を含む。）を確立する。当該事業者以外の者から当該事業者に運搬する場合も
同様とする。

8 3 3 物理的媒体の
輸送

管理策
 情報を格納した媒体は，輸送の途中にお
ける，認可されていないアクセス，不正使
用又は破損から保護することが望ましい。

該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

第二

第三

管理対象情報の
取扱いをする場
所

管理対象情報の
運搬



20

別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

事業者は、管理対象情報が製造装置である場合等保管容器に保管することが
困難な場合等には、当該管理対象情報が置かれ、又は置かれようとする場所
を立入制限区域としてアクセス権者以外の者の立入りを制限する取組が習慣
化し、文書等に定めがなくても当該事業者の従業員等において行動が実践さ
れている状態を確立した上で、以下に掲げる事項のうちこの告示のⅠの第二の
２により必要と決定した措置を実施して、管理対象情報への物理的アクセスの
制限を実施する。

○ 11 1 2 物理的入退管
理策

管理策
 セキュリティを保つべき領域は，認可され
た者だけにアクセスを許すことを確実にす
るために，適切な入退管理策によって保護
することが望ましい。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(2) 総括者は、秘密保全施設への関係社員以
外の者の立入りを制限するため、次のア及
びイに掲げる入退室管理を確実に行うこ
と。
ア:秘密保全施設内における秘密保全を強
化するために、総括者は、次の（ア）及び
（イ）に掲げる内容を含む秘密保全の措置
を講じること。
 (ｱ):関係社員その他甲により立入りを許可
された者（第５項（５）イに基づき甲が秘密
保全施設への立入りを許可した外部委託
を受ける者を含む。）以外の者を立ち入ら
せない。
 (ｲ):総括者は、秘密保全施設の鍵の保管
及び接受、秘密保全施設の警備その他秘
密保全施設における秘密保全を強化する
ため必要な細部の手続を定める。
イ:総括者は、関係社員その他甲により立
入りを許可された者が秘密保全施設に立
ち入るときは、その者に所属、氏名、立入
り目的その他の所要事項を記録簿に記載
させるとともに、バッジ等を着用させ、立入
りを管理すること。

24 9 (1) ア 取扱
施設
の指
定

・取扱施設を定めていること。 9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑴  取扱
施設

ア：取扱施設の指定 → 防衛関連企業は、
保護すべき情報の取扱施設を明確に定め
なければならない。
イ：物理的セキュリティ境界 → 防衛関連
企業は、保護すべき情報及び保護システ
ムのある区域を保護するために、物理的
セキュリティ境界（例えば、壁、カード制御
による入口、有人の受付）を用いなければ
ならない。
ウ：物理的入退管理策 → 防衛関連企業
は、取扱施設への立入りを適切な入退管
理策により許可された者だけに制限すると
ともに、取扱施設への第三者の立入りを記
録し、保管しなければならない。※１３⑵
情報セキュリティの記録を参照
エ：取扱施設での作業 → 防衛関連企業
は、保護すべき情報に係る作業は、機密
性に配慮しなければならない。また、取扱
施設において通信機器（携帯電話等）及び
記録装置（ボイスレコーダ及びデジカメ等）
を経営者等の許可無く利用してはならな
い。

6章1.セキュリティ領域の設定

なお、事業者の管理対象情報を取り扱う事業所等が当該事業者以外の他者の
所有に係る場合等には、当該他者（当該事業所等の管理をする者を含む。） 、
に Ⅵの秘密保持契約及び施錠、巡回監視等当該事業所等の適切な管理を依
頼する契約を締結した上で、以下に掲げる事項のうち事業者自らが措置を実
施することが可能なものについて、この告示のⅠの第二の２により必要と決定
した措置を実施し、管理対象情報の適切な管理をする。

○ 13 2 4 秘密保持契約
又は守秘義務
契約

管理策
 情報保護に対する組織の要件を反映する
秘密保持契約又は守秘義務契約のための
要求事項は，特定し，定めに従ってレ
ビューし，文書化することが望ましい。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(2) 総括者は、秘密保全施設への関係社員以
外の者の立入りを制限するため、次のア及
びイに掲げる入退室管理を確実に行うこ
と。
ア:秘密保全施設内における秘密保全を強
化するために、総括者は、次の（ア）及び
（イ）に掲げる内容を含む秘密保全の措置
を講じること。
 (ｱ):関係社員その他甲により立入りを許可
された者（第５項（５）イに基づき甲が秘密
保全施設への立入りを許可した外部委託
を受ける者を含む。）以外の者を立ち入ら
せない。
 (ｲ):総括者は、秘密保全施設の鍵の保管
及び接受、秘密保全施設の警備その他秘
密保全施設における秘密保全を強化する
ため必要な細部の手続を定める。
イ:総括者は、関係社員その他甲により立
入りを許可された者が秘密保全施設に立
ち入るときは、その者に所属、氏名、立入
り目的その他の所要事項を記録簿に記載
させるとともに、バッジ等を着用させ、立入
りを管理すること。

該当なし 該当なし 10章1.2委託契約及び秘密保持契約の締
結

1 事業者は、壁その他の物理的な境界で他の区域と区分することができる区域
であってその区域が他の区域と接触する全ての入退室口を、差込み式の鍵、
文字盤鍵、 キーパッド式の鍵、認証システム（ＩＣカード認証、生体認証、ワンタ
イムパスワード、 ＰＩＮ入力等）等により施錠することができる区域を立入制限区
域として設定する。

11 1 1 物理的セキュリ
ティ境界

管理策
 取扱いに慎重を要する又は重要な情報及
び情報処理施設のある領域を保護するた
めに，物理的セキュリティ境界を定め，か
つ，用いることが望ましい。

該当なし 25 9 (1) イ 物理
的セ
キュリ
ティ
境界

・物理的セキュリティ境界を用いることを定め
ていること。

9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑴  取扱
施設

ア：取扱施設の指定 → 防衛関連企業は、
保護すべき情報の取扱施設を明確に定め
なければならない。
イ：物理的セキュリティ境界 → 防衛関連
企業は、保護すべき情報及び保護システ
ムのある区域を保護するために、物理的
セキュリティ境界（例えば、壁、カード制御
による入口、有人の受付）を用いなければ
ならない。
ウ：物理的入退管理策 → 防衛関連企業
は、取扱施設への立入りを適切な入退管
理策により許可された者だけに制限すると
ともに、取扱施設への第三者の立入りを記
録し、保管しなければならない。※１３⑵
情報セキュリティの記録を参照
エ：取扱施設での作業 → 防衛関連企業
は、保護すべき情報に係る作業は、機密
性に配慮しなければならない。また、取扱
施設において通信機器（携帯電話等）及び
記録装置（ボイスレコーダ及びデジカメ等）
を経営者等の許可無く利用してはならな
い。

6章1.セキュリティ領域の設定

2 事業者は、立入制限区域に係る入退室口を、原則として業務時間中のみ開錠
する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 6章1.セキュリティ領域の設定

3 事業者は、鍵の管理簿の作成、受付の設置による受付簿の管理、ＩＤによる認
証の導入、作業をしている者以外の者による同行と確認等により、立入制限区
域へのアクセス権者を含む全ての者の立入りの状況（立入者の所属、氏名及
び立入りの目的等を含む。）を記録し、合理的な期間保管することで事後的に
確認可能とするための適切な措置を講ずる。

11 1 2 物理的入退管
理策

管理策
 セキュリティを保つべき領域は，認可され
た者だけにアクセスを許すことを確実にす
るために，適切な入退管理策によって保護
することが望ましい。
実施の手引
 この管理策の実施については，次の事項
を考慮することが望ましい。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(2) 総括者は、秘密保全施設への関係社員以
外の者の立入りを制限するため、次のア及
びイに掲げる入退室管理を確実に行うこ
と。
ア:秘密保全施設内における秘密保全を強
化するために、総括者は、次の（ア）及び
（イ）に掲げる内容を含む秘密保全の措置
を講じること。
 (ｱ):関係社員その他甲により立入りを許可
された者（第５項（５）イに基づき甲が秘密
保全施設への立入りを許可した外部委託
を受ける者を含む。）以外の者を立ち入ら
せない。
 (ｲ):総括者は、秘密保全施設の鍵の保管
及び接受、秘密保全施設の警備その他秘
密保全施設における秘密保全を強化する
ため必要な細部の手続を定める。
イ:総括者は、関係社員その他甲により立
入りを許可された者が秘密保全施設に立
ち入るときは、その者に所属、氏名、立入
り目的その他の所要事項を記録簿に記載
させるとともに、バッジ等を着用させ、立入
りを管理すること。

26 9 (1) ウ 物理
的入
退管
理策

・取扱施設への立入りは、許可された者だけに
制限することを定めているこ

と。
・第三者の立入りを記録することを定めている
こと。
・立入記録の保管を定めていること。
・第三者の立入りを記録し、保管していること。

9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑴  取扱
施設

ア：取扱施設の指定 → 防衛関連企業は、
保護すべき情報の取扱施設を明確に定め
なければならない。
イ：物理的セキュリティ境界 → 防衛関連
企業は、保護すべき情報及び保護システ
ムのある区域を保護するために、物理的
セキュリティ境界（例えば、壁、カード制御
による入口、有人の受付）を用いなければ
ならない。
ウ：物理的入退管理策 → 防衛関連企業
は、取扱施設への立入りを適切な入退管
理策により許可された者だけに制限すると
ともに、取扱施設への第三者の立入りを記
録し、保管しなければならない。※１３⑵
情報セキュリティの記録を参照
エ：取扱施設での作業 → 防衛関連企業
は、保護すべき情報に係る作業は、機密
性に配慮しなければならない。また、取扱
施設において通信機器（携帯電話等）及び
記録装置（ボイスレコーダ及びデジカメ等）
を経営者等の許可無く利用してはならな
い。

6章1.セキュリティ領域の設定

4 事業者は、立入制限区域の鍵を三段式文字盤鍵又は認証システム及び差込
み式の鍵の組合せ等による二重以上の施錠方式のものとする。

該当なし 該当なし 該当なし 9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑴  取扱
施設

ア：取扱施設の指定 → 防衛関連企業は、
保護すべき情報の取扱施設を明確に定め
なければならない。
イ：物理的セキュリティ境界 → 防衛関連
企業は、保護すべき情報及び保護システ
ムのある区域を保護するために、物理的
セキュリティ境界（例えば、壁、カード制御
による入口、有人の受付）を用いなければ
ならない。
ウ：物理的入退管理策 → 防衛関連企業
は、取扱施設への立入りを適切な入退管
理策により許可された者だけに制限すると
ともに、取扱施設への第三者の立入りを記
録し、保管しなければならない。※１３⑵
情報セキュリティの記録を参照
エ：取扱施設での作業 → 防衛関連企業
は、保護すべき情報に係る作業は、機密
性に配慮しなければならない。また、取扱
施設において通信機器（携帯電話等）及び
記録装置（ボイスレコーダ及びデジカメ等）
を経営者等の許可無く利用してはならな
い。

該当無し

第一

Ⅳ 管理対象情報が
製造装置である
場合等保管容器
に保管すること
が困難な場合等
の物理的アクセ
スの制限等

立入制限区域の
構造と管理
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

5 事業者は、立入制限区域の鍵を三段式文字盤鍵とする場合は、その三段式文
字盤鍵のダイヤル及び内蔵回転盤の目盛は、それぞれ100目盛とし、内蔵回転
盤は１目盛ごとに任意の番号に調整できる組合せで、その組合せは100の３乗
以上となるものを用いる。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

6 事業者は、立入制限区域の内側に緊急時に開錠するための非常開閉装置を
設ける。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

一 その立入制限区域と他の区域とを
区分する壁や天井、床について、鉄
筋コンクリート又は不燃性の資材を
用いた堅固な構造

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

二 その立入制限区域と他の区域とを
区分する壁や天井、床について、厚
さ10cm以上の鉄筋コンクリートを用
いた堅固な構造又は以下に掲げる
いずれかの方法による堅固な構造

イ 補強コンクリートブロックを用いる
場合 中空部をコンクリートで充填し
た厚さ15cm以上のコンクリートブ
ロックを用いた上で、直径９mm以上
の鉄筋を縦40cm以下、横20cm以下
の間隔で配筋する構造

ロ 鉄板を用いる場合 厚さ3.2mm以
上の鉄板を用いて強化する構造（当
該立入制限区域の内側と外側にそ
れぞれ鉄板を用いる場合には、それ
ぞれの鉄板が1.6mm以上とすること
を含む。）

ハ 不燃性の資材を用いる場合 厚さ
10cm以上の鉄筋コンクリートと同等
以上の強度を有する不燃材を用い
て強化する構造

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

三 その立入制限区域の天井の裏が、
他の区域の天井の裏と接続してい
る場合に、その境界部に金網を設置
すること等により他の区域からの侵
入を防止する構造

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

四 その立入制限区域の入退室口を一
箇所とする構造（非常用の入退室口
を別に設ける場合にあっては、立入
制限区域の内側からのみ開けること
ができる扉とする構造）であって、当
該入退室口の扉の上に常夜灯（停
電時でも作動するものに限る。）を設
けている構造

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

五 その立入制限区域の入退室口の扉
として鋼鉄を用いている構造

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

六 その立入制限区域の入退室口の扉
について、厚さ3.2mm以上の鋼鉄を
用いたものであって、当該扉の丁番
が当該立入制限区域の内側に埋め
込まれたものを有する構造（当該丁
番が切断された場合でも扉の開放
を防止することができるものに限
る。）

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

七 その立入制限区域の入退室口の扉
に備え付けられるのぞき窓がドアス
コープとなっている構造

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

八 その立入制限区域の入退室口の扉
が両開きである場合には、その合わ
せ目に定規ぶちを取り付けている構
造

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

九 その立入制限区域に窓がない構造
又は窓がある場合には、必要最低
限の数の不透明な窓となっており、
かつ、当該窓に直径13mm以上の鉄
棒で、その間隔が10cm以下となるよ
う鉄格子を堅固に取り付けた構造

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

十 その立入制限区域に備え付けられ
たダクト、通風調節装置、天窓、下
水溝等の開口部が、大きさ、形状等
から人の侵入、人による盗み見又は
盗聴のおそれがあると認められるも
のである場合に、当該開口部に直
径13mm以上の鉄棒で、その間隔が
10cm以下となるよう鉄格子を堅固に
取り付け、又は金網を取り付けた構
造

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

8 事業者は、立入制限区域の扉を開けたときに、中が見えないようにカーテン又
は衝立等を設置する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

9 事業者は、ある施設の内部に間仕切りを用いて立入制限区域を設定する場合
には、当該間仕切りは７の一又は二の資材を用いて天井まで届く高さの不透明
な構造（特に高い天井の場合には、代用天井を用いて天井と代用天井の間を
金網で補強する構造）とする。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

10 事業者は、赤外線警報装置、セキュリティカメラ等の警備システムの導入によ
り、立入制限区域への不審者の侵入に係る視認性を高める。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 6章1.セキュリティ領域の設定

7 事業者は、立入制限区域についての一定の強度を確保するため、当該立入制
限区域を、以下に掲げる構造を有する施設にする。
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

11 事業者は、立入制限区域の警備システムが作動した場合の警備員等の駆けつ
け体制を確保する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 6章1.セキュリティ領域の設定

12 事業者は、警備員等がモニターにより立入制限区域及びその周辺を常時監視
する体制を確保する。

11 1 2 物理的入退管
理策

管理策
 セキュリティを保つべき領域は，認可され
た者だけにアクセスを許すことを確実にす
るために，適切な入退管理策によって保護
することが望ましい。

該当なし 該当なし 該当なし 6章1.セキュリティ領域の設定

13 事業者は、警備員等により立入制限区域及びその周辺を定期的に巡回監視を
実施する体制を確保する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

14 管理者は、災害等緊急時の対応のため、立入制限区域の全ての鍵の解錠が
可能なマスターキーの製作、共通パスワードの設定等がされている場合には、
そのマスターキー等の管理の手順を確立する。

11 1 4 外部及び環境
の脅威からの
保護

管理策
 自然災害，悪意のある攻撃又は事故に対
する物理的な保護を設計し，適用すること
が望ましい。

該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

15 事業者は、立入制限区域を、独立した建屋とすること等により他の区域と物理
的に独立した施設とする。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

16 事業者は、立入制限区域を、独立した建屋とすること等により他の区域と物理
的に独立した施設とし、当該施設の周囲を1.8ｍ以上の壁又はフェンス等で覆う
こと等により不審者の容易な侵入を防ぐ措置を講ずる。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

17 事業者は、立入制限区域を、独立した建屋とすること等により他の区域と物理
的に独立した施設とし、当該施設の基礎をコンクリートで固定する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

18 事業者は、立入制限区域を、独立した建屋とすること等により他の区域と物理
的に独立した施設とし、かつ当該施設が複数ある場合に、その複数の施設を一
つの区画に集め、当該区画の周囲を２ｍ以上の壁、フェンス等で覆うことにより
不審者の容易な侵入を防ぐ措置を講ずる。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

19 管理者は、立入制限区域に管理対象情報が置かれていない状態であっても、
アクセス権者以外の立入りを制限する。

該当なし 該当なし 26 9 (1) ウ 物理
的入
退管
理策

・取扱施設への立入りは、許可された者だけに
制限することを定めているこ

と。
・第三者の立入りを記録することを定めている
こと。
・立入記録の保管を定めていること。
・第三者の立入りを記録し、保管していること。

9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑴  取扱
施設

ア：取扱施設の指定 → 防衛関連企業は、
保護すべき情報の取扱施設を明確に定め
なければならない。
イ：物理的セキュリティ境界 → 防衛関連
企業は、保護すべき情報及び保護システ
ムのある区域を保護するために、物理的
セキュリティ境界（例えば、壁、カード制御
による入口、有人の受付）を用いなければ
ならない。
ウ：物理的入退管理策 → 防衛関連企業
は、取扱施設への立入りを適切な入退管
理策により許可された者だけに制限すると
ともに、取扱施設への第三者の立入りを記
録し、保管しなければならない。※１３⑵
情報セキュリティの記録を参照
エ：取扱施設での作業 → 防衛関連企業
は、保護すべき情報に係る作業は、機密
性に配慮しなければならない。また、取扱
施設において通信機器（携帯電話等）及び
記録装置（ボイスレコーダ及びデジカメ等）
を経営者等の許可無く利用してはならな
い。

6章2.セキュリティ領域内注意事項

20 事業者又は管理者は、立入制限区域の入退室口の施錠のための鍵又は鍵番
号等の管理、警備の体制等立入制限区域を適切に管理するための手順及び
体制を確立する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

1 事業者は、立入制限区域への全ての立入者について、他の者から視認できる
よう、当該立入制限区域に立ち入ることが許されていることがわかる標識の着
用を求めるものとする。

11 1 2 物理的入退管
理策

管理策
 セキュリティを保つべき領域は，認可され
た者だけにアクセスを許すことを確実にす
るために，適切な入退管理策によって保護
することが望ましい。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(2) 総括者は、秘密保全施設への関係社員以
外の者の立入りを制限するため、次のア及
びイに掲げる入退室管理を確実に行うこ
と。
ア:秘密保全施設内における秘密保全を強
化するために、総括者は、次の（ア）及び
（イ）に掲げる内容を含む秘密保全の措置
を講じること。
 (ｱ):関係社員その他甲により立入りを許可
された者（第５項（５）イに基づき甲が秘密
保全施設への立入りを許可した外部委託
を受ける者を含む。）以外の者を立ち入ら
せない。
 (ｲ):総括者は、秘密保全施設の鍵の保管
及び接受、秘密保全施設の警備その他秘
密保全施設における秘密保全を強化する
ため必要な細部の手続を定める。
イ:総括者は、関係社員その他甲により立
入りを許可された者が秘密保全施設に立
ち入るときは、その者に所属、氏名、立入
り目的その他の所要事項を記録簿に記載
させるとともに、バッジ等を着用させ、立入
りを管理すること。

該当なし 該当なし 該当無し第二 立入制限区域へ
の立入者の視認
性を高めるため
等の措置
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

2 管理者は、立入制限区域内へのカメラ、携帯型の情報通信機器等の持込みを
原則として禁止し、持ち込む必要がある場合には、あらかじめ、管理者の承認
を得ることを求めるための手順を確立する。この場合において、立入制限区域
内におけるこれらの機器の利用について、管理者は、アクセス権者（当該アク
セス権者が自ら使用する場合には別のアクセス権者）の視認できる範囲内にお
いてのみ利用することができる旨を説明する。

11 1 5 セキュリティを
保つべき領域で
の作業

管理策
 セキュリティを保つべき領域での作業に関
する手順を設計し，適用することが望まし
い。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(7) 総括者は、(3)の規定により設置したパソコ
ン等以外のパソコン等及び携帯型情報通
信機器の秘密保全施設への持込みを原則
として禁止すること。ただし、新設等のた
め、やむを得ずパソコン等の持込みが必
要となった場合には、総括者は、持込むパ
ソコン等について、インストールされている
ソフトウェア等を確認するなど秘密の漏え
いを防止するための措置を講じること。こ
の場合、総括者は、総括者又はその指定
する者が持込みに関する記録簿に所要事
項を記録し、かつ、持ち込むパソコン等が
私有品ではないことを確認した場合に限
り、持込みを許可すること。

該当なし 9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑴  取扱
施設

ア：取扱施設の指定 → 防衛関連企業は、
保護すべき情報の取扱施設を明確に定め
なければならない。
イ：物理的セキュリティ境界 → 防衛関連
企業は、保護すべき情報及び保護システ
ムのある区域を保護するために、物理的
セキュリティ境界（例えば、壁、カード制御
による入口、有人の受付）を用いなければ
ならない。
ウ：物理的入退管理策 → 防衛関連企業
は、取扱施設への立入りを適切な入退管
理策により許可された者だけに制限すると
ともに、取扱施設への第三者の立入りを記
録し、保管しなければならない。※１３⑵
情報セキュリティの記録を参照
エ：取扱施設での作業 → 防衛関連企業
は、保護すべき情報に係る作業は、機密
性に配慮しなければならない。また、取扱
施設において通信機器（携帯電話等）及び
記録装置（ボイスレコーダ及びデジカメ等）
を経営者等の許可無く利用してはならな
い。

6章2.セキュリティ領域内注意事項

3 事業者は、立入制限区域内に、製造設備等の管理対象情報を設置する場合に
は、当該機器を物理的に持ち出せないようにワイヤ等で固定する。

該当なし 8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(6) 総括者は、秘密保全施設内に常設するパ
ソコン及び記憶媒体のうち固定可能なもの
にあってはセキュリティワイヤなどにより固
定の上、これを施錠することとし、又は固定
することが困難なものにあってはロッカー
等に保管の上、これを施錠すること。この
場合、セキュリティワイヤ又はロッカー等の
鍵は、総括者又はその指定する者が、そ
の許可なく使用されることのないよう適切
に管理すること。

該当なし 9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑵ 保護シ
ステム
の物
理的
保全
対策

ア：保護システムの設置及び保護 → 防衛
関連企業は、保護システムを設置する場
合、不正なアクセス及び盗難等から保護す
るため、施錠できるラック等に設置又はワ
イヤーで固定する等の措置をとらなければ
ならない。
イ：保護システムの持ち出し → 防衛関連
企業は、経営者等が持ち出しに伴うリスク
を回避することができると判断した場合を
除き、保護システムを取扱施設外に持ち出
してはならない。なお、持ち出しをする場合
は、記録するものとする。
ウ：保護システムの保守及び点検 → 防衛
関連企業は、第三者による保護システム
の保守及び点検を行う場合、必要に応じ
て、保護すべき情報を復元できない状態に
する、又は取り外す等の処置を実施しなけ
ればならない。
エ：保護システムの破棄又は再利用 → 防
衛関連企業は、保護システムを破棄する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した上、記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

該当無し

4 事業者は、立入者の立入制限区域からの退室に際し、当該立入者について、
持ち物検査、体重検査等を実施する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

5 管理者は、アクセス権者以外の者（以下この５において「部外者」という。）の立
入制限区域への立入りを認めるための手順（部外者の立入りによる当該立入
制限区域に置かれている管理対象情報の漏えいの事故等が生じ、又は生じる
おそれを評価し、その評価の結果を踏まえた対応をするための手順、Need to
Knowの原則を満たすこと等の立入りの要件及び当該立入制限区域に係る管
理対象情報が他者から預けられたものである場合に当該他者により立入りが
認められた者に限り立入りを認めるときは、その手続を含む。）を確立する。

該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(5) 秘密保全施設内で使用する情報システム
に関する外部委託は、原則として禁止す
る。ただし、保守等のため、やむを得ず外
部委託をしなければならない場合には、総
括者は、少なくとも次のアからエまでに掲
げる措置を講ずること。
ア:外部委託を受ける者との間において、
秘密保全のために必要な契約を締結する
こと等により、秘密保全上の注意点及び要
求事項を明示的に義務付けること。
イ:外部委託を受ける者は、甲が、当該情
報システムが設置されている秘密保全施
設への立入りを事前に許可した者に限るこ
と。
ウ:外部委託を受ける者による保守等に当
たっては、当該情報システムから秘密に係
る情報を消去した後に行わせることとする
ほか、秘密保全施設内において管理され
ている他の秘密に接触することのないよう
措置を講ずること。
エ:総括者又はその指定する者は、外部委
託を受けた者が保守等の作業を行ってい
る間、立ち会い、及び必要な監視を行うこ
と。この場合において、総括者の指定する
者が立ち会い、又は必要な監視を行ったと
きは、総括者の指定する者は、総括者に
対し速やかに外部委託を受けた者の秘密
保全上の注意点及び要求事項の遵守状
況等について報告すること。

26 9 (1) ウ 物理
的入
退管
理策

・取扱施設への立入りは、許可された者だけに
制限することを定めているこ

と。
・第三者の立入りを記録することを定めている
こと。
・立入記録の保管を定めていること。
・第三者の立入りを記録し、保管していること。

9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑴  取扱
施設

ア：取扱施設の指定 → 防衛関連企業は、
保護すべき情報の取扱施設を明確に定め
なければならない。
イ：物理的セキュリティ境界 → 防衛関連
企業は、保護すべき情報及び保護システ
ムのある区域を保護するために、物理的
セキュリティ境界（例えば、壁、カード制御
による入口、有人の受付）を用いなければ
ならない。
ウ：物理的入退管理策 → 防衛関連企業
は、取扱施設への立入りを適切な入退管
理策により許可された者だけに制限すると
ともに、取扱施設への第三者の立入りを記
録し、保管しなければならない。※１３⑵
情報セキュリティの記録を参照
エ：取扱施設での作業 → 防衛関連企業
は、保護すべき情報に係る作業は、機密
性に配慮しなければならない。また、取扱
施設において通信機器（携帯電話等）及び
記録装置（ボイスレコーダ及びデジカメ等）
を経営者等の許可無く利用してはならな
い。

該当無し

第三 管理対象情報の
運搬

管理者は、管理対象情報の運搬について、この告示のⅢの第三のうちⅠの第
二の２により必要と決定した措置を実施する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 6章4.搬入物の受け渡し

事業者は、管理対象情報が電子情報である場合には、可搬式記録媒体（パー
ソナルコンピュータを含む。以下このⅤにおいて同じ。）の持ち出しを管理し、当
該電子情報が事業者の内部のサーバ等で記録されている場合には、ＩＤ認証、
パスワード等により当該電子情報へのアクセスをアクセス権者に制限した上
で、以下に掲げる事項のうちこの告示のⅠの第二の２により必要と決定した措
置を実施して、管理対象情報へのアクセスの制限を実施する。なお、当該電子
情報がクラウド等当該事業者以外の者のサーバ等で記録されている場合に
は、そのクラウド等を管理する者の信頼性を確認（例えば、ＩＳＯ／ＩＥＣ27017の
認証の取得の状況、日本セキュリティ監査協会クラウドセキュリティ推進協議会
によるＣＳマークの取得の状況等を確認） 、し 又は当該事業者以外の者である
データセンターに自らのサーバ等を設置している場合は、当該データセンター
の信頼性を確認（例えば、日本データセンター協会のデータセンターファシリ
ティスタンダードのティア１からティア４を取得しているデータセンターのうち自ら
の管理対象情報の価値等に応じてデータセンターのサービスを適切に提供し
得ること等を確認） 、し 当該クラウド等を管理する者又はデータセンターとの間
でⅥの秘密保持契約を締結した上で、以下に掲げる事項のうち事業者自らが
措置を実施することが可能なものについて、この告示のⅠの第二の２により必
要と決定した措置を実施し、管理対象情報の適切な管理をする。

○ 該当なし 9 通信及び運
用管理

(6) 総括者は、次のアからエまでに掲げる内容
を含む記憶媒体の取扱いに関する管理手
順を作成し、関係社員に周知すること。
ア:記憶媒体を使用するときは、総括者又
はその指定する者がその都度許可を与え
ること。
イ:記憶媒体の貸出・返却に関する記録を
残すこと。
ウ:記憶媒体に情報を記録するときは、秘
匿すること。
エ:記憶媒体の内容の複製及び破棄手順
に関すること。

該当なし 該当なし 3章2.情報資産の社外持ち出し、5章1.ア
クセス制御方針、8章18.クラウドサービ
ス、27.データセンター

Ⅴ 管理対象情報が
電子情報である
場合のアクセス
の制限等
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

1 事業者（自らの情報システム（以下単に「情報システム」という。）の維持に責任
を有する者を含む。以下２から10までにおいて同じ。）は、情報システムのセ
キュリティに配慮したログオン手順、電子メールで管理対象情報を送付する場
合の手順等を含む操作手順書を作成し、常に利用者が利用可能な状態にす
る。

12 1 1 操作手順書 管理策
 操作手順は，文書化し，必要とする全ての
利用者に対して利用可能とすることが望ま
しい。

9 通信及び運
用管理

(1) 総括者は、秘密保全施設内で使用するパ
ソコン等に関する操作手順を文書化し、関
係社員が常時参照できるようにすること。

32 10 (1) 操作
手順
書

・操作手順書を整備し、維持することを定めて
いること。
・操作手順書には、

①可搬記憶媒体へ保存時の手順②可搬記
憶媒体及び保護システムの破棄又

は再利用の手順③電子メール等での伝達の
手順④セキュリティに配慮した

ログオン手順についての記述又は引用がな
されていること。

10 通信及び運用
管理

⑴ 操作
手順
書

防衛関連企業は、保護システムの操作手
順書を整備し、維持するとともに、利用者
が利用可能な状態にしなければならない。

5章4.利用者アカウント認証方法、5.利用
者アカウントの登録、8章20.電子メールの
利用

2 事業者は、情報システムとインターネットの間にファイアウォールを導入する。 12 6 1 技術的ぜい弱
性の管理

管理策
 利用中の情報システムの技術的ぜい弱
性に関する情報は，時機を失せずに獲得
することが望ましい。また，そのようなぜい
弱性に組織がさらされている状況を評価す
ることが望ましい。さらに，それらと関連す
るリスクに対処するために，適切な手段を
とることが望ましい。

該当なし 60 11 (4) イ ネット
ワー
クの
接続
制御

・保護システムを共有ネットワークへ接続する
場合、接続に伴うリスクから

保護することを定めていること（FW設置な
ど）。

11 アクセス制御 ⑷ ネット
ワーク
のアク
セス制
御

ア：機能の制限 → 防衛関連企業は、保護
システムの利用者の職務内容に応じて、
利用できる機能を制限し提供しなければな
らない。
イ：ネットワークの接続制御 → 防衛関連
企業は、保護システムの共有ネットワーク
（インターネット等）への接続については、
アクセス制御方針に基づいて実施するとと
もに、接続に伴うリスクから保護しなけれ
ばならない。

