オンライン
規格データベース

BSOL
業界をリードする知識に基づいて構築された
規格管理システムであるBSOLは、世界中の
企業から信頼され、使用されています。
bsigroup.com/ja-JP/BSOL

Inspiring trust for a more resilient world.

BSOLは、規格管理システムと
して機能するシンプルなオン
ラインツールです。複数のサ
イトにわたる複数のユーザが
規格にアクセスし、閲覧およ
びダウンロードが可能になる
ことで、組織全体での知識の
共有が容易になります。

BSOLは規格へのアクセスを容易にし、

your subscription
Tailor your Tailor
subscription

リスク低減と効率性向上に役立ちます

Evolve
your own pace
Evolve at your
ownatpace

collections. You can
also customize
your
or overlaps.
collections.
You can
also customize your

アクセスすることが必要である

• 独立した規格の購入により、企業に対し
規格への予算計上およびその価値を検証

を生じさせることなく、規格にアクセスするこ
とが必要である

Manage all your standards
You in one place. You
Manage in
allone
yourplace.
standards

can access ISO, EN,can
BS,access
PAS, ASTM
andBS,
IECPAS, ASTM and IEC
ISO, EN,
全てのビジネスやセクターを対象としたベストプラクティスのグローバル規格およびガイドライン:
standards throughstandards
BSOL – and
it takesBSOL
only – and it takes only
through
seconds to search.seconds to search.

Save money Save money

Make standards even
better
value for
Make
standards
even better value for
money. Using BSOL
gives Using
you large
savings
money.
BSOL
gives you large savings
on your traditionalon
standards
spend. standards spend.
your traditional

Miss nothing Miss nothing

役員及び取締役
ガバナンス、リスク、
イノベーション、
贈収賄防止

を低減し、顧客に信頼を与えることができます。

お客様の声

BSOLのデモ動画配信中

•

Save time

分野別のモジュールを購読したり、個別の規格コレ

無料トライアルにお申込みください

BSOL is easy to use – but our training
team are here to give
you
team
areextra
heresupport
to give you extra support
リモートで働く従業員が、プロジェクトに遅れ
if you need
it.
if you need it.

など複数の規格へのアクセスが必要である
Save time

れています。

新版の規格へのアクセスを可能にすることでリスク

or overlaps.

• ISO、EN、BS、PAS、ASTM、ASME、IEC規格

IEC規格のほか、PAS、ASTM規格、ASME規格も含ま

トの削減に繋がります。また、目録データを含む最

BSOL is eas

service to howeverservice
many to
users
you have.
however
many users you have.
Free
and unlimited
training
Free and
unlimited training
• さまざまな部署や事業所で、複数の規格に
• 手作業で規格を最新の状態に保っている
Evolve at yourEvolve
own pace
at your own pace BSOL is easy to use – but our training

BSOLには、英国規格、および英国規格として採用さ

クションを構築することが可能なため、組織のコス

Free and

team are he
規格は業界を牽引する専門家によって策定されており、世界中の企業により信頼され、使用されています。
if you need i
Tailor your subscription
See the biggerSee
picture
Tailor
your
subscription
the
bigger
picture
BSOLのサブスクリプションサービスは、特に以下のような場合に貴組織の規格管理におけるよりスマート
Subscribe only to the
standards
need,
Monitor which standards
users
Subscribe
onlyyou
to the
standards you need,
Monitoryour
which
standards your users
use pre-built modules
or build personal
are working with, and
easily spot
gaps
use pre-built
modules or build personal
are working
with,
and easily spot gaps
な選択肢としてお役立ていただけます：

することが困難である

れている国際規格や欧州規格が含まれています。
また、英国規格として採用されていない ISO規格や

See the b

only to you
the standards
you need,Monitor wh
Subscribe onlySubscribe
to the standards
need,
use pre-built
modules
or build personal are working
use pre-built modules
or build
personal
You can also
collections. Youcollections.
can also customize
yourcustomize your or overlaps.
service
to however
many
service to however
many
users you
have.users you have.

