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ISO/IEC 27701「プライバシー情報マネジメントのための ISO/IEC 27001 及び ISO/IEC 

27002 への拡張」の解説 

 

はじめに 

 

 国際規格 ISO/IEC 27701「Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy 

information management（プライバシー情報マネジメントのための ISO/IEC 27001 及び

ISO/IEC 27002 への拡張）」が、ISO/IEC 27001 と 27002 に対する拡張規格として発行さ

れた。27001 は情報セキュリティ・マネジメントシステム（ISMS）要求事項の規格であり、

ISMS 認証の基準となる規格である。27701 は、27001 への追記事項を記述したものであり、

単独で認証基準として使えるものではなく、現状では ISMS 認証を受ける中で拡張審査を

受けることになる。 

 27701 の発行前も、個人情報保護に関する国際規格としては、27002 の拡張規格として、

ISO/IEC 29151（Code of practice for personally identifiable information protection）がある

ため、これまででも 27001+27002+29151 で個人情報保護のためのマネジメントシステム

を構築することが可能である。ただ、27002 の拡張としての 29151 では、管理策対応だけ

なので、リスクマネジメントを扱う 27001 についても、拡張規格が必要ではないか、とい

う議論が行われて開発されたのが 27701 である。 

 27701 は 27001 と 27002 の両方の拡張となっている。当初は、27002 への拡張として既

に 29151 があったので、27001 への拡張を別に開発することで、2 つに分けて開発すること

も検討されたが、それぞれの拡張は一体のものであるため、1 つの規格として開発された。 

 27701 の使われ方であるが、27001 に基づく ISMS 認証を取得している組織が、その拡張

として 27701 を追加するというのが自然な使い方だと思われる。なぜなら、ISMS 認証を取

得していない組織が、27701 に対応するためには、27001 及び 27002 に対応することにな

るため、個人情報とは関係ない情報セキュリティ対策もしなければならなくなるからであ

る。 

 

 ISO/IEC 27701（以下、「27701」）について、以下のとおり解説する。 

 

目次 
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１. 規格開発の背景と発行までの議論の経緯について 

 

 ISO/IEC JTC1/SC27 委員会には 5 つの WG 小委員会があるが、その WG1 小委員会

（以下、「WG1」）は ISO/IEC 27000 ファミリー規格に代表される情報セキュリティ・マ

ネジメントシステム(以下、「ISMS」）などを開発しており、2006 年に設立された WG5 小

委員会（以下、「WG5」）はアイデンティティ管理、バイオメトリクス、プライバシーに関

する規格を開発している。筆者は、2000 年から WG1 に参加して ISO/IEC 27002（以下、

「27002」）の開発を担当した後に、WG5 設立方針の審議を担当し、設立後は WG5 国内

小委員会の主査を務めた。 

 WG5 におけるプライバシー関連の規格は、「ISO/IEC 29100 Privacy framework」（以

下、「29100」。）を中心にして開発されている。29110 の英語版は無償で公開

（https://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/）されており、日本語で読む

場合は有償となるが「JIS X 9250 プライバシーフレームワーク」として JIS 化されてい

る。 

 2020 年 4 月時点で、WG5 がプライバシー関連で発行している規格と審議中の規格の一

覧を図表１に示した。 
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図 1「ISO/IEC JTC1/SC27 WG5 のプライバシー関連規格と審議案件」 

 

