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　TPP が大筋合意に達し、世界最大の自由貿易圏が出来ることに

なります。グローバルに輸出をしている、あるいは計画している

企業にとってはビジネス拡大の機会にもなりますし、国内に絞っ

て事業を展開している企業にとっては、海外からの参入による競

合リスクが増す可能性もあります。

　いずれにせよ多くの企業が加速する商取引のグローバル化への

対応を迫られることになる環境下で、攻めの意味、また守りの意

味でも自社のビジネスプロセスに国際基準を適用していくことは、

必須条件になっていくと言えるでしょう。

 

　BSI はお客様が直面する様々なリスクの低減、パフォーマンス

の向上、サステナビリティの改善等のご支援をさせていただくた

めに、新設したフロア“BSI Training Academy”によるトレー

ニングサービス、認証審査、マネジメントシステム運用のための

ツール等の様々なサービスの提供をしております。

　グローバル化対応における課題等についても、どうぞお気軽に

お問い合わせください。

　BSI はグローバルなネットワークを活かし、御社のビジネスパ

ートナーとして強力にサポートさせていただきます。
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特集 1ISO 27018

　ISO/IEC 27018 は、パブリッククラウドにおける個人情報

（PII : Personally Identifiable Information）の保護に特化し

た初めての国際規格です。BSIジャパンは、この度 ISO/IEC 

27018 の審査・認証サービスを開始いたしました。

クラウド利用者の間で高まる
セキュリティに対する懸念

近年クラウドサービスの利用が飛躍的に増加していますが、クラ

ウドセキュリティに関する信頼はかつてないほど低下しています。

BT が実施した 2014 年のグローバル調査 * によると、IT 関連意

思決定者の 76% が、クラウドサービスを利用する上での主な懸念

事項としてセキュリティを挙げています。

 

クラウド利用者の信頼を高める ISO/IEC 27018
ISO/IEC 27018 は、パブリッククラウドにおける個人情報の保

護に特化した初めての国際規格です。前述のようなクラウドに対

する人々の必要以上の不安を取り除き、クラウド業界に適切な信

頼をもたらすような実用的な基盤となるベストプラクティスを提

供します。また、パブリッククラウド業界の企業にとっては、ク

ライアントが抱く懸念に対処するための明瞭なガイダンスとなり

ます。

BSI は、他組織との契約下で、パブリッククラウドコンピューテ

ィングにより、PII 処理サービスを提供するあらゆるクラウドサー

ビスカテゴリ及び規模の組織に適用できる ISO/IEC 27018 認証

スキームとして開発しました。

ISO/IEC 27018を適用する利点
ISO/IEC 27018 を適用する利点としては、以下が挙げられます。

パブリッククラウドサービスプロバイダが適用される義務（法

的 & 契約）を順守することを確実にする

クラウドサービスの利用者が、適切に統制されたクラウドベー

スの PII 処理サービスを選択できるようにするための透明性を

確保する

契約を締結するすべての関係者を支援する

個別の監査がリスクを増大する場合の監査実施、及びクラウド

サービスプロバイダの監査への協力義務に対する仕組みを提供

ISO/IEC 27018国際規格の構成
ISO/IEC 27018 は、大きく分けて以下 2 つの部分で構成されて

います。

① ISO/IEC 27002:2013の管理策にパブリッククラウドでの

PII保護に適用可能なガイダンス

情報セキュリティマネジメント実践のための規範として広く利用

されている国際規格 ISO/IEC 27002 を補強する形で、パブリッ

ククラウドでの PII 保護に適用可能なガイダンスが追加されてい

ます。

クラウドサービスを利用する上での主な懸念事項

76 %
セキュリティ

* BT（British Telecom）Global study （2014） による

ISO/IEC 27018
PIIプロセッサとしてパブリッククラウド内で
個人情報を保護するための実施基準
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② ISO/IEC 29100:2011の 11のプライバシー原則に基づく追

加の管理策

ISO/IEC 29100 は個人情報保護に関して、ICT の側面からの安

全策を提供していますが、そこで定められているプライバシー原

則をパブリッククラウド コンピューティング環境に適用している

もので、ISO/IEC 27002 の管理策が網羅していない管理策です。

 

