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情報セキュリティ基本方針（セキュリティチェックシート）

本資料は、第三者認証の国際規格「ISMS（ISO / IEC 27001：2013）」の情報セキュリティ基本方針 及び 適応宣言書に基づいた、

株式会社ビヨンドのセキュリティチェックシートです。

No 種別 管理策 チェック項目 回答 備考

1

情報セキュリティのための
方針群（経営陣の方向性）

情報セキュリティのための
方針群

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
係者に通知しなければならない。

○
方針制定と周知は必要であり、方針は作成済みです。
（情報セキュリティ手順）

2
情報セキュリティのための
方針群のレビュー

情報セキュリティのための方針群は、あらかじめ定め
られた間隔で、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しなければならない。

○

方針は定期的に見直しを要するため。年1回 見直しを
行っています。（情報セキュリティ手順）

3

情報セキュリティのための
組織（内部組織）

情報セキュリティの役割及
び責任

全ての情報セキュリティの責任を定め、割り当てなけ
ればならない。

○
責任権限の明確が必要。組織図の作成にて明確化して
います。（ISMSマニュアル、組織図）

4 職務の分離

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、分離しなければなら
ない。

○

責任範囲における対応を明確にしています。（責任権
限管理手順）

5 関係当局との連絡
関係当局との適切な連絡体制を維持しなければならな
い。

○ 官公庁等との連携は必要であり、緊急連絡先一覧にて
を作成済です。（事業継続手順 緊急連絡先一覧）

6 専門組織との連絡
情報セキュリティに関する研究会又は会議、及び情報
セキュリティの専門家による協会・団体との適切な連
絡体制を維持しなければならない。

○
IPS（不正侵入防止システム）からの情報取得を行っ
ています。（事業継続手順 緊急連絡先一覧）

7
プロジェクトマネジメント
における情報セキュリティ

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まなけ
ればならない。

○
プロジェクト管理において、情報セキュリティへの取
り組みを行っています。（事業継続手順 緊急連絡先
一覧）

8
情報セキュリティのための
組織（モバイル機器及びテ
レワーキング）

モバイル機器の方針
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
ティ対策を採用しなければならない。

○
ノートPC等を保有し、持出しに関する手順に基づき、
機器管理台帳にて持出し機器を特定しています。（機
器管理台帳）

9 テレワーキング
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しなければならない。

○
許可のないノートPCの自宅への持ち帰り及び、社外よ
り社内へのネットワーク接続を禁止しています。（情
報セキュリティ手順）
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No 種別 管理策 チェック項目 回答 備考

10

人的資源のセキュリティ
（雇用前）

選考

全ての従業員候補者についての経歴などの確認は、関
連する法令、規制及び倫理に従って行わなければなら
ない。また、この確認は、事業上の要求事項、アクセ
スされる情報の分類及び認識されたリスクに応じて行
わなければならない。

○

採用選考に際し、法規に準拠した対応を行っています。
（情報セキュリティ手順）

11 雇用条件
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しな
ければならない。

○
雇用契約書、ISMSマニュアル等に責任を記載してい
ます。（雇用契約書）

12

人的資源のセキュリティ
（雇用期間中）

経営陣の責任
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
に要求しなければならない。

○
誓約書、ISMSマニュアル等に責任を記載しています。
（誓約書、ISMSマニュアル）

13
情報セキュリティの意識向
上、教育及び訓練

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なけれ
ばならず、また、定めに従ってそれを更新しなければ
ならない。

○

理解度テストを定期的に開催しています。（教育計画、
教育記録）

14 懲戒手続
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なけ
ればならない。

○
就業規則の罰則にて対応手続きを設定しています。
（就業規則）

15
人的資源のセキュリティ
（雇用の終了及び変更）

雇用の終了又は変更に関す
る責任

雇用の終了又は変更の後もなお有効な情報セキュリ
ティに関する責任及び義務を定め、その従業員又は契
約相手に伝達し、かつ、遂行させなければならない。

○
雇用終了時にチェックリストを基に貸与品の回収を
行っています。（退職時チェックリスト）
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No 種別 管理策 チェック項目 回答 備考