8章21.ネットワーク機器の情報セキュリ
ティ要件

3 事業者は、情報システムへのアクセスログ等を取得する。 12 4 1 イベントログ取
得

管理策
 利用者の活動，例外処理，過失及び情報
セキュリティ事象を記録したイベントログを
取得し，保持し，定期的にレビューすること
が望ましい。

10 アクセス制御 (6) 総括者は、情報システムの不正使用や不
適切な運用のチェックなど、問題が発生し
たときの調査及びアクセス制御の監視を補
うために、以下の事項に留意し、情報シス
テムの使用状況を記録し、保存すること。

47 10 (11) ア 監査
ログ
取得

・利用者の保護すべき情報へのアクセス及び
例外処理を記録した監査ログを

取得することを定めていること。

10 通信及び運用
管理

⑾ 監視 ア：監査ログ取得 → 防衛関連企業は、保
護システムにおいて、保護すべき情報への
アクセス及び例外処理を記録した監査ログ
を取得しなければならない。
イ：監査ログの保管 → 防衛関連企業は、
取得した監査ログを記録のあった日から少
なくとも３か月以上保存するとともに、定期
的に点検しなければならない。
ウ：監査ログの保護 → 防衛関連企業は、
監査ログを改ざん及び許可されていないア
クセスから保護しなければならない。
エ：クロックの同期 → 防衛関連企業は、
保護システム及びネットワークを通じて保
護システムにアクセス可能な情報システム
の日付及び時刻を手動等により定期的に
合わせなければならない。
オ：保護すべきデータの監視 → 防衛関連
企業は、保護システムが共有ネットワーク
（インターネット等）へ物理的に接続されて
いる場合は、共有ネットワークを通じて、保
護すべきデータの社外漏えいを未然に防
止することを可能とする常時監視を行わな
ければならない。

8章2.IT基盤の運用,7.サーバー機器に導
入するソフトウェア

4 事業者は、３のアクセスログをその記録のあった日から合理的な期間以上保存
し、情報システムの維持に責任を有する者（情報システムの管理を当該事業者
以外の者に委託等をしている場合には、当該者を含む。以下この第一において
同じ。）により定期的に点検させ、当該アクセスログを改ざん又は不正なアクセ
スから保護するために適切な措置を講ずる。

12 4 2 ログ情報の保
護

管理策
 ログ機能及びログ情報は，改ざん及び認
可されていないアクセスから保護すること
が望ましい。

該当なし 48 10 (11) イ 監査
ログ
の保
管

・取得した監査ログを記録のあった日から少な
くとも３か月以上保存すると

ともに、定期的に点検することを定めている
こと。
・監査ログを記録のあった日から３か月以上保
存していること。

10 通信及び運用
管理

⑾ 監視 ア：監査ログ取得 → 防衛関連企業は、保
護システムにおいて、保護すべき情報への
アクセス及び例外処理を記録した監査ログ
を取得しなければならない。
イ：監査ログの保管 → 防衛関連企業は、
取得した監査ログを記録のあった日から少
なくとも３か月以上保存するとともに、定期
的に点検しなければならない。
ウ：監査ログの保護 → 防衛関連企業は、
監査ログを改ざん及び許可されていないア
クセスから保護しなければならない。
エ：クロックの同期 → 防衛関連企業は、
保護システム及びネットワークを通じて保
護システムにアクセス可能な情報システム
の日付及び時刻を手動等により定期的に
合わせなければならない。
オ：保護すべきデータの監視 → 防衛関連
企業は、保護システムが共有ネットワーク
（インターネット等）へ物理的に接続されて
いる場合は、共有ネットワークを通じて、保
護すべきデータの社外漏えいを未然に防
止することを可能とする常時監視を行わな
ければならない。

8章2.IT基盤の運用

5 事業者は、ＩＤＳ（Intrusion Detection System）等により、情報システムへの不正
なアクセスを検知して、情報システムの維持に責任を有する者に通知するシス
テムを導入する。

13 1 1 ネットワーク管
理策

管理策
 システム及びアプリケーション内の情報を
保護するために，ネットワークを管理し，制
御することが望ましい。

実施の手引
d)情報セキュリティに影響を及ぼす可能性
のある行動，又は情報セキュリティに関連
した行動を記録及び検知できるように，適
切なログ取得及び監視を適用する。

該当なし 該当なし 該当なし 8章10.ウイルス感染・フィッシング・情報漏
洩の防止

6 事業者は、４の点検の結果により不正なアクセスが発見された場合、５の通知
があった場合等に、情報システムの維持に責任を有する者が速やかに、適切
な措置を講ずるための手順を確立する。

該当なし 該当なし 65 12 (3) ア 対処
体制
及び
手順

・情報セキュリティ事故（情報セキュリティ事故
の疑いのある場合を含む。

以下同じ。）及び事象に対処するため、対処
体制、責任及び手順を定めて

いること。

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑶ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の対
処等

ア：対処体制及び手順 → 防衛関連企業
は、情報セキュリティ事故、その疑いのあ
る場合及び情報セキュリティ事象に対処す
るため、対処体制、責任及び手順を定めな
ければならない。
イ：証拠の収集 → 防衛関連企業は、情報
セキュリティ事故が発生した場合、その疑
いのある場合及び⑴イ(ｱ)の場合証拠を収
集し速やかに防衛省へ提出しなければな
らない。
ウ：情報セキュリティ基本方針等への反映
→ 防衛関連企業は、発生した情報セキュ
リティ事故、その疑いのある場合及び情報
セキュリティ事象を、情報セキュリティ基本
方針等の見直し等に反映しなければなら
ない。

11章4.対応手順

7 事業者は、ＩＰＳ（Intrusion Prevention System）等により、情報システムへの不
正なアクセスを検知し、防御するシステムを導入する。

13 1 1 ネットワーク管
理策

管理策
 システム及びアプリケーション内の情報を
保護するために，ネットワークを管理し，制
御することが望ましい。

実施の手引
d)情報セキュリティに影響を及ぼす可能性
のある行動，又は情報セキュリティに関連
した行動を記録及び検知できるように，適
切なログ取得及び監視を適用する。

該当なし 該当なし 該当なし 8章10.ウイルス感染・フィッシング・情報漏
洩の防止

8 事業者は、ネットワークに接続するサーバについて、不要なポートを閉鎖するこ
と、匿名でのネットワークへの接続（Anonymous接続）を禁止すること等を実施
する。

9 1 2 ネットワーク及
びネットワーク
サービスへのア
クセス

管理策
 利用することを特別に認可したネットワー
ク及びネットワークサービスへのアクセス
だけを，利用者に提供することが望まし
い。

9 通信及び運
用管理

(4) 情報システムのネットワークは、秘密保全
施設内において有線により配線接続した
場合に限り構築できるものとし、秘密保全
施設外への接続は、いかなる場合も禁止
すること。

該当なし 該当なし 該当無し

情報システムの
管理等

第一
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

9 事業者は、 最新の脆弱性情報を常時入手し、当該脆弱性情報を、情報システ
ムのセキュリティの向上をしていくために反映等をさせていく仕組みを確立す
る。

12 6 1 技術的ぜい弱
性の管理

管理策
 利用中の情報システムの技術的ぜい弱
性に関する情報は，時機を失せずに獲得
することが望ましい。また，そのようなぜい
弱性に組織がさらされている状況を評価す
ることが望ましい。さらに，それらと関連す
るリスクに対処するために，適切な手段を
とることが望ましい。

9 通信及び運
用管理

(2) 総括者は、悪意のあるソフトウェアから秘
密を保護するため、関係社員に、それぞれ
のパソコン等に対応する適切な最新のウィ
ルス対策ソフトウェア等を用いて当該ソフト
ウェアを検出させ、及び検出時にその事実
を適切に認知させるための対策を講じると
ともに、当該ソフトウェアが認知された場合
は、削除する等の措置を講ずること。特
に、記憶媒体については、少なくとも週１回
以上当該措置を講ずること。ただし、１週間
以上使用されていない記憶媒体について
は、使用する直前に当該措置を講ずるも
のとする。

46 10 (10) 技術
的脆
弱性
の管
理

・脆弱性に関する情報を取得すること及び適
切に対処することを定めている

こと。

10 通信及び運用
管理

⑽ 技術
的脆
弱性
の管
理

防衛関連企業は、技術的脆弱性に関する
情報について時期を失せず取得し、経営
者等が判断の上、適切に対処しなければ
ならない。

1章3.情報セキュリティに関する情報共有

10 事業者は、情報システムを構成するハードウェア、ソフトウェア等について、サ
ポート窓口が明確であり、当該サポート窓口に常時連絡がとれる事業者から導
入する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

11 情報システムの維持に責任を有する者は、情報システムを構成するハードウェ
ア、ソフトウェア等の管理簿（保守（修理を含む。以下同じ。）及び点検の記録、
持ち出した場合の持ち出しの記録、廃棄した場合の廃棄方法及びデータの消
去の記録、セキュリティパッチの状況等そのハードウェア、ソフトウェア等が適
切に機能を提供するための対応の記録を含む。）を作成し、合理的な期間保管
する。

11 2 4 装置の保守 管理策
 装置は，可用性及び完全性を継続的に維
持することを確実にするために，正しく保守
することが望ましい。

該当なし 28 9 (2) ア 保護
シス
テム
の設
置及
び保
護

・保護システムへの保護措置を実施することを
定めていること。
・保護システムへ保護措置が実施されている
こと。

9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑵ 保護シ
ステム
の物
理的
保全
対策

ア：保護システムの設置及び保護 → 防衛
関連企業は、保護システムを設置する場
合、不正なアクセス及び盗難等から保護す
るため、施錠できるラック等に設置又はワ
イヤーで固定する等の措置をとらなければ
ならない。
イ：保護システムの持ち出し → 防衛関連
企業は、経営者等が持ち出しに伴うリスク
を回避することができると判断した場合を
除き、保護システムを取扱施設外に持ち出
してはならない。なお、持ち出しをする場合
は、記録するものとする。
ウ：保護システムの保守及び点検 → 防衛
関連企業は、第三者による保護システム
の保守及び点検を行う場合、必要に応じ
て、保護すべき情報を復元できない状態に
する、又は取り外す等の処置を実施しなけ
ればならない。
エ：保護システムの破棄又は再利用 → 防
衛関連企業は、保護システムを破棄する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した上、記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

8章3.IT基盤の記録

12 事業者（管理者等管理対象情報を取り扱う情報システム（以下このⅤにおいて
「管理情報システム」という。）の維持に責任を有する者を含む。22から24までを
除き、以下このⅤ及びⅦの第一の３において同じ。） 、は 管理情報システムを
最新の状態に更新されたウィルス対策ソフトウェア等を用いて、少なくとも週１
回以上フルスキャンを行い、パッチの更新を行うこと等により、当該管理情報シ
ステムが提供する機能を妨害するウィルス、スパイウェア等から保護し、適切に
機能を提供するための取組を実施する。

該当なし 9 通信及び運
用管理

(2) 総括者は、悪意のあるソフトウェアから秘
密を保護するため、関係社員に、それぞれ
のパソコン等に対応する適切な最新のウィ
ルス対策ソフトウェア等を用いて当該ソフト
ウェアを検出させ、及び検出時にその事実
を適切に認知させるための対策を講じると
ともに、当該ソフトウェアが認知された場合
は、削除する等の措置を講ずること。特
に、記憶媒体については、少なくとも週１回
以上当該措置を講ずること。ただし、１週間
以上使用されていない記憶媒体について
は、使用する直前に当該措置を講ずるも
のとする。

33 10 (2) 悪意
のあ
る
コード
から
の保
護

・保護システムを最新の状態に更新されたウィ
ルス対策ソフト等を用いて、少なくとも週１回以
上フルスキャンを行うことなどにより、悪意の
あるコードから保護することを定めていること。
（なお、１週間以上電源の切られた状態にある
サーバ又はパソコンについては、再度の電源
投入時に当該処置を行うことで可。）
・ウイルス対策ソフト等を最新の状態に更新し
ていること。
・保護システムをウイルス対策ソフト等により、
少なくとも週１回以上フルスキャンしているこ
と。（１週間以上電源の切られた状態にある
サーバ及びパソコンについては、再度の電源
投入時に当該処置を行うことで可。）

10 通信及び運用
管理

⑵ 悪意
のある
コード
からの
保護

防衛関連企業は、保護システムを最新の
状態に更新されたウィルス対策ソフトウェ
ア等を用いて、少なくとも週１回以上フルス
キャンを行うことなどにより、悪意のある
コードから保護しなければならない。なお、
１週間以上電源の切られた状態にある
サーバ又はパソコン（以下「サーバ等」とい
う。）については、再度の電源投入時に当
該処置を行うものとする。

8章6.サーバー機器の情報セキュリティ要
件,9.クライアント機器に導入するソフト
ウェア

13 業者は、一定期間（例えば、１週間）電源の切られた状態にある管理情報シス
テムを構成する機器については、再度の電源投入時に12の取組を実施する。

該当なし 該当なし 33 10 (2) 悪意
のあ
る
コード
から
の保
護

・保護システムを最新の状態に更新されたウィ
ルス対策ソフト等を用いて、少なくとも週１回以
上フルスキャンを行うことなどにより、悪意の
あるコードから保護することを定めていること。
（なお、１週間以上電源の切られた状態にある
サーバ又はパソコンについては、再度の電源
投入時に当該処置を行うことで可。）
・ウイルス対策ソフト等を最新の状態に更新し
ていること。
・保護システムをウイルス対策ソフト等により、
少なくとも週１回以上フルスキャンしているこ
と。（１週間以上電源の切られた状態にある
サーバ及びパソコンについては、再度の電源
投入時に当該処置を行うことで可。）

10 通信及び運用
管理

⑵ 悪意
のある
コード
からの
保護

防衛関連企業は、保護システムを最新の
状態に更新されたウィルス対策ソフトウェ
ア等を用いて、少なくとも週１回以上フルス
キャンを行うことなどにより、悪意のある
コードから保護しなければならない。なお、
１週間以上電源の切られた状態にある
サーバ又はパソコン（以下「サーバ等」とい
う。）については、再度の電源投入時に当
該処置を行うものとする。

該当無し

14 事業者は、管理対象情報を記録するための可搬式記録媒体について、12又は
13の取組を実施する。この場合において、13中「電源の切られた」とあるのは
「使用されていない」、「電源投入時」とあるのは「使用の前」とする。

該当なし 9 通信及び運
用管理

(2) 総括者は、悪意のあるソフトウェアから秘
密を保護するため、関係社員に、それぞれ
のパソコン等に対応する適切な最新のウィ
ルス対策ソフトウェア等を用いて当該ソフト
ウェアを検出させ、及び検出時にその事実
を適切に認知させるための対策を講じると
ともに、当該ソフトウェアが認知された場合
は、削除する等の措置を講ずること。特
に、記憶媒体については、少なくとも週１回
以上当該措置を講ずること。ただし、１週間
以上使用されていない記憶媒体について
は、使用する直前に当該措置を講ずるも
のとする。

該当なし 該当なし 該当無し

15 事業者は、管理情報システムにおいてオペレーティングシステム及びソフトウェ
アによる制御を無効にすることができるシステムユーティリティの使用を制限す
るための手順を確立する。

9 4 4 特権的なユー
ティリティプログ
ラムの使用

管理策
 システム及びアプリケーションによる制御
を無効にすることのできるユーティリティプ
ログラムの使用は，制限し，厳しく管理する
ことが望ましい。

該当なし 45 10 (9) シス
テム
ユー
ティリ
ティ
の使
用

・システムユーティリティの使用を制限すること
を定めていること。

10 通信及び運用
管理

⑼ システ
ムユー
ティリ
ティの
使用

防衛関連企業は、保護システムにおいて
オペレーティングシステム及びソフトウェア
による制御を無効にすることができるシス
テムユーティリティの使用を制限しなけれ
ばならない。

該当無し

16 事業者は、管理情報システムにソフトウェアを導入する場合、管理者等管理情
報システムの維持に責任を有する者によりソフトウェアの安全性が確認された
場合を除き、認めないための手順を確立する。

12 5 1 運用システムに
かかわるソフト
ウェアの導入

管理策
 運用システムに関わるソフトウェアの導入
を管理するための手順を実施することが望
ましい。

9 通信及び運
用管理

(3) 総括者は、業務に必要なソフトウェアの使
用状況を確認するとともに、必要のないソ
フトウェアのインストールをさせないこと。

44 10 (8) ソフト
ウェ
アの
導入
管理

・導入するソフトウェアの安全性を確認するこ
とを定めていること。

10 通信及び運用
管理

⑻ ソフト
ウェア
の導
入管
理

防衛関連企業は、保護システムへソフト
ウェアを導入する場合、当該システムの管
理者等によりソフトウェアの安全性が確認
された場合を除き、許可してはならない。

8章4.標準OS及びソフトウェア

17 事業者は、管理情報システムに対するペネトレーションテストを定期的に実施
する。

18 2 3 技術的遵守の
レビュー

管理策
 情報システムを，組織の情報セキュリティ
のための方針群及び標準の順守に関し
て，定めに従ってレビューすることが望まし
い。

該当なし 該当なし 該当なし 該当無し
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

18 事業者は、この告示のⅣの立入制限区域に管理情報システムを構成する機器
のうちサーバ等一定のものを設置する。この場合において、管理者等管理情報
システムの維持の責任を有する者は、当該一定のもの以外のサーバ等の持込
みを禁止し、及びサーバ等を新設する場合の内蔵ソフトウェアの状況を確認し
た上で、当該サーバ等が従業員等の個人の所有にかからないものに限り認め
るための手順を確立する。

該当なし 9 通信及び運
用管理

(3) 総括者は、業務に必要なソフトウェアの使
用状況を確認するとともに、必要のないソ
フトウェアのインストールをさせないこと。

該当なし 該当なし 6章1.セキュリティ領域の設定,8章23.ネッ
トワーク機器の管理

19 事業者は、管理情報システムを構成する機器及び立入制限区域等の特定の
場所でのみ使用する可搬式記録媒体について、施錠できるラック等への設置、
セキュリティワイヤでの固定等不正な持ち出し、盗難等から保護するための措
置（ラック等の鍵について、管理者等管理情報システムの維持に責任を有する
者による管理を含む。）を講ずる。

該当なし 8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(6) 総括者は、秘密保全施設内に常設するパ
ソコン及び記憶媒体のうち固定可能なもの
にあってはセキュリティワイヤなどにより固
定の上、これを施錠することとし、又は固定
することが困難なものにあってはロッカー
等に保管の上、これを施錠すること。この
場合、セキュリティワイヤ又はロッカー等の
鍵は、総括者又はその指定する者が、そ
の許可なく使用されることのないよう適切
に管理すること。

該当なし 9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑵ 保護シ
ステム
の物
理的
保全
対策

ア：保護システムの設置及び保護 → 防衛
関連企業は、保護システムを設置する場
合、不正なアクセス及び盗難等から保護す
るため、施錠できるラック等に設置又はワ
イヤーで固定する等の措置をとらなければ
ならない。
イ：保護システムの持ち出し → 防衛関連
企業は、経営者等が持ち出しに伴うリスク
を回避することができると判断した場合を
除き、保護システムを取扱施設外に持ち出
してはならない。なお、持ち出しをする場合
は、記録するものとする。
ウ：保護システムの保守及び点検 → 防衛
関連企業は、第三者による保護システム
の保守及び点検を行う場合、必要に応じ
て、保護すべき情報を復元できない状態に
する、又は取り外す等の処置を実施しなけ
ればならない。
エ：保護システムの破棄又は再利用 → 防
衛関連企業は、保護システムを破棄する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した上、記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

8章14.クリアデスクポリシー

20 事業者は、管理者等管理情報システムの維持に責任を有する者が、当該管理
情報システムを構成する機器の持ち出しに伴うリスクを回避することができると
判断し、その承認をした場合を除き、当該機器を持ち出させないための手順
（持ち出しをする場合の記録を含む。）を確立する。

11 2 5 資産の移動 管理策
 装置，情報又はソフトウェアは，事前の認
可なしでは，構外に持ち出さないことが望
ましい。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(4) 総括者は、秘密に係る業務のために使用
するパソコン等を秘密保全施設内に常設
し、原則としてその持出しを禁止すること。
ただし、保守等のため、やむを得ず持ち出
さなければならない場合には、総括者は、
パソコン等に記録されている秘密の漏えい
を防止するための措置を講じること。この
場合、総括者は、総括者又はその指定す
る者を含む複数の者が措置状況等を確認
し、かつ、総括者又はその指定する者が持
出しに関する記録簿に所要事項を記録し
た場合に限り、持ち出しを許可すること。

29 9 (2) イ 保護
シス
テム
の持
ち出
し

・持ち出しに伴うリスクを回避することができる
と判断する場合の基準を定

めていること。
・持ち出しする場合は記録することを定めてい
ること。
・持ち出しを記録していること。

9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑵ 保護シ
ステム
の物
理的
保全
対策

ア：保護システムの設置及び保護 → 防衛
関連企業は、保護システムを設置する場
合、不正なアクセス及び盗難等から保護す
るため、施錠できるラック等に設置又はワ
イヤーで固定する等の措置をとらなければ
ならない。
イ：保護システムの持ち出し → 防衛関連
企業は、経営者等が持ち出しに伴うリスク
を回避することができると判断した場合を
除き、保護システムを取扱施設外に持ち出
してはならない。なお、持ち出しをする場合
は、記録するものとする。
ウ：保護システムの保守及び点検 → 防衛
関連企業は、第三者による保護システム
の保守及び点検を行う場合、必要に応じ
て、保護すべき情報を復元できない状態に
する、又は取り外す等の処置を実施しなけ
ればならない。
エ：保護システムの破棄又は再利用 → 防
衛関連企業は、保護システムを破棄する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した上、記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

6章1.セキュリティ領域の設定

21 事業者は、管理情報システムを構成する機器について、不要なネットワーク
ポート、 ＵＳＢポート、 シリアルポートを物理的に閉塞すること等当該機器に可
搬式記録媒体を接続することによる管理対象情報の流出を防止する措置を実
施するための手順を確立する。

8 3 1 取外し可能な媒
体の管理

管理策
 組織が採用した分類体系に従って，取外
し可能な媒体の管理のための手順を実施
することが望ましい。

該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

22 事業者は、管理者等管理情報システムの維持に責任を有する者の利用権限を
必要最低限にとどめ、当該利用権限が最低限であることを定期的に監査する
ための手順を確立する。

8 1 3 資産利用の許
容範囲

管理策
 情報の利用の許容範囲，並びに情報及び
情報処理施設と関連する資産の利用の許
容範囲に関する規則は，明確にし，文書化
し，実施することが望ましい。

10 アクセス制御 (2) 総括者は、関係社員による情報システム
の利用可能機能へのアクセスを許可し、適
切なアクセス権を付与するため、利用者と
しての登録及び登録の削除を行うこと。ま
た、アクセスに対する有効な管理を維持す
るため、人事異動等の際においてはアクセ
ス権の見直しを実施するとともに、そのほ
か定期的な見直しを実施すること。

55 11 (2) ウ 管理
者権
限の
管理

・管理者権限の利用は必要最低限とすること
を定めていること。

11 アクセス制御 ⑵ 利用
者の
管理

ア：利用者の登録管理 → 防衛関連企業
は、取扱者による保護システムへのアクセ
スを許可し、適切なアクセス権を付与する
ため、保護システムの利用者としての登録
及び登録の削除をしなければならない。
イ：パスワードの割当て → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対して初期
又は仮パスワードを割り当てる場合、容易
に推測されないパスワードを割り当てるも
のとし、機密性に配慮した方法で配布する
ものとする。なお、パスワードより強固な手
段（生体認証等）を採用又は併用している
場合は、本項目の適用を除外することがで
きる。
ウ：管理者権限の管理 → 保護システムの
管理者権限は、必要最低限の利用にとど
めなければならない。
エ：アクセス権の見直し → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対するアクセ
ス権の割当てについては、定期的及び必
要に応じて見直しを実施しなければならな
い。

該当無し

23 事業者は、管理者等管理情報システムの維持に責任を有する者について、そ
の者による当該管理情報システムの設定変更や運用に関する作業ログを取得
する。

12 4 1 イベントログ取
得

管理策
 利用者の活動，例外処理，過失及び情報
セキュリティ事象を記録したイベントログを
取得し，保持し，定期的にレビューすること
が望ましい。

10 アクセス制御 (6) 総括者は、情報システムの不正使用や不
適切な運用のチェックなど、問題が発生し
たときの調査及びアクセス制御の監視を補
うために、以下の事項に留意し、情報シス
テムの使用状況を記録し、保存すること。

47 10 (11) ア 監査
ログ
取得

・利用者の保護すべき情報へのアクセス及び
例外処理を記録した監査ログを

取得することを定めていること。

10 通信及び運用
管理

⑾ 監視 ア：監査ログ取得 → 防衛関連企業は、保
護システムにおいて、保護すべき情報への
アクセス及び例外処理を記録した監査ログ
を取得しなければならない。
イ：監査ログの保管 → 防衛関連企業は、
取得した監査ログを記録のあった日から少
なくとも３か月以上保存するとともに、定期
的に点検しなければならない。
ウ：監査ログの保護 → 防衛関連企業は、
監査ログを改ざん及び許可されていないア
クセスから保護しなければならない。
エ：クロックの同期 → 防衛関連企業は、
保護システム及びネットワークを通じて保
護システムにアクセス可能な情報システム
の日付及び時刻を手動等により定期的に
合わせなければならない。
オ：保護すべきデータの監視 → 防衛関連
企業は、保護システムが共有ネットワーク
（インターネット等）へ物理的に接続されて
いる場合は、共有ネットワークを通じて、保
護すべきデータの社外漏えいを未然に防
止することを可能とする常時監視を行わな
ければならない。

該当無し
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

24 事業者は、23の作業ログについて、管理者等管理情報システムの維持に責任
を有する者の上司等により、又はデータ解析ツール（データマイニングツール）
を活用すること等により、定期的に点検させる。

12 4 3 実務管理者及
び運用担当者
の作業ログ

管理策
 システムの実務管理者及び運用担当者
の作業は，記録し，そのログを保護し，定
期的にレビューすることが望ましい。

該当する項目がなし 48 10 (11) イ 監査
ログ
の保
管

・取得した監査ログを記録のあった日から少な
くとも３か月以上保存すると

ともに、定期的に点検することを定めている
こと。
・監査ログを記録のあった日から３か月以上保
存していること。

10 通信及び運用
管理

⑾ 監視 ア：監査ログ取得 → 防衛関連企業は、保
護システムにおいて、保護すべき情報への
アクセス及び例外処理を記録した監査ログ
を取得しなければならない。
イ：監査ログの保管 → 防衛関連企業は、
取得した監査ログを記録のあった日から少
なくとも３か月以上保存するとともに、定期
的に点検しなければならない。
ウ：監査ログの保護 → 防衛関連企業は、
監査ログを改ざん及び許可されていないア
クセスから保護しなければならない。
エ：クロックの同期 → 防衛関連企業は、
保護システム及びネットワークを通じて保
護システムにアクセス可能な情報システム
の日付及び時刻を手動等により定期的に
合わせなければならない。
オ：保護すべきデータの監視 → 防衛関連
企業は、保護システムが共有ネットワーク
（インターネット等）へ物理的に接続されて
いる場合は、共有ネットワークを通じて、保
護すべきデータの社外漏えいを未然に防
止することを可能とする常時監視を行わな
ければならない。

該当無し

25 事業者は、管理情報システムに係るサービス、システム、機器の保守及び点検
をサプライヤー含む外部の第三者に行わせる場合であって、管理対象情報に
関わるときは、管理者等管理情報システムの維持に責任を有する者の指示の
下で、管理対象情報を他の記録媒体に移した上で、管理対象情報を復元でき
ないように消去する等の措置を実施し、又は従業員等が保守及び点検業務に
立ち会い、若しくは作業ログを取得し、若しくはカメラを設置すること等により、
作業を監視することができる状況で行わせる手順を確立する。

該当なし 6 特定資料又
は特定物件
の分類及び
管理

(1) 総括者は、特定資料又は特定物件の作
成、交付、供覧、保管、廃棄等の管理（以
下「作成等」という。）を確実に実施するた
め、秘密の種類ごと（必要な場合は、これ
に加え機密、極秘及び秘の区分ごと）に必
要な関係簿冊（保管記録、閲覧・貸出記
録、検査記録、立入記録等を記載する簿
冊をいう。以下この号において同じ。）を整
備し、定期的に点検すること。この場合、総
括者は、記録内容の改ざんを防止するた
めの適切な管理を行うとともに、関係簿冊
を秘密保全の責任がある期間（秘密等の
保全又は保護に関する違約金条項の取扱
いについて（防経装第３２７０号。１９.３.２
９）別添の第２条に規定する乙が秘密等を
保全する責任がある期間をいう。）経過後
３年を経過するまでの間保管するものと
し、その後、甲の確認を受け、廃棄するこ
と。

30 9 (2) ウ 保護
シス
テム
の保
守及
び点
検

・第三者による保守及び点検を行う場合は、必
要な処置を実施することを定

めていること。
・第三者による保守及び点検時において、必
要な処置が実施されていること。

9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑵ 保護シ
ステム
の物
理的
保全
対策

ア：保護システムの設置及び保護 → 防衛
関連企業は、保護システムを設置する場
合、不正なアクセス及び盗難等から保護す
るため、施錠できるラック等に設置又はワ
イヤーで固定する等の措置をとらなければ
ならない。
イ：保護システムの持ち出し → 防衛関連
企業は、経営者等が持ち出しに伴うリスク
を回避することができると判断した場合を
除き、保護システムを取扱施設外に持ち出
してはならない。なお、持ち出しをする場合
は、記録するものとする。
ウ：保護システムの保守及び点検 → 防衛
関連企業は、第三者による保護システム
の保守及び点検を行う場合、必要に応じ
て、保護すべき情報を復元できない状態に
する、又は取り外す等の処置を実施しなけ
ればならない。
エ：保護システムの破棄又は再利用 → 防
衛関連企業は、保護システムを破棄する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した上、記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

該当無し

26 事業者は、管理情報システムに係るサービス、システム、機器の第三者による
情報システムの保守及び点検に当たって、当該第三者の作業者にＩＤを付与す
ることが必要な場合には、一時的なＩＤを付与することとし、作業終了後は、その
権限を無効化するための手順を確立する。

9 2 6 アクセス権の削
除又は修正

管理策
 全ての従業員及び外部の利用者の情報
及び情報処理施設に対するアクセス権
は，雇用，契約又は合意の終了時に削除
し，また，変更に合わせて修正することが
望ましい。

10 アクセス制御 (5) 総括者は、責任の所在を明確にするため
に、情報システムを使用するすべての者
に、各個人ごとの利用者ＩＤ（以下単に「利
用者ＩＤ」という。）を保有させるとともに、パ
スワード設定をさせること。パスワード設定
においては、次のアからエまでに掲げる内
容を含む必要な措置を講じること。
ア:利用者にパスワードの変更手順を理解
させる。
イ:利用者にパスワードの変更を実施させ
る。
ウ:パスワードは、推測されにくいものとし、
定期的に変更する。
エ:利用者が画面上の表示を確認しつつ設
定することのできる機能を有する。

該当なし 該当なし 該当無し

27 事業者は、管理情報システムを構成する機器をこの告示のⅣの立入制限区域
に設置する場合であって、当該管理情報システムを構成する機器の保守及び
点検をサプライヤーを含む第三者に行わせるときは、Ⅵの秘密保持契約を締
結した上で行わせる。この場合において、管理者等管理情報システムの維持に
責任を有する者は、当該第三者の作業者についてこの告示のⅣの第二の６の
手順を確立しているときは当該手順に従い、若しくは当該手順を確立していな
いときは作業者を確認し、当該作業者の立入りを認め、並びに当該立入制限
区域内の保守及び点検の対象となる機器以外の機器（当該立入制限区域内に
保守及び点検の対象となる機器に記録された管理対象情報以外の管理対象
情報が置かれている場合には当該管理対象情報を含む。）を撤去すること等に
より作業者が当該保守及び点検の対象となる機器以外の機器への接触を防止
するための措置を講じた上で、作業者が作業を実施している間は管理者等管
理情報システムの維持に責任を有する者が常時立ち会うようにし、又はその指
定する者に立ち会わせ、当該指定する者からの作業の状況の報告を受けるも
のとする。

