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アルプス システム インテグレーション株式会社
http://www.alsi.co.jp/

「J-SOX は本当に実現できるのか？」
「内部統制には手間がかかりすぎる」
「海外拠点も含めて一元管理したい」といった
企業の声をよく耳にします。このような企業の複雑な課題に対しては、一般的なトータルソリューションの導入では解決
できません。不要なものが多く、拘束が強くなるといった課題に突き当たるからです。でもALSIは違います。なによりも、
情報のブラックボックス化をしない、つまり
「情報は守りながら、活用する」
というビジネスの観点に立った技術に裏打ち
されているからです。明確なコンセプトで、本当に必要なものだけをより使いやすく。ALSIには真の意味でのトータルセ
キュリティを実現する力があります。

JNSA Corporate Members List

情報を守り、活用する。セキュリティの根幹はひとつ。
ほんとうに必要なものをトータルに。それが ALSI のセキュリティソリューションです。
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●「InterSafe」
3 年連続でフィルタリング市場シェア１位を獲得 ( ※ 1)
ALSIは1996 年に日本で初めてフィルタリング事業を開始
したパイオニア。2000 年より発売を開始した Webフィル
タリングソフト
「Intersafe（インターセーフ）
」
は、3 年連続
で
「フィルタリング市場」
シェア１位を獲得するなど、企業や
官公庁、教育現場などで最も導入されている製品です。
（※1）IDC Japan、富士キメラ総研、ミック経済研究所調べ

●「SecureKeystroke」
なりすましの被害を防ぐ新ソリューション
2006 年11月より販売を開始した
「SecureKeystroke（セ
キュアキーストローク）
」
は、キーボードの入力情報を暗号化
し、キーロガーなどの被害を防止することができるソリュー
ション。スクリーンショット型のスパイウエアにも対応し、
オンラインバンキング、トレード、ショッピング、ゲームな
どへの導入が着実に進んでいます。

●「DocumentSecurity」

DRM 市場シェア 2 位を獲得 ( ※ 2)
情報漏えい防止ソリューション
「DocumentSecurity（ド
キ ュ メ ン ト セ キ ュ リ テ ィ）
」は、
「 Ｄ Ｒ Ｍ(Digital Rights
Management)/ 利用管理市場」
で 2 位を獲得。ドキュメン
トの
「作成・編集・保存・利用・破棄」
というライフサイクル全般
を、ドキュメントごとに、またユーザ／グループごとに柔軟
に設定し、暗号化したファイルに使用制限をかけることで、
企業内にある機密情報の流出の防止や、内部統制強化に利
用することができます。

（※2）富士キメラ総研調べ

お問い合わせ先
アルプス システム インテグレーション株式会社
セキュリティソリューション部
〒 145-0066 東京都大田区南雪谷 1-2-7
ニッセイ雪ヶ谷ビル 5F
TEL:03-5499-1331
FAX:03-5499-0357
E-mail:ssg@alsi.co.jp URL:http://www.alsi.co.jp/

株式会社イージーネット
http://www.eni.co.jp/

株式会社イージーネットは、1993 年創業のオープンソース技術に基盤をおくシステム・インテグレータです。
長年養ってきたLinux、ネットワーク技術を基にセキュリティ対策製品を開発、販売しています。
easyFiLEX- Ⅱ（イージーファイレックス）

ネットワーク・フォレンジック
NetRAPTOR（ネットラプター）
― 社外とのネットワーク通信を常時記録、監視し、
不適切な使用を検知、報告します！
・全ての通信データを採取、永続的に記録
・強力な検証機能でセキュリティ監査を支援
・同時に情報漏洩の抑止力として効果を発揮
● 通信パケット取りこぼしなし！
● キャプチャー性能ピーク時 930Mbps ！
● *2 秒以内の検索レスポンス！

― まだメールにファイルを添付しますか？
ファイル送受信に伴う様々なリスクを回避
安全で確実な新ビジネスツール
●メールへのファイル添付を廃止･禁止したい。
●ファイルを送るたびに暗号化するのは面倒だ。
● FTP の利用にセキュリティ上の問題を感じている。
●ファイル送信サービスの利用に不安を感じている。
などなど･･･こんな問題をお持ちなら、
easyFiLEX- Ⅱが解決します !!
※ 特許出願中（出願番号：2006-265837）

