
○情報システムセキュリティ規程 

規程第15―49号 平成15年10月1日  

(改正：規程第16―29号 平成16年3月29日) 

(改正：規程第16－56号 平成16年11月 1日) 

       (改正：規程第17－48号 平成17年 5月12日) 

(改正：規程第17－107号 平成17年9月30日) 

（改正：規程第19―14号 平成19年 4月 4日） 

（改正：規程第19―63号 平成19年 8月 8日） 

（改正：規程第20―48号 平成20年 4月22日） 

（改正：規程第21－ 2号 平成21年 2月10日） 

（改正：規程第22－34号 平成22年4月14日） 

第1章 総則 

 

(目的) 

第1条 この規程は、セキュリティ規程（規程第15-47号）第24条の規定に基づき、独立行政法人宇宙航空研

究開発機構(以下「機構」という。)の情報システムの利便性を確保しつつ、破壊・侵入、不正アクセス、

コンピュータウイルスその他の脅威から機構の情報システムを防護するとともに、その不正使用を防

止すること(以下「情報システムセキュリティ」という。)について、基本的な事項を定めることを目的と

する。 

 

(定義) 

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1)「職員」とは、就業規則(規程第15―23号)及び就業特則(規程第15―24号)の適用を受ける者をいう。 

(2)「情報」とは、文書、図面及び電磁的記録をいう。 

(3)「情報システム」とは、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び記録媒体で構成されたものであって、

その組み合わせにより、情報の記録、処理、通信等の業務処理を行うものをいう。 

(4)「各本部・部等」とは、セキュリティ規程（規程第15―47）第2条第4号に定める機構の本部、部等の組織

をいう。 

(5)「各部署」とは情報システムの管理、運用責任を行う単位として、情報システムセキュリティ統括が別に

定める機構の組織をいう。 

 

(セキュリティの確保) 

第3条 役員及び職員(以下「役職員」という。)は、機構の情報システムの整備、運用及び利用にあたっては、

セキュリティの確保に努めなければならない。 

 

(情報システムのセキュリティ対策) 

第4条 情報システムセキュリティは、情報の区分を踏まえ、リスクの評価に応じた対策を講ずることにより確

保する。 

 

(情報システムの物理的セキュリティ対策) 

第5条 情報システムの整備、運用及び利用にあたっては、情報の区分及びリスクの評価に応じ、サーバ室

等への出入管理、パソコンの盗難対策等の物理的なセキュリティ対策を講ずるものとする。 

 

(情報システムの技術的セキュリティ対策) 

第6条 情報システムの整備、運用及び利用にあたっては、情報の区分及びリスクの評価に応じ、アクセス

記録の取得、パスワード等によるアクセス制御、コンピュータウイルス対策等の技術的なセキュリティ

対策を講ずるものとする。 

 

第7条 （削除） 

 

第2章 情報の区分 

 



(情報の区分) 

第8条 機構が保有する情報であって特にそのセキュリティを確保すべきものを、重要度及びリスク評価に基

づき、次の各号のとおり区分する。 

(1)極秘情報 

秘密の保全が最高度に必要であってその漏洩が国の安全又は利益に著しく損害を与えるおそれがあ

るもの 

(2)秘情報 

秘密の保全が必要であってその漏洩が国の安全若しくは利益に損害を与えるおそれがあるもの又は機

構の事業の遂行を著しく困難にするおそれがあるもの 

(3)部外開示制限情報 

開示することにより、機構の事業の円滑な遂行、機構の財産上の利益及び契約当事者としての地位、

協力協定、共同研究契約等の相手方の利益、個人の人権及びプライバシー等の機構及び関係者の正

当な地位及び利益を侵害するおそれがあり、機構内外の関係者以外に開示が制限されているもの 

(4)社外開示制限情報 

開示することにより、機構の事業の円滑な遂行、機構の財産上の利益及び契約当事者としての地位、

協力協定、共同研究契約等の相手方の利益、個人の人権及びプライバシー等の機構及び関係者の正

当な地位及び利益を侵害するおそれがあり、役職員及び機構外の関係者以外に開示が制限されてい

るもの 

 

第3章 情報システムセキュリティ管理体制 

 

(情報システムセキュリティ統括) 

第9条 機構に、情報システムセキュリティ統括を置く。 

2 情報システムセキュリティ統括は、情報化担当理事をもってあてる。 

3 情報システムセキュリティ統括は、機構全体の情報システムセキュリティに関する業務を統括する。 

 

