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成功を遂げている企業は、タイムリーで正確な情報、優れ

たコミュニケーション及び機密保持の重要性を理解してい

ます。情報セキュリティは、リスクマネジメントと同様に、

相互連携する我々の世界のさまざまな機会の利用に関係し

ています。

このため、組織は情報セキュリティマネジメントにおける

レジリエンスを構築する必要があります。国際的に認めら

れている ISO/IEC 27001は、情報資産の安全が確保され

るよう組織がこれらを管理し保護する際に役立つ優れた

枠組みです。

BSIでは、これまでの経験、専門家、支援サービスにより、

企業レジリエンスを高め、情報への脅威に対する迅速な

対応力を高めることで、ISO/IEC 27001 を最大限に活用

できるよう支援します。

本ガイドでは、組織に ISO/IEC 27001を導入することで、

長期にわたる企業レジリエンスを構築し、企業の評判を守

る方法について説明します。また、その他の支援サービス

についても説明します。これらのサービスでは、お客様の

認証取得にとどまらず、お客様が継続的にリスクを軽減し、

事業を保護するお手伝いをします。

「ISO/IEC 27001は、

当社が安全なデータ管理を行い、

堅牢なシステムを所有していることを

お客様に示すものです。」

Hugo Holland Bosworth,
Group Operations Director, Alternative Networks Plc

ISO/IEC 27001とは？
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ISO/IEC 27001:2013のメリット *

75%
事業リスクが軽減

80%
事業の信頼性が向上

71%
事業の保護に寄与

53%
競争力が向上

50%
ミスの発生率が低下

55%
規制の準拠に寄与

情報を安全に管理する機能は、何よりも重要な機能と言えます。ISO/IEC 27001は、お客様の事業を保護するだけでなく、

顧客、供給者及び市場に対して、情報を安全に管理する機能が組織に備わっていることを明確に伝えることができます。

ISO/IEC 27001は、財務データ、知的財産、顧客の機密情報などの情報を保護する際に役立つ堅牢な枠組みです。これを

利用すると、リスクを特定し、自社又は組織の事業に適したセキュリティ対策を導入することができるため、情報に対する

リスクを管理したり軽減したりすることができます。また、現在だけでなく将来のためにも、その方法を継続的にレビュー

し改善するのにも役立ちます。このように、ISO/IEC 27001を利用すると、自社又は組織の事業及び評判を保護し、価値

を高めることができます。

ISO/IEC 27001の機能と
ISO/IEC 27001がお客様にもたらすメリット

*出典: BSI UKによる顧客調査
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「この規格を導入することで、チームが現在の環境に存在する脅威と脆弱性を把握し、

それらに事前対応することができました。また、情報セキュリティに対する

認識、警戒、意欲をより高めることにつながりました。」

Mr. Tareq Al-Sahaf, General Manager, Gulf Insurance Group K.S.C (GIG)



ISO/IEC 27001 の最新版は 2013 年に発行されました。この規格では、今日の企業が抱える課題に対応すると同時に、

ISO 31000に記載されているリスクマネジメントの原則との整合性も図られています。この規格は、ISO 9001:2015及

び ISO 14001:2015を含むすべての改定済みマネジメントシステム規格をはじめ、今後の ISOマネジメントシステム規格

のフレームワークとなるハイレベルストラクチャー（HLS）である Annex SL（附属書 SL）に基づいています。

Annex SLは、マネジメントシステム間の一貫性を保ち、異なるマネジメントシステム規格に整合性を持たせ、共通言語を

もたらします。これにより、組織は中核となる業務プロセスに情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）を導入し、

効率を高め、経営陣の関与を高めることができます。

概念 解説

ISO/IEC 27001:2013 の主要な概念：

組織の状況 組織の情報に影響を与え得る内部及び外部の要因及び状況を組み合わせて考慮する

課題、リスク及び機会
課題には、内部又は外部、リスクには、好ましい又は好ましくないものがあり、組織の情報の機密性、完全性及び
可用性に影響を与える状況が含まれる。リスクとは、「期待されている結果に対する不確かさの影響」である