( データ領域 3.6Tbyte 搭載時 )

●リアルタイム解析 & 警告を管理者へ
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* 検索条件により異なります

◆ 機能特徴 ◆
簡易検索･詳細検索
フォームを用いて簡単に検索条件を設定。また、論理式を
直接記述することで、より詳細な条件指定も可能。
インテリジェント･ローテート機能
自動的にバックアップとローテートを実現。テープメディ
アの交換が必要になれば、管理者へ通知。1 台でキャプ
チャー ､ 解析、HDD 保存 ､ バックアップまで同時運用可能
のため、バックアップ中にも検索が可能。
高速全文検索機能
BCC 送信メール ､Web メール ､ 添付ファイルの再現 (Web
メール添付ファイルにも対応 )。
リアルタイム解析･警告
アラート条件に設定した通信が行われると ､ 即座に管理者
へ通知し ､ 内容の表示までリアルタイムに行うことが可能。
閲覧者管理機能
閲覧ログの表示･再現機能により閲覧者の監査が可能。また、
閲覧可能範囲の限定も可能 ( セグメント単位等 )。

◆ 機能概要 ◆

操作画面イメージ

・SSL 暗号化通信
・利用者登録によるアカウント認証
・大容量ファイル対応、推奨取扱ファイル容量 2GB 程度
・利用者側で必要なのはブラウザのみ
・操作履歴の確認 (J-SOX、内部統制にも )
・利用者、管理担当者に対するメール一括送信
・管理区分を設け、各区分に管理担当者を置くことが可能
また、1 区分に複数の担当者を設定できる
・ファイル取得期日、ファイル提出期日等の設定
・ファイル送受信の状況を即座に確認

お問い合わせは e-sales@eni.co.jp
株式会社イージーネット
大阪本社
〒 532-0003 大阪市淀川区宮原 4-6-18 新大阪和幸ビル 8F
TEL:06-6350-0850 FAX:06-6350-0845
東京営業所
〒 143-0016 東京都大田区大森北 1-2-3 大森御幸ビル 6F
TEL:03-3764-0568
URL:http://www.eni.co.jp/
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クオリティ株式会社
http://www.quality.co.jp/

IT 資産管理ツールの決定版
「QND Plus」
は国内 2,600
社 250 万クライアントの導入実績、東証一部上場企業
の6 社に1 社への導入実績があり、クライアントPCの
現状把握から、台帳作成、自動インストール、脆弱性
監査までをカバー。 管理工数を削減し、ウイルスや
情報漏洩などのリスクから企業を守ります。
また、QND Plusの標準機能に、ソフトウェア起動制
御や使用状況の把握などの追加機能を搭載し、クライ
アントPC 構成の維持・管理に加え、管理ポリシに合わ
せたシステム利用制限が可能な
「QAW」
を中心に、ク
ライアントPCのソフトウェアを、セキュリティポリシ
が定めるレベルに自動誘導し、それを維持するソフト

ウェア
「eX LIC」
、中小企業など専任のシステム管理
者を配置できない企業で利用されているPCのセキュ
リティ対策に対し、インターネットを利用したサー
ビスをASPで提供できるシステム
「ISM(IT Security
Manager)」
、QAW/QNDが収集したパソコンの IPア
ドレスやMACアドレスを利用し、QAW/QNDで管
理していない私物パソコンを特定、ネットワーク接続
を遠隔で遮断するソフト
「eX IPD」
、QAW/QNDが収
集したインベントリ情報とeX IPDが収集したネット
ワークの接続情報を元に、Winnyなどの社内で認め
ていないアプリケーションがインストールされている
パソコンの利用者と接続場所をレイアウト図でビジュ
アル特定できる
「eX IFM」
、USBメモリなどの外部
記憶媒体によるデータ持ち出しを制御する
「eX WP」
、
クライアントPCの操作ログ収集ソフト
「eX CLT」
など
のツールを組み合わせることにより、クライアントPC
を基点とした企業リスクを低減します。
更に、ビジネス用PDF 作 成ソフト
「DocuCom PDF
Driver」
と、ファイル単位で厳密なアクセスコントロー
ルを可能にする
「DKS Plus」を使用することにより、
企業からの機密情報漏洩を防止します。
これらのツールを統合的組み合わせることで、大中小
の規模を問わず、企業の強固な内部統制築をサポート
いたします。

