情報セキュリティ基本方針
1. 宣言
株式会社QPS研究所（以下、「当社」）は、九州に宇宙産業を根付かせることを目的に創業されまし
た。世界トップレベルの衛星開発力・技術力で宇宙の可能性を広げて人類の発展に貢献することを
目指しています。
当社の開発する衛星は、社会の発展を支え、私たちが暮らすこの地球をよりよいものにするための
もので、その管理・運用及び衛星によって取得されるデータは、社会的にも極めて重要なものである
と認識しています。
当社のバリューに基づき、社会全体の信頼に応えるため、情報セキュリティ基本方針（以下、本方
針）を定め、これを実施し推進することを宣言します。

2. 適用範囲
本方針は、当社が管理する全ての業務活動に関わる情報資産を適用範囲とします。

3. 情報セキュリティポリシー
当社は、情報資産を保護する情報セキュリティマネジメントを適切に実施するため、情報セキュリテ
ィ規定に基づき情報セキュリティポリシーを策定し、社内に周知徹底します。これは、当社の情報資
産について、故意・偶然・過失問わず、各種の脅威から当社の情報資産を保護し、リスクに対応する
ための方針及び施策が含まれています。

4. 情報セキュリティマネジメントの体制
当社は、情報セキュリティマネジメント実施のため、
(1) 情報セキュリティに関する責任者を配置し、情報セキュリティの構築を推進します。
(2) 情報セキュリティポリシーに基づく管理体制及びインシデント対応体制を整備します。
(3) 情報資産に応じた適切な情報セキュリティ対策を実施します。
(4) 情報資産の適正な利用・管理及びセキュリティリテラシー向上のために必要な教育・訓練を
実施します。
(5) 情報セキュリティの取組みを維持し、経営環境や社会情勢の変化に対応するため、定期的
に上記を含む情報セキュリティマネジメント体制を評価し、継続的な改善を図ります。
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Information Security Policy
1. Overview & Purpose
Institute for Q-shu Pioneers of Space Inc. (iQPS), founded in order to
establish the space industry in the Kyushu region, is now aiming to
expand the possibilities in space and make our earth a better place with
the world's top satellite development and technology capabilities. We
recognize that the satellites we develop support the development of
society and improve the Earth we live on, and that the management and
operation of these satellites and the data acquired by them are
important to society. Based on our corporate philosophy, we declare
that we have established on a information security policy, and that we
will implement and promote this policy in order to live up to the trust of
society as a whole.
2. Scope
The policy applies to information assets related to all business activities
managed by the iQPS.
3. Information Security Policy
In order to appropriately implement information security management
to protect information assets, iQPS shall formulate an information
security policy based on the Information Security Regulations and make
it known to all employees. This includes policies and measures to protect
our information assets from various threats and to respond to risks,
whether intentional, accidental, or negligent.
4. System
For the implementation of information security management, iQPS
executes as follows.
(1) iQPS will assign a person responsible for information security and
promote the establishment of information security.
(2) iQPS will establish a management system and an incident response
system based on the Information Security Policy.
(3) iQPS will implement appropriate information security measures
according to the information assets.
(4) iQPS will provide education and training necessary for the proper use
and management of information assets and for improving security
literacy and to improve security literacy.
(5) In order to maintain our information security efforts and respond to
changes in the business environment and social conditions, iQPS will
periodically evaluate our information security management system,
including the above, and make continuous improvements.
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