
クラウドにおける信頼の構築

クラウドセキュリティにおける

ベストプラクティスの枠組み



今後 5年間でクラウドへの移行にかかる IT費用は、直接費と間接

費を含め 1 兆ドル以上になると予測されています 1。クラウドは

変化の激しい今日の社会で発展を続ける主要なデジタル技術の

ひとつであることを考えると、この数字は驚くべきものではあり

ません。進化する今日のビジネス環境に遅れをとらないよう、

デジタル技術の活用保護がきわめて重要であると CEO が認識

していることが追い風となっています 2。一方で、クラウドサー

ビスの使用方法と導入のためのベストアプローチに対する懸念は

根強くあります。

次々と現れる技術、特に常に拡大を続ける製品やサービスに対応

することが、時に困難であることを BSI は認識しています。弊社

は、事業改善のパートナーとしてお客様と協力し、重要な要素を

把握して、組織に適したベストプラクティスアプローチを選択し、

より強力なレジリエンスを構築するサポートを行います。

本ガイドは、安全なクラウド環境を構築するためのさまざまなベ

ストプラクティスの枠組みを理解することを目的としています。

急速に拡大し企業の関心が高まるクラウドサービス



クラウド導入を左右する要素とは

アプローチの選択

組織は、事業戦略と目的をふまえてクラウドコンピューティング

のベストアプローチを決定しなければなりません。アプローチ

には、パブリッククラウド、もしくはプライベートクラウド、ハ

イブリッドクラウドがあります。アプローチの決定には、多くの

場合、資源と優先順位が影響します。

障壁への対応

●	 セキュリティに関する懸念は依然として、クラウド導入 1 の際

の障壁のトップを占めている（特にパブリッククラウドの場合）

●	 IT専門家の 73%がクラウドプロジェクトの最大の障害はデー

タセキュリティであると回答している 3

●	 組織の 91% がパブリッククラウドのセキュリティに対して、

何らかの懸念を持っている 4

これは IT部門内だけの問題ではありません。IT専門家の 61%が、

クラウドに存在するデータのセキュリティは経営陣の懸念事項で

あると考えています 3。

データセキュリティは、CRMシステム、HRセルフサービスポー

タル、企業クレームシステムなどの広範な事業運用をサポートす

るさまざまなクラウドサービスを考慮する際にきわめて重要です。

経営陣の賛同が得られると、クラウドサービスの調達や調整も

スムーズに進みます。さらに、企業全体でのセキュリティに対す

るベストプラクティスアプローチへの取り組みもサポートされ、

すべての従業員が情報セキュリティの脅威と、業務に対応するた

めにとるべき処置を認識する方法を知るための訓練を受けること

ができます。

メリット

クラウドサービスには、次のような多くのメリットがあります。

●	 敏捷性：業務上の変更に素早く対応し、適応できる

●	 拡張性：クラウドプラットフォームには、ストレージ、規模、

ユーザ数の制限が少ない

●	 コスト削減：ストレージ拡大のための物理的なインフラのコス

ト、過度な割り当てなどがない

●	 適応性：クラウドサービスを容易に調整して、業務のニーズに

合わせることができる

●	 継続性：組織がクラウドサービスを内部のバックアップソ

リューションとして使用する

1. Gartner July 2016                  2. PWC Digital IQ report 2015  

3. Cloud Security Alliance: Cloud Adoption Practices and Priorities Survey Report 2015      4. Information Security Community – LinkedIn, Cloud-Security-Report-2016
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ISO/IEC 27001

