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基本情報
本報告書を発行している目的と対象範囲
などは、以下のとおりです。

本報告書の目的
　本報告書は、富士フイルムグループの
情報セキュリティへの取り組みをステー
クホルダー 1）の皆様に説明し、事業への
信頼性を高めていただくことを目的とし
て発行しています。本報告書の内容は、
情報セキュリティの効果を阻害しない範
囲で、ステークホルダーの皆様に開示す
ることが適当であると判断した情報を記
載しています。

本報告書の対象範囲
　本報告書が対象とする組織は、富士
フイルムグループ（富士フイルムホール
ディングス、及び傘下の全連結対象会社。
以下、全社）とします。連結対象会社は下
記URLに記載しています。

https://holdings.fujifilm.com/ja/
about/group

本報告書の 
責任部署・お問い合わせ先
〒107-0052 
東京都港区赤坂9丁目7番3号 
富士フイルムホールディングス株式会社 
ESG推進部 
コンプライアンス＆リスク管理G

TEL： 03-6271-2069

1）  本報告書における「ステークホルダー」とは、お
客様、従業員、パートナー企業、株主、地域住民、
そのほかの利害関係者とします。

発行日
2022年9月1日

情報セキュリティ基本方針
　わたしたち富士フイルムグループは、オープン、フェア、クリアな企業風土のもと、信頼
される企業であり続け、社会への責任を果たすため、事業活動における重要課題の一つ
である情報セキュリティの維持向上に向け、情報セキュリティ基本方針を定めます。

１．情報セキュリティに関する各種ルールの整備と順守
　当基本方針に従うため、ならびに業務を遂行している地域で適用されるすべての 
法令や規制等を順守するために、規程やガイドライン等のルールを整備し、順守徹底を
図ります。

２．情報セキュリティ管理体制の確立
　情報セキュリティ対策を適切かつ確実に実施するため、体制と責任を明確にします。
情報セキュリティ管理体制のもと、社会の一員として、社外の情報セキュリティ関係組織
との間で、適切な情報提供と積極的な情報収集をします。

３．情報セキュリティに関する教育
　情報セキュリティ対策を適切かつ確実に実施するため、啓発と教育・訓練による意識
向上に努めます。

4．情報セキュリティ対策の継続的改善
　法令や規制の要求事項の変化やサイバー攻撃などにおける新たな情報セキュリティ
リスクに対応するため、リスクアセスメントをもとに各種施策を必要に応じて見直し、 
継続的な改善に努めます。また、取引先様などサプライチェーンのセキュリティの維持・
向上を図ります。

５．情報資産の保全・保護
　社員行動規範にもとづき、お客様・お取引先様の情報や自社の技術情報等、重要な情
報を漏えい・改ざん・滅失などにつながる脅威から守ります。お客様の情報を守るため
に製品・サービスのセキュリティ確保に努めます。万一、事故が発生した場合には、被害
拡大防止等の初動対応を迅速に実施することで影響を最小限に抑えるとともに、再発
防止に努めます。

6．法令等の順守
　業務を遂行している地域で適用される情報セキュリティに関する法令、お客様や取引
先様等との契約を順守します。
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トップメッセージ

富士フイルムグループは、ヘルスケア、マテリアルズ、ビジネ
スイノベーション、イメージングの4つの事業領域で多岐に
わたる事業を展開し、先進・独自の技術の下、社会的に有用な
最高品質の製品・サービスを提供することにより「事業を通じ
た社会課題の解決」を目指しています。

2021年には、デジタルトランスフォーメーション(DX)のさら
なる推進によりこれまで以上に優れた製品・サービスを提供
し、社会課題の解決に向けた挑戦を続けることをコミットす
るべく「DXビジョン」を策定しました。例えば近年の新型コロ
ナウイルス感染症対策として、ヘルスケア領域のAIを活用し
た診断支援技術の開発や、ビジネスイノベーション領域のリ
モートアクセスサービス(テレワーク支援)の提供など、デジ
タル技術を活用した製品・サービスを提供しています。

このようなデジタル技術を活用した事業により社会課題を
解決するためには、盤石な情報セキュリティが必要不可欠で
す。さらに近年、世の中の地政学的緊張の高まりやテレワー
クへの移行など様々な背景によりサイバー攻撃の脅威と情
報セキュリティの重要性がいまだかつてなく高まっていま
す。そのため当社では情報セキュリティを企業価値に直結す
るきわめて重要な経営のテーマと位置づけ、社内の情報セ
キュリティガバナンスの更なる強化、お客様に安心・安全をお
届けするための製品・サービス開発など、多方面にわたる情
報セキュリティ対策に力を注いでいます。

具体的には、サイバーセキュリティに対するインシデント対
応 組 織CSIRT(Computer Security Incident Response 
Team)を設置し、「FUJIFILM CERT」の名称でサイバー攻
撃への対策を推進しています。これまで実施してきた取り組
みに加え、サイバー攻撃や内部不正の監視を強化するため、
SOC（Security Operation Center）を設置し、インシデン
トの発生を早期に検知して万一の場合の被害を最小限にと

どめる対策をグローバルで進めています。また社内の重要
情報やお客様からお預かりした情報を守るため、情報の重要
度に応じた扱いのルールを強化しました。情報の棚卸を実施
したうえで文書ファイルの暗号化などの漏えい時の対策を
強化するなど、社内外の脅威から情報を守る施策を順次導
入しています。さらに情報セキュリティの取り組み範囲を当
社だけに留めることなく、調達先からお客様までのサプライ
チェーン全体の強化を進めていきます。

また製品セキュリティにおいても、セキュリティマネジメント
を推進し強化しています。製品の企画・設計段階から情報セ
キュリティ対策を盛り込み、製品化後にセキュリティ上の課題
が発見された際には、速やかに対応できるよう社内外の連携
をすすめ、お客様に常にセキュアな製品をご使用いただくた
めの体制の整備を行っています。

富士フイルムグループは、今後も「事業を通じた社会課題の
解決」とそれを支える情報セキュリティ強化に取り組んでま
いります。本報告書では、当社の情報セキュリティの取り組
みについて、変化する世界の要請に合わせた新たな施策を
紹介しています。本報告書が少しでもご参考になれば幸いで
す。

富士フイルムグループは、「事業を通じた社会課題の解決」とそれを支える情報
セキュリティ強化に取り組んでいます

代表取締役社長・CEO 
後藤 禎一
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1. 情報セキュリティガバナンス

　富士フイルムグループは持株会社である「富士フイルムホール
ディングス株式会社」を中心とするグループ経営を展開し、事業
会社である富士フイルム株式会社および富士フイルムビジネス
イノベーション株式会社(以下富士フイルムBI)ならびに関係会社
などで構成されています。(詳細はP.19富士フイルムグループの
概要をご覧ください。)

　富士フイルムグループでは、お客様に安心して当社の製品・
サービスをご利用いただけるように、さまざまな情報セキュリティ
の取り組みをおこなっています。本章では、富士フイルムグルー
プにおける情報セキュリティの考え方、ガバナンス体制について
ご紹介します。

富士フイルムグループの情報セキュリティの考え方
　富士フイルムグループはESG(環境、社会、ガバナンス)を経営
の重要なテーマとしてとらえ、その中の重要な活動として情報セ
キュリティ強化の取り組みを行っています。

