
東京都立大学情報システム倫理規程 

（平 17 規程 115・改称） 

 

平成 17 年度法人規程第 41 号 

制定  平成 17 年 4 月 1 日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、東京都立大学（以下「本学」という。）において、本学の管理する

情報システムの円滑な利用を促進するため、必要な体制と情報倫理の基準を定めるとと

もに、利用者が良識的行動規範を持てるよう、利用に当たり守るべき事項を定めること

を目的とする。 

ただし、情報セキュリティの確保に関する事項は、学長が別に定める。 

（平 17 規程 115・平 23 規程 43・平 31 規程 38・一部改正） 

（定義）  

第２条 この規程における用語の定義は、東京都公立大学法人情報セキュリティ規程(平成

22 年度法人規程第 7 号)の定めるところによる。 

（平 19 規程 93・平 23 規程 43・平 31 規程 38・一部改正） 

（利用者）    

第３条 情報システムを利用できる者は、情報システムごとに別に定める。 

（平 23 規程 43・一部改正） 

第４条 削除 

（平 23 規程 43・削除） 

第５条 削除 

（平 17 規程 115・一部改正、平 23 規程 43・削除） 

（情報システム主管者） 

第６条 情報システムの総合調整を行うため、情報システム主管者（以下「主管者」とい

う。）を置く。 

２ 主管者は、東京都立大学管理部長をもって充てる。 

（平 19 規程 93・平 23 規程 43・平 31 規程 38・一部改正） 

（システム管理者）  

第７条 情報システムの管理･運用及び調整を行うため、情報システムにシステム管理者

（以下「管理者」という。）を置く。ただし、学長が認めた場合、置かないことができ

る。 

２ 教育研究用情報システム（第３項の情報ネットワークシステムを除く。）の管理者は、

南大沢、日野及び荒川の各キャンパスの教員の中から、キャンパスごとに学長が任命す

る。   



 

 