情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格です。

ISO/IEC 27001は、すべてのクラウドセキュリティソリューショ

ンの基礎となるものです。この規格には、情報セキュリティを管

理するためのベストプラクティスとなる要求事項が記載されてい

ます。たとえば、組織の状況の理解、トップマネジメントの責任、

資源の要求事項、リスクへのアプローチ方法、システムの監視

及び改善方法などです。

また、情報を管理するために必要な包括的な一連の管理策も記載

されており、それによって、情報リスクを評価し、適切にそのリ

スクを管理することができます。

これは、クラウドサービスを利用しているかどうかに関係なく、

あらゆる種類の組織に関連する規格で、承認されているベストプラ

クティスに照らして情報セキュリティを管理する際に役立ちます。

ISO/IEC 27017

クラウドセキュリティ管理策の国際的実施基準です。この規格は、

ISO/IEC 27002 に記載されている包括的な管理策を基盤とし

て、クラウド固有の情報セキュリティ管理策を規定しています。

クラウドサービスプロバイダ（CSP）とクラウドサービスを調達

するカスタマ（CSC）の両者に適用されます。両者の役割と責任

について記載されており、クラウドセキュリティに関するすべて

の懸念事項に対応し、それらを明示しています。

特に、顧客へ販売するサービスの一部としてクラウドサービスを

調達する際、ISO/IEC 27017の管理策を導入することが重要です。

国内では、2016 年 8 月より、一般財団法人日本情報経済社会

推進協会（JIPDEC）による ISO/IEC 27017:2015 に基づいた

ISMSクラウドセキュリティ認定認証が開始されました。

ISO/IEC 27002
セキュリティ管理策の実施基準です。この規格は、組織が

ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27017、ISO/IEC 27018 など

のマネジメントシステムを導入する際に適用する可能性のあ

る包括的なセキュリティ管理策をより詳細に規定しています。

重要な注意点

クラウドサービスを提供又は調達する際の責任を把握してい

ますか？ ISO/IEC 27017を使用するすべてのプロバイダが、

両者の責任を規定し伝達することになります。必ず契約内容

を確認し、完全に両社が責任を果たせるようしてください。

BSIでは、クラウドセキュリティを管理するための適切な枠組みと管理策を設定することを目的とした

さまざまな製品及びサービスを用意しています。

クラウドセキュリティの管理を容易にするソリューション



ISO/IEC 27018

パブリッククラウド上の個人識別情報（PII）に関する国際的実施

基準です。この規格は、ISO/IEC 27002に記載されている包括

的な管理策を基準に作成されており、PIIを処理するあらゆる組織

に該当します。

この規格は、プライバシーの背景の変化や重要な個人データの保

護に対する取り組みを考慮する際に特に重要です。

CSA STAR

クラウドセキュリティアライアンス（CSA：クラウドセキュリティ

の研究及び開発のパイオニアである世界的業界団体）が所有し

作成した CCM（クラウドコントロールマトリックス）を枠組みと

して、クラウドサービスの成熟度を測ります。CCM にはクラウ

ドセキュリティの具体的な管理策が記載されています。

この管理策は、他の多くの規格にも対応しており、組織がさまざ

まなクラウドベースの規格及び業界のベストプラクティスに照ら

して順守状況を確認する際の有効なツールとなっています。業界

の最新のベストプラクティスに準拠していることを確認するため、

CSAは CCMのレビューを定期的に行っています。

これは、クラウドサービスを提供している組織が、新たなベスト

プラクティスに準拠していることを示し、成熟度モデルに照らし

て審査を受けることで改善を進めたいと考える場合に適した

ツールです。業界有数のクラウドプロバイダをはじめ、クラウ

ドサービスを専門とする他の組織にも広く採用されており、敏捷

性の向上と資源の定期的な適応に役立っています。

※ ISMSクラウドセキュリティ（ISO/IEC 27017）、ISO/IEC 27018及び CSA STAR認証を取得するには、ISO/IEC 27001の認証が必要です。

