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会員企業ご紹介 12

当社は、共同開発パートナー、製造パートナー、販売パート

ナーという3領域のアライアンスパートナーと連携しておりま

す。それぞれの分野のアライアンスパートナーの強みを一体化

させたシナジー効果により、幅広い市場ニーズに応えることが

可能となり、多彩な事業機会を創出しております。

そのアライアンスパートナー戦略とともに「製品ラインアップ

拡充戦略」で多様なユーザーの目的に応えることのできる幅広

い製品を自社開発し、ラインアップを拡充していくことを基

本戦略としております。

さらに、現在、CMVP（Cryptographic Module Validation

Program：暗号モジュール評価プログラム）において、FIPS

140-2 適合認定取得中の当社暗号ライブラリ製品「C4CS（C4

Certified Suite）」の開発により培ったノウハウをもとに、米国

のセキュリティコンサルティング企業や評価機関と連携しお客

様に迅速・確実な認定取得支援サービスを提供しております。

リスク分析からセキュリティシステム導入・構築、さらにシス

テム構築では最も重要である暗号実装まで広範囲に対応し、

適切なコストで運用でき、確かな効果を得られるサービスをご

提供致します。

情報開示・内部統制セミナーのご紹介

◆日　時： 平成17年1月20日（木）、2月9日（水）、

2月22日（火）

13:00 ～ 16:40（受付開始 13:15）

◆会　場： 東京国際フォーラム

1月20日（木）：G605

2月29日（水）：G505

2月22日（火）：G604

◆参加料： 無料

◆当日のプログラム：

13:30 ～ 13:40 開会

13:40 ～ 14:30【第1部】

企業内容の開示を支える内部統制の構築

講師：東京北斗監査法人　南 成人

14:40 ～ 15:40 【第2部】

連結開示におけるコンプライアンス体制

講師：（株）スリー・シー・コンサルティング 児玉 厚

15:40 ～ 16:30 【第3部】

経営者のための情報セキュリティ

講師：（株）シーフォーテクノロジー 川本 武志

16:30 ～ 16:40 閉会

貴社名、ご所属、お名前、ご連絡先を明記の上、下記メール

アドレス宛にお申し込みください。

E-mail：cap@c4t.jp

株式会社シーフォーテクノロジー
(http://c4t.jp)

株式会社シーフォーテクノロジーは、情報セキュリティ分野において、“核”となる技術（暗号化技術、秘密分散技術、電

子透かし技術、ニューラルネットワーク技術）を独自開発し、事業展開しております。技術革新の速い分野において、常

に先進技術を追求し、顧客へ最高のソリューションを提供することを目的に企業活動を行っています。

また、当社では、高まりゆく情報セキュリティのニーズに応えて、コアテクノロジーの製品及びライセンス提供を行うとと

もに、「アライアンスパートナー戦略」（CAP：C4 Security Alliance Partner Program）を中核とした販売展開を行って

おります。

お問い合わせ先
株式会社シーフォーテクノロジー

セキュリティ事業本部

TEL: 03-5447-2253

E-mail: product@c4t.jp
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統合セキュリティソリューションSecureSoft T-Seriesは、

