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弁護士情報セキュリティガイドライン 

 

２０１３年（平成２５年）１２月１９日 

改訂 ２０１９年（平成３１年）１月１７日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 本ガイドラインの目的と利用方法 

弁護士法第２３条は，弁護士の秘密保持の権利と義務を規定し，弁護士職務

基本規程第１８条は，事件記録中の秘密及びプライバシーの漏えい防止の注意

義務を規定している。弁護士は，これらの規定を遵守するため，その責任にお

いて情報セキュリティ対策を講じる必要がある。 

本ガイドラインはこれらの規定に関する解釈指針を示すものであり，弁護士・

法律事務所が行うべき最低限の情報セキュリティ対策を規定するものでも，十

分な対策を規定するものでもない。 

本ガイドラインは，弁護士の情報セキュリティ対策の取組を支援することを

目的としている。弁護士の情報セキュリティ対策のために，強く推奨する取組

を「すること」と表記し，物的・人的・経済的環境に応じて推奨する取組を「望

ましい」と表記しているが，弁護士に，新たに本ガイドラインが定める取組を

行う義務を課すものではない。また，本ガイドラインは綱紀・懲戒の直接の基

準とされることも想定していない。 

なお，本ガイドラインは，使いやすさを考慮して，実務の流れに配慮した。

また，本ガイドラインは，新たなＩＴ機器，サービスの利用だけでなく，紙媒

体の不適切な管理による事故も発生していることに鑑み，紙媒体の取扱いなど

必要であれば当然の取組についても，重複を厭わず，具体的な手順を可能な限

り示すことに配慮した。 

弁護士の情報環境及び情報セキュリティリスクは変化する。弁護士は，本ガ

イドラインを参考として，その責任において，適切な情報セキュリティ対策を

構築，実施，点検し，不断に改善を続けることが望まれる。 

 

第２ 定義 

１ 「事件情報」とは，法律相談を受け，又は受任した事件に関し，依頼者等（依

頼者その他の事件の関係者をいう。以下同じ。）から受領し，又は自ら取得した

情報をいう。 
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２ 「データ」とは，事件情報，個人情報，その他の弁護士の守秘義務の対象と

なる情報（以下｢事件情報等｣という。）を電磁的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で記録したものであって，コンピュータ（以下「Ｐ

Ｃ」という。）による情報処理の用に供されるものをいう。 

３ 「サーバ」とは，法律事務所に所属する弁護士が共有すべきデータを保管す

る目的で当該法律事務所が管理しているＰＣであって，当該法律事務所に所属

する弁護士が各自使用するＰＣとネットワークで接続されているものをいう。 

４ 「可搬電子媒体」とは，ノートＰＣ，タブレット機器，携帯電話，スマート

フォン，デジタルカメラ，デジタルビデオカメラ，ＩＣレコーダー，ＵＳＢメ

モリ，ＤＶＤ，ＳＤカードなどデータを収納して容易に携帯できる電子媒体を

いう。 

５ 「事件記録等」とは，事件情報等を記録した紙をいう。 

６ 「外部サービス」とは，ウェブメール（Ｇｍａｉｌなど），大容量ファイル保

管サービス（Ｄｒｏｐｂｏｘなど），メーリングリストなどの第三者がインター

ネットにおいて提供するデータ保管のサービスをいう。 

 

第３ 情報倫理 

１ 基本理念 

弁護士は，事件情報等の受領，作成・変更，保管，発信・交付，持ち出し・

複製（事件記録等をデータに変換すること（以下「データ化」という。）による

場合を含む。）及び廃棄・返還に当たっては，法令及び契約を遵守し，事件情報

等の利用目的，性質及び内容に相応しい取扱いを行うこと。特に，次に掲げる

その性質上漏えいにより深刻な結果を招く恐れのある事件情報等については，

事件情報等を保管した媒体の適宜の場所に注意喚起の表示を行うなどの適切な

措置を講じること。 

(1) 裁判員候補者又は裁判員の個人情報 

(2) 特定人の人種，信仰その他のセンシティブ情報 

(3) 犯罪被害者の個人情報 

(4) その他重大な秘密情報 

２ 情報共有 

弁護士は，外部サービスを利用して事件情報等を他の弁護士と共有するとき

は，個人情報やセンシティブ情報が漏えいしないよう適切な設定その他の情報

漏えいを防止する確実な措置を講じること。 
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第４ 情報の受領・取得 

