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OKIは、NEC、シャープ、国立
大学法人京都大学（以下、京都大）、
国立大学法人東京農工大学（以下、
東京農工大）、学校法人立正大学学
園立正大学（以下、立正大）と共同
で、国立研究開発法人情報通信研究
機構（NICT）から受託した「革新
的な三次元映像技術による超臨場感
コミュニケーション技術の研究開
発」の一環として、「超臨場感テレ
ワークシステム」を開発した。本シ
ステムを用いたテレワークにより、
遠隔のオフィスの雰囲気や同僚の忙
しさを感じとったり、遠隔地にいる
相手と実際に向き合っているような
感覚で共同作業を行うことができ
る。OKI、NEC、シャープ、京都大、
東京農工大、立正大は、実際のオフィ
ス業務での効果を検証するために、
本システムを用いた実証実験を
2015年 7月に開始している。
なお、本システムは「CEATEC 

JAPAN 2015」および「けいはんな情
報通信フェア 2015」に出展された。

テレワークは多様なワークスタイ
ルを実現する手段として注目されて
おり、近年では地方に設置したサテ
ライトオフィスで日常的に業務する
フルタイムテレワークも登場してい
る。しかし現状では、離れたオフィ
スの雰囲気や同僚の作業状況がわか
りにくいため、相手に配慮したコ

ミュニケーションが取れなかった
り、コミュニケーション自体を躊躇
してしまうような状況が発生してい
る。また、離れたオフィスの同僚と
共同作業を行うときに、作業対象物
に対して付与できる情報が限られる
ため、共同作業を効率よく行えない
という問題もある。
そこで、OKIをはじめとした 6
団体は、上記の課題の解決を目指し、
「超臨場感テレワークシステム」の
共同研究開発を進めてきた。今回、
6団体が開発した「超臨場感テレ
ワークシステム」は、特長となる 3
つの機能を有することで、遠隔地に
いる人とあたかも同じオフィスに臨
んでいるかのごとくテレワークでき
るようにした。これらは、それぞれ
以下の技術で実現している。
①遠隔オフィスの状況を推定し提示
する技術（NEC、東京農工大）：遠
隔地間で互いの状況を直感的に伝
え、相手に配慮してコミュニケー
ションを取れるようにする技術。オ
フィス内の様々な時間や場所で生じ
た音や人の動きを、オノマトペ（擬
音語や擬態語）で表現する。また、
PCの操作量やウィンドウ切替え、
会話の有無などをもとに、割り込み
拒否度（その人の忙しさや集中の程
度）を推定する。
②遠隔オフィスの注目エリアにアク
セスして会話できる技術（OKI）：

遠隔オフィス内の注目するエリアに
アクセスして遠隔の同僚と会話でき
る技術。複数のカメラ・マイクを位
置に基づいて制御することで、オ
フィス内の任意エリアの映像／音を
抽出し、配信する。
③遠隔オフィス間で情報を共有しな
がら共同作業する技術（シャープ、
京都大）：遠隔地にいる相手と、素
早く的確に情報を共有するための技
術。オフィス内で飛び交う多種多様
な情報を、大画面ディスプレイを介
して手軽に素早く共有する。また、
実物体に対して画面越しに遠隔地か
らの指示情報などを重畳すること
で、自然な共同作業を実現する。

本研究開発では、「革新的な三次
元映像技術による超臨場感コミュニ
ケーション技術の研究開発」の一環
で、2015年末まで、本システムを
用いた実証実験を行う。この実証実
験では、新たな評価指標の検討（立
正大）を行いながら、実際のオフィ
ス業務での効果を検証する。また、
実証実験において抽出した課題から
技術開発をさらに進め、早期の商品
化を目指してシステムの改善を図っ
ていく予定だ。

●ＯＫＩ　研究開発センタ
　TEL：048-420-7073

離れていることを感じさせない「超臨場感テレワークシステム」を開発
～「CEATEC JAPAN 2015」および「けいはんな情報通信フェア 2015」に出展～

ＯＫＩ他
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伊藤忠テクノソリューションズ
（以下、CTC）は、SAPジャパン、
米 Virtustream, Inc. と 共 同 で、
2016年 4月から基幹系システムの
安定稼働に特化したクラウドサービ
ス「CUVICmc2（キュービックエム
シーツー）」の提供を開始する。