 27701 の開発経緯には、「ISO/IEC 29151 Code of practice for personally identifiable 

information protection」（以下、「29151」。日本語対訳は発行されていない）が関係する。

そこで、まず、29151 の開発経緯を紹介する。 

 WG5 では、WG1 における ISMS に相当するプライバシー保護のマネジメントシステム

をどのように規定するかの検討が、2011 年から始まった。 

 その審議の初期において、当時から存在していた日本の「JIS Q 15001 個人情報保護マ

ネジメントシステム−要求事項」（以下、「15001」）を参考資料として提供することが国際

会議で求められ、英語の仮訳まで準備したが、日本としては、内容が日本固有であり、

15001 を国際規格化する方向性がないことから提出しないことになった。このため、審議

では、15001 の規格が参照されることはなかったが、その規格名を英訳した Personal 

information protection management system という言葉だけは残り、その略語である PIMS

（2020 年 4 月時点の状況。行頭の数字は、ISO/IEC の規格番号） 

プライバシー関連で発行されている規格（発行順） 

29100 Privacy framework 

29191 Requirements for partially anonymous, partially unlinkable authentication 

29101 Privacy architecture framework 

27018 Code of practice for PII protection in public clouds acting as PII processors 

29190 Privacy capability assessment model 

29134 Privacy impact assessment 

29151 Code of practice for personally identifiable information protection 

20889 Privacy enhancing data de-identification techniques 

27701 Extension to 27001 and 27002 for privacy information management 

27550 Privacy engineering for system life cycle processes 

プライバシー関連で開発中の規格（発行までのステージの高い物順） 

29184 Guidelines for online privacy notice and consent 

20547 Big data reference architecture – Part 4: Security and privacy fabric 

27551 Requirements for attribute-based unlinkable entity authentication 

27570 Privacy guidelines in smart cities 

27555 PII deletion concept in organizations 

27556 User-centric framework for PII handling based on privacy preferences 

27557 Organizational privacy risk management 

27559 Privacy enhancing data de-identification framework 

27560 Consent record information structure 
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が「ピムズ」と呼ばれた。WG5 では、個人情報のことを当初は、Personal information と

していたが、その後、米国で使われていた PII (Personally identifiable information)として

定義したため、29151 は、もはや、PIMS ではなくなっていたが、その後も PIMS が使わ

れ続けた。 

 審議は WG1 と合同で行われ、新しいマネジメントシステム規格を開発するのか、既存

の 27001 又は 27002 の拡張とするのかを検討した。情報管理に関するマネジメントシステ

ムは、基本的に ISMS に集約し、個別にマネジメントシステム規格を開発しないことが合

意され、PIMS は、ISMS の下で構築することになった。次に、27001 と 27002 のどちら

か又は両方を拡張するのかが検討されたが、ちょうどその時期に WG1 で 27002 に分野別

に追加事項を規定する ISMS セクター規格という考え方ができたため、それと同じ位置付

けで開発することにして、27002 に対する拡張規格として 29151 を開発することが決まっ

た。そして、2013 年に開発が始まり 2017 年に発行された。 

 29151 が完成に近づくと、27002 の拡張だけではなく、27001 への拡張も必要であるこ

とがわかり、2017 年から新たに審議が行われた。個別のマネジメントシステムを開発しな

いという方針を維持して、27001 に対する拡張規格として 27552 という規格の開発を始め

たが、利用者がより利用しやすくするために、27002 に対する拡張も統合して、27001 と

27002 の両方の拡張を 27552 で規定することになった。27552 は、発行の直前で、マネジ

メントシステムの要求事項規格であることから、規格番号の末尾を 01 として発行される

ことになった。それが、27701 である。 

 

２. 規格のタイトル、全体構造、27001/27002 との関係、適用範囲について 

 

 27701 のタイトル「Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy 

information management」には、privacy information management とあるが、これは本来

正しくない。なぜなら、privacy information という情報は扱っていないし、規格本文で使

ってもいない。保護の対象は PII であり、本文で使っている PII protection 又は protection 

of PII が正しいだろう。しかし、WG5 の内部では PIMS が既に 10 年間近くも定着してし

まっていた。そのため、略語を PIMS になるように合わせるために、Privacy information 

management system を PIMS と定義し、そこから切り取られて、タイトルに、privacy 

information management という造語ができあがっている。 

 もしも、27701 のタイトルを見て、「privacy information って何？」と思われたなら、こ

のような経緯で名付けられただけであり、この規格が何のための拡張であるかを正しく表

すならば、PII protection management であり、ISMS に習うならば、Information privacy 

management が正しい。 

 27701 は、そのタイトルのとおり、27001 と 27002 のそれぞれに対応した拡張規格と関

連する附属書から構成されている。（図表２を参照） 
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図 2「27701 規格の章構成」 

 