（情報システムセキュリティ統括補佐） 

第 9 条の 2 機構に、情報システムセキュリティ統括補佐を置く。 

2 情報システムセキュリティ統括補佐は、情報システム部長をもってあてる。 

3 情報システムセキュリティ統括補佐は、情報システムセキュリティ統括の命を受け、機構全体の情報シ

ステムセキュリティに関する業務を総括整理する。 

 

第10条 （削除） 

 

第11条 （削除） 

 

（情報システム部署責任者） 

第 11 条の 2 各部署に情報システム部署責任者を置く。 

2 情報システム部署責任者は、各部署で管理、運用する情報システムの情報システムセキュリティに関す

る業務を統括する。 

 

(情報システム部署管理者) 

第11条の3 各部署の情報システム部署責任者の下に情報システム部署管理者を置くことができる。 

2 情報システム部署管理者は、情報システム部署責任者の命を受け、各部署で管理、運用する情報システ

ムセキュリティに関する業務を総括整理する。 

 

(情報システム責任者) 

第12条 各部署は、各部署で管理、運用する情報システム毎に情報システム責任者を置く。 

2 情報システム責任者は、情報システム部署責任者の命を受け、当該情報システムセキュリティに関する

業務を統括する。 

 

(情報システム管理者) 



第 12 条の 2 各部署の情報システム責任者の下に情報システム管理者を置くことができる。 

2 情報システム管理者は、情報システム責任者の命を受け、情報システムセキュリティに関する業務を総

括整理する。 

 

(情報システムの整備及び運用状況等の把握) 

第13条  情報システム部署責任者は、定期的に、情報システムの整備及び運用状況をとりまとめ、情報シ

ステムセキュリティ統括に報告するものとする。 

 

(情報システム管理体制の把握) 

第14条  情報システム部署責任者は、情報システム管理体制を変更したときは、速やかに、情報システム

セキュリティ統括に報告するものとする。 

 

(情報システムを利用する者の義務) 

第 15 条 役職員は、業務の遂行を目的として、情報システムを利用しなければならない。 

2 役職員は、パスワードの適正な管理等情報システムセキュリティ対策を適正に行わなければならない。 

3 役職員は、情報システムを利用する場合に於いて、ネットワーク接続、無線 LAN の利用、PC 等の持ち

込み・持ち出しをする場合、情報システム部署責任者が別途定める所定の手続きにより、許可を得なけ

ればならない。 

 

(情報システムを整備・運用する者の義務) 

第15条の2 役職員は、情報システムを整備・運用する場合に於いて、ネットワーク接続、経路変更、無線

LANルータの設置、情報システムの移動・持ち込み・持ち出し及び、重要なシステムの設定変更

等をする場合、情報システム部署責任者が別途定める所定の手続きにより、許可を得なければ

ならない。 

 

第4章 教育・訓練、監査及びセキュリティ確保のための措置 

 

(情報システムセキュリティ教育及び訓練) 

第16条  情報システムセキュリティ統括は、各本部・部等の協力を得て、毎年度、役職員に対する情報シス  

テムセキュリティ教育訓練計画を策定し、実施するものとする。 

2 役職員は、前項の計画に基づく情報システムセキュリティ教育及び訓練を受けなければならない。 

3 情報システム部署責任者は、各本部・部等に所属する職員に対して情報システムセキュリティ教育及び

訓練を行うことができる。 

 

(情報システムセキュリティ監査) 

第17条 情報システムセキュリティ統括は、情報システム部署責任者と連携して、毎年度、情報システムセ

キュリティ監査計画を策定し、実施するものとする。 

2 役職員は、前項の監査に協力しなければならない。 

3 情報システムセキュリティ統括は、情報システム部署責任者と連携して、第1項の監査の結果を踏まえ、

必要に応じ、情報システムセキュリティを確保するための措置を講ずるものとする。 

 

第18条 （削除） 

 

第19条 （削除） 

 

(情報システムセキュリティ確保のための措置) 

第20条 情報システム部署責任者は、情報システムセキュリティ確保のために特に必要と認められる場合は、

情報システムの使用制限、運用停止その他の必要な措置を行うことができる。 

2 情報システム部署責任者は、前項の措置について、情報システムセキュリティ統括に報告するものとす

る。 

3 前項の報告を受け、情報システムセキュリティ統括は、各地域ネットワークに対して必要な措置を講ずる

ものとする。 



 

第5章 法令、規則等の遵守 

 

(情報システムセキュリティに係る法令等) 

第21条 役職員は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)その他の法

令及びこの規程その他の機構の規則を遵守しなければならない。 

 

第6章 禁止行為の調査及び措置 

 

(禁止行為) 

