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JNSA ワーキンググループ紹介
SCSK 株式会社
http://www.scsk.jp/

SCSK 株式会社は、2011 年 10 月に住商情報システム株式会社と株式会社ＣＳＫが合併し誕生しました。
両社の各産業分野における技術力・ノウハウ・知財などを相互に活用するとともに、システム開発、IT インフラ構築、IT
マネジメント、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）
、IT ハード・ソフト販売を有機的に統合することで、フル
ラインナップのサービスをご提供いたします。
また、住友商事をはじめとするお客様の世界各国における IT システム・ネットワークのサポート実績を活かし、グロー
バル IT サービスカンパニーとして、さらなる飛躍を目指してまいります。

クラウド型統合認証サービス
CLIP IAS
CLIP IAS の多要素認証
解読プロセスを困難にした独自の暗号化技術で保護された
暗号鍵やワンタイムパスワード、
秘密の質問で、
ID/ パスワー
ドのみの認証を強化します。
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リスクベース認証
アクセスした利用者の
【ID/ パスワード】
【デバイス情報】
【ロケーション情報】
から、不正アクセスのリスク度が高いと
判断された場合、追加の認証やアクセス拒否をし、不正ア
クセスを防ぎます。ID/ パスワードがたとえ合っていた場合
でも、不審なアクセスを防止します。

メール誤送信防止サービス
PlayBackMail Online
今すぐ始められる
クラウド型 メール誤送信防止対策

◆主要メールサーバ対応
（Google Apps, Office365, Exchange Server, Sendmail 等）
◆クライアントへのアプリケーション導入不要
◆月額 150円/ ユーザ
■販売代理店募集中■

PC 不正操作リアルタイム防止・ログ監査ソリューション

情報漏えい対策 モニタリング・サービス
内部脅威から情報を守る
月額利用型 情報漏えい対策

スマートフォン、クラウドをもっと安全に
◆スマートフォン/タブレット端末対応
◆主要クラウドサービスに標準対応
（Google Apps、Salesforce.com）

既存システムのリモートアクセスに
◆オンプレミス型システムの認証強化
◆ SSL/VPNの認証連携

管理負担とコストを低減

◆端末監視による
「不正な操作の検知と防止」
◆ログ分析による
「不審な操作の把握と原因追究」
◆英語・中国語対応

◆メンテナンス不要
◆サーバ、ハードウェアトークン不要

信頼性の高いクラウドサーバよりサービス提供
◆稼働保証あり
◆ SAS 70TypeⅠⅡ
◆ PCI DSS

お問い合わせ先
SCSK 株式会社
IT エンジニアリング事業部 新規事業開発室

〒 135-8110 東京都江東区豊洲 3-2-20 豊洲フロント
03-5859-3294 gapps-info@ml.scsk.jp

NRI セキュアテクノロジーズ株式会社
http://www.nri-secure.co.jp

情報セキュリティ課題のワン・ストップ解決企業。それが私たち NRI セキュアです。
情報セキュリティの維持・向上によるリスク削減は、重要な経営課題となっていますが、単なる技術の導入
だけでは解決しません。NRI セキュアは、テクノロジーとマネジメントの両輪で、情報セキュリティの課題
をワン・ストップで解決します。

■セキュリティ・コンサルティング

■セキュアファイル交換サービス
「クリプト便」

セキュリティ・ポリシーや各種ルール・ガイドラインの策
定、
システムや情報セキュリティ・マネジメントの監査・評価、
対策の実行支援、PCI DSS 準拠支援など、情報セキュリティ
管理に必要な施策をトータルにサポートするコンサルティ
ングサービスを提供します。

インターネットを介した電子ファイルのやり取りを、安
全に実現するファイル交換サービスです。SSL 通信のほか、
送信ファイルは NRI セキュアの FNC（ファイアウォール
ネットワークセンター）
で 24 時間・365日体制で監視・保護さ
れているだけでなく、AES で暗号化されており、厳重に守
られています。情報セキュリティ格付け
「AAAis」
を取得し
ており、その安全性は高く評価されています。
ASP/SaaS のため、自社管理のサーバや PCにソフトを
インストールする必要はなく、全社導入も簡単です。また、
APIを自社システムに組み込んで、より業務を高速化・最
適化している事例も増えています。