ネットワークのゲートウェイで必要とされる「Firewall」

「IDS」「VPN」「AntiVirus」の機能をひとつにした一体型

アプライアンス製品です。複数の機能を１台で提供する

ことにより、導入コストの低減、管理・運用負担の軽減

を実現します。

使い勝手の面において、管理画面、マニュアルが全て日

本語化されており、本体に標準で提供しているログ管理

ツール“SecureSoft Longserver”を使用することにより、

手軽にログ集計・抽出・レポート作成が可能です。

また、全ての機能がモジュール化されており、用途に合

わせた組み合わせ方が可能です。小規模オフィスから大

企業、データセンターまで多様なラインナップを取り揃

えており、機能、価格共にユーザのシステム環境に合わ

せてお選びいただけます。

高性能ネットワーク侵入遮断システム SecureSoft

Absolute IPSは、最大８Gbpsのパフォーマンスを誇る

業界最高水準の侵入検知防御システムです。既知・未知

のワーム、DoS攻撃に対し、プロアクティブな検知・遮

断を行います。

超高速Network Processorベースのアーキテクチャー採

用により、あらゆるパケットに対するDeep Packet

Inspection を高速で実現します。未知の攻撃への対処と

いう点については、Self-Learningプロセスを通じたアノ

マリ検知機能により、トラフィックの異常兆候を判断し、

プロアクティブな対応を可能にします。

さらに、Virtual Sensor、アプリケーションコントロール、

IPF（インフラ保護）機能、など多様な機能をサポートし、

ネットワークに対するセキュリティの強化に寄与します。

製品スペックでは、2Gbps、4Gbps、8Gbpsの帯域幅に

対応し、精度の高い検知、リアルタイムでの防御を行い

ます。

株式会社セキュアソフト
(http://www.securesoft.co.jp)

セキュアソフトは、近年、深刻さを増すネットワーク上の脅威に対処するための最新セキュリティソリューションの開発・

提供を行うとともに、新しい時代の情報セキュリティインフラを提案する企業です。

1996年韓国初の商用ファイアーウォールのリリース以降、韓国のセキュリティ市場をリードする役割を担ってきました。

2002年に日本法人を立ち上げ、これまで日本の数多くの行政機関、教育機関、民間企業でセキュアソフトのセキュリティ

機器が導入されております。ユーザに高品質で使い勝手のよいプロダクトを提供するとともに、常に時代が必要とするソ

リューションをお届けすることがセキュアソフトの使命です。

お問い合わせ先
株式会社セキュアソフト

セールスグループ

TEL: 03-5464-9966 FAX: 03-5464-9977

E-mail: info@securesoft.co.jp

SecureSoft T-Series SecureSoft Absolute IPS

＜SecureSoft T-1000＞
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JNSA CORPORATE MEMBRES LIST

デジタルアーツは、インターネット社会の不安を取り除くソリュ
ーションの創出を目指し、インターネットアクセスに伴う危険を
未然に防止する「Webフィルタリング」を中心とするセキュリテ
ィ事業をメインに事業展開をしています。
｢Webフィルタリングソフト｣の製品モジュールからデータベース
まで、ソリューションの必要要素を1社で提供できる唯一のベン
ダーとして、企業・官公庁・自治体・学校・教育機関・家庭な
ど、さまざまな市場で実績をあげています。

デジタルアーツ株式会社
(http://www.daj.co.jp/)

インターネットが日本において広がりを見せ始めた1995年、海外で誕生したインターネットを日本人にも使いやすいもの

にしようという思いを背景に、デジタルアーツ株式会社は設立されました。

デジタルアーツは創業以来このスタンスを忘れずに、お客様の視点で｢より便利な、より快適な、より安全な｣インターネッ

ト環境を作っていくことを目指し、パッケージソフト、ソリューション、サービスの企画・開発・販売を展開しております。

お問い合わせ先
デジタルアーツ株式会社
〒107-0061 東京都港区北青山3-6-16佐阿徳ビル
TEL: 03-5485-1347 FAX: 03-5485-1337
e-mail : ifilterb@daj.co.jp
www.daj.co.jp

Webフィルタリング製品群 主な事業内容

「i－フィルターBusiness Edition」製品紹介

新しいフィルタリングマーケットの創造

・掲示板などへの書き込み（POST）を制御するPOSTフィルター機能
・Webページを詳細に分類してアクセスをコントロール
・部署ごと、支社ごとに異なったフィルタリングルールを適用可能
・HTTPのファイルアップロード規制や、アップロードしようとした
内容の記録が可能

デジタル社会の象徴であるインターネットはもはやパソコン
だけにとどまらず、携帯端末や家電へ、そして企業、官公庁
から学校、家庭へと、爆発的に拡大しています。
デジタルアーツは保有する
フィルタリング技術を更に
発展させ、迅速に市場に対
して供給していく体制を構
築し、時代に必要とされる
ソフトウェアをお客様の視
点で作り続けていきます。