３ 情報ネットワークシステムの管理者は、次の各号に掲げる者とする。 

 (1)南大沢キャンパス・ネットワークシステム  東京都立大学管理部学術情報基盤セン

ター事務室事務長 

(2)日野キャンパス・ネットワークシステム   東京都立大学日野キャンパス管理部

管理課長 

(3) 荒川キャンパス・ネットワークシステム   東京都立大学荒川キャンパス管理部

管理課長 

４ その他学長が認めた情報システムの管理者は、学長が任命する。 

（平 19 規程 93・平 23 規程 43・平 31 規程 38・一部改正） 

（適用範囲） 

第８条 この規程は、学内外を問わず情報システムを利用する場合に適用される。 

（平 23 規程第 43・一部改正） 

（情報システム利用上の守るべき事項） 

第９条 本学の情報機器又は個人が所有する情報機器を情報システムに接続する場合は、

管理者の承認を得なければならない。 

２ 技術上又は利用上のトラブル等何らかのトラブルを発見した利用者は、そのトラブル

の発生原因が利用者にあるか否かを問わず、管理者に対し、直ちにその事実を報告しな

ければならない。 

（平 23 規程 43・一部改正） 

（義務・禁止事項） 

第１０条 利用の際の義務及び禁止事項は、別表のとおりとする。 

（平 23 規程 43・別表改正） 

（管理者の倫理） 

第１１条 管理者は、第１０条に定める事項のほか、次の各号に定める事項を守らなけれ

ばならない。 

(1) 管理権限を濫用してはならない。 

(2) 利用者に影響が及ぶネットワーク設定の変更を行う場合は、利用者に通知しなけれ

ばならない。 

(3) 障害が発生した場合は、迅速に事態の収拾を図るとともに、主管者に報告しなけれ

ばならない。 

（情報システムにおける個人情報の管理） 

第１２条 管理者は、職務遂行上、個人情報を取り扱うときは、入力、更新、検索等のコ

ンピュータ処理を担当する者及び処理を行う場合の条件等を定めなければならない。 

２ 管理者は、個人情報への不当なアクセス等の危険に対して、技術面において必要な安

全対策を講ずるものとする。 

（違反行為に対する措置） 



第１３条 管理者は、この規程のすべての規定に関し、違反する行為又は違反する恐れが

あると認められる行為（以下「違反行為等」という。）を発見し、又は知った場合、直

ちに次の措置のうち必要と判断する措置をとると同時に、その事実を主管者に報告しな

ければならない。 

(1) 違反行為等に利用され、又は違反行為等の結果として生じたファイル、データ、プ

ログラム等の削除 

(2) 違反行為等に利用され、又は違反行為等の結果として生じたファイル、データ、プ

ログラム等への一般的若しくは個別的なアクセス制限 

(3) システムを利用する権限（以下「利用権」という。）の一時的な停止 

２ 前項の報告を受けた主管者は、その行為がこの規程に違反するか否かを判断し、違反

しないと認めたときは、速やかに管理者に通知するとともに、必要な指示をしなければ

ならない。 

３ 管理者は、前項でその行為がこの規程に違反すると認めたときは、違反した者（アカ

ウントを盗まれた場合には、盗まれた者を含む。）に対して、東京都立大学学術情報基

盤センター委員会の意見を参考として、次の各号のいずれかに定める利用権に関する措

置をとることができる。 

(1) 利用権の取消 

(2) 利用権の停止 

(3) 利用権の変更 

４ 管理者は、前項の利用権に関する措置について速やかに主管者に通知する。 

５ 第３項の措置のほか、違反した者はその身分上の処分を受けることがある。 

６ 主管者は、違反行為等及び講じた措置について、学長に随時報告しなければならない。 

（平 23 規程 43・平 31 規程 38・一部改正） 

   附 則（平成 17 年法人規程第 41 号） 

この規程は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 18 年３月 31 日 17 法人規程第 115 号） 

この規程は、平成 18 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 20 年３月 31 日 19 法人規程第 93 号） 

この規程は、平成 20 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年３月 30 日 23 法人規程第 43 号） 

１ この規程は、平成 24 年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の日から公立大学法人首都大学東京運営委員会規則別表に規定する学

術情報基盤センター委員会が発足するまでの間、改正前の首都大学東京情報システム倫

理規程の首都大学東京情報システム委員会の規定は、なお効力を有する。この場合にお

いて、旧規程第１３条第３項に定める「学術情報基盤センター委員会」は、「情報システ

ム委員会」に読み替えるものとする。 



 

 

附 則（令和 2 年３月２６日 31 法人規程第 38 号） 

この規程は、令和 2 年４月１日から施行する。 

 



別表（第 10条関係）（平 23 規程 43・一部改正） 

利用の際の義務及び禁止事項 

１ 利用権を取得した後はすべての利用行為について責任を負わなければならない。 

２ 虚偽又は規定等に定められた以外の利用権を申請してはならない。 

３ 他の利用者と利用権を共有してはならない。ただし、正当な理由をもってグループの

利用申請をしようとする場合には、その旨管理者の許諾を得なければならない。 

４ 事前の同意なしに、他の利用者が保有するファイル又はデータを削除し、複製し、改

変してはならない。 

５ 情報システムのリソース（計算時間、ハードディスク使用量、通信時間等）を、大量

に占有し続けることにより、他の利用者の利用を妨害してはならない。 

６ 情報システム又はサービスを営利目的に使用してはならない。 

７ 情報システムを損壊し、混乱させ、性能を変更し、故障の原因となるような行為をし

てはならない。 

８ 第三者の著作物であるファイルやデータの引用･参照をするときは、著作権法の規定

及び公正な慣行に従わなければならない。 

９ 発信した電子メールは、その発信者がすべての責任を負う。 

１０ 電子メールを偽造し、又は偽造しようと試みてはならない。 

１１ 他の利用者の電子メールを許可なく読み、削除、複製、変造又は公開してはならな

い。 

１２ ウェッブページ（リンクを含む。）、掲示板、電子メール等により、嫌がらせや公

序良俗に反する内容、脅迫的な内容、誤解を生じさせることを意図した内容、人権侵害

的な内容、名誉毀損的な内容の情報を発信してはならない。 

１３ リモートシステムへの権限外のアクセスを試みるために情報システムを利用して

はならない。 

１４ 他人のパスワードの解読を試みてはならない。 

１５ 第三者のソフトウェアなど著作物を、許可なく破壊、改変、複製してはならない。 

１６ ネットワークを含む情報システムを破壊若しくは改変してはならない。 

１７ 正規の手続によらずに、許可された以外の利用権を入手しようと試みてはならない。 

１８ コンピュータ･ウィルス等、情報システムの混乱の原因となる有害プログラム又は

データを、情報システム内に持ち込んではならない。 

１９ 機密ファイルに、アクセスしてはならない。アクセス後当該ファイルが機密ファイ

ルであることを認識した場合には、直ちにアクセスを中止しなければならない。 

２０ その他法令に違反し、又は違反する恐れのある行為をしてはならない。 