職務内容
人事、IT、財務、法
務、サプライチェー
ン、セキュリティ、
サステナビリティ

Get an alert whenever
a standard
changes
Get an
alert whenever
a standard changes
– andテーマ固有
understand –the
significance
and
understand the significanceセクター固有
immediately. Thenimmediately.
view the differences
Then view the differences
情報セキュリティ、労
食品、ヘルスケア、ビル
to key standards, so
can track exactly
to you
key standards,
so you can track exactly
働安全衛生、サステナビ
how they’ve changed.
トエンバイロメント、
how they’ve changed.

リティ、パッケージング
輸送・モビリティ、
Reduce risk Reduce risk
BCM/
リスク、サプライ
Track
past, presentTrack
and future
changes.
past, present
and future changes.
デジタル
With access to historic
emerging
With and
access
to historic and emerging
チェーン
standards, you can see the guidance that
standards, you can see the guidance that
informed previousinformed
decisions,previous
as well as
decisions, as well as
changes that couldchanges
shape your
that future
could shape your future
moves.
moves.

複数の構造物を扱う際、BSOLを介して規格にアクセスすることで、
適切な規格、特に廃止規格ではなく、最新の規格を使用することが
できました。このことはクライアントからも高く評価されました。
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BSOLはお客様の規格ニーズに合わせて
カスタマイズすることができます。
1901年の創業以来、BSIは、贈収賄防止、組織ガバナンス、資産管理など、組織がより良く統治され、より
責任感を持てるように手助けするための新世代の規格開発において主導的な役割を果たしてきました。
また、スマートシティ、ナノテクノロジー、細胞治療、BIM（ビルディング・インフォメーション・モデ
リング）など新しい分野の専門家との連携も強化しています。

必要な規格だけを集めたカスタム・コレクションの作成、又は事前に構築
された分野別モジュールを利用することも可能です。
カスタム・コレクションとは？

分野別モジュールとは？

カスタムコレクションでは、お客様が必要とする規
格のライブラリを作成することができ、選択する規
格を完全にコントロールできます。自身にとって最
も重要な規格を明確に決めて、独自のコレクション
を構築できます。最小10冊分からの規格コレク

個別に規格を選択するのではなく、特定の分野に関
する規格の完全なセットを提供するために、テーマ
ごとに規格をグループ化しています。事前に構築さ
れた各規格モジュールには、数千もの個別の規格が
含まれています。

ションを購読し、必要に応じてコレクションに規格
を追加することが可能です。

また、分野別モジュールを購読し、カスタム・コレ
クションを追加することで、BSOLの幅広いライブ
ラリから他の必須規格を選択したり、BSOL内の規
格の全コレクションを利用することもできます。

BSOLには10万点以上
の規格が収録され、53
の分野別モジュールが
用意されています。
お客様の声

BSOLは、私たちが定期的に利用
する必要のある規格に簡単にア
クセスできるだけでなく、関心
がある他の規格を見つけること
もできます。
規格は世界中の企業・団体のコ
ンセンサスによって開発されて
おり、問題を解決するための良
いガイダンスとなっています。

分野別モジュール一覧はP.6をご参照ください

BSIは、100年以上にわたり、信頼の構築およびよりレジリエントな未来を築くために
専門知識と知見を結集してきました。規格に関するご相談はお気軽にお問い合わせく
ださい。
無料トライアルにお申込みください

組織が必要な規格に沿っている
かどうかをチェックし、確認す
るための優れたリソースであり
一か所で規格に関わる全ての管
理が可能です。

seconds to search.