利害関係者
決定若しくは活動に影響を与え得る、決定若しくは活動の影響を受け得る又は決定若しくは活動の影響を受け
ていると自ら認識する人物又は組織。サプライヤー、顧客、競合他社など

リーダーシップ 最高位で組織を指揮し、管理する個人又は人々の集まりと定義されるトップマネジメント特有の要求事項

脅威及び
機会に関連するリスク

予防処置は精密な計画プロセスに置き換えられ、リスクは「期待されている結果に対する不確かさの影響」と定義
される

コミュニケーション 規格には、内部と外部両方のコミュニケーションについて、明確で詳細な要求事項が記載されている

文書化した情報 ISMSを支援するために組織が管理又は維持する重要なデータ又は情報

パフォーマンス評価 ISMS及びリスク対応計画の有効性の測定

リスク所有者 特定のリスクを管理する権限を付与され、そのリスク管理を実行する責任を負う人又は組織

リスク対応計画 リスクに対して1つ以上の対応策を選択し導入することで作成するリスク軽減計画

管理策
情報セキュリティリスクの緩和又は管理に使用される管理上、経営上、技術的又は法的手段。これには、実践、
プロセス、方針、手順、プログラム、ツール、技術、テクノロジー、デバイス及び組織の構造などが含まれる。管理策
は、リスク対応プロセスで決定される

継続的改善 計画-実行-評価-改善（PDCA）以外の方法論が使用される場合もある
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ISO/IEC 27001の機能



箇条 1： 適用範囲

最初の箇条には、規格の適用範囲が示されています。

箇条 2： 引用規格

引用規格は、「ISO/ IEC 27000 情報技術 — セキュリティ技術 

— 情報セキュリティマネジメントシステム — 概要及び用語」で

す。ISO/ IEC 27000を参照し、参考にしてください。

箇条 3： 用語及び定義

ISO/IEC 27000に記載されている用語及び定義を参照してくだ

さい。これは重要な箇条ですので必ずお読みください。

箇条 4： 組織の状況

これは、組織の状況と ISMSへの影響を確定する箇条です。規格

の多くの箇条が、この箇条に関連しています。

最初に、組織及び組織の情報又は第三者に委託された情報に関連

する内部及び外部の課題をすべて特定します。次に、すべての「利

害関係者」を特定し、同時にその利害関権者が情報にどのように

関連しているかを特定しなければなりません。また、利害関係者

の要求事項を特定しなければなりません。これには、法的及び

規制の要求事項並びに契約上の義務を含めてもかまいません。

また、マーケットアシュアランス、ガバナンスの目的などの重要

な事項も考慮しなければなりません。

ISMSの適用範囲を決定することが求められており、この適用範

囲は、組織の戦略的な方向性、中心となる目的及び利害関係者の

要求事項と連携していなければなりません。

さらに、この規格に従って、ISMS を確立し、実施し、維持し、

継続的に改善する方法を示さなければなりません。

箇条 5： リーダーシップ

この箇条では、最高位で組織を指揮し、管理する個人又は人々の

集まりである「トップマネジメント」の役割について規定されてい

ます。トップマネジメントは、トップ自らが率先してリーダーシッ

プ及びコミットメントを実証しなければなりません。

トップマネジメントは、ISMS及び情報セキュリティ方針を確立

し、それらが組織の戦略的な方向性と両立することを確実にしな

ければなりません。また、すべての利害関係者に対してこの方針

を入手可能にし、伝達し、維持され、理解されるようにしなけれ

ばなりません。

トップマネジメントは、ISMS が継続的に改善されることを確実

にし、指示と支援を与えることを確実にしなければなりません。

トップマネジメントは、ISMS に関連する責任及び権限を割り

当てることができますが、最終的にはトップマネジメント自身が

その責任を負います。

ISO/IEC 27001:2013の
主要な要求事項
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箇条 6： 計画

