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お問い合わせ先
メール： info@altairdesurity.com
電話/FAX : 045-633-1542
Web: http://www.altairsecurity.com

アルテア・セキュリティ・コンサルティング
http://www.altairsecurity.com

JNSA会員の皆様、はじめまして。ITセキュリティコンサルタント　二木　真明です。アルテア・セキュ
リティ・コンサルティングは私の個人事業としての商号です。2012年秋より個人事業主として、JNSAに
参加させていただいております。前職を含めれば、そろそろ10年以上、JNSAに参加させていただいており、
よくご存じの皆様も多いですが、改めて私自身と、その事業のご紹介をさせていただきます。

IT業界へのきっかけは、30年以上前に当時、製品化
されはじめた初期の個人用マイクロコンピュータには
まり、Z80アセンブラ（というより16進の機械語？）を
覚えたのがきっかけです。以後、その知識を生かして
制御系システムのプログラマーを皮切りに、UNIX系、
C言語による開発など、いわゆるオープン系システムの
先頭を走ってきました。開発したシステムは、工場内
の機械制御、その統括から特殊用途のプログラミング
言語とその処理系、UNIX系のデバイスドライバー、在
庫管理や販売管理システムなどのビジネスアプリケー
ション、製薬業向けのデータ管理システムなど多岐に
わたります。そんな中、たまたま当時いた会社のイン
ターネット接続に伴って、FreeBSDカーネルをベースに
自前で作ったファイアウォールシステムに手を加え、製
品化したのが、セキュリティ領域へ進むきっかけでし
た。

2000年以降、12年ほど商社系のIT企業でセキュリティ
事業の立ち上げや、主に米国シリコンバレーのベン
チャー企業製品の技術評価、日本市場投入に当たって
のサポート構築、日本向けの製品改良やローカライズ
などの支援といった業務を行うかたわら、IT部門にも
籍を置きつつ、自社内のセキュリティ強化、自社SOC
の立ち上げといった技術面だけでなく、様々なセキュリ
ティマネジメント上の課題、インシデントへの対応など
にも取り組んできました。とりわけ、ログ管理やSIEM
の取り扱い、インシデント対応時の統括や各種ポリ
シー、手順書、マニュアルなどの文書作りに強みを持
ちます。

2012年、独立して個人でコンサルタント業を始めたの
は、こうしたオールラウンドの経験を、様々な形で社
会に還元したいという思いからです。会社という組織
の中ではなかなかできない様々なチャレンジをしたい
と考えています。現在、皆様がお持ちの様々な課題解
決のお手伝いができると思いますので、お気軽にお声
がけください。

プロフィール

二木　真明（ふたぎ　まさあき）
CISSP, CISA
JNSA幹事、日本クラウドセキュ
リティアライアンス代表理事
埼玉県警察本部サイバー犯罪対
策技術顧問
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ユニアデックス株式会社
http://www.uniadex.co.jp

2014年3月にユニアデックス株式会社と株式会社ネットマークスは、「インフラトータルサービスNo.1」を
目指し合併統合致しました。
サーバー、ネットワーク、セキュリティー、デバイスなどをお客様のご要望に応じて広範にご提供を行い
ます。また、システムインテグレーションに付随してセキュリティーマネジメントサービスもご用意し、
お客様に安心してご利用頂ける環境をご提供致します。

■ マネージドセキュリティーサービス

SOCでのセキュリティー監視・運用をメインとしたサービ
スで、IDS/IPS製品やマルウエア対策製品など、セキュ
リティーアナリストでの対応が必要となる日常運用を支
援致します。

■機器運用代行サービス

Firewall製品やUTM製品、VPN製品に対し、維持管

理に必要となる業務を代行するサービスとなります。

機器の稼働監視やポリシー設定変更、OSのリモート

バージョンアップ、障害対応、レポーティングなどを

ご提供します。

■認証代行サービス

セキュアな認証機能をSaaS形式でご提供します。お

客様側のリモートアクセスゲートウェイ機器の認証先

設定を弊社認証サーバーにして頂くだけで、ワンタイ

ムパスワード認証機能をご利用頂けます。

お問い合わせ先：ユニアデックス株式会社
〒 135-8560 東京都江東区豊洲 1-1-1　
TEL 03-5546-4900（大代表）　URL　http://www.uniadex.co.jp/service/security/

セキュリティー運用サービス

お客様に代わってセキュリティーシステムの構築・運用・管理を支援・実施する各種セキュリティーアウトソーシングサー
ビスをご提供します。リモートからのサービス提供のためオンサイトサービスにはない手軽さで、お客様が抱える人材・
スキル・コストの問題を解決し、セキュリティーの強化を実現します。

ICTセキュリティーアセスメントサービス　

情報セキュリティーの国際標準である ISO/IEC27001 の他、金融機関、政府機関、クレジットカード番号取扱い企業など、
業態の求める基準やガイドライン等に基づいて、お客様の情報システムの実装面、運用面における情報セキュリティー
対策状況を調査します。その結果に基づいて課題の明確化、改善案と対策実行計画案の提示などを行い、情報セキュリ
ティーのレベルアップを実現します。

