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1. 目的 

本細則は、『個人情報保護安全管理規程』において、安全管理に影響のある作業に従事する際

に、その作業におけるサーバ管理者、ネットワーク管理者、及び利用者に対する技術的な対策方

法で保護する手順を規定するものである。 

 

2. 適用範囲 

本細則は、『個人情報保護安全管理規程』に基づき、当社で使用するサーバ、ネットワーク及び

クライアント端末などを適用範囲とする。 

 

3. 用語の定義 

本細則で用いる用語で以下の項目以外は、JIS Q １５００１：２００６で規定する定義、ならびに

『個人情報保護管理マニュアル』で定義された用語を用いる。 

(1) システム管理者 

業務システムを担当する部門個人情報保護責任者、又は部門個人情報保護責任者が任

命した者のこと。 

(2) ネットワーク管理者 

社内ＬＡＮ、及びインターネットの管理を担当する部門個人情報保護責任者、又は部門個

人情報保護責任者が任命した者のこと。 

(3) 利用者 

端末（クライアント、ダム端末）を利用する従業者のこと。 

(4) ワクチンソフト 

コンピュータウイルスをチェックしたり、退治したりするためのソフトウェアのこと。 

(5) 社内ネットワーク 

社内で利用可能なネットワークのこと。 

(6) 外部ネットワーク 

専用線、インターネット等、社外のネットワークのこと。 

(7) 共用ネットワーク 

インターネットのこと。 

(8) プロトコル 

通信を行なう双方で取り決めた通信手順のこと。 

(9) ゲートウェイ 

通信の経路となり得る通信機器のこと。 

(10) ネットワーク機器 

通信機器のこと。 
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(11) 機器コンフィグレーション 

各種通信機器に格納される設定情報のこと。 

(12) ノード認証 

ネットワークに接続する機器そのものの認証のこと。 

(13) リモート診断 

ネットワークを介して、通信機器やサーバの稼動状況を診断すること。 

(14) ＩＰアドレス 

ネットワークで使用する各接続点に付与された固有のアドレスのこと。 

(15) ＭＡＣアドレス 

Ｅｔｈｅｒｎｅｔに接続する全てのネットワーク機器に与えられたユニークな識別情報のこと。 

Ｅｔｈｅｒｎｅｔは、LANの規格のひとつ。 

(16) ロックアウト 

全ての要求を拒否すること。 

(17) 公開サーバ 

インターネット経由で任意あるいは特定の者がアクセスできるサーバのこと。 

(18) ＳＳＬ 

SecureSocketLayer の略で、公開鍵暗号方式を用いて Web サーバとクライアントとの通

信を安全に保つプロトコルのこと。 

(19) 業務サーバ 

社内業務に関するサービスを提供するサーバのこと。 

(20) ＴＥＬＮＥＴ 

リモートからサーバへログインするためのプロトコルのこと。 

(21) ＦＴＰ 

ファイル転送プロトコルのこと。 

(22) ＳＳＨ 

ＩＰネットワークにおける暗号通信機能のこと。 

(23) ＶＰＮ 

共用ネットワークにおいて、暗号を利用し利用者間の安全な通信を提供する技術のこと。 

(24) 利用者端末 

会社から提供または許可を得た業務で使用するパソコン（タブレット等）のこと。 
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4. 技術的安全管理の手順 

4.1 システム管理者の責務 

システム管理者は業務システムを適切に管理するために、下記の内容に実施しなければならな

い。 

 

4.1.1 要員の割り当て 

システム管理者は、重要なシステムの運用において、妥当な力量を持つ２名以上の運用担当者

を割り当て、作業内容の相互確認を可能とする。運用の一部又は全部を外部に委託する場合、

『個人情報委託管理規程』に従い、第三者アクセスのリスクを考慮した契約を締結しなければなら

ない。 

 