１ 受領・取得（総論） 

弁護士は，事件情報等を記載し，又は記録した原本その他の代替性のない物

を受領・取得したときは，紛失しないように特に注意して保管すること。 

２ 受領（ＦＡＸ） 

(1) 弁護士は，事件情報等をＦＡＸで受信したときは，直ちに発信者及び内容

を確認し，発信者又は内容に不審な点又は間違いがあったときは，速やかに

発信者又は正しいと思われる発信者に電話等で連絡し，確認することが望ま

しい。 

(2) 弁護士は，事件情報等をＦＡＸで受信したときは，その受信記録を作成し

て保管することが望ましい。 

３ 受領（郵便，宅配便） 

(1) 弁護士が，郵便及び宅配便（以下「郵便等」という。）を受領するときは，

みだりに配達人を執務室内に立ち入らせないこと。 

(2) 弁護士は，郵便等を受領したときは，適宜の措置を講じること。 

(3) 弁護士は，法律事務所の郵便受その他これに相当するものには，錠を付け

ることが望ましい。 

(4) 弁護士は，事件情報等を郵便等により受領したときは，その受領記録を作

成して保管することが望ましい。受領した事件情報等が原本その他代替性の

ないものであるときは，受領記録を作成して保管すること。 

４ 受領（電子メール） 

(1) 弁護士は，電子メールを受信した場合において，送信者に心当たりのない

とき又は添付ファイルの形式がセキュリティ上の危険が疑われるものである

ときは，電子メール又は添付ファイルを安易に開かないように注意すること。 

(2) 弁護士は，事件情報等を電子メールで受信したときは，その電子メールを

消去しないことが望ましい。 

５ 取得（デジタルカメラ等） 

(1) 弁護士は，デジタルカメラやスマートフォン等（以下「デジタルカメラ等」

という。）により刑事記録等の受任した事件に関連する資料を記録する場合，

情報の漏えい・拡散の防止を図るため，使用するデジタルカメラ等は，イン

ターネット等外部のネットワークへの接続ができない状態にしておくことが

望ましい。接続可能な状態でデジタルカメラ等を用いるときは，記録前に，
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記録したデータが外部に漏えい・拡散しない設定となっていることを確認す

ること。 

(2) 弁護士は，記録したデータを保存する記録媒体についても，漏えい・拡散

を防ぐため，業務専用の記録媒体を用いることが望ましい。  

 

第５ 情報の作成及び変更 

１ 作成及び変更（事件記録等） 

(1) 弁護士は，事件記録等を作成した場合は，作成者，作成日及び当該事件情

報等が秘密情報であるときはその旨を明記することが望ましい。 

(2) 弁護士は，一旦作成された事件記録等を変更するときは，変更箇所及び変

更日を明確にすることが望ましい。 

２ 作成及び変更（データ） 

弁護士は，データを作成し，又は変更するときは，作成し，又は変更したデ

ータの属性（作成者・作成日時などの情報）及び変更履歴（作成者名及び変更

者名を含む。）を適正に管理すること。 

３ マスキング 

弁護士は，事件記録等又はデータを提出する際にその一部をマスキングする

ときは，確実にマスキングされ提出先において認知できない状態とするように

注意すること。特に，画像，ＰＤＦ又は文書ファイル等のデータを加工してマ

スキングするときは，開示すべきでない情報を確実にマスキングし，提出先に

おいてソフトウェアによりマスキングを除去することができないように注意す

ること。 

 