 27701 を理解するためには、引用規格である、27001 と 27002、29100 について理解し

ている必要がある。27701 については、本書執筆時点では、JIS 化の予定は決まっていな

いが、日本語対訳書「セキュリティ技術―プライバシー情報マネジメントのための

ISO/IEC 27001 及び ISO/IEC 27002 への拡張―要求事項及び指針」が 2020 年 3 月 25 日

に出版された。

（https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO%2FIEC+27701%3

A2019） 

 27001 と 27002 については、それぞれに対応している JIS 規格解説本によって理解を深

めることができる。29100 については、JIS X 9250 を参照することができる。 

 ISMS においては、27001 でマネジメントシステムを規定し、その附属書 A で管理策を

示し、それらの管理策に対応する実施の手引きが 27002 で規定されている。27001 におけ

るリスクアセスメントの必須事項を 27001 の附属書 A で規定し、その判断や管理策を採用

した場合の手引きとして 27002 が管理策を補足するという構成になっている。いわば、

27001 と 27002 の橋渡しとして、27001 の附属書 A は重要な役割を果たしている。 

 27701 においては、27001 の要求事項に対する PIMS の追加事項を箇条５で規定し、

27002 の実施の手引きに対する PIMS の追加事項を箇条６で規定している。そのため、箇

条５は、shall（しなければならない）で書かれ、箇条６は、should（することが望まし

い）で書かれた規定が一つの規格内で混在しているのに違和感があるかもしれない。これ

１ 適用範囲 

２ 引用規格 

３ 用語，定義及び略語 

４ 一般 

５ ISO/IEC 27001 に関連する PIMS 固有の要求 

６ ISO/IEC 27002 に関連する PIMS 固有の手引 

７ PII 管理者のための ISO/IEC 27002 の追加の手引 

８ PII 処理者のための ISO/IEC 27002 の追加の手引 

附属書 A (規定) PIMS 固有の参照管理目的及び管理策(PII 管理者) 

附属書 B (規定) PIMS 固有の参照管理目的及び管理策(PII 処理者) 

附属書 C (参考) ISO/IEC 29100 への対応付け 

附属書 D (参考) 一般データ保護規則への対応付け 

附属書 E (参考) ISO/IEC 27018 及び ISO/IEC 29151 への対応付け 

附属書 F (参考) ISO/IEC 27701 を ISO/IEC 27001 及び ISO/IEC 27002 に適用する方法 
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については、それぞれ 27001 と 27002 の関係に対応しているものと考えればよい。すなわ

ち、27701 の箇条５は 27001 を引用しており、その中で 27001 附属書 A が参照されるこ

とで、27002 が紐付けられ、それを拡張した 27701 の箇条６は、また 27001 附属書 A か

ら紐付けられているという構造をなしている。したがって、27701 の箇条５は、27001 の

附属書 A を介して、箇条６を従属させている。 

 以上に引き続いて、27701 では、いわば本体となる PIMS 固有の管理目的と管理策を附

属書 A,B で規定し、それらのガイダンスを箇条７と箇条８で規定している。 

 附属書 C、D、E は、他の規格・規則への対応表を、附属書 F は、27001 と 27002 への

適用方法についての参考情報を提供している。 

 次に、27701 の本文の内容であるが、27701 の適用範囲は、図表 3 のように書かれてい

る。 

 

 

図 3「27701 の 1 Scope」 

 

 PIMS という表現については、既に説明したとおりである。ここでは、「privacy 

management って何？」と思われるだろうが、この箇所にしか出てこない表現で、規格本

文では使われていない。これも PIMS と同じで、PII protection management と考えればよ

い。 

 

３. 27001/27002 に関する固有要求事項とガイダンスについて 

 

 「箇条６ ISO/IEC 27002 に関連する PIMS 固有の手引」は、「ISO/IEC 27009 Sector-

specific application of ISO/IEC 27001」（以下、「27009」）に基づく ISMS セクター規格と

して開発されている。すなわち、27002 の構成を引用した上で、PIMS 固有の事項がある

箇所にだけ、追加や改定（refine）の実施の手引きを規定している。 

 「箇条５ ISO/IEC 27001 に関連する PIMS 固有の要求」は、27000 シリーズ規格にお

This document specifies requirements and provides guidance for establishing, 

implementing, maintaining and continually improving a Privacy Information 

Management System (PIMS) in the form of an extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 

27002 for privacy management within the context of the organization. 