Save money

Make standards even better value for
BSOL gives you large savings
Tailormoney.
yourUsing
subscription
See the bigger picture
on your
standards
spend.
Subscribe
onlytraditional
to the standards
you need,
Monitor which standards your use
use
pre-built
modules or build personal
are working with, and easily spot g
Tracked
Changes（変更履歴版）による見逃し防止
Miss
nothing
collections.
You can also customize your
or overlaps.
規格の変更時に通知メールを受信することができます。関連するものに遅れることなく
Get
an
alert
whenever
a
standard
changes
改訂内容を監視するのは困難な場合があります。そのため、
BSOL
では、個人やグループ
service to however many users you have.
Free
and unlimited trainin
向けの通知メールや変更履歴版を導入しています。変更履歴版とは、規格改訂プロセス
– and
understand
the
significance
Evolve
at
your
own
pace
における旧版からの改訂箇所を示す規格のバージョンです。追加、削除、その他の
BSOL is easy to use – but our train
immediately. Then view the differences
フォーマットやコンテンツの修正は、下線及び取り消し線で明確に表示され、
team are here2つの規格
to give you extra sup
間で行われたすべての変更を迅速かつ容易に確認することができます。
to key standards, so you can track exactly
if you need it.
how they’ve changed.

BSOLで利用可能な機能:

Reduce risk

国際的に認知された規格の導入
Track past, present and future changes.
最新の規格内容に準拠し、そのメリットを活用できるようにするために、
BS規格とし
With access to historic and emerging
て採用される国際規格に加えて、すべてのISO、IEC規格を追加コンテンツとして購読す
standards, you can see the guidance that
ることができます。つまり、規格の採用が遅れても、BSOLのお客様に影響を与えるこ
informed previous decisions, as well as
とはありません。各規格の目録データの閲覧、又は全文をダウンロードすることができ
ます。changes that could shape your future
Save time
moves.
Manage all your standards in
BSIが正式な採用プロセスを経ている間、お客様はISO *又は IEC *のカスタム・コレク
can access ISO, EN, BS, PAS, A
ションに規格を追加することができます。その時点で、ISO又はIECは削除され、英国の
standards through BSOL – an
採用規格に置き換えられます。
seconds to search.

Save money

*ISOおよびIECのカスタム・コレクションは、追加の購読料にてご利用いただけます。

Tailor your subscription
Subscribe only to the standards you need,
use pre-built modules or build personal
collections. You can also customize your
service to however many users you have.

Evolve at your own pace

複数の検索機能

Make standards even better
money. Using BSOL gives yo
on your traditional standards

See
the bigger picture
検索機能により、必要な規格に瞬時にアクセスできます。規格番号、ステータス、日付、
業界分野、委員会、主題（
カテゴリ）、発行者で検索できます。
Monitor which standardsICS
your
users
Miss nothing
are working with, and easily spot gaps
or overlaps.

Free and unlimited training
BSOL is easy to use – but our training
team are here to give you extra support

Get an alert whenever a stan
– and understand the signific
immediately. Then view the d
to key standards, so you can
how they’ve changed.

immediately. Then view the differences
to key standards, so you can track exactly
how they’ve changed.
リスク低減

Reduce
risk
Tailor
your subscription
See the bigger picture
過去、現在、そして今後の変化に対応できます。歴代の規格や最新版、ドラフト版

Track
and
future
Subscribe
onlypast,
to thepresent
standards
you
need, changes. Monitor which standards your users
の規格にアクセスすることで、以前の決定に関連したガイダンスや、将来を左右す
る可能性のある変更を確認できます。
use pre-built
modules
or
build
personal
are working with, and easily spot gaps
With access to historic and emerging
Tailor your subscription
See
the
bigger picture
collections.
You canyou
also can
customize
your
or overlaps.
standards,
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Subscribe only to
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you
need, you have.
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service informed
to howeverprevious
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Freewith,
andand
unlimited
training
use pre-built modules
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are working
easily spot
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好きなタイミングでアップデート
Evolve
at
your
own
pace
See
the
bigger
picture
BSOL
is
easy
to
use
–
but
our
training
changes
that
could
shape
your
future
collections. You canどの規格を選択しても、通知メールの設定やシステム内にあるすべての規格の目録
also customize your
or overlaps.
team
are
here
to
give
you
extra
support
d,
Monitor
which standards your users
moves.
データの閲覧が可能です。必要な規格に合わせていつでも購読プランをアップグレー
service to however many
users you have.
if youunlimited
need it.
and
training
bscription are ドできます。
picture
working with, andSee
easilythe
spotbigger
gaps Free
Evolve
at
your
own
pace
BSOL isyour
easyusers
to use – but our training
Monitor which standards
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orneed,
overlaps.
無料で無制限のトレーニング
team
are here
give you extra support
ules
are working with, and
easily
spot to
gaps
e. or build personal
Free
and
unlimited
training
BSOL
は使いやすいツールですが、必要な場合は、操作説明会や電話でのご案内など、
if you need it.
n also customize your
or overlaps.
BSOL
is easy to use – but our training
いつでもサポートいたします。
many users you have.
andsupport
unlimited training
team are here to give Free
you extra
r own pace if you need it.
BSOL is easy to use – but our training
パスワード・マネージャ
team are here to give you extra support
Save time
パスワード・マネージャ機能により、
BSOL
のお客様が、パスワードを安全に保存、
Manage all your standards in one place. You
if you need it.
記憶、自動入力することで、当社製品へのアクセスを容易にします。
can access ISO, EN, BS, PAS, ASTM and IEC

