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■製品情報■

○専用管理ツール付き法人向けマルウェア対策製品
　「AntiMalware」販売開始

国産のスパイウェアやハイジャッカーなどに対するPC防御を
強化し、18 万種以上（2005 年 7月現在）のマルウェア（不
正プログラム）を検出します。また、自社に開設した「スパ
イウェア リサーチセンター」での研究・分析、その成果を
「AntiMalware」へリアルタイムに反映することで、国内イン
ターネット事情に最適なソリューションを提供します。

【製品情報詳細】
http://www.ahkun.jp/product/am.html

【スパイウェア リサーチセンター】
http://www.ahkun.jp/researchcenter/SpywareResearchCenter.html

◆お問い合わせ先◆
株式会社アークン
Tel: 03-5294-6065
E-mail: info@ahkun.jp
http://www.ahkun.jp

○SSH Tectia ソリューション

SSH Tectia は、政府関係機関、金融機関、大企業向けのエン
ドツーエンドのコミュニケーション セキュリティ ソリューシ
ョンです。次のような３つのデータ通信セキュリティのニーズ
に対応できます。
①「セキュアなアプリケーション接続」：アプリケーションや
ITインフラを変更することなく、イントラネットやＥＲＰ、
ＣＲＭなどの自社開発および商用アプリケーションの両方
を透過的に保護します。
②「セキュアなファイル転送」：内部と外部両方のファイル共
有に対して、ネットワーク全体で自動や対話型の形式のセ
キュアなファイル転送を可能にします。
③「セキュアなシステム管理」：システム管理者に、異機種混
在のＯＳ環境でリモートからサーバーを管理する機能を提
供します。

【製品情報詳細】
 http://www.jp.ssh.com/products/

◆お問い合わせ先◆
SSH コミュニケーションズ・セキュリティ株式会社　営業部
Tel: 03-3459-6830
E-mail: sales.jp@ssh.com

○SecureCubeシリーズ（PC Check、Site Security
　 Check、Access Check、Mail Check）

NRIセキュアの「セキュアキューブ」では、社内で管理して
いるクライアントPCやサーバのセキュリティ状況を一元管理
することができ、また、本番環境へのアクセスや電子メール
の監査、外部メディアの接続のチェックなど、内部からの情
報漏洩事故を防ぐことも可能です。
セキュリティ管理者の手を煩わせていた一連の業務を、一挙
に省力化・効率化します。

【製品情報詳細】
http://www.nri-secure.co.jp/service/cube/

◆お問い合わせ先◆
NRIセキュアテクノロジーズ株式会社
E-mail: info@nri-secure.co.jp

○「Webアプリケーションファイアウォール」TrafficShield
　のご紹介

TrafficShieldはクラッカーや悪意ある攻撃からアプリケーシ
ョンを保護する「Webアプリケーションファイアウォール」と
呼ばれる新しいタイプのセキュリティ製品です。TrafficShield
では、あらゆるWebアプリケーションの脆弱性をターゲット
にした攻撃から機密情報を保護するだけでなく、きめ細かい
セキュリティポリシーを実行することでWebアプリケーショ
ンそのものを保護します。

【製品情報詳細】
http://www.f5networks.co.jp/ja/products/t-shield_index.html

◆お問い合わせ先◆
F5ネットワークスジャパン株式会社
http://www.f5networks.co.jp/

○電子メールフォレンジック機器「メールタンク」

従来のフォレンジック・メールアーカイブ製品は、コストの面
で中小事業者の方には導入しづらいものでした。
しかし、メールタンクは設置・管理・監査と、導入から運用
にかかわるすべての面での低コスト化を実現。専門の管理ス
タッフ（知識）も不要です。
さらに上位機種のメールタンク -R では、危険なメールを検知
し警告を発するリアルタイム警告機能も備え、情報漏洩はも
ちろん、電子メールの不正利用をも見逃しません。

