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まえがき 

 

 情報漏えい対策は、高まる個人情報保護の観点から重要であるだけでなく、

漏えいした場合の社会的信用の失墜や賠償・訴訟の被害の脅威から逃れるため

にも、積極的に取り組んでおかなければならない対策の一つである。特に大学

など教育研究機関においては、学生の個人情報を多く保有し、それらを扱うさ

まざまな教職員が存在する状況にある。また、研究情報も発表前には盗まれて

はいけない情報が存在する。その一方で、情報の持ち出し管理、紛失防止、盗

難防止の面では情報を扱う教職員に徹底さが行き届いていない実情にある。 
 本書では、情報漏えい対策の考え方について紹介し、漏えい対策の大学の事

例を一つ紹介する。また、情報漏えい対策のソリューションとしてどういう商

品やサービスがあるかについても紹介する。 
 一つ目の資料の「情報漏えい対策の考え方」は、（1）情報を持ち出させない、

（2）誤って情報を外に出させない、（3）情報の持ち出しを特定の条件のもの許

可する、の 3 段階のセキュリティポリシーに分けて提示し、それぞれに対する

対策システムを紹介する。 
 二つ目の「セキュアUSBメモリ導入による情報セキュリティ強化」の資料は、

セキュアUSBメモリを教職員へ配布したという大学での事例を紹介する資料で

ある。 

 三つ目の「情報漏えい対策ソリューションのご紹介」の資料は、既存の情報

漏えい対策のソリューションの一つ一つを紹介するものである 
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活動メンバー 

■全体 

   氏名 機関/所属(2011 年 5 月 13 日現在)

会員 

担当幹事  長谷川 明生 中京大学 

推進委員 

(まとめ役) 山守 一徳 三重大学 
 吉田 和幸 大分大学 
 笠原 義晃 九州大学 
 武蔵 泰雄 熊本大学 
 湯浅 富久子 高エネルギー加速器研究機構 
 鈴木 聡 高エネルギー加速器研究機構 
 只木 進一 佐賀大学 
 西村 浩二 広島大学 

賛助会員 
(富士通) 

推進委員 

(まとめ役) 吉田 真和 富士通(株) 

 飯島 敏治 富士通(株) 

 南場 進 富士通(株) 

 山路 光昭 富士通(株) 

 桜井 秀志 富士通(株) 

 山下 眞一郎 (株)富士通九州システムズ 

 田口 雅晴 (株)富士通九州システムズ 

 須永 知之 (株)富士通ｿｰｼｱﾙｻｲｴﾝｽﾗﾎﾞﾗﾄﾘ 

オブザーバ  山口 正雄 富士通(株) 

 
■グループ 

◆A グループ 

   テーマ： BCP、情報漏えい(重要情報持ち出し)、クラウド、認証 

只木 進一 [班長]、湯浅 富久子、西村 浩二、山守 一徳、 

山路 光昭、櫻井 秀志、山下 眞一郎、須永 知之 

◆B グループ 

   テーマ： DNS 

鈴木 聡 [班長]、吉田 和幸、笠原 義晃、武藏 泰雄、長谷川 明生、 

吉田 真和、飯島 敏治、南場 進、田口 雅晴 

 



FUJITSU

2011年2月
富士通株式会社
株式会社 富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ

情報漏えい対策の考え方

FUJITSU

情報漏えい対策の考え方①

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

情報を持ち出させない

セキュリティポリシー

モノ

ネット

媒体 システム化の考え方

メール監査（保存）/上司監査

通信内容の監査/証跡管理

持ち出す情報を常
時監査する

シンクライアントの活用

自席PCを外部から活用

情報を持ち出す必
要性をなくす

シンクライアント

リモートアクセス（認証/暗号化含む）

メールアーカイブ

DLP

システム化する内容 ソリューションの種類

情報にアクセスさ
せない

ファイルへのアクセスコントロール

ネット（通信）へのアクセスコント
ロール

ネットワーク認証とアクセス制御

ID管理とアクセスコントロール

媒体(USB等)抑止 PCで外部媒体の接続を制御する PCの操作制限

持込み端末をネッ
トに接続させない

ネットワークで端末の持込みを検
知/排除する

センサー型の持込PC対策
ネットワーク認証PC/USB等

印刷しない・させな
い

文書をできるだけ印刷しない業務
運用

印刷物でなく印刷データで保存

印刷する場合、追跡情報の印字や
透かしを付与

ネットサービスへのアクセスコント
ロール

ネットワークサービスへのアクセス制
御(Web)
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FUJITSU

情報漏えい対策の考え方②

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

セキュリティポリシー 媒体 システム化の考え方 システム化する内容 ソリューションの種類

誤って情報を出させない

ネット
メールの宛先を誤
らせない

メールの宛先を送信直前に再確認
する

メールサーバ/ゲートウェイ
誤送信防止

モノ

確実に情報を消去
する

PC、ディスク等を廃棄する際に確
実にデータを消去する

データ消去

印刷物を放置しな
い・させない

認証の上印刷させる 認証印刷
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FUJITSU

情報漏えい対策の考え方③

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

情報の持出しを特定の
条件のもと許可する

セキュリティポリシー 媒体

モノ

ネット

システム化の考え方

端末/携帯/媒体(USB等)と情報の

持出しをシステムで管理（履歴管
理と承認）

持ち出した物品と
情報を管理する

盗難/紛失しても漏
えいしない

ウイルスによる漏
えいを防ぐ

アンチウイルスソフト、パッチの適
用、P2Pアプリの排除

メール監査（保存）/上司監査

通信内容の監査/証跡管理

持ち出す情報を常
時監査する

情報が洩れても漏
えいしない

メール/ファイル/データの暗号化

資産管理ソフトによる持出管理

アンチウイルスソフト/OS
（監査：資産管理/検疫ネット）
アンチウイルス・ゲートウェイ

メールアーカイブ

アクセスログ管理

OS/暗号化ソフト

システム化する内容 ソリューション

物品の位置の追跡
盗難/紛失した物品
を探す

ユーザ認証（記憶/生体認証） BIOS/OS/生体認証

ディスク/USBの暗号化 OS/USB/ファイル暗号化ソフト

リモートロック/データ消去 リモート制御ソフト

リモート制御ソフト

端末/USBへの情報持出しを記録 アクセス/操作ログの記録・分析

盗難/紛失がない
かを確認する

RFID等による物品管理 RFID

印刷の履歴管理 印刷履歴の管理・分析

操作の証跡を保存
一般ユーザや特権管理者の操作
内容を改ざんさせずに画像で保存 操作証跡
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セキュアUSBメモリ導入による
情報セキュリティ強化