standards through BSOL – and it takes only
seconds to search.

Save time
カスタム・コレクションの購読者のための規格要求
money
ManageSave
all your
standards in one place. You
カスタム・コレクションのサブスクリプションサービスでは、管理者は、コレクショ
Make
standards
value
ンの契約枠数まで、カスタム・コレクションに規格を（サブスクリプション契約期間
can access ISO, EN, BS,even
PAS,better
ASTM
andfor
IEC
Save time
の任意の時点で）迅速かつ効率的に追加することができます。
money. Using BSOL gives you large savings
standards through BSOL – and it takes only
on your traditional standards spend.
Manage all your standards in one place. You
seconds to search.
timeand IEC
can access ISO, EN, BS,Save
PAS, ASTM
Miss nothing
上記は、規格に取り組む際の効率性を向上させるための、
BSOL
ならで
Manage
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in one
place.
You a standard changes
standards through BSOL
– andall
it takes
only
Save money
Get
an alert
whenever
はの機能のほんの一部です。組織内のリスクを低減し、顧客との信頼
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the significance
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value for
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Save
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to
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so
you
can
track
seconds
to
search.
BSOLの無料トライアルにお申込みください on your traditional standards spend. exactly
Make standards even better value for
how they’ve changed.
Save
money. Using BSOL gives
youmoney
large savings
Miss nothing
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risk
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on your traditional standards
spend. even
Getbetter
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Get an alert whenever a standard changes

