
悪用したコンピュータウイルスや不

正アクセスに対するセキュリティ対

策が求められ、更に2005年4月に完

全施行された「個人情報保護法」に

より、個人データの紛失・盗難対策、

端末のアクセス記録など内部情報漏

洩対策が重要視されるようになった。

コーポレートガバナンスの側面で

は、2006年５月に施行された「会

社法」により、大会社（資本金５億

円以上または負債総額200億円以上

の株式会社）に対して内部統制シス

テムの構築が義務化された。また、

2006年６月に成立した「金融商品

取引法」により、上場企業は財務報

告に係る内部統制の確立が必須とな

ってきた。内部統制の確立には、正

確かつ効率的な業務処理を行う上

で、ICTの導入が不可欠であるが、

重要情報へのアクセス制限や操作端

末のアクセスログ監視など、健全な

業務処理が行える環境を構築するこ

とも必要である。このことから、内

部統制を強化する一要素として情報

セキュリティが挙げられ、今まで以

上にその重要性が増してきている。

以下、内部統制強化に役立つ

NTT西日本のセキュリティソリュ

ーションの一例として、ICカード

と指紋認証でPCログイン時の本人

認証を行う「PCログイン認証ソリュ

ーション」と、ログの記録やアプリ

ケーションの制限でPCでの不正操

作を抑止する「PC操作ログ管理ソリ

ューション」について紹介する。

●PCログイン認証ソリューション

PCログイン認証ソリューション

は、企業が管理する重要情報の流出

を防止するため、情報へのアクセス

制御として本人認証を行うものであ

り、ICカードとバイオメトリクス

（生体）認証を組み合わせ、PC本体

や業務アプリケーションへのログイ

ン認証の強化を図っている。

図１にシステム構成を示すが、本

ソリューションは、ICカードなど

の認証デバイスを使用してPCのア

クセス制御、データファイルの暗号

化などを行うPC向け情報セキュリ

ティツール「ARCACLAVIS Revo」

（ネットタイム社製）に、NTT西日

本が開発した認証システムをプラス

することで実現している。以下に、

導入のメリットと主な機能を示す。

＜導入メリット＞

・ICカードと生体の２要素認証に

よるセキュリティ向上：従来の IC

カードとパスワードでの認証に加

え、指紋認証を採用することで高セ

キュリティを実現。生体認証を利用

しないユーザー（ICカードとパス

今や企業や自治体において ICT

（Information&Communication

Technology）は、業務に不可欠な

インフラとなっている。効率的に業

務を運営するためには、ICTが有効

な手段であり、今後も更にICTの導

入が加速すると考えられる。

しかし、企業等の不祥事が相次ぐ

中、内部統制の強化が求められ、

ICTを有効に活用するためには、効

率性だけでなく、災害やセキュリテ

ィ事故／事件などの不測の事態への

対応や、法令等への遵守なども考慮

する必要がある。

NTT西日本では、「情報セキュリ

ティはCSRを支える基盤」という考

えのもと、総合的な観点からセキュ

リティサービスを展開している。こ

こでは、内部統制とBCP（Business

Continuity Plan；事業継続計画）の

側面から情報セキュリティをクロー

ズアップし、NTT西日本のセキュリ

ティビジネスを紹介する。

インターネットの発展に伴い、企

業や自治体では、インターネットを
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ワード）との併用も可能で、柔軟な

