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国立大学法人横浜国立大学情報格付け基準

趣旨1.

情報の格付けは 本学におけ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 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 並びに実施規則に沿った対策を適正に実施するための（ ）

基礎となる重要な事項である。

情報の格付け及び取扱制限は その作成者又は入手者が 当該情報をどのように取り扱う、 、

べきと考えているのかを他の者に認知させ 当該情報の重要性や講ずべき情報セキュリティ、

対策を明確にするための手段である このため 情報の格付け及び取扱制限が適切に行われ。 、

。ないと、当該情報の取扱いの重要性が認知されず、必要な対策が講じられないこととなる

また 情報の格付け及び取扱制限を実施することで 情報の利用者に対し 日々の情報セ、 、 、

キュリティ対策の意識を向上させることができる 具体的には 情報を作成又は入手するた。 、

びに格付け及び取扱制限の判断を行い 情報を取り扱うたびに格付け及び取扱制限に従った、

対策を講ずることで 情報と情報セキュリティ対策が不可分であることについての認識を継、

続的に維持する効果も生ずる。

この基準は、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人。

横浜国立大学情報システム運用基本規則第１７条に基づき 情報の格付け及び取扱制限の意、

味とその運用について教職員等が正しく理解することを目的として定める。

この基準の対象者2.

この基準は、情報を取り扱う全ての教職員等を対象とする。

格付けの区分及び取扱制限の種類の定義3.

格付けの区分3.1

（１）情報の格付けは、情報の機密性について格付けする。



（２）機密性についての格付けの定義

格付けの区分 分類の基準

機密性４情報 本学の情報資産のうち、秘密文書に相当する機密性を要する情報

（秘情報） 付表参照

機密性３情報 本学の情報資産のうち 秘密文書に相当する機密性は要しないが そ、 、

関係者外秘情報 の漏えい等により本学及び共同研究者の権利が侵害され又は本学の（ ）

活動の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

付表参照

機密性２情報 本学の情報資産のうち 秘密文書に相当する機密性は要しないが そ、 、

（学外秘情報） の漏えい等により本学の活動の遂行に支障を及ぼすおそれがある情

報

付表参照

機密性１情報 機密性４情報、機密性３情報又は機密性２情報以外の情報

（公開情報等） 付表参照

なお、機密性３情報及び機密性４情報を「要機密情報」という。

取扱制限の種類3.2

機密性４情報の取り扱い制限は、次のとおりとする。

取扱制限の種類 指定方法

複製について 複製禁止、複製要許可

配付について 配付禁止、配付要許可

暗号化について 暗号化必須

（保存時暗号化必須、通信時暗号化必須等）

印刷について 印刷禁止、印刷要許可

転送について 転送禁止、転送要許可

転記について 転記禁止、転記要許可

再利用について 再利用禁止、再利用要許可

送信について 送信禁止、送信要許可

参照者の制限について 部局内限り、委員会出席者限り等

保存期間について 別途定める期間まで保存

保存場所について 施錠可能な机や書庫において保存

書換えについて 書換禁止、書換要許可

削除について 削除禁止、削除要許可

保存期間満了後の措置について 保存期間満了後要廃棄



格付け及び取扱制限の手順4.