ISO/IEC 27018 国際規格の活用方法
ISO/IEC 27018 国際規格を活用する方法としては、ISO/IEC 

27001 に基づいてクラウドコンピューティングの情報セキュリ

ティマネジメントシステムの実施プロセスに PII 保護の管理策を

選択するための参照として使用する方法があります。または、す

でに実施している ISO/IEC 27002 管理策を確実にするために、

パブリッククラウドでの PII 保護に適用可能なガイダンスや、追

加の管理策を提供するものとして活用する方法があります。

ISO/IEC 27018 国際規格の認証
ISO/IEC 27018 審査は、パブリッククラウド・PII プロセッサの

マネジメントシステムが ISO/IEC 27001 要求事項に適合して運

用され、パブリッククラウドサービスで保護すべき PII のために

適切な管理策を ISO/IEC 27018 のガイダンス及び追加要求事項

から合理的に適用し運用していることを検証します。

上記の審査で、有効でかつ効果的な ISMS が構築・運用されてい

ると判断される場合に、単独の ISO/IEC 27018 認証（非認定認証）

が付与されます。

ISO/IEC 27018 認証を取得しようとするパブリッククラウド PII

プロセッサは次の要求事項に従って情報セキュリティマネジメン

トシステムを確立し導入する必要があります。

ISO/IEC 27001 マネジメントシステムで構築・運用してい

るリスク受容基準、リスク対応オプション及びリスクマネジ

メントのアプローチに基づいて、提供しているパブリックク

ラウドサービス / 環境での PII 保護に対する管理策を

ISO/IEC 27018 から選択し導入

ISO/IEC 27018 の管理策を選択しなかった場合には、選択し

なかった正当性を文書化

管理策の選定及び導入は、PII プロバイダの実際の役割

（IaaS, PaaS 又は SaaS 等）に対して適切

ISO/IEC 27018 に含まれていない追加管理策をパブリックク

ラウド PII プロセッサとしての要求事項に応じて開発し、追加

特集 1 ISO 27018
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A.2

A.3
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A.9
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Annex A 管理目的
（プライバシー原則）

ISO/IEC 29100（Privacy framework）に
基づく追加の管理策

A.1.1 PII 主体の権利の行使に関する協力の義務

A.2.1 パブリッククラウド PII プロセッサの目的 , 
A.2.2 パブリッククラウド PII プロセッサの商業的利用

追加なし

A.4.1 一時的ファイルの安全な削除

A.5.1 PII 開示の通知 , A.5.2 PII 開示の記録

追加なし

A.7.1 サブコントラクタによる PII 処理の開示

追加なし

A.9.1 PII を含むデータ侵害の通知 , A.9.2 管理セキュ
リティ方針およびガイドラインの維持期間 , A.9.3 PII
の返却、転送、及び廃棄

A.10.1 機密性又は機密保持同意書 , A.10.2 ハードコ
ピー文書作成の制限 , A.10.3 データ復元の管理策及
びログ , A.10.4 搬出される記録媒体内のデータの保
護 , A.10.5 暗号化できない持ち運び可能な物理的媒
体及び装置の利用 , A.10.6 公共ネットワークを利用
して転送される PII の暗号化 , A.10.7 ハードコピー資
料の安全な廃棄 , A.10.8 利用者 ID の個別利用 , 
A.10.9 認可された利用者の記録 , A.10.10 利用者 ID
の管理 , A.10.11 契約における施策 , A.10.12 サブコン
トラクタによる PII の処理 , A.10.13 以前利用された
データ保存領域におけるデータへのアクセス

A.11.1 PII の地理的地点 , A.11.2 PII の意図した送信先

同意と選択

目的の正当性と詳述

収集の制限

データ最小化

利用、保持、開示の制限

正確性と品質

公開性、透明性、および通知

個人の参加とアクセス

説明責任

情報セキュリティ

プライバシーコンプライアンス
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箇条 管理目的 追加されたガイダンスの概要

適用する PII 保護の法規制及び契約条件の順守及び
コミットメント

PII の処理に関してクラウドサービスの顧客が利用
する連絡先の指定

起り得る影響に対する要員の認識

追加はない

顧客によるアカウント管理権限の提供、ユーザアク
セス制御が危険にさらされた場合のユーザ登録及び
削除手順、安全なログオン手順の提供

PII 保護のための暗号化使用状況を顧客に情報提供

PII を記憶している可能性がある記憶媒体を内蔵す
る装置は、PII を記憶しているものとして安全な廃
棄又は再利用

テスト目的で PII を使用する場合のリスクアセスメ
ント及びリスクを最小化する施策実施、データの消
失からの保護、イベントログを周期的にレビュー、
PII を含むログ情報へのアクセス制御・削除等

PII を含む物理的媒体の出入りの記録及び暗号化等
の追加対策

追加はない

ISO/IEC 27036-4 Information security for 
supplier relationship を参照

情報セキュリティイベントのレビュー（PII に関連
するデータ侵害が発生したかどうか）

追加はない

顧客による監査が現実的でないかセキュリティリス
クを増大する可能性がある場合、独立した証拠を利
用可能

情報セキュリティのための方針群

情報セキュリティのための組織

人的資源のセキュリティ

資産の管理

アクセス制御

暗号

物理的及び環境的セキュリティ

運用のセキュリティ

通信のセキュリティ

システムの取得、開発及び保守

供給者関係

情報セキュリティインシデント管理

事業継続マネジメントにおける情報セ

キュリティの側面

順守

▲ 2015年11月18日 (水)　 東京大学情報学環・福武ホールにて

BSIグループジャパン株式会社 ISMS グローバルスキームマネージャ　南 孝伸

「CSA Japan Congress 2015」の基調講演で、

ISO/IEC 27018について講演しました。

2015 年 11 月 18 日（水）、一般社団法人 日本クラウドセキ

ュリティアライアンス（CSA ジャパン）主催の「CSA 

Japan Congress 2015」に、プラチナスポンサーとして

BSI ジャパンが出展し、基調講演を行いました。講演では「パ

ブリッククラウドにおける個人情報保護の実施基準 ISO/IEC 

27018 認証」と題し、ISO / IEC 27018 についてご説明し、

参加された多くの方々から好評をいただきました。
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特集 2BSOL