該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(5) 秘密保全施設内で使用する情報システム
に関する外部委託は、原則として禁止す
る。ただし、保守等のため、やむを得ず外
部委託をしなければならない場合には、総
括者は、少なくとも次のアからエまでに掲
げる措置を講ずること。
ア:外部委託を受ける者との間において、
秘密保全のために必要な契約を締結する
こと等により、秘密保全上の注意点及び要
求事項を明示的に義務付けること。
イ:外部委託を受ける者は、甲が、当該情
報システムが設置されている秘密保全施
設への立入りを事前に許可した者に限るこ
と。
ウ:外部委託を受ける者による保守等に当
たっては、当該情報システムから秘密に係
る情報を消去した後に行わせることとする
ほか、秘密保全施設内において管理され
ている他の秘密に接触することのないよう
措置を講ずること。
エ:総括者又はその指定する者は、外部委
託を受けた者が保守等の作業を行ってい
る間、立ち会い、及び必要な監視を行うこ
と。この場合において、総括者の指定する
者が立ち会い、又は必要な監視を行ったと
きは、総括者の指定する者は、総括者に
対し速やかに外部委託を受けた者の秘密
保全上の注意点及び要求事項の遵守状
況等について報告すること。

該当なし 該当なし 該当無し

該当なし 該当なし ‐ 該当なし 該当無し

一 その保守及び点検を行う者がクラウ
ド等を管理する者又はデータセン
ターの従業員等である場合 当該保
守及び点検を行う従業員等を確認
する等の措置

11 1 2 物理的入退管
理策

管理策
 セキュリティを保つべき領域は，認可され
た者だけにアクセスを許すことを確実にす
るために，適切な入退管理策によって保護
することが望ましい。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(2) 総括者は、秘密保全施設への関係社員以
外の者の立入りを制限するため、次のア及
びイに掲げる入退室管理を確実に行うこ
と。

該当なし 該当なし 該当無し

二 その保守及び点検を行う者がクラウ
ド等を管理する者又はデータセン
ターの従業員等以外である場合 当
該クラウド等を管理する者又はデー
タセンターにおいて25、26に掲げる
措置等適切な措置を講ずることを確
認する等の措置

11 1 2 物理的入退管
理策

管理策
 セキュリティを保つべき領域は，認可され
た者だけにアクセスを許すことを確実にす
るために，適切な入退管理策によって保護
することが望ましい。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(2) 総括者は、秘密保全施設への関係社員以
外の者の立入りを制限するため、次のア及
びイに掲げる入退室管理を確実に行うこ
と。

該当なし 該当なし 該当無し

29 事業者は、管理対象情報について、定期的な保存（バックアップ）を実施し、当
該保存された情報を管理対象情報として適切に管理する。

12 3 1 情報のバック
アップ

管理策
 要求されたシステム性能を満たすことを確
実にするために，資源の利用を監視・調整
し，また，将来必要とする容量・能力を予測
することが望ましい。

該当なし 34 10 (3) 保護
シス
テム
の
バッ
クアッ
プの

・可搬記憶媒体へのバックアップを実施する場
合、調達における情報セキュ

リティ基準7(2) 及び10(4) に添った取扱いを
することを定めていること。

10 通信及び運用
管理

⑶ 保護シ
ステム
のバッ
クアッ
プの管
理

防衛関連企業は、保護システムを可搬記
憶媒体にバックアップする場合、可搬記憶
媒体は7(2)及び次号に沿った取扱いを行
わなければならない。

4章(全体)

事業者は、クラウド等を管理する者又はデータセンターのサーバ等で管理対象
情報を管理している場合におけるその従業員等が、当該サーバ等の保守及び
点検を行うときは、以下のいずれかの措置を実施する。

28
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

30 事業者は、管理情報システムで取り扱われた管理対象情報の漏えいの事故等
が発生した場合、その疑いがある場合及び管理対象情報が記録されたサーバ
等に情報システムが提供する機能を妨害するウィルス、スパイウェア等の感染
又は不正アクセスが認められた場合等に、その証拠を収集するための手順を
確立する。

16 1 5 情報セキュリ
ティインシデント
への対応

管理策
 情報セキュリティインシデントは，文書化し
た手順に従って対応することが望ましい。
実施の手引
 情報セキュリティインシデントには，指定さ
れた連絡先，及び組織又は外部関係者の
他の関係する要員が対応することが望まし
い（16.1.1 参照）。

7 人的セキュリ
ティ

(4) 総括者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の
事故に対して、迅速、効果的及び整然とし
た対処を確実に行うこと。この場合、総括
者又はその指定する者は、適切な連絡経
路を通じて、直ちに把握し得る限りの全て
の内容を甲に報告するとともに、その後速
やかにその詳細を報告することとし、その
ため、総括者は、必要な手順を作成するこ
と。なお、手順には、報告に当たっての責
任者及び連絡担当者等を明らかにした連
絡系統図を作成することとし、異動等の
あった場合にはこれを更新すること。

66 12 (3) イ 証拠
の収
集

・情報セキュリティ事故が発生した場合（保護
すべき情報が保存されたサー

バ等に悪意のあるコードへの感染が認めら
れた場合を含む。）、証拠を収

集し、速やかに発注者を経由して防衛省へ
提出することを定めていること。

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑴ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の報
告

ア:防衛関連企業は、情報セキュリティ事故
が発生したときは、適切な措置を講じるとと
もに、直ちに把握し得る限りの全ての内容
を、その後速やかにその詳細を防衛省に
報告しなければならない。
イ:次に掲げる場合において、防衛関連企
業は、適切な措置を講じるとともに、直ちに
把握し得る限りの全ての内容を、その後速
やかにその詳細を防衛省に報告しなけれ
ばならない。
 (ｱ)保護すべき情報が保存されたサーバ
等に悪意のあるコードへの感染又は不正
アクセスが認められた場合
 (ｲ)保護すべき情報が保存されているサー
バ等と同一のイントラネットに接続されてい
るサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合
ウ:情報セキュリティ事故の疑い又は事故
につながるおそれのある場合は、防衛関
連企業は、適切な措置を講じるとともに、
速やかに、その詳細を防衛省に報告しな
ければならない。
エ:前記アからウまでに規定する報告のほ
か、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊
等の事故が発生した可能性又は将来発生
する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連
企業は、直ちに当該可能性又は懸念の真
偽を含む把握し得る限りの全ての背景及
び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。

該当無し

31 事業者は、管理情報システムを構成する機器を再利用する場合は、管理対象
情報が復元できない状態であることを点検した後で再利用する。

11 2 7 装置のセキュリ
ティを保った処
分又は再利用

管理策
 記憶媒体を内蔵した全ての装置は，処分
又は再利用する前に，全ての取扱いに慎
重を要するデータ及びライセンス供与され
たソフトウェアを消去していること，又はセ
キュリティを保って上書きしていることを確
実にするために，検証することが望まし
い。
実施の手引
 装置は，処分又は再利用する前に，記憶
媒体が内蔵されているか否かを確かめる
ために検証することが望ましい。
 秘密情報又は著作権のある情報を格納し
た記憶媒体は，物理的に破壊することが
望ましく，又はその情報を破壊，消去若しく
は上書きすることが望ましい。消去又は上
書きには，標準的な消去又は初期化の機
能を利用するよりも，元の情報を媒体から
取り出せなくする技術を利用することが望
ましい。

該当なし 31 9 (2) エ 保護
シス
テム
の破
棄又
は再
利用

・保護すべきデータが復元できない状態である
ことを点検し、物理的に破壊

したのち、破棄し、その旨を記録することを定
めていること。
・復元できない状態であることを点検した後、
再利用することを定めている

こと。
・破棄を記録していること。

9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑵ 保護シ
ステム
の物
理的
保全
対策

ア：保護システムの設置及び保護 → 防衛
関連企業は、保護システムを設置する場
合、不正なアクセス及び盗難等から保護す
るため、施錠できるラック等に設置又はワ
イヤーで固定する等の措置をとらなければ
ならない。
イ：保護システムの持ち出し → 防衛関連
企業は、経営者等が持ち出しに伴うリスク
を回避することができると判断した場合を
除き、保護システムを取扱施設外に持ち出
してはならない。なお、持ち出しをする場合
は、記録するものとする。
ウ：保護システムの保守及び点検 → 防衛
関連企業は、第三者による保護システム
の保守及び点検を行う場合、必要に応じ
て、保護すべき情報を復元できない状態に
する、又は取り外す等の処置を実施しなけ
ればならない。
エ：保護システムの破棄又は再利用 → 防
衛関連企業は、保護システムを破棄する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した上、記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

該当無し

32 事業者は、管理情報システムの利用の状況、管理情報システムにおける管理
対象情報へのアクセス（アクセス権者が利用した管理情報システムを構成する
機器並びに当該機器へのログオン又はログオフの日時及びその成否並びに使
用されたプログラムを含む。）及び例外処理を記録した監査ログを取得する。

12 4 1 イベントログ取
得

管理策
 利用者の活動，例外処理，過失及び情報
セキュリティ事象を記録したイベントログを
取得し，保持し，定期的にレビューすること
が望ましい

10 アクセス制御 (6) 総括者は、情報システムの不正使用や不
適切な運用のチェックなど、問題が発生し
たときの調査及びアクセス制御の監視を補
うために、以下の事項に留意し、情報シス
テムの使用状況を記録し、保存すること。

47 10 (11) ア 監査
ログ
取得

・利用者の保護すべき情報へのアクセス及び
例外処理を記録した監査ログを

取得することを定めていること。

10 通信及び運用
管理

⑾ 監視 ア：監査ログ取得 → 防衛関連企業は、保
護システムにおいて、保護すべき情報への
アクセス及び例外処理を記録した監査ログ
を取得しなければならない。
イ：監査ログの保管 → 防衛関連企業は、
取得した監査ログを記録のあった日から少
なくとも３か月以上保存するとともに、定期
的に点検しなければならない。
ウ：監査ログの保護 → 防衛関連企業は、
監査ログを改ざん及び許可されていないア
クセスから保護しなければならない。
エ：クロックの同期 → 防衛関連企業は、
保護システム及びネットワークを通じて保
護システムにアクセス可能な情報システム
の日付及び時刻を手動等により定期的に
合わせなければならない。
オ：保護すべきデータの監視 → 防衛関連
企業は、保護システムが共有ネットワーク
（インターネット等）へ物理的に接続されて
いる場合は、共有ネットワークを通じて、保
護すべきデータの社外漏えいを未然に防
止することを可能とする常時監視を行わな
ければならない。

該当無し

33 事業者は、32の監査ログを記録のあった日から三月以上保存し、定期的に点
検し、当該監査ログを改ざん又は不正なアクセスから保護するために適切な措
置を講ずる。

18 1 3 記録の保護 管理策
 記録は，法令，規制，契約及び事業上の
要求事項に従って，消失，破壊，改ざん，
認可されていないアクセス及び不正な流出
から保護することが望ましい。

該当なし 48 10 (11) イ 監査
ログ
の保
管

・取得した監査ログを記録のあった日から少な
くとも３か月以上保存すると

ともに、定期的に点検することを定めている
こと。
・監査ログを記録のあった日から３か月以上保
存していること。

10 通信及び運用
管理

⑾ 監視 ア：監査ログ取得 → 防衛関連企業は、保
護システムにおいて、保護すべき情報への
アクセス及び例外処理を記録した監査ログ
を取得しなければならない。
イ：監査ログの保管 → 防衛関連企業は、
取得した監査ログを記録のあった日から少
なくとも３か月以上保存するとともに、定期
的に点検しなければならない。
ウ：監査ログの保護 → 防衛関連企業は、
監査ログを改ざん及び許可されていないア
クセスから保護しなければならない。
エ：クロックの同期 → 防衛関連企業は、
保護システム及びネットワークを通じて保
護システムにアクセス可能な情報システム
の日付及び時刻を手動等により定期的に
合わせなければならない。
オ：保護すべきデータの監視 → 防衛関連
企業は、保護システムが共有ネットワーク
（インターネット等）へ物理的に接続されて
いる場合は、共有ネットワークを通じて、保
護すべきデータの社外漏えいを未然に防
止することを可能とする常時監視を行わな
ければならない。

該当無し

34 事業者は、管理情報システムの監査に用いるツールについて、悪用を防止す
るため必要最低限の使用にとどめる。

12 7 1 情報システムの
監査に対する
管理策

管理策
 運用システムの検証を伴う監査要求事項
及び監査活動は，業務プロセスの中断を
最小限に抑えるために，慎重に計画し，合
意することが望ましい。

9 通信及び運
用管理

(3) 総括者は、業務に必要なソフトウェアの使
用状況を確認するとともに、必要のないソ
フトウェアのインストールをさせないこと。

71 13 (3) 監査
ツー
ルの
管理

・保護システムの監査に用いるツールは、悪
用を防止するため、必要最低限

の使用にとどめることを定めていること。

13 遵守状況等 ⑶ 監査
ツール
の管
理

防衛関連企業は、保護システムの監査に
用いるツールについて、悪用を防止するた
め必要最低限の使用にとどめなければな
らない。

該当無し
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

35 事業者は、情報システムを構成するソフトウェアの利用状況を確認し、利用がさ
れていない場合には、当該ソフトウェアを消去する。

12 6 2 ソフトウェアのイ
ンストールの制
限

管理策
 利用者によるソフトウェアのインストール
を管理する規則を確立し，実施することが
望ましい。
実施の手引
 組織は，利用者がインストールしてもよい
ソフトウェアの種類について，厳密な方針
を定め，施行することが望ましい。
 特権の許可は最小限にするという原則を
適用することが望ましい。特定の特権を許
可された利用者の場合，ソフトウェアのイン
ストールが可能となることがある。組織は，
ソフトウェアのインストールの種類のうち，
許可するもの（例えば，既存のソフトウェア
の更新及びセキュリティパッチの適用），及
び禁止するもの（例えば，個人利用のため
のソフトウェア，潜在的な悪意の有無が不
明又はその疑いがあるソフトウェア）を特
定することが望ましい。特権は，関連する
利用者の役割を考慮したうえで付与するこ
とが望ましい。

9 通信及び運
用管理

(3) 総括者は、業務に必要なソフトウェアの使
用状況を確認するとともに、必要のないソ
フトウェアのインストールをさせないこと。

該当なし 該当なし 該当無し

36 事業者は、管理情報システム及びネットワークを通じて管理情報システムにア
クセス可能な情報システムの日付及び時刻を定期的に合わせる。

12 4 4 クロックの同期 管理策
 組織又はセキュリティ領域内の関連する
全ての情報処理システムのクロックは，単
一の参照時刻源と同期させることが望まし
い。

該当なし 50 10 (11) エ クロッ
クの
同期

・保護システム及びネットワークを通じて保護
システムにアクセス可能な情

報システムの日付及び時刻を定期的に合わ
せることを定めていること。

10 通信及び運用
管理

⑾ 監視 ア：監査ログ取得 → 防衛関連企業は、保
護システムにおいて、保護すべき情報への
アクセス及び例外処理を記録した監査ログ
を取得しなければならない。
イ：監査ログの保管 → 防衛関連企業は、
取得した監査ログを記録のあった日から少
なくとも３か月以上保存するとともに、定期
的に点検しなければならない。
ウ：監査ログの保護 → 防衛関連企業は、
監査ログを改ざん及び許可されていないア
クセスから保護しなければならない。
エ：クロックの同期 → 防衛関連企業は、
保護システム及びネットワークを通じて保
護システムにアクセス可能な情報システム
の日付及び時刻を手動等により定期的に
合わせなければならない。
オ：保護すべきデータの監視 → 防衛関連
企業は、保護システムが共有ネットワーク
（インターネット等）へ物理的に接続されて
いる場合は、共有ネットワークを通じて、保
護すべきデータの社外漏えいを未然に防
止することを可能とする常時監視を行わな
ければならない。

8章7.サーバー機器に導入するソフトウェ
ア

37 事業者は、管理情報システムの共有ネットワーク（インターネット等）への接続
については、その接続に伴うリスクから保護するため、アクセス権者の職務内
容に応じて設定するアクセス制御の方針（定期的又は管理対象情報の漏えい
の事故等があった場合に見直すことができるものに限る。）を定め、これに基づ
いて認めるための手順を確立する。

8 1 2 資産の管理責
任

管理策
 目録の中で維持される資産は，管理され
ることが望ましい。

該当なし 60 11 (4) イ ネット
ワー
クの
接続
制御

・保護システムを共有ネットワークへ接続する
場合、接続に伴うリスクから

保護することを定めていること（FW設置な
ど）。

11 アクセス制御 ⑷ ネット
ワーク
のアク
セス制
御

ア：機能の制限 → 防衛関連企業は、保護
システムの利用者の職務内容に応じて、
利用できる機能を制限し提供しなければな
らない。
イ：ネットワークの接続制御 → 防衛関連
企業は、保護システムの共有ネットワーク
（インターネット等）への接続については、
アクセス制御方針に基づいて実施するとと
もに、接続に伴うリスクから保護しなけれ
ばならない。

5章5.利用者アカウントの登録

38 事業者は、情報システムから外部への通信についてログの取得等により監視
する。

12 4 1 イベントログ取
得

管理策
 利用者の活動，例外処理，過失及び情報
セキュリティ事象を記録したイベントログを
取得し，保持し，定期的にレビューすること
が望ましい。

9 通信及び運
用管理

(4) 情報システムのネットワークは、秘密保全
施設内において有線により配線接続した
場合に限り構築できるものとし、秘密保全
施設外への接続は、いかなる場合も禁止
すること。

47 10 (11) ア 監査
ログ
取得

・利用者の保護すべき情報へのアクセス及び
例外処理を記録した監査ログを

取得することを定めていること。

10 通信及び運用
管理

⑾ ア 監
査ロ
グ
取
得

防衛関連企業は、保護システムにおいて、
保護すべき情報へのアクセス及び例外処
理を記録した監査ログを取得しなければな
らない。

8章22.ネットワーク構成装置のセキュリ
ティ実装機能

39 事業者は、管理情報システムを構成する機器について、無線でのネットワーク
への接続をすることができるものを用いない。

13 1 1 ネットワーク管
理策

管理策
 システム及びアプリケーション内の情報を
保護するために，ネットワークを管理し，制
御することが望ましい。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(5) 総括者は、秘密に係る業務のために使用
するパソコン等として、無線ＬＡＮの機能が
内蔵されているものの使用を禁止するこ
と。

該当なし 該当なし 該当無し

40 事業者は、管理情報システムを構成する機器を廃棄する場合には、当該機器
に記録された管理対象情報が復元できない状態であることを確認し、当該機器
を物理的に破壊し、廃棄する。

8 3 2 媒体の処分 管理策
 媒体が不要になった場合は，正式な手順
を用いて，セキュリティを保って処分するこ
とが望ましい。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(8) 秘密に係る業務に使用したパソコン等を処
分又は修理するときは、次のア及びイに掲
げる措置を実施すること。ア:パソコン等は
物理的に破壊し、又はいかなる方法にお
いても記録又は保存された内容を再現す
ることができない状態にし、秘密の漏えい
を防止すること。
イ:処分又は修理に当たっては、総括者又
はその指定する者が必ず監督し、その実
施状況を記録すること。この場合、総括者
の指定する者が当該監督を行ったときは、
総括者に速やかに当該実施状況を報告す
ること。

31 9 (2) エ 保護
シス
テム
の破
棄又
は再
利用

・保護すべきデータが復元できない状態である
ことを点検し、物理的に破壊

したのち、破棄し、その旨を記録することを定
めていること。
・復元できない状態であることを点検した後、
再利用することを定めている

こと。
・破棄を記録していること。

9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑵ 保護シ
ステム
の物
理的
保全
対策

ア：保護システムの設置及び保護 → 防衛
関連企業は、保護システムを設置する場
合、不正なアクセス及び盗難等から保護す
るため、施錠できるラック等に設置又はワ
イヤーで固定する等の措置をとらなければ
ならない。
イ：保護システムの持ち出し → 防衛関連
企業は、経営者等が持ち出しに伴うリスク
を回避することができると判断した場合を
除き、保護システムを取扱施設外に持ち出
してはならない。なお、持ち出しをする場合
は、記録するものとする。
ウ：保護システムの保守及び点検 → 防衛
関連企業は、第三者による保護システム
の保守及び点検を行う場合、必要に応じ
て、保護すべき情報を復元できない状態に
する、又は取り外す等の処置を実施しなけ
ればならない。
エ：保護システムの破棄又は再利用 → 防
衛関連企業は、保護システムを破棄する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した上、記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

該当無し

41 事業者は、立入制限区域の内部のみで利用する管理情報システムを、有線に
より配線接続して構築し、当該立入制限区域の外部への通信を行わせないた
めの手順を確立する。

該当なし 9 通信及び運
用管理

(4) 情報システムのネットワークは、秘密保全
施設内において有線により配線接続した
場合に限り構築できるものとし、秘密保全
施設外への接続は、いかなる場合も禁止
すること。

該当なし 該当なし 該当無し

42 事業者又はアクセス権者は、管理情報システムが無人状態に置かれる場合、
使用していない管理情報システムを構成する機器の電源を切り、又は機器の
表示画面の表示停止と再表示時にパスワードが必要なよう設定すること等によ
り、無人状態であっても管理対象情報が適切に保護されるよう必要な対応をす
る。

11 2 8 無人状態にあ
る利用者装置

管理策
 利用者は，無人状態にある装置が適切な
保護対策を備えていることを確実にするこ
とが望ましい。

該当なし 58 11 (3) イ 無人
状態
にあ
る保
護シ
ステ
ム対
策

・保護システムが無人状態に置かれる場合、
機密性を配慮した措置を実施す

ることを定めていること。
・無人状態にある保護システムへ機密性を配
慮した措置が実施されているこ

と。

11 アクセス制御 ⑶ 利用
者の
責任

ア：パスワードの利用 → 防衛関連企業
は、容易に推測されないパスワードを保護
システムの利用者に選択させるとともに、
定期的に変更させなければならない。な
お、パスワードより強固な手段（生体認証
等）を採用又は併用している場合は、本項
目の適用を除外することができる。
イ：無人状態にある保護システム対策 →
防衛関連企業は、保護システムが無人状
態に置かれる場合、機密性を配慮した措
置をとらなければならない。

8章14.クリアデスクポリシー、15.クリアス
クリーンポリシー
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

1 事業者は、管理情報システムの利用者の職務内容に応じて、利用できる機能
を制限した上で、これを提供する。

9 1 1 アクセス制御方
針

管理策
 アクセス制御方針は，業務及び情報セ
キュリティの要求事項に基づいて確立し，
文書化し，レビューすることが望ましい。

10 アクセス制御 (1) 総括者は、秘密保全施設内において情報
システムを使用する場合には、関係社員
が取り扱うことができる秘密の種類、関係
社員の役職等に応じた情報システムの利
用可能機能等を規定することにより、アク
セス制御を行うこと。

56 11 (2) エ アク
セス
権の
見直
し

・保護システムの利用者のアクセス権の割当
てを定期的及び必要に応じて見

直すことを定めていること。

11 アクセス制御 ⑵ 利用
者の
管理

ア：利用者の登録管理 → 防衛関連企業
は、取扱者による保護システムへのアクセ
スを許可し、適切なアクセス権を付与する
ため、保護システムの利用者としての登録
及び登録の削除をしなければならない。
イ：パスワードの割当て → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対して初期
又は仮パスワードを割り当てる場合、容易
に推測されないパスワードを割り当てるも
のとし、機密性に配慮した方法で配布する
ものとする。なお、パスワードより強固な手
段（生体認証等）を採用又は併用している
場合は、本項目の適用を除外することがで
きる。
ウ：管理者権限の管理 → 保護システムの
管理者権限は、必要最低限の利用にとど
めなければならない。
エ：アクセス権の見直し → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対するアクセ
ス権の割当てについては、定期的及び必
要に応じて見直しを実施しなければならな
い。

5章5.利用者アカウントの登録

2 事業者は、アクセス権者による管理情報システムへのアクセスを許可し、適切
なアクセス権を付与するため、管理情報システムの利用者としての登録及び人
事異動等に伴い速やかに登録の削除をするための手順（定期的な見直しを含
む。）を確立する。

9 1 1 アクセス制御方
針

管理策
 アクセス制御方針は，業務及び情報セ
キュリティの要求事項に基づいて確立し，
文書化し，レビューすることが望ましい。

10 アクセス制御 (2) 総括者は、関係社員による情報システム
の利用可能機能へのアクセスを許可し、適
切なアクセス権を付与するため、利用者と
しての登録及び登録の削除を行うこと。ま
た、アクセスに対する有効な管理を維持す
るため、人事異動等の際においてはアクセ
ス権の見直しを実施するとともに、そのほ
か定期的な見直しを実施すること。

53 11 (2) ア 利用
者の
登録
管理

・保護システムの利用者の登録及び登録削除
をすることを定めていること。

11 アクセス制御 ⑵ 利用
者の
管理

ア：利用者の登録管理 → 防衛関連企業
は、取扱者による保護システムへのアクセ
スを許可し、適切なアクセス権を付与する
ため、保護システムの利用者としての登録
及び登録の削除をしなければならない。
イ：パスワードの割当て → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対して初期
又は仮パスワードを割り当てる場合、容易
に推測されないパスワードを割り当てるも
のとし、機密性に配慮した方法で配布する
ものとする。なお、パスワードより強固な手
段（生体認証等）を採用又は併用している
場合は、本項目の適用を除外することがで
きる。
ウ：管理者権限の管理 → 保護システムの
管理者権限は、必要最低限の利用にとど
めなければならない。
エ：アクセス権の見直し → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対するアクセ
ス権の割当てについては、定期的及び必
要に応じて見直しを実施しなければならな
い。

5章5.利用者アカウントの登録、7.利用者
アカウントの削除

3 事業者は、管理情報システムの利用者に対して、初期又は仮のパスワードを発
行する場合には、容易に推測されないパスワードを発行する等その適切な管
理に配慮した方法で発行する。

9 4 3 パスワード管理
システム

管理策
 パスワード管理システムは，対話式とする
ことが望ましく，また，良質なパスワードを
確実とするものが望ましい。

10 アクセス制御 (5) 総括者は、責任の所在を明確にするため
に、情報システムを使用するすべての者
に、各個人ごとの利用者ＩＤ（以下単に「利
用者ＩＤ」という。）を保有させるとともに、パ
スワード設定をさせること。パスワード設定
においては、次のアからエまでに掲げる内
容を含む必要な措置を講じること。

54 11 (2) イ パス
ワー
ドの
割当
て

・初期又は仮パスワードは、容易に推測されな
いものとするとともに、機密

性を配慮した方法で配布することを定めてい
ること（パスワードより強固

な手段を併用又は採用している場合はこの
限りでない。）。

11 アクセス制御 ⑵ 利用
者の
管理

ア：利用者の登録管理 → 防衛関連企業
は、取扱者による保護システムへのアクセ
スを許可し、適切なアクセス権を付与する
ため、保護システムの利用者としての登録
及び登録の削除をしなければならない。
イ：パスワードの割当て → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対して初期
又は仮パスワードを割り当てる場合、容易
に推測されないパスワードを割り当てるも
のとし、機密性に配慮した方法で配布する
ものとする。なお、パスワードより強固な手
段（生体認証等）を採用又は併用している
場合は、本項目の適用を除外することがで
きる。
ウ：管理者権限の管理 → 保護システムの
管理者権限は、必要最低限の利用にとど
めなければならない。
エ：アクセス権の見直し → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対するアクセ
ス権の割当てについては、定期的及び必
要に応じて見直しを実施しなければならな
い。

該当無し

4 事業者は、管理情報システムの利用者ごとに一意な識別子（ユーザーＩＤ、ユー
ザー名等）を保有させる。

9 2 1 利用者登録及
び登録削除

管理策
 アクセス権の割当てを可能にするために，
利用者の登録及び登録削除についての正
式なプロセスを実施することが望ましい。

該当なし 62 11 (5) イ 利用
者の
識別
及び
認証

・保護システムの利用者ごとに一意な識別子
（ユーザーID、ユーザー名等）

を保有させることを定めていること。

11 アクセス制御 ⑸ オペ
レー
ティン
グシス
テムの
アクセ
ス制御

ア：セキュリティに配慮したログオン手順
→ 防衛関連企業は、利用者が保護システ
ムを利用する場合、セキュリティを配慮した
手順により、ログオンさせなければならな
い。
イ：利用者の識別及び認証 → 防衛関連
企業は、保護システムの利用者ごとに一
意な識別子（ユーザーID、ユーザー名等）
を保有させなければならない。
ウ：パスワード管理システム → 保護シス
テムは、パスワードの不正使用を防止する
機能（パスワードの定期的な変更を利用者
に促す機能、パスワードの再使用を防止
する機能等）を有さなければならない。

5章4.利用者アカウント認証方法

5 事業者は、アクセス権設定等の特別な権限を持つ管理者等管理情報システム
の維持に責任を有する者の管理情報システムへのログインに対して、二つの
認証機能（パスワー ド、生体認証、電子証明書等）を組み合わせた二要素認証
を導入する。

9 4 2 セキュリティに
配慮したログオ
ン手順

管理策
 アクセス制御方針で求められている場合
には，システム及びアプリケーションへの
アクセスは，セキュリティに配慮したログオ
ン手順によって制御することが望ましい。

該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

6 事業者は、アクセス権者においてパスワードを自ら設定させ、パスワードを設定
する場合には、当人の関連情報（例えば、名前、電話番号、誕生日等）に基づ
かないこと、辞書攻撃に脆弱でないこと（辞書に含まれる語からだけで成り立っ
ていないこと）、同一文字を連ねただけ、数字だけ、又はアルファベットだけの文
字列ではないことを求めること等アクセス権者以外の者から容易に類推されな
いような設定とするようアクセス権者に周知し、又は管理情報システムでパス
ワードを設定する者に対してその要求をするようにする。

9 4 3 パスワード管理
システム

管理策
 パスワード管理システムは，対話式とする
ことが望ましく，また，良質なパスワードを
確実とするものが望ましい。

10 アクセス制御 (5) 総括者は、責任の所在を明確にするため
に、情報システムを使用するすべての者
に、各個人ごとの利用者ＩＤ（以下単に「利
用者ＩＤ」という。）を保有させるとともに、パ
スワード設定をさせること。パスワード設定
においては、次のアからエまでに掲げる内
容を含む必要な措置を講じること。

該当なし 該当なし 5章5.利用者アカウントの登録、8. 利用者
アカウント及びパスワードの設定

7 事業者は、管理情報システムそのものに、必要に応じてパスワードの変更を利
用者に促す機能やパスワードの再利用を防止する機能等を持つようにする。

9 4 3 パスワード管理
システム

管理策
 パスワード管理システムは，対話式とする
ことが望ましく，また，良質なパスワードを
確実とするものが望ましい。

10 アクセス制御 (5) 総括者は、責任の所在を明確にするため
に、情報システムを使用するすべての者
に、各個人ごとの利用者ＩＤ（以下単に「利
用者ＩＤ」という。）を保有させるとともに、パ
スワード設定をさせること。パスワード設定
においては、次のアからエまでに掲げる内
容を含む必要な措置を講じること。