16

資産の管理（資産に対する
責任）

資産目録
情報及び情報処理施設に関連する資産を特定しなけれ
ばならない。また、これらの資産の目録を、作成し、
維持しなければならない。

○
情報資産台帳として目録を作成しています。（情報資
産台帳）

17 資産の管理責任
目録の中で維持される資産は、管理されなければなら
ない。

○
情報資産台帳として目録を作成しています。（情報資
産台帳）

18 資産利用の許容範囲
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、実施しなければならない。

○
データへのアクセス権を設定し、情報資産台帳にて許
容範囲（アクセス権）を明確にしています。（情報資
産台帳）

19 資産の返却
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
却しなければならない。

○
貸与品の返却ルールを定めて運用しています。（就業
規則、情報セキュリティ手順）

20

資産の管理（情報分類）

情報分類
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、分類しなければならない。

○
情報の分類を行い、保管しています。（情報資産台
帳）

21 情報のラベル付け
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、実施しなけ
ればならない。

○
所定のラックに保管し、アクセス権にて対応していま
す。（情報資産台帳）

22 資産の取扱い
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、実施しなければならない。

○
情報資産の機密性に準じて取り扱いをしています。
（リスクアセスメント手順）

23

資産の管理（媒体の取り扱
い）

取外し可能な媒体の管理
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しなければならない。

○
電子媒体を保有しており、台帳管理を行っているため。
USBは暗号化可能のものを使用。（機器管理台帳）

24 媒体の処分
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しなければならない。

○
電子媒体の廃棄ルールを設定しているため。（機器管
理台帳）

25 物理的媒体の輸送
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しな
ければならない。

○
電子媒体の郵送があり、機密性に合わせて対応してい
るため。（情報セキュリティ手順）
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No 種別 管理策 チェック項目 回答 備考

26
アクセス制御（アクセス制
御に対する業務上の要求事
項）

アクセス制御方針
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、レビューしなけ
ればならない。

○
アクセス権を設定し、管理しています。（情報セキュ
リティ手順）

27
ネットワーク及びネット
ワークサービスへのアクセ
ス

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
しなければならない。

○
対象者ごとの設定を行っています。（情報セキュリ
ティ手順）

28

アクセス制御（利用者アク
セスの管理）

利用者登録及び削除
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しな
ければならない。

○
利用者の登録削除意の手続きを行っています。（情報
セキュリティ手順）

29 利用者アクセスの提供

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
セスを実施しなければならない。

○

利用者の登録削除意の手続きを行っています。（情報
セキュリティ手順）

30 特権的アクセス権の管理
特権的アクセス権の割当て及び利用は、制限し、管理
しなければならない。

○
管理用アクセスを設定し業務の従事者以外は利用でき
ないよう運用しています。（情報セキュリティ手順）

31
利用者の秘密認証情報の管
理

秘密認証情報の割当ては、正式な管理プロセスによっ
て管理しなければならない。 ○

パスワードは個人設定という運用ルールです。（情報
セキュリティ手順）

32
利用者アクセス権のレ
ビュー

資産の管理責任者は、利用者のアクセス権を定められ
た間隔でレビューしなければならない。

○
担当者により定期もしくは不定期のレビューが行われ
ています。（情報セキュリティ手順）

33 アクセス権の削除又は修正

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
時に削除しなければならず、また、変更に合わせて修
正しなければならない。

○

従業員退職時に社内手続きにより削除作業を行ってい
ます。（情報セキュリティ手順、就業規則）

34
アクセス制御（利用者の責
任）

秘密認証情報の利用
秘密認証情報の利用時に、組織の慣行に従うことを、
利用者に要求しなければならない。

○
社員他、利用者に対する管理ルールを設定しています。
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No 種別 管理策 チェック項目 回答 備考