コンサルティング・アウトソーシングサービス

当社は、お客様の幅広くかつ専門性が要求される高度な事業

分野において、各分野のプロフェッショナル集団がプロジェク
トチームで課題解決にあたります。また、社内に十分な要員

が確保できない場合でも、企画・事業開発・戦略立案に係わ

る業務のアウトソーシングで対応いたします。

情報セキュリティ分野

情報セキュリティ戦略構築

経営情報戦略の一環として、いかにセキュリティ技術・人材

をコントロールして実行性担保を図りながら、企業サプライチ

ェーン活動から付加価値を生み出していくか、マーケティング

戦略の視点を加えながら利益の極大化を目指すコンサルティ

ングを致します。

1. 情報セキュリティマネジメント総合支援

2. 個人情報保護システム構築総合支援

3. 情報セキュリティ監査

大規模プロジェクト向けパッケージ
中堅・小規模企業向けS&Mパッケージ

個別サービス

・情報資産リスクアセス支援　
情報資産の特定からリスク分析・評価・対策

・個人情報リスクアセス支援
個人情報業務フローの分析･評価･対策

・セキュリティ実装支援
分析評価結果からセキュリティ実装支援、RFP作成

・マニュアル文書化支援
ISMS文書テンプレート提供により管理文書作成

・内部監査員養成プログラム
自社内での基本的なセキュリティ監査要員養成

4. 研修・トレーニング・セミナー

研修トレーニング
・情報セキュリティ研修（半日～1日）

・ISMS内部監査員養成研修（1日)

・個人情報内部監査員養成研修（1日）

・経営者・部門長クラス向け個人情報保護研修（半日コース）

・一般社員、パート、アルバイト向け個人情報対応企業研修

（半日～1日）

講演・セミナー
・個人情報漏洩防止における企業対応（企業一般部門向け）

・個人情報漏洩クレームに対する企業対応（広報、顧客対応

窓口向け）

・個人情報漏洩防止における具体的な企業対応策（現場社員、

幹部社員向け）

教育ツール
個人情報保護法DVD・ビデオ

『よくわかる個人情報保護法』 上巻、下巻　
（理解度確認テスト、解答用紙付）

東京情報コンサルティング株式会社
(http://www.tokyoitc.jp)

経営・マーケティング戦略実現のための情報セキュリティ”コンセプトを日本初で実施致します。
情報セキュリティ戦略は、あくまで企業情報環境のインフラであり企業目的ではありません。その業界環境、企業文化、

業種、業態に合わせた可用性、機密性、完全性のバランスが重要です。情報セキュリティを企業情報戦略の一環と捉え、

経営・マーケティング戦略の実現のための情報セキュリティ戦略コンサルティングを行います。

お問い合わせ先
東京情報コンサルティング株式会社　(TokyoITC)
ＩＴビジネス事業部

東京都新宿区新宿1-30-16ルネ新宿御苑タワー９Ｆ　
TEL 03-5368-4886 FAX 03-5368-4887
e-mail: info@tokyoitc.jp

30
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JNSA CORPORATE MEMBRES LIST

この秋に発表した二つの「高信頼システムソリューション」

をご紹介いたします。

◆Windows環境における
Trusted Thin Client Solution

これまで数々のセキュリティ対策が必要だったクライアント

PCをディスクレスにして、情報をサーバに集約させる事によ

り、クライアント側からの情報漏えいを防止、情報の一元管

理によるセキュリティポリシーの徹底と投資の集中化による極

めて強度の高いセキュリティ対策が施せます。

サーバは、Windowsの「ターミナルサーバ」を使用、アクティ

ブディレクトリとの連動によってドメインを統合しつつ、洗練

されたグループセキュリティポリシーの適用によって、リファ

レンスモニタをも実現します。更にadministratorに権限を持

たせたまま構成した時でも、事故が発生しないようにセキュア

OS（PitBull）が無条件で付いています。

システム構成部分が大幅に減るため、システム構成によるシ

ステム全体の信頼性向上を実現でき、あわせてセキュリティ

リスクの低減、運用コストの削減、業務効率の向上が実現さ

れます。

Trusted Thin Client Solution ４つのキーワード

・構成の単純化（信頼性の向上）

・情報漏えい対策の強化（崩れないポリシー）

・業務システム効率化（一元管理の徹底）

・抜群の費用対効果（今までのような空振りは無い）

◆ラベル式アクセス制御を利用したデータベース保護
Trusted Database Solution

「Oracle9i Database」「Oracle Database 10g」のオプションで

あるラベル式アクセス制御機能を利用し、TrsutedOSで実現

されている強制アクセス制御と同等の強力なアクセス制御を

データベース内部にまで実現します。本機能を利用すると、

各レコード単位に機密区分情報を持てるため、今まで不可能

であったレコード単位でのアクセス制御を実現できます。

本ソリューションは、Solaris8＋Oracle＋PitBull FS＋

Oracleオプション製品で構成されます。

■H/W対策

ストレージの暗号化による媒体経由での漏えい防止

■運用・監視対策

アノーマリー検出と抱き合わせて自動アラートを実現

日本高信頼システム株式会社
(htt@://www.jtsl.co.jp)

