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1. 目的 

 当社は、情報を守るために情報セキュリティマネジマントシステム（ISMS）、及び、個人 情報

保護マネジメントシステム（PMS）を取得し、情報セキュリティ活動を推進しています。本ガイド

はその一環として、お客様に安心して仕事をまかせていただくために情報セキュリティを保つ基本

的な心得をまとめたものです。 

 

 

2. ISMS基本方針/個人情報保護方針 

当社は、以下のセキュリティに関する基本方針(ISMS 基本方針・個人情報保護方針)を定め、セキ

ュリティ向上に努めております。 
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ISMS基本方針 

第1.2版  

2013年 8 月27日  

システム・エボリューション株式会社  

代表取締役社長 神野 秀一  

 

当社にとって情報資産（情報および情報システム等）は、情報システムに関わる企画、設計、開

発、保守運用業務及びそれに付帯する当社のビジネス活動において、利益を生み出していくため

の源泉でありかつ最も重要な資産でもある。 

また情報セキュリティ事故を未然に防止することは、社会的な責務である。 

当社は、情報セキュリティ上の脅威から情報資産を保護するために、情報資産を正確かつ安全に

取り扱い、経営戦略に沿った情報セキュリティを実現するとともに、お客様の信頼に応えていく

ものとする。 

 

1. 当社は、以下のセキュリティ目的を設定し、この目的を達成するための諸施策を確実に実施す

る。 

【セキュリティ目的】 

 ・お客様との契約及び法的または規制要求事項を尊重し遵守する。 

 ・情報セキュリティ事故を未然に防止する。 

 ・情報セキュリティ上の脅威から情報資産を保護する。 

 

2. 当社は、情報セキュリティに対する当社の取り組みに関する経営陣の意思を表明し、それに基

づく主な行動指針を明確にすることにより、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）

を適切に構築・運用し、重要な情報資産の機密性、完全性、可用性の確保に努め、その有効性を

継続的に確保する。 

 

3. 当社は、ISMSの運営のために情報セキュリティ管理責任者と情報セキュリティ委員会を設置

し、運用するために必要な組織体制を整備する。 

 

4. 当社は取り扱うすべての重要な情報資産のリスクを受容可能な水準に保つため、リスクアセス

メントに関する体系的な手順と評価基準を定めリスクアセスメントに基づく適切なリスク対策を

講じる。 

 

5. 当社は、ISMSの維持向上ため全社員に対して定期的教育を実施、効果の維持向上ため全社員

に対して定期的教育を実施、効果の維持向上ため全社員に対して定期的教育を実施、効果を測定

する。 
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個人情報保護方針 

 
システム・エボリューション株式会社(以下「当社」といいます)は、ソフトウェア開発を主

軸業務とする IT 企業の一員として個人の権利利益を守るため、情報社会における「個人情報

の保護と活用」の社会的使命の重要性を十分に認識し、業務上取り扱うすべての個人情報保護

について、関係法令およびその他規範を遵守いたします。その上で、個人情報保護に関する国

際的な動向にも配慮した自主規程の策定ならびに運用・管理を行い、これらを全従業者および

その他関係者に周知徹底するとともに、最新の IT 技術の動向、社会的要請の変化、経営環境

の変動等を考慮し、継続的に維持改善してまいります。 

  

1.当社は個人情報を適法かつ適正な方法で取得し、不正な収集は行いません。 

 

2.当社は個人情報を、正当な事業遂行上並びに従業員の雇用、人事管理上必要な範囲に限定し

て利用・提供し、目的外の利用は致しません。 

 

3.当社は保有する個人情報を、利用目的に必要な範囲内で正確かつ最新の内容に保つよう努め

ます。 

 

4.当社は個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。 

 

5.当社は個人情報の取り扱いにあたって、破壊・漏えい・改ざんの防止などの安全管理のため

に必要かつ適切な措置を講じるとともに、事業の実情に合致した経営資源を注入して、個人情

報保護マネジメントシステムを継続的に改善していきます。 

 

6.当社は個人情報に関する苦情、及び相談に対しては担当窓口を設け対応します。 

 

個人情報問合せ窓口 

情報セキュリティ推進室 室長 

e-mail：privacy@sys-evo.co.jp 

制定日：2012年2月20日 

改訂日：2015年1月28日 

システム・エボリューション株式会社 

代表取締役社長 神野 秀一 
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3 情報セキュリティとは 

 

情報セキュリティ ⇒ 情報資産を、様々な脅威から守り、情報の機密性・完全性・可用性を維

持すること 

 

情報資産 ⇒ 情報と情報システム及びそれらを維持及び保護するために必要なもの 

      ・人そのもの（知識、ノウハウ、業務上知りえた情報など） 

      ・顧客、取引、営業、財務、人事などの情報（紙又は電子データ） 

      ・情報を処理するためのマニュアル 

      ・コンピュータ及び周辺機器のハード、ソフトとネットワーク機器 

      ・情報を保管する媒体 

 