日常業務に、規格書を取り入れましょう

BSOL は規格書との付き合い方をシンプルにします。ブラウザを

立ち上げ、検索し、必要な情報だけをダウンロードしてください。

検索は、規格番号、キーワード、フレーズ、いずれも対応します。

ブラウザでの閲覧も、PDF ダウンロードも自由自在。

改定情報をチェックするのが手間ですか？

よく伺うお悩みです。そんな場面でこそ BSOL が本領を発揮しま

す。BSOL は、規格書の改定情報を自動メールでお知らせする

「My Notification 」機能を備えています。改定状況を追跡した

い規格書を自由に選んで登録するだけです。

お気軽にお問合せください

BSOL 無料トライアル・お見積をご希望の方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

T: 0120-952-851

E: BSOL.Sales.Japan@bsigroup.com

bsigroup.com/ja-JP/BSOL

他では入手できないコンテンツでライバルに
差をつけましょう

PAS (Publicly Available Standard)、BSI 書籍、規格草案を購

読契約できるのは、BSOL だけです。規格草案を常に閲覧できる

ことで、業界の将来的な方向性についてもいち早く情報を得るこ

とができます。さらに、古くは 1919 年発行の過去の廃版規格も

遡って閲覧できるため、製品管理のために規格書のバックナンバ

ーも参照する必要があるお客様にも最適です。

コスト削減

規格書の改定情報を調査し、社内のライセンスを管理する業務は

手間やコストのかかるものです。BSOL は、それらの手間からお

客様を解放します。社内で重複して規格書を購入してしまうこと

もなくなります。

BSOL - British Standards Online
規格書との付き合い方を変えるツールです

特集
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BSOL 3つの購読プラン

1

1

フルセット購読

フルセットは、6 万点以上の規格書を含む、

最も包括的な購読プランです。図書館、大

学、及び、幅広い技術分野に関連する規格

書を必要とされる、比較的規模の大きな組

織で契約いただいております。

アドバイザリー・サービス

お客様から必要な規格書の一

覧をいただきましたら、最適

な BSOL 購読プランをご提案

させていただきます。

2 カスタマイズ

BSOL パッケージを、お客様

の組織やユーザの業務形態に

あわせて柔軟にカスタマイズ

させていただきます。

3 セットアップ

お申込みいただきましたら、

迅速にセットアップを完了し、

サービス開通いたします。

4 トレーニング

ご要望のお客様には、電話や

ご訪問で BSOL の使い方講座

を実施させていただきます。

5 利用ログ

BSOL の利用状況に関するロ

グ情報をご提案させていただ

きます。購読内容の最適化に

ご活用ください。

6 技術サポート及び

カスタマーサービス

BSOL に関する専属の技術サ

ポートチームがお客様のお問

合せに対応します。

2 モジュール単位での購読

BSOL のデータベースは、規格書を主なコ

ンテンツとする 53 のモジュールと、3 つ

の書籍モジュールから構成されています。

各モジュールは、特定のテーマに関連する

規格書を集めたもので、その多くは数千冊

単位の規格書を含みます。モジュールの一

覧は、弊社ホームページをご参照ください。

3 カスタム・コレクション

必要な規格書だけを閲覧し、不要なものは

閲覧したくない－そんなお客様に最適な購

読プランが、カスタム・コレクションです。

10 冊枠から契約可能で、お好きな規格書

をお客様ご自身でお選びいただけます。

  アドバイザリー・
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BSOLの
付帯サービス

BSOLは下記のサービスを含みます
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　BSI ジャパンは、アクサ生命保険株式会社へ、ISO 22301（事

業継続マネジメントシステム：ISMS）を認証いたしました（認証

登録日：2015 年 4 月 16 日 )。6 月 17 日（水）には、札幌の北

海道庁赤れんが庁舎会議室にて「アクサ生命保険株式会社の ISO

認証授与式開催について～ BCP（事業継続計画）の進捗状況（地

元企業との連携）の報告～」と題した記者発表会にて、改めて認

証書の授与をさせていただきました。

この度の認証取得に関して、アクサ生命保険株式会社様より、以

下のコメントをいただいています。

ISO 22301 認証取得の背景、目的について教えてください。

東日本大震災を機に、会社としての事業継続の重要性を改めて認

識し、2012 年 4 月に危機管理・事業継続部門を設置しました。

その中でアクサ生命が目指すカスタマーセントリシティ（お客さ

ま中心主義）のさらなる向上を図るために、いかなる事象が発生

しても変わらぬサービスを提供することができる体制の強化と維

持・継続への取り組みを進めてきました。当時まだ生保業界で認

証取得している会社がなかったことや、社内の BCM に対する関

心が高まっていたこともあり、またそれを浸透・定着させるため

に、ISO の認証取得を当社の事業継続計画に取り込むこととしま

した。

また、昨年には、事業拠点の分散と重要業務の移転によって、事

業の継続性を飛躍的に強化することを目的として、「札幌本社」を

設置しました。

ISO 22301 構築・認証で良かった点はどういったことで

しょうか？

BCP が形骸化せずに事業継続マネジメント体制が更に強化される

こと、また、社員の危機管理意識のさらなる醸成と、アクサ生命

が目指すカスタマーセントリシティ（お客さま中心主義）に資す

る取り組みとなったことです。

ISO 22301 の今後の活用について、お考えをお聞かせくだ

さい。

事業経営において事業継続体制の維持・改善につながる PDCA サ

イクルを回すことによって、さらなるサービス品質の向上を実現

したいと考えています。

事例 ISO 22301

▲ 2015年6月17日 (水)　に札幌の北海道庁赤れんが庁舎にて行われた認証授与式において

写真右：アクサ生命保険株式会社 取締役 代表執行役社長兼CEO ジャック・ドゥ・ペレティ様 
写真左：BSIグループジャパン株式会社 代表取締役社長 竹尾 直章

 