お問い合わせ先
クオリティ株式会社
〒 102-0093 東京都千代田区平河町 1-4-5 平和第一ビル
TEL：03-5275-6124 FAX:03-5275-6130
E-mail：sales@quality.co.jp
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昨今、企業活動を支える情報システムは、
「 日本版
SOX 法」
「会社法」
「個人情報保護法」
「不正競争防止法」
などへ早急な対応が求められています。
クオリティでは、業務処理プロセスを支えるクライア
ントPC 構成維持の仕組みの統制により
「新会社法」
「日
本版 SOX 法」
が求める内部統制の構築をサポートしま
す。
「QAW/QND」
を基盤とした
『QAW/QND 法制度対
策ソリューション』
は、現状把握から監査、利用制限、
社員教育までの幅広い対策をご提供いたします。
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クオリティ株式会社は、東京を本社として、大阪・名古屋・上海・ソウル・シアトルに拠点をもつソフトウェア会社
です。IT 資産管理ツールのトップランナーとして、お客様と対話しながら、ニーズにあった製品やサービスを
常に提供し、クライアントPC のセキュリティ対策、内部統制構築に役立つソリューションをお客様へご提案し
てまいります。

TippingPoint 日本支社

http://www.tippingpoint.com/japan/

TippingPoint は、IPS（Intrusion Prevention System：自動不正侵入防御システム）
による統合セキュリティ管理
ソリューションを提供しています。2002 年に世界初のネットワークベース IPS を発表して以来、業界をリードし
てきました。
IPS 分野での世界マーケット・シェアでは、
No.1（33%）
の実績を誇り、
世界で最も多くのアワードを受賞してます。
（2005 年 1 月から12 月の売上金額 Infonetics Research 社調査）
日本では 2006 年 4 月に日本支社を設立し、日本市場に本格参入を開始いたしました。
TippingPoint IPS 統合セキュリティ
管理ソリューションの特徴
１）ネットワーク性能
● 高性能 ASICアーキティチャによる高スループット
と低い遅延
● 50Mbps-5Gbpsの拡張性と高可用性
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2）不正侵入防御能力
● 実績のある高い検知精度
● コアネットワークから境界制御まで広範囲のネット
ワーク環境に対応
● Windows/Unix/Linux 他主要なOS/DB 等の脆弱性
にいち早く対応
（MS 脆弱性に関しては12 時間以内
に対応）
● DDos 攻撃対応
3）運用の容易性
● 実績のある推奨設定による簡単な導入設定
● 既存のネットワーク/アプリケーション環境に変更
の必要なし
● デジタルワクチン自動更新による簡単な運用
● SMS(Security Management System：統合管理シス
テム)による複数 IPSの一元管理

お問い合わせ先
TippingPoint 日本支社
〒 163-1030
東京都新宿区西新宿 3-7-1 新宿パークタワー N-30F
TEL: 03-5326-3063 E-mail: japan@tippingpoint.com
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ポイントセック株式会社
http://www.pointsec.com

■ Pointsec for PC
クライアントPCにインストールするだけで、OS や
システムファイル領域を含め、ハードディスクを自動
的に暗号化するセキュリティ製品です。
暗号化は強固なアルゴリズムを採用し、また暗号化
/ 復号化を自動的に行うため、高い信頼性と簡単な操
作性を実現しました。さらにパスワードハッキングを
防ぐためにWindows 起動前に認証を行うなど安全性
も兼ね備えています。

■ Pointsec for Pocket PC
Pocket PCのシステム全体の暗号化とアクセス制御
を実現するセキュリティ製品です。
Pointsec for Pocket PCは、システムを集中管理で
きるため、管理者がセキュリティポリシーを設定し、
制御することができます。エンドユーザでは、変更す
ることができません。
【製品詳細情報】
http://www.pointsec.com/products/