脅威  ⇒  システムまたは組織に危害を与える事故の潜在的原因 

      ・コンピュータウィルス、不正アクセス、情報改ざん等 

      ・自然災害（地震、台風、落雷 etc） 

           ・人為的な災害（火事や停電、盗難等の犯罪、保守や操作ミス etc） 

 

<情報セキュリティの三大要素> 

機密性 
許可された利用者だけが情報にアクセスできることを保証すること 

完全性 
情報及び処理方法の正確性及び完全性を守ること 

可用性 
アクセスを許可された利用者が、必要なときにいつでも情報、及び関連 

する設備などにアクセス出来ることを保証すること 
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4. 基本的な考え方 

 

（1）本ガイドに記載されている事項を遵守し、常にお客様及び当社に対して情報セキュリティの

確保を十分に行ってください。 

 

（2）本ガイド記載事項を含め、関連法規、顧客ルール、プロジェクトルールを遵守してください。

これらのルールに違反した場合、実際の被害の有無に関わらず、当社の情報セキュリティインシデ

ントとして取り扱うことがあります。 

 

（3）お客様が本ガイドにない項目を定めている場合や、本ガイドより厳しい基準を設けている場

合はそれに従ってください。どちらのルールを優先してよいか判断のつかない場合はプロジェクト

リーダーまたは顧客に相談をしてください。 

 

（4）本ガイド記載事項を単に遵守するだけではなく、各記載事項が防ごうとしているセキュリテ

ィリスクを認識し、目的を理解したうえで各自行動してください。 

 

 

5. 当社の情報セキュリティに関するルール 

5－1 入館証の管理 

 ・当社から貸与される入館証を受け取り、適切に管理すること。 

 ・顧客から貸与された入館証についても、各プロジェクトで定めた管理ルールに従い適切に 

管理すること。 

 ・業務中、移動中は肌身離さず持ち運ぶこと（各プロジェクトで定めたルールがある場合、 

そちらを優先する） 

・休日の前後は、入館証の有無の確認を行うこと。 

・休日中に入館証は持ち歩かないこと。 

・入館証のフォルダーやストラップ部分が壊れていないか定期的に確認を行う。 

 

5－2 入退室管理 

 ・作業スペースには、自分に貸与されている「入館証」を使って入退室すること。 

 ・入館証を忘れた場合は、臨時カードの貸与を受けて入退室すること 

 ・入館証の貸し借り、とも連れ入室は禁止 

 ・休日に入室する場合は、プロジェクトリーダーから事前の許可を得て、申請等必要な手続きを

行ったうえで入室すること。 
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5－3 参画時のセキュリティ教育の受講 

 ・対象者は、参画時セキュリティ教育、及び定期的に行われるセキュリティ教育を受講すること。 

 ・また、顧客やプロジェクトでのセキュリティ教育も併せて受講すること 

 

5－4 PC/記憶媒体の取り扱い 

 ・PCの持ち出し持ち込みは勝手に行ってはいけない。 

・持ち出しPCには、必要な情報以外を保存しない。 

・第三者による起動制限措置をとる（BIOSパスワード、ハードディスクパスワード等） 

・重要な情報は暗号化またはパスワード付きとする。 

・PCを社外に持ち出す場合、置き忘れ及び盗難等の注意すること。 

・PCを社外に持ち出す場合、お客様先で作業場所に放置しないこと。 

・PCの貸し出しを受けた場合、返却時に情報を削除すること。 

・個人所有（私物）のPC・記録媒体は、持込まないこと。 

 

5－5 携帯情報端末及び通信端末の使用 

 ・携帯情報端末には、盗難・紛失時の情報漏洩防止のため、パスワード・暗証番号等を設定し、

認証機能を使用する。 

 ・携帯情報端末及び携帯電話等に個人情報を記録する場合は、必要最小限とする。 

 ・携帯音楽端末をデータ端末として業務データを保存することは厳禁とする。 

 ・携帯電話の中のアドレス帳は、出来るだけ他人に読めないような設定を施すこと。 

 ・公衆の中で通話するときは、盗聴に注意すること。 

 ・盗難紛失等の場合、直ちに携帯会社に連絡を取り、ロックをかけること。 

・携帯情報端末を業務用PCのUSBポートに接続しない。（充電も禁止） 

 

5－6 コンピュータウィルス対策 

 ・外部から入手したファイルや、共用するファイル媒体（CD/DVD 等）は、ウィルス検査後に

利用すること  

・ウィルス感染を早期に発見するため、システムの動作の変化に注意すること。 

 ・最新のウィルス対策ソフトの利用等により定期的にウィルス検査を行うこと。 

  ・ウィルス感染を防止するため、出所不明のソフトウェアは利用しないこと。 

  ・ウィルスに感染した場合は、感染したシステムの使用を中止してネットワークから切断し、シ

ステム管理者に連絡して、指示に従うこと。 
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・ウィルスに感染したシステムの復旧は、自分の判断で行わず、システム管理者の指示に従うこ

と。 

 