第６ 情報の保管 

１ 保管（事件記録等） 

(1) 弁護士は，事件記録等を机の上等の容易に他人が事件記録等の内容を認識

できる場所に放置しないこと。 

(2) 弁護士は，事件記録等の紛失・漏えいを防止するため，依頼者，相談者，

事件又は案件ごとに編綴するなどの方法で適切に管理し，背表紙等に識別情

報を付した上で，錠付きのキャビネットに保管することが望ましい。 

(3) 弁護士は，事件記録等の紛失・漏えいを防止するため，その重要度に応じ

て保管場所，データ化，その他適切な保管方法を定めること。 

(4) 弁護士は，事件記録等の所在を把握するため，管理簿を作成するなどの相
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当の措置を講じること。 

(5) 弁護士は，データ化する場合は，パスワードの設定等の適宜のアクセス制

限の措置を施すこと。 

２ 保管（ＰＣ） 

(1) 弁護士は,ＰＣを用いて事件情報等を取り扱うときは，次の措置を講じる

こと。 

① 紛失防止 ＰＣの盗難・紛失を防止するための適切な措置 

② パスワード管理 ＰＣ及びファイルにパスワードを適切に設定して管理

する措置 

③ アップデート ＰＣ及びネットワーク機器について，ＯＳ，ブラウザな

どのソフトウェアのアップデートファイルを自動で確認するような設定を

し，更新ファイルがあるときは，必要な更新を行う措置 

④ ウイルス対策 ＰＣにセキュリティ対策ソフトをインストールして最新

の状態に保ち，定期的にウィルスチェックを行う措置 

⑤ アクセス制御 アクセス権限を有する者だけが必要な情報だけにアクセ

スすることができるようし，特に退所者がアクセスできないようにする措

置 

⑥ リモートアクセス制御 通信の暗号化及びログインＩＤとパスワードの

設定等，法律事務所外から法律事務所内のＰＣへアクセスする際に第三者

に情報が漏えいしないための措置 

⑦ バックアップ ＰＣに収納されているデータのバックアップを定期的に

取り，バックアップデータを当該ＰＣとは別に保管する措置 

⑧ サーバ管理等 セキュリティ上のリスクを考慮して，サーバを適切に設

計して管理する措置 

⑨ インストール制御 ＰＣに，管理者の許可なくソフトウェアをインスト

ールさせない措置 

(2) 弁護士は，ＰＣに収納されているデータを消去する場合は，消去の可否を

慎重に判断し，誤って必要なデータを消去しないように注意すること。 

３ 保管（可搬電子媒体） 

(1) 弁護士は，可搬電子媒体に収納する目的を超えてデータをみだりに可搬電

子媒体に収納しないこと。また，その利用目的を達成したときは，直ちに可

搬電子媒体から当該データを消去すること。 

(2) 弁護士は，データを可搬電子媒体に収納するときは，データ又は可搬電子
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媒体にパスワードの設定，暗号化その他データの漏えいを防止する措置を講

じること。 

(3) 弁護士は，可搬電子媒体の所在を常に把握するなど可搬電子媒体について

適切な管理を行い，所在が不明な場合は，遠隔操作によるデータの消去等相

当な措置を講じること。 

４ 保管（外部サービス） 

(1) 弁護士は，外部サービスを用いてデータを取り扱うときは，当該外部サー

ビスを運営する者が規約等で利用者に対し第三者への情報提供をしないこと

を保証していることを確認し，保証していない場合は当該外部サービスを利

用しないこと。 

(2) 弁護士は，外部サービスを利用するときは，適切なログインＩＤやパスワ

ードを設定するなど相当のアクセス制限措置を講じ，第三者が自己になりす

まして当該外部サービスを利用できないように注意すること。 

(3) 弁護士は，外部サービスの利用を停止するときは，当該外部サービスで保

管しているデータを確実に消去すること。 

 