【製品情報詳細】
http://www.connectous.co.jp/product/index.html

◆お問い合わせ先◆
株式会社コネクタス
Tel: 03-5711-3323
E-mail: mailtank@connectous.co.jp
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○eTrust PestPatrol Anti-Spyware Corporate Edition

本製品は、スパイウェア、アドウェア、キーロガー、DoS攻撃、
その他の悪意あるソフトウェアを検出し、完全に隔離または
削除する総合スパイウェア対策ソリューションです。
このソリューションの導入によって、不正なアクセス、情報漏
えい、システムパフォーマンスの低下といったセキュリティ・
リスクを低減することが可能です。
また、導入から運用、管理に至るまで、一元化された管理コ
ンソールから操作することができ、大規模運用が可能です。

【製品情報詳細】
http://www.caj.co.jp/etrust/epp/

◆お問い合わせ先◆
CAジャパン・ダイレクト　
Tel: 0120-702-600

○認証最適化ソリューション（Secure Trust Link）

近年、認証の対象となるシステムが増加し管理が複雑になっ
てきています。
ユーザ管理情報と人事情報を連動させ、統合管理された認証
システムを独自に構築し運用していた実績とノウハウをご提
供いたします。
本ソリューションの提供機能例
　１．アカウント情報の一括管理と一括更新
　２．パスワードのユーザー変更作業の軽減
　３．人事異動時の管理作業の大幅削減
　４．不要アカウント・不要権限の陳腐化防止
　５．運用コストの大幅削減

【製品情報詳細】
http://www.comsys.co.jp/info/2005/pdf/ninsho_seculity.pdf

◆お問い合わせ先◆
日本コムシス株式会社
ITビジネス事業本部　ソリューション部　
ネットワークソリューション部門 セキュリティグル－プ
〒141-8647　東京都品川区東五反田2-17-1
Tel: 03-3448-7082　
Fax: 03-3448-7177
E-mail: security.tokyo@comsys.co.jp
http://www.comsys.co.jp/　

○リアルタイムデータベースセキュリティ Chakra

データベースセキュリティを向上させたいとお考え中の皆様
を、Chakraはお助けします。
Chakraは、ネットワーク上を流れているSQL*NETのパケッ
トをキャプチャし、プロトコルを解析することで、データベー
スへの処理要求とその結果を取得する構造になっているため、
稼動しているデータベースに一切影響を与えずにデータベー
スアクセスを監視、ロギング、アラートを発生させ、不正アク
セスからデータを防御します。

【製品情報詳細】
http://www.nst-japan.com/t_product/chakra/chakra.html

◆お問い合わせ先◆
株式会社ネットワークセキュリティテクノロジージャパン
Tel:03-5545-1801　　
E-mail: info@nst-japan.com
http://www.nst-japan.com

○迷惑メールをシャットアウトする、メール・フィルタリング装置
　「SurfControl RiskFilter E-mail」

日本語に完全対応した、導入が容易なアプライアンス型メー
ル・フィルタリング製品で、優れた操作性によりすべての機
能をすぐに稼動させることができます。
HTMLやテキストベースの迷惑メールだけでなく、画像や動
画などのあらゆるファイルをフィルタリングでき、社内のネッ
トワークトラフィックを軽減できます。
また、各種のE-mail フィルタリングによるDoS攻撃やDHA
への対応など、Eメールの脅威や脆弱性に対する確かなセキ
ュリティを実現します。

【製品情報詳細】
http://www.hucom.co.jp/product/riskfilter/index.html

◆お問い合わせ先◆
株式会社ヒューコム
ITS事業本部　営業推進グループ
Tel：03-5306-7362（直通）
E-mail: ml-product@hucom.co.jp