35

アクセス制御（システム及
びアプリケーションのアク
セス制御）

情報へのアクセス制限
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、制限しなければなら
ない。

○
各種情報へのアクセス制限を行っています。（情報セ
キュリティ手順）

36
セキュリティに配慮したロ
グオン手順

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しなければ
ならない。

○

パスワードは英数記号混在の8文字以上の複雑な文字
列を設定しています。（情報セキュリティ手順）

37 パスワード管理システム
パスワード管理システムは、対話式でなければならず、
また、良質なパスワードを確実とするものでなければ
ならない。

○
Windows等で対話式のソフトを導入しています。

38
特権的なユーティリティプ
ログラムの使用

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、厳しく管理しなければならない。

○
ユーティリティプログラムは管理者のみ使用可能とし
ています。（情報セキュリティ手順）

39
プログラムソースコードへ
のアクセス制御

プログラムソースコードへのアクセスは制限しなけれ
ばならない。 ○

プログラムソースへのアクセスはプロジェクト担当ご
とにアクセス制御している。（情報セキュリティ手
順）

40

暗号（暗号による管理策）

暗号による管理策の利用方
針

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、実施しなければならない。 ○

サーバー等への接続については、SSLにて実施してい
ます。（情報セキュリティ手順）

41 鍵管理
暗号鍵の利用、保護及び有効期間（ライフタイム）に
関する方針を策定し、そのライフサイクル全体にわ
たって実施しなければならない。

○
サーバー運用において実施しています。（情報セキュ
リティ手順）
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No 種別 管理策 チェック項目 回答 備考

42

物理的及び環境的セキュリ
ティ（セキュリティを保つ
べき領域）

物理的セキュリティ境界
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、用いなければならない。

○
サーバーは入居施設のサーバ室ーに設置しており、入
居施設にてパスワード及び生体認証による入隊管理が
行われています。（情報セキュリティ手順）

43 物理的入退管理策
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しなければならない。

○
入居施設の規定により、施設への入退管理及び、セ
キュリティゾーンへの入室区分が行われています。
（情報セキュリティ手順）

44
オフィス・部屋及び施設の
セキュリティ

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、適用しなければならない。

○
入居施設にてICカードキーによる入退管理が行われて
います。（情報セキュリティ手順）

45
外部及び環境の脅威からの
保護

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、適用しなければならない。

○
入居施設が環境からの脅威に対する対応を行っていま
す。（情報セキュリティ手順）

46
セキュリティを保つべき領
域での作業

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、適用しなければならない。

○
誓約書にて施設内での作業について規定しています。
（情報セキュリティ手順）

47 受渡場所

荷物の受渡場所などの立寄り場所、及び認可されてい
ない者が施設に立ち入ることもあるその他の場所は、
管理しなければならない。また、可能な場合には、認
可されていないアクセスを避けるために、それらの場
所を情報処理施設から離さなければならない。