63 11 (5) ウ パス
ワー
ド管
理シ
ステ
ム

・保護システムは、パスワードの不正使用を防
止する機能を有さなければな

らないことを定めていること。

11 アクセス制御 ⑸ オペ
レー
ティン
グシス
テムの
アクセ
ス制御

ア：セキュリティに配慮したログオン手順
→ 防衛関連企業は、利用者が保護システ
ムを利用する場合、セキュリティを配慮した
手順により、ログオンさせなければならな
い。
イ：利用者の識別及び認証 → 防衛関連
企業は、保護システムの利用者ごとに一
意な識別子（ユーザーID、ユーザー名等）
を保有させなければならない。
ウ：パスワード管理システム → 保護シス
テムは、パスワードの不正使用を防止する
機能（パスワードの定期的な変更を利用者
に促す機能、パスワードの再使用を防止
する機能等）を有さなければならない。

5章8. 利用者アカウント及びパスワードの
設定、8章23.ネットワーク機器の管理

8 管理者等管理情報システムの維持に責任を有する者は、アクセス権者等に対
して、管理情報システムにログオンするためのパスワードを記載した紙を目に
見えるところに置かないこと等を周知する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 5章8. 利用者アカウント及びパスワードの
設定

第二 電子情報である
管理対象情報へ
のアクセスに関
する対応



31

別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

9 事業者は、管理情報システムへのアクセスについては、複数者間で同じパス
ワード（ 共通パスワード）を使用しないための手順を確立する。

9 4 3 パスワード管理
システム

管理策
 パスワード管理システムは，対話式とする
ことが望ましく，また，良質なパスワードを
確実とするものが望ましい。

該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

10 事業者は、アクセス権者によるテレワーク等外部からの管理情報システムの管
理対象情報へのアクセスについて、利用者の認証を行うための手順（管理者等
管理情報システムの維持に責任を有する者は、あらかじめ、認めた範囲でのみ
認証をするためのものを含む。）を確立するとともに、可能な限り暗号化された
通信路を用いさせる。

6 2 2 テレワーキング 管理策
 テレワーキングの場所でアクセス，処理及
び保存される情報を保護するために，方針
及びその方針を支援するセキュリティ対策
を実施することが望ましい。

該当なし 42 10 (6) 外部
から
の接
続

・外部からの接続を許可する場合は、利用者
の認証を行い、及び暗号技術を

用いることを定めていること。

10 通信及び運用
管理

⑹ 外部
からの
接続

防衛関連企業は、保護システムに外部か
ら接続（モバイルコンピューティング及びテ
レワーキング等）を許可する場合は、利用
者の認証を行うとともに、暗号技術を用い
なければならない。※１０⑺ 電子政府推奨
暗号等の利用を参照

8章24.リモートアクセスの利用

11 管理者等管理情報システムの維持に責任を有する者は、電子政府推奨暗号を
用いて暗号化する等の措置を講じた上で管理情報システムにおいて管理対象
情報を適切に管理するための手順を確立する。

10 1 1 暗号による管理
策の利用方針

管理策
 情報を保護するための暗号による管理策
の利用に関する方針は，策定し，実施する
ことが望ましい。

該当なし 43 10 (7) 電子
政府
推奨
暗号
等の
利用

・暗号技術を用いる場合には、電子政府推奨
暗号等を用いることを定めてい

ること。
・やむを得ず電子政府推奨暗号等を使用でき
ない場合は、その他の秘匿化技

術を用いることを定めていること。

10 通信及び運用
管理

⑺ 電子
政府
推奨
暗号
等の
利用

防衛関連企業は、暗号技術を用いる場
合、電子政府推奨暗号等を用いなければ
ならない。なお、電子政府推奨暗号等を用
いる事が困難な場合は、その他の秘匿化
技術を用いる等により保護すべき情報を
保護しなければならない。

該当無し

1 事業者は、可搬式記録媒体に管理対象情報が記録されている場合には、当該
可搬式記録媒体を管理対象情報そのものとして取り扱うための手順（可搬式記
録媒体の使用を事業者が承認し、当該可搬式記録媒体を他の技術等情報が
記録された可搬式記録媒体と容易に区別することができるよう措置するための
手順を含む。）を確立する。

8 3 1 取外し可能な媒
体の管理

管理策
 組織が採用した分類体系に従って，取外
し可能な媒体の管理のための手順を実施
することが望ましい。

9 通信及び運
用管理

(6) 総括者は、次のアからエまでに掲げる内容
を含む記憶媒体の取扱いに関する管理手
順を作成し、関係社員に周知すること。
ア:記憶媒体を使用するときは、総括者又
はその指定する者がその都度許可を与え
ること。
イ:記憶媒体の貸出・返却に関する記録を
残すこと。
ウ:記憶媒体に情報を記録するときは、秘
匿すること。
エ:記憶媒体の内容の複製及び破棄手順
に関すること。

該当なし 10 通信及び運用
管理

⑷ 可搬
記憶
媒体
の取
扱い

ア：可搬記憶媒体の管理 → 防衛関連企
業は、保護すべきデータを保存した可搬記
憶媒体を施錠したロッカー等において集中
保管し、適切に鍵を管理しなければならな
い。また、可搬記憶媒体は、保護すべき情
報とそれ以外を容易に区別できる処置をし
なければならない。※７⑵ 保護すべき情報
の取扱いを参照
イ：可搬記憶媒体への保存 → 防衛関連
企業は、保護すべきデータを可搬記憶媒
体に保存する場合、暗号技術を用いなけ
ればならない。ただし、防衛省への納入又
は提出物件等である場合には、防衛省の
指示に従うものとする。※１０⑺ 電子政府
推奨暗号等の利用を参照
ウ：可搬記憶媒体の破棄又は再利用 →
防衛関連企業は、保護すべきデータの保
存に利用した可搬記憶媒体を破棄する場
合、保護すべきデータが復元できない状態
であることを点検した上、可搬記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

8章14.クリアデスクポリシー

2 管理者等管理情報システムの維持に責任を有する者は、管理対象情報を記録
し、又は記録のために用いる可搬式記録媒体の管理簿（保守及び点検の記
録、持ち出した場合の持ち出しの記録、データの消去の記録、廃棄した場合の
廃棄方法及びデータの消去の記録、セキュリティパッチの状況等の記録を含
む。）を作成し、合理的な期間保管する。

8 3 1 取外し可能な媒
体の管理

管理策
 組織が採用した分類体系に従って，取外
し可能な媒体の管理のための手順を実施
することが望ましい。

9 通信及び運
用管理

(6) 総括者は、次のアからエまでに掲げる内容
を含む記憶媒体の取扱いに関する管理手
順を作成し、関係社員に周知すること。
ア:記憶媒体を使用するときは、総括者又
はその指定する者がその都度許可を与え
ること。
イ:記憶媒体の貸出・返却に関する記録を
残すこと。
ウ:記憶媒体に情報を記録するときは、秘
匿すること。
エ:記憶媒体の内容の複製及び破棄手順
に関すること。

70 13 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
の記
録

・保護すべき情報に係る重要な記録の保管期
間を定めていること。
・重要な記録は、施錠したロッカー等において
保管又は暗号技術を用いる等

厳密に保護することを定めていること。
・適切に鍵を管理することを定めていること。
・重要な記録は、施錠したロッカー等において
保管又は暗号技術を用いる等

厳密に保護されていること。
・適切に鍵が管理されていること。

13 遵守状況等 ⑵ 情報セ
キュリ
ティの
記録

防衛関連企業は、保護すべき情報に係る
重要な記録（複製記録、持ち出し記録及び
監査記録等）の保管期間（少なくとも契約
履行後１年間）を定めた上、施錠したロッ
カー等において保管又は暗号技術を用い
る等厳密に保護するとともに、適切に鍵を
管理しなければならない。

該当無し

3 事業者は、電子情報である管理対象情報を可搬式記録媒体に記録する場合
は、暗号技術を用いる。

10 1 1 暗号による管理
策の利用方針

管理策
 情報を保護するための暗号による管理策
の利用に関する方針は，策定し，実施する
ことが望ましい。

9 通信及び運
用管理

(6) 総括者は、次のアからエまでに掲げる内容
を含む記憶媒体の取扱いに関する管理手
順を作成し、関係社員に周知すること。
ア:記憶媒体を使用するときは、総括者又
はその指定する者がその都度許可を与え
ること。
イ:記憶媒体の貸出・返却に関する記録を
残すこと。
ウ:記憶媒体に情報を記録するときは、秘
匿すること。
エ:記憶媒体の内容の複製及び破棄手順
に関すること。

36 10 (4) イ 可搬
記憶
媒体
への
保存

・可搬記憶媒体へ保存する場合、暗号技術を
用いることを定めていること。

10 通信及び運用
管理

⑷ 可搬
記憶
媒体
の取
扱い

ア：可搬記憶媒体の管理 → 防衛関連企
業は、保護すべきデータを保存した可搬記
憶媒体を施錠したロッカー等において集中
保管し、適切に鍵を管理しなければならな
い。また、可搬記憶媒体は、保護すべき情
報とそれ以外を容易に区別できる処置をし
なければならない。※７⑵ 保護すべき情報
の取扱いを参照
イ：可搬記憶媒体への保存 → 防衛関連
企業は、保護すべきデータを可搬記憶媒
体に保存する場合、暗号技術を用いなけ
ればならない。ただし、防衛省への納入又
は提出物件等である場合には、防衛省の
指示に従うものとする。※１０⑺ 電子政府
推奨暗号等の利用を参照
ウ：可搬記憶媒体の破棄又は再利用 →
防衛関連企業は、保護すべきデータの保
存に利用した可搬記憶媒体を破棄する場
合、保護すべきデータが復元できない状態
であることを点検した上、可搬記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

該当無し

4 事業者は、管理対象情報を記録した可搬式記録媒体を施錠することができる
ロッカー等に集中的に保管し、その鍵等を適切に管理する。

6 2 1 モバイル機器の
方針

管理策
 モバイル機器を用いることによって生じる
リスクを管理するために，方針及びその方
針を支援するセキ ュリティ対策を採用する
ことが望ましい。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(6) 総括者は、秘密保全施設内に常設するパ
ソコン及び記憶媒体のうち固定可能なもの
にあってはセキュリティワイヤなどにより固
定の上、これを施錠することとし、又は固定
することが困難なものにあってはロッカー
等に保管の上、これを施錠すること。この
場合、セキュリティワイヤ又はロッカー等の
鍵は、総括者又はその指定する者が、そ
の許可なく使用されることのないよう適切
に管理すること。

70 13 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
の記
録

・保護すべき情報に係る重要な記録の保管期
間を定めていること。
・重要な記録は、施錠したロッカー等において
保管又は暗号技術を用いる等

厳密に保護することを定めていること。
・適切に鍵を管理することを定めていること。
・重要な記録は、施錠したロッカー等において
保管又は暗号技術を用いる等

厳密に保護されていること。
・適切に鍵が管理されていること。

13 遵守状況等 ⑵ 情報セ
キュリ
ティの
記録

防衛関連企業は、保護すべき情報に係る
重要な記録（複製記録、持ち出し記録及び
監査記録等）の保管期間（少なくとも契約
履行後１年間）を定めた上、施錠したロッ
カー等において保管又は暗号技術を用い
る等厳密に保護するとともに、適切に鍵を
管理しなければならない。

該当無し

第三 管理対象情報の
取扱い
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

5 事業者は、可搬式記録媒体に記録した管理対象情報を消去する場合には、復
元できないように上書き消去（データの完全消去）を速やかに行うための手順を
確立する。

該当なし 9 通信及び運
用管理

(6) 総括者は、次のアからエまでに掲げる内容
を含む記憶媒体の取扱いに関する管理手
順を作成し、関係社員に周知すること。
ア:記憶媒体を使用するときは、総括者又
はその指定する者がその都度許可を与え
ること。
イ:記憶媒体の貸出・返却に関する記録を
残すこと。
ウ:記憶媒体に情報を記録するときは、秘
匿すること。
エ:記憶媒体の内容の複製及び破棄手順
に関すること。

37 10 (4) ウ 可搬
記憶
媒体
の破
棄又
は再
利用

・保護すべきデータが復元できない状態である
ことを点検し、物理的に破壊

したのち、破棄し、その旨を記録することを定
めていること。
・復元できない状態であることを点検した後、
再利用することを定めている

こと。
・破棄を記録していること。

10 通信及び運用
管理

⑷ 可搬
記憶
媒体
の取
扱い

ア：可搬記憶媒体の管理 → 防衛関連企
業は、保護すべきデータを保存した可搬記
憶媒体を施錠したロッカー等において集中
保管し、適切に鍵を管理しなければならな
い。また、可搬記憶媒体は、保護すべき情
報とそれ以外を容易に区別できる処置をし
なければならない。※７⑵ 保護すべき情報
の取扱いを参照
イ：可搬記憶媒体への保存 → 防衛関連
企業は、保護すべきデータを可搬記憶媒
体に保存する場合、暗号技術を用いなけ
ればならない。ただし、防衛省への納入又
は提出物件等である場合には、防衛省の
指示に従うものとする。※１０⑺ 電子政府
推奨暗号等の利用を参照
ウ：可搬記憶媒体の破棄又は再利用 →
防衛関連企業は、保護すべきデータの保
存に利用した可搬記憶媒体を破棄する場
合、保護すべきデータが復元できない状態
であることを点検した上、可搬記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

3章3.媒体の処分

6 事業者は、５の手順に従い管理対象情報が消去された可搬式記録媒体に限
り、その使用を認める。

該当なし 該当なし 37 10 (4) ウ 可搬
記憶
媒体
の破
棄又
は再
利用

・保護すべきデータが復元できない状態である
ことを点検し、物理的に破壊

したのち、破棄し、その旨を記録することを定
めていること。
・復元できない状態であることを点検した後、
再利用することを定めている

こと。
・破棄を記録していること。

10 通信及び運用
管理

⑷ 可搬
記憶
媒体
の取
扱い

ア：可搬記憶媒体の管理 → 防衛関連企
業は、保護すべきデータを保存した可搬記
憶媒体を施錠したロッカー等において集中
保管し、適切に鍵を管理しなければならな
い。また、可搬記憶媒体は、保護すべき情
報とそれ以外を容易に区別できる処置をし
なければならない。※７⑵ 保護すべき情報
の取扱いを参照
イ：可搬記憶媒体への保存 → 防衛関連
企業は、保護すべきデータを可搬記憶媒
体に保存する場合、暗号技術を用いなけ
ればならない。ただし、防衛省への納入又
は提出物件等である場合には、防衛省の
指示に従うものとする。※１０⑺ 電子政府
推奨暗号等の利用を参照
ウ：可搬記憶媒体の破棄又は再利用 →
防衛関連企業は、保護すべきデータの保
存に利用した可搬記憶媒体を破棄する場
合、保護すべきデータが復元できない状態
であることを点検した上、可搬記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

該当無し

7 事業者は、管理対象情報が記録されたサーバや可搬式記録媒体の廃棄を行う
場合には、 ハードディスクドライブ等全体に対して上書き消去（デー タの完全
消去）を行い、その消去を確認した上で、物理的な破壊を行うための手順を確
立する。

11 2 7 装置のセキュリ
ティを保った処
分又は再利用

管理策
 記憶媒体を内蔵した全ての装置は，処分
又は再利用する前に，全ての取扱いに慎
重を要するデータ及びライセンス供与され
たソフトウェアを消去していること，又はセ
キュリティを保って上書きしていることを確
実にするために，検証することが望まし
い。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(8) 秘密に係る業務に使用したパソコン等を処
分又は修理するときは、次のア及びイに掲
げる措置を実施すること。ア:パソコン等は
物理的に破壊し、又はいかなる方法にお
いても記録又は保存された内容を再現す
ることができない状態にし、秘密の漏えい
を防止すること。
イ:処分又は修理に当たっては、総括者又
はその指定する者が必ず監督し、その実
施状況を記録すること。この場合、総括者
の指定する者が当該監督を行ったときは、
総括者に速やかに当該実施状況を報告す
ること。

37 10 (4) ウ 可搬
記憶
媒体
の破
棄又
は再
利用

・保護すべきデータが復元できない状態である
ことを点検し、物理的に破壊

したのち、破棄し、その旨を記録することを定
めていること。
・復元できない状態であることを点検した後、
再利用することを定めている

こと。
・破棄を記録していること。

10 通信及び運用
管理

⑷ 可搬
記憶
媒体
の取
扱い

ア：可搬記憶媒体の管理 → 防衛関連企
業は、保護すべきデータを保存した可搬記
憶媒体を施錠したロッカー等において集中
保管し、適切に鍵を管理しなければならな
い。また、可搬記憶媒体は、保護すべき情
報とそれ以外を容易に区別できる処置をし
なければならない。※７⑵ 保護すべき情報
の取扱いを参照
イ：可搬記憶媒体への保存 → 防衛関連
企業は、保護すべきデータを可搬記憶媒
体に保存する場合、暗号技術を用いなけ
ればならない。ただし、防衛省への納入又
は提出物件等である場合には、防衛省の
指示に従うものとする。※１０⑺ 電子政府
推奨暗号等の利用を参照
ウ：可搬記憶媒体の破棄又は再利用 →
防衛関連企業は、保護すべきデータの保
存に利用した可搬記憶媒体を破棄する場
合、保護すべきデータが復元できない状態
であることを点検した上、可搬記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

該当無し

8 事業者は、管理情報システムを構成する機器の廃棄を行う場合には、データを
消去すること等により読み取りができない状態にするための手順を確立する。

11 2 7 装置のセキュリ
ティを保った処
分又は再利用

管理策
 記憶媒体を内蔵した全ての装置は，処分
又は再利用する前に，全ての取扱いに慎
重を要するデータ及びライセンス供与され
たソフトウェアを消去していること，又はセ
キュリティを保って上書きしていることを確
実にするために，検証することが望まし
い。

8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(8) 秘密に係る業務に使用したパソコン等を処
分又は修理するときは、次のア及びイに掲
げる措置を実施すること。ア:パソコン等は
物理的に破壊し、又はいかなる方法にお
いても記録又は保存された内容を再現す
ることができない状態にし、秘密の漏えい
を防止すること。
イ:処分又は修理に当たっては、総括者又
はその指定する者が必ず監督し、その実
施状況を記録すること。この場合、総括者
の指定する者が当該監督を行ったときは、
総括者に速やかに当該実施状況を報告す
ること。

31 9 (2) エ 保護
シス
テム
の破
棄又
は再
利用

・保護すべきデータが復元できない状態である
ことを点検し、物理的に破壊

したのち、破棄し、その旨を記録することを定
めていること。
・復元できない状態であることを点検した後、
再利用することを定めている

こと。
・破棄を記録していること。

9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑵ 保護シ
ステム
の物
理的
保全
対策

ア：保護システムの設置及び保護 → 防衛
関連企業は、保護システムを設置する場
合、不正なアクセス及び盗難等から保護す
るため、施錠できるラック等に設置又はワ
イヤーで固定する等の措置をとらなければ
ならない。
イ：保護システムの持ち出し → 防衛関連
企業は、経営者等が持ち出しに伴うリスク
を回避することができると判断した場合を
除き、保護システムを取扱施設外に持ち出
してはならない。なお、持ち出しをする場合
は、記録するものとする。
ウ：保護システムの保守及び点検 → 防衛
関連企業は、第三者による保護システム
の保守及び点検を行う場合、必要に応じ
て、保護すべき情報を復元できない状態に
する、又は取り外す等の処置を実施しなけ
ればならない。
エ：保護システムの破棄又は再利用 → 防
衛関連企業は、保護システムを破棄する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した上、記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

3章3.媒体の処分

9 事業者は、管理情報システムを構成する機器及び可搬式記録媒体であって、
個人が所有するもので、管理対象情報を、取り扱わせないための手順を確立
する。

該当なし 8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(7) 総括者は、(3)の規定により設置したパソコ
ン等以外のパソコン等及び携帯型情報通
信機器の秘密保全施設への持込みを原則
として禁止すること。ただし、新設等のた
め、やむを得ずパソコン等の持込みが必
要となった場合には、総括者は、持込むパ
ソコン等について、インストールされている
ソフトウェア等を確認するなど秘密の漏え
いを防止するための措置を講じること。こ
の場合、総括者は、総括者又はその指定
する者が持込みに関する記録簿に所要事
項を記録し、かつ、持ち込むパソコン等が
私有品ではないことを確認した場合に限
り、持込みを許可すること。

13 7 (2) イ 取扱
いの
管理
策

・取扱施設で取り扱うことを定めていること。
・接受等を記録することを定めていること。
・個人が所有する情報システム及び可搬記憶
媒体で取り扱ってはならないこ

とを定めていること。
・（やむを得ない場合）事前に防衛省の許可を
得る手続を定めていること。
・防衛省の指示に従い、返却、提出、破棄等必
要な措置をとることを定めて

いること。
・防衛省から、保護すべき情報の破棄を求め
られた場合であって、当該情報

を引き続き保有する必要がある場合には、そ
の理由を添えて、発注者(防衛

省との直接契約関係にある防衛関連企業を
いう。以下同じ。)を経由して防

衛省(調達要求元)に協議を求めることができ
ることを定めていること。
・接受等が適切に記録されていること。

7 保護すべき情
報の管理

⑵ 保護す
べき情
報の
取扱い

ア：保護すべき情報の目録
防衛関連企業は、保護すべき情報の現

状（保管場所等）が分かる目録を作成し、
維持しなければならない。
イ：取扱いの管理策	
（ア）防衛関連企業は、保護すべき情報を
取扱施設において取り扱うとともに、保護
すべき情報を接受、作成、製作、複製、持
ち出し（貸出を含む。）及び破棄する場合
は、記録しなければならない。
（イ）防衛関連企業は、保護すべき情報を
個人が所有する情報システム及び可搬記
憶媒体において取り扱ってはならず、やむ
を得ない場合は、事前に防衛省の許可を
得なければならない。
（ウ）防衛関連企業は、契約終了後、防衛
省の指示に従い、保護すべき情報の返
却、提出等必要な措置をとらなければなら
ない。
（エ）防衛関連企業は、契約終了後、防衛
省から保護すべき情報の破棄を求められ
た場合であって、当該情報を引き続き保有
する必要があるときは、その理由を添えて
防衛省に協議を求めることができる。

該当無し
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

10 事業者は、管理対象情報を電子メールで送信する場合は、送信する管理対象
情報又は電子メールそのものについて暗号化すること等の適切な措置を講ず
るための手順を確立する。

13 2 1 情報転送の方
針及び手順

管理策
 あらゆる形式の通信設備を利用した情報
転送を保護するために，正式な転送方針，
手順及び管理策を備えることが望ましい。

該当なし 41 10 (5) エ 保護
すべ
き
デー
タの
伝達

・保護すべきデータを伝達する場合には、保護
すべきデータが既に暗号技術

を用いて保存されている、通信事業者の回
線区間に暗号技術を用いる又は

電子メール等に暗号技術を用いることのい
ずれかによって、保護すべきデ

ータを保護しなければならないことを定めて
いる。（漏えいのおそれのな

い取扱施設内で有線での伝達をする場合を
除く。）。
・電子メール等による伝達など、暗号技術を用
いるに当たって個人の操作を

要するものについて、その旨の教育を行うな
ど、確実な実施のための方策

がとられていること。

10 通信及び運用
管理

⑸ 情報
の伝
達及び
送達

ア：保護すべき情報の伝達 → 防衛関連企
業は、通信機器（携帯電話等）を用いて保
護すべき情報を伝達する場合、伝達に伴う
リスクを経営者等が判断の上、必要に応じ
そのリスクから保護しなければならない。
イ：伝達及び送達に関する合意 → 防衛関
連企業は、保護すべき情報を伝達及び送
達する場合には、守秘義務を定めた契約
又は合意した相手に対してのみ行われな
ければならない。
ウ：送達中の管理策 → 防衛関連企業は、
保護すべき文書等を送達する場合には、
送達途中において、許可されていないアク
セス及び不正使用等から保護しなければ
ならない。
エ：保護すべきデータの伝達 → 防衛関連
企業は、保護すべきデータを伝達する場合
には、保護すべきデータが既に暗号技術
を用いて保存され、通信事業者の回線区
間に暗号技術を用い、又は電子メール等
に暗号技術を用いることのいずれかによっ
て、保護すべきデータを保護しなければな
らない。ただし、漏えいのおそれがないと認
められる取扱施設内において、有線で伝
達が行われる場合は、この限りでない。※
１０⑺ 電子政府推奨暗号等の利用を参照

8章20.電子メールの利用

11 事業者は、管理対象情報を電子メールで送信する場合又は受信する場合に、
その送受信のログを合理的な期間保存する。

13 2 2 情報転送に関
する合意

管理策
 合意では，組織と外部関係者との間の業
務情報のセキュリティを保った転送につい
て，取り扱うことが望ましい。

該当なし 該当なし 該当なし 8章10.ウイルス感染・フィッシング・情報漏
洩の防止

12 事業者は、管理対象情報を可搬式記録媒体に保存した上で管理情報システム
からの消去を行うこと、他者から預けられた管理対象情報であって可搬式記録
媒体に記録されたものを事業者の可搬式記録媒体にのみ保存し、利用するこ
と等により、当該管理対象情報を、必要最小限の範囲で取り扱うための手順を
確立する。

該当なし 8 物理的及び
環境的セ
キュリティ

(8) 秘密に係る業務に使用したパソコン等を処
分又は修理するときは、次のア及びイに掲
げる措置を実施すること。ア:パソコン等は
物理的に破壊し、又はいかなる方法にお
いても記録又は保存された内容を再現す
ることができない状態にし、秘密の漏えい
を防止すること。
イ:処分又は修理に当たっては、総括者又
はその指定する者が必ず監督し、その実
施状況を記録すること。この場合、総括者
の指定する者が当該監督を行ったときは、
総括者に速やかに当該実施状況を報告す
ること。

該当なし 該当なし 該当無し

事業者は、管理対象情報を当該事業者の管理に属する従業員等以外の者（以
下「外部委託先等」という。）に渡し、取り扱わせる場合には、当該管理対象情
報の第三者への開示の禁止等を含む秘密保持契約を締結した後で引き渡す
取組が習慣化し、文書等に定めがなくてもその事業者の従業員等において行
動が実践されている状態を確立した上で、以下に掲げる事項のうちこの告示の
Ⅰの第二の２により必要と決定した措置を実施することを通じて、外部委託先
等における管理対象情報の適切な管理を確保する。

14 2 7 外部委託による
開発

管理策
 組織は，外部委託したシステム開発活動
を監督し，監視することが望ましい。

5 組織のセ
キュリティ

(5) 秘密保全施設内で使用する情報システム
に関する外部委託は、原則として禁止す
る。ただし、保守等のため、やむを得ず外
部委託をしなければならない場合には、総
括者は、少なくとも次のアからエまでに掲
げる措置を講ずること。
ア:外部委託を受ける者との間において、
秘密保全のために必要な契約を締結する
こと等により、秘密保全上の注意点及び要
求事項を明示的に義務付けること。
イ:外部委託を受ける者は、甲が、当該情
報システムが設置されている秘密保全施
設への立入りを事前に許可した者に限るこ
と。
ウ:外部委託を受ける者による保守等に当
たっては、当該情報システムから秘密に係
る情報を消去した後に行わせることとする
ほか、秘密保全施設内において管理され
ている他の秘密に接触することのないよう
措置を講ずること。
エ:総括者又はその指定する者は、外部委
託を受けた者が保守等の作業を行ってい
る間、立ち会い、及び必要な監視を行うこ
と。この場合において、総括者の指定する
者が立ち会い、又は必要な監視を行ったと
きは、総括者の指定する者は、総括者に
対し速やかに外部委託を受けた者の秘密
保全上の注意点及び要求事項の遵守状
況等について報告すること。

7 6 (2) 保護
すべ
き情
報を
取り
扱う
下請
負者

・保護すべき情報を請け負わせる場合には、
契約上の義務に本基準に基づい

た実施を含めるとともに、確認を実施し、防
衛省へ届け出ることを定めて

いること。

6 組織のセキュリ
ティ

⑵ 保護す
べき情
報を取
り扱う
下請
負者

防衛関連企業は、当該契約の履行に当た
り、保護すべき情報を取り扱う業務を下請
負者に請け負わせる場合、本基準に基づく
情報セキュリティ対策の実施を当該下請負
者との間で契約し、当該業務を始める前
に、防衛省が定める確認事項に基づき、当
該下請負者において情報セキュリティが確
保されることを確認した後、防衛省に届け
出なければならない。ただし、輸送その他
の保護すべき情報を知り得ないと防衛関
連企業が認める業務を請け負わせる場合
は、この限りでない。

該当無し

1 事業者は、管理対象情報を外部委託先等に取り扱わせる場合には、当該外部
委託先等からの情報の流出等のリスクを考慮し、真に必要な取引であるかを検
討した上で行う。

14 2 7 外部委託による
開発

管理策
 組織は，外部委託したシステム開発活動
を監督し，監視することが望ましい。

5 組織のセ
キュリティ

(5) 秘密保全施設内で使用する情報システム
に関する外部委託は、原則として禁止す
る。ただし、保守等のため、やむを得ず外
部委託をしなければならない場合には、総
括者は、少なくとも次のアからエまでに掲
げる措置を講ずること。
ア:外部委託を受ける者との間において、
秘密保全のために必要な契約を締結する
こと等により、秘密保全上の注意点及び要
求事項を明示的に義務付けること。
イ:外部委託を受ける者は、甲が、当該情
報システムが設置されている秘密保全施
設への立入りを事前に許可した者に限るこ
と。
ウ:外部委託を受ける者による保守等に当
たっては、当該情報システムから秘密に係
る情報を消去した後に行わせることとする
ほか、秘密保全施設内において管理され
ている他の秘密に接触することのないよう
措置を講ずること。
エ:総括者又はその指定する者は、外部委
託を受けた者が保守等の作業を行ってい
る間、立ち会い、及び必要な監視を行うこ
と。この場合において、総括者の指定する
者が立ち会い、又は必要な監視を行ったと
きは、総括者の指定する者は、総括者に
対し速やかに外部委託を受けた者の秘密
保全上の注意点及び要求事項の遵守状
況等について報告すること。

該当なし 該当なし 該当無し

2 事業者は、管理対象情報の取扱いを外部委託先等に行わせる場合には、当該
外部委託先等が、管理対象情報を適切に管理し、かつ、当該事業者の要請に
適切に対応できる能力を有するか否かについて事前に確認する。この確認は、
基本的には、自らが講じている管理対象情報の適切な管理に係る取組と同等
以上の取組が外部委託先等において行われているか否かを確認し、特に、外
部委託先等が海外企業である場合等には、物理的に管理が行き届かないこと
や、法律や商慣行の違い等により漏えいリスクが高まる可能性も考えられるた
め より確実に行う

15 2 1 供給者のサー
ビス提供の監
視及びレビュー

管理策
 組織は，供給者のサービス提供を定常的
に監視し，レビューし，監査することが望ま
しい。

該当なし 該当なし 該当なし 10章1.1委託開始前の委託先評価

3 事業者は、管理対象情報を外部委託先等に渡す場合の当該外部委託先等の
事前の確認及び評価のための手順を確立する。

14 2 7 外部委託による
開発

管理策
 組織は，外部委託したシステム開発活動
を監督し，監視することが望ましい。

該当なし 7 6 (2) 保護
すべ
き情
報を
取り
扱う
下請
負者

・保護すべき情報を請け負わせる場合には、
契約上の義務に本基準に基づい

た実施を含めるとともに、確認を実施し、防
衛省へ届け出ることを定めて

いること。

6 組織のセキュリ
ティ

⑵ 保護す
べき情
報を取
り扱う
下請
負者

防衛関連企業は、当該契約の履行に当た
り、保護すべき情報を取り扱う業務を下請
負者に請け負わせる場合、本基準に基づく
情報セキュリティ対策の実施を当該下請負
者との間で契約し、当該業務を始める前
に、防衛省が定める確認事項に基づき、当
該下請負者において情報セキュリティが確
保されることを確認した後、防衛省に届け
出なければならない。ただし、輸送その他
の保護すべき情報を知り得ないと防衛関
連企業が認める業務を請け負わせる場合
は、この限りでない。