近年、企業の経営環境が日々変化
する中、IoT（Internet of Things）
やビッグデータ等の新しい技術を活
用してビジネスの拡大に臨むには、
IT投資の 7割以上を占める基幹系
システムのコストを抑制する必要が
ある。しかし、アクセスが集中した
時のパフォーマンス劣化や情報の取
り扱いに関連するセキュリティへの
懸念、カスタマイズの難しさなどを
背景に、各企業は、コスト削減を目
的とした基幹システムのクラウドへ
の移行を踏み止まっている。
今 回 開 始 す る CUVICmc2 は、

SAPソリューションをはじめとする
基幹系システムに特化したクラウド
サービスで、システムの安定稼働と
高いセキュリティに強みを持つ
Virtustream社の IaaS技術をベース
に、CTCの堅牢なデータセンター
から提供する。

Virtustream社は、世界の企業や
政府機関に対して基幹系システム向
けの IaaSサービスを展開している。
CPU、メモリ、ネットワーク、スト

レージを複合的に計測し、効率的な
使用を可能にする特許技術μVM

（マイクロヴイエム）により、仮想
環境でのリソースの実使用量を把握
することができ、仮想サーバで 3
割程になるアイドル時間を除いた課
金体系を実現している。
また、μVMに基づくリソース管
理技術 xStreamが、IaaS上で稼働
するアプリケーションの負荷に応じ
てリソースを自動的に管理すること
で、ミッションクリティカルなシス
テムに対して SLA（Service Level 

Agreement）に基づくパフォーマン
スを提供することができる。SAP社
製のソフトウェアとは親和性が高
く、アプリケーションレベルでの
SLAも提供している。Virtustream

社が世界で提供している 6割の
IaaSでは SAP社製ソフトウェアが
稼動している。
セキュリティについては、CPU

レベルでの暗号化技術である Intel 

TXTやポータルの 2要素認証を含
め、SSAE16、ISAE3402、PCI-DSS 

2.0、FISMA、HIPAA/HITEC 等、
金融機関やライフサイエンス、政府
といった各業界で要求されるシステ
ムの規格に対応している。

CTCは、国内データセンターサー
ビスとクラウドサービスの提供実
績、長年のマルチベンダー製品を使
用したシステム構築やサポート提供

実績に基づき CUVICmc2を提供す
る。投資効果を査定する「Advisory 

Service」、既存環境からの移行を行
う「構築・移行サービス」、IaaS環
境のクラウドサービスである
「Cloud Platform Service」、OS・ミ
ドルウェアの運用サービスである
「Cloud Cover Service」から構成さ
れる。Advisory Serviceでは、1ヵ
月間、ツールを用いてお客様の利用
状況を測定することで、クラウドに
移行する際の投資効果を査定し、
Cloud Platform Serviceでは、スト
レージの応答時間や DR（Disaster 

Recovery）について性能保証があ
り、お客様のミッションクリティカ
ルなシステムの基盤として最適な
IaaS環境をクラウドにて提供する。
SAPソリューションを利用するお客
様には、SAPジャパンが認定した高
品質な環境として SAP HANAを仮
想マシンにて提供する。Cloud 

Cover Serviceは、24時間 365日
の運用サポート体制の下、OSやデー
タベースについての監視、障害対応、
設定変更などを請け負う。SAPソフ
トウェアについてはデータベースや
Webインタフェースなど、共通基
盤（SAP BASIS）の運用サービスを
提供する。

●伊藤忠テクノソリューションズ
　TEL：03-6203-4100

基幹系特化型のクラウドサービス「CUVICmc2」の提供を開始
～安定性、セキュリティに重点を置いた実使用量に基づく従量課金型クラウドでコスト削減ニーズに対応～

CTC
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NECは、OpenStackを活用した
クラウド基盤の構築と運用を支援す
るソリューション「NEC Cloud 