 

事業継続マネジメントシステム

アクサ生命保険株式会社 様

ISO 22301認証

▲ オープニング時のテープカットの様子▲ アクサ生命保険株式会社 札幌本社
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事例ISO 22301

　  当日の認証授与式、記者発表会の様子
6月 17日（水）に開催された認証授与式においては、フランス本

社より来日されたアクサ生命保険株式会社取締役代表執行役社長

兼 CEOジャック・ドゥ・ペレティ様に、弊社代表取締役社長　竹

尾より認証書の授与をさせていただきました。北海道や札幌市の

自治体からの出席もあり、また多くの記者の方々も出席されてお

り、注目度の高さがうかがえる式となりました。

 

BSIグループジャパン株式会社 代表取締役　竹尾直章は以下のよ

うに述べ、その後は多くの記者の方々と活発なやり取りが行われ

ました。「BSIジャパンは、アクサ生命が危機管理・事業継続部の

主導の下で各部門において策定された BCPをベースとして主要業

務活動を対象に BCMSを構築されており、特に札幌本社の設置に

より東京での主要業務を札幌で継続できる体制を整備されている

ことが今回の審査において示されていることを確認しています。」

また、その後行われた災害時連携協定基本合意の記者発表会では、

アクサ生命保険株式会社と、大手小売り企業「イオン北海道株式

会社」、および北海道札幌市に拠点を置く不動産企業「株式会社ビ

ッグ」の３社による、アクサ生命の事業継続体制の強化に関する

災害時連携協定の合意の発表が行われました。この協定はアクサ

生命が首都圏有事の際、東京本社より応援要員を受け入れるに当

たり、その応援要員の札幌市での滞在基盤を２社の協力を得て迅

速に確保することを目的としたものであり、平時において 3社は

「減災・防災のパートナー」として、各社が培った減災や防災に関

する知見を社会啓発に役立て、地域社会の持続的な発展に貢献し

ていくことを目指されるとのことです。

▲ 危機管理カンファレンス2015で講演する、BSIジャパン　鎌苅 隆志

▲ BSIジャパン竹尾よりご挨拶と、今回の認証についてご説明しました。多くの記
者の方がいらっしゃっており、注目度の高さが伺えます。

▲ ３社による基本合意の発表を記念し、写真撮影が行われました。
写真左：株式会社ビッグ代表取締役社長 村上 晶彦様、
写真右：イオン北海道株式会社代表取締役社長 星野 三郎様

「危機管理カンファレンス 2015」に今年も出展しました。

2015年 9月 29日（火）に開催された、BCP／危機管理

の専門誌「リスク対策 .com」主催の「危機管理カンファ

レンス 2015」（第 3回）場所：東京コンファレンスセンタ

ー・品川（東京都港区）において、BSIジャパンの鎌苅 隆

志が講演を行いました。

今年のテーマは「2020年へのロードマップ～世界に誇れ

る危機管理～」。組織の危機管理、BCM（事業継続マネジ

メント）、災害対応などにおいて、今、求められている改善

点、それらを解決しうる題材を取り上げるセッションが多

数ありました。その中で BSIは、企業の BCMを実践シミ

ュレーショントレーニングでサポートする「事業継続管理

シミュレーション ワークショップコース」のご紹介と、事

業継続におけるサプライヤーリスクに焦点を当てた説明を

実施しました。今後も BSIは企業の事業継続への取り組み

に力を入れて参ります。

▲ アクサ生命保険株式会社 取締役 代表執行役社長兼CEO ジャック・ドゥ・ペレテ
ィ様に、弊社代表取締役社長認証書を授与させていただきました。
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　BSI ジャパンは、社会保険労務士法人 SCS へ、ISO/IEC 

