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第１章 総則

（目的）

第１条 この訓令は、防衛装備庁における情報システム

及び情報システムにおいて取り扱われるデータに関し

、必要な事項を定め、もって防衛装備庁における情報

保証を確保することを目的とする。

（用語の定義）



第２条 この訓令における用語の意義は、防衛省の情報

保証に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第１６０号。

以下「省訓令」という。）に定めるところによる。

（適用の範囲）

第３条 この訓令は、防衛装備庁の情報システム及び可

搬記憶媒体について適用する。

第２章 組織及び体制

（情報保証責任者補助者）

第４条 情報保証責任者の事務を補佐し、情報システム

情報保証責任者及び部隊等情報保証責任者を統括する

者として、情報保証責任者補助者を置き、長官官房審

議官をもって充てる。

２ 情報保証責任者補助者に関する事務は長官官房総務

官付情報システム管理室において処理する。

（情報システム情報保証責任者）

第５条 情報システム情報保証責任者は、別表第１の左

欄に掲げる部等の情報システムに、同別表の中欄に掲

げる者をもって充てる。



（情報システム情報保証責任者補助者）

第６条 情報システム情報保証責任者は、必要に応じ、

情報システム情報保証責任者補助者を指定するものと

する。

（部隊等情報保証責任者）

第７条 部隊等情報保証責任者は、別表第２の左欄に掲

げる部等に、同別表の右欄に掲げる者をもって充てる。

（部隊等情報保証責任者補助者）

第８条 部隊等情報保証責任者は、必要に応じ、部隊等

情報保証責任者補助者を指定するものとする。

（部隊等情報保証責任者代行者）

第９条 部隊等情報保証責任者代行者は、部隊等情報保

証責任者に準ずる者の中から指定するものとする。

２ 部隊等情報保証責任者の職務上の上級者は、前項に

基づき指定した部隊等情報保証責任者代行者の氏名及

び所属を情報保証責任者補助者に報告するものとする。

（情報システム運用者）

第１０条 情報システム情報保証責任者は、情報システ



ムを利用している職員の中から情報システム運用者を

指定するものとする。

２ 情報システム情報保証責任者は、前項に基づき指定

した情報システム運用者の氏名及び所属を情報保証責

任者補助者に報告するものとする。

（情報システム情報保証認証者）

第１１条 情報システム情報保証認証者は、別表第１の

左欄に掲げる部等の情報システムに、同別表の右欄に

掲げる者をもって充てる。

（事案対処責任者等）

第１２条 事案対処責任者は、長官官房総務官をもって

充てる。

２ 長官官房総務官付情報システム管理室長は、事案対

処責任者を補佐するものとする。

（情報保証対策委員）

第１３条 情報保証対策委員は、長官官房総務官をもっ

て充てる。

第３章 防衛装備庁の情報システムに係る対策



（情報システムに係る対策）

第１４条 省訓令第１４条から第２５条に規定される情

報システムに係る対策については別に定める。

第４章 防衛装備庁の可搬記憶媒体に係る対策

（可搬記憶媒体の管理）

第１５条 防衛装備庁の可搬記憶媒体の保管、持ち出し

及び使用要領については別に定める。

第５章 私有パソコン及び私有可搬記憶媒体の取

扱い

（私有パソコン及び私有可搬記憶媒体の取扱い）

第１６条 職員は、私有パソコンを職場に持ち込んでは

ならない。

２ 職員は、私有可搬記憶媒体を防衛装備庁の情報シス

テムにおいて使用してはならない。

３ 職員は、私有パソコンまたは私有可搬記憶媒体で業

務用データを取り扱ってはならない。

４ 同条１項から３項の取扱いについて、次の各号に該

当する場合に限り、部隊等情報保証責任者の指示に従



い、取り扱うことができる。

⑴ 省訓令第５３条又は第５５条に基づいた監査で必

要な場合

⑵ 省訓令第５６条の規定に基づいた調査を行うため

に必要な場合

⑶ その他、情報保証責任者が必要と認めた場合

第６章 教育及び訓練

（教育及び訓練）

第１７条 情報保証に関する教育及び訓練は、情報保証

責任者が実施し、情報保証責任者補助者が補佐するも

のとする。

第７章 サイバー攻撃等への対処

（サイバー攻撃等対処要領の策定）

第１８条 サイバー攻撃等対処要領については別に定め

る。

第８章 対策の実施状況の確認等

（監査）

第１９条 監査について、省訓令第５３条に定めるもの



のほか、別に定める。

（職員による報告等）

第２０条 職員は、省訓令５６条に基づく報告について

長官官房総務官付情報システム管理室を通じて情報保

証責任者に報告するものとする。

第９章 雑則

（委任規定）

第２１条 この訓令の実施に関し、個別の情報システム

に係る事項については情報システム情報保証責任者が

、その他の必要な事項については情報保証責任者補助

者が定めるものとする。

附 則

この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。

附 則（ 29年 3月 30日庁訓 10号）