富士フイルムグループは、かつては銀塩写真技術によるイメー
ジング事業と、ゼログラフィ技術によるドキュメント事業が中心で
した。現在では、業態を大きく改革し、メディカルシステムやバイ
オ医薬品の生産受託などのヘルスケア部門や、ITを活用したソ
リューション・サービスに軸足を置いたビジネスイノベーション部
門が売り上げの大きな比重を占めるようになりました。

これらの事業変革によって、当社の技術情報のみならず、お客様
の重要な情報をお預かりし、活用する機会が増え、情報セキュリ
ティの重要性がますます高まっています。

また各事業でグローバル化を進め、全世界での販売が拡大して
おり、グローバルでの情報セキュリティガバナンス強化が必要と
なっています。

情報セキュリティの推進体制
富士フイルムホールディングスのESG推進部門(以下、ESG推進
部門といいます)の担当役員を全社情報セキュリティガバナンス
統括責任者、富士フイルムホールディングスのICT推進部門(以
下、ICT推進部門といいます)の担当役員を全社ICTセキュリティ
統括責任者とし、配下に全社情報セキュリティガバナンス統括組
織・全社ICTセキュリティ統括組織を配置しています。（全社情報
セキュリティガバナンス統括組織と全社ICTセキュリティ統括組織
をあわせ、以下全社情報セキュリティ統括組織と表現します。）

　 全 社 情 報セキュリティ統 括 組 織には、情 報 処 理 安 全 確 
保支援士やCISSP (Certified Information Systems Security 
Professional) などの資格を有する専門性の高いメンバーを配
置し、サイバーセキュリティ等の外部の脅威、エラーや不正など
の内部の脅威、そして、個人情報保護法対応などの情報セキュリ
ティ法対応など様々なリスクを低減する取り組みを実施していま
す。

　情報セキュリティガバナンスの実行にあたっては、ISO27001 
(ISMS)による情報セキュリティマネジメントに加え、サイバー攻
撃の脅威への対応を高めるため、NISTサイバーセキュリティフ
レームワーク、NIST SP800-171等、グローバルスタンダードも
参照し、特定・防御・検知・対応・復旧の各フェーズの管理策対応力
の強化に取り組んでいます。

　またサイバーセキュリティ対応は攻撃に遭うことを前提に、サイ
バーセキュリティに対するインシデント対応組織(CSIRT)を設置し、

「FUJIFULM CERT」の名称で、社内ITインフラ、製品・サービス、
工場の情報システムのリスクを対象に活動しています。

※FUJIFILM CERTの詳細はP.6をご覧ください。

情報セキュリティ体制

富士フイルムホールディングス情報セキュリティ体制図

富士フイルムホールディングス社長

日本・情報セキュリティ統括 米州・情報セキュリティ統括 アジア・情報セキュリティ統括 中国・情報セキュリティ統括欧州・情報セキュリティ統括

全社情報セキュリティ統括組織

全社情報セキュリティガバナンス統括組織 全社 ICTセキュリティ統括組織

FUJIFILM.CERT

全社情報セキュリティ統括責任者

全社 ICTセキュリティ責任者全社情報セキュリティガバナンス責任者
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情報セキュリティ事故が発生した際の対応
　富士フイルムグループでは情報セキュリティルールの徹底をは
じめとした様々な管理策によって、事故の未然防止に努めていま
す。しかし最善の未然防止策を実施していても、情報セキュリティ
事故の想定を怠り、事故が発生しない前提でいるわけにはいきま
せん。

そのため情報セキュリティ事故やサイバー攻撃等のインシデント
報告を受け付けるための一元的な報告窓口を設置しています。

グループ内の各社・各組織、各地域のCSIRTで情報セキュリティ
事故やサイバー攻撃等のインシデント、または疑わしい状況を発
見した際は、発見した部門の担当者が情報を把握し、全社情報セ
キュリティ統括組織に速やかに情報が集約されます。その情報を
内容に応じて関係組織と共有し、初動対応を実施し影響を極小化
するとともに、再発防止策を検討・実施します。

また事故情報を、ESG委員会、取締役会に報告しています。中で
も緊急かつ重要な案件については、直ちに社長/全社情報セキュ
リティ統括責任者に報告のうえ、ESG委員会の分科会の位置づけ
で、社長を委員長とした総合危機管理委員会を設置し、被害の最
小化に向けた対策を講じています。

情報セキュリティに関わるルール体系
　富士フイルムグループは、情報の機密区分、コンプライアンス、
情報倫理など、さまざまな観点から情報セキュリティに関わる全
社共通ルールを制定しています。

　具体的には、情報セキュリティに対する全社共通の考え方を示
した「基本方針」、基本的なルールを定めた「規程」、具体的な管理

策を定めた「ガイドライン」、および「マニュアル・解説書類」から構
成されています。

　いずれも、定期的に見直しを行い、最新の状況に対応して、更新
しています。

規程

基本
方針

ガイドライン

マニュアル・解説書類

・グローバル情報セキュリティ規程
・グローバル企業秘密管理規程
・グローバル個人情報保護規程

…

・情報セキュリティ基本方針

情報セキュリティガイドライン
・基本・行動編
・情報システム編

…

・個人情報保護ハンドブック

…

富士フイルムホールディングス取締役会

ESG委員会
(委員長：社長）

報告

報告

報告

報告 報告

グループ各社・各組織 各地域のCSIRT

全社情報セキュリティ統括組織

FUJIFILM.CERT・情報セキュリティインシデント受付

全社情報セキュリティガバナンス統括組織 全社 ICTセキュリティ統括組織

全社情報セキュリティ統括責任者
全社情報セキュリティガバナンス責任者 全社 ICTセキュリティ責任者
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2.サイバーセキュリティ

サイバー攻撃に対応するための富士フイルム 
グループの活動
　富士フイルムグループは、日本および世界各国に商品・サービ
スを提供しており、サイバー攻撃への対応を、グローバルに取り
組むべき重要な経営課題のひとつと捉えています。このため、製
品・サービスを安全にお客様に提供し、安定した事業継続を図る
ためのサイバー攻撃の早期検知と、万が一サイバー攻撃を受け
た場合の被害の最小化を担う、サイバーセキュリティ専門組織と
してCSIRT（Computer Security Incident Response Team）
機能を担うFUJIFILM CERT を設置・運用しています。

FUJIFILM CERT – 従来のCSIRT機能の統合と
強化
　富士フイルムグループでは、これまで、現富士フイルムビジネ
スイノベーション株式会社のCSIRT 機能であるFuji Xerox CERT

（2013年設立）、富士フイルム株式会社のCSIRT 機能であるFF-
CSIRT（2016年設立）をそれぞれ、設置・運用してきました。

　2021年4月からは、これら従来のCSIRT機能を、持株会社であ
る富士フイルムホールディングス株式会社に集結させ、富士フイ
ルムグループ全体を網羅する、より強化されたFUJIFILM CERT
として活動しています。

FUJIFILM CERTの体制
　FUJIFILM CERTは、富士フイルムグループ傘下の関連会社/
関連組織を横断するバーチャル・チームとして運営されています。
FUJIFILM CERTの運営事務局は、富士フイルムホールディング
ス株式会社の全社情報セキュリティ統括組織に置かれ、富士フイ
ルムグループ傘下の各企業（海外拠点を含む）の品質保証統括
部門のPSIRT（Product SIRT）、生産統括部門のFSIRT（Factory 
SIRT）、お客様向けサービス提供部門やIT基盤統括部門のDSIRT