5－7 電子メールの取り扱い 

・電子メールは、私的な理由で利用しないこと。  

・電子メールを発信する場合、送信先のアドレスをしっかり確認すること。  

・電子メールで添付ファイルを発信する場合、重要な情報（顧客情報を含む等）には、 

添付ファイルにパスワードを設定すること。  

・電子メールを社外に転送する場合、発信元に転送の承諾を得ること。 

・入手経路が不明な電子メールに添付されたファイル等は、開封または実行しないこと。  

・外部プロバイダーのメールアドレスやフリーのメールアドレス宛てにメールを送付する際は、

プロジェクトリーダーまたは顧客に許可を得ること。 

 

5－8 ID/パスワード管理 

（1）利用者 ID、パスワードの貸し借りはしないこと。  

（2）電子メールまたは認証が必要なソフトウェア等のパスワードは、保存による自動認証を避け、

認証時には毎回入力すること。  

（3）パスワードは次の対策に留意して利用者個人の責任で管理すること。  

・人名、生年月日、電話番号、イニシャル等の類推し易いものを避け、他人が類推でき  

ないパスワードを設定すること（PCのログインおよび添付ファイルのパスワード等） 

  ・定められた長さ以上（８文字以上）の文字数を使用すること。 

  ・できるだけ辞書にある単語を避けること。  

・できるだけ英大文字、小文字、数字、記号等を組み合わせて設定すること。 

  ・パスワードを他人に教えないこと。 

  ・パスワードを紙に書かないこと。  

・パスワード入力時に他人の覗き見に注意すること。  

・人がパスワードを入力しているところは見ないよう心掛けること。 

  ・人のパスワードを知ってしまったらすぐ本人に連絡しパスワードを変更させること。 

  ・初期パスワードは速やかに変更すること。 

  ・パスワードは定期的（最低６ヶ月に１回）に変更すること。 

  ・パスワードの変更時に過去に使用したパスワードの再利用を避けること。 

 

5－9 クリアデスク・クリアスクリーン 

 （1）クリアデスク 
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 ・帰宅時や長時間離席する場合は、重要な書類や媒体等は作業机上に放置せず、施錠されたキャビ

ネット等のセキュリティで保護された保管庫に保管すること。 

 ・重要な情報は、使用しないときには、施錠して保管管理すること。 

 ・重要な情報や秘密情報を印刷した場合は、出力後、すぐにプリンタから取り除くこと。 

 ・郵便物の受入れ・受け渡し場所、無人FAX等に長時間文書を放置しないこと。 

 （2）クリアスクリーン  

・離席時に PC からの情報漏洩を防止するため、ログオフまたはキーロック、パスワード付きス

クリーンセーバー等の保護対策を実施すること。（スクリーンセーバーの起動設定10分以内） 

5－10 インターネットの利用 

・インターネットは、業務上必要な範囲に限定し、信頼できるサイトのみ利用すること。 

・インターネットへは、社内ネットワークおよびファイアウォール経由にてアクセスするものとし、

無断でWi-Fiルータ等を利用しない。  

・インターネットから、無断でソフトウェア等のダウンロードをしないこと。 

 ・インターネットへ無断でデータをアップロードしたり、掲示板やSNS等に書込みをしたりしな

いこと。 

 

5－11 ソフトウェア管理 

 （1）ソフトウェアは、販売者又は配布責任者の連絡先及び更新情報が明確なものを利用するこ

と。  

（2）業務用のPCには、むやみにインターネットなどから入手できるフリーソフトをインストー

ルしないこと。業務上必要と判断した場合は、プロジェクトリーダーまたは顧客の許可を得て

使用すること。 

 （3）各種アプリケーションソフトのライセンスを管理(著作権の保護)し、不正にコピーして使用

しないこと。 

 （4）ソフトウェアは販売されているそのままを使用する事とし、内容を変更しないこと。 

 

5－12 オフィス内セキュリティ管理 

（1）電話を使用する場合は、会話からの情報漏えいを考慮し、自分と相手先の周りの状況に配慮

すること。  

（2）FAX の発信／受信トレイに送受信したものを放置しないこと。また、ダイヤルミス等により

文書やメッセージの誤配信に十分注意すること。 

（3）会議室や打ち合わせスペース等に、書類やノートPC、記憶媒体等を放置したまま席を離れな

いこと。 

（4）ホワイトボード等への書き込み内容は、利用後に必ず消去し書いたまま放置しないこと。 
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（5）ホワイトボード等への書き込み内容は、不用意に私物の携帯電話やカメラでの撮影、及びメ

ール転送等は行わないこと。 

（6）コピー機、FAX、プリンタ等で利用した書類は、機器周辺に放置しないこと。 

（7）個人情報、機密情報を含む書類の裏紙は利用しないこと。 

 

5－13 インシデント発生時の連絡 

 ・インシデントが発生した場合、事の大小に関わらず、速やかに弊社プロジェクトリーダー又は

営業担当までご一報ください。また、インシデントかどうか判断がつかない場合も、同様に

ご連絡ください。 

  （上記宛てに連絡がつかない場合は、03-6262-5930 情報セキュリティ委員事務局宛てにご

連絡ください） 

 

以上 


