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会員企業ご紹介  17
アイネット・システムズ株式会社
http://www.ains.co.jp

※製品に関するお問い合わせは・・・
アイネット・システムズ株式会社　ネットワーク事業部

〒 542-0081 大阪市中央区南船場 2-9-8
シマノ住友生命ビル 3F
TEL: 06-6282-1760   FAX: 06-6282-1762
e-mail:net_sales@ains.co.jp
お気軽にご連絡下さい !!

NetRAPTOR 及び easyFiLEX は株式会社イージーネットの登録商標です。

ネットワーク・フォレンジック
−企業法令遵守の姿勢を育てる−

企業活動におけるIT利用の日常化に伴いネットを介した情報流
出等、関係者を悩ませる問題は年々増加傾向にあります。また「日
本版SOX法」施行が迫る中、いつ・だれが・どの情報を扱ったの
か管理・記録することで企業としての責任を明確にしようとする

‘内部統制重視’の姿勢は今後加速・浸透していくことが予想され
ます。

NetRAPTORは通信データの採取・保存をすることで情報を扱う
社員の意識を向上させ企業法令遵守の姿勢を育てることを基本
としながら、いざいうときは強力な検証機能をもって追跡調査を
行い、企業としての責任を果たすことを支援する情報セキュリ
ティ監査アプライアンスです。

■基本機能
•通信データをすべて取得
•Web、メールデータの再現
•強力検索
　⇒キーワード・日時・プロトコル・IPアドレス・MACなど
　　過去データを添付ファイル内まで詳細全文検索!
•リアルタイムアラート
　−不適切な通信には管理者へ報告

■特　徴
•溜まったデータはバックアップ可能（NAS・SAN・テープ）
　⇒ストレージへの直接検索可能!
•一台構成でもデータ採取を止めることなく監査・バックアップ可能

システム構成イメージ

インターネット
スイッチ

TAP/ ポートミラー

社内環境

電子ファイル転送システム そのファイル、メール添付で本当に安心ですか ?

☆添付メールを送ろうとして...

　●宛先アドレスを間違えた!

　●容量が大きすぎて送れなかった!

☆無料ASPサイトならどうだろう...

　●利用者が集中する時間になると使いにくい。

　●不特定多数のユーザがアクセスするため 

　　安全性に不安がある。

☆安全なデータ送信!

   ●暗号化通信を利用。

   ●利用ユーザを登録・管理。

☆送信ミスによる混乱を防ぐ!

   ●宛先アドレスの入力が不要。

   ●送信後でもファイルを削除することができる。

☆通信の混雑やサーバーの容量制限 の問題を解決!

　●自社でサーバーを管理することにより、容量制限を

　　自分で設定できる。

　●データ送信・利用履歴を保存することができる。■ご利用イメージ■
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ジュリアーニ・セキュリティ&セーフティ・アジア（GSSA）は、ジュリアーニ前NY市長が設立したジュ

