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○国立大学法人横浜国立大学情報システム管理運用規則

平成22年3月26日

規 則 第 3 4 号
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総則第１章

（目的）

この規則は、国立大学法人横浜国立大学（以下「本学」という ）が定める国立大学法第１条 。

人横浜国立大学情報システム運用基本方針（平成２０年３月１４日教育研究評議会承認）及

び国立大学法人横浜国立大学情報システム運用基本規則（平成２０年規則第３３号）に基づ

き、情報システムの管理及び運用に関する事項を定めることにより、本学が有する情報資産

を適正に保護及び活用し、並びに情報システムの信頼性、安全性及び効率性の向上に資する

ことを目的とする。

（定義）

この規則における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。第２条

(1) 運用基本方針

本学が定める国立大学法人横浜国立大学情報システム運用基本方針をいう。

(2) 運用基本規則

本学が定める国立大学法人横浜国立大学情報システム運用基本規則をいう。

(3) 情報資産

情報システム、情報ネットワークに接続された情報ネットワーク機器及び電子計算機

並びにそこで取り扱われる情報をいう。ただし、別に定める場合を除き、情報は電磁的

記録（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 ）に限るものとする。。
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(4) 責任者

情報システムの管理・監督の責任者で、部局等総括責任者が定める者をいう。

(5) 担当者

責任者によって指名された当該情報システムの運用管理を実施する者をいう。

(6) 情報ネットワーク機器

情報ネットワークの接続のために設置され、電子計算機により情報ネットワーク上を

送受信される情報の制御を行うための装置（ファイアウォール、ルータ、ハブ、情報コン

セント又は無線ネットワークアクセスポイントを含む ）をいう。。

(7) 電子計算機

コンピュータ全般のことを指し、オペレーティングシステム、接続される周辺機器を

含むサーバ装置及び端末をいう。

(8) モバイルPC

学内外に持ち込み又は持ち出しに利用され、学内ネットワークへの接続も可能なパソ

コンで、データ通信カード等によりデータ通信を行うものをいう。

(9) 安全区域

電子計算機及び情報ネットワーク機器を設置した事務室、研究室、教室又はサーバル

ーム等の内部であって、利用者等以外の者の侵入や自然災害の発生等を原因とする情報

セキュリティの侵害に対して、施設及び環境面から対策が講じられている区域をいう。

(10) 利用者等

国立大学法人横浜国立大学情報システム利用規則 平成２２年規則第３８号 以下 情（ 。 「

報システム利用規則」という ）において定める利用者のほか、本学の情報資産及び情報。

システムを取扱う者をいう。

(11) 主体認証

識別符号（ユーザID）を提示した利用者等又は電子計算機が、情報システムにアクセ

スする正当な権限を有するか否かを検証することをいう。識別符号（ユーザID）ととも

に正しい方法で主体認証情報（パスワード）が提示された場合に主体認証ができたもの

として、情報システムはそれらを提示した利用者等又は電子計算機を正当な権限を有す

るものとして認識する。なお 「認証」という用語は、公的又は第三者が証明するという、

意味を持つが、この規則における「主体認証」については、公的又は第三者による証明

に限るものではない。

(12) 識別符号（ユーザID）

主体認証を行うために、利用者等又は電子計算機が提示する符号のうち、情報システ

。 、ムが利用者等又は電子計算機を特定して認識する符号をいう 代表的な識別符号として

ユーザID が挙げられる。

(13) 主体認証情報（パスワード）

主体認証を行うために、利用者等又は電子計算機が提示する情報のうち、情報システ

ムが利用者等又は電子計算機を正当な権限を有するものとして認識する情報をいう。代

表的な主体認証情報として、パスワードが挙げられる。

(14) アカウント

主体認証を行う必要があると認めた情報システムにおいて、利用者等又は電子計算機
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に付与された正当な権限をいう。また、狭義には、利用者等又は電子計算機に付与され

