
ーションズと連携して、事業の継続性

を確保するために必要なサービスを、

「大規模システム障害」・「情報漏洩、

データ改ざん」・「セキュリティイン

シデント」への対処という３つの視点

で、コンサルティングからBCP策定、

システムの導入・運用までワンストッ

プで提供する「BCPソリューション」

を提供している（図１）。

以下、本稿ではBCPソリューショ

ンのメニューのうち、大規模システム

障害に対応する「広域ディザスタリカ

バリ（DR）サービス」、セキュリティ

インシデント及び情報漏洩、データ改

ざんに対応する「情報漏洩防止ソリュ

ーション」について紹介する。

災害対策（DR）の実現には、RPO

（リカバリポイント目標）、RTO（リ

カバリ時間目標）を意識した、安全

な地域へのデータバックアップが必

要不可欠である。しかし、対策実施

コストとRTO/RPOはトレードオフ

の関係にあり、RTO/RPOを短時間

にすればするほど投資額は増大する

という課題がある。NTT東日本が

提供する「広域ディザスタリカバリ

（DR）サービス」は、同社の長年に

わたる通信インフラの維持・保守管

理技術と最新の IT運用技術を融合

させた信頼と安心の「Ephelioデー

タセンタ」と、高速・安価かつセキ

ュアなフレッツシリーズを活用する

ことで、安価でセキュア、安心な

DR向けバックアップサービスを実

現している。

本サービスは、図２に示すように顧

客のシステムとEphelioデータセンタ

間をBフレッツ及びフレッツ・グルー

プアクセスで接続し、ファイルサーバ

やアプリケーションサーバなどのデー

タを、顧客ごとに独立したバックアッ

災害やセキュリティ事件・事故など

不測の事態においても事業を継続する

ことは、企業の持続的発展のみならず、

社会的責任（CSR）を果たす上で極め

て重要である。また、個人情報保護に

加え、2008年4月以降の事業年度か

ら適用予定の日本版SOX法など、情

報セキュリティに対するコンプライ

アンス対応も必要である。企業にと

って、持続的発展、CSR、法令遵守

の観点から、想定外の事象によりビ

ジネスが停止することを仮定し、そ

の時にどの業務をどのように復旧す

べきか予め計画を作成しておく事業

継続計画（BCP）の策定及び事業環

境の変化に合わせて継続的に運用す

るための事業継続管理（BCM）は不

可欠となっている。

NTT東日本では、NTTコミュニケ
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図1 NTT東日本のBCPソリューションの全体イメージ 図2 広域DRサービスの概要
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プストレージに１日１回自動的にバッ

クアップする。大規模災害等により顧

客の業務データが消失した際も、バッ

クアップデータを別のシステムに移行

することで、迅速に業務を復旧するサ

ービスである。

NTT東日本では、BCPソリュー

ションの一つとして、社内のパソコ

ンの利用ステータス（起動時、使用

中、使用後のログ監査）に応じた対

策を組み合わせた情報漏洩防止ソリ

ューションを提供している。

●検疫ソリューション

社内の全パソコンのセキュリティ

検査（端末認証、利用期限、セキュ

リティパッチ適用状況、ウイルス定

義ファイル、利用アプリケーション）

を行い、基準をクリアしないパソコ

ンのネットワーク接続を拒否するソ

リューションである。

PFW（パーソナルFW）による

防御とVPN接続による社内リソー

スの防御を併用した独自の方式を採

用。高いセキュリティ強度を確保す

ると同時に、導入機器数も少なく既

存ネットワークの変更も不要なため

導入の容易さを実現している。

●不正操作制御ソリューション

社内の全パソコンの操作ログをサー

バで取得し、社内規定で禁止した操作

のあったパソコンの通信を即座にネッ

トワークから遮断（特許出願中）し、

アクセスが認められていないファイル

の操作や、Winny等禁止ソフトの使

用による情報漏洩を防止するソリュ

ーションである（図３）。

不正操作に対してタイムリーな処

置をすることによって社内システム

からの情報漏洩を未然に防止するこ

とができるほか、禁止動作をサーバ

側で設定し、各社内パソコンの設定

はサーバから自動配信されるため運

用管理が容易という特長を持つ。

●フォレンジックサービス

パソコン操作ログを取得・保管す

るフォレンジックツールは情報漏洩

の原因を特定する際に有効であると

ともに、業務に関係のないサーバや

Webサイトアクセスの抑止にもつ

ながるため注目を集めている。しか

し、社内の全パソコンから日々操作

ログを取得するとデータ量が膨大に

なり、データの保管及びそれらを監

査することが困難という大きな課題

がある。この課題を解決するのが

NTT東日本が提供する「フォレン

ジックサービス」である。

本サービスの特長は、効率性・正

確性・継続性・安全性にある。監査

対象となる社内の全パソコンにログ

収集エージェントを常駐させ、操作

ログを顧客企業に代わって収集・分

析し、情報漏洩の芽を摘み取る精度

の高いログ監査レポートを提供す

る。分析が終了した監査ログは

Ephelioデータセンタで厳重に保管

するため、故障や災害等による操作

ログの消失や外部への漏洩といった

心配を極小化することができる。ま

た、提出する監査レポートは、顧客

企業の要望に合わせカスタマイズす

ることも可能である。
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NTT東日本㈱　ビジネスユーザ事業本部

ソリューションエンジニアリング部

広域DRサービス：

E-mail：ephelio-dc@ml.bch.east.ntt.co.jp

情報漏洩防止ソリューション：

E-mail：secio@ntt.com

URL：http://www.ntt-east.co.jp/
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