サービスメニュー

情報セキュリティーポリシー策定支援 ISMS、P マーク認証取得支援 情報セキュリティーアドバイザリー

情報セキュリティー教育 PCIDSS 準拠支援 情報セキュリティー監査

セキュリティー診断
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セイコーソリューションズ株式会社は、セイコーホールディングス株式会社（SHD）100% 出資の
子会社で、SHD グループ唯一のソリューションカンパニーとして、正確な時刻情報とつなぐ技術で
国内外のお客様に幅広いサービスを提供しています。

お問い合わせ先

システムインテグレーション統括部　クロノトラスト部
〒261-8507　千葉県千葉市美浜区中瀬1-8　／　TEL　043-273-3342（担当：吉田、枝川、友田）

デジタルエビデンス・ソリューション専用サイト

仮想空間に情報が氾濫し、リアルタイムでデータがやりとりされる ICT 社会において、
さまざまなビジネスの現場でデジタルデータが本物であることを証明する方法が求められています。

セイコーのデジタルエビデンス・ソリューションは、
人類共通の尺度である「時」を「信頼の時刻」として提供することで、
安全で安心な社会づくりに貢献するさまざまなサービスをラインナップ。

タイムスタンプや電子署名といったサービスで、お客さまの事業の貴重なデジタルデータを守ります。

膨大な情報資産を「信頼の時刻」で管理する

デジタルエビデンス・ソリューションのセイコーです

（認定タイムスタンプ＋電子署名）

×契約書
保存が義務付けられている契約書を安全
に電子化。さまざまなビジネスの現場で
ご利用いただいています。

（認定タイムスタンプ＋電子署名）

×証書
証書の電子配信により、コスト削減に加
えて業務の効率を向上。幅広く金融の
現場でご利用いただいています。

（認定タイムスタンプ＋電子署名）

×知的財産
先使用権の主張、冒認出願対策など、
知的財産の存在証明を客観的なタイム
スタンプで支援。幅広く研究開発の
現場でご利用いただいています。

（認定タイムスタンプ＋電子署名）

×医療情報
否認対策、説明責任、訴訟対策といった
さまざまなご要望に対応。幅広く医療の
現場でご利用いただいています。

一般財団法人 日本データ通信協会の
「タイムビジネス信頼・安心認定制度」の認定を取得しています。

SD0005TA0004

https://www.seiko-cybertime.jp/

セイコーソリューションズ株式会社
http://www.seiko-sol.co.jp/
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株式会社アピリッツ
http://www.appirits.com

Appiritsの事業内容

アピリッツでは法人向けのシステム開発事業から長年にわたるWeb関連技術の追求により、EC関連開発、マーケティング支援、
スマートフォンアプリ開発などの技術サービスから自社で企画、開発、運営まで手掛けるオンラインゲームの開発まで幅広くサービス

B2BB2B B2CB2C
オンラインゲーム開発・運用EC関連開発・ASP

● ECサイト構築パッケージ ● ECアプリパッケージ

マーケティング支援
●アクセス解析 ●Google Analytics 

を展開しております。多くの開発ノウハウに裏打ちされたセキュリティサービスは世の中ニーズに合わせ拡大をしております。

「エレコマ」 「ポケコマ」

●サイト内検索
ASPサービス

●アクセス解析
コンサルティング

●画面設計・制作
「デザプラ」

● g y
設定支援

●Google Analytics 
トレーニング

●商品情報自動連携
「モールコネクター」

海外向けオンラインゲーム開発・運用
Webシステム開発

セキュリティ

● コミュニティサイト開発 ● 求人サイト開発

スマートフォンアプリ開発
● iOSアプリ開発 ● Androidアプリ開発

● Webアプリケーション診断 ● プラットフォーム診断 ● スマートフォンアプリ診断

アピリッツでは多数のWebシステム開発/運用経験から蓄積したノウハウから、よりシステム開発の現場に根ざしたセキュリティ診断の

Appiritsのセキュリティサービス

式姫草子：中国語版 式姫の庭：英語版

セキュリティ
関連サービス

● クラウド型WAF

● セキュリティ
監視・運用

要件定義 設計 実装 テスト 運用

Appirits Webシステム開発/運用

サービスならびにセキュリティ運用サービスを提供しております。
アプリケーション・ネットワーク専門エンジニアがセキュリティ診断やセキュリティ運用を実施致します。

Appirits Webシステム開発/運用

WEBアプリケーション診断

プラットフォーム診断
SaaS型

セキュリティ診断
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セキュリティ診断
年間サポート

スマートフォン
アプリケーション診断

セキュリティ診断
テ
ィ

ソフトウェアテスト
受入テスト代行

クラウド型WAF

セキュリティ
監視・運用
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株式会社アピリッツ
TEL: 03-6696-1207 / FAX:　03-6696-1245  
Mail： csl@appirits.com
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-20-3 代官山CAビル 1F
URL: http://www.appirits.com