個人情報等の重要な情報の漏洩防止の
ためのセキュリティ強化の取り組み

広島大学 情報セキュリティ推進機構
社会連携・広報・情報室情報化推進グループ

情報メディア教育研究センター

情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ

2011/5/20 1

背景：重要な情報の漏えいの危険性が増大

2011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ 2



本資料の目的

• PCの盗難やUSBメモリの紛失による個人情報等の
重要な情報の漏洩の危険性が増大している

• セキュリティポリシー等により重要情報の取扱い方法
（暗号化やウイルス対策）が規定されているが、利用
者の意識に委ねる方法だけでは、コスト面等の問題
から実効性には限界がある

• 広島大学では、2010年度に大学が一括してセキュア
USBメモリを購入し、重要情報を取り扱う構成員に配
布する方法を採用した

• 本資料は、セキュアUSBメモリの導入から配布、また
その後に発生したインシデントへの対応を記録したも
のであり、他組織において同様なセキュリティ対策を
行う際の参考となることを目的としている

2011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ 3

方針の検討

セキュアUSBメモリ導入による情報セキュリティ強化
個人情報等の重要な情報の漏洩防止のためのセキュリティ強化の取り組み

2011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ 4



情報セキュリティ強化のための対策
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ウイルスに
よる業務停止

情報漏洩

賠償・訴訟 社会的信用の失墜
大学機能の
低下・停止

情報セキュリティ強化のための対策

①情報の暗号化 ②ウイルス対策 ④セキュリティポリシー
実施手順の改正

③「いろは（教職員
ポータル）」の機能拡張

セキュアUSBメモリの導入 USBメモリの安全な運用

2011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ

対策の基本方針
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•必要最小限の負担・手続き
•速効性
•最大限のセキュリティ維持

適切な取扱いの周知徹底だけでは，構成員の意識に委ねるというリスク
が伴い，また，過失による事故を防げない。

①暗号化と②ウイルス対策が可能なUSBメモリの利用を義務化
③USBメモリに替わる情報の持出し手段の提供
④実施手順の改正

具体的対策を
構成員に示す

2011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ



①暗号化と②ウィルス対策

• セキュアUSBメモリの機能
– パスワードまたは指紋データにより情報の保存領域そのもの

を暗号化
– 暗号化されていない保存領域の作成不能
– Windows, Macintoshの両方で暗号化が可能（※）
– 内蔵のウイルス対策ソフトによりウイルスの侵入を防止（※）

• セキュアUSBメモリ導入の具体的効果
– 接続時または接続後保存領域にアクセスした時に、パスワード

の入力または指紋認証により復号化（使用できる状態にする）
– 情報を保存すると自動的に暗号化
– 復号化なしでは保存データは閲覧不可
– PCをネットワークに接続していれば復号化前に 新版ウイル

ス対策ソフトに更新される → ウイルス感染のリスク低下
→ これらの機能により、インシデントの発生を予防！

※一部製品のみ

2011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ 7

セキュアUSBメモリ
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感染したPCに
接続すると感染

感染したUSBメモリを接
続すると感染

感染拡大！

情報漏洩！

通常のUSBメモリ

復旧のためにパソコンや
ネットワークの停止が必要

セキュアUSBメモリ

内蔵のウイルス対策ソフトで
感染をブロック！

ウイルス対策ソフトを内蔵し，
ウイルス感染を防止

ネットワークに接続したPCを
通じてウイルス定義ファイルを
最新に更新

ウイルスによる
不正な情報送信

業務への影響！

2011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ



③「いろは」の機能拡張
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USBメモリに替わる情報の持出し手段

「いろは」に構成員単位の
ファイル一時保管機能を追加

USBメモリではなく「いろは」に情報を保
存して持出すことで，USBメモリ使用に
伴うリスクを低下させる

USBメモリを持出す際の登録システム

USBメモリに保存した情報を「いろは」に

複製することで，紛失・盗難時の確実な
調査を可能にする

2011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ

→ システムの改修や増強等が必要となるため
今回の実施は見送り、引き続き検討

④セキュリティポリシー実施手順の改正

• 末端構成員までの周知不徹底と具体的対策の不備により
有名無実化

• 実施手順は記録媒体の技術進歩に追従できていない
• 部局ごとの「重要な情報」の定義が不明瞭

（電磁的記録媒体の取扱い）
MO・FD・USBメモリなどの，可搬性のある電磁的記録媒体を取扱う場合は以下の
事項を実施しなければならない。
• 重要な情報が記録されているかどうか適切に把握する。
• 学外へ持ち出す際には，記録されている重要な情報を必要 小限にとどめる。
• 持ち運ぶ際，移動中，常に目や手の届く所に置いておかなければならない。

＜広島大学情報セキュリティポリシー実施手順（テンプレートより）＞

施行はしたが‥

2011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ 10



重要な情報とは

• 重要度Ⅱ以上を「重要な情報」と定め、外部に持ち出す際は
– 暗号化を施し、指紋やパスワードなどの認証機能を用いる
– 肌身離さず携帯し、離れる時は施錠可能な場所に保管する
– 紛失した場合は速やかに報告する

「広島大学法人文書管理規則」から抜粋

2011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ 11

セキュリティポリシー実施手順の改正

課題 改正案

情報の保護 重要な情報を可搬型記録媒体へ記録する場合は，指紋認証やパスワード認証
による暗号化機能を有する可搬型記録媒体へ記録し重要な情報を保護する。

盗難防止 重要な情報が記録された可搬型記録媒体は，施錠可能な場所へ保管する。

紛失防止 重要な情報が記録された可搬型記録媒体を学内外を問わず携帯する場合は，
紛失，盗難等に備え，肌身離さず所持する。（業務用の携帯電話のストラップや
名札等に装着する等）