この箇条では、組織が情報に対するリスク及び機会に対処する

活動をどのように計画するかについて説明しています。

組織が情報セキュリティリスクにどのように対処するか、潜在的

影響との釣り合いをどのようにとらなければならないかに焦点を

当てて説明しています。リスクマネジメントの国際規格である

ISO 31000に、重要な指針が記載されています。組織は、「適用

宣言書（SoA）」を作成することも求められています。SoA には、

リスク対応に関して組織が行った意思決定、選択した管理目的と

管理策、除外した管理目的と管理策、それらを選択した理由、

実施の可否と除外した理由を記載します。

またその他の重要点として、この箇条では、情報セキュリティ

目的を確立する必要性についても記載されており、情報セキュリ

ティ目的が満たさなければならない事項も定義されています。

箇条 7： 支援

この箇条では、ISMS を確立し、実施し、維持し、継続的に改善

するために必要な資源、人々及びインフラストラクチャーを提供

することについて記載されています。

ISMS を支援するための力量、認識及びコミュニケーションに

関する要求事項についても記載されています。例えば、必要な

力量の決定や、教育・訓練などがあります。

この箇条では、組織の管理下で働くすべての人々が、情報セキュ

リティ方針、情報セキュリティ方針の有効性に対する自らの貢献

及び情報セキュリティ方針に適合しないことの意味を認識するこ

とが求められています。

また、組織は、情報セキュリティ及び ISMSに関連する内部及び

外部のコミュニケーションが適切に実施されることを確実にしな

ければなりません。これには、コミュニケーションの内容、対象者、

実施時期、方法が含まれます。

この箇条では、「文書化した情報」という用語にも言及しています。

組織は、ISMS の管理に必要な文書化した情報のレベルを決定し

なければなりません。

文書化した情報へのアクセス管理についても強調されています。

これは情報セキュリティの重要性を反映しています。
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箇条 8： 運用