4.1.2 利用者の登録・管理 

部門個人情報保護責任者は、システム管理者へ「アカウント作成依頼書」を作成しアカウントの

追加・変更・削除を依頼する。 

システム管理者は、利用者を識別するための一意なアカウントを、以下のルールに従い、運用

する。 

(1) 業務システムの利用者登録 

利用者ごとに、アクセス権を決め、アクセス権を付与した利用者ＩＤをシステムに登録する。 

(2) メールシステムの利用者登録 

利用者が所定の必要事項を記入し、システム管理者に提出された「アカウント作成依頼

書」の申請内容を確認して、問題が無いことが確認できたら、登録を行う。 

メーリングリストは、利用者が所定の必要事項を記入し、システム管理者に提出された「ML

申請依頼書」の申請内容を確認して、問題が無いことが確認できたら、登録を行う。 

(3) 利用者ＩＤの廃棄 

異動及び退職等、アクセス権がなくなった利用者ＩＤに関して、業務システムの主管部門の

責任者の要求事項に沿うように、利用者ＩＤを廃棄する。また、メーリングリストは、「MＬ申請

依頼書」で、依頼し、申請内容を確認して、問題が無いことが確認できたら、変更、削除を行

う。 

(4) パスワードの管理 

管理者側にて、利用者の不正なアクセスを防止するために、他の利用者に推測されにくい

パスワードを設定し、利用者へ提供する。 

 

4.1.3 特権ＩＤ管理 

システム管理者は、業務システムの運用にあたって、不正なアクセス及びシステムの誤用や破壊

を防止するために、特権ＩＤを適切に管理しなければならない。 
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(1) 特権ＩＤの利用者の制限 

特権ＩＤを不正に利用できないように、特権ＩＤを利用できるユーザを制限する。特権ＩＤを

複数のユーザで利用する場合、可能であれば、別々のＩＤを付与する。 

(2) 特権ＩＤの制限 

特権の割り当てにおいて、通常の業務用途に使用される利用者ＩＤとは別の利用者ＩＤを

割り当てる。 

(3) 機能の制限 

特権ＩＤを割り当てる際、必要最低限の機能に制限する。 

 

4.1.4 利用者のアクセス権の設定及び見直し 

システム管理者は、利用者のアクセス権の設定を、定期的（原則、特権ＩＤは 6 ヶ月毎、一般のＩ

Ｄは 6 ヶ月毎）に見直さなければならない。 

(1) 利用者のアクセス権の設定 

業務システムの主管部門の責任者に、アクセス権の要求事項を提出してもらい、要求事項

に従い、適切に設定する。 

アクセス権は、「基幹サーバアクセス権限表」に基づいて、設定を行なう 

(2) 利用者のアクセス権の見直し 

以下の事項が発生した場合、業務システムの主管部門の責任者の要求事項に沿うよう

に、アクセス権の見直しを行う。 

① 利用者の異動及び退職 

利用者が異動及び退職して業務システムを必要としなくなった場合。 

② 業務システムの変更に伴うセキュリティ要求事項の変化 

業務システムの扱う情報及び業務内容の変化に伴うセキュリティ要求事項の変化が発生し

た場合。 

 

4.1.5 不正ソフトウェアへの対応 

システム管理者は、以下の事項に従い、業務システムに関する不正ソフトウェア対応を実施しな

ければならない。 

(1) ワクチンソフトの導入 

ウイルスを速やかに検出・除去するための適切なプログラムを導入する。 

また、導入したプログラムは、検出・除去が速やかに行なわれるように、以下の事項を徹底

する。 

① ワクチンソフトのエンジンのバージョンアップ 

ワクチンソフトが適切に機能するように、エンジンが最新であることを維持する。 

② ワクチンソフトのウイルス定義ファイルのバージョンアップ 

ワクチンソフトが適切に機能するように、ウイルス定義ファイルが最新であることを維持す
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る。 

③ ワクチンソフトの常駐 

ワクチンソフトによって、悪意のプログラムが速やかに検出・除去されるように、ワクチンソフ

トを常駐させる。 

(2) セキュリティパッチソフトウェアの導入 

セキュリティホールに対して速やかに対応するために、オペレーションシステムやアプリケ

ーション等に対するセキュリティ対策用修正ソフトウェア（セキュリティパッチ）を導入する。 

また、導入したセキュリティパッチは、全従業員が使用しているコンピュータ本体に適用す

るように全従業者に対して徹底する。 

(3) 利用者の教育 

不正ソフトウェアの影響を最小限に抑えるために、業務システムの利用者を適切に教育す

る。 

 

4.1.6 システムに関する文書の扱い 

システム管理者は、業務システムの仕様及びセキュリティ要求事項が記述された文書を、『個人

情報物理的安全対策細則』に従い、適切に管理しなければならない。 

 

4.1.7 バックアップ 

システム管理者は、重要なシステムのバックアップを定期的(原則１日に１回)に採取しなければ

ならない。又、バックアップ時に出力されるログ記録とバックアップされる内容を「バックアップ履歴

台帳」に記録して、正常にバックアップされているかを確認しなければならない。尚、バックアップし

たデータについては必要に応じて十分に離れた区域に外部保管を行うこと。 

 