日本高信頼システム株式会社（略称：ＪＴＳ）は、2002年2月に株式会社日本高信頼システム研究所として立ち上がった

中立系の企業で、今年5月に現社名へ変更し、高信頼システムソリューション専門のベンダーとして活動中です。単にセ

キュリティという切り口ではなく、信頼性というもう一段上の切り口でシステムを見て、多くの問題解決に挑んでいます。

弊社では、高品質性・安全性・持続性の三要素にコストバランスを加味して、お客様ごとに最善と思われる「高信頼シス

テムソリューション」をご提供していきます。

お問い合わせ先
日本高信頼システム株式会社　第1ソリューション部

TEL : 03-3868-8921 E-Mail : sales@jtsl.co.jp

Webサーバ 

Webサーバ 

一般のデータベース接続 
プログラム 

文書 
テーブル 

（LBAC DB） 
Java 

アプリケーション 

文書管理システム 
（ラベル式アクセス制御） 

DBサーバ 
（ラベル式アクセス制御） 

アクセス要求 
ラベル：一般 

ユーザ端末 

ラベル 

データベース 

返却データ 

どんなアプリケーションからでも 
ラベルに定義された制限の 
データのみが取得可能 

文書名 
一般 文書 1

ラベル 文書名 
一般 文書11

課長以上 文書22

課長以上 文書33

課長以上 文書44

部長以上 文書55

部長以上 文書66

部長以上 文書77

役員以上 文書88

役員以上 文書99

役員以上 文書1010
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m日本ジオトラストはWeb Trustの厳正な監査を毎年ク

リアしている米国の世界的な第三者認証局です。

m日本ジオトラストでは、運営方法やプライバシーポリ

シーを含んだ非常に広範な監査範囲を有する事で知ら

れるWebTrustが、毎年行う監査にその都度合格して

おり、そのガイドラインに基づいて運営しています。

インターネットで暗号化を行う際、現在最もスタン

ダードとなっている技術基盤、公開鍵暗号基盤（以下

PKI）と呼ばれる方式に必要な電子証明書を発行して

います。

＊PKI方式とは、電子証明書を認識したウェブブラウ

ザが通信先のサーバを認証し、秘密鍵と公開鍵を用

いてSSL通信を行うというものです。この認証と通

信の暗号化により、第三者の改ざん、盗聴、盗用、

成りすましを防止することが可能になります。

mしかし、現在のサーバ証明書発行サービスでは、申し

込みの際に登記簿謄本や、印鑑証明書の提出が必要

で、さらに発行までには前述の書類を取得し、郵送し

た後２週間以上待ってやっとサービス開始にたどり着

くというものでした。そのうえ、金額的にも実勢価格

が10万円前後と非常に高価であったため、これらの要

素が障壁となって、日本の総事業者数の90％以上を

占める中小個人企業にはほとんど浸透していないとい

うのが現状です。

m日本ジオトラストでは従来統合されたサービスだった

SSL通信用のサーバ証明書とウェブサイトの企業実在

認証サービスを分割し、ユーザ側で選択できるように

しました。その為、面倒な書類手続きを廃し、かわり

にドメイン管理者、サーバ管理者、SSL申請者が一致

して初めて本人確認が成立したと想定し認証するシス

テムを採用しています。ジオトラストはクイックSSL

プレミアムの開発、販売を通じて、すべての人に安心

と信頼をお約束できるインターネットの実現に寄与し

てきました。

m私達日本ジオトラストがご提案する128bitSSL暗号化

技術、第三者認証サービスによる電子証明書は、今

この瞬間にあなたとつながろうとしている誰かに、"今

より、もっと"の安心を実現します。

■提供サービス

日本ジオトラスト

最大のサーバ証明書ソリューション

トゥルービジネスIDは、クイッ

クSSLプレミアムの持つ、安全

な128bit SSL暗号化通信能力

とトゥルーサイトの持つ、企業

の運営団体実在性認証能力を

融合。天文学的なレベルの数

字の羅列によるハイスペックな

暗号化機能と、世界第２位の

シェアを誇るジオトラストの実在性認証が、ユーザーに

対する信頼度を高め、あなたのe-ビジネスのweb上での

ステイタスを支えます。

日本ジオトラスト株式会社
(http://www.geotrust.co.jp/)