System（OSS構築モデル）」の販売
を開始した。本ソリューションは、
OpenStackや SDNなどのオープン
スタンダード技術と、NECのミッ
ションクリティカルシステム構築技
術を融合し、通信事業者やデータセ
ンター事業者、企業の情報システム
向けに高い信頼性と拡張性を備えた
クラウド基盤を提供する。これらは、
NECのクラウド基盤サービス提供
実績をもとに事前検証済みの製品や
技術を組み合わせて提供し、導入ま
での期間を最大 50％短縮（NEC調
べ）する。
また、新たに OpenStack専門部
隊を設置するとともに、開発や SE

合わせて 1,000名体制で、お客様
をトータルに支援する。さらに、可
用性や性能などの非機能要件の視点
で評価し品質を継続強化するととも
に、ユーザー個別のカスタマイズ機
能も OpenStackコミュニティに還
元している。

近年、開発環境や情報系システム
に留まらず、運用コストの低減を目
的とした基幹システムのクラウド移
行が進んでいる。また、ビッグデー
タやモバイル、SNSを活用した新
規ビジネスの立ち上げに向けて、先

進技術への対応も求められている。
このようなコスト最適化と最新技術
への対応の観点からオープンソース
ソフトウェア（OSS）の活用ニーズ
が加速している。
一方、OSSを活用した基盤上で
の基幹システムの構築・運用には品
質面の不安や、技術ノウハウ不足に
よる構築、メンテナンスコストの増
大が課題となっていた。

NECは、OpenStackコミュニティ
において、主要なコンポーネントの
開発にコアデベロッパーとして参加
し、機能強化・改善に貢献している。
新ソリューションでは、OpenStack

をはじめとした主要OSSのコミュニ
ティに参画し培った技術力を活かし
て、クラウド基盤の設計から構築・
運用までをトータルに支援していく。

新ソリューションの特長として、
次のようなことがあげられる。
◆高い信頼性と拡張性を備えたオー
プンなクラウド基盤を提供：クラウ
ド基盤の中核機能には、OpenStack

最新版をベースにした拡張性の高い
IaaS基盤である「Red Hat Enterprise 

Linux OpenStack Platform 7」をい
ち早く採用、その他、基盤の管理、
監視、制御機能にも OSSを採用し
ている。これらを連携させることで、
通信事業者の NFV基盤や通信・デー
タセンター事業者のクラウドサービ

ス基盤、企業の情報システムの基盤
へも適用可能な、高い信頼性と拡張
性を備えたオープンなクラウド基盤
の提供を実現する。
◆クラウド環境の短期構築と運用効
率化を支援：NECは、クラウド基
盤サービス「NEC Cloud IaaS」やユー
ザーのクラウド環境の構築実績をも
とに、必要な要件や機能を標準モデ
ル化し、事前に組み合わせ検証を実
施している。ユーザーの要件や規模
に応じて機能を選択し、柔軟に組み
合わせることで、個別に構築する場
合と比べて構築期間を最大 50％短
縮可能だ
◆OpenStack の品質強化への貢献
とサポート体制：新たに OpenStack

対応の専門部隊を設置し、非機能要
件（可用性、性能、運用性、拡張性
等）の視点で評価し、システム構築
やサポート時に、迅速に問題解決や
回避方法を提供する。これにより、
ユーザーへの万全なサポートを提供
するとともに、修正部分をコミュニ
ティへ還元することで、OpenStack

の品質強化に貢献する。

● NEC
　プラットフォームサービス事業部
　E-mail：contact-neccs@bcd.jp.nec.com

OpenStack を活用したクラウド基盤構築・運用支援ソリューションを発売

NEC

http://www.bcm.co.jp/


87ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.11

オラクルは、世界で最も普及して
いるオープンソース・データベース
「MySQL 5.7」の一般提供開始を発
表した。この最新版では、性能、拡
張性、管理性の向上に加え、JSON

のサポートにより NoSQL機能が強
化されている。またMySQL Router

の導入により、複数のMySQLデー
タベースにアプリケーションを容易
に接続できるようになる。
オラクルのMySQLエンジニアリン
グ担当バイスプレジデントであるトー
マス・ウリン氏は「『MySQL 5.7』の