4.1.8 運用記録の管理 

システム管理者は、下記の事項を含む「運用記録台帳」を記録し、維持する。また、『個人情報

文書・記録管理規程』に従い、組織の重要な記録として消失、破壊、改ざんから保護すること。 

(1) 台帳記入者の氏名 

(2) システムの起動及び終了時刻 

(3) 発生したシステムエラーと実施した是正措置 

(4) データファイルとコンピュータ出力の正しい取り扱い確認 

 

4.1.9 業務システムサーバ等の評価・監視 

システム管理者は、業務システムサーバが、業務システムの要求事項を満たされていることを確

実にするために、以下の事項を考慮しなければならない。 

(1) セキュリティの監視 

業務システムのセキュリティ要求事項が満たされていることを確実にするために、以下の事
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項に注意して、システムのセキュリティを監視しなければならない。 

① 事象の記録 

必要なセキュリティ事象を記録し、将来の調査及びアクセス制御の監視を補う為、下記の

内容などを考慮して必要な期間保存する。また、ログは組織の重要な記録として消失、破壊、改ざ

んから保護すること。 

ア） 利用者ＩＤ、ログオン及びログオフの日時 

イ） 可能であれば端末のＩＤ 

ウ） システム・データなどをアクセスしてみて成功及び失敗した記録 

② ログ監視 

ユーザＩＤ・パスワード設定が可能な場合、業務システムのサーバのアクセスログ及びシス

テムログを定期的に監視・分析する。 

③ システム時刻の同期 

業務システムに複数のサーバ存在する場合、各システムの時刻の同期をとる。 

④ ログの保存 

事件・事故が発生した場合の原因を調査するために、業務システムで採取されたログを必

要な期間保存する。 

⑤ ログの点検 

業務システムのサーバのアクセスログ及び、システムログが破壊、改ざん、されていないか

を確認するために、定期的(原則 月１回)無作為に点検する。 

(2) システムの評価 

業務システムの計画時に提示された要求事項が満たされていることを確実にするために、

容量・能力の評価を行なわなければならない。業務システムの負荷状況について以下の点

から確認する。 

① メモリ使用量 

② ディスク使用量 

評価結果は、「定期点検簿」に記載する 

(3) システムの診断手順の管理 

業務システムの診断時に不用意なアクセスや不正なアクセスを防止するために、システム

の診断手順を作成、適切に管理しなければならない。 

① サーバの診断ポートの制御 

サーバの診断時に利用するポートの接続制限をする（許可されていない利用者はアクセス

できないようにする）。 

② サーバへの診断時のアクセス制御 

ネットワークを経由したサーバ診断時のアクセス制御をする（特定のアドレスからしかアクセ

スできないようにゲートウェア、ファイアウォール等で制御する）。 
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(4) 業務システムサーバ等の評価・監視 

システム管理者は、業務システムサーバ等の評価・監視に関する記録を、『個人情報文

書・記録管理規程』に従い、組織の重要な記録として保管期間及び管理者を明確にして管

理し、消失、破壊、改ざんから保護すること。 

 

4.1.10 システムのユーティリティの管理 

システム管理者は、業務システムの不適切な変更や修正が行なわれないように、以下の事項を

参考にして、システムユーティリティの利用を適切に管理しなければならない。 

(1) システムユーティリティの削除 

使用しないシステムユーティリティは可能であれば削除する。 

(2) システムユーティリティのアクセス制御 

業務システムを設定するために必要なシステムユーティリティは、部門個人情報保護責任

者が検討した要求事項に応じて、アクセス制御する。 

 

4.1.11 システムの入力データチェック機能の採用 

システム管理者は、システム開発導入時、または、パッケージソフトウェア導入時に、誤入力を防

止するため、入力データチェック機能の組み込み、または、採用しなければならない。 

入力データの妥当性を確認するため以下のチェック機能を組み込み、または、採用する。 

(1)  範囲外の値 

(2)  無効文字の検出 

(3)  二重入力のチェック 

(4)  入力漏れ・不完全なデータの検出 

(5)  データ量の上限・下限の超過チェック 

(6)  文字列の意味チェック 

 