成熟度モデルとは？

提供するクラウドサービスのパフォーマンスを管理し分析す

るための基準モデルです。このモデルは定期的に更新され、

業界のベストプラクティスの変更を反映します。



いいえはい

この意思決定ツリーを使用することにより、どのソリューションが組織のニーズに最適であるかを判断できます。

弊社のトレーニングコースを利用すると、規格について理解を深め、マネジメントシステムの導入と審査に関する知識を習得できます。

認証取得を行うと、組織がクラウドセキュリティに対するコミットメントを持ち、継続的改善に取り組んでいることを対外的に示すこと

ができます。

あなたはクラウドサービスプロバイダ（CSP）ですか？  クラウドサービスカスタマ（CSC）ですか？※1

いいえ

個人を特定できる情報（PII）を
処理していますか？

クラウドサービスプロバイダを探している、
または現在クラウドサービスプロバイダと
提携している、のいずれかですか？

CSP CSC

はい

いいえはい

業界のベストプラクティス
に定期的に適応する
ため、システムを維持する
ための取り組み及び
資源がありますか？

業界のベストプラクティス
に定期的に適応する
ため、システムを維持する
ための取り組み及び
資源がありますか？

選択したプロバイダで
使用しているサービスでは、
個人を特定できる情報
（PII）が CSPに
渡されていますか？

●	 情報セキュリティの
 基本の枠組みとして

ISO/IEC 27001を
 ご検討ください。

●	 今後のために他の
 ソリューションを
 ご確認ください
 （たとえば、プライベー
トクラウドの設定に

 対応するには、ISO/
IEC 27017の管理策が

 適しています）。

※ 1  CSPが他社のクラウドサービスを利用し、自社サービスを提供している場合、CSCの側面も該当します。　 　※ 2  オープンコースでのトレーニングは実施していません。
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STAR※ 2
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 定義しセキュリティを
保護するための

 ISO/IEC 27017

次の規格のトレーニング、
組織への導入、及び認証
取得をご検討ください。

●	 情報セキュリティの
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以下も合わせて
ご検討ください。

●	 PIIを保護するための
ISO/IEC 27018※ 2

●	 クラウドサービスの
 利用者として責任を
 定義するための
 ISO/IEC 27017

利用する CSPが下記の
認証取得を行っているか
確認してください。

●	 ISMSクラウド
 セキュリティ認証
 （ISO/IEC 27017）

●	 ISO/IEC 27018認証

●	 CSA STAR認証
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次の規格のトレーニング、
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●	 クラウドセキュリティ
 を管理し定期的に
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クラウドセキュリティを始めるには

いいえはい いいえ はい



この意思決定ツリーを使用することで、検討すべき内容の有効なヒントが得られます。一方で、すべての規格の認証取得を行うお客様も

いらっしゃいます。ベストプラクティスを組織内に取り入れることで、利用者の安心を改めて確保し、クラウドセキュリティにおける

信頼の構築が可能となるためです。

次に、お客様から寄せられた声をお伝えします。

CSA STAR認証を取得することで、Microsoft Azureがお客様のニーズに応え

関連する法規上の要求事項を順守しているだけでなく、

積極的な監視やマネジメントシステムの有効性の測定と

継続的改善も行っているというお客様の信頼を得ることができます。

Alice Rison, Trust and Transparency Senior Director of Microsoft

Cirrityは、ISO/IEC 27001と CSA STARの認証を取得したことで、

世界最大規模のクラウドサービスプロバイダとの競争力を高めることができています。

弊社のようにセキュリティと法令順守にこれほど多額の投資を行うビジネスモデルを

備えた企業は他にないでしょう。この点が弊社のきわめて大きな強みです。

Dan Timko, President and Chief Technical Officer, Cirrity

CSA STAR認証、ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27017、ISO/IEC 27018、

安全なデジタル取引のためのカイトマーク※など、一連のあらゆるセキュリティ規格に関して、

また、クラウドセキュリティ認証における紛れもないグローバルリーダーである BSIと

弊社は取引を行っています。BSIの高い評判によってすでに大きな信頼が

顧客にもたらされていますが、BSIが持つ真の価値は、業界最高のエキスパートである

審査員を抱えている点にあります。彼らが弊社の能力を限界まで高めることで、

弊社は気づきや弱みを発見し、顧客データの保護を継続的に改善できるようになりました。

Ronald Tse, Founder of Ribose（世界で唯一 CSAのトリプル認証を受けたクラウドサービスプロバイダ）

※ 2017年 3月現在、国内でのサービスは未対応です。
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Why BSI?

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。

また、とどまることなくサイバーセキュリティやクラウドセキュリティといった

新たな喫緊の課題に対して取り組んできました。

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。

知識

保証

コンプライアンス

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。

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。

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。

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

最新情報は下記Websiteをご覧ください。

www.bsigroup.com/ja-JP/

BSIグループジャパン株式会社

T: +81 (0)3 6890 1172

www.bsigroup.com/ja-JP/