27001（情報セキュリティマネジメントシステム：ISMS）を認

証いたしました。社会保険労務士法人 SCS は、1976（昭和 51）

年の創立以来、給与計算業務をはじめ、労働・社会保険の事務手

続から総合的な人事労務コンサルティングまで、社会保険労務士

としての幅広い業務を行ってきました。今回は認証の授与に際し

て ISO/IEC 27001 認証に至った背景や目的、今後の展望などに

ついてお伺いしました。

　　ISMS認証取得の背景やきっかけ、目的をお聞かせ下さい。

もともと社会保険労務士は、社会保険労務士法という法律によっ

て守秘義務を課せられています。従って、その社会保険労務士法

を守ることで、セキュリティも順守していると言えるはずです。

しかしながら、世の中がずいぶん変わり、企業は個人情報、企業

の機密情報を含め、万全のセキュリティを保てる状況でなければ

不十分だと、セキュリティに対する要求が高くなってきました。

私どものお客様も、大企業や上場企業など非常に企業秘密が多い

会社があり、一部のお客様の業務においては、こちらの事務所の

中に隔離した執務エリアを用意し、専用のネットワークを構築す

るなどして、社内でもほかのクライアントと一切混在しない環境

の下で限られた職員により業務を行っています。そしてそのほか

のお客様においても、同様のセキュリティを求められることがあ

ります。そういった事業環境であるため、職員の認識も社労士法

に定められている守秘義務を守るのは当たり前という感覚でした。

このように、小さな士業の事務所の割にはかなり前から積極的に

セキュリティに取り組んでいましたが、それらの取り組みがポイ

ントポイントでのものであり、流れとして、体制として確立して

いませんでした。私どもも大きな組織になってきましたし、お客

様に対して組織力で差別化を謳う上でも、体制として確立したい

なということを常々思っていました。また、中途半端に認証だけ

取ればよいということではなく、実体としてセキュリティ体制が

きちんと機能している状況を作ろうとも考えていました。そこで、

そのためには、ISMS の認証を取るためのステップが参考にでき

ると考え、担当者を BSI の研修に参加させたことが始まりです。

 

マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）による影響は

ありましたでしょうか？

それはもちろんあります。マイナンバー制度の目的は、社会保障、

税、災害対策の３つです。3 つのうち最も関係が深いのが社会保

障で、我々社労士の業務です。社労士業務を委託し、委託先でセ

キュリティ事故があった場合の責任はお客様も負うことになると

いう状況で、情報セキュリティへの対応をしっかりやっている社

労士が、よりお客様の信頼を得ることになり、これまで以上にセ

キュリティ対策の視点による差別化が進むと考えています。

ただ、ISMS の認証を取ったのはマイナンバー制度が始まるから

というわけではありません。マイナンバーの話に関わらず、大事

な情報をきちんとお預かりしなければならないという意識は以前

からもっており、セキュリティについて体制を整える必要性はず

いぶん前から感じていました。

事例 ISO/IEC 27001

▲ 2015年8月4日 (月)　に行われた認証授与式において

写真右：社会保険労務士法人SCS 代表社員 小澤 勇 様
写真左：BSIグループジャパン株式会社 代表取締役社長 竹尾 直章

 

 

情報セキュリティマネジメントシステム

社会保険労務士法人SCS 様

ISO/IEC 27001 認証

▲ 社会保険労務士法人SCS 代表社員 小澤 勇 様
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事例ISO/IEC 27001

実際のところは、マイナンバーの話題が出る前からセキュリティ

に取り組んでおり、たまたま認証を取得するのがマイナンバー制

度開始の直前になったというだけです。マイナンバー制度への対

応が目的というわけではなかったのですが、マイナンバー制度の

詳細が浮き彫りになった今、安全管理措置と ISMSには大変多く

の共通点があり、ISMSの意義を改めて感じています。

取組みで工夫した点、取組みの特徴などがございましたらお

聞かせ下さい。

特別工夫をしたという事はなく、基本に沿って実施した感じです。

本当はここまでやりたかったというレベルまでは着手することが

できず、次回の審査までの宿題をもらうような形で認証していた

だいたと感じています。情報セキュリティのマネジメントにおい

て、基本的なことは職員皆が体に染みついていたため、特別新し

いことを覚えてもらったという事はありませんでした。最低限の

ことは皆が守ってくれているので、今まで実践していた事を改め

て理解してもらう。また実践はしていたが理解はしていなかった

という職員にも、今回の取り組みのなかで理由を説明し理解して

もらうことができました。

　　取組みを行ったことによる成果・利点は何でしょうか？
きちんと明確化していなかったものが明確化できたという事は利

点だと思っています。事業継続や経営に関わることについても、

限られた経営層だけが対応していた事があったのですが、今回見

直してみると、組織的に対応できる事が明確になりました。また、

事務局のメンバーを立候補で募り、思いがあるメンバーを集めて

作業に取り組んでもらったことも成果だと考えています。

　　今後の展開と目標をお聞かせ下さい。
情報セキュリティマネジメントシステムをしっかりと運用する事

で、きちんとした事務所であることをお客様にご理解いただきた

いと考えています。今回に限らずこれまで取り組んできたことは、

SCSの名にも表されているとおり、誠実に、そして信頼関係を大

切にし、その上で高度な専門家としてお客様へのお役立ちを追及

するということでした。今回取得した ISMS認証を、その裏付け

として今お付き合いのあるお客様や、新しいお客様にも知ってい

ただき、信頼関係の強化に役立てられればと考えています。

しかしやはり一番大事なのは、基本をきちんとやり続けることだ

と思います。課題の一つ一つにしっかりと取り組んでいる事が普

通である状態をこれからも守っていきたいです。

　　ありがとうございました。

▲ 社会保険労務士法人SCS 代表社員 小澤 勇 様と、事務局のメンバーの皆様

▲ 社会保険労務士法人SCS 代表社員 小澤 勇 様と、事務局のメンバーの皆様
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2016年　展示会　出展情報