10章1.1委託開始前の委託先評価

Ⅵ 管理対象情報を
その管理対象情
報を保有する事
業者以外の者に
渡す場合の措置

第一 外部委託先等に
管理対象情報を
取り扱わせる前
の確認
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

4 事業者は、必要に応じて、外部委託先等に対して、作成したこの告示のⅦの第
四の方針等を周知する。

該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(5) 秘密保全施設内で使用する情報システム
に関する外部委託は、原則として禁止す
る。ただし、保守等のため、やむを得ず外
部委託をしなければならない場合には、総
括者は、少なくとも次のアからエまでに掲
げる措置を講ずること。
ア:外部委託を受ける者との間において、
秘密保全のために必要な契約を締結する
こと等により、秘密保全上の注意点及び要
求事項を明示的に義務付けること。
イ:外部委託を受ける者は、甲が、当該情
報システムが設置されている秘密保全施
設への立入りを事前に許可した者に限るこ
と。
ウ:外部委託を受ける者による保守等に当
たっては、当該情報システムから秘密に係
る情報を消去した後に行わせることとする
ほか、秘密保全施設内において管理され
ている他の秘密に接触することのないよう
措置を講ずること。
エ:総括者又はその指定する者は、外部委
託を受けた者が保守等の作業を行ってい
る間、立ち会い、及び必要な監視を行うこ
と。この場合において、総括者の指定する
者が立ち会い、又は必要な監視を行ったと
きは、総括者の指定する者は、総括者に
対し速やかに外部委託を受けた者の秘密
保全上の注意点及び要求事項の遵守状
況等について報告すること。

1 5 (1) 情報
セ
キュリ
ティ
基本
方針
及び
情報
セ
キュリ
ティ
基準

・保護すべき情報を取り扱う可能性のある全て
の者に周知することを定めて

いること。
・必要に応じて下請負者へ周知することを定め
ていること。

5 情報セキュリ
ティの基本方針
等

⑴ 情報セ
キュリ
ティ基
本方
針及び
情報セ
キュリ
ティ基
準

経営者等は、情報セキュリティ基本方針及
び情報セキュリティ基準を承認し、保護す
べき情報を取り扱う可能性のあるすべての
者（取扱者を含む。）に周知しなければなら
ない。また、必要に応じて保護すべき情報
を取り扱う下請負者に周知しなければなら
ない。

該当無し

該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(5) 秘密保全施設内で使用する情報システム
に関する外部委託は、原則として禁止す
る。ただし、保守等のため、やむを得ず外
部委託をしなければならない場合には、総
括者は、少なくとも次のアからエまでに掲
げる措置を講ずること。
ア:外部委託を受ける者との間において、
秘密保全のために必要な契約を締結する
こと等により、秘密保全上の注意点及び要
求事項を明示的に義務付けること。
イ:外部委託を受ける者は、甲が、当該情
報システムが設置されている秘密保全施
設への立入りを事前に許可した者に限るこ
と。
ウ:外部委託を受ける者による保守等に当
たっては、当該情報システムから秘密に係
る情報を消去した後に行わせることとする
ほか、秘密保全施設内において管理され
ている他の秘密に接触することのないよう
措置を講ずること。
エ:総括者又はその指定する者は、外部委
託を受けた者が保守等の作業を行ってい
る間、立ち会い、及び必要な監視を行うこ
と。この場合において、総括者の指定する
者が立ち会い、又は必要な監視を行ったと
きは、総括者の指定する者は、総括者に
対し速やかに外部委託を受けた者の秘密
保全上の注意点及び要求事項の遵守状
況等について報告すること。

‐ ‐ 10章1.2委託契約及び秘密保持契約の締
結

一 外部委託先等は、提供された管理
対象情報の取扱者を限定すること。

15 1 2 供給者との合
意におけるセ
キュリティの取
扱い

管理策
 関連する全ての情報セキュリティ要求事
項を確立し，組織の情報に対して，アクセ
ス，処理，保存若しくは通信を行う，又は組
織の情報のための IT 基盤を提供する可
能性のあるそれぞれの供給者と，この要
求事項について合意することが望ましい。

5 組織のセ
キュリティ

(5) 秘密保全施設内で使用する情報システム
に関する外部委託は、原則として禁止す
る。ただし、保守等のため、やむを得ず外
部委託をしなければならない場合には、総
括者は、少なくとも次のアからエまでに掲
げる措置を講ずること。
ア:外部委託を受ける者との間において、
秘密保全のために必要な契約を締結する
こと等により、秘密保全上の注意点及び要
求事項を明示的に義務付けること。
イ:外部委託を受ける者は、甲が、当該情
報システムが設置されている秘密保全施
設への立入りを事前に許可した者に限るこ
と。
ウ:外部委託を受ける者による保守等に当
たっては、当該情報システムから秘密に係
る情報を消去した後に行わせることとする
ほか、秘密保全施設内において管理され
ている他の秘密に接触することのないよう
措置を講ずること。
エ:総括者又はその指定する者は、外部委
託を受けた者が保守等の作業を行ってい
る間、立ち会い、及び必要な監視を行うこ
と。この場合において、総括者の指定する
者が立ち会い、又は必要な監視を行ったと
きは、総括者の指定する者は、総括者に
対し速やかに外部委託を受けた者の秘密
保全上の注意点及び要求事項の遵守状
況等について報告すること。

19 8 (2) 取扱
者名
簿

・取扱者名簿を作成し、又は更新したときは、
発注者を経由して各取扱者に

ついて防衛省に届け出て同意を得ることを定
めていること。
・取扱者名簿には、取扱者の氏名、生年月
日、所属する部署、役職、国籍等

が記載されていること。
・取扱者名簿には、保護すべき情報に接する
全ての者（保護すべき情報に接

する役員（持分会社にあっては社員を含む。
以下同じ。）、管理職員、派

遣社員、契約社員、パート、アルバイト等を
含む。この場合において、当

該者が、自らが保護すべき情報に接している
との認識の有無を問わない。

）が記載されていること。

8 人的セキュリ
ティ

⑵ 取扱
者名
簿

防衛関連企業は、取扱者名簿（取扱者の
氏名、生年月日、所属する部署、役職、国
籍等が記載されたものをいう。以下同じ。）
を作成又は更新し、その都度、保護すべき
情報を取り扱う前に防衛省に届け出て同
意を得なければならない。また、防衛関連
企業は、下請負者及び保護すべき情報を
開示する第三者の取扱者名簿について
も、同様の措置をとらなければならない。

10章1.2委託契約及び秘密保持契約の締
結

二 外部委託先等は、提供された管理
対象情報の取扱者の氏名等を明ら
かにすること。

15 1 2 供給者との合
意におけるセ
キュリティの取
扱い

管理策
 関連する全ての情報セキュリティ要求事
項を確立し，組織の情報に対して，アクセ
ス，処理，保存若しくは通信を行う，又は組
織の情報のための IT 基盤を提供する可
能性のあるそれぞれの供給者と，この要
求事項について合意することが望ましい。

5 組織のセ
キュリティ

(5) 秘密保全施設内で使用する情報システム
に関する外部委託は、原則として禁止す
る。ただし、保守等のため、やむを得ず外
部委託をしなければならない場合には、総
括者は、少なくとも次のアからエまでに掲
げる措置を講ずること。
ア:外部委託を受ける者との間において、
秘密保全のために必要な契約を締結する
こと等により、秘密保全上の注意点及び要
求事項を明示的に義務付けること。
イ:外部委託を受ける者は、甲が、当該情
報システムが設置されている秘密保全施
設への立入りを事前に許可した者に限るこ
と。
ウ:外部委託を受ける者による保守等に当
たっては、当該情報システムから秘密に係
る情報を消去した後に行わせることとする
ほか、秘密保全施設内において管理され
ている他の秘密に接触することのないよう
措置を講ずること。
エ:総括者又はその指定する者は、外部委
託を受けた者が保守等の作業を行ってい
る間、立ち会い、及び必要な監視を行うこ
と。この場合において、総括者の指定する
者が立ち会い、又は必要な監視を行ったと
きは、総括者の指定する者は、総括者に
対し速やかに外部委託を受けた者の秘密
保全上の注意点及び要求事項の遵守状
況等について報告すること。

19 8 (2) 取扱
者名
簿

・取扱者名簿を作成し、又は更新したときは、
発注者を経由して各取扱者に

ついて防衛省に届け出て同意を得ることを定
めていること。
・取扱者名簿には、取扱者の氏名、生年月
日、所属する部署、役職、国籍等

が記載されていること。
・取扱者名簿には、保護すべき情報に接する
全ての者（保護すべき情報に接

する役員（持分会社にあっては社員を含む。
以下同じ。）、管理職員、派

遣社員、契約社員、パート、アルバイト等を
含む。この場合において、当

該者が、自らが保護すべき情報に接している
との認識の有無を問わない。

）が記載されていること。

8 人的セキュリ
ティ

⑵ 取扱
者名
簿

防衛関連企業は、取扱者名簿（取扱者の
氏名、生年月日、所属する部署、役職、国
籍等が記載されたものをいう。以下同じ。）
を作成又は更新し、その都度、保護すべき
情報を取り扱う前に防衛省に届け出て同
意を得なければならない。また、防衛関連
企業は、下請負者及び保護すべき情報を
開示する第三者の取扱者名簿について
も、同様の措置をとらなければならない。

10章1.2委託契約及び秘密保持契約の締
結

事業者は、管理対象情報を外部委託先等に提供する前に、以下の事項のうち
必要なものを含む秘密保持契約の締結又はこれに準ずる法的拘束力のある取
決めを交わす取組が習慣化し、文書等の定めがなくてもその事業者の従業員
等において行動が実践されている状態を確立する。

1第二 秘密保持契約
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

三 外部委託先等における提供された
管理対象情報の取扱者の範囲が
Need to Knowの原則に照らして必
要最小限であることを、当該管理対
象情報を提供する者が確認するこ
と。

該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(5) 秘密保全施設内で使用する情報システム
に関する外部委託は、原則として禁止す
る。ただし、保守等のため、やむを得ず外
部委託をしなければならない場合には、総
括者は、少なくとも次のアからエまでに掲
げる措置を講ずること。
ア:外部委託を受ける者との間において、
秘密保全のために必要な契約を締結する
こと等により、秘密保全上の注意点及び要
求事項を明示的に義務付けること。
イ:外部委託を受ける者は、甲が、当該情
報システムが設置されている秘密保全施
設への立入りを事前に許可した者に限るこ
と。
ウ:外部委託を受ける者による保守等に当
たっては、当該情報システムから秘密に係
る情報を消去した後に行わせることとする
ほか、秘密保全施設内において管理され
ている他の秘密に接触することのないよう
措置を講ずること。
エ:総括者又はその指定する者は、外部委
託を受けた者が保守等の作業を行ってい
る間、立ち会い、及び必要な監視を行うこ
と。この場合において、総括者の指定する
者が立ち会い、又は必要な監視を行ったと
きは、総括者の指定する者は、総括者に
対し速やかに外部委託を受けた者の秘密
保全上の注意点及び要求事項の遵守状
況等について報告すること。

55 11 (2) ウ 管理
者権
限の
管理

・管理者権限の利用は必要最低限とすること
を定めていること。

11 アクセス制御 ⑵ 利用
者の
管理

ア：利用者の登録管理 → 防衛関連企業
は、取扱者による保護システムへのアクセ
スを許可し、適切なアクセス権を付与する
ため、保護システムの利用者としての登録
及び登録の削除をしなければならない。
イ：パスワードの割当て → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対して初期
又は仮パスワードを割り当てる場合、容易
に推測されないパスワードを割り当てるも
のとし、機密性に配慮した方法で配布する
ものとする。なお、パスワードより強固な手
段（生体認証等）を採用又は併用している
場合は、本項目の適用を除外することがで
きる。
ウ：管理者権限の管理 → 保護システムの
管理者権限は、必要最低限の利用にとど
めなければならない。
エ：アクセス権の見直し → 防衛関連企業
は、保護システムの利用者に対するアクセ
ス権の割当てについては、定期的及び必
要に応じて見直しを実施しなければならな
い。

10章1.2委託契約及び秘密保持契約の締
結

四 外部委託先等は、外部委託先等に
おける提供された管理対象情報の
取扱者による管理対象情報へのア
クセスを記録し、管理すること。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 10章1.2委託契約及び秘密保持契約の締
結

五 外部委託先等は、提供された管理
対象情報の複製、廃棄等をした場合
の管理簿を作成し、合理的な期間保
管すること。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 10章1.2委託契約及び秘密保持契約の締
結

六 外部委託先等は、管理対象情報を
提供する者から求められている場合
には、当該管理対象情報を提供す
る者に対して、当該管理対象情報の
複製、廃棄等をした旨の通知を行う
こと。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 10章1.2委託契約及び秘密保持契約の締
結

七 外部委託先等は、提供された管理
対象情報に係る契約の満了時又は
解除時において、当該管理対象情
報を速やかに廃棄又は返還等をす
ること。

該当なし 該当なし 23 8 (6) 保護
すべ
き情
報の
返却

・保護すべき情報に接する必要が無くなった場
合は、管理者へ返却すること

を定めていること。
・保護すべき情報は、管理者へ返却されてい
ること。

8 人的セキュリ
ティ

⑹ 保護す
べき情
報の
返却

防衛関連企業は、取扱者の雇用契約の終
了又は取扱者との契約合意内容の変更に
伴い、保護すべき情報に接する必要がなく
なった場合には、取扱者が保有する保護
すべき情報を管理者へ返却させなければ
ならない。

10章1.2委託契約及び秘密保持契約の締
結

八 外部委託先等は、管理対象情報を
提供する者に対して、当該管理対象
情報の状況について、定期的に報
告をすること。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 10章1.2委託契約及び秘密保持契約の締
結

九 外部委託先等において、定期的又
は不定期に管理対象情報を提供す
る者からの監査を受け入れること。

該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(5) 秘密保全施設内で使用する情報システム
に関する外部委託は、原則として禁止す
る。ただし、保守等のため、やむを得ず外
部委託をしなければならない場合には、総
括者は、少なくとも次のアからエまでに掲
げる措置を講ずること。
ア:外部委託を受ける者との間において、
秘密保全のために必要な契約を締結する
こと等により、秘密保全上の注意点及び要
求事項を明示的に義務付けること。
イ:外部委託を受ける者は、甲が、当該情
報システムが設置されている秘密保全施
設への立入りを事前に許可した者に限るこ
と。
ウ:外部委託を受ける者による保守等に当
たっては、当該情報システムから秘密に係
る情報を消去した後に行わせることとする
ほか、秘密保全施設内において管理され
ている他の秘密に接触することのないよう
措置を講ずること。
エ:総括者又はその指定する者は、外部委
託を受けた者が保守等の作業を行ってい
る間、立ち会い、及び必要な監視を行うこ
と。この場合において、総括者の指定する
者が立ち会い、又は必要な監視を行ったと
きは、総括者の指定する者は、総括者に
対し速やかに外部委託を受けた者の秘密
保全上の注意点及び要求事項の遵守状
況等について報告すること。

6 6 (1) エ 情報
セ
キュリ
ティ
の実
施状
況の
監査

・情報セキュリティの実施状況について、定期
的及び重大な変化が発生した

場合、監査を実施し、必要に応じて是正措置
をとることを定めていること。
・定期的及び重大な変化が発生した場合にお
いて、監査を適切に実施してい
ること。
・監査の実施に関し、その結果を保存している
こと。
・監査の結果、必要な是正措置が適切にとら
れていること。

6 組織のセキュリ
ティ

⑴ 内部
組織

ア：情報セキュリティに対する経営者等の
責任 → 経営者等は、情報セキュリティの
責任に関する明瞭な方向付け、自らの関
与の明示、責任の明確な割当て及び情報
セキュリティ基本方針等の承認等を通し
て、組織内における情報セキュリティの確
保に努めるものとし、組織内において、取
扱者以外の役員、管理職員等を含む従業
員その他の全ての構成員について、取扱
者以外の者は保護すべき情報に接しては
ならず、かつ、職務上の下級者等に対して
その提供を要求してはならないことを定め
なければならない。
イ：責任の割当て → 防衛関連企業は、保
護すべき情報に係るすべての情報セキュ
リティの責任を明確にするため、保護すべ
き情報の管理全般に係る総括的な責任者
及び保護すべき情報と関連する資産ごと
に、それぞれ管理責任者（以下「管理者」と
いう。）を指定しなければならない。
ウ：守秘義務 → 防衛関連企業は、８⑸に
基づき取扱者に要求する事項を特定した
のち、取扱者との間で守秘義務を定めた
契約又は合意をするものとし、要求事項の
定期的な見直しを実施するとともに、情報
セキュリティに係る状況の変化及び情報セ
キュリティ事故が発生した場合は、その都
度、見直しを実施した上、必要に応じて要
求事項を修正しなければならない。
エ：情報セキュリティの実施状況の監査 →
防衛関連企業は、情報セキュリティの実施
状況について、定期的及び情報セキュリ
ティの実施に係る重大な変化が発生した
場合には、監査を実施し、その結果を保存

10章1.2委託契約及び秘密保持契約の締
結

十 管理対象情報を提供する者及び外
部委託先等の両者の責任の下で、
管理対象情報が秘密保持契約等の
対象である旨の表示を提供する管
理対象情報に付し、提供された管理
対象情報の目録を作成し、 最新の
ものに更新し、維持すること。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 10章1.2委託契約及び秘密保持契約の締
結

2 事業者は、秘密保持契約又は取決めのひな形を定める。 該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(5) 秘密保全施設内で使用する情報システム
に関する外部委託は、原則として禁止す
る。ただし、保守等のため、やむを得ず外
部委託をしなければならない場合には、総
括者は、少なくとも次のアからエまでに掲
げる措置を講ずること。
ア:外部委託を受ける者との間において、
秘密保全のために必要な契約を締結する
こと等により、秘密保全上の注意点及び要
求事項を明示的に義務付けること。
イ:外部委託を受ける者は、甲が、当該情
報システムが設置されている秘密保全施
設への立入りを事前に許可した者に限るこ
と。
ウ:外部委託を受ける者による保守等に当
たっては、当該情報システムから秘密に係
る情報を消去した後に行わせることとする
ほか、秘密保全施設内において管理され
ている他の秘密に接触することのないよう
措置を講ずること。
エ:総括者又はその指定する者は、外部委
託を受けた者が保守等の作業を行ってい
る間、立ち会い、及び必要な監視を行うこ
と。この場合において、総括者の指定する
者が立ち会い、又は必要な監視を行ったと
きは、総括者の指定する者は、総括者に
対し速やかに外部委託を受けた者の秘密
保全上の注意点及び要求事項の遵守状
況等について報告すること。

該当なし 4 情報セキュリ
ティ基本方針等
の作成

防衛関連企業は、情報セキュリティ基本方
針等を作成するものとし、その際及び変更
する場合は、本基準との適合性について、
防衛省の確認を受けるものとする。

該当無し
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

事業者は、以下に掲げる事項のうち、この告示のⅠの第二の２により必要と決
定した措置を実施して、管理対象情報の管理の強化を実施する。

該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(4) 総括者又はその指定する者は、秘密保全
規則等の内容及び履行状況を定期的に確
認し、不十分な点があると認めるときは、
直ちに是正のための必要な措置を講ずる
こと。

2 5 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
基本
方針
等の
見直
し

・情報セキュリティ基本方針等を定期的並びに
重大な変化及び事故が発生し

た場合、見直しを実施し、必要に応じて変更
することを定めていること。

5 情報セキュリ
ティの基本方針
等

⑵ 情報セ
キュリ
ティ基
本方
針等
の見
直し

経営者等は、情報セキュリティ基本方針等
を適切、有効及び妥当なものとするため、
定期的な見直しを実施するとともに、情報
セキュリティに係る重大な変化及び情報セ
キュリティ事故が発生した場合は、その都
度、見直しを実施し、必要に応じて情報セ
キュリティ基本方針等を変更しなければな
らない。※６⑴エ情報セキュリティの実施状
況の監査を参照。

該当無し

1 事業者は、管理対象情報をその価値等に応じて段階を設けて管理し、当該段
階に応じてこの告示のⅠの第三の管理者を選任（複数の段階の管理対象情報
に係る管理者を一の者とすることを含む。） し、 価値の高いものであればより
アクセス権者を限定し、物理的措置を複数組み合わせて強化する等の措置を
講ずる。

8 2 1 情報の分類 管理策
 情報は，法的要求事項，価値，重要性，
及び認可されていない開示又は変更に対
して取扱いに慎重を要する度合いの観点
から，分類することが望ましい。

（8.2.3 資産の取扱い）
管理策
 資産の取扱いに関する手順は，組織が採
用した情報分類体系に従って策定し，実施
することが望ましい。

6 特定資料又
は特定物件
の分類及び
管理

(2) 総括者は、特定資料又は特定物件の作成
等を確実に実施するため、関係社員が従
事する作成等の作業ごとに、当該関係社
員の権限及び義務を定め、並びに他の関
係社員による確認、監視等の手順を定め
るとともに、関係社員全員に対する教育、
監督、検査等を適切かつ確実に行うこと。

4 6 (1) イ 責任
の割
当て

・総括責任者を置くことを定めていること。
・管理責任者を置くことを定めていること。

6 組織のセキュリ
ティ

⑴ 内部
組織

ア：情報セキュリティに対する経営者等の責任 → 経
営者等は、情報セキュリティの責任に関する明瞭な
方向付け、自らの関与の明示、責任の明確な割当て
及び情報セキュリティ基本方針等の承認等を通し
て、組織内における情報セキュリティの確保に努める
ものとし、組織内において、取扱者以外の役員、管
理職員等を含む従業員その他の全ての構成員につ
いて、取扱者以外の者は保護すべき情報に接しては
ならず、かつ、職務上の下級者等に対してその提供
を要求してはならないことを定めなければならない。
イ：責任の割当て → 防衛関連企業は、保護すべき
情報に係るすべての情報セキュリティの責任を明確
にするため、保護すべき情報の管理全般に係る総括
的な責任者及び保護すべき情報と関連する資産ごと
に、それぞれ管理責任者（以下「管理者」という。）を
指定しなければならない。
ウ：守秘義務 → 防衛関連企業は、８⑸に基づき取
扱者に要求する事項を特定したのち、取扱者との間
で守秘義務を定めた契約又は合意をするものとし、
要求事項の定期的な見直しを実施するとともに、情
報セキュリティに係る状況の変化及び情報セキュリ
ティ事故が発生した場合は、その都度、見直しを実
施した上、必要に応じて要求事項を修正しなければ
ならない。
エ：情報セキュリティの実施状況の監査 → 防衛関連
企業は、情報セキュリティの実施状況について、定
期的及び情報セキュリティの実施に係る重大な変化
が発生した場合には、監査を実施し、その結果を保
存しなければならない。また、必要に応じて是正措置
をとらなければならない。

3章1.情報資産の管理

2 事業者は、管理対象情報をその価値等に応じて段階を設けて管理する場合で
あって、この告示のⅠの第四の１の（１）の管理簿を作成するときは、その段階
に応じて、管理簿を分けて作成する。

該当なし 6 特定資料又
は特定物件
の分類及び
管理

(1) 総括者は、特定資料又は特定物件の作
成、交付、供覧、保管、廃棄等の管理（以
下「作成等」という。）を確実に実施するた
め、秘密の種類ごと（必要な場合は、これ
に加え機密、極秘及び秘の区分ごと）に必
要な関係簿冊（保管記録、閲覧・貸出記
録、検査記録、立入記録等を記載する簿
冊をいう。以下この号において同じ。）を整
備し、定期的に点検すること。この場合、総
括者は、記録内容の改ざんを防止するた
めの適切な管理を行うとともに、関係簿冊
を秘密保全の責任がある期間（秘密等の
保全又は保護に関する違約金条項の取扱
いについて（防経装第３２７０号。１９.３.２
９）別添の第２条に規定する乙が秘密等を
保全する責任がある期間をいう。）経過後
３年を経過するまでの間保管するものと
し、その後、甲の確認を受け、廃棄するこ
と。

該当なし 該当なし 該当無し

3 事業者は、管理対象情報をその価値等に応じて段階を設けて管理する場合で
あって、当該管理対象情報が電子情報であるときの管理情報システムが提供
する機能について、アクセス権者に対し、提供する機能を制限する。

9 2 3 特権的アクセス
権の管理

管理策
 特権的アクセス権の割当て及び利用は，
制限し，管理することが望ましい。

10 アクセス制御 (1) 総括者は、秘密保全施設内において情報
システムを使用する場合には、関係社員
が取り扱うことができる秘密の種類、関係
社員の役職等に応じた情報システムの利
用可能機能等を規定することにより、アク
セス制御を行うこと。

59 11 (4) ア 機能
の制
限

・保護システムの利用者の職務内容に応じ
て、利用できる機能を制限するこ

とを定めていること。

11 アクセス制御 ⑷ ネット
ワーク
のアク
セス制
御

ア：機能の制限 → 防衛関連企業は、保護
システムの利用者の職務内容に応じて、
利用できる機能を制限し提供しなければな
らない。
イ：ネットワークの接続制御 → 防衛関連
企業は、保護システムの共有ネットワーク
（インターネット等）への接続については、
アクセス制御方針に基づいて実施するとと
もに、接続に伴うリスクから保護しなけれ
ばならない。

該当無し

4 事業者は、管理対象情報のうち特に価値の高いもの等を管理するために立入
制限区域の内部で間仕切りする場合には、入退室口及び警報装置を間仕切り
した区画ごとに独立して設置する。

11 2 1 装置の設置及
び保護

管理策
 装置は，環境上の脅威及び災害からのリ
スク並びに認可されていないアクセスの機
会を低減するように設置し，保護すること
が望ましい。

該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

1 事業者は、管理対象情報に係る保管容器、立入制限区域又はサーバ等が設
置された事業所等全体の敷地の外周を金網等で囲う。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

2 事業者は、管理対象情報に係る保管容器、立入制限区域又はサーバ等が設
置された事業所等全体の敷地の外周を、高さ２ｍ以上の金網等で囲う。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

3 事業者は、管理対象情報に係る保管容器、立入制限区域又はサーバ等が設
置された事業所等全体の敷地の外周を囲う金網等の上部に２本以上の有刺鉄
線等で敷地の外側に向かって角度をつけた忍び返しを設け、全体の高さを2.4
ｍ以上の外柵とする。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

Ⅶ その他の管理対
象情報の管理を
強化するための
措置

管理対象情報の
より強固な管理
のための敷地全
体の防護

第一

第二

管理対象情報の
段階を分けた管
理と対応
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

4 事業者は、管理対象情報に係る保管容器、立入制限区域又はサーバ等が設
置された事業所等全体の敷地の外周には、赤外線警報装置、セキュリティカメ
ラ等警備システムの導入により不審者の侵入に係る視認性を高める措置の導
入を行う。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 6章1.セキュリティ領域の設定

5 事業者は、管理対象情報に係る保管容器、立入制限区域又はサーバ等が設
置された事業所等全体の敷地の外周の警備システムが作動した場合の警備
員等の駆けつけ体制を確保する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 6章1.セキュリティ領域の設定

6 事業者は、管理対象情報に係る保管容器、立入制限区域又はサーバ等が設
置された事業所等全体の敷地の外周及びその周辺をモニターにより警備員等
が常時監視する体制を確保する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

7 事業者は、警備員等により、管理対象情報に係る保管容器、立入制限区域又
はサーバ等が設置された事業所等全体の敷地の外周及びその周辺を４時間
に１回以上巡回監視を実施する体制を確保する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

1 事業者は、外部委託先等に管理対象情報を提供する場合には、可能な限り分
割して引き渡すことにより、管理対象情報の全体が外部委託先等から見てわか
らないようにする取組を行う。

該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(5) 秘密保全施設内で使用する情報システム
に関する外部委託は、原則として禁止す
る。ただし、保守等のため、やむを得ず外
部委託をしなければならない場合には、総
括者は、少なくとも次のアからエまでに掲
げる措置を講ずること。
ア:外部委託を受ける者との間において、
秘密保全のために必要な契約を締結する
こと等により、秘密保全上の注意点及び要
求事項を明示的に義務付けること。
イ:外部委託を受ける者は、甲が、当該情
報システムが設置されている秘密保全施
設への立入りを事前に許可した者に限るこ
と。
ウ:外部委託を受ける者による保守等に当
たっては、当該情報システムから秘密に係
る情報を消去した後に行わせることとする
ほか、秘密保全施設内において管理され
ている他の秘密に接触することのないよう
措置を講ずること。
エ:総括者又はその指定する者は、外部委
託を受けた者が保守等の作業を行ってい
る間、立ち会い、及び必要な監視を行うこ
と。この場合において、総括者の指定する
者が立ち会い、又は必要な監視を行ったと
きは、総括者の指定する者は、総括者に
対し速やかに外部委託を受けた者の秘密
保全上の注意点及び要求事項の遵守状
況等について報告すること。

該当なし 該当なし 該当無し

2 事業者は、製造設備のリモートメンテナンス等、管理対象情報そのものを渡す
ことにはならない一方で、長期にわたり徐々に技術等情報がリモートメンテナン
ス等を行う事業者に蓄積され、管理対象情報を構成することができるような事
例にも対応するため、この告示のⅥの措置を組み合わせて、外部委託先等が
技術等情報を適切に管理し、かつ、自らの要請に適切に対応できる能力を有
するか否かについて事前に確認をし、蓄積された管理対象情報の目的外利用
の禁止（例えば、リモートメンテナンスであればリモートメンテナンス目的のみに
利用することを規定する。）、第三者への開示の禁止を契約で明記し、条件違
反等契約に違反した場合に損害賠償請求等の法的措置をとる旨の記載を行う
等の取組を行う。

該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(4) 総括者又はその指定する者は、秘密保全
規則等の内容及び履行状況を定期的に確
認し、不十分な点があると認めるときは、
直ちに是正のための必要な措置を講ずる
こと。

8 6 (3) ア 第三
者へ
の開
示の
禁止

・第三者（法人又は自然人としての防衛省と直
接契約関係にある者以外の全

ての者をいい、親会社、地域統括会社、ブラ
ンド・ライセンサー、フラン

チャイザー、コンサルタントその他の防衛省
と直接契約関係にある者に対

して指導、監督、業務支援、助言、監査等を
行うものを含む。以下同じ。

）への開示又は漏えいをしてはならないこと
を定めていること。
・保有し、又は知り得た情報を第三者との契約
において伝達、交換、共有そ

の他提供する約定があるときは、保護すべき
情報をその対象から除く措置

を定めていること。
・やむを得ない場合は、あらかじめ書面による
防衛省の許可を得ることを定

めていること。

6 組織のセキュリ
ティ

⑶ 第三
者

ア：第三者への開示の禁止 → 防衛関連
企業は、第三者（保護すべき情報を取り扱
う業務に係る契約の相手方を除く。）に保
護すべき情報を開示又は漏えいしてはなら
ない。やむを得ず保護すべき情報を第三
者（保護すべき情報を取り扱う業務に係る
契約の相手方を除く。）に開示しようとする
場合には、あらかじめ、書面により防衛省
の許可を受けなければならない。
イ：第三者に関係したリスクの管理 → 防
衛関連企業は、第三者に取扱施設への立
入りを許可する場合、想定されるリスクを
明確にした上、対策を定めなければならな
い。
ウ：第三者に対する立入りの許可 → 防衛
関連企業は、定めた対策が満たされた場
合を除き、取扱施設に対する第三者の立
入りを許可してはならない。

該当無し

3 事業者は、管理対象情報を外部委託先等において取り扱わせる場合におい
て、当該外部委託先等で管理対象情報に関連するもの（例えば、製造委託をし
た場合の製造設備）に係るメンテナンス等を第三者に行わせる場合について
は、当該メンテナンス等を通じて管理対象情報が漏えいしていくことも念頭にお
き、当該メンテナンス等を行う事業者について、当該管理対象情報を提供した
者の承認を条件とすること等の適切な管理をする。