（Digital service SIRT）が連携し、活動しています。

また、富士フイルムグループ全体のIT基盤に対するサイバー攻
撃や内部不正を監視するFUJIFILM SOC（Security Operation 
Center）と連携し、インシデントの発生を早期に察知し、迅速に対
応できるようにしています。

　さらに、FUJIFILM CERTは、社内のインシデント連絡窓口に加
え、対外的な連絡窓口（下記）を設置し、外部のセキュリティ関連
機関、善意の通報者から、脆弱性情報や脅威情報などを受け付け
ています。

連絡窓口： fujifilm-cert@fujifilm.com (FUJIFILM CERT)

FUJIFILM CERTの組織体制

FUJIFILM.CERT
インシデント対応を統括する活動

PSIRT
品質保証部門

製品・サービスの脆弱性対応など、.
完全性 (Integrity) を維持する活動

FSIRT
生産統括部門

生産基盤のマルウエア対策など、.
可用性 (Availability) を維持する活動

DSIRT
事業部門、IT 基盤統括部門
各種サービスの情報漏えい対策など、.

機密性 (Confidentiality) を維持する活動

FUJIFILM.SOC
インシデントの発生を検知する活動

経営層

情報共有・連携

FIRST
日本シーサート協議会
JPCERT/CC

サイバーセキュリティ協議会
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FUJIFILM CERTにおける活動
　FUJIFILM CERTのサービス対象は、富士フイルムグループ傘
下のすべての関連会社であり、以下に示すような活動をしていま
す。

　また、FUJIFILM CERTでは、CSIRTの評価指標である成熟
度 モ デ ルSIM3（Security Incident Management Maturity 
Model）を活用して活動内容を定期的にアセスメントし、継続的
な改善をおこなっています。

外部セキュリティ関連団体との連携
　FUJIFILM CERTは、以下のような外部のセキュリティ関連団
体のメンバーとして活動を進めています。

FIRST
　FIRST（Forum of Incident Response and Security 
Teams）は、世界各国の企業や団体が加盟しているCSIRTの国際
コミュニティです。FUJIFILM CERTは、グローバルな事業展開を
推進する上で、CSIRT間での国際的な信頼関係を構築し、情報共
有や相互協力を円滑に図れるようにするため、2015年にFIRST
に加盟しました。

日本シーサート協議会
　一般社団法人 日本シーサート協議会（日本コンピュータセキュ
リティインシデント対応チーム協議会）は、400以上の国内企業

や団体が加盟しているCSIRTコミュニティです。現在、FUJIFILM 
CERTは、同協議会の幹事会員として、同協議会における活動（サ
イバー演習に関するワーキンググループなど）を積極的に推進
し、貢献しています。

サイバーセキュリティ協議会
　サイバーセキュリティ協議会は、サイバーセキュリティ基本法を
受けて設立された、NISC(内閣サイバーセキュリティセンター )と
JPCERT/CC（JPCERTコーディネーションセンター）が運営する
コミュニティです。

FUJIFILM CERTの活動

種別 実施内容の概要

脅威インテリジェンス  ● 富士フイルムグループ全体を対象にした、サイバーセキュリティアセスメント（自社のネッ
トワーク構成、社外向けサイト、外部クラウド基盤の利用状況の調査に基づく脅威分析・リ
スク分析）の実施

 ● 外部情報ソース（サイバーセキュリティ協議会、JPCERT/CC、FIRST等）やFUJIFILM 
SOCからの脅威情報の収集と分析

インシデントハンドリング  ● コンピュータセキュリティインシデントが発生した場合を想定したエスカレーション体制の
整備と、インシデント発生時の対応支援

 ● FUJIFILM SOCの監視活動と連携した、情報持ち出し等の内部不正に対する未然防止活
動

脆弱性ハンドリング  ● 富士フイルムグループが提供する製品・サービスに関する情報セキュリティ上の脆弱性へ
の対応（JPCERT/CC製品開発者登録、PSIRTを中心とした情報セキュリティ早期警戒パー
トナーシップに基づく対応）
 ● 脅威情報や脆弱性情報に基づく業務ITインフラへの影響調査と対応

未然防止活動  ● 生産拠点ネットワークのセキュリティ強化（FSIRT）
 ● 社外向けサイトに対する脆弱性検査の実施（PSIRT、DSIRT）
 ● セキュア設計開発プロセスの運用（PSIRT）
 ● クラウドサービス商品全般のセキュリティ対策（DSIRT）

啓蒙・教育・訓練  ● FUJIFILM CERT活動報告書の発行（半期毎）
 ● 全社員を対象にした標的型メール攻撃対応訓練
 ● CSIRTや社外向けWebサイト管理者を対象にしたサイバー演習
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1. メディカル製品のセキュリティ

1. 医療システムのサイバーリスク
　医療機器の脆弱性は、2011年にインスリンポンプ等のハッキ
ング実験にて、患者の生死に関わる攻撃が可能なことが示された
ことから注目されるようになりました。

実際の情報セキュリティインシデントは、設定や運用のミス、不正
なデータ持ち出し等による情報漏えいが中心でしたが、近年は外
部からのサイバー攻撃によるものが増加しています。中でも、大
きな脅威となっているのがランサムウェアであり、最近は、身代金
の支払いに応じない場合に窃取したデータを公開すると脅す暴
露型も増え、さらに脅威が増しています。

ランサムウェアの被害にあった医療機関では、医療システムが使
用できなくなることで、医療処置や検査に遅れが生じたり、患者さ
んの他施設への移送を余儀なくされるといった事態が生じてい
ます。また、システムの復旧には数ヶ月を要するケースもあり、そ
の対応費用も莫大なものとなっています。

Windows等の汎用OS上で動作する医療システムは、特に攻撃
の対象となりやすく、OSベンダー等より公開されるセキュリティ
パッチを、適時、適用していくことが重要です。また、VPN装置等
の通信機器の脆弱性についても、攻撃対象となりやすく、脆弱性
が判明した際には、適時対策することが重要となります。

富士フイルムグループは、グローバルに事業を展開する中、情報セキュリティに関する各国の法規・規格に適合した、
セキュアな製品・サービスを提供する取り組みを各事業領域にて進めています。ここで、その代表的な事例を2つ 
ご紹介します。

2. 医療機器のサイバーセキュリティ規制動向
　医療機器のサイバーセキュリティに関しては、アメリカ食品医
薬品局（FDA）が積極的に取り組んでいます。製品寿命の長い医
療機器の特徴を踏まえ、設計・開発フェーズにて必要なセキュリ
ティ対策を組み込み、市販後も継続的に監視して必要な対応を求
めるガイダンスを発行しています。

　日本においても、厚生労働省が医療機器のサイバーセキュリ
ティの確保を求める通知やその具体的なガイダンスを公開して
います。この通知やガイダンスは、医療機器のサイバーリスクに
対する適切なリスクマネジメントの実施や、市販後のサイバーリ
スクに基づく不具合等の情報について、GVP省令１）における安全
性情報として取り扱うことなどを求めています。

　2020年3月には、各国の医療機器規制の調和を目的に活動す
る国際医療機器規制当局フォーラム（International Medical 
Device Regulators Forum：IMDRF）が「医療機器サイバーセ
キュリティの原則及び実践」を公開しました。このガイダンスは、
行政、医療機器製造販売業者、医療機関および医療従事者等のス
テークホルダー間における遅滞のない情報共有の重要性を言及
しており、市販前と市販後のベストプラクティスとして考慮事項を
記載しています。