この箇条では、前の箇条で取り上げた計画とプロセスの実施につ

いて記載されています。

決定した活動の実施及び情報セキュリティ目的の達成について記

載されています。現在のビジネスの世界で、外部委託の利用が増

加していることをふまえると、このようなプロセスを特定し管理

する必要があります。変更は、計画したものであるか意図しない

ものであるかにかかわらず、ここで考慮対象とし、これらの変更

によって生じた、ISMSにおける結果も考慮しなければなりません。

また、あらかじめ定めた間隔で情報セキュリティリスクアセスメ

ントを実施すること、及びこれらの結果を記録するために文書化

した情報を保持する必要性についても記載されています。

さらに、リスク対応計画の実施についても記載されており、文書

化した情報としてこれらの結果を保持する必要性についても記載

されています。

箇条 9： パフォーマンス評価

この箇条では、ISMSの有効性を維持するために、ISMSを監視し、

測定し、分析し、評価することについて記載されています。この

箇条は、組織が、継続的な改善を行うために、規格の目的に関連

して組織のパフォーマンスを継続的に評価する際に役立ちます。

情報セキュリティの有効性を評価するために必要な情報、採用す

る方法、及び分析と報告を実施する時期について、考慮しなけれ

ばなりません。

マネジメントレビューと内部監査の両方を実施しなければなりま

せん。この両方をあらかじめ定めた間隔で実施し、その結果を文

書化した情報として保持しなければなりません。

マネジメントレビューは、改善が必要な領域を特定する機会でも

あることに注意しなければなりません。

箇条 10： 改善

この箇条は、是正処置の要求事項に関連しています。不適合に

対処し、修正し、処置をとり、その結果に対処する方法を示さな

ければなりません。また、類似の不適合の有無又はそれが発生す

る可能性を示し、その不適合が他のところで発生しないようその

原因を除去する方法を示さなければなりません。

ISMSの適切性、妥当性及び有効性を実証することを含め、ISMS

の継続的改善を示すための要求事項も記載されています。ただし、

これを実施するかどうかは組織側で決定します。

ISO/IEC 27001 には、組織内のさまざまな領域の情報を

保護するために役立つ 114の管理策が示されている附属書 A

が記載されています。一方で、ISO/IEC 27002は、ベスト

プラクティスの手引を示し、組織に最も適した管理策を選択

したり除外したりするための重要な規格となっています。



ISO/IEC 27001を効果的に
導入するための重要なポイント

当社は、毎年数千にも及ぶお客様との取引を行っています。その際、次の事項が重要なポイントとなります。

認証を取得したら、それを公表し、

会社の広告、Webサイト、宣伝資料に
BSI 登録シンボルを使用します。

トップマネジメントのコミットメントは、

ISO/IEC 27001の導入を成功させる重要な要素です。
トップマネジメントは、積極的に関与し、

必要な資源を承認しなければなりません。

「組織がシニアマネージャーに情報を伝えるのが

早ければ早いほど、適切な対応がとられ、

早期に話し合いの機会が得られます。」

John Scott, Overbury

個人商店化を防ぐために、

複数部門が連携する方法について検討します。

顧客と組織の利益のために、

組織がチームとして機能することを確実にします。

「規格導入のポイントは、

従業員が情報セキュリティを特別な仕事ではなく

日常業務の一部と考えるようにすることです。」

Mr. Thamer, Ibrahim Ali Arab, 
Assistant General Manager I.T.

すでに規格の内容の多くを実施し、

業務に役立てている中で、所定のシステム、

方針、手順及びプロセスをレビューします。

単に規格に合わせることを

目的として実施してはいけません。

価値を高めることを目的としなければなりません。

「業務を変更して規格に合わせようとしてはいけません。

そうではなく、業務の進め方を考慮し、業務の方法に

規格をどう反映させるかを考慮してください。」

Paul Brazier, Commercial Director, Overbury

顧客及び供給者と話します。

彼らは、ときとして、改善のための提案をし、

サービスに対する意見を寄せてくれます。

「この認証を取得したことで、当社は機密情報に対する

リスクを特定し、軽減するための最善の管理策を備えて

いるという安心感を顧客に与えることができます。」

Jitesh Bavisi, Director of Compliance, 
Exponential-eBavisi

内部監査を実施するスタッフをトレーニングします。

トレーニングにより、

スタッフの理解が深まるだけでなく、

潜在的な問題又は改善のための機会に関して

有益な意見が寄せられる可能性があります。

「コースには、実践的な演習と実例が取り入れられており、

参加者が相互に影響しあい、情報セキュリティにおける

経験を共有できるように構成されていました。」

Nataliya Stephenson Manager, Information Security, 
NSW Attorney General’s Department
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ISO/IEC 27001導入の行程
情報セキュリティマネジメントを初めて導入するお客様、現行のシステムを改善したいと考えているお客様のいずれに対し