た識別符号（ユーザID）及び主体認証情報（パスワード）の組み合わせ又はそれらのい

ずれかを指すものをいう。

(15) 基幹配線

本学内の学内LANにおいて、情報基盤センターと各建屋内に設置されている建物ネッ

トワーク管理機器（以下「A盤機器」という ）を結ぶネットワークをいい、情報基盤セ。

ンターが管理するものをいう。

(16) 支線配線

本学内の学内LANにおいて、A盤機器と建屋内各階に設置されているフロアネットワーク

管理機器（以下「C盤機器」という ）を結ぶネットワークをいい、情報基盤センターが管。

理するものをいう。

(17) 利用者配線

本学内の学内LANにおいて、C盤機器と当該階の各部屋の壁に設置されている情報コンセ

ントを結ぶネットワークをいい、情報基盤センターが管理するものをいう。

(18) 室内配線

本学内の学内LANにおいて、情報コンセントと当該室内に設置される室内設置機器（例

えば、サーバ、PC、プリンタ、その他ネットワークを必要とする機器）を結ぶネットワー

クをいい、当該室の利用者が管理するものをいう。

２ その他の用語の定義は、運用基本規則の定めるところによる。

（適用範囲）

この規則は、情報資産及び情報システムを運用・管理する者に適用するものとする。第３条

ただし、個人所有のパソコン等及びモバイルPCについては、情報システム利用規則に従うも

のとする。

（組織体制）

情報システムの運用・管理は、運用基本方針及び運用基本規則に従い、全学総括責任第４条

者の下、全学実施責任者及び情報システム管理運営部局（以下「管理運営部局」という ）が。

行うものとする。

２ 情報システムの運用・管理は、運用基本方針及び運用基本規則に従い、部局の長の下に責

任者、担当者等からなる部局の情報システム運用委員会が行うものとする。

３ 全学情報ネットワークと部局情報ネットワークとの調整及び対外接続に関する事項は、管

理運営部局が行うものとする。

（禁止事項）

責任者及び担当者は、次に掲げる事項を行ってはならない。第５条

(1) 情報資産の目的外利用

(2) 守秘義務に違反する情報の開示

(3) 全学実施責任者の許可なく情報ネットワーク上の通信を監視し、又は情報ネットワーク

機器及び電子計算機の利用記録を採取する行為

(4) 全学実施責任者の要請に基づかずに、セキュリティ上の脆弱性を検知する行為

(5) その他法令に基づく処罰の対象となり、又は損害賠償等の民事責任を発生させる情報の

発信
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(6) 管理者権限を濫用する行為

(7) 情報システムによる対外的不適切行為の実施

(8) 上記の事項を助長する行為

情報システムのライフサイクル第２章

設置時第１節

（責任者の設置）

情報システムを設置しようとする場合は、当該情報システムの管理・監督をする者と第６条

して責任者を定め、全学総括責任者の承認を得なければならない。

（担当者の指名）

責任者は、当該情報システムの運用管理を行う担当者を指名し、全学総括責任者に報第７条

告しなければならない。

（セキュリティ対策の確保）

情報システムの設置時には、別に定める情報システムのセキュリティ維持に関するガ第８条

イドラインに従い、情報システムのセキュリティを確保しなければならない。

（安全区域）

責任者は、情報システムによるリスク（物理的損壊又は情報の漏えい若しくは改ざん第９条

等のリスクを含む ）を把握し、安全区域を設定し、並びに施設、設備及び環境面から対策を。

実施しなければならない。

２ 責任者は、安全区域に不審者を立ち入らせない措置を講じなければならない。

３ 責任者は、情報の機密性を加味して、電子計算機を安全区域に設置しなけれならない。

、 。４ 責任者は 情報ネットワーク機器及び通信ケーブルを安全区域に設置しなければならない

（規則及び文書の整備）

責任者は、当該電子計算機のセキュリティ維持に関する規則を整備しなければなら第１０条

ない。

２ 責任者は、通信回線を介して提供するサービスのセキュリティ維持に関する規則を整備し

なければならない。

３ 責任者は、当該電子計算機の利用者等を特定するための文書を整備しなければならない。

４ 責任者は、当該電子計算機関連文書を整備しなければならない。

５ 責任者は、当該通信回線及び情報ネットワーク機器関連文書を整備しなければならない。

６ 責任者は、整備した規則等の内容を利用者に周知しなければならない。

（主体認証と権限管理）

責任者は、利用者等が電子計算機にログインする場合には主体認証を行うように電第１１条

子計算機を構成しなければならない。

２ 責任者は、ログオンした利用者等の識別符号（ユーザID）に対して、権限管理を行わなけ

ればならない。

（電子計算機の対策）

責任者は、情報システムのセキュリティ維持に関するガイドラインに従い、電子計第１２条

算機の対策を取らなければならない。

（サーバ装置の対策）

責任者は、情報システムのセキュリティ維持に関するガイドラインに従い、サーバ第１３条
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装置の対策を取らなければならない。