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（ 30年 3月 30日庁訓 2号）

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則（ 31年 3月 29日庁訓 3号）



この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則（令和元年 6月 20日庁訓 1号）

この訓令は、令和元年６月２０日から施行する。

附 則（令和 2年 3月 31日庁訓 5号）

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和 3年 3月 31日庁訓 3号）

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。

附 則（令和 3年 8月 27日庁訓 10号）

この訓令は、令和３年９月１日から施行する。



別表第１（第５、第１１条関係）

部等の情報システム 情報システム情報保証責任者 情報システム情報保証認証者

長官官房総務官に属する情報システム 長官官房総務官

長官官房人事官に属する情報システム 長官官房人事官

長官官房会計官に属する情報システム 長官官房会計官

長官官房監察監査・評価官に属する情報シス
テム

長官官房監察監査・評価官

装備開発官※に属する情報システム 装備官※ 装備開発官付総括室長※

艦船設計官に属する情報システム 装備官
※

装備開発官付総括室長
※

装備政策部に属する情報システム 装備政策部長
装備政策部装備政策課総括班
長

プロジェクト管理部に属する情報システム プロジェクト管理部長
プロジェクト管理部事業計画
官付総括班長

技術戦略部に属する情報システム 技術戦略部長
技術戦略部技術戦略課課長補
佐

調達管理部に属する情報システム 調達管理部長
調達管理部調達企画課課長補
佐

調達事業部に属する情報システム 調達事業部長
調達事業部需品調達官付調達
第１班長

航空装備研究所に属する情報システム 航空装備研究所長 研究企画官付研究調整官

陸上装備研究所に属する情報システム 陸上装備研究所長 研究企画官付研究調整官

艦艇装備研究所に属する情報システム 艦艇装備研究所長 研究企画官付研究調整官

次世代装備研究所に属する情報システム 次世代装備研究所長 研究企画官付研究調整官

千歳試験場に属する情報システム 千歳試験場長 業務班長

下北試験場に属する情報システム 下北試験場長 業務班長

岐阜試験場に属する情報システム 岐阜試験場長 業務班長

※　同名の部等及び職名について、細部は別に定める。

長官官房総務官付情報システ
ム管理室情報保証・システム
監査班長



別表第２（第７条関係）

部隊等情報保証責任者

長官、防衛技監、長官官房審議官、総務官 総務官

人事官 人事官

会計官 会計官

監察監査・評価官 監察監査・評価官

装備官
※
、装備開発官

※
装備開発官

※

艦船設計官 艦船設計官

部長、装備政策課 装備政策課長

国際装備課 国際装備課長

装備保全管理官 装備保全管理官

部長、プロジェクト管理総括官、事業計画官 事業計画官

事業監理官※ 事業監理官※

装備技術官
※

装備技術官
※

部長、革新技術戦略官、技術戦略課 技術戦略課長

技術計画官 技術計画官

技術振興官 技術振興官

技術連携推進官 技術連携推進官

部長、調達企画課 調達企画課長

原価管理官 原価管理官

企業調査官 企業調査官

部長、調達総括官※、需品調達官 需品調達官

武器調達官 武器調達官

調達総括官※、電子音響調達官 電子音響調達官

艦船調達官 艦船調達官

通信電気調達官 通信電気調達官

航空機調達官 航空機調達官

総括航空調達官、輸入調達官 輸入調達官

所長、研究企画官、管理部長、総務課、技術顧問 総務課長

会計課 会計課長

航空機技術研究部 航空機技術研究部長

エンジン技術研究部 エンジン技術研究部長

誘導技術研究部 誘導技術研究部長

土浦支所 土浦支所長

新島支所 新島支所長

所長、研究企画官、総務課、技術顧問 総務課長

システム研究部 システム研究部長

弾道技術研究部 弾道技術研究部長

機動技術研究部 機動技術研究部長

所長、研究企画官、総務課、技術顧問 総務課長

海洋戦技術研究部 海洋戦技術研究部長

水中対処技術研究部 水中対処技術研究部長

艦艇・ステルス技術研究部 艦艇・ステルス技術研究部長

川崎支所 川崎支所長

岩国海洋環境試験評価サテライト 岩国海洋環境試験評価サテライト長

所長、先進機能研究統括官、研究企画官、研究戦略
調整官、特別研究官、総務課、技術顧問

総務課長

領域横断機能研究部 領域横断機能研究部長

先進技術研究部 先進技術研究部長

情報通信研究部 情報通信研究部長

センサ研究部 センサ研究部長

電子対処研究部 電子対処研究部長

飯岡支所 飯岡支所長

副場長

副場長

副場長
注：　部等に含まれない職員は、部等の総務担当部署に含まれるものとする。

調達管理部

部等

長官官房

装備政策部

プロジェクト管
理部

技術戦略部

千歳試験場

下北試験場

岐阜試験場

※　同名の部等及び職名について、細部は別に定める。

調達事業部

航空装備研究所

陸上装備研究所

艦艇装備研究所

次世代装備研究
所