第７ 情報の発信・交付 

１ 発信（FAX） 

(1) 弁護士は，繰り返し送信することが予定される送信先については，当該送

信先のＦＡＸ番号をあらかじめ登録することが望ましい。 

(2) 弁護士は，事件情報等をＦＡＸで送信したときは，送信記録を作成して保

管すること。 

２ 発信（郵便等） 

(1) 弁護士は，事件情報等に関する郵便等を送付するときは，あらかじめ宛先

の住所に誤りがないか確認すること。 

(2) 弁護士は，事件情報等に関する郵便等の送付履歴を保存すること。 

３ 発信（電子メール） 

(1) 弁護士は，事件情報等に関する電子メールを送信するときは，あらかじめ

宛先のメールアドレスに誤りがないか確認すること。 

(2) 弁護士が職務上複数の宛先に電子メールを送信するときは，各宛先同士が

メールアドレスを不当に知られることのないよう措置を講じること。 

(3) 弁護士が事件情報等を記録したファイルを添付して電子メールを送信する

ときは，当該ファイルにパスワードを設定し，添付したファイルが正しいも
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のかどうかを確認してから送信すること。この場合においては，当該電子メ

ールにパスワードを記載しないこと。 

４ 発信（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） 

弁護士は，依頼者の承諾なく，ソーシャル・ネットワーキング・サービスに

おいて事件情報等及びこれを推知させる情報を取り扱わないこと。 

５ 交付 

弁護士は，事件情報等が記載又は記録された文書又は物品を交付する場合は，

受領者の権限を確認した上で交付するものとし，受領証を取り付けるなど当該

文書又は物品の交付の事実や受領者を確認できる措置を講じること。 

 

第８ 情報の持ち出し・複製 

１ 持ち出し 

弁護士は，事件記録等及び可搬電子媒体（データを収納したものに限る。以

下この項において同じ。）をみだりに法律事務所の外に持ち出さないこと。やむ

を得ず法律事務所の外に事件記録等又は可搬電子媒体を持ち出すときは，事件

記録等については第１号に掲げる措置を，可搬電子媒体については次に掲げる

措置を講じること。 

(1) 紛失・盗難防止 

(2) データの暗号化 

(3) パスワードの漏えい防止 

２ 複製（事件記録等のデータ化を含む） 

(1) 弁護士は，事件情報等のデータ化に際しては，情報漏えい及び目的外利用

の危険を考慮し，データ化の可否及び範囲を慎重に判断すること。 

(2) 弁護士は，事件記録等及びデータの複製物を適切に管理し，紛失の防止に

努めること。 

 

第９ 情報の廃棄・返還 

１ 廃棄（事件記録等） 

(1) 弁護士は，事件記録等を廃棄するときは，第三者への事件情報等の漏えい

を防止するためシュレッダーによる裁断や溶解処理等の措置を講じること。

なお，廃棄業者に依頼するときは，適切な業者を選定すること。 

(2) 弁護士は，事件記録等を廃棄するときは，廃棄した事件記録等，廃棄の時

期，廃棄に際して講じた措置等を記録しておくことが望ましい。 
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(3) 弁護士は，事件記録等を裏紙として再利用しないこと。 

２ 廃棄（電子媒体） 

(1) 弁護士は，データが収納されている電子媒体（ＰＣ，サーバ及び可搬電子

媒体をいう。）を廃棄するときは，破壊処理を行うなど当該電子媒体からデー

タを読み取ることを不可能とする措置を講じること。なお，廃棄業者に依頼

するときは，適切な業者を選定すること。 

(2) 弁護士は，廃棄した電子媒体，廃棄の時期，廃棄に際して講じた措置の内

容等を記録しておくことが望ましい。 

３ 返還（依頼者） 

弁護士は，依頼者から預かった書類又は物品を返還するときは，返還する書

類又は物品の内容を確認して記録し，その返還記録を適切に保管すること。 

 

第１０ 電子媒体及び事件記録等の処分 

弁護士は，事件情報等を記録した電子媒体及び事件記録等を譲渡，貸与，その他

の処分を行い，又は第三者に利用させるときは，事件情報等がその目的の範囲で利

用され，漏えいしないよう適切な措置を講じること。 

 