○

入居施設が入退管理を導入しています。（情報セキュ
リティ手順）

7

情報セキュリティ基本方針（セキュリティチェックシート）



No 種別 管理策 チェック項目 回答 備考

48

物理的及び環境的セキュリ
ティ（装置）

装置の設置及び保護
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、保護しなければならない。

○
入居施設が環境からの脅威に対する対応を行っていま
す。

49 サポートユーティリティ
装置は、サポートユーティリティの不具合による、停
電、その他の故障から保護しなければならない。 ○

入居施設が環境からの脅威に対する対応を行い、
また、社内のサーバの安全管理（UPS設置）を実施し
ています。

50
ケーブル配線のセキュリ
ティ

データを伝送する又は情報サービスをサポートする通
信ケーブル及び'電源ケーブルの配線は、傍受、妨害又
は損傷から保護しなければならない。

○
床下配線を実施しています。

51 装置の保守
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、正しく保守しなければならない。

○
社内点検にて対応しています。

52 資産の移動
装置、情報又はソフトウェアは、事前の認可なしでは、
構外に持ち出してはならない。

○
社外への持ち出しに関する運用を規定しています。
（機器管理台帳）

53
構外にある装置及び資産の
セキュリティ

構外にある資産に対しては、構外での作業に伴った、
構内での作業とは異なるリスクを考慮に入れて、セ
キュリティを適用しなければならない。

○
構外に設置している機器はありません。（機器管理台
帳）

54
装置のセキュリティを保っ
た処分又は再利用

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、検証しなければならない。

○

媒体の破棄等のルールを設定しています。（廃棄ルー
ル）

55 無人状態にある利用者装置
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しなければならない。 ○

無人状態の際はクリーンセーバー等の対応を行ってい
ます。（スクリーンセーバーのパスワード、クリアデ
スク）

56
クリアデスク・クリアスク
リーン方針

書類及び取外し可能な記憶媒体に対するクリアデスク
方針、並びに情報処理設備に対するクリアスクリーン
方針を適用しなければならない。

○
無人状態の際はクリーンセーバー等の対応を行ってい
ます。（スクリーンセーバー、クリアデスク）
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情報セキュリティ基本方針（セキュリティチェックシート）



No 種別 管理策 チェック項目 回答 備考

57

運用のセキュリティ（運用
の手順及び責任）

操作手順書
操作手順は、文書化し、必要とする全ての利用者に対
して利用可能にしなければならない。

○
社内Wikiのシステムにて情報共有を行う仕組みを整備
しています。（Wiki、GoogleWorkspace）

58 変更管理
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、管理しなけ
ればならない。

○
何らかの変更を行う際は、ISMS委員会にて検討し、
変更を行う仕組みを整備しています。

59 容量・能力の管理

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・調整しなければならず、ま
た、将来必要とする容量・能力を予測しなければなら
ない。

○

システム管理者にて容量の把握を行っています。

60
開発環境、試験環境及び運
用環境の分離

開発環境、試験環境及び運用環境は、運用環境への認
可されていないアクセス又は変更によるリスクを低減
するために、分離しなければならない。

○
試験環境は運用環境と異なる場所で構築しており、試
験完了後は撤去を行っています。

61
運用のセキュリティ（マル
ウェアからの保護）

マルウェアに対する管理策
マルウェアから保護するために、利用者に適切に認識
させることと併せて、検出、予防及び回復のための管
理策を実施しなければならない。

○
ウイルス対策ソフト ESET を導入し、ソフトウェア管
理台帳にて管理しています。（ソフトウェア管理台
帳）

62
運用のセキュリティ（バッ
クアップ）

情報のバックアップ
情報、ソフトウェア及びシステムイメージのバック
アップは、合意されたバックアップ方針に従って定期
的に取得し、検査しなければならない。

○
自動バックアップにて対応しています。

63

運用のセキュリティ（ログ
取得及び監視）

イベントログ取得
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
的にレビューしなければならない。

○
アクセスログの監視を実施しています。

64 ログ情報の保護
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しなければならない。 ○

データ保管はシステム上で行い保護しています。

65
実務管理者及び運用担当者
の作業ログ

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、定期的にレビューしなければ
ならない。

○
操作ログの取得を行っています。

66 クロックの同期
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
せなければならない。

○
自動設定で1日1回 実施しています。

9

情報セキュリティ基本方針（セキュリティチェックシート）



No 種別 管理策 チェック項目 回答 備考

67
運用のセキュリティ（運用
ソフトウェアの管理）

運用システムに関わるソフ
トウェアの導入

運用システムに関わるソフトウェアの導入を管理する
ための手順を実施しなければならない。

○
社内Wikiのシステムにて導入手順を記載しています。
（Wiki、GoogleWorkspace）

68
運用のセキュリティ（技術
的 脆弱性管理）

技術的 脆弱性の管理

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しなければならない。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
価しなければならない。さらに、それらと関連するリ
スクに対処するために、適切な手段を取らなければな
らない。