仮訳： 

この規格は，組織の状況の下で，プライバシーマネジメントに関する ISO/IEC 

27001 及び ISO/IEC 27002 の拡張という形で，プライバシー情報マネジメントシス

テム(PIMS)を確立し，実施し，維持し，継続的に改善するための要求事項について

規定し，手引を提供する。 
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いて、27001 を拡張した初めてのものとなる。規定の方法は、27009 に準じるものとし

て、27002 への拡張と同じ体裁を使い、追加や改定事項がある箇所に、追加や改定の要求

事項を規定している。 

 27001 に対する固有要求事項で、最初に必要なことは、PIMS を ISMS に組み込むこと

である。 

 箇条５と箇条６は、27001 の附属書 A を介して紐付けられていることを前節で説明した

が、それだけでは、認証規格である 27001 から見ると、情報セキュリティマネジメントの

範囲を超えることができないため、27701 の 5.1 General において、図表 4 のように規定

している。 

 

 

図 4「27701 の 5.1 General」 

 

 そして、5.1 にあるとおり、附属書 F において、図表 5 のような読み替え表を示してい

る。 

 

The requirements of ISO/IEC 27001:2013 mentioning "information security" shall be 

extended to the protection of privacy as potentially affected by the processing of PII. 

NOTE In practice, where "information security" is used in ISO/IEC 27001:2013, 

"information security and privacy” applies instead (see Annex F). 

仮訳： 

“情報セキュリティ”に言及している ISO/IEC 27001:2013 の要求事項を，PII の処理に

より影響を受ける可能性があるプライバシーの保護へ拡張しなければならない。 

注記 実際には，ISO/IEC 27001:2013 で“情報セキュリティ”が使用されている場合，

その代わりに“情報セキュリティ及びプライバシー”を適用する(附属書 F 参照)。 
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図 5「27701 附属書 F:  

How to apply ISO/IEC 27701 to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002」 

 

 つまり、27001 における information security をすべて、information security and 

privacy と読み替えよという規定である。 

 このような読み替えを認証基準規格で行うことは稀であり、これを実際の認証でどのよ

うに行うかについては、図表 1 の「プライバシー関連で規格を開発する投票が行われてい

る案件」にある「Requirements for bodies providing audit and certification of PIMS 

according to 27701 in combination with 27001」という審議案件で、2020 年 4 月から検討

が始まる予定である。基本的には、「ISO/IEC 27006 Requirements for bodies providing 

audit and certification of ISMS」に組み込むか拡張して対応することが予想される。 

 次に必要なことは、PIMS 固有の管理策を ISMS に従属させることである。 

 それをするために、27701 の「5.4.1.3 情報セキュリティリスク対応」は、27001 の

「6.1.3 情報セキュリティリスク対応の c)及び d)」による 27001 附属書 A を使った管理

策の確認について、27701 の附属書 A と B をそれに加えるように改定している。この改定

によって、27701 の附属書 A が箇条７を、附属書 B が箇条８を活性化している。 

 箇条６における 27002 の拡張は、基本的に 29151 による 27002 の拡張内容を継承し、

さらに新たに検討された内容を追加している。 

 以上の関係を、図表 6 に示す。 

 

Table F.1 - Mapping of the extension of the term information security by privacy 

 

ISO/IEC 27001 This document (extension) 

information security information security and privacy 

information security policy information security and privacy policy 

information security management information security and privacy information 
management 

information security management system 

(ISMS) 

privacy information management system 

(PIMS) information security objectives information security and privacy objectives 

Information security performance information security and privacy performance 

Information security requirements information security and privacy requirements 

information security risk information security and privacy risk 

information security risk assessment information security and privacy risk 

assessment information security risk treatment information security and privacy risk 

treatment  
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図 6「27701 と関連規格の関係」 

 

４. 27002 に付加された PII 管理者・PII 処理者向けのガイダンスについて 

 

 27701 の適用範囲には、図表３の文に続いて、図表７のように書かれている。 

 

 

図 7「27701 の 1 Scope」 

 

 27701 における PIMS 固有の事項を理解するための基本となるのは、「PII controller

（PII 管理者）」と「PII processor（PII 処理者）」というアクターの区別である。これら

は、29100 で定義されており、JIS X 9250 では図表 8 のとおりに書かれている。 

 

 

This document specifies PIMS-related requirements and provides guidance for PII 

controllers and PII processors holding responsibility and accountability for PII 

processing. 