（ネットワークに関する対策）

責任者は、情報システムのセキュリティ維持に関するガイドラインに従い、ネット第１４条

ワークに関する対策を取らなければならない。

（上流ネットワークとの関係）

責任者は、情報ネットワークを構築し運用するにあたっては、本学キャンパス情報第１５条

ネットワークとの整合性に留意しなければならない。

２ 学外に情報サービスを提供する情報システムの設置等にあたっては、全学実施責任者の承

認を得なければならない。

運用時第２節

（セキュリティホール対策）

責任者は、情報システムのセキュリティ維持に関するガイドラインに従い、セキュ第１６条

リティホール対策を取らなければならない。

（不正プログラム対策）

責任者は、情報システムのセキュリティ維持に関するガイドラインに従い、不正プ第１７条

ログラム対策を取らなければならない。

（脆弱性診断）

責任者は、情報システムのセキュリティ維持に関するガイドラインに従い、脆弱性第１８条

診断を実施しなければならない。

（準拠性診断）

責任者は、情報システムのセキュリティ維持に関するガイドラインに従い、準拠性第１９条

診断を実施しなければならない。

（規則、文書の見直し及び変更）

責任者は、適宜、当該電子計算機のセキュリティ維持に関する規則の見直しを行わ第２０条

なければならない。また、当該規則を変更した場合には、当該変更の記録を保存しなければ

ならない。

２ 責任者は、適宜、通信回線を介して提供するサービスのセキュリティ維持に関する規則の

見直しを行わなければならない。また、当該規則を変更した場合には、当該変更の記録を保

存しなければならない。

３ 責任者は、当該電子計算機を管理する利用者等を変更した場合には、当該変更の内容を、

電子計算機を管理する利用者等を特定するための文書へ反映しなければならない。また、当

該変更の記録を保存しなければならない。

４ 責任者は、当該電子計算機の構成を変更した場合には、当該変更の内容を電子計算機関連

文書へ反映しなければならない。また、当該変更の記録を保存しなければならない。

５ 責任者は、通信回線の構成、情報ネットワーク機器の設定、アクセス制御の設定又は識別

符号（ユーザID）を含む事項を変更した場合には、当該変更の内容を通信回線及び情報ネッ

トワーク機器関連文書へ反映しなければならない。また、当該変更の記録を保存しなければ

ならない。

、 、 、 。６ 責任者は 規則等の改正を行ったときには 速やかに 利用者に周知しなければならない

（運用管理）
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担当者は、当該電子計算機のセキュリティ維持に関する規則等に基づいて、電子計第２１条