メディカル 医療機器認証

BSI Meical Devices 

BSI 医療機器認証
ISO 13485, 医薬品医療機器等法, CEマーキング

2016年 2月 3日（水）4日（木）　名古屋市中小企業振興会館　吹上ホール

第 2回　メディカルメッセ
中部発！医療機器産業にフォーカスした展示商談会

小間番号 95のブースにてお待ちしています。　

2016年 4月 20日（水）～ 22日（金）　東京ビッグサイト

MEDTEC Japan 2016
医療機器の設計・製造に関する「アジア最大」の展示会

小間番号 412のブースにてお待ちしています。

出展予定サービス一覧

ISO 13485
国際的に認知されている医療機器業界における品質マネ

ジメントシステム（QMS）の規格である、「ISO 

13485」は、2010年以来、改定作業が 続けられており、

2015年 10月末には FDIS（最終国際規格案）が発行

されました。正式版の発行予想時期は、2016年第一四

半期と考えられま す。BSIのブースでは、各展示会の

時点での改定最新情報をご案内します。

医薬品医療機器等法
BSI は、医薬品医療機器等法に基づく製品販売認証にお

いて、第一位の実績件数を誇る、業界トップクラスの認

証機関です。BSIのブースでは、 実際に審査にあたる審

査員が、お客様からの技術相談にも対応させていただき

ます。BSI での審査をご検討中のお客様は、ぜひお気軽

にお立ち寄り ください（個別に事前連絡を頂戴しまし

たら、審査員との面談時間を予め確保させていただくこ

とも可能です）。

医療機器認証 研修
BSI は、医療機器認証業界の Thought Leader として、

医療機器認証に関する幅広いテーマをカバーした研修・セ

ミナーをご提供しております。 2014年には、述べ 1200

名以上の医療機器認証に携わる方々に、BSIのセミナーを

ご受講いただきました。BSIのブースでは、2016年のセ

ミナー最新情報を始め、お得な受講特典制度もご案内予定

です。

オンライン規格会員サービス
BSI の「BSOL（British Standards Online）」は、試験・

認証の国際基準として広く普及している、ISO、EN、BS

等の規格文書を閲覧いただけ る、オンラインの規格コン

テンツサービスです。BSOL会員は、最新版・廃止版・草

案を含む、６万点以上の規格図書を閲覧いただけるように

なります 。BSIのブースでは、BSOLのオンライン画面

を実際に体験いただけます。

CEマーキング
欧州では、現行の医療機器に関する規制である医療機器

指令（MDD）を ”医療機器規則（MD Regulation）” 

として改正するための作業が 進められています。2016

年半ばには正式版が発行される見込みである欧州の新し

い医療機器規則について、最新情報をご案内します。関

連するセ ミナー動画も上映予定です。

エントロピー
Entropy™ （エントロピー）とは、BSIジャパンの GRC（ガ

バナンス、リスク、コンプライアンス）ソリューション製

品です。法規制の管理、文書管理、 教育管理、内部監査、

リスク管理、目標管理、そしてタスク管理が行えるweb

ベースのソフトウェアサービスを提供します。BSIのブー

スでは、本サービ スのデモンストレーションを予定して

います。
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メディカル医療機器認証

BSI 医療機器認証 トレーニング 2016年 受講特典制度のご案内
BSIジャパンから、ISO 13485、 医薬品医療機器等法、CEマーキングのいずれかの認証を受けている組織様からお申込の場合は、BSI

ジャパンのオープンコースのうち、「★」マークのついたコースについて、定価の 20%OFFで受講いただけます。

割引適用には、オンラインお申込み画面において Step 4 の発注番号の欄に「BSI医療機器認証お客様割引」と入力ください。

※上記の入力がない場合は定価での受付となります。ご注意ください。

※お申込み画面上では定価表示となりますが、受付処理の際に割引価格が適用されます。

医療機器法規制 全般

★ 医療機器業界新人向け 法規制の基礎知識セミナー

★ （不定期開催） 医療機器に関する海外法規制の解説コース

医薬品医療機器等法

★ 認証申請書作成のための基本～実践コース（医療機器編）

★ 認証申請書作成のための基本～実践コース（体外診断用医薬品編）

★ 医薬品医療機器等法 新 QMS省令 解説セミナー

★ ブラッシュアップセミナー 

★ 歯科医療機器の承認・認証 解説セミナー（歯科材料編）

★ IEC 62304:2006 （JIS T 2304:2012） 医療機器ソフトウェア 規格解説コース

ISO 13485 医療機器 品質マネジメントシステム / ISO 14971 医療機器リスクマネジメント

★ ISO 13485 規格要求事項の解説コース

ISO 13485 内部監査員養成コース

ISO 13485 監査スペシャリスト育成セミナー （IRCA認定審査員コース）

★ ISO 14971 入門コース

欧州医療機器指令 (MDD)に基づく CEマーキング

★ CE マーキング 解説コース

海外より講師を招へいして英語（通訳）にて開催可能なコースもございます

ISO 13485 導入実践コース

プロジェクトリーダー向け 欧州医療機器指令に基づく CEマーキング

テクニカルファイルとデザインドシエの作成と維持管理

医療機器の臨床評価

医療機器の市販後調査

動物由来物質を含む医療機器 :法律上の認証プロセスへの実践的ガイダンス

1日

半日

　 　 　

1日

半日

1日

半日

半日

1日

1日

2日

5日

1日

　 　 　

1日

2日

3日

1日

1日

1日

1日

34,000円（税抜）

15,000円（税抜）

 　 　

34,000円（税抜）

20,000円（税抜）

34,000円（税抜）

20,000円（税抜）

20,000円（税抜）

50,000円（税抜）

30,000円（税抜）

80,000円（税抜）

280,000円（税抜）

34,000円（税抜）

 　 　