■ Pointsec Media Encryption
リムーバブルメディア、ローカルフォルダを自動的
に暗号化するセキュリティ製品です。
Pointsec Media Encryptionは、WindowsノートPC、
デスクトップ PC、CD-RW/DVDドライブ、および外
付けハードディスク ドライブに対応しており、携帯用
記憶媒体や、電子メールの添付ファイルなどのファイ
ルやフォルダの暗号化も可能です。

お問い合わせ先
ポイントセック株式会社
〒 107-0052
東京都港区赤坂 2-22-24 泉赤坂ビル２F
TEL: 03-3560-3177
E-mail: japansales@pointsec.com

25
JNSA Press

ノート PC、USB、または Pocket PC を紛失した場合、企業にとって実際の損失はどのくらいになるのでしょう。
情報の量や企業規模を問わず、情報漏洩によってもたらされる損害は、目に見えるコストだけでは判断できま
せん。顧客の信頼ダメージや、会社への評価。この数値化できない損害が、企業が最も恐れるべき損失です。
統計によると、情報漏洩の原因は、60% が PC などの機器の紛失と盗難です。ネットワークへの不正侵入による
情報流出が 25% であることに比べると、モバイル化が進んだ現在、従業員が使用するモバイル機器は、機密情
報や個人情報の保護において潜在的な弱点となっていることがわかるでしょう。従業員が仕事をしやすくする
ために、優れたモバイル環境を提供し、一方で大切な情報を守る仕組み。それが Pointsec を活用した ディスク
ごと暗号化する ソリューションなのです。
代表的なソリューションは、以下の通りです。

JNSA Corporate Members List

ディスク丸ごと暗号化ソフト
「Pointsec」
で、情報漏えい対策を！

ワンビ株式会社

http://www.onebe.co.jp

盗難・紛失したパソコンからの個人情報の流出防止を目指して
ワンビ株式会社は、企業、個人の個人情報流出を食い止めるために遠隔地からのデータ消去を実現
する「トラストデリート」を中心にあらゆる個人情報漏洩防止を実現するために活動していきます。

遠隔データ消去製品「トラストデリート」
・携帯から消去命令を発行して、盗難・紛失したパソコンのデータを消去
・消去が完了した際には、消去証明書を発行します。
盗難・紛失したクレジットカードの利用停止のように、パソコンのデータを消去
年々ノートパソコンの紛失・盗難は増加する一方です。それに加え個人情報保護を求める
声は高まっており、事故発生時の迅速な対応ソリューションが必要になります。
そこで、利用者の信頼された指示でインターネットを介した遠隔地からのデータ消去ソフト
ウェア「トラストデリート」で企業の情報を守ります。暗号化ソフトと併せて利用すること
で、さらにセキュリティの向上になります。

標準価格 6,279円（税込）

製品開発背景
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個人情報保護法が条例化されてから、管
理体制が義務付けられております。しかし、
いままでのセキュリティで一時的に情報を保
護することはできますが時間をかければ解析
することも不可能でありません。また、利用
者にとって運用が難しかったりすると、その
セキュリティをはずしてしまっているケース
もあります。
普段のパソコンの利用方法のまま運用がで
き、万が一パソコンの盗難・紛失にあった場
合には、携帯などから、消去命令を出すだけ
でパソコンの重要データを消去してパソコン
を利用できなくすることができるソリューシ
ョンが必要だったのです。

会社概要
コンピュータの利用者のニーズを１つにま
とめて、製品として成し遂げるために集まっ
たプロダクトマネージメント集団です。日本
では、製品化、サービス化させるためのマネ
ージメント経験者が圧倒的に少ないために、
埋もれているアイディアが数多くあります。
それらの奇抜な発想や先進的な技術を、経
験豊富な私たちプロダクトマネージメント集
団が、製品化および市場に浸透させることを
目的としております。
お問い合わせ先
〒151-0053
東京都渋谷区代々木２丁目16−15
新宿オークビル３階
TEL 03-6909-0305
eMail info̲ml@onebe.co.jp