ても、当社では、ISO/IEC 27001の理解と導入に役立つサービスをご用意しています。お客様のシステムで継続して最善

の業務が実現できるよう支援します。

• ウェブサイトで、ケーススタディ、ホワイトペーパー、
ウェビナーなどの情報を提供する

• ISO/IEC 27001:2013 基本コース

• ISO/IEC 27001:2013の導入実践トレーニングコース

• BSI業務改善ソフトウェアにより、ISO/IEC 27001
導入を支援する

理
解
及
び
準
備

準
備
の
状
況
把
握

レ
ビ
ュ
ー
及
び
認
証
取
得

お客様が

行うべき内容：

当社の

支援内容：

• 規格を購入し、内容と要求事項を理解し、この規格に
より業務がどのように改善されるかを理解する

• BSIへの問い合わせを行う。BSIよりお客様の組織の
ニーズに合わせたソリューションが提案される

• 組織が、ISO/IEC 27001 の原則と個人が担うべき
役割を理解し、規格に照らして活動とプロセスを

レビューする

• 現在の状況を確認するために、予備調査を依頼する
（任意）

• 認証されたことを公表し宣伝します。認証されたことを

示すために、BSI登録シンボルを BSI から取り寄せて

使用します。

• JRCA 情報セキュリティマネジメントシステム審査員補

資格取得者の在籍により、組織の監査技術がさらに向上

します。

• BSI の業務改善ソフトウェアを使用すると、システムを

管理し、パフォーマンスを推進するのに役立ちます。

• 定期的に審査を行うことで、現状を確認し継続的改善を

支援します。

• 業務上のメリットを最大限に得るために、他のマネジメン

トシステム規格との統合を検討します。  

お客様の行程は、認証取得で終了ではありません。組織のパフォーマンスを最善に保つために、組織を適切に調整するよう支援します。

継続的改善を実施し、エクセレンスを習慣にします。

• 認証審査のスケジュールを決定する

• 文書及びシステムの運用審査を受審する（2段階で実施）
 期間は組織の規模によって異なる

• BSI業務改善ソフトウェアにより、システムを効率的
に管理する（任意）

• ISO/IEC 27001:2013 JATA公認 内部監査員養成
コース及び JRCA承認 審査員フォーマル研修コース

• BSI認証審査
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ISO/IEC 27001:2013 入門コース

• 1日の研修コース
• ISO/IEC 27001:2013 の構造と主要な要求事項について学習
する

• ISO/IEC 27001:2013 ISMS の計画、実施、維持、監査に
関与するすべての人にとっての必須コース

ISO/IEC 27001:2013 導入実践コース

• 2日間の研修コース
• 規格導入の各ステップについて学習し、ISO/ IEC 27001 を
導入・構築する方法について学習する

• ISO/IEC 27001 ISMS の計画、導入・構築に関わる人にとっ
ての最適コース

ISO/IEC 27001:2013
JRCA承認 審査員フォーマル研修コース

• 5日間の研修コース
• ISO/IEC 27001 ISMS 監査を主導し成功させるために必要な
スキルを取得し理解を高める

• ISO/IEC 27001 ISMS 内部監査リーダーや管理責任者（候
補）の人にとっての推奨コース

ISO/IEC 27001:2013 基本コース

• 2日間の研修コース
• ISO/IEC 27001:2013 の理解を深め ベストプラクティスを
学習する

• ISO/IEC 27001:2013 ISMS の計画、実施、維持、監査に
関与するすべての人にとっての推奨コース

ISO/IEC 27001:2013
JATA公認 内部監査員養成コース

• 2日間の研修コース
• ISMS 内部監査を実施するにあたっての一連のプロセスについ
て学ぶ

• ISO/IEC 27001:2013 ISMS の監査、維持又は監督に関与す
るすべての人にとっての最適コース

ISO/IEC 27001の理解を促すトレーニングコース：
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BSIジャパンのトレーニングコース