仮訳： 

この規格は，PIMS 関連の要求事項について規定し，PII 処理の責任及び説明責任ア

カウンタビリティ をもつ PII 管理者及び PII 処理者のための手引を提供する。 
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図 8「JIS X 9250 2 用語定義」 

 

 日本の個人情報保護法であれば、PII は個人情報に、PII 管理者は個人情報取扱事業者

に、PII 処理者は個人情報取扱事業者からの委託先に、それぞれ概ね対応することにな

る。 

 例えば、Ａ社がセミナー開催にあたって受講者を募集する場合に、受講申込者の氏名や

連絡先などの個人情報を取得する場合には、Ａ社が個人情報の利用目的を決定するので、

PII 管理者となる。この時、受講申し込みを受け付けるために、Ｂ社が運営する受講者管

理サービスを利用する場合には、Ｂ社はＡ社に代わって個人情報を取得し、Ａ社の指示に

従って受講申込者名簿などをＡ社がアクセスできるように処理するので、PII 処理者とな

る。27701 の箇条８は、Ｂ社がＡ社のために取得する個人情報の保護について規定するも

のとなる。仮に、Ｂ社が自社のためのセミナー開催をする場合は、それに関連する個人情

報の取扱いについてＢ社は、PII 処理者ではなく PII 管理者となる。PII 管理者として取り

扱う個人情報の保護については、箇条８ではなく、箇条７で規定されている。 

 日本の個人情報保護法では、委託先の安全管理措置（情報セキュリティ対策と同義）に

ついては、委託元が監督することになっているが、委託先が講じる対策を限定的には定め

ていない。しかし、上記の例のとおり、Ｂ社は、Ａ社との関係においては委託先である

が、Ｂ社はもともと個人情報取扱事業者でもあるはずである。なぜなら、Ｂ社は、Ｂ社自

身の利用目的で取り扱う個人情報をＡ社とは無関係に保有しているはずだからである。そ

のため、Ｂ社において安全管理措置の内容は、もとからあると想定することができる。そ

の上で、Ａ社はＢ社に対して善管義務を求める（Ｂ社自身の個人情報に対する安全管理措

置を、Ａ社から委託する個人情報にも準用させる）ことがあり得るが、ISMS の観点から

すると、それはＡ社が管理すべき個人情報をＢ社のリスクマネジメントに委ねることにな

ってしまう。これらの関係を PII 管理者と PII 処理者に分けた上で、PII 処理者としてなす

べきことを箇条７で規定することにより、Ａ社のリスクマネジメントの下で、Ｂ社におけ

るＡ社の個人情報の保護を求めやすくなる。 

2.10 PII 管理者（PII controller） 

私的な目的でデータを使う個人を除く，PII を処理するための目的及び手段を決定する

プライバシー利害関係者。 

注記 PII 管理者は，PII の処理を代行するよう他の者［例 PII 処理者（2.12）］に指示す

ることがある。この処理の責任は，依然として PII 管理者にある。 

 

2.12 PII 処理者（PII processor）  

PII 管理者に代わり，かつ，その指示に従って PII を処理するプライバシー利害関係

者。 
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 上記の例では、委託先が実施すべき事項を規定すれば、PII 処理者としての規定が示さ