市販前の考慮事項
　セキュリティを考慮したアーキテクチャ設計、リスクマネジメ
ント、セキュリティ試験、製品ライフサイクルを通したリスクマネ
ジメント計画、ラベリングやユーザー向けセキュリティ文書、規
制当局への申請書類

市販後の考慮事項
　意図する使用環境における医療機器の運用、関係者間におけ
る情報共有、協調的な脆弱性の開示、脆弱性の対策、インシデン
トへの対応

　各国の規制当局は、このIMDRFのガイダンスを自国に導入す
るためのガイダンスを整備しています。日本においても、厚生労
働省が、 IMDRFガイダンスを薬機法*による医療機器規制に取
り入れ、2023年を目途に本格運用するとの方針を示しています。 
*薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）。

1）  GVP省令（医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製
造販売後安全管理の基準に関する省令）：医薬品等の品質、有効性及び安全
性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びそ
の結果に基づく必要な措置の方法を定めたもの

製品・サービスの情報セキュリティ

医療システムの脆弱性やインシデントの公開情報一例

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

◆インスリンポンプ、ペースメーカー、植込み型除細動器等のハッキング実証 ◆AI によるCT,MR 画像からの癌の除去や...
偽の癌を映しこみの実証

◆ペースメーカーや除細動器などの埋め込み型機器のハッキングを警告（FDA）

●2014頃より外部からの不正アクセスによる漏えい事案増加

●2016年頃よりランサムウェアによる被害増加

●ランサムウェアWannaCryによる世界規模のサイバー攻撃発生

◆…医療システムの脆弱性
●…インシデントの傾向
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PSIRTを中心とした組織連携の概念図

PSIRTの主なタスクと当社医療機器のセキュリティリスクマネジメントプロセス

3.  富士フイルムの医療機器の製品セキュリティへの取り組み
　お客様に提供する医療システムについて、各国規制当局のセ
キュリティ規制強化の動きに適切に対応し、製品・サービスのセ
キュリティを確実にするために、2019年4月に、PSIRT（Product 
Security Incident Response Teams PSIRT）が発足しました。

　PSIRTの主な役割としては、以下の4つがあります。

　① 各国法規・規格対応の推進
　② 製品脆弱性への対応推進

　③ 製品情報セキュリティインシデントの対応推進
　④ 対外的な情報開示

　組織発足より、PSIRTは製品脆弱性への対応、対外的な情報開
示など段階的に運用を開始しつつ、規格や各国法規制要求に対
応するために必要な開発・管理プロセス（SOP）の整備・導入に取
り組んできました。現在も継続して、最新規制動向を見据えた対
応準備やプロセス改善に取り組んでいます。

PSIRT

開発部門 全社リスク管理部門

国内関連会社
PSIRT

海外グループ会社
PSIRT

SOP整備・導入、情報共有 報告、支援要求、情報共有

連携
情報共有

品質保証・薬事部門

役割①.各国法規・規格対応の推進
製品情報セキュリティ対策技術や国内外の関連規格・法規動向の監視と企画・開発部門への情報展開
規格や法規制に対応するための開発・管理プロセス (SOP) の整備と教育
リスク評価手法の検討、脆弱性分析・セキュリティテストツール等の評価・選定、導入

役割②.製品脆弱性への対応推進
脆弱性情報発信サイト JPCERT/CC 等より脆弱性情報を取得し、深刻度を考慮の上、
各製品の SBOM( ソフトウェア部品表 ) との突き合わせによる懸念ある製品・脆弱性の抽出、
製品開発部門による対策検討を指示

役割③.製品情報セキュリティインシデントの対応推進
個人情報漏えいやその他情報セキュリティインシデント発生時に製品対応の実施
全社リスク管理部門や海外・国内のグループ会社・関連会社との連携・情報共有

役割④.対外的な情報開示
製品情報セキュリティポリシー、製品に関連する脆弱性情報、脆弱性対応状況等の情報開示

セキュリティリスクマネジメントプロセス

1 ２ 3 4 5 6 7

トレーニング
開 発・ 管 理 プ ロ セ ス
(SOP) の作成と基本的
教育

要件
セキュリティ要件の作成
セキュリティとプライバ
シーのリスク評価

設計
設計要件策定
脅威モデリングによる
脆弱性分析と対応策の
策定

実装
静的解析ツールによる
安全でない機能や構造
の検出と削除

検証
動的解析ツールによる
攻 撃 へ の 弱 点 検 出と 
対応

リリース
脆弱性やインシデント
発生時の対応計画策定
SBOM 登録

対応
脆弱性やインシデント発生
時の対応
脆弱性情報の自動抽出
製品情報セキュリティの情報
開示

製品セキュリティ情報については、公式サイトにて情報開示しています。
https://www.fujifilm.com/jp/ja/healthcare/security-information

品質保証QA

法規制（RA）

安全性管理GVP
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2. 複合機のセキュリティ

　複合機はお客様の重要な情報資産であるデータを扱う情報機
器であり、電子媒体と共に紙媒体に対してお客様のデータを保護
することは重要課題です。さらに、サイバー攻撃が、日々、高度化
かつ巧妙化している状況においては、お客様のデータへの不正 
アクセスや複合機への侵入をいかに早く検知して、対応と復旧に
つなげるかがお客様の事業継続に重要だと考えます。

　富士フイルムBIは、お客様のセキュリティ課題を解決するため、
各種セキュリティ機能の提供、脆弱性評価や対応、そして、外部認
証機関によるセキュリティ認証の取得など、セキュリティに重点を
おき、商品開発に取り組んでいます。

NIST SP800-171対応と準拠性の格付けAAAis
の取得
　米国では、防衛調達や政府調達のセキュリティガイドラインとし
て、NIST(米国国立標準技術研究所)が定めているSP800-171が
適用され、自動車などの産業にもその適用範囲が拡大しつつあり
ます。また、日本においても、防衛調達を始めとして導入の検討が
進んでいます。

　これまでのセキュリティ対策基準は、ISO/IEC 27001が主流
ですが、これは侵入されないための事前対応である「特定」と「防
御」の観点からの対策基準です。

　一方、NIST SP800-171では、「特定」「防御」の他に、サイバー
攻撃により万一侵入されてしまった場合の事後対応である「検知」

「対応」「復旧」を含むセキュリティ対策を求めています。

　富士フイルムBIでは、複合機のNIST SP800-171対応を進め、そ
の準拠性について、情報セキュリティ格付機関の評価で、2020年8月
に販売開始したデジタルカラー複合機・プリンターの「ApeosPort」シ
リーズで最高ランクの AAAis を取得しています。

特定 防御 検知 対応 復旧

サイバーセキュリティ対策の 5つの機能分類

これまで(情報保護)
これから(事業継続)

ISO27001
(日本で主流のセキュリティ基準)

侵入前 侵入後
NIST.SP800-171

(米国政府のセキュリティ基準)

複合機のウイルス対策
複合機に侵入したウイルスや脆弱性を利用した不正アクセスによ
り、複合機の正当なソフトウェアが改ざん・破損される脅威に対し
ては、以下の機能により複合機のソフトウェアを保護しています。