幅広いイノベーションにより、開発者、
データベース管理者、DevOpsチーム
は、増え続けるデータを処理できる
次世代のWebおよびクラウドベース・
アプリケーションを構築、管理可能
に な り ま す。『MySQL 5.7』 は
Development Milestone Releaseに
基づいており、開発プロセス中にユー
ザーによるプレビュー、テスト、フィー
ドバックが可能であったため、結果と
して今回のリリースは、多くの
MySQLコミュニティ・メンバーが関
わったコラボレイティブなプロセスと

なりました」と語っている。
また Booking.comのシニア・シ
ステム・アーキテクトであるニコラ
イ・プラム氏は「当社で初めて
Development Milestone Releaseを
テストしたところ、有益な改善が見
込めることが明らかになりました。
『MySQL 5.7』により、オンライン
での構成やスキーマ変更を、より短
いダウンタイムで実施できます」と
語っている。
●日本オラクル
　TEL：03-6834-4837

「MySQL 5.7」の一般提供を開始

日本オラクル

NECと NEC Laboratories Europe

は、標準化団体 Open Networking 

Foundation（ONF）が策定したリア
ルタイムメディアの伝送に適した仕
様「Real Time Media NBI REST 

Specification」を世界で初めて実装
した。
ネットワークをソフトウェアで制
御 す る SDN コ ン ト ロ ー ラ は、
Northbound Interfaces（NBI）を介
して、SDNアプリケーションやネッ
トワークアプリケーションにネット
ワーク制御機能を提供している。

ONFは、SDN NBIの最初の仕様で
ある「Real Time Media NBI REST 

Specification」を 2015年 3月に策
定した。この仕様は、帯域幅などの
ネットワーキング要件を SDNコン
トローラで制御し、動画ストリーミ
ングや TV会議、映像中継などリア
ルタイムメディアの円滑な通信を可
能とした。また、SDNコントロー
ラは、通信のエンドツーエンドで要
求される相互接続性や QoS（サー
ビス品質）の確保も行う。
今回、リアルタイムメディアの伝

送に適した標準インタフェースが実
装されたことで、同領域での SDN

活用が浸透・拡大すると見込まれる。
NEC は、ONF の Nor thbound 

Interfacesワーキンググループに参
加し、仕様策定に貢献するとともに、
今 回、 実 証 実 験 と し て Virtual 

Tenant Networkをサポートする
SDNコントローラ上に「Real Time 

Media NBI REST Specification」を
実装し、その動作を確認した。
● NEC　テレコムキャリア企画本部
　TEL：03-3798-6141

ONF 策定の Real Time Media Northbound Interface を世界初実装

NEC
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SAPジャパンは、NTTデータグ
ループのコンサルティング会社であ
るクニエとチャネルパートナー契約
を締結し、業界唯一のインメモリー
方式クラウドプラットフォーム
「SAP HANA Cloud Platform」 を活用
した導入支援サービスを開始する。
クニエは本サービスを通じて、短期
間でのアプリケーション設計・構築・
展開を実現し、企業のビジネスイン
パクトの創出に貢献する。
近年、モバイルやクラウド、ビッ
グデータなどデジタルテクノロジー

の急速な発展により、企業が取り巻
くビジネス環境にも早急な対応が求
められている。企業が市場の変化に
逐次対応するためには、既存の IT

資産を活かし拡張し続けることが可
能な次世代のビジネスアプリケー
ション開発が必要不可欠だ。クニエ
は、そのような経営課題に対して、
SAP HANA Cloud Platformを活用し
た PaaSアセスメント／導入／定着
化コンサルティングサービス、およ
び Industry4.0コンサルティング
サービスを開始した。これにより、

企画・アセスメントから定着化まで
ワンストップでトータルにお客様に
提供することが可能となる。
本サービスを利用することで、

「SAP HANA Cloud Platformのアプリ
ケーションを利用したユーザーエク
スペリエンスの創造」、“機械学習”
“人工知能”など超高速・予測型デー
タ活用を見据えた次世代 IT基盤の
構築などのメリットが期待できる。