情報の持ち
出しの抑制

重要な情報を学外へ持ち出す場合は，原則として全学情報共有基盤システム
へ記録する。全学情報共有基盤システムを利用できない場所で重要な情報を
利用する場合に限り可搬型記録媒体を利用して持ち出す。

情報の持ち
出しの管理

可搬型記録媒体を利用して重要な情報を学外へ持ち出す場合は，全学情報共
有基盤システムで届出を行う。

2011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ

（７）可搬性のある電磁的記録媒体の取扱い
• 情報資産の中で，MO・FD・USBメモリ・HDD（コンピュータに内蔵のHDDを含む）などの，可

搬性のある電磁的記録媒体を「可搬型記録媒体」という。
• 法人文書管理規則に定める重要度II以上の情報（流出，紛失，改ざん等により本学に影響

を及ぼす情報）を「重要な情報」という。
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アンケートの実施

セキュアUSBメモリ導入による情報セキュリティ強化
個人情報等の重要な情報の漏洩防止のためのセキュリティ強化の取り組み

2011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ 13

アンケート項目

• 業務上でUSBメモリを使用していますか？
– はい／いいえ

• USBメモリの容量とその本数を記入していください？
– 1GB未満・1～2GB・2～3GB・3～4GB・4～8GB・8GB以上
– 1本・2本・3本・4本・5本・6本・7本・8本・9本・10本・10本以上

• 主にどのような種類のデータを保存していますか？
– 文書（Word, Text）・表（Excel）・プレゼン（PowerPoint）・DB（Access）・

メール・PDF・画像・動画・音声（音楽）・その他

• 広島大学に関する以下の情報を保存していますか？
– 学生・医療・人事・研究・その他

• 業務で使用しているUSBメモリで、ひとつのUSBメモリに入っている
データの総容量はどの程度でしょうか？
– 1GB・2GB・3GB・4GB・5GB・6GB・7GB・8GB・9GB・10GB・10GB以上

• USBメモリの容量は十分足りていますか？
– はい／いいえ

2011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ 14



アンケート結果

152011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ

アンケート結果（一般職員以外）

162011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ



所持するUSBメモリの総容量と充足度

172011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ

• 通常利用では８ＧＢ付近にピーク
• 一時保管が目的なので大容量は不要
• 検討対象機器の 大容量は４ＧＢ
• ４ＧＢであれば必要数を確保可能
⇒ ４ＧＢモデルを選択

配布

セキュアUSBメモリ導入による情報セキュリティ強化
個人情報等の重要な情報の漏洩防止のためのセキュリティ強化の取り組み

2011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ 18



セキュアUSBメモリ配布 実施要項

• 導入本数
– 4GB × 1,800本
– 仕様（セキュアUSBメモリが具備すべき機能）

• 保存時に必ず自動で情報の暗号化を行う
• パスワードロックをかけなければ利用できない
• パスワードは広島大学のパスワードポリシーに準拠する
• パスワードの誤入力回数が制限できる
• USBメモリ内にウイルス対策ソフトを有する

• 配布対象
– 常勤教員（平成22年6月1日現在、附属学校教員を含む）：1,782名
– 配布対象の採用理由

• 学籍情報、成績情報、懲戒情報、医療情報は重要度Ⅳにあたる
• 教員は職務上、重要度Ⅳの情報を必ず扱っている
• 教員がセキュアUSBを使用することでリスクの大幅低減が期待できる
• 導入効果の検証を行い、次年度以降の企画実施に有用なデータを収集する

• 配布スケジュール
– 平成22年5月25日 情報セキュリティ委員会配布方針承認
– 平成22年6月22～23日 部局事務へ配布依頼
– 平成22年6月24～25日 部局事務へセキュアUSBメモリ引き渡し
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配布資料
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配布資料
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配布資料
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配布資料
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インシデント対応

セキュアUSBメモリ導入による情報セキュリティ強化
個人情報等の重要な情報の漏洩防止のためのセキュリティ強化の取り組み
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セキュアUSBメモリ配布後の紛失
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議論と対策

• 問題点
– 配布されたセキュアUSBメモリを使っていなかった
– 関連部署への連絡が遅れた

• セキュアUSBを使っていれば処分は軽くなったか？
– 内部的には同様な対応（緊急連絡等）が必要
– どのような場合でも関係省庁への速やかな報告は必要

• ガイドラインの内容に係わらず、対外的にも同様な対応
• 現セキュアUSBメモリは「適切な技術的保護措置」を満たしていない

– 終的に紛失者の処分が軽くなることはあり得る

• 緊急連絡体制は適切であったか？
– 連絡フローの整理・統一

• 情報関係とその他の緊急連絡体制が異なっていた

– 連絡内容と時間の指定
• 速報（事実の連絡）と詳細（調査結果の連絡）のタイミングを明示
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（参考）電気通信事業における個人情報
保護に関するガイドライン

（漏えい等が発生した場合の対応）

第２２条 電気通信事業者は、個人情報の漏えいが発生した場合は、速やかに、当
該漏えいに係る事実関係を本人に通知するものとする。ただし、当該個人情報の
漏えいがノートブック型パーソナルコンピュータ等の紛失又は盗難により発生したも
のであって、かつ、本人に対して二次被害が生じないよう適切な技術的保護措置
が講じられているときは、この限りでない。

２ 電気通信事業者は、個人情報の漏えい等が発生した場合は、二次被害の防止、
類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り、当該漏えい等に係る事実関係そ
の他の二次被害の防止、類似事案の発生回避等に有用な情報を公表するものと
する。ただし、当該個人情報の漏えい等がノートブック型パーソナルコンピュータ等
の紛失、盗難、破損等により発生したものであって、かつ、本人に対して二次被害
が生じないよう適切な技術的保護措置が講じられているときは、この限りでない。

３ 電気通信事業者は、個人情報の漏えい等が発生した場合は、当該漏えい等に係
る事実関係を総務省に直ちに報告するものとする。ただし、当該個人情報の漏え
い等がノートブック型パーソナルコンピュータ等の紛失、盗難、破損等により発生し
たものであって、かつ、本人に対して二次被害が生じないよう適切な技術的保護措
置が講じられているときは、四半期内に発生した個人情報の漏えい等の事実関係
を当該四半期経過後遅滞なく報告することをもって代えることができる。
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（参考）「適切な技術的保護措置」とは

