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■製品情報■

○フォレンジックサーバ「MSIESER」（エムシーサー）の紹介

「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。
誰が・いつ・何を・どこで・どのように・何の為に・・・を解
明し、内／外部の不正利用者／痕跡を追跡・発見して解明す
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
システム情報機器営業第 2 本部 営業第 3 部
担当：平野
Tel：03-3546-5040
E-mail: msieser@ryoyo.co.jp

○BIG-IPアプリケーションセキュリティモジュール（ASM）

BIG-IPにWebアプリケーションセキュリティの機能が追加さ
れ、「プラグアンドプロテクト（導入後、即防御）」が可能になり
ました。
BIG-IPアプリケーションセキュリティモジュール（ASM）は、
BIG-IPアプリケーショントラフィック管理プラットフォーム上
で動作し、堅牢なアプリケーションセキュリティとトラフィッ
ク管理機能を1つのシステムで提供します。

【製品情報詳細】
http://www.f5networks.co.jp/ja/products/asm_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 マーケティング
東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 
恵比寿ガーデンプレイスタワー18F
Tel：03-5447-3370
E-mail: pr@f5networks.co.jp

○SonicWALL Advanced Pack PLUS

「SonicWALL Advanced Pack PLUS」は、SonicWALL PRO
シリーズ(FireWall/VPN機能標準搭載)をベースに、有償の
オプション製品（Gateway Anti-Virus/Anti-Spyware/IPS、
Content Filtering Service）のライセンスを標準で付加した、
キヤノンシステムソリューションズのオリジナルUTMアプラ
イアンスです。現在「SonicWALL Advanced Pack PLUS」を
特別価格にて提供しております。

【製品情報詳細】
http://canon-sol.jp/product/ss/sw_ap.html/

◆お問い合わせ先◆
キヤノンシステムソリューションズ株式会社
E-mail: snc-info@canon-sol.co.jp

○個人情報探索・監査 (棚卸し）ツール　P-Pointer

「Pポインター」は、ハードディスク内をスキャンし、個人情報
と疑わしき情報を持つファイルを、独自アルゴリズムにてピッ
クアップし、社内の誰のパソコンにどの位の個人情報がある
かを、フォルダ、ファイル名、件数の一覧でレポートします。
プライバシーマーク、ISMS取得活動における現状把握、個人
情報対策の定期監査など、個人情報管理担当者や社員の労力
を大幅に削減し、本来の業務に時間を充当することに貢献し
ます。

【製品情報詳細】
http://www.klabsecurity.com/product/p-pointer/index.html

◆お問い合わせ先◆
KLabセキュリティ株式会社
Tel： 03-5771-1107  
E-mail: p-pointer@klabsecurity.com

○会員登録すると話題の雑誌・書籍の特別価格が見えるよう
になる！

IT業界で非常に高い信頼を獲得し、ゆるぎない実績を持つ
IDGジャパンでは現在、経営戦略を支援する新IT総合誌「CIO 
Magazine」、話題のIT情報の真実を語る「Computerworld」、
電子自治体情報誌「e・Gov」、ネットワーク情報を網羅す
る「NETWORKWORLD」、Javaテクノロジー情報満載の

「JavaWorld」、サーバ管理力強化マガジン「LinuxWorld」、
Windowsを活用するための情報マガジン「Windows Server 
World」の7誌を発行。ぜひURLより直接ご購入ください。

【製品情報詳細】
http://direct.idg.co.jp

◆お問い合わせ先◆
株式会社 IDG ジャパン　出版販売部
Tel： 03-5800-3661
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○eTrust® PestPatrol Anti-Spyware Corporate Edition

従来のアンチウィルスソフトウェアでは防ぐことのできないス
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あり、あらゆる企業規模
でご利用いただくことが可能です。
では、スパイウェアとは何でしょうか。その疑問にお答えしま
す。ぜひこちらのページから、スパイウェアの定義と脅威の
分類をチェックしてみてください。