37,900円（税抜）

  

（企業内研修専用）

（企業内研修専用）

（企業内研修専用）

（企業内研修専用）

（企業内研修専用）

（企業内研修専用）

http://medicaldevices.bsigroup.com/ja-JP/our-services/training/詳細・お申込み



 

ISO/IEC 27018（パブリッククラウドにおける個人情報
保護のための実施基準）の国内初の認証を株式会社TKC
へ授与

本号特集記事でご紹介させていただきました新たな注目規格、ISO/IEC 27018（PII

プロセッサとしてパブリッククラウド内で個人情報を保護するための実施基準）につ

いて、BSIグループはいち早く審査サービスを開始し、日本で初めての認証を株式会

社 TKCへと授与致しました。（認証登録日：2015年 10月 12日）

国内初の認証を記念し、10月 16日には株式会社 TKC本社にて認証授与式が行われ

ました。クラウドと個人情報保護という社会的関心の非常に高い事例であることか

ら、あわせて記者発表会も開催され、ISO/IEC 27018についての説明や、多くの質

疑応答が行われました。

BSIジャパンはこれからも、ISO/IEC 27001（ISMS）の国内トップシェアの実績

を活かし、様々なセキュリティ対策を企業様のビジネスパートナーとしてサポートさ

せていただきます。

ISO/IEC 27018についての詳細は、是非 BSIジャパンのホームページをご覧ください。

http://www.bsigroup.com/ja-JP/ISO27018/

NEWS FLASH
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NEWS FLASH

▲ 写真左より、株式会社TKC 代表取締役社長 角一幸氏、
BSIグループジャパン株式会社 代表取締役社長 竹尾直章

▲ 記者発表会の様子：BSIジャパンからは営業本部の登山
慎一が、ISO/IEC 27018についてご説明させていただきま
した。

規格購入について：

BSIジャパンのホームページから規格書が購入できます！

BSIジャパンでは、下記の方法で、各種国際規格の規格書をお客様に提供しています。

　　BSOL

本号の特集でも紹介しました、オンラインの会員制英文規格購読サービスです。

数多くの規格を閲覧したい方にお勧めです。

　　規格単体での販売

『BSI Shop』という BSI本社のWebサイトで、オンライン決済（UKポンド）で規格

を購入できます。また、日本円支払での請求書発行での販売も行っており、冊子での購

入希望の方や必要な規格についてまずは相談したい方にお勧めです。

　　規格の和訳販売

一部の規格になりますが、日本語の翻訳版をご提供しています。 

詳細は是非こちらの URLをご覧ください。

http://www.bsigroup.com/ja-JP/our-services/standards-and-subscriptions/

1

2

3
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ISO 9001及び ISO 14001　改定関連のコース一覧

2015年 9月に IS（国際規格）が発行された、ISO 9001(品質マネジメント )及び ISO 14001(環境マネジメント )。BSIジャパンは様々

なニーズに合ったコースをご用意し、皆様の認証移行をサポートしてまいります。

■旧版との差分や移行に関して学びたい

要求事項コース（1日）    ￥30,000（税抜）

■移行・導入の実践的なスキルを身につけたい

導入実践コース（1日）　 ￥30,000（税抜）

■新規格での内部監査員を養成したい

内部監査員コース（2日）　 ￥60,000（税抜）

■新規格での審査員資格を取得したい

IRCA認定 審査員トレーニングコース（5日）　 ￥200,000（税抜）

■今持っている審査員資格を移行したい

IRCA認定 審査員移行トレーニングコース（2日）　 ￥60,000（税抜）

■経営者・管理者向け

2時間で分かる重要ポイントセミナー（2時間）　 ￥15,000（税抜）

実際の移行作業に必要な実践的な知識を一気に身につけたい方には、要求事項コースと導入実践コースの連続受講をおすすめいたします。

続けて受講いただけるよう日程も連続するように設定しております。要求事項コース、導入実践コース、内部監査員コースは複数同時申込

割引を提供しています。詳しくはお問い合わせ下さい。

Training News

BSIジャパンではマネジメントシステム、ISO規格、内部監査などに関する研修、セミナーをご提供しています。
貴社の経営、事業運営における人材育成にどうぞお役立てください。

※コース開催日程の最新情報はこちらをご覧ください。

http://www.bsigroup.com/ja-JP/training/

BSIで認証を受けているお客様は以下の 6コースに関して定価の 20%OFFで受講いただけます。

・ISO 9001:2015 及び ISO 14001:2015 要求事項コース、導入実践コース、内部監査員コース
※割引適用にはお申込時に発注番号欄に「BSI認証お客様割引」とご入力ください。ご入力がない場合は定価での受付となります。ご注意ください。

認証お客様特典
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事業の継続計画は、組織にとって重要な経営課題の一つとなっていますが、計画したものが有効であるかどうかを検証する機会が少ないこ

とが課題となっています。本コースでは、貴社の知識を基に実際にビジネスインパクト分析を行い、災害に対処していきます。シミュレー

ションでは、災害サイレンの音やテレビ中継で災害模様が表示され、株価が上がったり下がったりする等、現実さながらの臨場感溢れる状

況を体験できます。

シミュレーションワークショップのデモ体験が出来ますので、コース受講をご検討されているお客様はぜひご参加下さい。

詳しくはウェブサイト無料セミナーのページよりご確認下さい。

日程

2 月 23 日（火）～
2 月 24 日（水）

9：30 - 17：30 98,000 円BSI 東京本社

時間 会場 受講料（税抜）

無料体験会開催！

Training News

 

 

自分たちの復旧計画の有効性を体験
事業継続管理シミュレーションワークショップコーススタート

BSIジャパン（英国規格協会）、ＮＴＴデータ先端技術と共同コース開催
企業の BCMを実践シミュレーショントレーニングでサポート !!