BSOLモジュール一覧:
モジュール

モジュール
ごとに利用
可能な
総規格数*

モジュール

モジュール
ごとに利用
可能な
総規格数*

モジュール

モジュール
ごとに利用
可能な
総規格数*

2,032

GMB40 金属工学

1,371

GMB22 電気機械部品

1,018

GMB41 金属製品

1,963

1,994

GMB23 電気通信

4,274

GMB42 木材工学

730

GBM04 経営、法律、品質

2,598

3,923

GMB42 ガラスおよび陶器製造業

835

GMB05 科学および医療

4,554

GMB24 ITソフトウェアおよび
ネットワーキング

GMB06 環境および廃棄物

2,776

GMB25 ITハードウェアおよび
事務機器

GMB07 労働安全および個人の安全

2,750

GMB08 火災、事故、犯罪の防止

2,387

GMB01 ドキュメンテーション

1,192

GMB21

GMB02 情報及び金融

2,233

GMB03 語彙集

電子部品および機器

GMB44 ゴム産業

2,635

3,463

GMB45 プラスチック産業

3,231

GMB26 画像工学

1,456

GMB46 紙製品および製紙技術

622

GMB27 道路車両工学

2,044

GMB47 塗料および染色産業

1,024

GMB09 計測学

2,811

GMB28 鉄道工学

1,072

GMB48 一般建築

2,643

GMB10 試験

842

GMB29 造船および海洋構造物

1,127

GMB49 建築資材および構成部品

3,088

3,267

GMB50 建築設備およびフィニッシング

2,254

1,376

GMB51

GMB11

ねじ山および留め具

694

GMB30 航空機および航空宇宙工学

GMB12

機械系および構成部品

717

GMB31

GMB13

流体系および構成部品

3,442

GMB14 製造工学

2,588

金属処理および溶接

2,808

GMB16 エネルギーおよび熱伝達工学

1,617

GMB15

GMB17
GMB18

一般電気工学
電気部品

GMB19 電気補機、開閉装置、制御装置
GMB20 電灯、発電、配電、蓄電

675
1,983
1,659
1,846

航空宇宙構造物用資材

GMB32 航空宇宙構成部品および
留め具

1,134

GMB33 資材運搬機器

1,096

GMB34 梱包および流通

909

GMB35 繊維、皮革、衣料

2,175

GMB36 農業および農業工学

1,536

GMB37 食品技術

1,891

GMB38 化学技術

2,544

GMB39 鉱業および石油工学

2,688

土木工学

1,983

GMB52 家庭用道具および電化製品

2,349

GMB53 スポーツ用品およびエンタテーメント

1,442

* 2020年7月現在

BSOLに関するお問合せ先:
Web: bsigroup.com/ja-JP/BSOL
メール:Standard.Japan@bsigroup.com

BSIが選ばれる理由
規格とは、何かを行う際の合意された方法に関する指針を提供するもので、業界の知識に基づ
いて構築されています。 規格は、企業及び個人がイノベーションを促進し、成功とは何かを
定義するための指針となります。英国規格は、それぞれの分野において膨大な知見と専門知識
を備えたグローバルな業界専門家によって策定されています。BSIの役割は、このような人材
を結集し、ベストプラクティスに関して合意し、規格の策定を促進することです。BSIは、社
会のあらゆる側面を統合し、コンセンサスを得て、独立した堅牢かつ専門的なベストプラク
ティスを提供し、イノベーション、生産性、持続可能性、安全性を向上させるべく膨大な規格
コレクションを提供しています。

BSOLに関するお問合せ先:

Follow us on

重要な注意事項
本書は、主題に関する一般的な情報提供のみを目的として作成されています。特定の行動をとるためのアドバイスを意図
するものではありません。本主題に関する詳細情報、または規格およびBSIが提供するその他のサービスに関しては、
Standard.Japan@bsigroup.com までお問い合わせください。

bsigroup.com/ja-JP
© British Standards Institution 2021

BSI-JP-794_00-Marketing-1227

Web:bsigroup.com/ja-JP/BSOL
メール:Standard.Japan@bsigroup.com

お見積をご希望の際は、下記のフォームに必要事項をご記入のうえ
メールにて Standard.Japan@bsigroup.com までお送りください。

見積依頼フォーム

BSOL ご検討の背景

お客様情報
組織名
ご担当者氏名
ご所属部署名
ご住所

日本語

日本規格協会より購入

英語

他社のオンライン規格サービスを利用

日本語

現状の規格の入手方法

英語

BSI Shop より購入

日本語
英語

今回が初めての購入

日本語

新たに規格を購入する必要が生じたため

英語

電話番号
規格の重複購入による費用の無駄を解消するため

FAX
e-mail

BSOL 導入を検討された理由

文書のライセンスの管理体制を強化するため

お見積算出に必要な情報
カスタム・
コレクション
ご希望の購読プラン

10 冊
100 冊

規格購入にかかるコスト見直しのため

25 冊

50 冊

その他（

その他

）

モジュール

無料トライアル（ご希望の場合のみご記入ください）

未定
購読範囲

サイト数

ユーザー数

希望開始時期

必要な規格書の総冊数
必要な規格書一覧のご提供

可

※「可」の場合は、お見積依頼時に合わせてご送付ください。

1
トライアルユーザーの氏名（日英）

2

不可

BSOL のご利用開始希望時期
お見積にあたり、ご要望等がございましたらご記入ください。

1
トライアルユーザーの e-mail

2
※ 2 名様以上のお申込みをご希望の場合には、
別途トライアルユーザー名とメールアドレスを下記連絡先へお知らせください。

BSI グループジャパン株式会社 ナレッジソリューションズ （BSOL 担当）
T: 045 414 3021
E: Standard.Japan@bsigroup.com
bsigroup.com/ja-JP/BSOL