れていることと同等の効果があるように思われるかもしれない。しかし、このことは実施

すべき事項を怠ることがないようにする対策として有効であるが、実施してはいけないこ

と又は実施することを予見できなかったことが実施されてしまうことを防ぐ対策として違

いが出てくる。 

 例えば、Ｂ社がＡ社のセミナー受講者に、Ｂ社のセミナー案内を配信してしまうという

ことを考えてみる。この場合、Ａ社がその禁止を業務委託契約で明記していればＢ社が契

約に違反したことは明白である。それに加えて、PII 処理者が、そのような違反をするこ

とは、PII を処理するための目的及び手段をＢ社が決定したことになり、Ｂ社は、直ちに

PII 管理者の立場になる。その結果、利用目的について事前の同意を得ることになってい

れば、Ｂ社は PII 管理者としての義務を怠ったことになる。つまり、事業者は PII 管理者

の立場か PII 処理者の立場かが区別されて順守事項が定められているために、PII 処理者

が PII 管理者の立場のことをした場合には、直ちに PII 管理者としての義務が発生する。 

 一方で、日本の場合には、委託によるものか否かという違いにしているため、上記のよ

うな違反は日本においても委託先は個人情報取扱事業者としての義務を負うことになる

が、現状の日本法では、利用目的は通知だけで同意を求めておらず、さらに直接取得の場

合の通知には公表を含んでいることから、仮に利用目的が公表されていれば、違法になる

とは言い切れない。もちろん、そのようなことを契約で禁止していれば契約違反である

が、個人情報保護法違反になるとは限らないということである。 

 つまり、Ａ社とＢ社の義務を日本では、委託の範囲とその条件は何であったかという 2

社間の関係性で整理するしかないが、29100 の下では、事業者が個人情報をどの立場で取

り扱うかによって明確に区別しているために、関係性とは独立しても各社の義務が定まる

点が異なる。 

 以上のように、PII 管理者と PII 処理者を区別した上で、PII 管理者を対象に附属書 A と

箇条７で規定し、PII 処理者を対象に附属書 B と箇条８で規定している。 

 

５. 附属書の活用方法について 

 

 附属書 A 及び B は、それぞれ、箇条７及び箇条８に対応するものである。 

 附属書 C「ISO/IEC 29100 への対応付け」は、WG5 におけるプライバシー関連規格の

中心となる 29100 との対応について示しており、図表９はその一部である。 
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図 9「27701 附属書 C: ISO/IEC 29100 への対応付けの一部」 

 

 WG5 では、図表 1 に示したとおり、様々なプライバシー関連規格を議論しているが、

27701 によって PIMS を構築する際に、どのような関連規格が役に立つかを知ることがで

きる。 

 附属書 E「ISO/IEC 27018 及び ISO/IEC 29151 への対応付け」は、既に発行している

規格の要求事項との対応を示している。29151 については、本来、27701 の箇条６のうち

PII 管理者への規定と同様の内容であるべきもので、今後の改訂によって整合がとられる

予定である。「ISO/IEC 27018 Code of practice for protection of personally identifiable 

information (PII) in public clouds acting as PII processors」（日本語対訳は発行されていな

い）は、「PII 処理者としてパブリッククラウド内の PII を保護するための実践の規範」で

あり、タイトルにあるとおり、パブリッククラウドにおいて、PII 処理者としての役割に

絞って規定している。 

 附属書 F「ISO/IEC 27701 を ISO/IEC 27001 及び ISO/IEC 27002 に適用する方法」

は、先述したとおり、5.1 General による ISMS を PIMS に拡張するための包括的な読み替

えのための表などを示している。 

 特筆すべきは、附属書 D「一般データ保護規則への対応付け」である。これは、EU の

GDPR（一般データ保護規則）への対応を示したものであり、図表１０はその一部であ

る。 
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図１０「ISO/IEC 27701 の附属書 D に掲載されている GDPR との対応表の一部」 

 

 国際規格において、特定の国や地域の法令を具体的に引用することは稀であるが、

GDPR は EU 以外の他国にも適用を求めているため、国際的に順守する必要がある場合が

あることから、その対応表が作成された。 

 このような対応表は、自分でも作成することができるが、附属書 D の作成においては、

EU 規制当局の作業部会が WG5 のリエゾンとしてレビューしているため、公式に認めら

れるものではないものの EU のお墨付きがあると言えるものであり、紐付け及び網羅性の

観点で、組織が GDPR に対応する取組みをする時に有用なものである。 

 また、27701 の規格本文では、「in some jurisdictions（法域によっては）」という但し書

に続けて、法令による要求事項に触れている箇所がある。これらは、GDPR に対する網羅

性を高めるためのものであり、いわば、GDPR のマーカーのようになっている。組織が

27701 に準拠する時に、これらのマーカーをたどることによって、GDPR への対応に役立

てることができる。 

 

謝辞 

 本稿は「月刊誌アイソス 2020 年 05 月号 特集 プライバシー保護の国際規格 ISO/IEC 

27701」に寄稿したものを書き改めたものです。株式会社システム規格社の中尾優作様に

よる丁寧な校正に感謝いたします。また、ISO/IEC 27001 に関する表現については、一般

財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）の畔津布岐様によるご指導に感謝いたし

ます。 

 