○情報リスクに対する企業防衛システム「MSIESER」
　（エムシーサー）の紹介

たった一度の事故で企業の信頼が失墜することがあります。
「エムシーサー」はネットワークの状況を常時監視し、万一に
備えてフォレンジックデータを蓄える製品です。
一刻も早い対策は、更なる企業の信頼向上に貢献します。
★誰が・いつ・何を・どこで・どのように・何の為に・・・を
素早く解明できます。
★内／外部の不正利用者／痕跡を追跡・発見して簡単に解明
する手段を提供します。

【製品情報詳細】
http://www.ryoyo.co.jp/product/solution/it/security.html

◆お問い合わせ先◆
菱洋エレクトロ株式会社　
営業第 3部 3G 
担当 : 平野
Tel:03-3546-5040
E-mail : msieser@ryoyo.co.jp
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■ サービス情報 ■

○「メールASPサービス、AAMS」

AAMSは、ISP向けのメールASPサービスです。アンチウィ
ルス/アンチスパムフィルタを標準装備、ISP毎に異なるセキ
ュリティ設定のニーズに柔軟に対応することが可能です。
さらにSMTP AuthやMessage submission、TLS/SSLによ
る経路暗号化など、セキュアなメールサービス提供に必要な
機能を完備しており、サーバやストレージの冗長化により、シ
ステムの信頼性と可用性を確保します。

【サービス情報詳細】
http://www.iri-com.co.jp/

◆お問い合わせ先◆
株式会社 IRIコミュニケーションズ　営業部
Tel: 03-5908-0715
E-mail: sales@iri-com.co.jp

○セキュリティ情報提供サービス DeepSight

JNSA会員企業様向けに期間限定（9月末）の特別割引販売
を開始します。
世界 180ヶ国以上 20,000 社超のパートナー企業、大学をはじ
め研究機関のセキュリティシステムのほか、公開、非公開の
さまざまな情報源から攻撃データを収集し、相関分析を行っ
ています。
分析結果をもとにお客様のネットワーク環境に合わせた早期
警告情報と、攻撃への対処方法を年間を通じ逐一お届けしま
す。
※期間限定販売の詳細は担当までお問い合わせ下さい。

【サービス情報詳細】
http://www.symantec.com/region/jp/deepsight/index.html

◆お問い合わせ先◆
株式会社 シマンテック
担当 : 剱物（けんもつ）
E-mail:shuichiro_kenmotsu@symantec.com

○「ITセキュリティ評価・認証制度（CC認証）における評
価業務」および「関連するコンサルティング・サービス」
を行います

「ITセキュリティ評価・認証制度」では、国際セキュリティ標
準 ISO/IEC 15408に基づき、認定された評価機関（弊社）が
セキュリティ製品・システムの評価を行い、認証機関（IPA）
より申請者に対して認証書が交付されます。
日本で取得した認証は、国内だけでなく諸外国政府等の調達
にも有効となります。
弊社では、評価業務および認証取得のための各種コンサルテ
ィング・サービスを行っております。

【サービス情報詳細】
http://www.ecsec.jp/service/index.html

◆お問い合わせ先◆
株式会社電子商取引安全技術研究所
担当 : 長濱・針間
Tel: 03-5259-8061
E-mail: info@ecsec.jp

○プライバシーマーク取得のための「ラピッド・コンサル
　ティング講座」

「プライバシーマーク認定取得」における取得申請までの各ス
テップ実務の、コンサルティングを含めながら約 4ヶ月間（全
8回）の研修を行う複数社参加での講座です。
【対象】Ｐマーク認定取得を目指す法人
【費用】609,000 円（全 8回分）

【サービス情報詳細】
http://www.rhc.co.jp/r-isap/

◆お問い合わせ先◆
リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社
Tel: 03-5148-5817
E-mail: tsuneo.nakamoto ＠ nts.rhc.co.jp

■ イベント情報 ■

○CAジャパンのイベントとセミナーのお知らせ

【イベント情報詳細】
http://www.caj.co.jp/events/

◆お問い合わせ先◆
CAジャパン・ダイレクト　
Tel: 0120-702-600