システム構成が実現できる。

・周波数解析法の採用：生体認証に

は指紋の凹凸を波形データに変換し

て照合する「周波数解析法」を採用

しており、指紋登録拒否が基本的に

ない。

・ユーザーへの発行状況、登録状況

を集中管理：ユーザーごとに各セキ

ュリティ権限の登録状況を集中管理

できる。

・管理者権限の分散・委譲：サブ管

理者を複数指定することができ、管

理者権限の分散・委譲による柔軟な

運用管理ができる。

・自動更新の実現：管理サーバから

のリモートインストール機能によ

り、常時クライアントPCを最新バ

ージョンに維持することができる。

・定期的なWindowsパスワードの

自動更新の実現：ドメインコントロ

ー ラ の 設 定 に よ り 定 期 的 な

Windowsパスワードの変更を自動

的に行える。

・１枚のICカードによる複数台の

PC管理：１台のPCにリーダライ

タを接続し、ICカードをセットす

ることで、２台目以降のPCにはリ

ーダライタもICカードも不要。

・生体情報の管理稼動の削減：生体情

報はサーバではなく、各個人に配布さ

れたICカード内に格納される。指紋

データを格納するデータベースを設置

する必要がないため、生体情報の管理

稼動を削減することができる。

＜主な機能＞

・ログイン認証＆PCロック： 2要

素認証によるWindowsドメインへ

のログオンが可能。また、ICカー

ドをカードリーダーからはずすと自

動的に画面がロックされ離席時のセ

キュリティを確保することが可能。

・外部デバイス制御・プリンタ使用

制御： ICカードごとに外部デバイ

スやプリンタの使用制御の設定が行

える。

・Notes認証：Lotus Notesのユー

ザー認証に利用されるNotes-IDと

ICカードを連携させ、ユーザーの

本人認証の強化が実現できる。

・ファイル暗号化：暗号用のフォル

ダ（ドライブ）を設定して、その中

に保存されている

ファイルをリアル

タイムに暗号化す

ることができる。

・シングルサイン

オン：各システム

ごとに必要な ID/パ

スワードを ICカー

ドに格納しておく

ため、複数の ID/パ

スワードを憶える

負担が軽減される。

・ログ収集（オプション）：PC起

動、ICカードの抜き差し、パスワ

ード誤りなどのログを収集し、保存

することで、不正があった場合の追

跡が容易になる。

●PC操作ログ管理ソリューション

PC操作ログ管理ソリューションは、

情報漏洩を未然に防ぎながらログによ

る追跡を可能にするものである。

図２に示すように、クライアント

PCにインストールされたソフトウ

ェアによって、重要ファイルの操作

（コピー、印刷など）、USBメモリ

などの外部デバイスへの書き出し、

WinnyなどP2Pソフトウェアの起

動などについてのログを収集し、ま

た操作を制限することで、情報漏洩

を未然に防ぐ。また、操作ポリシー

違反が発生した場合には、監査ログ

として、発生日時、ログオンユーザ

ー名、ホスト名、操作内容などを保

存する。さらに直近の画面スナップ

ショットを取得することで、クライ

アント上での操作画面を確認でき、

監査証跡として活用する。以下に、
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・一元管理による管理稼動