4.1.12 利用者の管理 

システム管理者は、利用者のアクセスならびに操作について、不正な操作をしないように適切な

設定及び管理をしなければならない。その際、以下の点を考慮する。 

(1) 利用者への告知 

業務システムの機能ならびに利用するための手順を、利用者に告知する。可能であれば、

業務システムの利用手順を示す利用者ガイドラインを作成し、適切に維持・管理する。 

(2) 不正な利用の防止 

業務システムの機能、及び機能以外の不正な利用を検出し、それらを防止・制御するため

に適切な設定をする。 
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4.1.13 部門サーバなど作業フロアにあるシステムの保護 

部門個人情報保護責任者は、作業フロアに存在する部門サーバなどのシステムを、適切に保護

するため、必要に応じて各システムの管理責任者に、以下の対策を実施させる。 

(1) アクセス権の設定、及び定期的な見直しを実施する。 

(2) 管理者（特権）の割り当て、及び定期的な見直しを実施する。 

(3) サーバ等に直接のログオンをする場合、作業終了時速やかにログオフする。 

(4) 利用者の作業領域に取り付けられている無人運転装置（例えば、ワークステーション、ファ

イルサーバ）が長期間無人のまま放置される場合、認可されていないアクセスからの特別な

保護する。 

 

4.2 ネットワーク管理者の責務 

ネットワーク管理者は、ネットワーク管理において妥当な力量を持つ２名以上の作業担当者を割

り当て、作業内容の相互確認を可能とする。また、設定および構成に関する履歴を記録し、２年間

保存しなければならない。 

4.2.1 ネットワーク構築の準備 

ネットワーク管理は、ネットワークの構築にあたり次の作業を行なう。 

(1) 要求の確認 

次の事項を参考に、ネットワークへの要求事項を確認する。 

① 利用目的や業務内容、必要な機能 

② 利用状況および将来予測 

③ 関連する法律／制度等への準拠など(電波法、不正アクセス禁止、個人情報等を考

慮) 

(2) セキュリティ対策の検討 

ネットワーク管理者は、想定されるリスクに対し適切な対策を講じるために、次の事項を参

考に必要なセキュリティ対策を検討する。 

① 資格確認機能(識別コード、パスワード等によるユーザー管理) 

② 各資源へのアクセス制御機能 

③ アクセスモニタリング機能(違反アクセスの記録、コンソールログ、使用記録等) 

④ ＰＫＩ(公開鍵暗号基盤)などを利用した本人確認機能、相手先確認機能 

⑤ 暗号化機能 

⑥ 外部ネットワークに対するファイアウォール 

⑦ コンピュータウイルス検出／修復ツール 
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⑧ ソフトウェアライセンスの不正使用防止／監視機能 

⑨ セキュリティホール等への対策(最新サービスパックの導入など) 

⑩ データの２重化(アレイＤＩＳＫ、ミラーリング、データと印刷物など) 

⑪ バックアップリストア対策(ＤＩＳＫが壊れた時の予防など) 

(3) 構築計画 

ネットワーク管理者は、次の項目を参考にネットワーク構築計画を策定し、個人情報保護

管理責任者の承認を得る。なお、構築、運用等を外部委託する場合には、『個人情報委託

管理規程』に従い、委託事業者との間でセキュリティ管理策について合意し、適切なセキュリ

ティ要件を記載した契約書を締結する。 

① ネットワーク設計(ソフト／機器／回線／接続先の選定を含む) 

② 構築および運用費用の見積り 

③ 構築および移行スケジュール 

④ 要員確保と役割分担 

⑤ 影響を受ける業務および手順書類(ネットワーク変更)など 

(4) 計画策定時の留意事項 

不必要なアクセスを防ぐために、次の対策の措置を講じる。 

① ネットワークは、業務内容／組織／外部との通信内容に基づき、セグメントで分離す

る。 

② 求められるセキュリティレベルを明確にしたうえで、使用する回線／通信サービス／プ

ロバイダー等の接続先を選択すること。その上で、必要に応じて暗号化など他のセキュリ

ティ対策の併用も検討する。 

③ 共用ネットワークへアクセス可能なプロトコルは、最低限必要なものに限定する。 

④ 共用ネットワークとの送受信は、全社で定められたゲートウェイを経由させる。 

⑤ 無線通信機器を接続する場合は、機器間の認証と暗号化を必須とする。 

⑥ システム開発やシステムテストのためにネットワークを構築する場合、既稼動でサービ

スを提供しているネットワークとは、可能な限り物理的な分離を計画すること(テスト環境

作成)。 

(5) ネットワーク構築時の留意事項 

不正接続や物理的な切断防止のために、次の対策を講じる。 

① 電源ケーブルと通信ケーブルは、干渉を防止するために分離させる。 

② 一般区画外や社員が監視していない所では、端子のついた使用していないケーブル

を、むき出しで放置せず見えないように収納する。 

③ 重要なシステムに対しては、代替の経路や伝送媒体、光ファイバーケーブルの使用な

どを配慮する。 

④ 重要区画外の場所に、ネットワークへの接続機器を配置しない。 
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4.2.2 ネットワーク構成の把握 