・  稼働時改ざん防止機能：複合機のソフトウェアへの不正アクセス
や不審なアプリケーションの実行を、ホワイトリストに基づいて
監視し、ソフトウェアの改ざんや不正な動作を防止します。

・  起動時改ざん検知機能：複合機が起動する時にソフトウェアが
改ざんされていないかをチェックし、ソフトウェアが改ざんされ
ていることを検知した場合は起動を停止します。

セキュリティ脅威の早期検知
　複合機のセキュリティ設定、証明書の変更、ユーザーのログイ
ンやログアウト、ジョブ終了などの事象は複合機の監査ログとし
て、リアルタイムに外部のサーバーに転送されます。複合機を
SIEM※製品と連携させることで、複合機の監査ログを一元管理・
分析することが可能となり、以下のようなセキュリティ脅威の事象
の早期検知・分析が可能となります。

・  内部不正：深夜や休日の大量のジョブ実行、禁止宛先への文書
のFAX送信やメール送信による不正な情報持ち出し。

・  外部攻撃：複合機に対する不正なログインやセキュリティ設定の
変更によるセキュリティ機能の停止など。

※：SIEM（=Security Information and Event Management）とは、機器やソ
フトウェアの動作状況の記録（ログ）を一元的に 蓄積・管理し、セキュリティ上の
脅威となる事象をいち早く検知・分析するセキュリティーソフト/サービス。

複合機のセキュリティ認証
富士フイルムBI の複合機は、セキュリティ機能の適切性・確実性
を保証すべく、デジタル複合機のセキュリティ要件である「ハー
ドコピーデバイス プロテクションプロファイル v1.0」(HCD 
PP v1.0)に適合した国際セキュリティ標準ISO/IEC15408認
証(Common Criteria認証)を取得しています。また、米国の 
Keypoint Intelligence社のBLI Security 認定テスト(デバイス
侵入評価)に合格しています。

複合機内のデータ保護や設定・操作ミス抑制機能など詳しいセキュリティ機能についてさらに知りたい方は富士フイルムBI公式サイト内
「デジタル複合機のセキュリティー対策」もぜひご覧ください。
https://www.fujifilm.com/fb/product/multifunction/promotion/security_measure
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お客様への安全のご提案

1. 社内実践事例コラボによる
　情報セキュリティの課題解決

　富士フイルムBIは、情報セキュリティマネジメントシステムの国
際規格であるISO27001を取得し、運用しています。さらにNIST 
SP800-171も参照し、情報セキュリティの取り組みを行っていま
す。実際の取り組みで直面した課題や是正方法など多くのノウ
ハウを蓄積しており、そのノウハウを社内にとどめるだけでなく、
お客様の課題に応じた解決の方向性を具体的にご紹介する「社
内実践事例コラボ」を開催しています。企業が抱える主な情報セ
キュリティ対策上の課題をメニュー化し、範囲や深さが異なる課

題に対し現状をお伺いしながら、ともに解決の方向性を探ってい
きます。特に情報セキュリティにおける責任者である経営者の皆
様にご参加いただきたい内容となっています。

　さらに豊洲ショウルームに情報セキュリティブースを常設しま
した。変化の激しい情報セキュリティの脅威に対し、最新ソリュー
ションやマルウェア感染など、具体的な対策手法や脅威を体感い
ただき課題解決のイメージをお持ちいただけます。

セキュリティコラボ

情報セキュリティ
マネジメント

サイバーセキュリティ
 対応体制(CSIRT)

事業継続
（BCP）

クラウド
運用管理

お客様

方針や規格規定など
マネジメントの実態

解決の範囲・方向性決定

体感豊洲ショウルーム

社内実践事例のご紹介 サイバー攻撃
への備え

情報セキュリティ
方針策定のポイント

安全なクラウド
導入と運用管理

Bridge for Innovation Live Security Tokyo
（新たな時代の情報セキュリティがここに）

＊展示内容は都度変更となる場合がございます。

主な特徴 ・視覚的、体感的にセキュリティをご理解いただけます。
・お客様の課題に応じた、解決のヒントをご提示致します。
・豊洲から最新セキュリティに関する情報を発信致します。

・マルチポイントセキュリティソリューション
・ランサムウェア感染体感コーナー
・パスワードクラック体感コーナーなど

お客様の課題・関心のヒアリング

社内実践事例コラボの概要
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2.ファイルの安全・安心な送受信環境を提供する
　クラウドサービス「SECURE DELIVER」

送信者

・ウイルスチェック
・送信経路の暗号化（SSL）

・送信ログ監査
・上長承認/監査
・ SSO（シングルサインオン）

受信者によるダウンロード前で
あれば、送信者がファイル送信を
取り消し可能

管理者

受信者パスワードは別手段で送付

　テレワーク・在宅勤務の急速な普及に伴い、ファイルを送受信
する機会が増加しています。そのような中で、デジタル改革担当
相が中央省庁におけるパスワード付きZipファイルを廃止する方
針を明らかにしたことや、セキュリティ強化を目的にパスワード付
きZipを受信拒否する運用が広がっていることなどからファイル
送受信に関するセキュリティ対策に関心が高まっています。

　富士フイルムホールディングスでは、e-mailの添付ファイルか
らの情報漏えい対策として、グループ会社が提供しているクラウ
ドサービス【SECURE DELIVER：セキュアデリバー】を使い、情報
漏えいの防止に努めています。

富士フイルムイメージングシステムズが提供するクラウドサービス「SECURE DELIVER」とは
　SECURE DELIVERは、インターネットを経由し企業間で安心・
安全にファイルの送受信を行うことが出来るクラウドサービスで
す。送受信されるファイルはユーザーが意識することなく暗号化
された状態でインターネットを通過するため、ユーザーは送信の
たびにパスワード付きZipを作成する等の手間を省くことが出来

ます。また、SSO（シングルサインオン）によるログインアカウント
の一元管理や上長承認機能（上長の確認/承認までファイル転送
が保留される機能）などを利用することで、より強固に重要データ
の漏えい防止対策を行うことが出来ます。

お客様に安心して御利用いただくために
　富士フイルムイメージングシステムズではお客様に安心して
SECURE DELIVERのサービスをご利用いただくために、セキュリ
ティへの配慮を重視しています。また、テロ等に伴う海外政府の
介入によるサーバー停止を防止する為、お客様の重要な情報を
保管するサーバーは日本国内の堅牢なデータセンター (Tier3レ

ベル)に設置しています。また、クラウドサービスを比較・評価・検
討いただく為の情報として、総務省が推進する「ASP・SaaS 安全・
信頼性情報開示認定制度 」 を取得し、安全・信頼性にかかる情報
を適切に開示しています。

メールへのファイル添付が危険な理由
 ● メールの宛先を間違えると、情報がそのまま漏えいしてしまう
 ● メール経路上で添付ファイルが傍受・盗聴できるリスクがある
 ● ファイルがウイルス感染していると、受信者も感染してしまうリスクがある
 ● ファイルを取得後に総当たり攻撃によりパスワードが解析されてしまうリスクがある

SECURE DELIVERのセキュリティメリット
 ● 誤送信時にファイル取得が出来ないように、送信後のファイル削除ができる
 ● メールにファイルが添付されないので、メールが傍受されても窃盗される危険がない
 ● 送信時にウイルスを自動検出し、ウイルスが検出された場合には送信を停止できる
 ● パスワードの試行回数制限があるため、総当たり攻撃によるパスワード解析が困難