① 高度な暗号化措置が講じられていること
電子政府推奨暗号リスト又はＩＳＯ/ＩＥＣ18033 に掲げられている暗号アルゴリズムによって、記
録媒体内の個人情報の保存先として利用可能な全領域が自動的に暗号化されること。

② 暗号化された情報及び復号鍵の管理が適切にされていること
次の(ⅰ)又は(ⅱ)の方法によって暗号化された情報及びその暗号化された情報を復号させる復
号鍵の管理が適切にされていること。ただし、使用する暗号化措置は、(ⅰ)の方法においては暗
号化された情報から分離された復号鍵の、(ⅱ)の方法においては遠隔操作により削除された復
号鍵の権限者以外による不正な複製及び再生成ができないこと。

(ⅰ) 次のア又はイの方法によって暗号化された情報と復号鍵が分離されていること

ア 復号鍵のすべてが暗号化された情報と分離され、紛失した暗号化された情報の復号鍵が権限者の管理
下に置かれるように構成されていること。

イ 公知の方式を用いかつ分散された情報の一部からの全体の復元が不可能であることが立証された秘密
分散技術によって復号鍵が分散保存され、当該復号鍵の構成部分のうち、紛失した暗号化された情報と
分離されない構成部分では復号ができず、かつ紛失した暗号化された情報と分離されているすべての構
成部分は権限者の管理下に置かれるように構成されていること。

(ⅱ) 遠隔操作により記憶媒体内の復号鍵又は暗号化された情報（あるいはその両方）を削除でき、

かつ記憶媒体内の復号鍵又は情報を削除するまでの間に、復号鍵の複製、情報の閲覧、複写
がされていないことを権限者側で確認できること。

③ 個人情報の漏えい等に際し、①及び②の技術的保護措置が有効に実施されてい
ること。
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今後の課題

セキュアUSBメモリ導入による情報セキュリティ強化
個人情報等の重要な情報の漏洩防止のためのセキュリティ強化の取り組み

2011/5/20 情報化された組織のセキュリティマネジメントWG 中間まとめ 29

今後の課題（実施予定を含む）

• ウイルスパターンファイル等の定期的な更新
– USBメモリを挿す度に更新の有無をチェック

– 内臓プログラムの自動更新機能の追加
• バグ修正、機能追加に対応

• 利用状況の把握
– ウイルスパターンファイルの更新状況の確認

– 年１回以上の所持状況確認
• 更新が行われていない場合には直接利用者に確認

• 重要な情報を取り扱う者への追加配布
– セキュリティ対策の継続性
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FUJITSU

2011年3月
富士通株式会社
株式会社 富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ

情報漏えい対策
ソリューションのご紹介

FUJITSU

サマリ①

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

ソリューション種別 具体的な製品/ソリューションの例

シンクライアント Citrix XenApp, Citrix XenDesktop(Citrix Systems)、VMware View(VMware)

リモートアクセス 自席PCの制御 モバらくだ（富士通ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ）

リモートアクセス IPCOM EX（富士通）、Cisco ASA(Cisco)、Juniper Secure Access(Juniper)、F5 FirePass(F5)

PC操作制限/ログ記録・分析（可搬媒体による情報持出防止） Systemwalker Desktop Keeper（富士通）、SafeManager, SafeManagerAdmin(富士通SSL)、
InfoBarrier(富士通ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ)、SKYSEA Client View(Sky)、LanScope Cat6(ｴﾑｵｰ
ﾃｯｸｽ)

センサー型持込PC対策 SR-S（富士通）、iNetSec Smart Finder（PFU）、IntraPOLICE(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工)、L2Blocker(ｿﾌﾄｸﾘ
ｴｲﾄ)

ネットワーク認証 認証スイッチ SR-S, IPCOM L(富士通)、APRESIA(日立電線)、Alaxala(ｱﾗｸｻﾗﾈｯﾄﾜｰｸ)

無線LAN AP SR-M（富士通）、Aruba(Aruba Networks)、Cisco Aironet(Cisco Systems)

ネットワークサービスへのアクセス制御(Web) Blue Coat SG/AV(Blue Coat Systems)、Websense(Websense)

電子帳票管理 Interstage ListWorks（富士通）

印刷 認証印刷 EcoGate Print(富士通)

透かし印刷 PapperTracer（富士通）

印刷履歴の管理・分析 Systemwalker Desktop Keeper(富士通)

ID管理 PMaid IDMaster（富士通関西中部ﾈｯﾄﾃｯｸ）、BRidgeWARE(富士通SSL)、
ActiveDirectory(Microsoft)

生体認証 Secure Login Box, SMARTACCESS（富士通）、PUPPY(ｿﾆｰ)

データ去サービス 富士通LCMサービス - データ消去サービス

メールアーカイブ SYNCDOT/MailKeeperPRO(富士通長野ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ)

DLP McAfee Host DLP(McAfee)、RSA DLP Suite(EMC)、DLP software Blade(Check Point 
Software Technologies)、Symantec DLP(Symantec)
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FUJITSU

サマリ②

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

ソリューション種別 具体的な製品/ソリューションの例

メール誤送信防止、メール監査 SHieldMailChecker, SHieldMailChecker GatewayAnalyzer（富士通SSL）、SYNCDOT（富士
通長野ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）、FENCE-Mail（富士通BSC）、CipherCraft/Mail(NTTｿﾌﾄｳｪｱ)、
Active! Gate(ﾄﾗﾝｽｳｴｱ)

資産管理 ソフト管理 Systemwalker Desktop Patrol（富士通）、JP1(日立)、SafeManager(富士通SSL)

持出管理 ききマネージ(富士通SSL)

RFIDよる物品管理 MediaBarrier Plus（富士通）

暗号化ソフト OS McAfee Endpoint Encryption(McAfee)、BitLocker(Microsoft) 、Check Point Full Disk 
Encryption(Check Point Sostware Technologies)

USB/ファイル FENCE-Pro（富士通）、McAfee  Endpoint Encryption for Files and Folders(McAfee)

ライブラリ(組み込み) RSA BSAFE(RSA)