ネットワーク管理者は、ネットワークの構成を把握するために、以下の項目について明確にした

上で管理する。 

(1) ネットワーク図／ネットワーク間の接続図 

(2) ネットワーク接続機器および設置場所 

(3) IPアドレス／MACアドレス 

(4) ネットワークの監視 

 

4.2.3 ネットワーク機器の管理 

ネットワーク管理者は、ネットワーク機器を適切に管理するために、次の項目を参考に必要な対

策を実施する。 

(1) ネットワーク機器やソフトウェアの構成、及び変更を管理する。 

(2) 重要な機器等については、無停電電源装置の設置などの電源対策を施す。 

(3) ネットワークに関するソフトウェアについては、入手先／経路が不確かなものについては使

用を禁止し、導入に関しては部門個人情報保護責任者が許可する。 

(4) 定期保守の対象機器や実施方法等を定める。 

(5) 定期保守の結果は記録し、部門個人情報保護責任者が承認する。 

(6) ネットワーク機器の管理者用のＩＤ・パスワードの管理を行なう。 

(7) 機器コンフィグレーションの版管理を行なう。 

(8) 利用者のアクセス権に対する見直しを定期的に行なう。 

(9) 各ネットワーク機器の操作手順を文書化し維持する。 

(10) ネットワーク機器の導入に際し、機能が十分に対応していることを確認してから導入を行

なう。 

 

4.2.4 ネットワーク接続の管理 

ネットワーク管理者は、ネットワークへの接続を管理するために、次の項目を参考に必要な対策

を講じる。 

(1) 許可なくモデム等を介して公衆回線、専用線、及び無線通信設備等をネットワークに接続

しない。 

(2) リモートからのアクセスを認める場合は、特定の接続ポイントを設け、端末の自動認識によ

るノード認証と共に、有効な利用者認証を行なう。 

(3) 社外から接続可能な社内サーバは限定する。 

(4) 不正アクセスがあった場合、必要に応じて対策を講じる。 

(5) リモート診断等を行なう場合は、診断ポートへのアクセスは確実に制御する。通常、このポ

ートは閉じておき、必要な時だけ開けるようにする。 

(6) ウイルスなどの情報提供を、社外のサービスから情報の提供を受ける場合は、必要に応じ
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て社内の利用者に連絡する。 

 

4.2.5 ネットワークの監視 

ネットワーク管理者は、ネットワークへの不正なアクセスを検知するために、次の項目を参考に必

要な対策を講じる。 

(1) ネットワークの利用状況について必要な記録をとり、最低１年間保管すること。また、記録は

消失、破壊、改ざんから保護すること。 

① 失敗／成功した再認証 

② リモートからのアクセス 

③ 失敗／成功したリモートログオン 

(2) 定期的に利用状況を分析し、評価すること。 

① 使用率、エラー率の著しい変化のあった場合の原因分析 

② ネットワークのボトルネックとなっている部分のチェック 

③ 使用率の増加・減少傾向を把握し、ネットワークの拡張・縮小を検討など 

(3) 分析結果に基づき、定期的にネットワークの改善を図ること。 

① ネットワーク伝送路の伝送容量の増減 

② ネットワークの分割／統合 

③ 契約回線数の増減 

④ 通信機のアップグレード 

⑤ エラー発生元の機器の交換 

⑥ 新しい技術の導入など 

(4) ネットワーク監視での留意事項 

① 時刻情報を内部に持つ機器については機器間の時刻同期を行ない、正確な記録を

収集する。 

② 定期的にアクセスログをチェックする。 

③ パスワードの入力エラーが多発している場合には、不正アクセスの可能性を確認す

る。 

④ 長時間使用されていない利用者ＩＤがあるかをチェックし、必要に応じて削除する。 

⑤ 重要なシステムに影響を及ぼす通信機器や伝送路については、運転中か休止中であ

るかを常時把握できる仕組みと体制を構築する。 

⑥ ネットワークに重大な過負荷・性能劣化等が発見された場合には、適切な対処を遅滞

なく行なう。 

⑦ ネットワーク管理情報の監視・変更については、承認を得た特定の者だけに権限を限

定する。 

⑧ 収集した記録は紛失、改ざん等から保護するために施錠可能な保管庫に保管する。 
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4.2.6 ネットワークの利用 