● SAP ジャパン
　TEL：03-6737-3880

クニエと共同で、次世代アプリケーションプラットフォーム
「SAP HANA Cloud Platform」の導入支援サービスの提供を開始

ＳＡＰジャパン

日本オラクルは「Oracle Service 

Cloud」と「Oracle Social Cloud」の
最新版を国内で提供開始することを
発表した。最新版では、企業のヘル
プサイトの新機能としてユーザー同
士のコミュニケーションを活性化す
るためのユーザー・コミュニティを
形成する新機能とソーシャルメディ
ア上の投稿を監視して、顧客対応が
求められる投稿に対してカスタ
マー・サービス部門と連携するため
の機能が強化された。
従来あるコールセンターなどの顧

客チャネルと、Webやソーシャルメ
ディアなどのデジタルな顧客チャネ
ルを統合し、可能な限り最良のカス
タマー・エクスペリエンスを提供す
るためには、カスタマー・サービス
部門は、顧客のアクセス先がコンタ
クトセンターやソーシャルメディア
であっても、一貫性があり前向きな
姿勢での顧客対応が求められる。こ
のような新旧のチャネルを最大限活
用した顧客対応における積極性と一
貫性が、顧客の離反を防ぎ、企業の
競争優位性を引き出すことになる。

「Oracle Service Cloud」最新版で
は、「Community Self-Service」とい
う新機能が追加され、企業が顧客に
対して情報提供するヘルプサイトに
よる問い合わせの自己解決だけでな
く、ユーザー同士の情報交換を可能
にするコミュニティサイトを形成し
て、その中でも問い合わせへの解決
策を見いだせるような仕組みを構築
することができるようになった。

●日本オラクル
　TEL：03-6834-4837

カスタマー・サービス業務のクラウドサービス「Oracle Service Cloud」と
ソーシャルメディア管理のクラウドサービス「Oracle Social Cloud」の最新版を国内で提供開始

日本オラクル

http://www.bcm.co.jp/
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アシストが取り扱う HTML5を
使ったリモートデスクトップクライ
アント「Ericom AccessNow」（開発
元：イスラエル Ericom Software 

Ltd.） が ASUS JAPAN の 最 新 の
「ASUS Chromebook Flip C100PA

モデル（型番：C100PA-FS0017）
にバンドルされ、ASUS社から発表
し、11月上旬以降より出荷を開始
する。

ASUS Chromebook Flip C100PA

は、タッチパネルの液晶部分がヒン
ジを介して 360度回転し、従来の

ノートパソコンスタイルだけではな
く、タブレット、スタンド、テント
の 4つのスタイルに変形すること
ができ、文字入力、情報確認、情報
共有など様々な用途で利用すること
ができる。厚さはわずか 15.6mm、
重量は 890gを実現したスリムなボ
ディにも関わらず、アルミニウム合
金のボディとパネルには高強度の
Gorilla Glassを採用し高い堅牢性を
実現。さらに最長約 9時間のバッ
テリー駆動時間を実現し、外にも安
心して持ち運べる高いモビリティ性

を備えている。
Chrome OSを搭載した Chrome 

bookでは、Windowsアプリケーショ
ンを実行できなかったが、Ericom 

AccessNowをバンドルした ASUS 

Chromebook Flip C100PAでは、本
体 の 使 い 勝 手 の 良 さ に 加 え、
Chromeブラウザからリモートの
Windowsデスクトップやアプリ
ケーションも利用可能なフル機能の
タブレット PCとして多彩な使い方
ができる。
●アシスト　TEL：03-5276-5850

「Ericom AccessNow」をバンドルした
「ASUS Chromebook Flip C100PA」を発表

アシスト

アグレックスとアシストは、アグ
レックスが開発した「個人情報秘匿
システム」とアシストが取り扱う
ETLツール「Syncsort DMExpress」
を連携させることで、個人情報の漏
洩防止と厳密なシステムテストに必
要不可欠なテストデータ生成を両立
する「Syncsort DMExpress 個人情
報秘匿システム連携ソリューショ
ン」を提供開始する。
システムテストで使用するデータ
は、件数や容量が本番環境の実デー
タと同様であっても、「データ値」