SECURE DELIVER運用イメージ
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1. 社内の情報セキュリティ施策

　富士フイルムグループは、情報セキュリティ基本方針の考え方に基づき、人的・組織的対策、物理的対策、技術的対策の観点で、さまざ
まな情報セキュリティ対策を行い、情報資産の適切な保護・管理に努めています。

情報セキュリティ対策の3つの側面
人的・組織的対策

 ● 情報セキュリティに関する規程、ガイドラインの整備
 ● ルールを解説したハンドブック、事故事例教材の展開
 ● 各社、各部門から選出された情報セキュリティ管理者による情報 
セキュリティガバナンス
 ● 情報セキュリティ、個人情報保護に関する教育の定期的な実施
 ● 新入社員教育、管理職教育などの階層別情報セキュリティ教育の
実施

 ● 情報セキュリティ事故発見から即日、速やかな報告（第一報）の徹底
 ● サイバーセキュリティ訓練の実施
 ● 不審メール訓練の実施

物理的対策
 ● 主要拠点での従業員証（ICカード）による入退室管理
 ● ワイヤーロックによるPCの固定
 ● 携帯電話やUSBメモリーへのストラップの取り付け
 ●  高セキュリティエリアへの対策（ゾーニングの設定/カメラによる監視/
私物機器持ち込みの禁止および抜き打ち点検）

 ●  機密文書のキャビネットにおける施錠管理および鍵管理

技術的対策
 ● サーバー、システムへのユーザー単位でのアクセス制御
 ● 従業員のPC操作ログの取得・管理
 ● 私物などの未登録デバイスへの書き出し制御、ログ管理
 ● 不正持ち出し対策（フリーアドレスへの送信監視、複合機の利用状況
監視、クラウドストレージの利用監視）

 ● PC持ち出し前のデータ削除ツール(富士フイルムBI)
 ● スマートフォン利用管理
 ● インターネット通信（Webアクセス、メール送受信）の監視
 ● 社外持出しPCのディスク全体暗号化
 ● PC管理ツールによる使用ソフトの適正利用監視
 ● アクセス禁止カテゴリーや悪性サイトに対するWebアクセスのフィル
タリング

 ● 文書（紙）出力時のICカード認証
 ● 機密文書（紙）への複製禁止コードの埋め込み
 ● 不正通信のモニタリング、遮断

書き込み禁止

未登録デバイスへの書き出し制御

未登録の
USBメモリー

社内の情報セキュリティ
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2.サイバーセキュリティ対策強化の取り組み

サイバーセキュリティ対策の対応項目と強化策の例

フェーズ 対応項目 強化策の例

特定 重要情報の特定 • 重要な情報を特定し、徹底して保護するために取り扱い情報区分の基準と表示方法を見直し
たうえで、改めて社内に周知

防御 漏えい防止策 • 重要な情報を安全に保管するストレージを展開
• 万一重要な情報が持ち出されても閲覧できないようにIRM※を導入

検知
早期発見 • 24時間365日、グローバル全体で異常を監視・対応する仕組みと体制を構築

• インシデントの検知力を高めるソリューション(EDR※等)を導入

通報 • 従業員が夜間・休日でも緊急連絡を直ちに行える緊急連絡受付体制を整備

対応

緊急指示・対応 • PCを使わず従業員に緊急指示ができるよう、災害用緊急連絡システム、館内放送、館内掲示板
を活用することを決定

対策会議 • サイバー攻撃発生時には経営層を含めた総合危機管理委員会で対策を検討することを確認

影響と原因調査 • PCやサーバーのフォレンジックを速やかに実施するため、予め依頼する外部ベンダ候補を 
決定

関係機関報告 • 改正個人情報保護法を遵守するため、個人情報保護委員会への報告やその他報告先候補を
予め決定

復旧
事業継続 • システム停止で甚大な影響が想定される業務について、PCを使わない業務等の代替策(BCP)

を作成

復旧 • 優先して復旧させるシステムを決めると共に、システムの利用不能時に備えて重要な情報は 
確実にバックアップを取ることを確認

※IRM…Information Rights Management  文書ファイルを暗号化し、閲覧や編集を管理・制限することのできるソフトウェア
※EDR…Endpoint Detection and Response  ネットワークに接続されたコンピュータやサーバーを監視し、不審な挙動を検出するセキュリティ対策ソフトウェア

　2021年に外部から当社への不正アクセスが発生し、一時的に
一部の情報システムを停止させる事態となりました。本事案を認
識後、直ちに社長を委員長とする「総合危機管理委員会」を立上
げると共に、「外部専門家」を含む「特別対策チーム」で初動対応お
よび原因調査を実施しました。

　本事案では外部への情報流出の痕跡は認められませんでした
が、計画していたサイバーセキュリティ対策の導入を前倒しする
と共に、下記フェーズ毎の課題を確認し、各対応項目における 
強化を実施しました。 今後も継続して、強化策を充実させていき
ます。

グローバル全体を対象としたセキュリティ監視
高度化するサイバー攻撃による被害を防ぐために、重要情報や
システムの防御だけでなく、サイバー攻撃の兆候を早期に検知
し、対応することが重要となります。当社では、右記3点を目的と
し、国内・海外のグループ会社を含む富士フイルムグループ全体
を対象とした、セキュリティ監視のための組織 FUJIFILM SOC 
(Security Operation Center) 、およびセキュリティインシデン
ト対応組織 FUJIFILM CERTを構築しています。

≪体制構築の目的≫
 ● 富士フイルムグループ全体を網羅的に監視すること
 ● セキュリティインシデントの兆候をいち早く検出すること
 ● インシデント発生時に迅速に対応し、被害拡大を抑え込むこと
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グローバルで事業を展開する上で、富士フイルムグループ全体
を対象にサイバー攻撃を監視する必要があります。2021年度に
従来から備えていた社内SOC (Security Operation Center)
を拡大し、 24時間365日体制で各地域各社をカバー範囲とする
FUJIFILM SOC（p.6を参照）を構築しました。

FUJIFILM SOCでは、各種機器に導入されたアンチウイルスソ
フト製品や、AD管理サーバーやファイヤーウォールなどを監視
して い ま す。2021年 度 は、EDR (Endpoint Detection and 
Response)製品を導入し、アンチウイルスソフト製品では検知で
きない各種機器の挙動を監視対象に追加しました。全社10万台
を超えるPCやサーバーなどの機器を対象とし、事案を受けて当

初の計画から展開の前倒しを行い早期導入を達成しました。

これらの各種監視を組み合わせ相関分析することで、サイバー
攻撃の兆候を初期のうちに検出することを可能としています。 
また、富士フイルムグループ全体を監視対象としたことで、検知し
たインシデントに迅速に対応するため、 各地域のCSIRT組織を構
築しました。FUJIFILM SOCの監視で検出したアラートを基に、
各地域のCSIRT組織は全社を統括するFUJIFILM CERTと連携
し、脅威度や影響範囲を見極め、対応の優先度をつけて、適切な
対応を行います。

重要な情報を確実に守る活動
前述のサイバーセキュリティ対策やセキュリティ監視に加え、社内
の機密情報、お客様やお取引先様からお預かりしている情報、個
人情報の管理強化も同時に進めています。

当社では日々社内で作成される情報や社外から預かる情報は、右
記のとおり重要性に基づいた4つの区分で分類しています。社内
で使用する文書にはその区分が分かるように表示をつけ、社外持
ち出しや複製・社外とのやり取りにおいてその区分に応じた取り
扱いをするよう社内ルールで定めています。