(1) アクセス権の管理 

ネットワーク管理者は、ネットワークの機密性を維持するため、次の項目を参考に必要な対

策を講じる。 

① 利用者別にアクセスできる範囲およびアクセス方法(参照のみ／参照と更新など)を明

確にする。 

② 利用者ＩＤと、それぞれのアクセス資格および権限を記録する。 

③ 利用者ＩＤの追加／削除／資格および権限の変更に関する手続きを定め、それぞれ

の実施記録を保管する。 

④ パスワードは８文字以上の英数字で構成する。 

⑤ クライアントのパスワードは連続使用期間を最大６ヶ月とし、この期間内にシステム管理

者が変更を行い利用者へ通知するものとする。 

⑥ サーバ等の機器のパスワードは責任者が管理し６ヶ月毎にパスワードを変更すること。 

⑦ ＩＰアドレス、及びＭＡＣアドレスは、一元管理する。 

⑧ 不正利用を防ぐために、サーバ等の機器をログオンしたままの状態で放置しない。 

⑨ 連続でログインに失敗した場合は、ロックアウトするなどの対策をとる。 

(2) 電子メールの利用 

① 電子メールを管理する部門は、以下の対策を実施すること。 

ア） 使用者リストは、悪用やプライバシーの侵害を考慮して公表しない。 

イ） 電子メールアカウントへは、それを管理する担当者以外はアクセスできないようにア

クセス権限を設定する。 

ウ） 外部から外部へのメール転送(メールの中継処理)を不可能にするなど、他情報シス

テムに悪影響を与えないような設定にする。 

② 電子メールの利用者に対して、以下の点を指導し遵守させること。 

ア） 電子メールの利用者には、４．３項の「利用者の責務」に従った電子メールの利用に

関するセキュリティ保護の実施を要求する。 

イ） コンピュータウイルスの侵入を防ぐために、信頼できない発信元あるいは不信な添

付ファイルは開かないこと。また利用する前に、ウイルスチェックを行うこと。 

ウ） 電子メールで、社員や顧客に関わるプライバシー情報を送信してはならない。 

エ） 許可なく電子メールで企業秘密情報を送信してはならない。 

オ） 他人を中傷したり、困らせたり、無許可の購入などに電子メールを利用してはならな

い。 

カ） 私用のために電子メールを使ってはならない。 

キ） 個人的に利用しているメールアドレスに対して、メールの自動転送機能を用いては

ならない。 
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(3) 無線ＬＡＮの利用 

無線ＬＡＮを管理する部門は、ネットワークの機密性及びデータの完全性を保持するため

以下の対策を実施すること。 

① 無線通信における暗号化。 

② MACアドレスによるアクセス制限。 

③ 無線 LANアクセスポイントの設定に於ける SSIDの使用及び SSIDのステルス化。 

 

4.2.7 外部ネットワークサービスの利用 

外部の業者が提供するネットワークサービスを利用する場合、ネットワーク管理者は、利用する

全てのサービスのセキュリティ特性について、明確な説明を受け、リスクを認識した上で利用の可

否を決定しなければならない。 

 

4.2.8 その他ネットワークの運用 

ネットワーク管理者は、インターネット、ＴＥＬＮＥＴ、ＦＴＰ等の通信において、個人情報を含む通

信の機密性を必要と判断した場合は、ＳＳＬ、ＳＳＨ、ＶＰＮ等の暗号化を用いなければならない。 

 

4.2.9 障害の管理 

ネットワーク管理者は、ネットワーク、及び関連機器の障害を防止し、また速やかに復旧するため

に、次の項目を参考に必要な対策を講じる。 

(1) 障害報告及び再発防止に関する手順については、『個人情報インシデント規程』の４．４項

の「個人情報問題の対応措置」に従う。 

(2) 必要なシステムに影響を及ぼす通信機器や伝送路については、最長許容復旧時間を定

める。 

(3) 最長許容復旧時間内にサービスの復旧再開が可能となるよう、あらかじめ機器の二重化や

代替部品・代替回線の用意、保守契約の締結、連絡体制の確立等必要な措置を施す。 

(4) ネットワークの利用者からの障害等の報告を受ける窓口を設け周知徹底する。 

(5) 事故、障害の拡大を防止するために、ウイルス感染、不正アクセスを多発している場合はネ

ットワークの切断を考慮する。 

 