が実データの内容や分布パターンか
らかけ離れていると、精度の高いシ
ステムテストは行えず、カットオー
バー後に想定外の障害が発生するリ
スクを排除できない。しかし、シス
テムテストの精度を向上させるため
に実データを用いると、データの取
り扱いミス等により個人情報の漏洩
事故を招く危険性がある。
これらの課題を解決するために、
アグレックスとアシストは、両社の
製品を連携することで「データの値」
を含めて本番環境さながらの精度の

高いテストデータを短期間で効率よ
く生成する「Syncsort DMExpress 

個人情報秘匿システム連携ソリュー
ション」を提供開始する。本ソリュー
ションのエンジンとなるアグレック
スの「個人情報秘匿システム」は、
本番環境の実データをもとに、姓名
を全く別の姓名に、住所を全く別の
住所に置き換えるといったように、
データ属性や特徴を維持したまま架
空のデータを短時間で生成できる。
●アグレックス　TEL：03-5321-9586
●アシスト　TEL：03-5276-5850

国内情報の漏洩防止と高度なシステムテストを同時に実践する
ソリューションを提供開始

アグレックス／アシスト

http://www.bcm.co.jp/
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ブイキューブは、会議室に設置し
て簡単に利用できるテレビ会議シス
テム「V-CUBE Box」を、2015年
10 月中旬より提供開始した。
「V-CUBE Box」は、従来のテレビ
会議システムより低価格で、リモコ
ンによる簡単操作で多拠点との会議
や打ち合わせを行える。国内Web

会議市場 8年連続トップシェアの
Web会議サービス「V-CUBE ミー
ティング」の映像・音声技術を応用
した高画質・高音質の HD対応テレ
ビ会議システムで、PCやタブレッ

ト端末、スマートフォンからも接続
でき、Web会議の特徴である資料
共有も可能。既存のテレビ会議シス
テムとの相互接続（年内提供開始）
により、テレビ会議システムを保有
しているお客様の拡張・入替需要へ
の対応や、PCではなく会議室用の
専用機としてテレビ会議を購入した
いお客様への提案を強化していく。
「V-CUBE Box」の主な特長は次
のとおりだ。
◆低価格で設置も簡単、100拠点
以上を接続した会議が可能

◆資料共有とリモコン操作を実現
◆外出先や出張先からは、PCやス
マートフォン、タブレット端末か
ら参加が可能
◆管理負担が少なく、24時間 365
日のカスタマーサポートで安心し
た利用環境

●ブイキューブ
　TEL：0570-03-2121

低価格な会議室設置型テレビ会議システム「V-CUBE Box」を提供開始

ブイキューブ

EMCジャパンは、エンタープラ
イズ企業やサービスプロバイダのス
ト レ ー ジ 仮 想 化 を 加 速 す る
Software-Defined Storage製品「EMC 

ScaleIO Node」の供開始を発表した。
「ScaleIO」は、コモディティサーバ
に構成される様々なストレージデバイ
ス（SSD、PCIeフラッシュ カード、ハー
ドディスク）を抽象化し結合すること
で、仮想ストレージ プールを作成し
柔軟に拡張可能な共有ストレージを
構築するソフトウェア製品だ。今回発
表した「ScaleIO Node」は、EMCが

提供するコモディティサーバとバンド
ルして提供するもので、検証、テスト、
構成は EMCが事前に行うため、完
全にアーキテクトされた Software-

Definedのスケールアウト型サーバ
SANを迅速に展開することができる。

ScaleIO Nodeを構成する EMC 

ScaleIOは、あらゆる要求を満たすた
めに必要な拡張性、可変性、パフォー
マンス、柔軟性を提供する。一方
EMCのコモディティサーバと筐体は、
容量に最適化されるよう設計されたコ
モディティサーバを搭載した筐体と、