会社にとって非常に重要な情報(図2の赤枠内)については、
IRM(Information Rights Management)を利用し、外部への漏
えいが発生した際であっても第三者は閲覧する事ができないよ
う、文書の暗号化とアクセス制御を実施しています。また、社内の
各組織では、重要な情報の台帳管理を行っています。 

このような管理を行うことで、万一のサイバー攻撃発生時にも被
害を最小限に抑え、被害にあった情報の重要性に応じて社外への
公表や監督官庁への報告など、必要とされる対応を迅速に実施で
きる体制と手順を整備しています。

図2 富士フイルムグループにおける文書情報区分

( 個人を指定して共有 )

秘情報
( 部・グループ単位で共有 )

範囲指定情報
(社内の広い範囲で共有 )

社内の情報 社外の情報

預かり機密情報預かり機密情報極秘情報極秘情報

FUJIFILM.CERT
インシデント対応

FUJIFILM.SOC
セキュリティ監視

図1 富士フイルムグループ全体を対象としたセキュリティ監視・インシデント対応体制

日本地域

.CSIRT

中国地域

.CSIRT

アジア地域

.CSIRT

欧州地域

.CSIRT

米州地域

.CSIRT
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3. パートナー企業と連携した情報セキュリティ

　富士フイルムグループでは、商品開発や社内の基幹業務など、
さまざまなパートナー企業（業務の委託先）に支えられて事業活
動を行っています。業務内容によっては、お客様からお預かりする
大切な情報をパートナー企業が扱うことがありますので、パート
ナー企業と緊密に連携して情報セキュリティを確保することによ

り、品質の一部として、お客様に安全・安心をお届けできるよう努
めています。また、パートナー企業よりさらに業務の委託を行う場
合には、再委託先まで富士フイルムグループ各社の管理範囲と
みなし、活動をおこなっています。

パートナー企業監査強化の取り組み (富士フイルムビジネスイノベーション)
他社での大規模な個人情報漏えい事故をきっかけに、重要な情
報をグループ外に委託している業務に関する調査を行いました。
以前よりパートナー企業にお客様や自社の重要な情報を預ける
ガイドラインを整備し運用していましたが、セキュリティを担当す

る情報セキュリティ統括組織・品質保証部門だけでなく、購買部門
も加わったタスクにて案件に応じた適切なパートナー企業選定プ
ロセスの効率化とガバナンスを強化、調査と改善依頼のプロセス
が正しく行われるようガイドを修正しました。

業務を委託する際には、業務委託の内容に応じた3種類の調査票
への回答を依頼しています。それぞれ「組織的安全措置」「人的安
全措置」「物理的安全管理措置」「技術的安全措置」の観点からセ
キュリティ状況についての設問を構成しており、その結果を購買
部門に集約して情報を一元管理しています。

また、個人情報が含まれる場合には、管理策等の取り扱いに関す
る覚書を取り交わして、法令を遵守し富士フイルムグループの個
人情報方針を満たした適切な扱いを求めています。

パートナー企業の管理監督強化プロセス

取組事例
パートナー企業の委託業務従事者からの誓約書取得
富士フイルムBIでは、社員外従業員、派遣社員、およびパート
ナー企業の社員(委託業務従事者)から、「情報資産、設備等の
適正利用についての誓約書」を取得しています。この誓約書
は全社におけるセキュリティの維持徹底を狙いとしており、具
体的には右の内容を目的としています。

1. 秘密保持契約としての位置づけによる情報漏えいの防止
2. 当社グループの施設、設備等の適正利用
3. 情報資産を含む当社資産の保全
4. 当社グループ事業所における入退管理ルールの徹底
5. 社内ネットワークおよび社内情報システムの適正利用
6. 入退館カードの適正利用

富士フイルムグループの管理範囲

富士フイルムグループ 委託先 再委託先お客様

パートナー
企業の選定1

契約交渉2

委託業務
開始前準備3委託業務の

実施4

委託業務の
終了5

監査結果
報告書

監査
実施計画

情報セキュリティ
調査票

情報セキュリティ
調査票

パートナー企業
評価データベース
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4. 個人情報保護への取り組み

1. 基本方針
　富士フイルムグループでは、国内外の全従業員がどのように 
行動するかを定めた行動規範の中で、人権尊重の一項目として個
人情報保護について定めています。また、富士フイルムグループ
で共通の内容を含む個人情報保護方針またはプライバシーポリ
シーを各グループ会社で定めており、グループ共通の考え方で
個人情報を取り扱っています。

　これらの方針は、富士フイルムグループの調達先・業務委託先
にも展開されており、サプライチェーン全体に適用されています。

（業務委託先との連携についての詳細は、P.16「パートナー企業
と連携した情報セキュリティ」をご参照ください。）

2．推進体制
　富士フイルムグループでは、ESG推進部門担当役員を管理統括
者として個人情報保護体制の構築・維持にあたっています。

　グループ全体における個人情報に関する方針や目標は、富士フ
イルムホールディングスの社長を委員長とするESG委員会で意
思決定されるとともに、ESG委員会から取締役会にも定期的に報
告されています。取締役会はグループ全体のコンプライアンスと
リスクマネジメントを監督する責任を持っており、個人情報保護
もその中の重要項目として、そのプロセスの有効性が担保されて
います。個人情報保護に関する取り組みはESG委員会で方針の
決定がなされた後、個人情報保護の統括部門であるESG推進部
門から、方針・目標を展開するとともに、その遂行や管理状況の調
査・把握、規程内容の従業員への周知徹底、個人情報を取り扱う
各組織長に対する指導・助言等を行っています。

　特に、社会での個人情報保護に関する意識向上に伴い、リスク管
理の視点から個人情報保護については、毎年グループ全体で実施
しているリスク抽出とアクションプラン策定の中で確認しており、グ
ループ全体としてリスクマネジメントの体制を構築しています。

　また、グループ各社・各組織にて個人情報実務管理責任者を専
任し、個人情報保護に取り組んでいます。なお、ISMS/プライバ
シーマークを取得している会社（P.18を参照）では、ISMSの推進
活動と一体化して定期的な外部審査の受審とその審査結果をも
とにした改善活動を行っています。

3．従業員教育
　富士フイルムグループでは、個人情報の取り扱いに関する事
故・違反の発生防止には、日々の情報を扱う際に、従業員一人ひと
りが必要とされる知識を身につけ、高い意識をもつことが重要だ
と考えています。そのため、すべての従業員を対象に、個人情報保
護について、eラーニングによる教育を毎年実施しています。

　特に大量の個人情報の取り扱いを受託する機会が多いグルー

プ会社には、「個人情報保護ハンドブック」を作成・配布し従業員の
啓発に役立てています。

　また、就業規則において、許可を得ないで情報を持ち出した従
業員には懲戒処分を科すことを定めるとともに、他社事例を含め
たヒヤリハット事例の共有を通じた注意喚起や不正な情報持出し
の検知活動などを実施しており、個人情報の保護に万全を期して
います。

4．個人情報の適切な取り扱い
　富士フイルムグループでは、個人情報の取り扱いに関する内部
規則（グローバル個人情報保護規程、個人情報管理規程、各種ガイ
ドライン等）と個人情報保護方針／プライバシーポリシーを定め、
適切な安全管理策を施し、保有する個人情報の保護に努めていま
す。個人情報保護方針／プライバシーポリシーの変更の際はウェ
ブサイト上で公表し、法令上本人の同意が必要な場合には適切に
取得します。