4.2.10 管理ルールの見直し 

ネットワーク管理者は、ネットワークを適切に維持管理するための必要なルールを、以下を参考

に見直す。 

(1) ネットワークの規模、運用管理体制の変更、技術の進歩、是正結果等を反映する場合。 

(2) 管理ルールの適切性などに注意を払い、非効率なルール及び手順を改める場合。 

(3) ネットワーク上のルール違反、モラル違反等が発生した場合。 

 



PMS013-02 

14 

4.3 利用者の責務 

4.3.1 ソフトウェアのインストール 

利用者は、ソフトウェアのインストールにおいて、以下の項目を守らなくてはならない。 

(1) 許可無く利用者端末にソフトウェアをインストールしてはならない。 

(2) インストール可能なソフトウェアは、システム管理者が評価し承認した「使用許可アプリ一

覧」に記載されている標準ソフトウェアなどの評価された製品、又は個別に許可を受けたもの

(部門個人情報保護責任者による)に限る。なお、外部ネットワークを経由、又は他の媒体を

通じて入手するもの(いわゆる、フリーソフト、シェアウエア)も上記に準ずる。 

(3) 特に、ファイル交換ソフトのインストールは、禁止とする。利用者は、ファイル交換ソフトをイ

ンストールしないことを、誓約するため、「ファイル交換ソフト禁止に関する誓約書」を提出す

る。 

 

4.3.2 ウイルス対策 

利用者は、利用者端末をウイルス感染から保護するために、以下の項目を実施しなければなら

ない。 

(1) 当社で評価された安全なソフトウェアを利用する。 

(2) 予防又は定常の作業として、コンピュータ及び媒体を走査するためのウイルスの検出ソフト

ウェア及び修復ソフトウェアを導入し、最新の状態を維持する。可能ならば自動の更新を設

定する。 

(3) 出所の不明確な若しくは無認可の電子媒体上のファイル、又は信頼できないネットワークを

通して得たファイルのすべてに対し、ファイル使用前にウイルスの検査を実施する。 

(4) ウイルス感染についての報告、及びウイルス感染からの回復について『個人情報インシデ

ント規程』の４．４項の「個人情報問題の対応措置」に基づき、実施する。 

 

4.3.3 利用者端末の運用 

(1) 利用者端末の利用 

利用者は利用者端末を利用する際に、以下の項目に従わなければならない。 

① 利用者ＩＤの管理 

ア） サービスを利用する際に、個人を特定するために自らに与えられた利用者ＩＤを使

用しなければならない。 

イ） グループで共有して使用するＩＤの登録は、実施される作業に適切な場合に限り、

部門個人情報保護責任者の許可を得て行なわなければならない。 

② パスワードの利用 

不正アクセスを防止するため、以下の項目を考慮し、自己の責任において厳格にパスワ

ードを管理しなければならない。 
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ア） パスワードの口外、メモ書きを禁止する。 

イ） パスワードは８文字以上にする。 

ウ） パスワードをシステムに記憶させない。 

エ） 初期パスワードを使い続けず、６ヶ月毎にパスワードを変更すること。 

オ） 平易なパスワードを使用しない。 

 

4.3.4 電子メールの利用に関するセキュリティ保護 

利用者は、電子メールでのセキュリティを保護するため、以下の項目に従わなければならない。 

(1) 電子メールを業務以外の目的に使用してはならない。 

(2) 原則、個人情報は電子メールに添付して転送してはならない。 

緊急時などのやむ得ない理由において、電子メールに個人情報を添付して送信する場合

は、暗号化、又はパスワードを設定した圧縮を行う。 

(3) 電子メールの使用において、会社の信用を傷つける恐れのある行為をしてはならない。 

(4) コンピュータウイルスの侵入を防ぐために、信頼のできない発信元あるいは不信な添付ファ

イルは開かないこと。また利用する前に、ウイルスチェックを行うこと。 

(5) 電子メールの使用において、保管していれば訴訟の場合に証拠として使える可能性がある

メッセージは保存しておかなければならない。 

(6) 当社は、利用者の送受信した電子メールを調査することができるものとする。 

 