格付け及び取扱制限の決定4.1

決定4.1.1

教職員等は 情報の作成時又は情報を入手しその管理を開始するときに 当該情報につい、 、

て 機密性の観点から 格付け及び取扱制限の定義に基づき その決定を行う 取扱制限の、 、 、 （

必要性の有無を含む ）こと。。

決定に当たっての注意事項4.1.2

教職員等は、格付け及び取扱制限の決定に当たっては、要件に過不足が生じないように

注意すること。

格付け及び取扱制限の指定4.2

教職員等は 情報の作成時又は情報を入手しその管理を開始するときに 付表を参考にし、 、

て 当該情報が付表のどれに当たるかを判断し 格付け及び取扱制限の指定を行うこと た、 、 。

だし 付表で規定されていない情報については 当該情報の作成時又は当該情報を入手しそ、 、

の管理を開始するときに 機密性の観点から 格付け及び取扱制限の定義に基づき 要件に、 、 、

過不足が生じないように注意した上でその決定をし、決定した格付け及び取扱制限に基づき、

その指定を行うこと。

格付け及び取扱制限の明示等4.3

教職員等は 情報の格付け及び取扱制限を指定した場合には それを認識できる方法を用、 、

いて明示等すること。

格付け及び取扱制限の継承4.4

教職員等は 情報を作成する際に 参照した情報又は入手した情報が既に格付け又は取扱、 、

制限が指定されている場合には、元となる格付け及び取扱制限を継承すること。

格付け及び取扱制限の変更4.5

格付け及び取扱制限の再指定4.5.1

教職員等は 元の情報の修正 追加及び削除のいずれかにより 他者が指定した情報の格、 、 、

付け及び取扱制限を再指定する必要があると思料する場合には 決定と指定の手順に従って、

処理すること。

格付け及び取扱制限の見直し4.5.2

１ 教職員等は 元の格付け又は取扱制限がその時点で不適当と判断される場合 又は他（ ） 、 、

者が指定した情報の格付け及び取扱制限を見直す必要がある場合には その指定者若し、



くは決定者又は同人らが所属する上司に相談すること。

２ 相談者又は被相談者は 情報の格付け及び取扱制限について見直しを行う必要性の有（ ） 、

無を検討し 必要があると認めた場合には 当該情報に対して新たな格付け及び取扱制、 、

限を決定又は指定すること。

３ 相談者又は被相談者は 情報の格付け及び取扱制限を見直した場合には それ以前に（ ） 、 、

当該情報を参照した者に対して その旨を可能な限り周知し 同一の情報が異なる格付、 、

け及び取扱制限とならないように努めること。

４ 教職員等は 自らが指定した格付け及び取扱制限を変更する場合には その以前に当（ ） 、 、

該情報を参照した者に対して その旨を可能な限り周知し 同一の情報が異なる格付け、 、

及び取扱制限とならないように努めること。

変更後の指定者4.5.3

情報の格付け及び取扱制限を変更する者は 変更後の格付け及び取扱制限の指定者につい、

て 変更前の指定者が継続するのか 変更者が新たに指定者となるのかについて明確にする、 、

こと。

既存の情報についての措置5

（１）教職員等は、本基準の施行日以前に作成又は入手した情報を取り扱う場合には 「情、

報資産特定手順 事務系 又は 情報資産特定手順 研究系 に基づいて情報資産を（ ）」 「 （ ）」

明確にし 「情報資産運用リスク管理規則」を加味して当該情報の格付けを行うこと。、

２ 教職員等は 本基準の施行日以前に作成又は入手した情報を取り扱う場合には 取扱（ ） 、 、

制限の必要性の有無を検討し、必要と認めるときは、それを行うこと。

附 則

この基準は、平成２２年４月１日から実施する。



【付表】 情報の種類に基づく分類例

情報類型 格付け 取扱制限

入試関連情報 機密性４情報 複製禁止、配付禁止、暗号化必須、

学生情報 転送禁止、再利用禁止、送信禁止、

学生成績関連情報 限定された関係者限り

入学料、授業料等減免関連情報

職員等人事関連情報

学内ネットワーク関連情報

情報セキュリティ監査関連情報

共同研究者関連情報 機密性３情報 複製禁止、配付要許可、

卒論、修論等研究論文関連情報 再利用要許可、関係者限り

学会等発表前研究論文関連情報

学会誌掲載審査研究論文関連情報

講義試験関連情報

学内各種委員会関連情報

教授会関連情報

部局内会議関連情報

図書館貸出等利用者関連情報

外部委託関連情報

開発ソフトウェア関連情報

学内情報システム関連情報

人事異動関連情報 機密性２情報 教職員等限り

研究費申請等事務関連情報

学内、部局内連絡関連情報

勉強会、研修会、研究会、講義等

関連情報

図書館、大学会館等入館者

関連情報

研究業績関連情報

大学案内 機密性１情報

ＨＰ掲載関連情報

本学広報誌

本学研究年報

受験案内

学会等発表済研究論文関連情報