リモートデータ消去/リモートロック、位置追跡 CLEARSURE（富士通）、ﾄﾗｽﾄﾃﾞﾘｰﾄ(ﾌﾟﾗﾈｯｸｽﾌｫｰｽｼｽﾃﾑｽﾞ)、MobileMe（Apple)、
ViROBOT(HAURI)

アンチウィルス PCソフト ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰ(TrendMicro)、Symantec Endpoint Protection(Symantec)、McAfee 
Endpoint Protection Suite(McAfee)

ゲートウェイ IPCOM EX（富士通）、Blue Coat Proxy AV(Blue Coat)、VPN-1 UTM-1(Check Point 
Software Technologies)

統合ログ管理・分析 Splunk(Splunk)、enVision(RSA)、ArcSight ESM(HP)

操作証跡 SHieldWARE NE(富士通SSL)、ESS REC（ｴﾝｶﾚｯｼﾞ・ﾃｸﾉﾛｼﾞ）

検疫ネットワーク Systemwalker Desktop Inspection（富士通）、iNetSec Patrol Cube（PFU）、
NOSiDE(NTTﾃﾞｰﾀ)
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FUJITSU

シンクライアント(Citrix XenApp)

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

ハードディスクを持たないシンクライアントを利⽤して端末側にはデータを⼀切持たない
シンクライアントには、データやアプリケーションの保存／追加はできません。USBフラッシュメモリー
等は使⽤禁⽌にできます。
今までＰＣで利⽤していたアプリケーションはサーバに集約して利⽤
OAソフトや業務アプリケーションはサーバに集約します。利⽤者は、Citrix XenAppによりサーバに⽤意
されたデスクトップ環境を端末から遠隔操作します。サーバ－端末間はマウス/キーボート信号、画⾯イ
メージの差分が暗号化され安全に通信されます。
PCに保存していたデータはファイルサーバに集約
今までＰＣのハードディスクに保存していたデータの保存場所は、ファイルサーバに移ります。保存場所
が変わっても、利⽤者から⾒たファイル操作（「マイ ドキュメント」フォルダへのアクセスなど）は、
従来のＰＣと同じです。

シンクライアント
Citrix XenApp

サーバ

ＯＡソフト 業務アプリケーション
(クライアント)

業務アプリケーションサーバ、
共有文書ファイルサーバ 等

サーバデータ
へのアクセス

従来ＰＣに保存従来ＰＣに保存
していたデータ
へのアクセス

キーボード、
マウスの信号

←

→
画面イメージ

暗号化

画面だけを表示し
て遠隔操作

個人作成の
文書・メール

デ
ー
タ
は
持
出
せ
な
い

XenApp環境で全ての業務を⾏い、端末にシンクライアントを使⽤すれば、強⼒な情
報漏洩対策が可能になります。
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FUJITSU

モバらくだ

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

モバらくだシリーズ「モバイルオフィスゲートウェイ」は、モバイルPC、
⾃宅PCなどから簡単かつ安全にいつもの事務所PCを利⽤できるシステムです。

リモートデスクトップを「簡単」「安全」に利用する
環境をご提供します。

リモートデスクトップなので、自宅や外出先で、
いつもの事務所PC画面をそのまま利用でき
ます

大掛かりな設備投資をすることなく、モバイ
ルワーク、在宅ワークに必要な環境を低コス
トで構築できます

クリップボードやドライブマウントの禁止など、
ポリシーを管理者側で設定できるため、より
安全なリモートデスクトップ接続の運用が可
能です
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FUJITSU

SSL-VPN（IPCOM EX SCシリーズ）

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

セキュアな通信が求められるトラフィックに対して容易に、
「いつでも、どこからでも」接続できる環境を低コストで実現

クライアント側に特別なソフトウェア※が不要。低コストで導⼊・運⽤が可能です。
※JRE（Java Runtime Environment）またはActiveXによるモジュールの⾃動ダウンロード。
Microsoftのデジタル署名付きで提供しているため、改竄があった場合すぐに⾒つけることができ、
安⼼してご利⽤いただけます。

暗号技術、認証技術などを使⽤し、インターネットなどのセキュアでない
ネットワーク上で安全なリモートアクセスを実現。

• SSL通信を終端（復号化）
• クライアント認証/ユーザ認証により内部へのアクセス権限を検査
• SSL-VPN装置がユーザに代わって内部サーバにアクセス

内部ネットワーク

SSLで暗号化

インターネット

インターネット利用では相反すると思われがちな

「利便性」と「高い安全性」を両立。

重要な情報を“盗聴”“改ざん”などの
脅威から保護。

ルータ機能、ファイアーウォール
機能、帯域制御機能など、シーム

レスな複数機能の統合搭載により、
信頼性／拡張性の高いネットワーク

環境をシンプルに実現可能

ＤＭＺ

IPCOM EX 
SCシリーズ

SSL-VPN
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PC操作制限/ログ記録/ログ分析(Systemwalker Desktop Keeper)

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

管理者

クライアント（CT）

Desktop Keeper
管理サーバ

管理機能

禁止・記録機能禁止・記録機能

操作ログ収集

操作制限の設定

持出しデータの
原本保存

Citrix XenApp

Citrix XenAppクライアン
ト

(仮想端末)

Desktop Keeper
ログアナライザサーバ ログ分析/レポート出力機能

Word PDF 

Word 
PDF 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

FTPサーバ

Word 

許可のない
URLアクセス

Desktop Keeper で パソコン操作の制限と操作記録

◆データを持出させない、持込ませない

（持ち出す場合は特定のメモリストレージに強制的に暗号化 かつ 原本を保管）

Desktop Keeper で ログを分析し、リスクとコスト削減効果の見える(レポート)化

◆部門ごとにパソコンの利用状況を分析し、情報漏えいの兆候を早期検知と対策が図れます

◆印刷ページ数の目標を設定して紙のコストを削減することでCO2排出量を削減できます
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FUJITSU

センサー型持込みPC対策

今すぐできる持ち込みパソコン対策(SR-Sシリーズ)