【製品情報詳細】
http://www.caj.co.jp/focus/

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

■ サービス情報 ■

○携帯電話による本人認証サービス「Secure Call」

サードネットワークスでは、携帯電話を本人認証の鍵として
利用する新しいタイプの認証ASPサービス「Secure Call」を提
供しています。
コールバック認証と発番号認証の2通りの認証方法を提供、
なりすましアクセスを防止し、企業のリモートアクセスセキュ
リティを容易に実現します。
IPsecルーター、SSL-VPN装置との接続以外に、WEBサーバ
ーとの連携によるＥコマース向けソリューションも提供してい
ます。

【サービス情報詳細】
http://www.thirdnetworks.co.jp

◆お問い合わせ先◆
サードネットワークス株式会社
Tel：03-3500-3030
E-mail: info@thirdnetworks.co.jp

○SSIJが国際規格 ISO/IEC 27001:2005認証取得支援
を開始しました

ISMS認証基準が国際規格化（ISO/IEC 27001）され、今後、情
報セキュリティ対策への需要はますます高まることが必須で
あり、SSIJとしても、2005年10月よりISO/IEC27001:2005の
認証取得支援コンサルティングを開始しました。
SSIJでは、情報セキュリティに関わるコンサルティング事業
を行うとともに今後新たに生まれる規格・要求仕様（ＩＳＭＳの
ＩＳＯ化、ＣＳＲ等）に迅速に対応し、お客様にタイムリーな
コンサルティングサービスを提供致します。

【サービス情報詳細】
 http://www.ssij.co.jp/

◆お問い合わせ先◆
株式会社エス・エス・アイ・ジェイ
Tel：03-3432-1885
E-mail: info@ssij.co.jp
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■ イベント情報 ■

○デジタル・フォレンジック・コミュニティ2005MSIESER
展示

【日　時】12月19日（月）～20日（火）　
【場　所】 ホテルグランドヒル市ケ谷

【イベント情報詳細】
http://www.digitalforensic.jp/2005Work.html

◆お問い合わせ先◆
菱洋エレクトロ株式会社
システム情報機器営業第 2 本部　営業第 3 部　平野
Tel：03-3546-5040　
E-mail： msieser@ryoyo.co.jp

○情報セキュリティ大学院大学シンポジウム「通信 IP化と
情報セキュリティ」

【日　　時】2005年12月23日（金）9:45～17:10
【会　　場】 岩崎学園横浜西口1号館　　
【参加費用】 無料
【内容（講演）】

• 通信IP化の現状　寺崎明 氏
• 国際水準から見た日本の危機管理　小川和久 氏
• モバイル社会とセキュリティ　辻村清行 氏
• IPv6と情報セキュリティ　江崎浩 氏
• 高速URLフィルタリング技術とその応用　名古屋貢 氏
• 企業における実践的セキュリティ対策　牧野二郎 氏
• 信頼性とセキュリティを考える　林紘一郎
• 情報セキュリティ大学院大学における検討事例報告

【申込み】
電子メール（所属，氏名を明記）をevent@iisec.ac.jpへ

【イベント情報詳細】
http://www.iisec.ac.jp/

◆お問い合わせ先◆
Tel：045-410-0233
E-mail：event@iisec.ac.jp

○SANS Tokyo 2006 Spring Conference開催の
お知らせ

2006年春のSANSトレーニング東京開催が決定しました。今
回は以下の2コースを開催します。トレーニングの基本コン
セプトは、「セキュリティ対策をどのように実施するのか」。豊
富な演習によってベストプラクティスを習得することができ
ます。
■SEC401：SANS Security Essentials Bootcamp Style
■AUD507：Auditing Networks, Perimeters & Systems
【日　程】2006年2月13日（月）～18日（土）
【会　場】 新宿野村ビル44階

【イベント情報詳細】
http://sans-japan.jp/

◆お問い合わせ先◆
SANS JAPANプロジェクト事務局（NRI セキュアテクノロジ
ーズ内）
Tel: 03-5220-2298
E-mail： E-mail: info@sans-japan.jp