　また年に一度部門ごとに保有している個人情報の棚卸しを専
用システムで行い取り扱い状況を一覧できるようにするととも
に、安全管理措置の確認・是正や保有の必要がない個人情報の削
除対応等を行っています。棚卸の実施状況については、ESG推進
部門が各組織の監査を実施しています。

　また、政府機関から情報の開示を求められた場合は、要求内容
と適用される法律を確認の上、適切に判断を行います。

5．グローバルコンプライアンスへの対応
　昨今、EUのGDPR（General Data Protection Regulation：
一般データ保護規則）をはじめとして、世界各国で個人情報保護
法令の整備・見直しが急速に進んでいるため、それらをキャッチ
アップし確実に遵守していく必要があります。

　そのための主要な実務対応は各地域統括会社および各国現地
法人が行い、ESG推進部門においても世界各国の個人情報保護
法令の整備・見直し状況を把握し、各地域統括会社および各国現
地法人の対応状況を確認しています。

6．個人情報の取り扱いに関する事故・違反
　2021年度は顧客・取引先の個人情報に関連し、外部への漏え
いや目的外利用などの不適切な取り扱いを第三者もしくは規制
当局から指摘され、社外に公開すべきと判断した深刻な事案はあ
りませんでした。

　なお、軽微な事案についてもすべて情報セキュリティ事故とし
て取り扱い、事故の内容に応じてご本人などへ情報を開示し、詳
細な要因分析と再発防止策の策定・展開を行っています。
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富士フイルムグループにおけるプライバシーマークとISMSの取得状況 2022年4月

種類 取得済みの関係会社

Pマーク1) 富士フイルムイメージングシステムズ
富士フイルムイメージングプロテック
富士フイルム医療ソリューションズ
富士フイルムテクノサービス
富士フイルムヘルスケアシステムズ

富士フイルムヘルスケアラボラトリー
富士フイルムメディアクレスト
富士フイルムメディカル
富士フイルムシステムサービス

ISMS2) 富士フイルムメディカルシステム事業部3)

富士フイルム記録メディア事業部3)

富士フイルムイメージングシステムズ3)

富士フイルムイメージングプロテック3)

富士フイルムソフトウエア3)

富士フイルムメディカル3)

富士フイルム和光純薬3)

富士フイルムビジネスイノベーション
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン
富士フイルムシステムサービス
富士フイルムプリンティングシステムズ
富士フイルムマニュファクチュアリング
富士フイルムサービスクリエイティブ
富士フイルムサービスリンク
富士フイルムデジタルソリューションズ

FUJIFILM Business Equipment Shanghai
FUJIFILM Manufacturing Shenzhen
FUJIFILM Business Innovation Australia
FUJIFILM Business Innovation Asia Pacific
FUJIFILM Business Innovation New Zealand
FUJIFILM Business Innovation Malaysia Sdn Bnd
FUJIFILM Business Innovation Philippines
FUJIFILM Business Innovation Singapore
FUJIFILM Business Innovation China

FUJIFILM Eco-Manufacturing (Suzhou)
FUJIFILM Manufacturing Hai Phong
FUJIFILM Business Innovation Korea 
FUJIFILM Business Innovation Malaysia
FUJIFILM Business Innovation Thailand
FUJIFILM Business Innovation Taiwan
FUJIFILM Business Innovation Vietnam
FUJIFILM Business Innovation Hong Kong
FUJIFILM Data Management Solutions

1) プライバシーマーク：（一財）日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）より、個人情報について適切な取り扱いが行われている企業に与えられるマークです。
2) ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム国際規格(ISO/IEC27001)。個人情報をはじめとする情報全般の管理体制に関する認証です。
    一部の組織で適用範囲が限定される場合があります。詳細は、各会社へお問い合わせください。
3) ISO/IEC2701(JIS Q 27001)の適用範囲および組織部門名称は、「情報システムマネジメントシステム認定センター」の「登録組織検索」にてご覧ください。

ISO/IEC154084）認証の取得状況
富士フイルムBIおよび関連会社は、2007年より、複合機、プリンターなどの製品において、ISO/IEC 15408の認証を取得しています。
2021年4月から2022年3月まで新規に認証取得した製品は、以下のとおりです。

製品名 認証年月日

FUJIFILM Apeos C8180 / C7580 / C6580コピー、プリント、ファクス、スキャン、ストレージの
上書き消去機能搭載モデル 

2021/7/8

FUJIFILM Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570 / C7070 GK / C6570 GK / 
C5570 GK / C4570 GK / C3570 GK / C3070 
GKコピー、プリント、ファクス、スキャン、ストレージの上書き消去機能搭載モデル

2021/7/8

4) ISO/IEC15408:情報セキュリティの観点から、情報技術に関連した商品およびシステムが適切に設計され、かつその設計が正しく実装されているかどうかを評価
するための国際的なセキュリティ基準。

第三者評価・認証
富士フイルムグループでは、情報セキュリティに関する第三者評価・認証の取得に積極的に取り組んでいます。
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事業領域

ヘルスケア マテリアルズ ビジネスイノベーション イメージング

トータルヘルスケアカンパ
ニーとして「予防」「診断」「治
療」の3領域で幅広い事業を
展開

AI・IoT時代の生活を支える
通信機器、センサー、次世代
ディスプレイなどに向けた
高機能材料やグラフィック 
コミュニケーションを展開

新しい 働き方 へ の 変 革や
生産性の向上、創造性の発
揮をもたらす、製品および 
ソリューションサービスを 
展開

「 撮 影」から「 出 力」に至る、 
写真に関わる製品・サービス
を提供

情報セキュリティの今後の計画
今後も富士フイルムグループでは情報セキュリティの継続的な強化に取り組み、主に次の活動を実施する予定です。

富士フイルムグループの概要
会社名 ： 富士フイルムホールディングス株式会社
本社 ： 東京都港区赤坂9丁目7番3号(東京ミッドタウン)
設立 ： 1934年1月20日
富士フイルムグループの組織構造

 ● 製品や生産拠点の情報セキュリティに対し、各事業部中心の対応から本社主導によるグループ全体での施策導入をすすめ、ガバナンス
を強化します。

 ● 個人情報を適切に管理し、各国の法令や規則を遵守するために、規程やガイドライン等のルールを定期的に見直します。
 ● 内部不正、ヒューマンエラーなどによる従業員や業務委託先からの情報流出を防ぐための対策を一層強化します。
 ● 情報セキュリティに関する全社対象の教育・訓練を継続実施するとともに、専門性の高い人材を育成し、組織全体での情報セキュリティ
強化を図ります。

富士フイルムホールディングス株式会社

富士フイルムビジネス
エキスパート株式会社

富士フイルムシステムズ
株式会社

富士フイルム知財情報
リサーチ株式会社

持株会社

事業会社 シェアードサービス会社

100％ 100％ 100％ 100％ 100％

富士フイルム株式会社 富士フイルムビジネス
イノベーション株式会社

関係会社 関係会社

今後の計画について



■ 本報告書についてのお問い合わせ先

ESG推進部
〒107-0052..東京都港区赤坂9丁目7番3号（東京ミッドタウン）
TEL:.03-6271-2069