性能に最適化されるよう設計された
筐体を提供する。お客様は、特定の
筐体タイプでスタートし、ニーズの変
更とともに筐体を変更できる。
「ScaleIO Node」の異なるタイプの筐
体は、同じシステムの一部とすること
ができる。異なる構成は、コンピュー
トとストレージアーキテクチャというア
プローチで、ニーズを最適に満たす
Software-Definedアーキテクチャを採
用するという柔軟性をお客様に提供
し、容量計画も容易にする。
● EMC ジャパン　TEL：03-5308-8888

企業のストレージ仮想化を加速する Software-Defined Storage 製品
「ScaleIO Node」を提供開始

EMC ジャパン

http://www.bcm.co.jp/
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東京エレクトロン デバイス（以下、
TED）は、NRIセキュアテクノロジー
ズと協業し、F5ネットワークスジャ
パンのWebアプリケーションファイ
ア ウ ォ ー ル（WAF）「BIG-IP 

Application Security Manager」（以下、
BIG-IP ASM）を活用した「WAFマ
ネージド・セキュリティ・サービス」
の提供を開始した。
「WAFマネージド・セキュリティ・
サービス」は、企業サイトに F5社
「BIG-IP ASM」を設置して NRIセ
キュアの運用サービスを組み合わ

せ、導入支援・サポート・運用・監
視までを一貫して行うWebアプリ
ケーションの保護に特化した運用
サービスだ。専任のセキュリティア
ナリスト集団を常時配置し、有事の
際の即時対応、事象解析のためのア
ドバイスを 24時間 365日の体制で
提供。「BIG-IP ASM」により、アプ
リケーションレイヤのデータを解析
してアプリケーションへの攻撃を検
知したり、ポジティブセキュリティ
と過去に認識された攻撃パターンを
データベース化したネガティブセ

キュリティの併用によって、既知や
未知の攻撃を防御する。また、新た
に導入するポリシーの試験的な適用
により、誤検知のリスクを軽減する
ことができるため、有人監視による
常時安全なサイトの提供・運用が可
能になる。

TEDは、ハイレベルなセキュリティ
対策を必要とする情報通信、金融、
クレジット、電力、ガス、医療、物
流などを対象に販売を展開していく。
●東京エレクトロン デバイス
　TEL：03-5908-1979

WAF の運用負担を軽減させる
マネージド・セキュリティ・サービスの提供を開始

東京エレクトロン デバイス

パロアルトネットワークスは、サ
イバー脅威インテリジェンスサービ
ス「AutoFocus」の日本市場での提供
開を開始した。本サービスは、世界
中から集められたサイバー脅威情報
の相関データを実用化したクラウド
サービスで、優先度付けをしたサイ
バー脅威情報を組織に提供する。こ
の相関データは、7,000社以上で導
入されている脅威インテリジェンス
クラウド「WildFire」の情報やパロ
アルトネットワークスの脅威リサー
チチームの調査結果、さらに

AutoFocusを利用する全てのユー
ザーからの情報をベースにしている。
組織のセキュリティ担当者は、
様々なツールやベンダーからの配信
情報、導入しているセキュリティデ
バイスからの膨大な量のデータや通
知を日々受信している。しかし、こ
れら情報からはコンテキスト（背景
を伴った実用情報）や、対策に必要
な詳細情報を選り分けるのは難しく、
かつ固有の標的型攻撃は識別しづら
いため、結果としてサイバー攻撃を
事前に防止できないことがある。

パロアルトネットワークスは、
日々増加する多様な標的型攻撃から
組織を保護するため「AutoFocus」
の提供を開始した。
「AutoFocus」は、攻撃へ対する
迅速で適切な措置を行うのに必要な
共有インテリジェンス、分析、コン
テキストをユーザーに提供するとと
もに、脅威の痕跡を対応策と結び付
けて将来の攻撃を防ぐ機能も備えて
いる。
●パロアルトネットワークス
　TEL：03-3511-4050

標準型攻撃に対抗する脅威分析サービス「AutoFocus」を提供開始
～世界中から集められた脅威情報創刊データにより、標的型攻撃を特定～

パロアルトネットワークス

http://www.bcm.co.jp/
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