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

持ち込みパソコン検知センサーを今のネットワークに繋げるだけで
持ち込みパソコンを社内ネットワークから排除可能です

業務サーバ／ファイルサーバ

管理者

既設スイッチ

管理サーバで
パソコンの集中管理

Systemwalker Desktop 
Inspection

既存スイッチの空きポートへ
接続するだけ

SR-Sシリーズ

持ち込みパソコン
（未登録）

持ち込みパソコンを遮断

検知センサー検知センサー 管理サーバ管理サーバ

社内ネットワーク

通報メールを管理者に送信

アクセス可

アクセス不可
社内パソコン

（登録済）

■ 簡単導入
認証スイッチ「SR-Sシリーズ」を今お使いのスイッチに接続するだけの簡単導入を実現。
また、管理対象パソコンの情報収集機能を搭載、管理リストを簡単に作成可能。

■ 不正アクセス通報機能
管理されていない持ち込みパソコンが接続された場合、管理サーバから通報メールを管理者に送信。

■ アクセス記録機能
パソコンの接続記録採取により、ネットワーク管理に利用可能。
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FUJITSU

無線LAN認証／検疫(SR-Mシリーズ)

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

SR-M20AP1
(無線LAN)

持ち込み端末セキュリティ対策が不充
分な端末

セキュリティ対策が
充分な端末

業務サーバ

認証サーバ

Safeauther

検疫サーバ

Systemwalker
Desktop Inspection

セキュリティ状態の確認

社内ネットワーク

ユーザー情報の問い
合わせ(RADIUS)

有線/無線に関わらず
検疫ネットワークを

構築可能！

SR-Sシリーズ
(有線LAN)

検疫サーバーと連携し、 さらに安全な無線LAN環境を実現。セキュリ
ティ対策が徹底できるため、ウイルス侵入を防ぐことができます。

業務サーバへ
アクセス可能

PCのセキュリティ対策を徹底できる！

ウイルス侵入を防御！

アップデートサーバ

（OS・ウィルスパターンなどの更新）

Systemwalker
Desktop Patrol

ＯＳ・ウィルスパターンなどの更新
に必要なアップデートサーバへの

通信のみ許可。
アップデート完了後、業務サーバ

へ接続可能。

9
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ネットワークサービスへのｱｸｾｽ制御(Websense)

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

Websense(ウェブセンス)は、サーバベースのインターネット

アクセスセキュリティシステムです。

• インターネットアクセス状況
• ネットワーク使用状況
• ソフトウェアアプリケーションの利用状況

• 帯域幅使用状況

10

FUJITSU

生体認証

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

Secure Login Box
他のID管理システムとの連携

クライアントソフト
SMARTACCESS/Premium

導入前 導入後

システム毎に異なるID/パスワードを手入力 手のひら静脈/指紋で代行 FeliCaカードで代行

1組の代表
ID/パスワード
を手入力

静脈データ 指紋データ カード番号 代表パスワード ID パスワード ID パスワード

OGAWA △×□ CBI 5933 BOB 1234 MOMO FF201 SNOW

NAKAGAWA ■▽▲ AEO 2588 HINO 1235 TARO FF202 SEA

OHKAWA ×■○ COEI 4510 SKYLINE 1236 BABA FF203 TONB

業務アプリAWindows本人確認データ
ユーザー名

今まで手入力だった、Windowsログオン、アプリケーションログオンのID/
パスワード入力を、セキュリティツール（「手のひら静脈」「指紋」「FeliCa
対応カード」）により代行

各ユーザのデータ (バイオデータ、カード番号、各種ID/パスワード)は、専
用機Secure Login Boxが一括管理

11



FUJITSU Copyright 2009 FUJITSU LIMITED

ID管理[ｱｶｳﾝﾄﾌﾟﾛﾋﾞｼﾞｮﾆﾝｸﾞ](BRidgeWARE)

■ 「AD」や「Secure Login Box」、「ファイルサーバ」のメンテナンスを
自動化

■新入職員、退職した職員のユーザ情報を自動更新

■ファイルサーバのフォルダを自動作成/削除

人事システム

職員情報

CSV

ファイル
コピー Active Directory

Secure Loin Box

ファイルサーバ

ETERNUS
NR1000F series

Windows 2008 OS
搭載サーバ

指定時間にユーザ
情報を更新

■スライド方式
FS-300U

指紋認証

■マウス型
手のひら静脈認証装置

静脈認証

FeliCaカード

■ノートＰＣ内蔵
LIFEBOOKｼﾘｰｽ

ログオン
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FUJITSU

データ消去

サーバやパソコンの撤去/リプレースの際にハードディスクなどに残存するデータを
サービスエンジニアが確実に消去することにより、情報漏えいを未然に防止

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

確実なデータ消去により、大切なデータ資産の流出を防ぎます

13



FUJITSU

ディスク/ファイル暗号化(FENCE-Pro)

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

パソコンからの重要データの持ち出しやパソコンの盗難・紛失などによる情報漏えいを
暗号化することで対策するソフトウェアです。

主な機能 ： 暗号化機能

（１） ドライブ暗号 （４） FENCEブリーフケース

（２） 自動暗号フォルダ （５） リムーバブルメディア自動認識

（３） 手動暗号 （６） Active Directory （AD）連携

FENCE-Pro は、幅広い暗号化機能をサポートいたします！

リムーバブル
メディア■ ローカルディスク（Ｃ：）

デスクトップ、
マイドキュメントなど

OS、
アプリ関連など（※）

ユーザが作成した
通常フォルダ

ローカルハードディスク

■ ローカルディスク（Ｄ：）

ユーザが作成した
通常フォルダ

査定評価データ

ドライブ暗号 ドライブ暗号

ＦＥＮＣＥ－Ｐｒｏ 暗号化機能の全体イメージ

自動暗号フォルダ

手動暗号

任意のファイル群

リムーバブル
メディア自動認識

（※） OS、アプリケーション関連などPC動作に影響を及ぼすフォルダは自動的に除外されます。

FENCEブリーフケース
形式のファイル

FENCEブリーフケース

？？？
？？？

共有フォルダ

自動暗号
フォルダ

？？？
？？？

？？？
？？？？？？

？？？？？？
？？？
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リモートデータ消去(CLEARSURE)