高度化・多様化するWeb サイトへのサイバー攻撃や、重
大なセキュリティ事故が頻発するなか、NRI セキュアでは
高度なスキルやノウハウを持つコンサルタントが、実際と
同様の疑似攻撃を行うことにより、ツールでは検知しにく
い脆弱性を発見します。また、過去の診断結果との比較評
価や問題点への推奨対策を含む詳細な報告書、報告会、無
料の再診断により、お客さまのセキュリティ維持・向上を強
力に支援します。
[ メニュー ] Webアプリケーション診断、プラットフォー
ム診断、データベース診断、スマートフォンアプリケーショ
ン 診 断、無 線 LAN 診 断、ソー スコード 診 断、PCI DSS
ASVによる脆弱性スキャン

■マネージドセキュリティサービス
「FNC サービス」
FNC サービスは、ITセキュリティのプロフェッショナル
がお客様の立場に立って、セキュアなネットワークの設計、
構築、運用までを行うフルアウトソーシングサービスです。
ベンダーフリーの立場で、お客様にとっての全体最適を重
視したベストプラクティスをご提供します。ハード、ソフト、
運用管理、セキュリティ監視等において、所有からサービ
ス利用型にすることで、コストや人的負荷を大幅に軽減可
能です。
また、WAF やDBファイアウォール、次世代ファイア
ウォール、DLP、MDM、リモートアクセス環境などに関わ
る製品やサービスもピンポイントでご提供可能です。
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■セキュリティ管理ソリューション
「SecureCube」
シリーズ
組織内のセキュリティを維持･向上するための幅広いソ
リューションで、お客様の環境でのセキュリティ対策を強
力に支援します。
セキュリティGRCソリューション
• SecureCube / Central
• SecureCube / Access Check エージェントレス型特権 ID 管理ソリューション
情報資産の識別・整理ソリューション
• SecureCube / Labeling
• SecureCube / Mail Adviser メール誤送信防止ソリューション
• SecureCube / Secret Share 秘密分散技術を活用したオンラインストレージ
サービス

		

		

☞世界各地のクラウドにデータを分散保管する
「世界分散ストレージサービス」
も提供

■セキュリティ人材育成・研修
NRI セキュアオリジナルの研修や、米国 SANS Institute
との提携によるグローバルスタンダードなカリキュラムを
ご用意しています。セキュリティ関連業務
に携わる技術者のスキルアップや、セキュ
リティ戦略を策定・推進できる管理者の養
成を通じて、組織におけるセキュリティ文
化の醸成・確立を目指していきます。

お問い合わせ先
NRI セキュアテクノロジーズ株式会社
http://www.nri-secure.co.jp
TEL：03-6274-1011
E-Mail：info@nri-secure.co.jp
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■セキュリティ診断

ZTE ジャパン株式会社
http://www.zte.co.jp

ZTEは通信機器とネットワーク・ソリューションの世界的なリーディング・プロバイダーです。世界に
７万人以上の社員を擁し、140ヵ国、500社以上の通信事業者に、革新的な製品とお客様のニーズにあった
カスタムメイドのサービスを提供しています。通信機器業界で近年最も飛躍的な発展を遂げている会社の１
社です。
ZTEとは？
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ZTE は 1985 年香港に隣接する中国深圳市に、現会長であ
る侯為貴（Hou Weigui ／ホウ・ウェイグイ）によって設立され
ました。ZTE は通信機器業として飛躍的な発展を遂げ、端末
製品等製品群を拡大するとともに、1995 年から海外事業展開を
始めました。1997 年深圳証券取引所に、2004 年香港証券取
引所に上場しました。中国初の香港証券取引所上場企業であ
り、中国唯一の上場通信メーカーとして、情報公開に積極的に
取り組んでいます。2010 年には売上高が 100 億 U.S.ドルを超え、
また 2011 年上半期には中国国外の売上が全体の売上の 56%
に達しました。
ZTE は、常に最先端の研
究開発をしています。売上高
の約 10% を研究開発に投じ
ており、現在 ZTE 社員の内、
約４割がＲ＆Ｄスタッフです。
世界 15ヶ所に研究開発セン
ターを設置しています。また
各種技術の国際的な標準化
にも積極的に取り組んでおり、
通信規格標準化組織で主導
的役割を果たしています。