該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(5) 秘密保全施設内で使用する情報システム
に関する外部委託は、原則として禁止す
る。ただし、保守等のため、やむを得ず外
部委託をしなければならない場合には、総
括者は、少なくとも次のアからエまでに掲
げる措置を講ずること。
ア:外部委託を受ける者との間において、
秘密保全のために必要な契約を締結する
こと等により、秘密保全上の注意点及び要
求事項を明示的に義務付けること。
イ:外部委託を受ける者は、甲が、当該情
報システムが設置されている秘密保全施
設への立入りを事前に許可した者に限るこ
と。
ウ:外部委託を受ける者による保守等に当
たっては、当該情報システムから秘密に係
る情報を消去した後に行わせることとする
ほか、秘密保全施設内において管理され
ている他の秘密に接触することのないよう
措置を講ずること。
エ:総括者又はその指定する者は、外部委
託を受けた者が保守等の作業を行ってい
る間、立ち会い、及び必要な監視を行うこ
と。この場合において、総括者の指定する
者が立ち会い、又は必要な監視を行ったと
きは、総括者の指定する者は、総括者に
対し速やかに外部委託を受けた者の秘密
保全上の注意点及び要求事項の遵守状
況等について報告すること。

30 9 (2) ウ 保護
シス
テム
の保
守及
び点
検

・第三者による保守及び点検を行う場合は、必
要な処置を実施することを定

めていること。
・第三者による保守及び点検時において、必
要な処置が実施されていること。

9 物理的及び環
境的セキュリ
ティ

⑵ 保護シ
ステム
の物
理的
保全
対策

ア：保護システムの設置及び保護 → 防衛
関連企業は、保護システムを設置する場
合、不正なアクセス及び盗難等から保護す
るため、施錠できるラック等に設置又はワ
イヤーで固定する等の措置をとらなければ
ならない。
イ：保護システムの持ち出し → 防衛関連
企業は、経営者等が持ち出しに伴うリスク
を回避することができると判断した場合を
除き、保護システムを取扱施設外に持ち出
してはならない。なお、持ち出しをする場合
は、記録するものとする。
ウ：保護システムの保守及び点検 → 防衛
関連企業は、第三者による保護システム
の保守及び点検を行う場合、必要に応じ
て、保護すべき情報を復元できない状態に
する、又は取り外す等の処置を実施しなけ
ればならない。
エ：保護システムの破棄又は再利用 → 防
衛関連企業は、保護システムを破棄する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した上、記憶媒体を
物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記
録しなければならない。また、再利用する
場合は、保護すべきデータが復元できない
状態であることを点検した後でなければ再
利用してはならない。

該当無し

外部委託先等に
おける管理対象
情報をより的確
に管理するため
に考えられる措
置

第三
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

4 事業者は、外部委託先等として、当該事業者と内外の他の事業者等とのジョイ
ントベンチャー（以下「ＪＶ」という。）を組み、当該ＪＶを構成する企業（以下「ＪＶ
企業」という。）に管理対象情報を提供する場合については、ＪＶの契約におい
て、当該事業者からの取締役の派遣等コーポレートガバナンスを確実に効か
せる措置を講ずる。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

5 事業者は、ＪＶ企業における管理対象情報の受入れに関しては、４の取締役の
派遣とともに、管理対象情報の受入れについて当該ＪＶ企業の取締役会の全
会一致の仕組みとすること等により、ＪＶ企業側において、組織機能的に、当該
事業者からＪＶ企業に管理対象情報が容易に引き渡されないような手順を確立
する。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当無し

1 事業者は、管理対象情報ごとに、これを取り扱う関係部署の責任及び役割（複
数の関係部署にまたがる場合には、これらの分担を含む。）を明確にする。

5 1 1 情報セキュリティ

管理策
情報セキュリティのための方針群は，これ
を定義し，管理層が承認し，発行し，従業
員及び関連する外部関係者に通知するこ
とが望ましい。
   注記  管理層には，経営陣及び管理者
が含まれる。ただし，実務管理者
（administrator）は除かれる。

5
組織のセ
キュリティ

(3)

総括者は、秘密保全に係る関係部署及び
従業員の秘密保全に対する責任分担及び
役割（秘密保全に係る手続の実施を含
む。）を明確に定めること。
ア:情報システムの使用状況の記録は、定
期的に、及び必要に応じて点検すること。
イ:少なくとも、利用者ＩＤ、ログオン及びログ
オフの日時、アクセス者の端末ＩＤ、アクセ
スされたファイル並びに使用されたプログ
ラム、情報システム及びデータへのアクセ
スの成否を記録すること。

4 6 (1) イ 責任
の割
当て

・総括責任者を置くことを定めていること。
・管理責任者を置くことを定めていること。

6
組織のセキュリ
ティ

⑴ 内部組織

ア：情報セキュリティに対する経営者等の
責任 → 経営者等は、情報セキュリティの
責任に関する明瞭な方向付け、自らの関
与の明示、責任の明確な割当て及び情報
セキュリティ基本方針等の承認等を通し
て、組織内における情報セキュリティの確
保に努めるものとし、組織内において、取
扱者以外の役員、管理職員等を含む従業
員その他の全ての構成員について、取扱
者以外の者は保護すべき情報に接しては
ならず、かつ、職務上の下級者等に対して
その提供を要求してはならないことを定め
なければならない。
イ：責任の割当て → 防衛関連企業は、保
護すべき情報に係るすべての情報セキュ
リティの責任を明確にするため、保護すべ
き情報の管理全般に係る総括的な責任者
及び保護すべき情報と関連する資産ごと
に、それぞれ管理責任者（以下「管理者」と
いう。）を指定しなければならない。
ウ：守秘義務 → 防衛関連企業は、８⑸に
基づき取扱者に要求する事項を特定した
のち、取扱者との間で守秘義務を定めた
契約又は合意をするものとし、要求事項の
定期的な見直しを実施するとともに、情報
セキュリティに係る状況の変化及び情報セ
キュリティ事故が発生した場合は、その都
度、見直しを実施した上、必要に応じて要
求事項を修正しなければならない。
エ：情報セキュリティの実施状況の監査 →
防衛関連企業は、情報セキュリティの実施
状況について、定期的及び情報セキュリ
ティの実施に係る重大な変化が発生した
場合には、監査を実施し、その結果を保存
しなければならない また 必要に応じて是

該当無し

2 事業者は、管理対象情報の適切な管理に関する基本的な方針（以下この第四
において「方針」という。）を作成する。

6 1 1 情報セキュリティ
管理策
 全ての情報セキュリティの責任を定め，割
り当てることが望ましい。

該当なし 5 6 (1) ウ 守秘
義務

・取扱者との間で守秘義務を定めた契約又は
合意をすることを定めているこ

と。
・定期的並びに状況の変化及び事故が発生し
た場合、要求事項の見直しを実

施し、必要に応じて修正することを定めてい
ること。

6
組織のセキュリ
ティ

⑴ 内部組織

ア：情報セキュリティに対する経営者等の責任 → 経
営者等は、情報セキュリティの責任に関する明瞭な
方向付け、自らの関与の明示、責任の明確な割当て
及び情報セキュリティ基本方針等の承認等を通し
て、組織内における情報セキュリティの確保に努める
ものとし、組織内において、取扱者以外の役員、管
理職員等を含む従業員その他の全ての構成員につ
いて、取扱者以外の者は保護すべき情報に接しては
ならず、かつ、職務上の下級者等に対してその提供
を要求してはならないことを定めなければならない。
イ：責任の割当て → 防衛関連企業は、保護すべき
情報に係るすべての情報セキュリティの責任を明確
にするため、保護すべき情報の管理全般に係る総括
的な責任者及び保護すべき情報と関連する資産ごと
に、それぞれ管理責任者（以下「管理者」という。）を
指定しなければならない。
ウ：守秘義務 → 防衛関連企業は、８⑸に基づき取
扱者に要求する事項を特定したのち、取扱者との間
で守秘義務を定めた契約又は合意をするものとし、
要求事項の定期的な見直しを実施するとともに、情
報セキュリティに係る状況の変化及び情報セキュリ
ティ事故が発生した場合は、その都度、見直しを実
施した上、必要に応じて要求事項を修正しなければ
ならない。
エ：情報セキュリティの実施状況の監査 → 防衛関連
企業は、情報セキュリティの実施状況について、定
期的及び情報セキュリティの実施に係る重大な変化
が発生した場合には、監査を実施し、その結果を保
存しなければならない。また、必要に応じて是正措置
をとらなければならない。

1章1.情報セキュリティ基本方針

3 事業者は、方針及びこの告示のⅠの第二の２により必要と決定した措置に沿っ
て、管理対象情報の適切な管理に向けた対策（以下この第四において「対策」
という。）を作成し、当該対策が確実に実施されていることについての記録をす
る。

該当なし 10 アクセス制御 (4) 総括者は、情報システムの使用状況の記
録の編集など、操作に関する権利の割当
てを制限し、関係社員のアクセス権を厳格
に管理すること。

2 5 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
基本
方針
等の
見直
し

・情報セキュリティ基本方針等を定期的並びに
重大な変化及び事故が発生し

た場合、見直しを実施し、必要に応じて変更
することを定めていること。

5 情報セキュリ
ティの基本方針
等

⑵ 情報セ
キュリ
ティ基
本方
針等
の見
直し

経営者等は、情報セキュリティ基本方針等
を適切、有効及び妥当なものとするため、
定期的な見直しを実施するとともに、情報
セキュリティに係る重大な変化及び情報セ
キュリティ事故が発生した場合は、その都
度、見直しを実施し、必要に応じて情報セ
キュリティ基本方針等を変更しなければな
らない。※６⑴エ情報セキュリティの実施状
況の監査を参照。

1章2.情報セキュリティ取組みの監査・点
検/点検

4 事業者は、管理対象情報が他者から預けられた情報である場合であって、当
該管理対象情報に係る方針又は対策を定めたときは、当該他者に当該方針又
は対策の内容についての確認をとる。

該当なし 4 秘密保全規
則等の取扱
い

(3) 乙は、秘密保全規則等を秘密の取扱いの
業務に従事する者（以下「関係社員」
という。）に確実に周知すること。

該当なし 該当なし 該当無し

5 事業者は、方針又は対策について、管理対象情報を取り扱う可能性のある全
ての者に周知し、方針に基づき、これらの者（誓約書等を提出していない者に
限る。）から情報の取扱いに係る社内規程やマニュアルに従った手続の履行に
関する誓約書を取得する。

13 2 4 秘密保持契約
又は守秘義務
契約

管理策
 情報保護に対する組織の要件を反映する
秘密保持契約又は守秘義務契約のための
要求事項は，特定し，定めに従ってレ
ビューし，文書化することが望ましい。

5 組織のセ
キュリティ

外部委託に
関しては「5
組織のセ
キュリティ
（5）」

(2) 乙は、秘密の種類を混同することなく、秘
密の種類ごとに秘密を管理するとともに、
秘密の種類ごとに秘密の管理全般に係る
総括的な責任者（特定秘密においては特
定秘密の保護に関する業務を管理する
者。以下「総括者」という。）を置くこと。ただ
し、異なる秘密の種類の総括者を同一の
者が兼ねることは、妨げない。

1 5 (1) 情報
セ
キュリ
ティ
基本
方針
及び
情報
セ
キュリ
ティ
基準

・保護すべき情報を取り扱う可能性のある全て
の者に周知することを定めて

いること。
・必要に応じて下請負者へ周知することを定め
ていること。

5 情報セキュリ
ティの基本方針
等

⑴ 情報セ
キュリ
ティ基
本方
針及び
情報セ
キュリ
ティ基
準

経営者等は、情報セキュリティ基本方針及
び情報セキュリティ基準を承認し、保護す
べき情報を取り扱う可能性のあるすべての
者（取扱者を含む。）に周知しなければなら
ない。また、必要に応じて保護すべき情報
を取り扱う下請負者に周知しなければなら
ない。

該当無し

管理対象情報を
継続的かつ適切
に管理するため
の体制の構築等
について

第四



39

別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

6 事業者は、方針、対策又はマニュアルについて、定期的に見直しを実施し、当
該方針、対策又はマニュアルを適切、有効かつ妥当なものに維持するための
手順を確立する。

14 1 1 情報セキュリ
ティ要求事項の
分析及び仕様
化

管理策
 情報セキュリティに関連する要求事項は，
新しい情報システム又は既存の情報シス
テムの改善に関する要求事項に含めるこ
とが望ましい。

5
組織のセ
キュリティ

(4) 総括者又はその指定する者は、秘密保全
規則等の内容及び履行状況を定期的に確
認し、不十分な点があると認めるときは、
直ちに是正のための必要な措置を講ずる
こと。

2 5 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
基本
方針
等の
見直
し

・情報セキュリティ基本方針等を定期的並びに
重大な変化及び事故が発生し

た場合、見直しを実施し、必要に応じて変更
することを定めていること。

5
情報セキュリ
ティの基本方針
等

⑵ 情報セ
キュリ
ティ基
本方
針等
の見
直し

経営者等は、情報セキュリティ基本方針等
を適切、有効及び妥当なものとするため、
定期的な見直しを実施するとともに、情報
セキュリティに係る重大な変化及び情報セ
キュリティ事故が発生した場合は、その都
度、見直しを実施し、必要に応じて情報セ
キュリティ基本方針等を変更しなければな
らない。※６⑴エ情報セキュリティの実施状
況の監査を参照。

1章4.文書の改廃

7 事業者は、情報の適切な管理に係る状況の変化、管理対象情報の漏えいの事
故等への対応、内部及び外部からの攻撃に関する監視、測定、評価の結果か
ら教訓を導き出し、その都度管理対象情報を管理するプロセスを継続的に改善
する体制を確立する（方針、対策又はマニュアルを作成している場合には、これ
らを必要に応じて変更することを含む。）。

12 1 2 変更管理 管理策
 情報セキュリティに影響を与える，組織，
業務プロセス，情報処理設備及びシステム
の変更は，管理することが望ましい。

5 組織のセ
キュリティ

(4) 総括者又はその指定する者は、秘密保全
規則等の内容及び履行状況を定期的に確
認し、不十分な点があると認めるときは、
直ちに是正のための必要な措置を講ずる
こと。

64 12 (1)､(2) 情報
セ
キュリ
ティ
の事
故等
の報
告

・情報セキュリティ事故等に関する下記のそれ
ぞれの事項について、発注者（防衛省との直
接契約関係にある防衛関連企業をいう。以下
同じ。）への報告要領を定めているとともに、
当該報告要領に以下のことが規定されている
こと。"
①情報セキュリティ事故が発生したときは、適
切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る
限りの全ての内容を、その後速やかにその詳
細を発注者に報告しなければならない。"
②ア）保護すべき情報が保存されたサーバ又
はパソコン（以下「サーバ等」という。）に悪意
のあるコードへの感染又は不正アクセスが認
められた場合、及びイ）保護すべき情報が保
存されているサーバ等と同一のイントラネット
に接続されているサーバ等に悪意のあるコー
ドへの感染が認められた場合において、適切
な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限
りの全ての内容を、その後速やかにその詳細
を発注者に報告しなければならない。"
③情報セキュリティ事故の疑い又は事故につ
ながるおそれのある場合は、適切な措置を講
じるとともに、速やかに、その詳細を発注者に
報告しなければならない。"
④前記①から③までに規定する報告のほか、
保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事
故が発生した可能性又は将来発生する懸念
について防衛関連企業の内部又は外部から
指摘があったときは、防衛関連企業は、直ち
に当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し
得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を
速やかに防衛省に報告しなければならない。"
・報告に当たっての責任者及び連絡担当者等
を明らかにした連絡系統図を作成している（異

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑴ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の報
告

ア:防衛関連企業は、情報セキュリティ事故
が発生したときは、適切な措置を講じるとと
もに、直ちに把握し得る限りの全ての内容
を、その後速やかにその詳細を防衛省に
報告しなければならない。
イ:次に掲げる場合において、防衛関連企
業は、適切な措置を講じるとともに、直ちに
把握し得る限りの全ての内容を、その後速
やかにその詳細を防衛省に報告しなけれ
ばならない。
 (ｱ)保護すべき情報が保存されたサーバ
等に悪意のあるコードへの感染又は不正
アクセスが認められた場合
 (ｲ)保護すべき情報が保存されているサー
バ等と同一のイントラネットに接続されてい
るサーバ等に悪意のあるコードへの感染
が認められた場合
ウ:情報セキュリティ事故の疑い又は事故
につながるおそれのある場合は、防衛関
連企業は、適切な措置を講じるとともに、
速やかに、その詳細を防衛省に報告しな
ければならない。
エ:前記アからウまでに規定する報告のほ
か、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊
等の事故が発生した可能性又は将来発生
する懸念について防衛関連企業の内部又
は外部から指摘があったときは、防衛関連
企業は、直ちに当該可能性又は懸念の真
偽を含む把握し得る限りの全ての背景及
び事実関係の詳細を速やかに防衛省に報
告しなければならない。

該当無し

8 事業者の取締役等の経営層（管理対象情報が他者から預けられた情報である
場合は、当該預けられた情報を活用し、事業を実施する部門の長を含む。）
は、方針、対策又はマニュアルが作成（変更を含む。）された場合はその承認を
することや、管理対象情報の適切な管理の責任の明確化、自らの関与の明示
等により、管理対象情報の適切な管理を確立するための取組を行う。

7 2 1 経営陣の責任 管理策
 経営陣は，組織の確立された方針及び手
順に従った情報セキュリティの適用を，全
ての従業員及び契約相手に要求すること
が望ましい。

4 秘密保全規
則等の取扱
い

(2) 秘密保全規則等は、甲による確認前に、
受注案件を処理する部門責任者又はその
上司（以下「部門責任者等」という。）の承
認を受けていること。

3 6 (1) ア 情報
セ
キュリ
ティに
対す
る経
営者
等の
責任

・経営者等が情報セキュリティ基本方針等を承
認することを定めていること。
・取扱者以外の役員（持分会社にあっては社
員を含む。以下同じ。）、管理

職員等を含む従業員その他の全ての構成員
について、取扱者以外の者は保

護すべき情報に接してはならないことを定め
ていること。
・職務上の下級者等に対して、保護すべき情
報の提供を要求してはならない

ことを定めていること。

6 組織のセキュリ
ティ

⑴ 内部
組織

ア：情報セキュリティに対する経営者等の責任 → 経
営者等は、情報セキュリティの責任に関する明瞭な
方向付け、自らの関与の明示、責任の明確な割当て
及び情報セキュリティ基本方針等の承認等を通し
て、組織内における情報セキュリティの確保に努める
ものとし、組織内において、取扱者以外の役員、管
理職員等を含む従業員その他の全ての構成員につ
いて、取扱者以外の者は保護すべき情報に接しては
ならず、かつ、職務上の下級者等に対してその提供
を要求してはならないことを定めなければならない。
イ：責任の割当て → 防衛関連企業は、保護すべき
情報に係るすべての情報セキュリティの責任を明確
にするため、保護すべき情報の管理全般に係る総括
的な責任者及び保護すべき情報と関連する資産ごと
に、それぞれ管理責任者（以下「管理者」という。）を
指定しなければならない。
ウ：守秘義務 → 防衛関連企業は、８⑸に基づき取
扱者に要求する事項を特定したのち、取扱者との間
で守秘義務を定めた契約又は合意をするものとし、
要求事項の定期的な見直しを実施するとともに、情
報セキュリティに係る状況の変化及び情報セキュリ
ティ事故が発生した場合は、その都度、見直しを実
施した上、必要に応じて要求事項を修正しなければ
ならない。
エ：情報セキュリティの実施状況の監査 → 防衛関連
企業は、情報セキュリティの実施状況について、定
期的及び情報セキュリティの実施に係る重大な変化
が発生した場合には、監査を実施し、その結果を保
存しなければならない。また、必要に応じて是正措置
をとらなければならない。

1章1.情報セキュリティのための組織

9 管理者は、方針、対策又はマニュアルについて、その責任の範囲において、こ
れらの遵守状況（技術的な遵守状況も含む。）を確認する。

該当なし 5 組織のセ
キュリティ

(4) 総括者又はその指定する者は、秘密保全
規則等の内容及び履行状況を定期的に確
認し、不十分な点があると認めるときは、
直ちに是正のための必要な措置を講ずる
こと。

68 13 (1) ア 遵守
状況
の確
認

・管理者の責任の範囲において、情報セキュリ
ティ基本方針等の遵守状況の

確認を定めていること。

13 遵守状況等 ⑴ 遵守
の確
認等

ア：遵守状況の確認 → 防衛関連企業は、
管理者の責任の範囲において、情報セ
キュリティ基本方針等の遵守状況を確認さ
せなければならない。
イ：技術的遵守の確認 → 防衛関連企業
は、保護システムの管理者の責任の範囲
において、情報セキュリティ基本方針等へ
の技術的遵守状況を確認させなければな
らない。

1章2.情報セキュリティ取組みの監査・点
検/点検

10 管理者は、管理対象情報の適切な管理について、定期的に、又は情報の適切
な管理に係る状況の重大な変化が生じた場合に監査を実施し、必要に応じた
是正措置を講ずるための手順を確立する。この場合において、管理者は、監査
の結果を、合理的な期間（管理対象情報が他者から預けられた情報である場
合は当該他者が求める期間）、当該結果を施錠することができるロッカー等に
おいて、又は暗号技術を用いて電子化し、適切に管理（当該ロッカー等の鍵の
管理を含む。）する。

5 1 2 情報セキュリ
ティのための方
針群のレビュー

管理策
 情報セキュリティのための方針群は，あら
かじめ定めた間隔で，又は重大な変化が
発生した場合に，それが引き続き適切，妥
当かつ有効であることを確実にするために
レビューすることが望ましい。

該当なし 2 5 (2) 情報
セ
キュリ
ティ
基本
方針
等の
見直
し

・情報セキュリティ基本方針等を定期的並びに
重大な変化及び事故が発生し

た場合、見直しを実施し、必要に応じて変更
することを定めていること。

5 情報セキュリ
ティの基本方針
等

⑵ 情報セ
キュリ
ティ基
本方
針等
の見
直し

経営者等は、情報セキュリティ基本方針等
を適切、有効及び妥当なものとするため、
定期的な見直しを実施するとともに、情報
セキュリティに係る重大な変化及び情報セ
キュリティ事故が発生した場合は、その都
度、見直しを実施し、必要に応じて情報セ
キュリティ基本方針等を変更しなければな
らない。※６⑴エ情報セキュリティの実施状
況の監査を参照。

該当無し

11 事業者は、あらかじめ、自らの事業継続計画、コンティンジェンシープラン等に
管理対象情報の漏えいの事故等を位置付け、当該漏えいの事故等が発生した
場合の影響の最小化と事業継続のための措置を決定する。

17 1 1 情報セキュリ
ティ継続の計画

管理策
 組織は，困難な状況（adverse situation（）
例えば，危機又は災害）における，情報セ
キュリティ及び情報セキュリティマネジメン
トの継続のための要求事項を決定すること
が望ましい。

7 人的セキュリ
ティ

(4) 総括者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の
事故に対して、迅速、効果的及び整然とし
た対処を確実に行うこと。この場合、総括
者又はその指定する者は、適切な連絡経
路を通じて、直ちに把握し得る限りの全て
の内容を甲に報告するとともに、その後速
やかにその詳細を報告することとし、その
ため、総括者は、必要な手順を作成するこ
と。なお、手順には、報告に当たっての責
任者及び連絡担当者等を明らかにした連
絡系統図を作成することとし、異動等の
あった場合にはこれを更新すること。

該当なし 該当なし 11章5.1復旧責任者及び関連連絡先、対
応方法、5.2事業継続計画
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別紙2 標準モデル

章 節 項 番 必
須
項
目

製造業における業界モデル例
（2018年度事業により構築）

※金型業向け基準

内容

①情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001,27002）

③情報セキュリティ対策実施確認書
※防衛装備品調達全般

④調達における情報セキュリティ基準
※防衛装備品調達全般

②装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
※特定秘密、特定防衛秘密等

12 事業者は、管理対象情報の漏えい等の事故等に係る対応により得られた教訓
を事業継続計画、コンティンジェンシープラン等に反映させ、継続的に見直して
いくための手順を確立する。

17 1 2 情報セキュリ
ティ継続の実施

管理策
 組織は，困難な状況の下で情報セキュリ
ティ継続に対する要求レベルを確実にする
ための，プロセス，手順及び管理策を確立
し，文書化し，実施し，維持することが望ま
しい。

11 検証・改善 総括者は、秘密保全に万全を期すため、
秘密保全に係る社内の文書類、組織、秘
密の管理状況、教育内容等の秘密保全を
確保するための各種措置等について不断
の検証を行い、状況に応じて必要な改善を
行うこと。

67 12 (3) ウ 情報
セ
キュリ
ティ
基本
方針
等へ
の反
映

・情報セキュリティ基本方針等の見直しに、情
報セキュリティ事故及び事象

を反映することを定めていること。

12 情報セキュリ
ティ事故等の管
理

⑶ 情報セ
キュリ
ティ事
故等
の対
処等

ア：対処体制及び手順 → 防衛関連企業
は、情報セキュリティ事故、その疑いのあ
る場合及び情報セキュリティ事象に対処す
るため、対処体制、責任及び手順を定めな
ければならない。
イ：証拠の収集 → 防衛関連企業は、情報
セキュリティ事故が発生した場合、その疑
いのある場合及び⑴イ(ｱ)の場合証拠を収
集し速やかに防衛省へ提出しなければな
らない。
ウ：情報セキュリティ基本方針等への反映
→ 防衛関連企業は、発生した情報セキュ
リティ事故、その疑いのある場合及び情報
セキュリティ事象を、情報セキュリティ基本
方針等の見直し等に反映しなければなら
ない。

該当無し





共通事項
目次 整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

管理対象情報の識別と必要な
措置の整理

1
重要情報であることを明らかにするために、「関係者外秘」などの表示等
を行っている。

Ⅰ 共通事項
第二 管理対象情報の識別と必要な措置の

整理 １
必須

2
他者から預けられた重要情報は、当該他者からの意見に基づき管理方
法を決定している。

Ⅰ 共通事項
第二 管理対象情報の識別と必要な措置の

整理 ３
必須

管理者の選任 3

経営層は、以下の重要情報の管理に関わる責任者（管理者）を定める。
(1)情報管理の手順を確立する。
(2)情報を取り扱う者の制限・管理、トレーニングを行う。
(3)情報漏洩防止対策を実施し、その実施状況を把握する。
(4)情報漏えいの兆候・事実の把握に努め、事象発生時に必要な対応

を行う。
(5)(2)-(4)の記録を取得し、保管する。

Ⅰ 共通事項
第三 管理者の選任

１原則（１）
必須

4
従業員が多い場合等は、全従業員が「整理番号3」の各事項の責任者を
従業員が認識できるようにしている。

Ⅰ 共通事項
第三 管理者の選任

１（２）
必須

管理の基本的な考え方 5
重要情報の作成から廃棄までのプロセスを通じた管理が習慣化してい
る。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

柱書き部分
必須

管理簿の作成 6
管理者は、重要情報の持ち出し、複製、廃棄等を記録する管理簿を作成
している。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

１ 管理対象情報の管理簿の作成等（１）

7
管理者は、自らの重要情報と他者から預けられた重要情報は別の管理
簿に記録している。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

１ 管理対象情報の管理簿の作成等（２）

→6を選択し
ている場合

8 管理者は、管理簿を適切な場所に定められた期間保管している。
Ⅰ 共通事項

第四 管理対象情報の管理等
１ 管理対象情報の管理簿の作成等（３）

9 管理者は、管理簿を定期的に点検している。
Ⅰ 共通事項

第四 管理対象情報の管理等
１ 管理対象情報の管理簿の作成等（５）

10 管理者は、管理簿を廃棄する場合に、経営層に確認をとっている。
Ⅰ 共通事項

第四 管理対象情報の管理等
１ 管理対象情報の管理簿の作成等（６）

→7を選択し
ている場合

11 管理者は、管理簿を適切な場所に、定められた期間保管している。
Ⅰ 共通事項

第四 管理対象情報の管理等
１ 管理対象情報の管理簿の作成等（３）

12
管理者は、重要情報を預けた他者からの意見に基づき、管理簿の保管
期間を定めている。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

１ 管理対象情報の管理簿の作成等（４）

13 管理者は、管理簿を定期的に点検している。
Ⅰ 共通事項

第四 管理対象情報の管理等
１ 管理対象情報の管理簿の作成等（５）

14 管理者は、管理簿を廃棄する場合に、経営層に確認をとっている。
Ⅰ 共通事項

第四 管理対象情報の管理等
１ 管理対象情報の管理簿の作成等（６）

15
管理者は、他者から預けられた重要情報の識別が容易になる手順を確
立している。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

１ 管理対象情報の管理簿の作成等（７）

管理対象情報の作成時の識別 16 管理者は、重要情報の識別をするための手順を確立している。
Ⅰ 共通事項

第四 管理対象情報の管理等
２ 管理対象情報の作成時の識別等（１）

17
管理者は、「整理番号16」で定められた手順が実施されるために必要な
取組をしている。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

２ 管理対象情報の作成時の識別等（２）

18
管理者は、他者から預けられた重要情報が他の技術と組み合わされて
いる場合においても、当該情報が識別できるようにしている。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

２ 管理対象情報の作成時の識別等（３）

管理対象情報の内容の伝達 19
管理者は、アクセス権を有する者に限り、重要情報の内容が伝達される
ような手順を確立している。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

３ 管理対象情報の内容の伝達（１）

20
アクセス権を有する者が他の従業員へ重要情報の内容を伝達する場合
には、管理者の承認を得る手順を確立している。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

３ 管理対象情報の内容の伝達（２）

→19を選択
している場
合

21
管理者が、アクセス権を有する者が他の従業員へ重要情報の内容を伝
達する承認を求められた場合、伝達の必要性を確認し、伝達範囲を限定
した上で認めている。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

３ 管理対象情報の内容の伝達（３）

→6又は7を
選択してい
る場合

22 管理者は、重要情報の内容の伝達について、管理簿に記録している。
Ⅰ 共通事項

第四 管理対象情報の管理等
３ 管理対象情報の内容の伝達（４）

管理対象情報の複製 23
管理者は、重要情報の複製がアクセス権を有する者のみが行うことがで
きる手順を確立している。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

４ 管理対象情報の複製（１）

24
アクセス権を有する者が重要情報の複製を行う場合には、管理者による
承認を必要とする仕組みを導入している。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

４ 管理対象情報の複製（２）

→24を選択
している場
合

25
アクセス権を有する者が重要情報の複製を行う場合には、管理者が当
該情報の必要性を考慮し複製範囲を限定した上で承認している。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

４ 管理対象情報の複製（３）

26
電子情報である重要情報について、個人の管理する媒体へ複製する手
順を確立している。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

４ 管理対象情報の複製（４）

27 複製された重要情報についても、適切に管理している。
Ⅰ 共通事項

第四 管理対象情報の管理等
４ 管理対象情報の複製（５）

28
重要情報を記録した媒体についても、重要情報として管理するための手
順を確立している。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

４ 管理対象情報の複製（６）



共通事項
目次 整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

管理対象情報の廃棄等 29
重要情報を復元不可能な方法により廃棄するための手順を確立してい
る。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

５ 管理対象情報の廃棄等（１）

30
重要情報をシュレッダーで裁断する場合には、縦横裁断方式で一辺3mm
以内、裁断後の紙の面積が4.5 平方mm以内となっている。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

５ 管理対象情報の廃棄等（２）

重要情報をシュレッダーで裁断する場合には、縦横裁断方式で一辺1mm
以内、裁断後の紙の面積が10 平方mm以内となっている。

重要情報をシュレッダーで裁断する場合には、縦裁断方式で一辺1mm以
内に裁断されている。

31
他者から預けられた重要情報は、当該他者との取引後、速やかに返却
し記録する。また、「整理番号29又は30」の方法で廃棄する等、適切な管
理が習慣化している。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