リアーニ・パートナーズの子会社、ジュリアーニ・セキュリティ&セーフティの日本法人です。ニュー

ヨーク市を実際に立て直したスタッフと連携し、IT、物理、組織セキュリティを統合したOneStop 

Full-Circle Securityのセキュリティ・コンプライアンスの確立と事業継続計画（BCP）策定をサポート

します。

株式会社ジュリアーニ・セキュリティ & セーフティ・アジア
http://www.gssa.jp

NYCで実績をあげたセキュリティ・コンプライアンス策定、事業継続プランをあなたの企業にも。

ジュリアーニ前NY市長ならびに当時のスタッフが最適なセキュリティ・コンサルティングをご提供

致します。

GSSA OneStop Full-Circle Security

ITセキュリティ
企業の通信システム、コンピュータ、

ネットワーク、データが内部、外部、双方の

発信源から受ける脅威

GSSA OneStop Full-Circle Securityの有効性

現状の問題点
• ITリスク、物理リスク、組織リスクにはかなりの重複部

分と共存部分が存在

• 各セキュリティ問題の間には相関性があり、セキュリティ

に対するパッチワーク的アプローチは意味をなさない

• 各パッチに不安定なギャップが生じ、効率も悪化。セキュ

リティ投資が無駄になる場合も発生

解決策
• 完全に一体化した形で3つのリスクカテゴリー（ITリス

ク、物理リスク、組織リスク）のすべてに対処するために

開発した独自のセキュリティ手法

• 「サークル」は連続的で、いずれのアプローチ・ポイントで

も一貫した強度を発揮

このコンセプトを土台として、GSSAは各クライアントの

ニーズに合わせて、クライアントのセキュリティ環境のあ

らゆる側面を考慮しながらバランスの取れたセキュリティ

コンサルティングを提供します。

GSSA OneStop Full-Circle Securityは、国家、自治体、

企業、個人の重要インフラの防御に従事した経験を持つ

元公安官や元法執行官から成るチームの指揮の下で導入

を実行します。

導入事例
• 国際空港

• 湾岸施設

• 大規模商用施設

• 大手プラント会社

• 大手警備会社 　など

組織セキュリティ
不正行為を阻止するための適切な方針や手順

が実施されない場合の脅威

物理セキュリティ
自然事象、人為的事象の双方によって脅かさ

れる施設や機器に対する脅威

実績のあるセキュリティ・コンプライアンスの確立、事業
継続計画なら

株式会社 ジュリアーニ・セキュリティ
 &セーフティ・アジア
〒150-0001東京都渋谷区神宮前5-52-2 
青山オーバルビル14F
電話: 03-5485-7080 FAX:03-5485-2122
e-mail: info@gssa.jp

JNSA CORPORATE MEMBERS LIST
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ソラン・コムセック コンサルティング株式会社
http://www.sorun-comsec.co.jp

豊富なノウハウと経験を活かし多角的に情報セキュリティを支援

高度情報化社会では、情報セキュリティにかかわるさまざまなリスクが企業を取り巻いています。このリスクを
いかに取り除くかということは、企業の経営戦略上、不可欠の課題です。当社では、企業の情報セキュリティをトー
タルにご支援するコンサルタントとして、お客様のビジネスをサポートします。
セキュリティ対策の立案(PLAN)から実施(DO)、点検・監査・監視(CHECK)、改善(ACTION)の4つの局面におい
て、組織的、人的、物理的、技術的の4側面それぞれの対策を提供する事により、お客様の情報セキュリティをトー
タルにサポートいたします。

お問い合わせ先　
ソラン・コムセックコンサルティング株式会社

〒 108-0073 東京都港区三田 3-12-16
TEL 03-5442-7901 FAX 03-5442-7860  e-mail:sec-info@sorun-comsec.co.jp

当社のコンサルティングフロー当社のコンサルティングフロー

セキュリティ予備調査
セキュリティ簡易診断 セキュリティ意識調査

システムセキュリティ診断
ネットワークデザイン診断
ネットワーク診断
サーバー診断
データベース診断

WEBアプリケーション診断

セキュアシステム構築支援
ネットワーク設計支援

インフラストラクチャー設計
セキュアWEB設計開発支援

セキュリティ教育サービス

セキュリティコンサルティング
セキュリティ対策支援
個人情報保護支援
ＢＣＰ策定支援

セキュリティ運用支援サービス
24時間セキュリティ監視

システムの脆弱性通知サービス

セキュリティ監査サービス

運用組織

お客様
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株式会社日本システムディベロップメント
http://www.nsd.co.jp/

クライアントPC、ファイルサーバにソフトの導入が不要
のアクセスログ監査システム 『File Server Audit』

『File Server Audit（ファイルサーバオーディット）』は、共有ファ
イルサーバで管理されるファイルに対する操作履歴を収集、解
析する製品です。
共有ファイルサーバのファイルに対して、誰が、いつ、どのよ
うな操作を行ったのかが記録されますので、共有ファイルサー
バに格納されている個人情報や機密情報が、適切に利用されて
いるかどうかを容易に把握することができます。
個人情報保護法の施行、各省庁における情報セキュリティガイ
ドライン策定などにより、ファイルの操作履歴を収集する必要
性が高まり、数多くの操作履歴を管理する製品が発売されてい
ますが、利用者のパソコン一台一台にソフトの組み込みが必要
など、導入や運用に際し情報システム担当者に対する負担のか
かる製品がほとんどです。