日本ジオトラストは、電子証明書（サーバ証明書・企業認証・個人認証など）発行サービスを提供しており、証明書発行

数の実績における世界シェア第二位のリーディングブランドです。

225,000枚（2004年12月現在）以上の発行実績があり、世界の140を超える国々でお客様に安心と信頼をご提供しています。

お問い合わせ先
日本ジオトラスト株式会社

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1 

セルリアンタワー10階

TEL: 03-5728-1551（代）／FAX: 03-5728-1552 

ウェブサイト: http://www.geotrust.co.jp/ 

お問合せメールアドレス: info@geotrust.co.jp

もっと信じられるインターネットを！
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個人情報保護法の施行へ向けてどのような対策をすれば良

いか、といった問いに対する的確なお答えを提示するのが

このPPIKです。

PPIKでは、個人情報保護法に照らし合わせて、現状どの

ような対策ができていますか、という質問項目を列挙して

アンケートを取ります。アンケートの選択肢からお答えいた

だいた結果を分析し、コンプライアンスに照らし合わせて対

策を示します。態勢を整えるためには、まずどこまで実施

しているか具体的な現状把握が必要ですので、主に現場に

近い人たちに答えてもらうことを想定しています。

パソコンにインストールし、PPIKを起動すると、質問項目

が出てきます。それに答えていただくだけで、法律に対応

できているかどうかと、その時点で取るべき対策が画面に

表示されます。何が不足し、何をしなければいけないかが

瞬時に分かります。

◇簡単なインターフェース

アンケート形式の設問に回答をクリックで選択していくこ

とで、各種法令への対応状況が確認できます。対応状況に

不足がある場合には、とるべき対策内容が提示されます。

◇高レベルの対応とサポート

PPIKはさらに厳格な個人情報保護の規格である「JIS Q

15001:1999」のレベルも踏まえているため、高いレベルでの

個人情報保護態勢を望む組織までもサポートします。

また、用語集による専門用語の解説や、履歴機能による過

去の点検結果を参照することも可能です。

◇充実したライブラリ

本製品には基本規程から詳細規程まで、さまざまな場面に

必要なサンプルドキュメントを含みます。社名を書き換え

たり必要のない項目を削除することで、それぞれの組織に

合った規程の策定が可能です。

■ソフトウェア要件

OS ：Windows2000、XP（日本語版）

ソフトウェア：Microsoft Internet Explorer 6以上推奨

※付属の規定集を開くためには、Microsoft

Office（Word、Exel)形式のファイルを開くこ

とができるソフトが必要です。

HDD ：100Mbyte以上の空き容量が必要

画像解像度 ：1024×768

販売価格 ：200,000円

株式会社ヒューコム
(http://www.hucom.co.jp/)

株式会社ヒューコムは、“セキュアネットワーク分野のトータルソリューションプロバイダ”として、ネットワークシステム

の設計、構築、ポリシに沿った運用･管理、監視、更にはセキュリティ教育まで、一貫したソリューションの提供をOne

Stop、One To Oneで実現できる企業として事業を展開しております。

本稿では、来年４月の個人情報保護法完全施行へ向けた、個人情報保護態勢構築支援ツール「PPIK」のご紹介を致しま

す。PPIKは個人情報保護態勢の構築を支援するツールで、社内の取り組み状況を分析し、どの部分が不十分かギャップ

を分析したうえで、不足個所への対策を具体的に提示することができるソフトウェアです。

お問い合わせ先
株式会社ヒューコム　　SMS事業本部

〒166-8521東京都杉並区梅里1-7-7

新高円寺ツインビル

TEL：03-5306-7339 FAX：03-5306-7334

E-mail ：sms@hucom.co.jp

URL ：http://www.hucom.co.jp/

PPIK（Privacy Policy Implement Kit）について

PPIKの使用方法

PPIKの特徴