○

サーバーミドルウェアにて監視して対応しています。

69
ソフトウェアのインストー
ルの制限

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、実施しなければならない。

○
システム管理者にて、使用許可しているものを設定し
ています。

70
運用のセキュリティ（情報
システムの監査に対する考
慮事項）

情報システムの監査に対す
る管理策

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、合意しなければならない。

○
情報システム監査を実施しています。

71

通信のセキュリティ（ネッ
トワークセキュリティ管
理）

ネットワーク管理
システムおよ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、制御しなければなら
ない。

○
社内のシステムネットワーク図にて管理しています。

72
ネットワークサービスのセ
キュリティ

組織が自ら提供するか外部委託しているかを問わず、
すべてのネットワークサービスについて、セキュリ
ティ機能、サービスレベル及び管理上の要求事項を特
定しなければならず、また、ネットワークサービス合
意書にもこれらを盛り込まなければならない。

○

ファイアウォール、ウィルスソフト等にて対応してい
ます。

73 ネットワークの分離
情報サービス、利用者及び情報システムは、ネット
ワーク上で、グループごとに分離しなければならない。 ○

サーバー上でのネットワークの分離を行っています。
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No 種別 管理策 チェック項目 回答 備考

74

通信のセキュリティ（情報
の転送）

情報転送の方針及び手順
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な
ければならない。

○
FAX送信時の対応、メール送信時の対応手順を設定し
ています。

75 情報転送に関する合意
合意では、組織と外部関係者との間の業務情報セキュ
リティを保った転送について、取り扱わなければなら
ない。

○
顧客とのメールに添付する資料はパスワードを設定し
ています。

76 電子的メッセージ通信
電子的メッセージ通信に含まれた情報は、適切に保護
しなければならない。

○
顧客とのメールに添付する資料はパスワードを設定し
ています。

77
秘密保持契約又は守秘義務
契約

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、文書化しなければならない。

○
顧客、委託先と機密保持契約を締結しています。

78

システムの取得、開発及び
保守（情報システムのセ
キュリティ要求事項）

情報セキュリティ要求事項
の分析及び仕様化

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
事項に含めなければならない。

○
案件ごとに作成しています。

79
公衆ネットワーク上のアプ
リケーションサービスのセ
キュリティの考慮

公衆ネットワークを経由するアプリケーションサービ
スに含まれる情報は、不正行為、契約紛争、並びに認
可されていない開示及び変更から保護しなければなら
ない。

○

社内で承認されたクラウドサービスを利用し適用して
います。

80
アプリケーションサービス
のトランザクションの保護

アプリケーシヨンサービスのトランザクションに含ま
れる情報は、次の事項を未然に防止するために、保護
しなければならない。不完全な通信、誤った通信経路
設定、認可されていないメッセージの変更、認可され
ていない開示、認可されていないメッセージの複製又
は再生。

○

社内で承認されたクラウドサービスを利用し適用して
います。
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No 種別 管理策 チェック項目 回答 備考

81

システムの取得、開発及び
保守（開発及びサポートプ
ロセスにおけるセキュリ
ティ）

セキュリティに配慮した開
発のための方針

ソフトウェア及びシステムの開発のための規則は、組
織内において確立し、開発に対して適用しなければな
らない。

○
社内システムにて、運用ルール手順等をを蓄積してい
ます。

82 システムの変更管理手順
開発のライフサイクルにおけるシステムの変更は、正
式な変更管理手順を用いて管理しなければならない。

○
社内システムにて、運用ルール手順等をを蓄積してい
ます。

83

オベレーティングプラット
フォーム変更後のアプリ
ケーションの技術的レ
ビュー

オペレーティングプラットフォームを変更するときは、
組織の運用又はセキュリティに悪影響がないことを確
実にするために、重要なアプリケーションをレビュー
し、試験しなければならない。