『File Server Audit』は、ネットワークを流れるデータを直接収
集する方式を採用することにより、共有ファイルサーバや利用
者のパソコンにソフトの組み込みが一切不要で、既存システム
にほとんど影響を与えないソリューションを実現しました。更
に、当社が独自に開発した仕組みにより収集結果を解析するこ
とで、利用者が実際に行った操作と一対一の操作履歴を出力す
ることができるようになっています。

自動検疫チェックでウィルスパターン、セキュリティパッ
チの更新漏れゼロ 『Secure Network Platform』

『Secure Network Platform（セキュアネットワークプラット
フォーム）』は、社内ネットワークに接続しようとするPCに対し、

1） 最新のセキュリティパッチ、ウイルスパターンが適用され
ているかチェック

2） 企業ポリシーを満たしていないPCの社内ネットワークへ
の接続を拒否 

3） 隔離されたネットワークでセキュリティパッチ、ウイルス
パターンを更新 

の3つを行うことによって、セキュリティ対策済みのPCのみを
社内ネットワークに接続可能とする、不正接続防止検疫ソリュー
ションです。
従来の検疫ネットワーク製品では、検疫実行のために何らかの
ユーザ操作が必要でしたが、Secure Network Platformはネッ
トワークに接続したタイミングで自動的に検疫を開始します。
 セキュリティポリシーに合致しないPCは自動的に治癒まで行
われる為、全社のPCのセキュリティレベルを一定に保つことが
できます。 また、ユーザ1人1人に対する検疫操作のユーザ教
育も不要で、管理者に負担をかけません。

株式会社日本システムディベロップメントは、1994年にMcAfee社の国内総代理店としてウィルス対策ソフトを販売開始

しました。ウィルスの脅威がまだ企業で認識されていなかった頃からセキュリティへの取り組みをはじめた当社は、その

後セキュリティ関連製品の開発や取り扱いを拡大してきました。近年では多様化するマーケットニーズに迅速かつきめ細

かに対応するため、長年のシステム開発のノウハウと10年以上のセキュリティパッケージベンダとしてのノウハウを融合

した、弊社独自のセキュリティパッケージを企画/開発/販売しています。

今後も製品販売のみならず、各種コンサルティングやサポートサービスを充実させ、セキュアなビジネスが展開できるシ

ステム環境を提供して行きます。

 今回は、弊社が独自に企画及び開発している二つのソリューションについてご紹介します。

お問い合わせ先
株式会社日本システムディベロップメント

東京 : 〒 163-0777 東京都新宿区西新宿 2-7-1 
新宿第一生命ビル
TEL : 03-3342-1369   FAX : 03-3342-0453

大阪 : 〒 541-0043 大阪市中央区高麗橋 3-3-7 
NSD ビル
TEL : 06-7731-4607   FAX : 06-7731-0358

E-mail : 『File Server Audit』  fsa@nsd.co.jp
『Secure Network Platform』  keneki@nsd.co.jp

会社概要

社名 株式会社日本システムディベロップメント
（英名：NSD CO., LTD.）

設立 昭和 44 年 4 月 8 日
資本金 72 億 5 百万円 ( 平成 18 年 3 月 31 日現在 )
従業員数 2,378 名 ( 平成 18 年 3 月 31 日現在 )

事業内容 システム分析・設計の受託 / プログラム開発及び受託 / コン
ピュータ室運営管理 / ソフトウェアプロダクト
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株式会社ネットマークス
http://www.netmarks.co.jp

お問い合わせ先
株式会社ネットマークス　マーケットコミュニケーション部

〒 107-0051 東京都港区元赤坂 1-3-12
TEL: 03-3423-5782　FAX: 03-3423-5902
E-MAIL: info@netmarks.co.jp　URL: http://www.netmarks.co.jp