日本で提供している製品群
ネットワークソリューション事業
ネットワークソリューション事 業 では、LTE FDD/TDD、
WiMAX 等のモバイルブロードバンドソリューションをモバイルオペ
レータ様向けに提供しています。更に、ルータ、スイッチなどの
IP 製品を軸にクラウドコンピューティングへの貢献を重点戦略テー
マの一つとして取り組んでいます。
ZTE は、世界最先端の製品開発力、幅広い製品・ソリューショ
ン群、カスタマイズ、プライス競争力などの優位性をもとに、日本
のお客様に”いつでもどこでも高速に使える”環境を実現するネッ
トワーク製品・ソリューションを提供していきます。

売上高

ZTEジャパンの概要
ZTE ジャパンは ZTE Corporation の 100％出資会社として
2008 年 4 月に設立されました。日本の通信事業者向けに、最
先端の有線・無線の通信ネットワーク・ソリューション、3G 端末・
スマートフォン・データカード等の携帯端末製品を提供しています。
携帯電話・データカード等の端末事業では、2009 年より日本通
信様、Willcom 様等への 3G データカード製品の提供、2010
年秋よりソフトバンク様に携帯端末の提供を行っています。また
ネットワークソリューション事業では、2011 年に Wireless City
Planning 様に AXGP 基地局の納入を始めました。

共通プラットホーム

お問い合わせ先
ZTEジャパン株式会社
〒105-0001東京都港区虎ノ門5-13-1虎ノ門 40MTビル 6階
TEL:03-5408-5700

FAX:03-5408-0752

タレスジャパン株式会社
http://www.thales-esecurity.com/japan

タレス e-Securityは、世界中の企業、金融サービス、防衛機関、および政府機関向けにグローバルな暗号化
セキュリティソリューションを提供するリーディングカンパニーです。
40年にわたる実績を持つタレスのソリューションは、お客様の最も機密性の高いデータを保護し、エネルギー
および航空宇宙業界のトップ5企業中4社および世界中の政府ネットワークで採用され、世界中で行われる決
済処理の80%以上を保護しています。
タレスの暗号化セキュリティソリューション
タレスのセキュリティソリューションは、HSM（ハードウェ
アセキュリティモジュール）の技術をベースにした包括的な
製品ラインナップによって、Data in Use（使用中のデータ）、
Data at Rest（保存されたデータ）、Data in Motion（移動中の
データ）の全てのデータに対して、暗号技術を用いた強力な
保護を実現します。

payShield 9000は、決済システムの保護専用に設計
されたHSMです。金融業界のセキュリティ監査要件
に完全に準拠しており、すべての主要カードスキー
ムにおけるカード発行およびトランザクションの保
護に採用されています。
現在は世界中のカー
ドトランザクションの
80%以上を保護してい
ます。
ストレージセキュリティ

keyAuthorityは、ストレージ環境における暗号鍵管
理を行うアプライアンス製品です。IEEE P1619.3鍵
管理標準に準拠し、暗号化機能が組み込まれたテー
プライブラリ、スイッ
チ、ディスクアレイな
どが使用する暗号鍵を
統 合 的 に 管 理します。
FIPS140-2 Level3ク ラ
スの堅牢なハードウェ
アで 暗 号 鍵 を 保 護し、
暗号鍵の可用性を保証
します。

アプリケーションセキュリティ

nShieldは、多目的用途向けHSMです。高速な暗号
処理、強力なアクセス制御、物理的アクセスからの
保護（耐タンパ性）といった機能を備え、FIPS140-2
Level3認定を受けた、クラス最高のセキュリティを
実 現 し ま す。 各 種 標
準APIを サ ポ ー ト し、
PKIやDB暗号化など暗
号アプリケーションと
のシームレスな連携が
可能です。
ネットワークセキュリティ

Datacryptorは、イーサネットフレームの暗号化を
行うネットワークアプライアンス製品です。IPsecの
ような追加ヘッダーによるオーバーヘッドがなく、
ショートパケットに対してもワイヤレートでの暗号化
通信を提供します。100Mbps、1Gbps、10Gbpsの各
モデルを使用して、広
域WAN環 境 で の フ ル
メッシュの暗号化を効
果的に実現します。

お問い合わせ先
タレスジャパン株式会社 e-セキュリティ事業部
〒107-0052 東京都港区赤坂 2 丁目17-7 赤坂溜池タワー8階
TEL:03-6234-8180 FAX:03-6234-8181

Email：jpnsales＠ thales-esecurity.com
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決済セキュリティ