 

注目コース
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出張研修、カスタマイズ研修のご案内

BSI ジャパンでは ISO 規格関連にとどまらず、お客様の課題を改善するトレーニングサービスを提供しております。中でも、それぞれの

組織・企業の課題に特化しカスタマイズされたコースをご都合のよい時間と場所でできる企業内研修は、大変ご好評をいただいておりま

す。ぜひ一度、貴社の課題をご相談ください。

＜BSIが提供できる課題解決トピックスの一例＞
マネジメントシステムの社内構築に困っている　～製造・設計における実践的QMSなど
情報セキュリティを社内に徹底させたい　～より成功するための ISMS運用など
従業員に着目した課題解決　～メンタルヘルス、OHSAS規格の ISO化に向けたリスク評価など

お客様の業種に特化した課題解決と社内展開

企業の社会的責任について整理して考えたい　～ CSR、環境報告書の書き方、BCPのスピーディな構築など
情報セキュリティのスペシャリストを育成したい

そのほかお客様の会社がビジネス展開されている業種（自動車産業・航空宇宙産業など）の特有のテーマに

ついても、リスク分析の実践的な手法など、それぞれのエキスパートが課題解決のお手伝いをさせていただきます。

なお、ウエブで公開しております全てのトレーニングコース（オープンコース）は、企業内研修として講師を派遣して実施することができ

ます。目安として 5名様以上のご参加をいただける場合は、ぜひ企業内研修もご検討ください。

 

BSIグループジャパン株式会社　教育事業部

教育事業部メールアドレス： Japan.Training@bsigroup.com

WEBからのお申し込みはこちら：

TEL：03-6890-1175　FAX：03-6890-1182

　

BSIトレーニングコースのお問い合わせ・お申し込み

http://www.bsigroup.com/ja-JP/training

コースの詳細や開催スケジュール、今後登場する新コース情報など、「BSIトレーニングについてもっと知りたい。」という方は、

下記連絡先までお問い合わせください。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

お問い合わせ・

お申込みはこちら

編集後記

本誌 BSJは今年、半期に一度の発行とさせていただいております。楽しみにしてくださっているお客様、大変お待たせいたしました。

今号では、機関誌の Light版である隔月発行の eNewsletterでもいち早くお伝えさせていただいた新しい規格、ISO/IEC 27018について

を第一特集としてお届けいたしました。

また、毎号大変なご好評をいただいております、環境法令のアップデートについての特集は、前号以降特に大きなアップデートが無かったた

め今号には掲載しておりませんが、次号からも引き続き、重要な法改正等があった場合は掲載してまいりますので、どうぞご期待ください。

BSI ジャパンでは、これからも鮮度の高い情報をいち早くお客様へお届けすべく、本誌、またメルマガ形式の eNewsletter等の情報発信に

取り組んでまいりますので、引き続きどうぞ宜しくお願い致します。

機関誌に関するご意見、ご要望はお気軽に下記メールアドレスまでご連絡いただけますよう宜しくお願いいたします。

Japan.Marketing@bsigroup.com

BUSINESS STANDARDS JAPAN に関するお問い合わせ先：マーケティング本部　松山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（禁無断転載複写）



　twitter.com/BSIJapan

BSIグループジャパン株式会社  ｜  British Standards Institution（英国規格協会）

E-mail   Japan.Marketing@bsigroup.com      URL   http://www.bsigroup.com/ja-JP/

facebookページ： Twitterページ：　facebook.com/bsijapan

BSI 受審ガイドブック（お申込み～認証審査）のご案内

BSI 受審ガイドブック URL：
http://www.bsigroup.com/ja-JP/our-services/certification/certificationguide/

BSI ジャパンでは、「BSI 受審ガイドブック」をご用意しております。ISO認証審査に関する手順を簡潔に

記載しており、認証審査（初回審査、サーベイランス審査、再認証審査など）の際には、本ガイドブック

をご活用いただけます。本ガイドブックは下記URLよりダウンロードいただけます。なお、冊子による

提供は致しておりませんので、ご了承ください。

〒 107-0061
東京都港区北青山 2-12-28
青山（セイザン）ビル 5F
T: 03-6890-1172　　F: 03-6890-1182

東京本社

〒 541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町 4-1-3
大阪センタービル 13F
T: 06-6244-0770　　F: 06-6244-0550

大阪支店

〒 812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前 3-27-24
博多タナカビル 5F
T: 092-432-2647　　F: 092-432-2648

福岡支店

博多郵便局

福岡銀行
博多駅前支店博多駅前

2丁目

西日本シティ銀行
本店営業部

博多タナカビル5階

大
博
通
り

はかた駅前通り
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