4.3.5 敷地外での利用者端末の利用 

将来、利用者端末を敷地外で利用する場合、以下の項目に従わなければならない。 

(1) モバイルコンピュータの利用 

利用者がモバイルコンピュータを使用する場合、以下の項目に従わなければならない。 

① 利用者端末を移動型コンピュータとして個人に貸与して敷地外に持ち出す際に、部門

個人情報保護責任者の承認を得た上で、『個人情報物理的安全対策細則』の「媒体持

ち出し管理台帳」に記入しなければならない。 

② 持ち出した装置は一般の場所に放置してはならない(手放さない)。 

③ 手荷物として携帯し、できる限り中は見せない。(航空機など利用の際、荷物として預け

ない) 

④ 取扱説明書に従い装置を保護する（持ち運び、取り扱い）。 

⑤ 極力、情報の盗難、盗聴に備えハードディスク内を暗号化する。 

⑥ 破損に備え必要に応じてバックアップを取得する。 

⑦ 公共の場所での利用は極力行なわない。 

⑧ ウイルスの検出ソフトウェア及び修復ソフトウェアの導入する。また、最新の状態に維持

する。 

⑨ モバイルコンピュータをイントラネットに接続する場合、事前にウイルス検出をおこなわ
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なくてはならない。 

⑩ モバイルコンピュータをダイヤルイン機能で外部ネットワークに接続中に同時にＬＡＮ

でイントラネットに接続してはならない。 

⑪ BIOS のパスワード機能などを利用し、利用者以外がモバイルコンピューターを起動出

来ないようにする。 

(2) 在宅勤務におけるセキュリティの維持 

将来、在宅勤務を行なう場合、以下の項目に従わなければならない。 

① 在宅勤務は、部門個人情報保護責任者の許可を得た上で行う。 

② 作業場所が適切に保護されていなければならない。 

③ 在宅勤務の際には、重要な情報を送受信する場合に、暗号技術を用いる。 

④ 在宅勤務でアクセス可能な内部システムを制限する。 

⑤ 在宅勤務の際には、住環境を共有する者(例えば、家族、友達)からの情報、又は資源

への認可されていないアクセスを防止する。 

⑥ 在宅勤務のための適切な装置を準備する。 

⑦ 在宅勤務のための適切な保管棚・庫の準備をする。 

⑧ 在宅勤務で許可される作業の範囲を明確にする。 

⑨ 在宅勤務で保持してもよい情報の分類を明確にする。 

⑩ 監査及びセキュリティの監視を行なう。 

⑪ 在宅勤務をやめるときの、監督機関並びにアクセス権限の失効及び装置の返還を明

確にする。 
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5. 適用規程類 

(1) 『個人情報インシデント規程』(PMS００８) 

(2) 『個人情報教育・訓練規程』(PMS００９) 

(3) 『個人情報物理的安全対策細則』（PMS０１３－０１） 

 

6. 別紙 

(1) 特になし 

 

7. 制定様式 

(1) 様式－1『アカウント作成依頼書』 

(2) 様式－2『MＬ申請依頼書』 

(3) 様式－3『使用許可アプリ一覧』 

(4) 様式－4『バックアップ履歴台帳』 

(5) 様式－5『運用記録台帳』 

(6) 様式－6『基幹サーバアクセス権限表』 

(7) 様式－7『定期点検簿』 

(8) 様式－8『ファイル交換ソフト禁止に関する誓約書』 
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■改版履歴 

版数 制定/改訂日 
該当頁/ 

該当項目 
制定理由/改訂の要点 承認 作成 

第１版 2009/08/19 全頁 新規作成   

第２版 2010/01/26 4.2.6 

(1)－⑤ 

利用者のパスワードの変更を利用者自

身で行うのではなく、システム管理者が

変更し、利用者へ通知するように規定

を変更しました。 

  

第３版 2014/07/30 3.用語の

定義 

4.3.2(1) 

 (24) 利用者端末を追加 

 

文章の訂正「(1) ソフトウェアの購入

は、当社で評価された安全なソフトウェ

アを購入する。」⇒「(1)当社で評価され

た安全なソフトウェアを利用する。」 

  

第４版 2017/11/29 4.2.6(3) 

① 

② 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

文書の訂正 

(3) 無線ＬＡＮの利用 

無線ＬＡＮを管理する部門は、ネットワ

ークの機密性及びデータの完全性を

保持するため以下の対策を実施するこ

と。 

① 無線通信における暗号化。 

② MACアドレスによるアクセス制限。 

③ 無線 LAN アクセスポイントの設定

に於ける SSIDの使用及び SSIDのス

テルス化。 

  

 

 