第22条 役職員は、情報システムの整備、運用及び利用において次の各号に掲げる行為をしてはならな

い。 

(1)不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)に規定する不正アクセス行

為、及びその他の不法行為をすること。 

(2)セキュリティを確保する上で支障を及ぼす情報システム構成の変更、不適切なパスワードの設定、正

常な情報システムの稼働を妨げる行為等により、情報システムセキュリティを損なうこと。 

(3)情報システムを用いて、業務上知り得た秘密及び個人情報を他に知らせること。 

(4)情報システムを用いて、機構の信用を傷つけ、その利益を害し又は職員全体の不名誉となる行為をす

ること。 

(5)不適切なサイトへのアクセスなど公序良俗に反する行為をすること。 

(6)情報システムを株式売買、通信販売等の私的な目的に使用すること。 

(7)業務遂行を目的として、役職員の私有の情報システム、及び、公共の場に設置され不特定多数の者に

利用されるパソコン等情報システムセキュリティ統括が別に定める情報システム（以下、「業務外情報シ

ステム」という。）を使用してはならない。また、職務上知ることのできた情報（公知の情報を除く）を業務

外情報システムに搭載してはならない。なお、本号にいう「情報システム」とは、第2条第3号に関わらず、

パソコン、サーバ及びワークステーション並びにUSBメモリその他の外部記憶装置をいう。  

2 情報システムの整備及び運用にあたる職員は、前項各号に該当する行為の他、個人情報をみだりに閲

覧し、又はその業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ若しくは不当な目的に使用してはならな

い。 

 

(禁止行為の調査) 

第23条 情報システムの整備及び運用にあたる職員は、適宜に情報システムを点検し、職員が前条に定め

る禁止行為を行った疑いがあるときは、情報システムセキュリティ統括に報告するものとする。情

報システムセキュリティ統括は、当該報告に基づき、当該職員の所属長への通知を行うものとす

る。 

2 所属長は、職員が前条に定める禁止行為を行った疑いがあるときは、情報システム部署責任者と連携し

て、実状調査を行うものとする。 

3 前項の実状調査の結果、職員が前条に定める禁止行為を行ったと認める相当の理由があるときは、当

該職員は所属長が行う事情聴取に応じなければならない。 

 

第24条 （削除） 

 

第7章 契約上の措置 

 

(契約における措置) 

第25条 機構が契約を締結する場合は、当該契約者(下請け契約者を含む。以下同じ。)に対し、この規程及

びセキュリティに関する機構の規則等に規定するセキュリティ確保のための義務を遵守することを

契約上の義務とさせるとともに、遵守義務に違反した場合の規定を契約に明記しなければならな

い。 

2 機構が、就業規則及び就業特則の適用がない個人と委嘱その他の契約を締結するときは、この規程及

びセキュリティに関する機構の規則等に規定するセキュリティ確保のための義務を遵守することを契約上

の義務とするとともに、遵守義務に違反した場合の規定を契約に明記しなければならない。  



3 機構が、大学生、大学院生、研修生等を受け入れるときは、前項の規定を準用するとともに、必要に応じ

て、情報システムへのアクセス制限、セキュリティに関する教育その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

第8章 受託業務におけるセキュリティに係る要求の優先 

 

(受託業務における要求の優先) 

第26条 機構が、受託業務を実施する場合において、委託者から委託契約に基づいてセキュリティに係る要

求があり、理事長がこれを認めたときは、当該要求に基づきセキュリティ管理を行うものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成15年10月1日から施行する。 

 

附 則（平成16年3月29日 第16-29号） 

この規程は、平成16年4月1日から施行する。 

 

附 則（平成 16 年 11 月１日 第 16-56 号） 

この規程は、平成１６年１１月１日から施行する。 

 

附 則（平成 17 年 5 月 12 日 第 17-48 号） 

この規程は、平成17年5月12日から施行し、平成17年5月1日から適用する。 

 

附 則（平成 17 年 9 月 30 日 規程第 17-107 号） 

この規程は、平成17年10月1日から施行する。 

 

附 則（平成19年4月4日 規程第19-14号） 

この規程は、平成19年4月4日から施行し、平成19年4月1日から適用する。 

 

附 則（平成19年8月8日 規程第19-63号） 

この規程は、平成19年8月8日から施行し、平成19年8月1日から適用する。 

 

附 則（平成20年4月22日 規程第20-48号） 

この規程は、平成20年4月22日から施行し、平成20年4月1日から適用する。 

 

附 則（平成21年2月10日 規程第21-2号） 

この規程は、平成21年2月10日から施行する。 

 

附 則 （平成22年4月14日 規程第22－34号） 

この規程は、平成22年4月14日から施行する。 

 