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

「より早く」
専用PHSモジュール+専用BIOS

シャットダウン状態でも動作

Windows起動不要

ウィルコムPHS網による
常時通信

「確実に」
暗号化HDDの暗号鍵消去により、
HDD内全データを復号化不能に

消去結果、PCへのアクセス履歴を
含むレポート発行

専用BIOS

消去証明
レポート発行

PHS通信
モジュール

暗号化
HDD

電源オフの状態から遠隔操作での
データ消去を実現

世界初
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アンチウィルスゲートウェイ（IPCOM EX SCシリーズ）

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

電⼦メールの送受信やWebサーバおよびｆｔｐサーバアクセス時に
⾃動的にウイルス検出・駆除が可能

電⼦メール（SMTP、POP3）、Webアクセス通信、FTPアクセス通信を中継することでウイルス
検索を実現
• 中継⽅式は、プロキシモード、透過モード（透過プロキシモード、完全透過モード）をサポート
• 透過モードでは、クライアントのプロキシー変更は不要

２種類のウイルス検出⽅式で⾼速な検索を実現
• パターンマッチング⽅式とヒューリスティック⽅式（ウイルスの⾏動パターンを推論して検出する⽅式）

外部ネットワーク

インターネットインターネット

ウイルス
チェック

SMTP/POP3

SMTP/POP3

内部メールサーバ
公開メールサーバ

SMTP/POP3

ウイルスチェックHTTP
FTP

Web/FTPサーバ

ウイルス定義
ファイル
サーバ

手動更新
／

自動更新

内部ネットワーク

IPCOM EX 
SCシリーズ
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検疫ネットワーク(Systemwalker Desktop Inspection)

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

・ セキュリティレベルが低いパソコンをネットワーク機器で遮断し、業務サーバ接続を禁止

できます。

• パソコン利用者に原因と対処方法のガイダンスを表示します。
ガイダンスに沿ってアップデート処理を利用者に行わせることで、
利用者へのセキュリティ教育効果と管理者のヘルプデスク作業を軽減できます。

• セキュリティレベルの低いパソコンは、アップデート専用サーバ以外には接続できない
ので、業務に影響を与えないで安全にアップデートすることができます。

・ Systemwalker Desktop Patrolと連携し、セキュリティパッチの自動適用を行い、
確実にセキュリティレベルを最新にすることができます。

業務サーバセキュリティレベル
が低いパソコン

ネットワーク機器

管理サーバ

問い合わせが減って
システム開発業務に
専念できる。秘

アップデート用サーバ
Systemwalker 
Desktop Patrol、
(アンチウイルス
管理サーバなど) 

日々、アップデートが
必要なのが分かった。
ガイダンスに従って
クリックするだけなので
迷わない♪

自動適用
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ソフト管理(Systemwalker Desktop Patrol)

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

Active Directory

帳資産管理台帳

管理サーバ

(CS)

“ＩＴ資産の統合管理”と”セキュリティおよび省電力対策”を実現

３.セキュリティ/省電力
設定管理

HDD 消去

①廃棄PCの

ﾃﾞｰﾀ消去と管理

６.運用管理の効率化

②ｾｷｭﾘﾃｨﾊﾟｯﾁの
自動適用

４.レポート出力

①資産情報/ｾｷｭﾘﾃｨ監査/省電力
/複合機の稼働状況のﾚﾎﾟｰﾄ出力

５.廃棄管理

①IT資産管理

管理者

SOFT

④ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘ情報収集

１.資産管理
（ハードウェア）

２.資産管理
（ソフトウェア）

⑤契約管理

⑥棚卸管理

ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘ情報

②未登録機器の自動検知

ﾄﾗﾌﾞﾙ

①省電力設定

③ﾛｹｰｼｮﾝﾏｯﾌﾟ機能

③PCの遠隔操作

①ｿﾌﾄｳｪｱﾗｲｾﾝｽ管理

⑦資産計画管理

③セキュリティ監査
①省電力ﾁｪｯｸ

②.組織情報の自動反映

①.運用状況の表示
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統合ログ管理・分析(Splunk)

セキュリティモニタリングの強化に取り
組むべく、数十か所のＩＤＳやＡＤＳの検
知ログだけでなく、ネットワーク機器や
サーバのログを一元的に管理を行い、
発生事象に対して様々な機器のログを
突き合わせることでより詳細な状況を
解析

不正通信を監視するだけではなく、不
正通信によりＷＡＮやLANがどのような
状態に陥ったかを分析し、今後の対策
のための情報として活用

IDS, ADS プロキシサーバ

アクセスログ検知ログ

ルータ

Netflow

NOCチーム

STRM
(Security Threat 
Response Manager)

Syslog

・ログ収集
・ﾘｱﾙﾀｲﾑ監視
・分析

過去ログ
の調査

SOCチーム

IDS:Intrusion Detection System、ADS:Anormaly Detection System
SOC:Security Operation Center、NOC：Network Operation Center

事象の特定事象の捕捉 事象の追跡

容易な過去ログの調査

Googleで検索するような直感的な手
法でログを検索

効果

システムが生成する多量なログを収集しサーチエンジンの様にまとめて検
索することにより、業務の効率化、コンプライアンス対応を実現できます

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED19



FUJITSU

持出管理(ききマネージ)

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

紛失時のリスクが高い携帯電話やスマートフォン等、増え続ける少額資産(機器)の「見える化」

万が一の紛失時(危機)には迅速な対処が可能

利用者
管理者

正しい機器を正しい利用者が

正しく使っているかを、

利用者が自分でチェックします。

紛失機器

1.セキュリティチェック

3.紛失対応

2.見える化

セキュリティチェックで確認が行われなかった機器や

紛失した機器の緊急対応をお手伝いします。

セキュリティチェックの状況や機器の

登録/変更/削除、端末ロック/解除の

状況をWebブラウザから確認できます。

定期的にセキュリティチェ
ックを実行。電話に出て、
ピッ・ポッ・パッと暗証番号を
入力することで確認。

方法3: 電話による機器チェック
暗証番号を
入力してください

方法2: Webクロスチェック

機器利用者と第三者の目視
によるクロスチェック。
正しく利用しているかを互い
に確認したことをWebから簡単報告。
USBメモリなどもチェック可能。

管理者は機器一覧画面から
携帯電話を遠隔ロック/解除
することが可能です。 (※1)