算機の運用管理を行わなければならない。

２ 担当者は、通信回線を介して提供するサービスのセキュリティ維持に関する規則等に基づ

いて、日常的及び定期的に運用管理を実施しなければならない。

（サーバ装置の対策）

責任者は、定期的にサーバ装置の構成の変更を確認しなければならない。また、当第２２条

該変更によって生ずるサーバ装置のセキュリティへの影響を特定し、対応しなければならな

い。

、 、２ 責任者は 安定性を必要とする情報を取り扱うサーバ装置に保存されている情報について

定期的にバックアップを取得しなければならない。また、取得した情報を記録した媒体は、

安全に管理しなければならない。ただし、事務情報システムについては、別に定める。

３ 責任者は、サーバ装置の運用管理について、作業日、作業を行ったサーバ装置、作業内容

及び作業者を含む事項を記録しなければならない。

４ 責任者は、サーバ装置上で証跡管理を行う必要性を検討し、必要と認めた場合には実施し

なければならない。

５ 責任者は、情報システムにおいて基準となる時刻に、サーバ装置の時刻を同期しなければ

ならない。

（情報システムの見直し）

責任者は、情報システムの情報セキュリティ対策について見直しを行う必要性の有第２３条

無を適時検討し、必要があると認めた場合にはその見直しを行い、必要な措置を講じなけれ

ばならない。

運用終了時第３節

（電子計算機、情報ネットワーク機器の対策）

責任者は、運用終了時には情報システムのセキュリティ維持に関するガイドライン第２４条

に従い、すべての情報を復元が困難な状態にしなければならない。

情報の格付けと取扱い第３章

（情報の作成又は入手時における情報の格付け）

教職員等は、情報の作成時及び入手時に、国立大学法人横浜国立大学情報格付け基第２５条

準（以下「情報格付け基準」という ）及び情報格付け取扱手順に従った情報の取り扱いを行。

わねばならない。

アクセス制御第４章

（アクセス制御等）

責任者は、次に掲げる項目に対し、情報システムのセキュリティ維持に関するガイ第２６条

ドラインに従い対応しなければならない。

(1) 主体認証

(2) アクセス制御機能

(3) アカウント管理機能

(4) 証跡管理機能

（証跡管理に関する利用者等への周知）

責任者は、証跡を取得する必要があると認めた情報システムの利用者等に対して、第２７条
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証跡の取得、保存、点検及び分析を行う可能性があることをあらかじめ説明しなければなら

ない。

（証跡管理に関わる個人情報の取得と管理）

責任者は、証跡管理に関わる個人情報の取得と管理に対し、情報システムのセキュ第２８条

リティ維持に関するガイドラインに従い対応しなければならない。

暗号と電子署名第５章

（暗号化機能及び電子署名の付与機能）

責任者は、暗号化機能及び電子署名の付与機能に関しては、情報システムのセキュ第２９条

リティ維持に関するガイドラインに従い対応しなければならない。

違反と例外措置第６章

（違反への対応）

全学総括責任者は、情報セキュリティ関係規則への重大な違反の報告を受けた場合第３０条

及び自らが重大な違反を知った場合には、速やかに調査を行い、事実を確認しなければなら

ない。事実の確認にあたっては、可能な限り当該行為を行った者の意見を聴取しなければな

らない。

２ 全学総括責任者は、調査によって違反行為が判明したときには、次に掲げる措置を講ずる

ことができる。

(1) 当該行為者に対する当該行為の中止命令

(2) 責任者に対する当該行為に係る情報発信の遮断命令

(3) 責任者に対する当該行為者のアカウント停止命令又は削除命令

(4) その他法令に基づく措置

(5) キャンパス情報ネットワークに対する緊急遮断措置

３ 当該行為を行った者が前項の措置に従わない場合には、本学学則及び本学就業規則に基づ

き対応しなければならない。

４ 全学総括責任者は、第２項第２号及び第３号については、部局総括責任者を通じて同等の

措置を依頼することができる。

５ 部局総括責任者は、情報セキュリティ関係規則への重大な違反の報告を受けた場合及び自

らが重大な違反を知った場合及び第２項と同等の措置を講じた場合は、遅滞なく全学総括責

任者にその旨を報告しなければならない。

６ 利用者等が情報セキュリティ関係規則に違反している行為を発見した場合は、責任者に報

告しなければならない。また、責任者は、速やかに調査後、部局等総括責任者に報告しなけ

ればならない。

（例外措置）

全学総括責任者は、例外措置の適用の申請を審査する者（以下「許可権限者」とい第３１条

う ）を定め、審査手続を整備しなければならない。。

２ 許可権限者は、利用者等による例外措置の適用の申請について、定められた審査手続に従

って審査し、許可の可否を決定しなければならない。また、決定の際に、次の項目を含む例

外措置の適用審査記録を作成し、全学総括責任者に報告しなければならない。

(1) 決定を審査した者の情報（氏名、役割名、所属、連絡先）

(2) 申請内容
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イ 申請者の情報（氏名、所属、連絡先）