第１１ 会議・期日出席 

弁護士は，会議，期日等への出席に当たり，第３から第９までの措置を講じるほ

か，以下の措置を講じること。 

１ 打合せ及び会議（依頼者） 

(1) 弁護士は，打合せ及び会議に際して，事件情報等が漏えいしないよう相当

な措置を講じること。打合せ及び会議を終了したときは，事件情報等が記載

され，又は記録された物品を会議室内に放置しないこと。 

(2) 弁護士は，打合せ及び会議に際して，ホワイトボード等に事件情報等を記

載したときは，当該事件情報等の保存の要否を確認し，保存を要するときは

印刷その他の適宜の方法により当該事件情報等を保存した上で，ホワイトボ

ード等の記載を確実に消去すること。 

(3) 弁護士は，打合せ及び会議に際して，ディスプレイ等で情報を表示すると

きは，他の事件に関する事件情報等が表示されないようにすること。 

２ 期日出席 

(1) 弁護士は，期日への出席に際して，その性質上漏えいにより深刻な結果を

招く恐れのある事件情報等が第三者の目に触れないようにする適切な措置を
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講じること。 

(2) 弁護士は，期日への出席に際して，持参した証拠の原本を紛失しないよう

適切な措置を講じること。 

 

第１２ 弁護団事件 

１ 弁護団内部での情報管理 

(1) 事務所を異にする２名以上の弁護士が共同して受任する事件（以下「弁護

団事件」という。）を受任している複数の弁護士ら（以下「弁護団」という。）

の間で事件情報を共有する場合，事件情報が外部に漏えいすることがないよ

う注意すること。特に，外部サービスを利用して事件情報を共有する場合，

その参加者の範囲，授受する事件情報の内容を適切に管理すること。 

(2) 弁護団に属する個々の弁護士が知りうる事件情報の範囲（個々の依頼者の

個人情報等）を適切に制御し，弁護団内部で事件情報が不必要に拡散するこ

とがないようにすること。 

２ 依頼者に対する情報提供 

依頼者が複数である弁護団事件において，期日経過報告等により依頼者に情

報提供する際には，当該依頼者以外の他の依頼者の個人情報をみだりに提供し

ないこと。 

３ 弁護団同士での情報共有 

同種事件のために地域ごとに設立された弁護団の間など異なる弁護団同士で

事件情報を授受する場合には，依頼者の同意を得ること及び第三者に漏えいし

ないように配慮するなど必要な措置を講じること。 

 

第１３ 組織的及び人的な体制 

１ 情報セキュリティに関する方針等 

(1) 弁護士は，弁護士の業務にとって情報セキュリティが重要な意味を持つこ

とを自覚し，業務の性質に応じて適切な情報セキュリティに関する方針を定

めること。 

(2) 弁護士は，所属する法律事務所において，情報セキュリティ対策を行う体

制を定め，各人の役割及び責任を定めること。 

(3) 弁護士は，情報セキュリティに必要な具体策を定め，確実に実施すること。 

(4) 弁護士は，具体策の実施に必要な経営資源を決定し，提供すること。 

２ 教育及び訓練 
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弁護士は，法律事務所に所属する者に対し，前項第２号の体制の下で，情報

セキュリティ対策を行うために必要な教育及び訓練を行うこと。 

３ 委託 

弁護士は，事件情報等の取扱いを委託するときは，事件情報等の提供につい

て依頼者の同意を得た上で，当該委託先との間で，次に掲げる内容を含む適切

な守秘契約を締結すること。 

(1) 提供する事件情報等（以下「提供情報」という。）の内容，利用目的及び保

管方式が特定されていること。 

(2) 提供情報の第三者への提供及び目的外利用を禁止していること。 

(3) 委託事務が終了したときは，提供情報の全てを返還させ，委託先に残さな

いものとしていること。 

 

第１４ 物理的な体制 

１ 環境整備及び入退室管理 

(1) 弁護士は，事件情報等がみだりに第三者の目に触れない環境を整備するこ

と。 

(2) 法律事務所の管理者の地位にある弁護士は，法律事務所の入退出者，入退

出の日時，入退出した場所等を記録し，及び管理する措置を講じるよう努め

ること。 

２ 防災 

弁護士は，所属する法律事務所の事件情報等の保護に必要な範囲で防災のた

め，適切な方法を講じること。 