端末ロック

Webブラウザよりセキュリ

ティチェックが滞っている
利用者を一覧表示。
簡単に催促メールを送信できます。

利用者と機器状態

※1 各キャリアごとに別途オプション契約が必要です

携帯ブラウザやスマートフォ
ン専用アプリから暗証番号を
入力するだけで正しい携帯
機器を使っていることを確認。
「ききマネージ」が機体番号自動判別。

方法1:携帯からのチェック

※方法1,2,3のうちどれか一つを行えばOK。
※方法1は携帯電話/スマートフォン、方法3
は電話を着信できる機器が対象です。
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RFIDよる物品管理(MediaBarrier Plus)

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

RFID(ICタグ)で物品管理のセキュリティを強化

21



FUJITSU

メール誤送信防止(SHieldMailChecker)

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

直前の警告表示により、メール送信のうっかりミスを防止

慣れによる見落とし抑止

警告表示による注意喚起

頻繁に送信する宛先は、チェック不要

送信頻度が少ない宛先はチェック必須

自動学習ホワイトリスト

タイトル、本文、宛先、添付ファイル名をチェック

送信先会社名を表示

宛先のリスクを強調表示

（同業他社、メーリングリスト、携帯メールなど）

システム構成

メール送信者

社外メール
（インターネット）

既存メールサーバ

既存メールソフト

SHieldMailChecker社内メール
（イントラネット）

業務を止めずに容易に導入

既存のメールソフトをそのまま利用継続

既存のメールサーバを運用継続

業務を止めることなく、段階的導入

特許出願済

SMTPサーバ
もしくは

Exchange Server

22

FUJITSU

操作証跡(SHieldWARE NE)

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

サーバなどの操作記録や操作者の特定ができるリモート操作証跡管理

サーバA

作業者1 サーバB

サーバC

作業者2

1 操作者の特定とアクセス制御

サーバやネットワーク機器の操作録画2

確実で効率的な貸出ＩＤ管理3

個人IDと特権IDのヒモ付けによる個々の作業者を特定
役割（ロール）によるきめ細かい管理対象機器に対する
アクセスの制御

アクセスしたサーバやルータ、ファイアーウォールなど
のネットワーク機器の操作画面を映像で録画

IDを持たない作業者に対してチケットを発行し、指定し
た時間帯のみ機器への一時的なアクセスを許可
チケット発行にあたっては、必ず承認フローというプロ
セスが必要

root
user1
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FUJITSU

iPhone/Androidのセキュリティ

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED24

FUJITSU

iPad/iPhoneでのセキュリティ

デバイスの標準機能
機能制限

• 機能制限などのプロファイルを作成するためのWindows/MacOS用ソフトウェアであ
るiPhone構成ユーティリティにより対応可能

• 運用開始後は、リモートでプロファイルの強制インストールはできない(メールなどで
プロファイルを送信することはできるが、適用するかどうかはユーザー任せ)

紛失対策

• 「iPhoneを探す」機能により、遠隔ロック/遠隔データ消去/位置追跡などの紛失対策
に対応。

• デバイス単体でもパスコードを規定回数以上間違った場合にデータを消去する設定
が可能

リモートアクセス

• OSの標準機能としてVPNクライアント(L2TP、PPTP、Cisco IPSec)をもつ

• Juniper SAシリーズ、Cisco ASAシリーズのSSL-VPNを正式サポートしていて、前
述のiPhone構成ユーティリティから設定可能(ただし接続用クライアントはApp Store
からダウンロードが必要)

ディスク暗号化

• iPhone 3GS以降のiPhoneおよびiPadで、端末内に保存されているデータの暗号化
が可能(詳細不明)

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED25



FUJITSU

Android
iOSのようにOSの標準機能として、遠隔ロック、遠隔消去、機能制
限などを行うことはできない。Android Marketよりダウンロードや各
社サービスの利用により実現できる。

リモートアクセスについてはOS標準でL2TPなどのVPNクライアン
トを搭載しているほか、Juniper SAシリーズではSSL-VPNをサ
ポートしている。(接続用クライアントはAndroid Marketからダウン
ロードが必要)
OS自体がオープンソースであり、アプリのインストールも自由にで
きるため拡張性は高い反面、セキュリティに関してはPC並みの対
策が必要となる。

端末固有のIDが割り振られているが、これを改ざんしてサーバへ
送信する成りすましも発生している。これらの解決のため専用の
Webアプリ診断ソフトもでている。

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED26

Androidモバイル端末セキュリティ対策(ViROBOT)
ViRobot MobileはAndroid OS対応のマルウェア対策ツールです。
以下の４つの機能を持ちます。

マルウェア対策
ウィルス、スパイウェアなどマルウェアのスキャン／駆除とアプリ
ケーションの脆弱性スキャンを行います

スパム対策
電話番号とキーワードを基に、電話やSMSの発着信制限を行います

不特定APへの接続対策
公衆無線LANなど、不特定アクセスポイントへの接続を制限します
また、3G通信の監視や使用を制限します

紛失・盗難対策
端末の紛失や盗難に遭った際に、SMSを利用して外部から端末を
ロックしたり、個人情報の消去を行います
また、データの暗号化/復号機能により機密情報の漏洩を防止します

Copyright 2010 Fujitsu Social Science Laboratory Ltd.27
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検疫OK時に
ユーザ名を登録

検疫+VPN（計画）

検疫/RADIUSサーバの挙動
ViRobotアプリから送られる端末情報、パターンファイル情報により検疫を行う

VPN装置のRADIUS連携で認証要求が来た際に、検疫を通過した端末である
場合のみOKを返す

• VPN装置からの要求情報で端末／ユーザを特定する

• 検疫OKの有効期間を限定する（例えば「検疫後1分だけ検疫通過」）ことで検疫ステー
タスを保持する

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

Android端末
インターネット

① 検疫

② OK③ VPN接続要求

検疫/RADIUSサーバ

VPN装置

④ 認証要求

⑤ OK(検疫通過の場合)
⑥ OK

⑦ VPN接続

VPN連携DB

＿
＿
＿

企業/学内NW
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スマートフォン向けセキュリティ管理サービス

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED29
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