（ ）ロ 例外措置の適用を申請する情報セキュリティ関係規則の該当箇所 規則名と条項等

ハ 例外措置の適用を申請する期間

ニ 例外措置の適用を申請する措置内容（講ずる代替手段等）

ホ 例外措置の適用を終了した旨の報告方法

へ 例外措置の適用を申請する理由

(3) 審査結果の内容

イ 許可又は不許可の別

ロ 許可又は不許可の理由

（ ）ハ 例外措置の適用を許可した情報セキュリティ関係規則の適用箇所 規則名と条項等

ニ 例外措置の適用を許可した期間

ホ 許可した措置内容（講ずるべき代替手段等）

へ 例外措置を終了した旨の報告方法

３ 許可権限者は、例外措置の適用を許可した期間の終了日に、許可を受けた者からの報告の

有無を確認し、報告がない場合には、許可を受けた者に状況を報告させ、必要な対応を講じ

なければならない。ただし、許可権限者が報告を要しないとした場合は、この限りでない。

インシデント対応第７章

（インシデント対応）

全学総括責任者は、情報セキュリティに関するインシデント（故障を起因とする場第３２条

合を含む ）が発生した場合は、国立大学法人横浜国立大学情報システム非常時行動計画に関。

する規則（平成２２年規則第３７号）及びインシデント対応手順等に従って対応しなければ

ならない。

本学支給以外の情報システム第８章

（本学支給以外の情報システムにかかる安全管理措置の整備）

全学実施責任者は、機密性のある情報について、本学支給以外の情報システムによ第３３条

り情報処理を行う場合に講ずる安全管理措置についての規則を整備しなければならない。

（本学支給以外の情報システムの利用許可並びに届出の取得及び管理）

責任者は、情報格付け基準に基づき、本学支給以外の情報システムによる機密性３第３４条

情報及び機密性４情報の情報処理に係る記録を取得しなければならない。

２ 責任者は、機密性３情報及び機密性４情報について、本学支給以外の情報システムによる

情報処理を行うことを許可した期間が終了した時に、許可を受けた者から終了した旨の報告

がない場合には、その状況を確認し、機密性を担保するために必要な対応を講じなければな

らない。ただし、許可を与えた者が報告を要しないとした場合は、この限りでない。

３ 責任者及び担当者は、機密性２情報について、本学支給以外の情報システムによる情報処

理を行うことを届け出た期間が終了した時に、必要に応じてその状況を確認し、機密性を担

保するために必要な対応を講じなければならない。

教育・研修第９章

（情報セキュリティ対策の教育）

全学総括責任者は、教職員等に対し、情報セキュリティ対策の教育を実施しなけれ第３５条

ばならない。
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２ 情報セキュリティ対策に関する教育については、国立大学法人横浜国立大学情報セキュリ

ティ教育規則（平成２２年規則第３９号 、情報セキュリティ教育手順及び情報セキュリティ）

教育計画に従い実施しなければならない。

評価第１０章

（自己点検に関する年度計画の策定）

全学総括責任者は、自己点検に関する年度計画を策定しなければならない。第３６条

（自己点検の実施に関する準備）

部局総括責任者は、職務従事者ごとの自己点検の実施手順及び自己点検票を整備し第３７条

なければならない。

（自己点検の実施）

部局総括責任者は、全学総括責任者が定める年度自己点検計画に基づき、職務従事第３８条

者に対して、自己点検の実施を指示しなければならない。

２ 職務従事者は、部局総括責任者から指示された自己点検の実施手順及び自己点検票を用い

て自己点検を実施しなければならない。

（自己点検結果の評価）

部局総括責任者は、職務従事者による自己点検が行われていることを確認し、その第３９条

結果を評価しなければならない。

２ 全学総括責任者は、部局総括責任者による自己点検が行われていることを確認し、その結

果を評価しなければならない。

（自己点検に基づく改善）

職務従事者は、自らが実施した自己点検の結果に基づき、自己の権限の範囲で改善第４０条

できると判断したことは改善し、部局総括責任者にその旨を報告しなければならない。

、 、 、２ 全学総括責任者は 自己点検の結果を全体として評価し 必要があると判断した場合には

部局総括責任者に改善を指示しなければならない。

（監査に対する協力）

部局総括責任者その他の関係者は、全学総括責任者の行う監査の適正かつ円滑な実第４１条

施に協力しなければならない。

雑則第１１章

（雑則）

この規則に定めるもののほか、情報システムの管理及び運用に関し必要な事項は、第４２条

別に定める。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。