○

社内システムにて、運用ルール手順等をを蓄積してい
ます。

84
パッケージジフトウェアの
変更に対する制限

パッケージソフトウェアの変更は、抑止しなければな
らず、必要な変更だけに限らなければならない。また、
全ての変更は、厳重に管理しなければならない。

○
パッケージジフトウェアの変更に対する規程を作成し
ています。（ソフトウェア管理台帳）

85
セキュリティに配慮したシ
ステム構築の原則

セキュリティに配慮したシステムを構築するための原
則を確立し、文書化し、維持し、全ての情報システム
の実装に対して適用しなければならない。

○
社内システムにて、運用ルール手順等をを蓄積してい
ます。

86
セキュリティに配慮した開
発環境 管理策

組織は、全てのシステム開発ライフサイクルを含む、
システムの開発及び統合の取組みのためのセキュリ
ティに配慮した開発環境を確立し、適切に保護しなけ
ればならない。

○

サーバーにて、開発環境を確保しています。

87 外部委託による開発
組織は、外部委託したシステム開発活動を監督し、監
視しなければならない。 ○

外部開発の際は機密保維持契約にて運用。スケジュー
ル管理を実施しています。

88
システムセキュリティの試
験

セキュリティ機能（ファンクショナリティ）の試験は、
開発期間中に実施しなければならない。 ○

社内システムにて、運用ルール手順等をを蓄積してい
ます。

89 システムの受入れ試験
新しい情報システム、及びその改訂版・更新版のため
に、受入れ試験のプログラム及び関連する基準を確立
しなければならない。

○
社内システムにて、運用ルール手順等をを蓄積してい
ます。
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No 種別 管理策 チェック項目 回答 備考

90
システムの取得、開発及び
保守（試験データ） 試験データの保護

試験データは、注意深く選定し、保護し、管理しなけ
ればならない。 ○

個人情報等はマスキングして対応する。アクセス権を
設定するなどし 保護しています。

91

供給者関係（供給者関係に
おける情報セキュリティ）

供給者関係のための情報セ
キュリティの方針

組織の資産に対する供給者のアクセスに関連するリス
クを軽減するための情報セキュリティ要求事項につい
て、供給者と合意し、文書化しなければならない。

○
機密保持契約を締結しています。

92
供給者との合意におけるセ
キュリティの取扱い

関連する全ての情報セキュリティ要求事項を確立しな
ければならず、また、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しなければならない。

○

機密保持契約を締結しています。

93 ICT サプライチェーン

供給者との合意には、情報通信技術（lCT）サービス及
び製品のサプライチェーンに関連する情報セキュリ
ティリスクに対処するための要求事項を含めなければ
ならない。

○

対応済です。

94

供給者関係（供給者のサー
ビス提供の管理）

供給者のサービス提供の監
視及びレビュー

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、監査しなければならない。

○
データセンターの監視状況などを業務を通じて監視し
ています。

95
供給者のサービス提供の変
更に対する管理

関連する業務情報、業務システム及び業務プロセスの
重要性、並びにリスクの再評価を考慮して、供給者に
よるサービス提供の変更（現行の情報セキュリティの
方針群、手順及び管理策の保守及び改善を含む）を管
理しなければならない。

○

サービスレポートの対応が行われています。
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No 種別 管理策 チェック項目 回答 備考