BSI の専門知識がお客様の知識を向上させます。BSI では、ISO/IEC 27001 導入を支援し、組織内でスキルを構築する

ための多岐にわたるトレーニングコースをご用意しています。当社の講師が、優れた規格をお客様の組織に組み込むために

必要な従業員の知識、スキル、ツールについて講義します。さらに、当社のコースには Accelerated Learning手法が取り

入れられているため、学習内容が確実に定着します。



導入時間の短縮と継続的改善の実現

新たなマネジメントシステム規格の導入を決定すること

は、業務の改善を促進する大きな機会となります。ただし、

それと同時に、マネジメントシステムの構築をし、実施し、

維持することは負担のかかる作業になる場合があります。

BSI業務改善ソフトウェアは、ISO/IEC 27001など有効

なマネジメントシステムを導入するためのコストと作業量

を大幅に削減できるソリューションを提供します。ISO/

IEC 27001 の要求事項に合わせて設定でき、組織全体で

ISO/IEC 27001の必須要素を管理するために必要なツー

ルを組織に提供します。ISO/IEC 27001導入開始時から

BSI業務改善ソフトウェアを使用して、規格の有効性を

維持することをお勧めします。

ソフトウェア使用によるメリット：

• 導入にかかる時間が最大 50%短縮

• 効率的に文書管理ができる

• 社内全体で規格導入が可視化されるため、現段階を正確に
確認できる

• 監査、インシデント /事象、リスク及びパフォーマンスに
関連するアクションを容易かつ正確に入力できる

• カスタマイズ可能なダッシュボード及びレポートツールを
利用して、事業上の意思決定を早期に行い改善を促進するの

に役立つトレンドをいち早く認識できる

施設レベルで状況が

確認できるようになるため、

コスト削減につながります。

BSI 業務改善ソフトウェアの紹介

BSI Action Manager （アクション・マネージャー）

BSI が提供する是正処置（是正アクション）管理ツール。組織の

不適合データの把握、追跡、正確な情報の維持を可能にします。

BSI Action Manager は、オペレーション上の問題把握、根本

原因の特定、関連する是正処置（是正アクション）の管理、必要

な変更管理の適用といった問題解決に向けた取り組みを素早く

有効に実施できるように促すための、エンドツーエンドの

ソリューションです。Action Manager は、組織の作業計画の

立案、作業実施の記録及び追跡、作業計画の進捗管理に役立つ

ツールです。

劇的改善くん （製造業向け）

製造業向けにカスタマイズされた是正処置（是正アクション）

管理ツール。製造業における面倒で煩雑になりやすい製造業の

不具合・クレームといった課題を効率的に管理するためのツール

です。ワークフロー機能や進捗状況表示、担当者一覧表示などで、

状況把握が容易になります。また自動集計機能やレポート作成機

能により、必要データ抽出や傾向分析も可能、自動督促メール

機能による承認作業の迅速化など、作業効率を飛躍的に向上させ

るツールです。

Entropy™（エントロピー）

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。企業の内部統制を図り（コーポレート・ガバナンス）、法令、

規制、基準に対しては順守させ（コンプライアンス）、そして

リスクを適切に管理すること（リスク）は、企業が存続していく

ためにますます重要になってきています。Entropy™ （エントロ

ピー）は、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。ガバナンスの確立とコンプ

ライアンス強化を図りつつ、業務の進捗状況を可視化させ、業務

効率の向上と企業の Excellence 実現のためのソリューション・

ツールです。
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BSI業務改善ソフトウェア
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BSIグループジャパン株式会社

T: +81 (0)3 6890 1172

www.bsigroup.com/ja-JP/

Why BSI?

知識

BSI は、ビジネスエキスパート、政府

機関、事業者団体、消費者グループと

協力し、組織が成功するうえで必要な

ベストプラクティスを見つけ、知識を

構築しています。ISO 9001（品質マネ

ジメント）及び ISO/IEC 27001（情報

セキュリティマネジメント）など、広く

利用され、実施されている国際規格の

多くは、もともと BSI が策定したもの

です。

コンプライアンス

お客様が実際に長期的なベネフィット

を享受するためには、法規制、マーケッ

トニーズ、規格を順守する必要があり、

それを継続することで規格の順守は

確固とした習慣になります。付加価値

及び差別化されたマネジメントツール

を提供するだけでなく、お客様が規格

やその実施方法を理解するのに役立つ

トレーニングも実施することで、私た

ちは規格の継続的な順守プロセスをお

手伝いしています。

保証

プロセスや製品が特定の規格に適合し

ていることを証明する独立した評価を

通じ、お客様のパフォーマンスの卓越

性が保証されます。私たちは、お客様

が自らのパフォーマンスを理解するお

手伝いをすることで、組織の内側から

できる改善分野を洗い出します。

BSIは、常に ISO/IEC 27001の最前線に立ってきました。

1995年に BSIが開発した BS 7799に基づいて、

BSIは ISO/IEC 27001の開発と ISO技術委員会に関与してきました。

故に、BSI はお客様の新たな規格への移行を支援するにあたって、ベストパートナーに成り得るのです。

BSI は、規格を通じてお客様のビジネスの成功をけん引し、より卓越したビジネスの創造を目指しています。

私たちは、より良いパフォーマンス、リスクの管理、持続的な成長を後押しします。

BSI のエキスパートたちは、1世紀以上に渡り、より卓越した方法を人々や製品に根付かせるため、

凡庸であることや現状への満足、自己満足に対して常に挑戦し続けています。

最新情報は下記Websiteをご覧ください。

http://www.bsigroup.com/ja-JP/ISO27001/

私たちは、サポート製品とサービスのユニークな組み合わせを、

知識、保証、コンプライアンスという 3つの流れのなかでご提供しています。

BSIの製品及びサービス