５ 管理対象情報の廃棄等（３）

管理対象情報の適切な管理に
ついての文書の作成等

32
重要情報の管理についての具体的な手法を文書（マニュアル）にしてい
る。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

６ 管理対象情報の適切な管理についての
文書の作成等（１）

→32を選択
している場
合

33 経営層は、マニュアルを、重要情報を取り扱う全員に周知している。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

６ 管理対象情報の適切な管理についての
文書の作成等（２）

34
他者から預けられた重要情報のマニュアルを作成・変更するときは、当
該他者に内容の確認をとっている。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

６ 管理対象情報の適切な管理についての
文書の作成等（３）

35
経営層は、管理者に実施状況の記録をさせ、記録の期間を定め、定期
的に確認している。

Ⅰ 共通事項
第四 管理対象情報の管理等

６ 管理対象情報の適切な管理についての
文書の作成等（４）

 管理対象情報の適切な管理を
するためのトレーニング

36
全ての従業員に対して、重要情報の適切な管理に関するトレーニングを
受講させ、不正者の言い逃れを排除するような取組をしている。

Ⅰ 共通事項
第五 管理対象情報の管理等

柱書き部分
必須

37

全ての従業員に対して、重要情報の適切な管理に関する知識及び能力
の向上を図るために必要なトレーニングを実施している。

(1)技術の情報と管理対象情報の違い
(2)情報管理の重要性、意識
(3)情報の漏えいとその結果の事例
(4)関係法令の内容
(5)マニュアルの内容
(6)(4)又は(5)の関係法令等に違反した場合の処分等
(7)情報漏えいの事故等を発見した場合の報告手続
(8)標的型メール等の警戒すべき手口、ウィルス等の感染の

防止策・感染時の対処手順

Ⅰ 共通事項
第五 管理対象情報の管理等１

→3７を選択
している場
合

38 トレーニングを定期的に受講させている。
Ⅰ 共通事項

第五 管理対象情報の管理等２

39
重要情報の適切な管理について、従業員による相互確認を定期的に行
わせている。

Ⅰ 共通事項
第五 管理対象情報の管理等３

40
アクセス権を有する者（予定者を含む）に対して、重要情報の取扱手順
や情報漏えい等に関するトレーニングを受講させている。

Ⅰ 共通事項
第五 管理対象情報の管理等４

→37及び40
を選択して
いる場合

41
アクセス権を有する者に対して、「整理番号37及び40」のトレーニングを
年に１度以上受講させている。

Ⅰ 共通事項
第五 管理対象情報の管理等６

→40を選択
している場
合

42
アクセス権を設定される予定者に対して、重要情報アクセス前に「整理
番号40」のトレーニングを受講させている。

Ⅰ 共通事項
第五 管理対象情報の管理等５

43
「整理番号40」のトレーニングの未受講者に対して、アクセス権の失効等
適切に対応している。

Ⅰ 共通事項
第五 管理対象情報の管理等７

管理対象情報の漏えいの事故
等の発生時等の報告

44
従業員が重要情報の漏えい事故や不正利用等を発見した際の報告先
を、全ての従業員が認識できる方法によって明らかにしている。

Ⅰ 共通事項
第六 管理対象情報の漏えいの事故等の発

生時等の報告

45
従業員が重要情報の漏えいやその疑いを認める場合に、直ちに報告さ
せる手順を確立している。

Ⅰ 共通事項
第六 管理対象情報の漏えいの事故等の発

生時等の報告１

46
アクセス権を有する者が、重要情報の管理上の問題やその恐れを認め
る場合に、直ちに報告させる手順を確立している。

Ⅰ 共通事項
第六 管理対象情報の漏えいの事故等の発

生時等の報告２

47
アクセス権を有する者が、重要情報の漏えいの兆候を認める場合に、速
やかに報告する手順を確立している。

Ⅰ 共通事項
第六 管理対象情報の漏えいの事故等の発

生時等の報告３

48

全ての従業員が、以下を含む重要情報の漏えいにつながると考えられ
る事象を発見した場合に、速やかに報告させる手順を確立している。

(1)重要情報への業務上不要なアクセスを発見した場合
(2)業務上不要にもかかわらず、個人が所有する可搬式記録媒体や

通信機器で重要情報を扱う行為を発見した場合
(3)特定の外部者と、アクセス権を有する者の頻繁な接触を発見

した場合
(4)破損等の物理的な不具合を発見した場合
(5)電子情報である重要情報を記録するサーバ等の異常を発見

した場合
(6)(5)のサーバ等に接続する事業者内部の他のサーバ等に

ウィルス等の感染を発見した場合

Ⅰ 共通事項
第六 管理対象情報の漏えいの事故等の発

生時等の報告４

→45～46ま
でを選択し
ている場合

49
報告先が「整理番号45又は46」の報告を受けた場合に、その事実が経
営層に速やかに報告する取組が習慣化している。

Ⅰ 共通事項
第六 管理対象情報の漏えいの事故等の発

生時等の報告７



共通事項
目次 整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

→45～48ま
でを選択し
ている場合

50
「整理番号45から48」の報告後、アクセス権を有する者が講じた措置を、
報告先に報告させている。

Ⅰ 共通事項
第六 管理対象情報の漏えいの事故等の発

生時等の報告５

51
報告先に「整理番号45から48」の報告があった場合に、直ちに事実関係
を確認後、必要な措置を講ずる。

Ⅰ 共通事項
第六 管理対象情報の漏えいの事故等の発

生時等の報告８

→45～49ま
でを選択し
ている場合

52
「整理番号45から49」の報告を怠った場合には、アクセス権を失効する等
適切な措置を講じている。

Ⅰ 共通事項
第六 管理対象情報の漏えいの事故等の発

生時等の報告６

53
他者から預けられた重要情報に関して、「整理番号50」の報告がされたと
きに、報告先より当該他者に同じ内容を報告する手順を確立している。
（報告詳細及び「整理番号51」の確認結果を含む）

Ⅰ 共通事項
第六 管理対象情報の漏えいの事故等の発

生時等の報告９

人的アクセスの制限に関する基
本的な考え方

54
アクセス権を有する者のみが重要情報を取り扱うことができるものとして
いる。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
柱書き部分

必須

従業員等へのアクセス権の設
定

55
重要情報はアクセス権を有する者のみが取り扱い可能であることを、全
ての従業員に周知している。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第一 従業員等へのアクセス権の設定１

56

管理者は、アクセス権の設定の際には以下の事項を考慮している。

(1)必要最小限の範囲の権限付与
(2)情報の取扱いに係る違反履歴
(3)退職等によって管理対象から外れる可能性

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第一 従業員等へのアクセス権の設定２

→56を選択
している場
合

57
管理者は、従業員についてのレビューした上で、アクセス権の設定を
行っている。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第一 従業員等へのアクセス権の設定３

58 管理者は、統一的な判断基準の下で、アクセス権の設定を行っている。
Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限

第一 従業員等へのアクセス権の設定４

59
アクセス権の設定を一人の管理者が行っている場合には、上司等他の
者が監査する仕組みを設けている。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第一 従業員等へのアクセス権の設定５

60
管理者以外の者がアクセス権の設定を行っている場合には、その者に
対して、アクセスを設定された者の氏名等必要な事項を連絡させてい
る。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第一 従業員等へのアクセス権の設定６

61
他者から預けられた重要情報に関しては、当該他者と同程度の管理を
実現するために必要な調査を行う場合があることを、アクセス権を設定さ
れる者に対して説明している。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第一 従業員等へのアクセス権の設定７

アクセス権の管理 62 管理者は、アクセス権を有する者の範囲を定期的に見直している。
Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限

第ニ アクセス権の管理１

63
管理者は、業務の内容等に応じ、アクセス権を有する者のアクセス範囲
を限定し、その責任を明確にしている。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第ニ アクセス権の管理２

64
管理者は、業務の状況等を把握し、重要情報の適切な管理に関して必
要な対応をアクセス権を有する者に指示している。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第ニ アクセス権の管理３

65
管理者は、退職等により不要となった従業員のアクセス権を直ちに失効
させる等、アクセス権を適切に管理している。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第ニ アクセス権の管理４

66
管理者は、アクセス権を有する者の情報等を記録した管理簿を作成し、
合理的な期間保管している。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第ニ アクセス権の管理５

アクセス権者に対する秘密保持
等に関する担保

67

アクセス権を有する者から、以下の事項のうち必要なものを確保する秘
密保持の誓約書等を得ている。

(1)第三者に対する守秘義務を厳守すること

(2)アクセス権の設定の解除の後も、重要情報を不正に開示、使用
しないこと

(3)情報の取扱いに係る社内規程を遵守すること

(4)重要情報の漏えいにつがなり得る事象等を発見した場合に
報告を行うとともに、事故等が発生した場合に必要な措置を
講ずること

(5)重要情報へのアクセスログ等を確認されること。

(6)重要情報に接する必要がなくなった場合は、速やかに、返却
すること等の対応が求められること

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第三 アクセス権者に対する秘密保持等に関

する担保１の一

→67を選択
している場
合

68
（管理者は、）誓約書等の記載事項の定期的な確認を実施するための手
順を確立している。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第三 アクセス権者に対する秘密保持等に関

する担保２

69
（管理者は、）状況の変化や事故等の発生を踏まえ、誓約書等の内容の
見直しを実施し、必要に応じて、アクセス権を有する者の責任を確認する
ための手順を確立している。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第三 アクセス権者に対する秘密保持等に関

する担保３

70
誓約書等の記載事項として含まれていないものを、定期的な説明等によ
り、アクセス権を有する者に理解させている。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第三 アクセス権者に対する秘密保持等に関

する担保４

71
トレーニングによる周知や定期的な説明等により、アクセス権を有する者
としての責任を明確に認識させている。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第三 アクセス権者に対する秘密保持等に関

する担保５

72
他者がアクセス権の設定に際し調査を行う場合には、アクセス権の設定
が見込まれる者に対し、誓約書等を当該他者に提出することが求められ
ることがあることを説明している。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第三 アクセス権者に対する秘密保持等に関

する担保６

73
アクセス権を有する者が確立された手順を守らない場合や社内規程へ
の違反等があった場合、アクセス権の失効をさせる等の手順を確立して
いる。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第三 アクセス権者に対する秘密保持等に関

する担保７



共通事項
目次 整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

74
従業員等の重要情報の取扱いに係る不正をした場合に関し、当該従業
員等の解雇等の懲戒処分について就業規則等に定めるとともに、刑事
告発や民事訴訟の法的手続に関して社内規程に定めている。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第三 アクセス権者に対する秘密保持等に関

する担保８

75
従業員等が重要情報の取扱いに係る不正をした場合には、当該不正の
事例及びその処分の内容を全ての従業員等に周知している。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第三 アクセス権者に対する秘密保持等に関

する担保９

その他の場合のアクセス権の設
定

76
管理者は、アクセス権を有する者以外の従業員等や訪問者による重要
情報へのアクセスについて、最低限のものであるかを評価している。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第四 その他の場合のアクセス権の設定１

77
重要情報にアクセスする訪問者から、その訪問により得られた重要情報
を第三者等に開示しないこと等を誓約する書面を得ている。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第四 その他の場合のアクセス権の設定２

78
管理者は、訪問者の重要情報へのアクセスについて、アクセス権を有す
る者の立会い等により重要情報を保護している。

Ⅱ管理対象情報への人的アクセスの制限
第四 その他の場合のアクセス権の設定３



管理対象情報が金庫等の保管容器に保管できる場合（例えば、紙情報等）

整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

管理対象情報が書類等の紙情
報であって、金庫等の保管容器
に保管することができるもので
ある場合の物理的アクセスの制
限等の基本的な考え方

1
重要情報を保管容器に施錠して保管するとともに、持ち出して取り扱う場
所を限定する取組が習慣化している。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

柱書き部分

必須

管理対象情報を保管するため
の保管容器

2 施錠することができる保管容器を用いている。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器１

3
管理者又はアクセス権を有する者は、差込み式の鍵の貸出しを、文字盤
鍵の鍵番号の設定等を行うことにより、鍵等を管理している。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器２

4
管理者は、アクセス権を有する者が貸出しをされた鍵等の管理を適切に
行うための手順を確立している。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器３

5
管理者又はアクセス権を有する者は、鍵の貸出し又は鍵番号の共有を
管理するための管理簿を作成し、合理的な期間保管している。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器４

6
管理者又はアクセス権を有する者は、保管容器の文字盤鍵の鍵番号を
１年に１回以上変更している。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器５

7

管理者又はアクセス権を有する者は、保管容器の文字盤鍵の鍵番号
を、以下事象が生じた都度、変更している。

(1)保管容器の購入後、使用する場所に備え付け、又は使用する場所を
変更した場合
(2)管理者又はアクセス権を有する者が替わった場合
(3)鍵番号がアクセス権を有する者以外の者に漏えいし、又はそのおそ

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器６の一

8

保管容器の材質について、ＪＩＳＧ3141の冷間圧延鋼板及び鋼帯に定め
る標準厚さ1.2mmの鋼板（保管容器の内部に用いられる鋼板にあっては
0.8mm以上の鋼板、裏板に用いられる鋼板にあっては1.0mm以上の鋼
板）を使用した場合に得られる強度以上の強度を有する鋼板を用いてい
る。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器７の(1)

9
保管容器の材質及び構造について、ＪＩＳＳ1037の耐火金庫と同等以上
の性能を有する。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器７の(2)

10
保管容器の扉は、丁番が破壊された場合であっても、その開放を防止す
ることができる構造となっている。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器７の(3)

11

保管容器について、三段式文字盤鍵のダイヤル及び内蔵回転盤の目盛
は、それぞれ100目盛とし、内蔵回転盤は１目盛ごとに任意の番号に調
整できる組合せで、その組合せは100の３乗以上となる施錠装置を有す
る。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器７の(4)の一

保管容器について、三段式文字盤鍵及び差込み式の鍵の組合せにより
二重以上の施錠方式で施錠することができる。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器７の(4)の二

保管容器について、三段式文字盤鍵及び差込み式の鍵の組合せにより
二重以上の施錠方式で施錠することができる保管容器であって、その三
段式文字盤鍵のダイヤル及び内蔵回転盤の目盛は、それぞれ100目盛
とし、内蔵回転盤は１目盛ごとに任意の番号に調整できる組合せで、そ
の組合せは100の３乗以上となる施錠装置を有する。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器７の(4)の三



管理対象情報が金庫等の保管容器に保管できる場合（例えば、紙情報等）

整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

保管容器について、生体認証システム及び差込み式鍵の組合せ等によ
り二重以上の施錠方式で施錠することができる。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器７の(4)の四

12
保管容器を、セキュリティカメラが設置・運用され、又は人感センサーの
設置等保管容器に近づく者を適切に確認するための措置がとられた場
所に設置している。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器８

13 保管容器を立入制限区域（※）に設置している。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器９

→12又は13
を選択して
いる場合

14
ワイヤで固定すること等により保管容器を物理的に持ち出せないよう適
切な措置を講じている。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第一 管理対象情報を保管するための保管
容器１０

管理対象情報の取扱いをする
場所

15
管理者は、アクセス権を有する者が重要情報を保管容器から持ち出し
て、その取扱いをする場所を限定するための手順を確立している。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第二 管理対象情報の取扱いをする場所１

16
管理者は、アクセス権を有する者が重要情報を保管容器から持ち出し
て、その取扱いをする場所を立入制限区域に限定するための手順を確
立している。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第二 管理対象情報の取扱いをする場所２

管理対象情報の運搬 17
管理者は、重要情報を保管容器から持ち出し、運搬すること等を、アクセ
ス権を有する者又は管理者が指定した者に限り認めるための手順を確
立している。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第三 管理対象情報の運搬１

→17を選択
している場
合

18
管理者は、重要情報を運搬する場合に、外部から視認できず、かつ、不
正があった場合に確認等ができるよう、当該重要情報を封筒に入れて封
印する等の適切な措置を講ずるための手順を確立している。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第三 管理対象情報の運搬２

19
管理者は、管理者が指定した者が、重要情報を運搬し、アクセス権を有
する者に引き渡したときに、当該アクセス権を有する者から受領証を受
け取り、管理者に提出するための手順を確立している。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第三 管理対象情報の運搬３

20
管理者は、重要情報を管理者が指定した者が運搬する場合に、引き渡し
た者及び引き渡された者が相互に、内容確認を行うための手順を確立し
ている。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第三 管理対象情報の運搬４

21
管理者は、保管容器の設置された場所のある事業所以外に運搬する場
合に、信頼できる輸送機関又は運搬事業者により行わせるための手順
を確立している。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第三 管理対象情報の運搬５

22
管理者は、当該管理者の属する事業者以外の者に重要情報を運搬する
必要がある場合には、情報の管理について評価し、及び当該者と秘密
保持契約を締結しているかを確認するための手順を確立している。

Ⅲ管理対象情報が書類等の紙情報や試作品
等の物であって、金庫等の保管容器に保管す
ることができるものである場合の物理的アクセ
スの制限等

第三 管理対象情報の運搬６

管理対象情報をその管理対象
情報を保有する事業者以外の
者に渡す場合の措置の基本的
な考え方

23

重要情報を外部委託先等に渡し、取り扱わせる場合には、重要情報の
第三者への開示の禁止等を含む秘密保持契約を締結した後で引き渡す
取組が習慣化している。

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

柱書き部分



管理対象情報が金庫等の保管容器に保管できる場合（例えば、紙情報等）

整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

外部委託先等に管理対象情報
を取り扱わせる前の確認

24
重要情報を外部委託先等に取り扱わせる場合には、情報の流出等のリ
スクを考慮し、真に必要な取引であるかを検討した上で行っている。

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第一 外部委託先等に管理対象情報を取り
扱わせる前の確認１

25
重要情報の取扱いを外部委託先等に行わせる場合には、重要情報を適
切に管理し、要請に適切に対応できる能力を有するか否かについて事
前に確認している。

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第一 外部委託先等に管理対象情報を取り
扱わせる前の確認２

26
重要情報を外部委託先等に渡す場合の当該外部委託先等の事前の確
認及び評価のための手順を確立している。

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第一 外部委託先等に管理対象情報を取り
扱わせる前の確認３

27
必要に応じて、外部委託先等に対して、作成した重要情報の適切な管理
に関する基本的な方針等を周知している。

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第一 外部委託先等に管理対象情報を取り
扱わせる前の確認４

秘密保持契約 28

重要情報を外部委託先等に提供する前に、以下の事項のうち必要なも
のを含む秘密保持契約の締結又はこれに準ずる法的拘束力のある取決
めを交わす取組が習慣化している。

(1)提供された重要情報の取扱者を限定すること。
(2)提供された重要情報の取扱者の氏名等を明らかにすること。
(3)提供された重要情報の取扱者の範囲がNeed to Knowの原則に照らし

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第二 秘密保持契約１

29 秘密保持契約又は取決めのひな形を定めている。
Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第二 秘密保持契約２

管理対象情報の段階を分けた
管理と対応

30
重要情報をその価値等に応じて段階を設けて管理し、当該段階に応じて
管理者を選任している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第一 管理対象情報の段階を分けた管理と
対応１

→30を選択
している場
合

31 重要情報の価値等段階に応じて、管理簿を分けて作成している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第一 管理対象情報の段階を分けた管理と
対応２

32
重要情報が電子情報であるときの管理情報システムが提供する機能に
ついて、アクセス権を有する者に対し、提供する機能を制限している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第一 管理対象情報の段階を分けた管理と
対応３

33
重要情報のうち特に価値の高いもの等を管理するために立入制限区域
の内部で間仕切りする場合には、入退室口及び警報装置を間仕切りし
た区画ごとに独立して設置している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第一 管理対象情報の段階を分けた管理と
対応４

管理対象情報のより強固な管
理のための敷地全体の防護

34
重要情報に係る保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周を
金網等で囲っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護１

→34を選択
している場
合

35
重要情報に係る保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周を、
高さ２ｍ以上の金網等で囲っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護２

36
重要情報に係る保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周を
囲う金網等の上部に２本以上の有刺鉄線等で敷地の外側に向かって角
度をつけた忍び返しを設け、全体の高さを2.4ｍ以上の外柵としている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護３



管理対象情報が金庫等の保管容器に保管できる場合（例えば、紙情報等）

整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

37
重要情報に係る保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周に
は、赤外線警報装置、セキュリティカメラ等警備システムの導入により不
審者の侵入に係る視認性を高める措置の導入を行っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護４

38
保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周の警備システムが
作動した場合の警備員等の駆けつけ体制を確保している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護５

39
保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周及びその周辺をモニ
ターにより警備員等が常時監視する体制を確保している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護６

40
警備員等により、保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周及
びその周辺を４時間に１回以上巡回監視を実施する体制を確保してい
る。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護７

外部委託先等における管理対
象情報をより的確に管理するた
めに考えられる措置

41
外部委託先等に重要情報を提供する場合には、可能な限り分割して引
き渡すことにより、重要情報の全体が外部委託先等から見てわからない
ようにする取組を行っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第三 外部委託先等における管理対象情報
をより的確に管理するために考えられる措置１

42
ＪＶ企業に重要情報を提供する場合については、ジョイントベンチャーの
契約において、当該事業者からの取締役の派遣等コーポレートガバナン
スを確実に効かせる措置を講じている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第三 外部委託先等における管理対象情報
をより的確に管理するために考えられる措置４

→42を選択
している場
合

43
ＪＶ企業における重要情報の受入れに関しては、ＪＶ企業の取締役会の
全会一致の仕組みとすること等により、重要情報が容易に引き渡されな
いような手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第三 外部委託先等における管理対象情報
をより的確に管理するために考えられる措置５

管理対象情報を継続的かつ適
切に管理するための体制の構
築等について

44
重要情報ごとに、これを取り扱う関係部署の責任及び役割を明確にして
いる。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について１

45 重要情報の適切な管理に関する基本的な方針を作成している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について２

→45を選択
している場
合

46
方針について、重要情報を取り扱う可能性のある全ての者に周知し、方
針に基づき、これらの者から情報の取扱いに係る社内規程やマニュアル
に従った手続の履行に関する誓約書を取得している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について５

47
方針について、定期的に見直しを実施し、当該方針を適切、有効かつ妥
当なものに維持するための手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について６

48
経営層は、方針が作成（変更を含む。）された場合はその承認をすること
や、責任の明確化、自らの関与の明示等により、重要情報の適切な管
理を確立するための取組を行っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について８

49
管理者は、方針について、その責任の範囲において、これらの遵守状況
（技術的な遵守状況も含む。）を確認している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について９



管理対象情報が金庫等の保管容器に保管できる場合（例えば、紙情報等）

整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

50
重要情報が他者から預けられた情報である場合であって、当該重要情
報に係る方針を定めたときは、当該他者に当該方針の内容についての
確認をとっている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について４

51
方針に沿って重要情報の適切な管理に向けた対策を作成し、当該対策
が確実に実施されていることについての記録をしている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について３

→51を選択
している場
合

52
対策について、重要情報を取り扱う可能性のある全ての者に周知してい
る。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について５

53
対策について、定期的に見直しを実施し、当該対策を適切、有効かつ妥
当なものに維持するための手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について６

54
事業者の取締役等の経営層は、対策が作成（変更を含む。）された場合
はその承認をすることや、責任の明確化、自らの関与の明示等により、
重要情報の適切な管理を確立するための取組を行っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について８

55
管理者は、対策について、その責任の範囲において、これらの遵守状況
（技術的な遵守状況も含む。）を確認している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について９

56
重要情報が他者から預けられた情報である場合であって、当該重要情
報に係る対策を定めたときは、当該他者に当該方針の内容についての
確認をとっている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について４

57
マニュアルについて、定期的に見直しを実施し、当該マニュアルを適切、
有効かつ妥当なものに維持するための手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について６

58

情報の適切な管理に係る状況の変化、重要情報の漏えいの事故等への
対応、内外からの攻撃に関する監視、測定、評価の結果から教訓を導き
出し、その都度情報管理プロセスを継続的に改善する体制を確立してい
る。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について７

59
経営層は、マニュアルが作成（変更を含む。）された場合はその承認をす
ることや、責任の明確化、自らの関与の明示等により、重要情報の適切
な管理を確立するための取組を行っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について８

60
管理者は、マニュアルについて、その責任の範囲において、これらの遵
守状況（技術的な遵守状況も含む。）を確認している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について９

61
管理者は、重要情報の適切な管理について、定期的に、又は情報の適
切な管理に係る状況の重大な変化が生じた場合に監査を実施し、必要
に応じた是正措置を講ずるための手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について１０

62
あらかじめ、自らの事業継続計画、コンティンジェンシープラン等に重要
情報の漏えいの事故等を位置付け、当該漏えいの事故等が発生した場
合の影響の 最小化と事業継続のための措置を決定している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について１１



管理対象情報が金庫等の保管容器に保管できる場合（例えば、紙情報等）

整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

63
重要情報の漏えい等の事故等に係る対応により得られた教訓を事業継
続計画、コンティンジェンシープラン等に反映させ、継続的に見直していく
ための手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について１２



管理対象情報が金庫等の保管容器に保管できない場合（例えば、製造装置等）

整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

管理対象情報が製造装置であ
る場合等保管容器に保管するこ
とが困難な場合等の物理的アク
セスの制限等の基本的な考え
方

1
重要情報は立入制限区域に置かれ、アクセス権を有する者以外の者の
立入りを制限する取組が習慣化している。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

柱書き部分

必須

2
重要情報を他者が所有する場所で取り扱う場合には、秘密保持契約及
び適切な管理を依頼する契約を締結している。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

柱書き部分

必須

立入制限区域の構造と管理 3

物理的な境界で他の区域と区分することができる区域が他の区域と接
触する全ての入退室口を、差込み式の鍵、文字盤鍵、 キーパッド式の
鍵、認証システム等により施錠することができる区域を立入制限区域と
して設定している。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理１

4
立入制限区域に係る入退室口を、原則として業務時間中のみ開錠して
いる。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理２

5

鍵の管理簿の作成、受付の設置による受付簿の管理、ＩＤによる認証の
導入、作業をしている者以外の者による同行と確認等により、立入制限
区域へのアクセス権を有する者を含む全ての者の立入りの状況を記録
し、合理的な期間保管することで事後的に確認可能としている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理３

6
立入制限区域の鍵を三段式文字盤鍵又は認証システム及び差込み式
の鍵の組合せ等による二重以上の施錠方式のものとしている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理４

7

立入制限区域の鍵を三段式文字盤鍵とする場合は、その三段式文字盤
鍵のダイヤル及び内蔵回転盤の目盛は、それぞれ100目盛とし、内蔵回
転盤は１目盛ごとに任意の番号に調整できる組合せで、その組合せは
100の３乗以上となるものを用いている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理５

8
立入制限区域の内側に緊急時に開錠するための非常開閉装置を設け
ている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理６

9
立入制限区域と他の区域とを区分する壁や天井、床について、鉄筋コン
クリート又は不燃性の資材を用いた堅固な構造を有する施設にしてい
る。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理７の一

10

立入制限区域と他の区域とを区分する壁や天井、床について、厚さ
10cm以上の鉄筋コンクリートを用いた堅固な構造又は以下に掲げるい
ずれかの方法による堅固な構造を有する施設にしている。

(1)補強コンクリートブロックを用いる場合 中空部をコンクリートで充填し
た厚さ15cm以上のコンクリートブロックを用いた上で、直径９mm以上の
鉄筋を縦40 以下 横20 以下の間隔で配筋する構造

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理７の二

11
立入制限区域の天井の裏が、他の区域の天井の裏と接続している場合
に、その境界部に金網を設置すること等により他の区域からの侵入を防
止する構造を有する施設にしている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理７の三

12
立入制限区域の入退室口を一箇所とする構造であって、当該入退室口
の扉の上に常夜灯を設けている構造を有する施設にしている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理７の四

13
立入制限区域の入退室口の扉として鋼鉄を用いている構造を有する施
設にしている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理７の五

→13を選択
している場

合
14

立入制限区域の入退室口の扉について、厚さ3.2mm以上の鋼鉄を用い
たものであって、当該扉の丁番が当該立入制限区域の内側に埋め込ま
れたものを有する構造（※）を有する施設にしている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理７の六

15
立入制限区域の入退室口の扉に備え付けられるのぞき窓がドアスコー
プとなっている構造を有する施設にしている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理７の七



管理対象情報が金庫等の保管容器に保管できない場合（例えば、製造装置等）

整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

16
立入制限区域の入退室口の扉が両開きである場合には、その合わせ目
に定規ぶちを取り付けている構造を有する施設にしている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理７の八

17

立入制限区域に窓がない構造又は窓がある場合には、必要最低限の数
の不透明な窓となっており、かつ、当該窓に直径13mm以上の鉄棒で、そ
の間隔が10cm以下となるよう鉄格子を堅固に取り付けた構造を有する
施設にしている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理７の九

18

立入制限区域に備え付けられたダクト、通風調節装置、天窓、下水溝等
の開口部が、大きさ、形状等から人の侵入、人による盗み見又は盗聴の
おそれがあると認められるものである場合に、当該開口部に直径13mm
以上の鉄棒で、その間隔が10cm以下となるよう鉄格子を堅固に取り付
け、又は金網を取り付けた構造を有する施設にしている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理７の十

19
立入制限区域の扉を開けたときに、中が見えないようにカーテン又は衝
立等を設置している。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理８

20
ある施設の内部に間仕切りを用いて立入制限区域を設定する場合に
は、当該間仕切りは、9又は10の資材を用いて天井まで届く高さの不透
明な構造（※）としている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理９

21
赤外線警報装置、セキュリティカメラ等の警備システムの導入により、立
入制限区域への不審者の侵入に係る視認性を高めている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理１０

→21を選択
している場

合
22

立入制限区域の警備システムが作動した場合の警備員等の駆けつけ体
制を確保している。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理１１

23
警備員等がモニターにより立入制限区域及びその周辺を常時監視する
体制を確保している。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理１２

24
警備員等により立入制限区域及びその周辺を定期的に巡回監視を実施
する体制を確保している。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理１３

25
管理者は、災害等緊急時の対応のため、立入制限区域の全ての鍵の解
錠が可能なマスターキーの製作、共通パスワードの設定等がされている
場合には、そのマスターキー等の管理の手順を確立している。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理１４

26
立入制限区域を、独立した建屋とすること等により他の区域と物理的に
独立した施設としている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理１５

→26を選択
している場

合
27

立入制限区域を、独立した建屋とすること等により他の区域と物理的に
独立した施設とし、当該施設の周囲を1.8ｍ以上の壁又はフェンス等で覆
うこと等により不審者の容易な侵入を防ぐ措置を講じている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理１６

28
立入制限区域を、独立した建屋とすること等により他の区域と物理的に
独立した施設とし、当該施設の基礎をコンクリートで固定している。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理１７

29

立入制限区域を、独立した建屋とすること等により他の区域と物理的に
独立した施設とし、かつ当該施設が複数ある場合に、その複数の施設を
一つの区画に集め、当該区画の周囲を２ｍ以上の壁、フェンス等で覆う
ことにより不審者の容易な侵入を防ぐ措置を講じている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理１８

30
管理者は、立入制限区域に重要情報が置かれていない状態であって
も、アクセス権を有する者以外の立入りを制限している。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理１９



管理対象情報が金庫等の保管容器に保管できない場合（例えば、製造装置等）

整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

31
事業者又は管理者は、立入制限区域の入退室口の施錠のための鍵又
は鍵番号等の管理、警備の体制等立入制限区域を適切に管理するため
の手順及び体制を確立している。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第一 立入制限区域の構造と管理２０