ネットマークスは、メーカーにとらわれることなく時代に即したネットワーク構築というニーズの高まりを背景に、マルチ

ベンダ環境でのネットワークインテグレータとして1997年に設立いたしました。

「We are here on customers’ side」をスローガンに掲げ、お客様の立場で考えた最適なソリューションと誠実できめ細か

なサービスの提供を目指しております。また、多くの導入実績により培った技術力とノウハウに基づき、付加価値の高い

ソリューションを提供しております。

<4つの基幹ビジネス>
当社は、IPテレフォニーなど企業内コミュニケーション基盤を統合するトータルVoiceソリューション、重要な情
報を保全し、強固なネットワークセキュリティを実現するセキュリティシステム、情報をライフサイクルで管理し
有効活用するためのストレージネットワークシステム、またシステムの運用・監視を行うアウトソーシングサービス
の4つのソリューションを基幹ビジネスと位置付け、これらを融合させ、設計、構築、運用、監視、保守に至るま
でトータルにお客様をサポートしております。
セキュリティソリューションについては、IT/セキュリティコンサルティングをベースに、最新の技術を取り入れた
エンドポイントセキュリティ、マルチデバイス認証など幅広いセキュリティソリューションをご提供しております。
また、お客様に代わりセキュリティシステムの運用・監視・保守を行うセキュリティアウトソーシングサービスも提
供しております。

代表的なセキュリティソリューション

●IT /セキュリティコンサルティング
ITIL、COBITを活用した独自指標を用い、お客様のITシステムの現状分析やリスク分析を行い、対策方針や実装計
画（IT実装策）のロードマップ案を提供します。

●フォレンジクスソリューション
クライアントPCの操作ログ収集による不正抑止から、異常検知、業務監査まで一貫したフォレンジック（監査証跡）基
盤の構築をサポートします。万一の情報流出時にも原因を速やかに解明し被害拡大を防止します。

●マルチデバイス認証ソリューション
指紋、静脈等のバイオメトリクス認証やICカード、USBトークン、コールバック認証
など多様なデバイス認証を利用環境に合わせて組み合わせることにより、強固で利便
性の高い認証を実現します。
ネットマークス独自開発のマルチデバイス認証ソフトウェア「SecureSuiteXS」は、バ
イオメトリクス認証やICカード、USBトークンなど複数の認証方法を組み合わせて利
用できるため、ネットワークやアプリケーションのログオン認証を強化します。また、
Active Directoryに対応しているため、複雑なユーザ情報管理を容易に行うことが可
能です。

●アイデンティティ・アクセスマネージメント
ユーザID（個人識別情報）やパスワード、アクセス権限の設定や管理を一元化します。複雑な企業内システムの統合
管理を可能にすることで、業務の生産性向上、管理コストの削減に寄与します。

（SecureSuiteXS ユーザ認証画面）
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■ネットワンシステムズの事業領域
ネットワンシステムズは、従来からご提供しているCisco製

品の販売・ネットワーク構築に加えて、現在では、サーバー

やストレージの販売・構築を請け負うプラットフォーム事

業、ネットワーク全般のセキュリティレベルを高めるセキュ

リティ事業、IP電話や会議システムの販売・構築を請け負う

IPコミュニケーション事業、これらシステムの導入・保守・運

用などのお手伝いをするサービス事業など、大きく5つの事

業領域でお客様のご要望におこたえしております。

ネットワンシステムズのセキュリティサービス
〜コンサルティングに始まりインテグレーション、運用サービスまで一環してご提供〜

お問い合わせ先
ネットワンシステムズ株式会社

〒 140-8621

東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲

ネットワンセキュリティセンター

TEL:03-5462-0833

E-mail : security@netone.co.jp

ネットワンシステムズ株式会社
http://www.netone.co.jp

■セキュリティ事業の概要
ネットワンシステムズのセキュリティ事業は、お客様

ネットワークのリスク分析から対応策のご提案まで

総合的なサービス提供を行う「情報セキュリティ強化

支援サービス」などコンサルティングサービスから始

まり、お客様のネットワークに最適なセキュリティソ

リューションを導入するインテグレーションサービス、

それらの運用を一括して請け負うエキスパートオペレ

ションセンター (以下、XOC)によるサービス、教育サー

ビスという、4つのサービスをご用意しております。

■エキスパートオペレーションセンター
中でもXOCは、ネットワーク、サーバー /ストレージ、

IP電話など、物理的な設置場所・形態・機能が異なる

お客様の情報資産の運用とセキュリティの維持を、IP

ネットワークを利用して弊社のエキスパートが監視・管

理・検査などを代行する、従来にない統合的かつ集約

的な高付加価値運用サービスの拠点です。 

JNSA CORPORATE MEMBERS LIST