96

情報セキュリティインシデ
ント管理（情報セキュリ
ティインシデントの管理及
びその改善）

責任及び手順
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
任及び手順を確立しなければならない。

○
社内システムにて記録を行っています。重大なインシ
デントはありません。

97
情報セキュリティ事象の報
告

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しなければならな
い。

○
ISMS委員会にて事故報告を実施する仕組みを整備し
ています。

98
情報セキュリティ弱点の報
告

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しなければな
らない。

○

手順はありますが、事例はありません。

99
情報セキュリティ事象の評
価及び決定

情報セキュリティ事象は、これを評価し、情報セキュ
リティインシデントに分類するか否かを決定しなけれ
ばならない。

○
手順はありますが、事例はありません。

100
情報セキュリティインシデ
ントからの対応

情報セキュリティインシデントは、文書化した手順に
従って対応しなければならない。

○
手順はありますが、事例はありません。

101
情報セキュリティインシデ
ントからの学習

情報セキュリティインシデントの分析及び解決から得
られた知識は、インシデントが将来起こる可能性又は
その影響を低減するために用いなければならない。

○
社内システムにて記録有及び解析を実施し、共有を
行っています。
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No 種別 管理策 チェック項目 回答 備考

102

事業継続マネジメントにお
ける情報セキュリティの側
面（情報セキュリティ継
続）

情報セキュリティ継続の計
画

組織は、困難な状況、（アドバース シチュエーショ
ン）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
の要求事項を決定しなければならない。

○

事業継続リスクアセスメントにて対応し、シミュレー
ションにて検証を行っています。

103
情報セキュリティ継続の実
施

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、維持しなけ
ればならない。

○

事業継続リスクアセスメントにて対応し、シミュレー
ションにて検証を行っています。

104
情報セキュリティ継続の検
証、レビュー及び評価

確立及び実施した情報セキュリティ継続のための管理
策が、困難な状況の下で妥当かつ有効であることを確
実にするために、組織は、定められた間隔でこれらの
管理策を検証しなければならない。

○

事業継続リスクアセスメントにて対応し、シミュレー
ションにて検証を行っています。

105
事業継続マネジメントにお
ける情報セキュリティの側
面（冗長性）

情報処理施設の可用性
情報処理施設は、可用性の要求事項を満たすのに十分
な冗長性をもって導入しなければならない。 ○

サーバーの二重化、設定済みパソコンの予備などで冗
長性を確保しています。
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No 種別 管理策 チェック項目 回答 備考

106

順守（法的及び契約上の要
求事項の順守）

適用法令及び契約上の要求
事項の特定

各情報システム及び組織について、全ての関連する法
令、規制及び契約上の要求事項、並びにこれらの要求
事項を満たすための組織の取組みを、明確に特定し、
文書化し、また、最新に保たなければならない。

○

雇用に関する指針がガイドラインへ変更済。

107 知的財産権

知的財産権及び権利関係のあるソフトウェア製品の利
用に関連する、法令、規制及び契約上の要求事項の順
守を確実にするための適切な手順を実施しなければな
らない。

○

ソフトウェア管理台帳にて、購入したソフトウェアを
管理している。正規版を購入しています。（ソフト
ウェア管理台帳）

108 記録の保護
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しなければならない。

○
電子媒体をメインで保管し、サーバーにてバックアッ
プを取り、滅失等の防止を図っています。

109
プライパシー及び個人を特
定できる情報 (PII)の保護

プライパシー及びPII（個人情報）の保護は、関連する
法令及び規制が適用される場合には、その要求に従っ
て確実にしなければならない。

○
個人情報はマスキングにて対応し、社内の個人情報は
取扱者を限定しています。（個人情報適正管理手順）

110 暗号化機能に対する規制
暗号化機能は、関連する全ての協定、法冷及び規制を
順守して用いなければならない。 ○

暗号化機能の適用を実施しています。

111

順守（情報セキュリティの
レビュー）

情報セキュリティの独立し
たレビュー

情報セキュリティ及びその実施の管理(例えば、情報セ
キュリティのための管理目的、管理策、方針、プロセ
ス、手順)に対する組織の取組みについて、あらかじめ
定めた間隔で、又は重大な変化が生じた場合に、独立
したレビューを実施しなければならない。

○

マネジメントレビューにて、年間見直しを実施してい
ます。

112
情報セキュリティのための
方針群及び標準の順守

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しなければならない。

○

年間見直しにて対応しています。

113 技術的順守のレビュー
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
しなければならない。

○
技術的レビューを実施しています。
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