立入制限区域への立入者の視
認性を高めるため等の措置

32
立入制限区域への全ての立入者について、他の者から視認できるよう、
当該立入制限区域に立ち入ることが許されていることがわかる標識の着
用を求めている。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第二 立入制限区域への立入者の視認性を
高めるため等の措置１

33
管理者は、立入制限区域内へのカメラ、携帯型の情報通信機器等の持
込みを原則として禁止し、持ち込む必要がある場合には、あらかじめ、管
理者の承認を得ることを求めるための手順を確立している。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第二 立入制限区域への立入者の視認性を
高めるため等の措置２

34
立入制限区域内に、製造設備等の重要情報を設置する場合には、当該
機器を物理的に持ち出せないようにワイヤ等で固定している。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第二 立入制限区域への立入者の視認性を
高めるため等の措置３

35
立入者の立入制限区域からの退室に際し、当該立入者について、持ち
物検査、体重検査等を実施している。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第二 立入制限区域への立入者の視認性を
高めるため等の措置４

36
管理者は、部外者（アクセス権を有する者以外の者）の立入制限区域へ
の立入りを認めるための手順を確立している。

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第二 立入制限区域への立入者の視認性を
高めるため等の措置５

管理対象情報の運搬 37

管理者は、重要情報の運搬について、以下事項のうち必要と決定した措
置を実施している。

(1)管理者は、重要情報を保管容器から持ち出し、当該重要情報を取り
扱うために当該重要情報を取り扱う場所に運搬すること、当該取り扱う
場所から保管容器に運搬すること等を、アクセス権を有する者又は管理
者が指定した者 限り認めるための手順を確立する

Ⅳ管理対象情報が製造装置である場合等保管
容器に保管することが困難な場合等の物理的
アクセスの制限等

第三 管理対象情報の運搬

(4)管理者は、重要情報を管理者が指定した者が運搬する場合に、当該
重要情報を引き渡した者及び引き渡された者が相互に、その内容等に
ついての確認を行うための手順を確立している。

(5)管理者は、重要情報が保管されている保管容器の設置された場所の
ある事業所以外の当該管理者の属する事業者の事業所等に運搬する
必要がある場合又は当該管理者の属する事業者以外の者の事業所等

管理対象情報をその管理対象
情報を保有する事業者以外の
者に渡す場合の措置の基本的
な考え方

38

重要情報を外部委託先等（※）に渡し、取り扱わせる場合には、当該重
要情報の第三者への開示の禁止等を含む秘密保持契約を締結した後で
引き渡す取組が習慣化し、文書等に定めがなくてもその事業者の従業
員等が実践している。

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

柱書き部分

外部委託先等に管理対象情報
を取り扱わせる前の確認

39
重要情報を外部委託先等に取り扱わせる場合には、情報の流出等のリ
スクを考慮し、真に必要な取引であるかを検討した上で行っている。

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第一 外部委託先等に管理対象情報を取り
扱わせる前の確認１

40
重要情報の取扱いを外部委託先等に行わせる場合には、重要情報を適
切に管理し、要請に適切に対応できる能力を有するか否かについて事
前に確認している。

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第一 外部委託先等に管理対象情報を取り
扱わせる前の確認２

41
重要情報を外部委託先等に渡す場合の当該外部委託先等の事前の確
認及び評価のための手順を確立している。

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第一 外部委託先等に管理対象情報を取り
扱わせる前の確認３

42
必要に応じて、外部委託先等に対して、作成した重要情報の適切な管理
に関する基本的な方針等を周知している。

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第一 外部委託先等に管理対象情報を取り
扱わせる前の確認４

秘密保持契約 43

重要情報を外部委託先等に提供する前に、以下の事項のうち必要なも
のを含む秘密保持契約の締結又はこれに準ずる法的拘束力のある取決
めを交わす取組が習慣化している。

(1)提供された重要情報の取扱者を限定すること。
(2)提供された重要情報の取扱者の氏名等を明らかにすること。
(3)提供された重要情報の取扱者の範囲がN d t  K の原則に照らし

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第二 秘密保持契約１

44 秘密保持契約又は取決めのひな形を定めている。
Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第二 秘密保持契約２



管理対象情報が金庫等の保管容器に保管できない場合（例えば、製造装置等）

整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

管理対象情報の段階を分けた
管理と対応

45
重要情報をその価値等に応じて段階を設けて管理し、当該段階に応じて
管理者を選任している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第一 管理対象情報の段階を分けた管理と
対応１

→45を選択
している場
合

46 重要情報の価値等段階に応じて、管理簿を分けて作成している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第一 管理対象情報の段階を分けた管理と
対応２

47
重要情報が電子情報であるときの管理情報システムが提供する機能に
ついて、アクセス権を有する者に対し、提供する機能を制限している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第一 管理対象情報の段階を分けた管理と
対応３

48
重要情報のうち特に価値の高いもの等を管理するために立入制限区域
の内部で間仕切りする場合には、入退室口及び警報装置を間仕切りし
た区画ごとに独立して設置している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第一 管理対象情報の段階を分けた管理と
対応４

管理対象情報のより強固な管
理のための敷地全体の防護

49
重要情報に係る保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周を
金網等で囲っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護１

→49を選択
している場
合

50
重要情報に係る保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周を、
高さ２ｍ以上の金網等で囲っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護２

51
重要情報に係る保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周を
囲う金網等の上部に２本以上の有刺鉄線等で敷地の外側に向かって角
度をつけた忍び返しを設け、全体の高さを2.4ｍ以上の外柵としている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護３

52
重要情報に係る保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周に
は、赤外線警報装置、セキュリティカメラ等警備システムの導入により不
審者の侵入に係る視認性を高める措置の導入を行っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護４

53
保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周の警備システムが
作動した場合の警備員等の駆けつけ体制を確保している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護５

54
保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周及びその周辺をモニ
ターにより警備員等が常時監視する体制を確保している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護６

55
警備員等により、保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周及
びその周辺を４時間に１回以上巡回監視を実施する体制を確保してい
る。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護７

外部委託先等における管理対
象情報をより的確に管理するた
めに考えられる措置

56
外部委託先等に重要情報を提供する場合には、可能な限り分割して引
き渡すことにより、重要情報の全体が外部委託先等から見てわからない
ようにする取組を行っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第三 外部委託先等における管理対象情報
をより的確に管理するために考えられる措置１

57
ＪＶ企業に重要情報を提供する場合については、ジョイントベンチャーの
契約において、当該事業者からの取締役の派遣等コーポレートガバナン
スを確実に効かせる措置を講じている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第三 外部委託先等における管理対象情報
をより的確に管理するために考えられる措置４

→57を選択
している場
合

58
ＪＶ企業における重要情報の受入れに関しては、ＪＶ企業の取締役会の
全会一致の仕組みとすること等により、重要情報が容易に引き渡されな
いような手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第三 外部委託先等における管理対象情報
をより的確に管理するために考えられる措置５

管理対象情報を継続的かつ適
切に管理するための体制の構
築等について

59
重要情報ごとに、これを取り扱う関係部署の責任及び役割を明確にして
いる。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について１



管理対象情報が金庫等の保管容器に保管できない場合（例えば、製造装置等）

整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

60 重要情報の適切な管理に関する基本的な方針を作成している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について２

→60を選択
している場
合

61
方針について、重要情報を取り扱う可能性のある全ての者に周知し、方
針に基づき、これらの者から情報の取扱いに係る社内規程やマニュアル
に従った手続の履行に関する誓約書を取得している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について５

62
方針について、定期的に見直しを実施し、当該方針を適切、有効かつ妥
当なものに維持するための手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について６

63
経営層は、方針が作成（変更を含む。）された場合はその承認をすること
や、責任の明確化、自らの関与の明示等により、重要情報の適切な管
理を確立するための取組を行っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について８

64
管理者は、方針について、その責任の範囲において、これらの遵守状況
（技術的な遵守状況も含む。）を確認している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について９

65
重要情報が他者から預けられた情報である場合であって、当該重要情
報に係る方針を定めたときは、当該他者に当該方針の内容についての
確認をとっている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について４

66
方針に沿って重要情報の適切な管理に向けた対策を作成し、当該対策
が確実に実施されていることについての記録をしている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について３

→66を選択
している場
合

67
対策について、重要情報を取り扱う可能性のある全ての者に周知してい
る。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について５

68
対策について、定期的に見直しを実施し、当該対策を適切、有効かつ妥
当なものに維持するための手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について６

69
事業者の取締役等の経営層は、対策が作成（変更を含む。）された場合
はその承認をすることや、責任の明確化、自らの関与の明示等により、
重要情報の適切な管理を確立するための取組を行っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について８

70
管理者は、対策について、その責任の範囲において、これらの遵守状況
（技術的な遵守状況も含む。）を確認している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について９

71
重要情報が他者から預けられた情報である場合であって、当該重要情
報に係る対策を定めたときは、当該他者に当該方針の内容についての
確認をとっている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について４

72
マニュアルについて、定期的に見直しを実施し、当該マニュアルを適切、
有効かつ妥当なものに維持するための手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について６

73

情報の適切な管理に係る状況の変化、重要情報の漏えいの事故等への
対応、内外からの攻撃に関する監視、測定、評価の結果から教訓を導き
出し、その都度情報管理プロセスを継続的に改善する体制を確立してい
る。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について７

74
経営層は、マニュアルが作成（変更を含む。）された場合はその承認をす
ることや、責任の明確化、自らの関与の明示等により、重要情報の適切
な管理を確立するための取組を行っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について８



管理対象情報が金庫等の保管容器に保管できない場合（例えば、製造装置等）

整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

75
管理者は、マニュアルについて、その責任の範囲において、これらの遵
守状況（技術的な遵守状況も含む。）を確認している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について９

76
管理者は、重要情報の適切な管理について、定期的に、又は情報の適
切な管理に係る状況の重大な変化が生じた場合に監査を実施し、必要
に応じた是正措置を講ずるための手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について１０

77
あらかじめ、自らの事業継続計画、コンティンジェンシープラン等に重要
情報の漏えいの事故等を位置付け、当該漏えいの事故等が発生した場
合の影響の 最小化と事業継続のための措置を決定している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について１１

78
重要情報の漏えい等の事故等に係る対応により得られた教訓を事業継
続計画、コンティンジェンシープラン等に反映させ、継続的に見直していく
ための手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について１２



管理対象情報が電子情報の場合
整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

管理対象情報が電子情報であ
る場合のアクセスの制限等の基
本的な考え方

1

重要情報が記録された可搬式記録媒体の持ち出しを管理し、サーバ等
で記録されている場合には、重要情報へのアクセスをアクセス権を有す
る者に制限している。
なお、重要情報がクラウド等当該事業者以外のサーバ等で記録されてい
る場合は、それを管理する者やデータセンターの信頼性を確認し、その
信頼性を確認し、秘密保持契約を締結している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

柱書き部分
必須

情報システムの管理等 2
情報システムのセキュリティに配慮した操作手順書を作成し、常に利用
者が利用可能な状態にしている。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等１

3 情報システムとインターネットの間にファイアウォールを導入している。
Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等２

4 情報システムへのアクセスログ等を取得している。
Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等３

→4を選択し
ている場合

5
「整理番号4」のアクセスログを合理的な期間以上保存し、情報システム
責任者により定期的に点検させ、アクセスログを保護するために適切な
措置を講じている。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等４

6
IDS（Intrusion Detection System）等により、情報システムへの不正なア
クセスを検知して、情報システム責任者に通知するシステムを導入して
いる。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等５

7
「整理番号5」の点検結果により不正なアクセスが発見された場合、「整
理番号6」の通知があった場合等に、情報システム責任者が速やかに対
処する手順を確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等６

8
IPS（Intrusion Prevention System）等により、情報システムへの不正なア
クセスを検知し、防御するシステムを導入している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等７

9
ネットワークに接続するサーバについて、不要なポートを閉鎖すること、
匿名でのネットワークへの接続（Anonymous接続）を禁止すること等を実
施している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等８

10
最新の脆弱性情報を常時入手し、情報システムのセキュリティ向上のた
めに反映等をさせていく仕組みを確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等９

11
情報システムを構成するハードウェア、ソフトウェア等について、サポート
窓口が明確であり、常時連絡がとれる事業者から導入している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等１０

12
情報システム責任者は、情報システムを構成するハードウェア、ソフト
ウェア等の管理簿を作成し、合理的な期間保管している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等１１

13
管理情報システムを最新の状態にし、更新されたウィルス対策ソフトウェ
ア等を用いて、少なくとも週１回以上フルスキャンを行い、パッチの更新
を行うこと等により、適切に機能を提供するための取組を実施している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等１２

14
一定期間電源の切られた状態にある管理情報システムを構成する機器
については、再度の電源投入時に「整理番号13」の取組を実施してい
る。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等１３

15
重要情報を記録するための可搬式記録媒体について、「管理番号13」ま
たは「管理番号14」の取組を実施している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等１４

16
管理情報システムにおいてオペレーティングシステム及びソフトウェアに
よる制御を無効にすることができるシステムユーティリティの使用を制限
するための手順を確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等１５

17
管理情報システムにソフトウェアを導入する場合、情報システム責任者
によりソフトウェアの安全性が確認された場合を除き、認めないための手
順を確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等１６



管理対象情報が電子情報の場合
整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

18
管理情報システムに対するペネトレーションテストを定期的に実施してい
る。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等１７

19
立入制限区域に管理情報システムを構成する機器のうちサーバ等一定
のものを設置している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等１８

20
管理情報システムを構成する機器及び立入制限区域等の特定の場所で
のみ使用する可搬式記録媒体について、不正な持ち出し、盗難等から保
護するための措置を講じている。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等１９

21
情報システム責任者が、当該システムの構成機器の持ち出しに伴うリス
クを回避することができると判断し、その承認をした場合を除き、当該機
器を持ち出させないための手順を確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等２０

22

管理情報システムを構成する機器について、不要なネットワークポート、
ＵＳＢポート、 シリアルポートを物理的に閉塞すること等当該機器に可搬
式記録媒体を接続することによる重要情報の流出を防止する措置を実
施するための手順を確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等２１

23
管理者等管理情報システムの維持に責任を有する者の利用権限を必要
最低限にとどめ、当該利用権限が最低限であることを定期的に監査する
ための手順を確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等２２

24
管理者等管理情報システムの維持に責任を有する者について、その者
による当該管理情報システムの設定変更や運用に関する作業ログを取
得している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等２３

→24を選択
している場
合

25
24の作業ログについて、管理者等管理情報システムの維持に責任を有
する者の上司等により、又はデータ解析ツール（データマイニングツー
ル）を活用すること等により、定期的に点検させている。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等２４

26

管理情報システムに係るサービス、システム、機器の保守及び点検をサ
プライヤー含む外部の第三者に行わせる場合であって、重要情報に関
わるときは、情報システム責任者の指示の下で、重要情報を他の記録媒
体に移した上で、重要情報を復元できないように消去する等の措置を実
施し、又は従業員等が保守及び点検業務に立ち会い、若しくは作業ログ
を取得し 若しくはカメラを設置すること等により 作業を監視することが

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等２５

27

管理情報システムに係るサービス、システム、機器の第三者による情報
システムの保守及び点検に当たって、当該第三者の作業者にＩＤを付与
することが必要な場合には、一時的なＩＤを付与することとし、作業終了後
は、その権限を無効化するための手順を確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等２６

28

管理情報システムを構成する機器を立入制限区域に設置する場合で
あって、当該管理情報システムを構成する機器の保守及び点検をサプラ
イヤーを含む第三者に行わせるときは、秘密保持契約を締結した上で行
わせている。
この場合において、管理者等管理情報システムの維持に責任を有する
者は 作業者を確認し 当該作業者の立入りを認め 並びに当該立入制

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等２７

29

クラウド等を管理する者又はデータセンターのサーバ等で重要情報を管
理している場合におけるその従業員等が、当該サーバ等の保守及び点
検を行うときであり、その保守及び点検を行う者がクラウド等を管理する
者又はデータセンターの従業員等である場合は、当該保守及び点検を
行う従業員等を確認する等の措置を実施している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等２８

クラウド等を管理する者又はデータセンターのサーバ等で重要情報を管
理している場合におけるその従業員等が、当該サーバ等の保守及び点
検を行うときであり、その保守及び点検を行う者がクラウド等を管理する
者又はデータセンターの従業員等以外である場合は、当該クラウド等を
管理する者又はデータセンターにおいて26、27に掲げる措置等適切な措
置を講ずることを確認する等の措置を実施している

30
重要情報について、定期的な保存（バックアップ）を実施し、当該保存さ
れた情報を重要情報として適切に管理している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等２９

31

管理情報システムで取り扱われた重要情報の漏えいの事故等が発生し
た場合、その疑いがある場合及び重要情報が記録されたサーバ等に情
報システムが提供する機能を妨害するウィルス、スパイウェア等の感染
又は不正アクセスが認められた場合等に、その証拠を収集するための
手順を確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等３０

32
管理情報システムを構成する機器を再利用する場合は、重要情報が復
元できない状態であることを点検した後で再利用している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等３１

33
管理情報システムの利用の状況、管理情報システムにおける重要情報
へのアクセス（※）及び例外処理を記録した監査ログを取得している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等３２



管理対象情報が電子情報の場合
整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

→33を選択
している場
合

34
33の監査ログを記録のあった日から三月以上保存し、定期的に点検し、
当該監査ログを改ざん又は不正なアクセスから保護するために適切な
措置を講じている。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等３３

35
管理情報システムの監査に用いるツールについて、悪用を防止するため
必要最低限の使用にとどめている。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等３４

36
情報システムを構成するソフトウェアの利用状況を確認し、利用がされて
いない場合には、当該ソフトウェアを消去している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等３５

37
管理情報システム及びネットワークを通じて管理情報システムにアクセ
ス可能な情報システムの日付及び時刻を定期的に合わせている。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等３６

38
管理情報システムの共有ネットワーク（インターネット等）への接続につい
ては、アクセス権を有する者の職務内容に応じてアクセス制御方針を定
め、これに基づいて認めるための手順を確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等３７

39
情報システムから外部への通信についてログの取得等により監視してい
る。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等３８

40
管理情報システムを構成する機器について、無線でのネットワークへの
接続をすることができるものを用いていない。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等３９

41
管理情報システムを構成する機器を廃棄する場合には、当該機器に記
録された重要情報が復元できない状態であることを確認し、当該機器を
物理的に破壊し、廃棄している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等４０

42
立入制限区域の内部のみで利用する管理情報システムを、有線により
配線接続して構築し、当該立入制限区域の外部への通信を行わせない
ための手順を確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等４１

43
事業者又はアクセス権を有する者は、管理情報システムが無人状態に
置かれる場合、無人状態であっても重要情報が適切に保護されるよう必
要な対応をしている。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第一 情報システムの管理等４２

電子情報である管理対象情報
へのアクセスに関する対応

44
管理情報システムの利用者の職務内容に応じて、利用できる機能を制
限している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第二 電子情報である管理対象情報へのアク
セスに関する対応１

45
適切なアクセス権を付与するため、管理情報システムの利用者としての
登録及び人事異動等に伴い速やかに登録の削除をするための手順（定
期的な見直しを含む。）を確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第二 電子情報である管理対象情報へのアク
セスに関する対応２

46
管理情報システムの利用者に対して、初期又は仮のパスワードを発行
する場合には、容易に推測されないパスワードを発行する等その適切な
管理に配慮した方法で発行している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第二 電子情報である管理対象情報へのアク
セスに関する対応３

47 管理情報システムの利用者ごとに一意な識別子を保有させている。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第二 電子情報である管理対象情報へのアク
セスに関する対応４

48
アクセス権設定等の特別な権限を持つ情報システム責任者の管理情報
システムへのログインに対して、二つの認証機能を組み合わせた二要素
認証を導入している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第二 電子情報である管理対象情報へのアク
セスに関する対応５

49
アクセス権を有する者が自らパスワードを設定する場合には、容易に類
推されないような設定とするよう周知し、管理情報システムでパスワード
を設定する者に対してその要求をするようにする。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第二 電子情報である管理対象情報へのアク
セスに関する対応６

50
管理情報システムそのものに、必要に応じてパスワードの変更を利用者
に促す機能やパスワードの再利用を防止する機能等を持つようにしてい
る。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第二 電子情報である管理対象情報へのアク
セスに関する対応７



管理対象情報が電子情報の場合
整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

51
情報システム責任者は、アクセス権を有する者等に対して、管理情報シ
ステムにログオンするためのパスワードを記載した紙を目に見えるところ
に置かないこと等を周知している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第二 電子情報である管理対象情報へのアク
セスに関する対応８

52
管理情報システムへのアクセスについては、複数者間で同じパスワード
（共通パスワード）を使用しないための手順を確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第二 電子情報である管理対象情報へのアク
セスに関する対応９

53
テレワーク等外部からの管理情報システムの重要情報へのアクセスに
ついて、利用者の認証を行うための手順を確立するとともに、可能な限り
暗号化された通信路を用いさせている。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第二 電子情報である管理対象情報へのアク
セスに関する対応１０

54
情報システム責任者は、電子政府推奨暗号を用いて暗号化する等の措
置を講じた上で管理情報システムにおいて重要情報を適切に管理する
ための手順を確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第二 電子情報である管理対象情報へのアク
セスに関する対応１１

管理対象情報の取扱い 55
可搬式記録媒体に重要情報が記録されている場合には、当該可搬式記
録媒体を重要情報そのものとして取り扱うための手順を確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第三 管理対象情報の取扱い１

56
情報システム責任者は、重要情報を記録し、又は記録のために用いる
可搬式記録媒体の管理簿を作成し、合理的な期間保管している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第三 管理対象情報の取扱い２

57
電子情報である重要情報を可搬式記録媒体に記録する場合は、暗号技
術を用いている。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第三 管理対象情報の取扱い３

58
重要情報を記録した可搬式記録媒体を施錠することができるロッカー等
に集中的に保管し、その鍵等を適切に管理している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第三 管理対象情報の取扱い４

59
可搬式記録媒体に記録した重要情報を消去する場合には、復元できな
いように上書き消去（データの完全消去）を速やかに行うための手順を確
立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第三 管理対象情報の取扱い５

→59を選択
している場
合

60
59の手順に従い重要情報が消去された可搬式記録媒体に限り、その使
用を認めている。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第三 管理対象情報の取扱い６

61

重要情報が記録されたサーバや可搬式記録媒体の廃棄を行う場合に
は、 ハードディスクドライブ等全体に対して上書き消去（データの完全消
去）を行い、その消去を確認した上で、物理的な破壊を行うための手順を
確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第三 管理対象情報の取扱い７

62
管理情報システムを構成する機器の廃棄を行う場合には、データを消去
すること等により読み取りができない状態にするための手順を確立すし
ている。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第三 管理対象情報の取扱い８

63
管理情報システムを構成する機器及び可搬式記録媒体であって、個人
が所有するもので、重要情報を、取り扱わせないための手順を確立して
いる。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第三 管理対象情報の取扱い９

64
重要情報を電子メールで送信する場合は、送信する重要情報又は電子
メールそのものについて暗号化すること等の適切な措置を講ずるための
手順を確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第三 管理対象情報の取扱い１０

65
重要情報を電子メールで送信する場合又は受信する場合に、その送受
信のログを合理的な期間保存している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第三 管理対象情報の取扱い１１

66

重要情報を可搬式記録媒体に保存した上で管理情報システムからの消
去を行うこと、他者から預けられた重要情報であって可搬式記録媒体に
記録されたものを事業者の可搬式記録媒体にのみ保存し、利用すること
等により、当該重要情報を、必要最小限の範囲で取り扱うための手順を
確立している。

Ⅴ管理対象情報が電子情報である場合のアク
セスの制限等

第三 管理対象情報の取扱い１２

管理対象情報をその管理対象
情報を保有する事業者以外の
者に渡す場合の措置の基本的
な考え方

67

重要情報を外部委託先等（※）に渡し、取り扱わせる場合には、当該重
要情報の第三者への開示の禁止等を含む秘密保持契約を締結した後で
引き渡す取組が習慣化し、文書等に定めがなくてもその事業者の従業
員等が実践している。

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

柱書き部分



管理対象情報が電子情報の場合
整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

外部委託先等に管理対象情報
を取り扱わせる前の確認

68
重要情報を外部委託先等に取り扱わせる場合には、情報の流出等のリ
スクを考慮し、真に必要な取引であるかを検討した上で行っている。

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第一 外部委託先等に管理対象情報を取り
扱わせる前の確認１

69
重要情報の取扱いを外部委託先等に行わせる場合には、重要情報を適
切に管理し、要請に適切に対応できる能力を有するか否かについて事
前に確認している。

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第一 外部委託先等に管理対象情報を取り
扱わせる前の確認２

70
重要情報を外部委託先等に渡す場合の当該外部委託先等の事前の確
認及び評価のための手順を確立している。

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第一 外部委託先等に管理対象情報を取り
扱わせる前の確認３

71
必要に応じて、外部委託先等に対して、作成した重要情報の適切な管理
に関する基本的な方針等を周知している。

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第一 外部委託先等に管理対象情報を取り
扱わせる前の確認４

秘密保持契約 72

重要情報を外部委託先等に提供する前に、以下の事項のうち必要なも
のを含む秘密保持契約の締結又はこれに準ずる法的拘束力のある取決
めを交わす取組が習慣化している。

(1)提供された重要情報の取扱者を限定すること。
(2)提供された重要情報の取扱者の氏名等を明らかにすること

Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第二 秘密保持契約１

73 秘密保持契約又は取決めのひな形を定めている。
Ⅵ管理対象情報をその管理対象情報を保有す
る事業者以外の者に渡す場合の措置

第二 秘密保持契約２

管理対象情報の段階を分けた
管理と対応

74
重要情報をその価値等に応じて段階を設けて管理し、当該段階に応じて
管理者を選任している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第一 管理対象情報の段階を分けた管理と
対応１

→75を選択
している場
合

75 重要情報の価値等段階に応じて、管理簿を分けて作成している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第一 管理対象情報の段階を分けた管理と
対応２

76
重要情報が電子情報であるときの管理情報システムが提供する機能に
ついて、アクセス権を有する者に対し、提供する機能を制限している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第一 管理対象情報の段階を分けた管理と
対応３

77
重要情報のうち特に価値の高いもの等を管理するために立入制限区域
の内部で間仕切りする場合には、入退室口及び警報装置を間仕切りし
た区画ごとに独立して設置している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第一 管理対象情報の段階を分けた管理と
対応４

管理対象情報のより強固な管
理のための敷地全体の防護

78
重要情報に係る保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周を
金網等で囲っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護１

→78を選択
している場
合

79
重要情報に係る保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周を、
高さ２ｍ以上の金網等で囲っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護２

80
重要情報に係る保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周を
囲う金網等の上部に２本以上の有刺鉄線等で敷地の外側に向かって角
度をつけた忍び返しを設け、全体の高さを2.4ｍ以上の外柵としている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護３

81
重要情報に係る保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周に
は、赤外線警報装置、セキュリティカメラ等警備システムの導入により不
審者の侵入に係る視認性を高める措置の導入を行っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護４

82
保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周の警備システムが
作動した場合の警備員等の駆けつけ体制を確保している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護５

83
保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周及びその周辺をモニ
ターにより警備員等が常時監視する体制を確保している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護６

84
警備員等により、保管容器が設置された事業所等全体の敷地の外周及
びその周辺を４時間に１回以上巡回監視を実施する体制を確保してい
る。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第二 管理対象情報のより強固な管理のため
の敷地全体の防護７



管理対象情報が電子情報の場合
整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

外部委託先等における管理対
象情報をより的確に管理するた
めに考えられる措置

85
外部委託先等に重要情報を提供する場合には、可能な限り分割して引
き渡すことにより、重要情報の全体が外部委託先等から見てわからない
ようにする取組を行っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第三 外部委託先等における管理対象情報
をより的確に管理するために考えられる措置１

86
ＪＶ企業に重要情報を提供する場合については、ジョイントベンチャーの
契約において、当該事業者からの取締役の派遣等コーポレートガバナン
スを確実に効かせる措置を講じている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第三 外部委託先等における管理対象情報
をより的確に管理するために考えられる措置４

→86を選択
している場
合

87
ＪＶ企業における重要情報の受入れに関しては、ＪＶ企業の取締役会の
全会一致の仕組みとすること等により、重要情報が容易に引き渡されな
いような手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第三 外部委託先等における管理対象情報
をより的確に管理するために考えられる措置５

管理対象情報を継続的かつ適
切に管理するための体制の構
築等について

88
重要情報ごとに、これを取り扱う関係部署の責任及び役割を明確にして
いる。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について１

89 重要情報の適切な管理に関する基本的な方針を作成している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について２

→89を選択
している場
合

90
方針について、重要情報を取り扱う可能性のある全ての者に周知し、方
針に基づき、これらの者から情報の取扱いに係る社内規程やマニュアル
に従った手続の履行に関する誓約書を取得している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について５

91
方針について、定期的に見直しを実施し、当該方針を適切、有効かつ妥
当なものに維持するための手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について６

92
経営層は、方針が作成（変更を含む。）された場合はその承認をすること
や、責任の明確化、自らの関与の明示等により、重要情報の適切な管
理を確立するための取組を行っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について８

93
管理者は、方針について、その責任の範囲において、これらの遵守状況
（技術的な遵守状況も含む。）を確認している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について９

94
重要情報が他者から預けられた情報である場合であって、当該重要情
報に係る方針を定めたときは、当該他者に当該方針の内容についての
確認をとっている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について４

95
方針に沿って重要情報の適切な管理に向けた対策を作成し、当該対策
が確実に実施されていることについての記録をしている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について３

→95を選択
している場
合

96
対策について、重要情報を取り扱う可能性のある全ての者に周知してい
る。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について５

97
対策について、定期的に見直しを実施し、当該対策を適切、有効かつ妥
当なものに維持するための手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について８

98
事業者の取締役等の経営層は、対策が作成（変更を含む。）された場合
はその承認をすることや、責任の明確化、自らの関与の明示等により、
重要情報の適切な管理を確立するための取組を行っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について６

99
管理者は、対策について、その責任の範囲において、これらの遵守状況
（技術的な遵守状況も含む。）を確認している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について９

100
重要情報が他者から預けられた情報である場合であって、当該重要情
報に係る対策を定めたときは、当該他者に当該方針の内容についての
確認をとっている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について４

101
マニュアルについて、定期的に見直しを実施し、当該マニュアルを適切、
有効かつ妥当なものに維持するための手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について６



管理対象情報が電子情報の場合
整理番号 内容 告示の番号 チェック欄

102

情報の適切な管理に係る状況の変化、重要情報の漏えいの事故等への
対応、内外からの攻撃に関する監視、測定、評価の結果から教訓を導き
出し、その都度情報管理プロセスを継続的に改善する体制を確立してい
る。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について７

103
経営層は、マニュアルが作成（変更を含む。）された場合はその承認をす
ることや、責任の明確化、自らの関与の明示等により、重要情報の適切
な管理を確立するための取組を行っている。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について８

104
管理者は、マニュアルについて、その責任の範囲において、これらの遵
守状況（技術的な遵守状況も含む。）を確認している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について９

105
管理者は、重要情報の適切な管理について、定期的に、又は情報の適
切な管理に係る状況の重大な変化が生じた場合に監査を実施し、必要
に応じた是正措置を講ずるための手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について１０

106
あらかじめ、自らの事業継続計画、コンティンジェンシープラン等に重要
情報の漏えいの事故等を位置付け、当該漏えいの事故等が発生した場
合の影響の 最小化と事業継続のための措置を決定している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について１１

107
重要情報の漏えい等の事故等に係る対応により得られた教訓を事業継
続計画、コンティンジェンシープラン等に反映させ、継続的に見直していく
ための手順を確立している。

Ⅶその他の管理対象情報の管理を強化するた
めの措置

第四 管理対象情報を継続的かつ適切に管
理するための体制の構築等について１２