の削減：各種ログをサーバ

で集約し、操作禁止ポリシ

ーなどをサーバで一元的に

管理することができる。

＜主な機能＞

・不審動作も検知可能：

業務時間外の大量印刷な

ど、不審と思われる動作

を検知し、ロギングする

ことができる。

・運用サービスも提供：

センター設備へのログの

集約や運用サービスを提

供できる。

・暗号化などにも拡張可

能：PC／外部デバイスの

暗号化や、メール送受信履歴、Web

閲覧履歴、不正PCの接続禁止など、

様々なオプションを用意している。

・モバイル対応：持ち出し時のログ

をクライアント側に保存し、再接続

時にサーバで収集する。禁止動作ポ

リシーが引き継がれるため、社外利

用時にも対応できる。

企業は、災害やセキュリティ事故

など不測の事態においても業務を継

続し、株主や顧客など、ステークホ

ルダーの利益を確保することが求め

られている。企業の活動において

“セキュリティインシデント”や“シ

ステム障害”等の脅威が顕在化した

場合に対応するリスクマネジメント

として、BCPの重要性が急速に高ま

っている。万が一これらの脅威が発

生し業務が中断した場合でも、重要

業務を早期に復旧・再開させること

のできる柔軟な対応が、企業の社会

的責任として求められている。

そこで、NTT西日本では、前述

のような社会的背景に後押しされた

「総合的なBCPを策定したい」とい

う顧客の要望に応えるため、NTT

西日本及びNTTグループ各社がこ

れまで培ってきた「通信の確保」の

ノウハウを活かし、BCPに関する

取組みの立案から対策実施、運用管

理までを体系化し、「BCPトータル

ソリューション」として提供するこ

ととした。BCPトータルソリュー

ションは、「通信の確保」に関する

対策（基盤ソリューション）と、そ

れを基盤とした様々な事業継続に関

する対策（応用ソリューション）か

ら構成されており、これらに関して

一元的に対応できる体制（本社約

20名、各支店約410名の約430名規

模　※平成18年10月現在）を構築

し、より品質の高い顧客対応を実現

している。

NTT西日本が提供するBCPトー

タルソリューションは、

・完璧を求めず、まず、できること

から始める

・リスクアセスメントに基づくBCP

に関する取組みのプランニングか

ら対策実施、維持管理までの

PDCAサイクルに則ったBCM

（Business  Continuity Management;

事業継続マネジメント）を機能さ

せ、継続的な取組みを組織に定着

させる（部門横断的な施策）

・経営戦略の視点でトップが積極的

導入のメリットと主な機能を示す。

＜導入メリット＞

・ファイル操作、印刷ログを収集し、

不正操作を抑制：コピーや名前変

更、印刷といったファイル操作やロ

グオン履歴等について実行したユー

ザー名、PC名、操作対象などをロ

ギングする。また、抑止効果を狙っ

て禁止メッセージをPC上に表示さ

せることも可能である。

・外部デバイスの持ち出しによる情

報漏洩をシャットアウト：USBメ

モリやFDなどの外部デバイスの接

続を監視し、監視対象PCへの接続

や外部デバイスへの書き込みを禁止

し、ログを採取する。

・P2Pアプリケーション起動制限

による漏洩防止：Winnyなどに代

表されるP2Pソフトなど、特定の

アプリケーションの起動を監視し、

起動を制限したりログを採取するこ

とにより、情報漏洩を防止する。
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にBCP及びBCMに関りを持つ

（トップダウンの施策）

の３つのポイントを踏まえながら、

企業の実効的なBCPへの取組みを

支援する。BCPに対する取組みは、

短期的、単発的なものではなく、脅

威に対する対応力を継続的に向上す

るものであり、PDCAサイクルを基

本とした体系的なトータルソリュー

ションを提供することが必要である

とNTT西日本は考えている。

PDCAサイクルを基本フレームと

するNTT西日本のBCPトータルソ

リューションは、NTT西日本が個

別に展開してきたBCPに関するソ

リューションをベースに、「BCPリ

スクアセスメント」、「BCP策定」、

「BCP監査・教育」を新たに組み合

わせて体系化している（図３参照）。

以下に具体的なBCPソリューシ

ョンとして、BCPへの取組みの簡

易診断サービスである「BCPリス

クアセスメントサービス」について

紹介する。

●BCPリスクアセスメントサービス

BCPリスクアセスメントサー

ビスは、企業のBCPへの取組み

状況について簡易診断を行い、

その結果を総括レポート及び診

断分野ごとのレポートにより、

総合的な分析結果をフィードバ

ックする。あわせて、診断・分

析結果を踏まえ、具体的な対策

実施ソリューションも提案する

ため、今後のBCP対策の参考と

して活用することができる。

BCPリスクアセスメントサー

ビスは、「問診」と「診断」の２

つのステップからなっている。問

診は、NTT西日本が用意する質問票

によって行われる。質問票は、BCP

の取組み状況が網羅的に診断できる

ように、「自然災害」、「セキュリティ

インシデント」、「システム障害」を

主な脅威の対象として、「緊急時の体

制と運用」、「平常時の体制と運用」、

「平常時の技術的・物理的な対策」を

観点として、６分野・約60問からな

るチェック方式の電子フォームであ

る。回答結果は、暗号化によるセキ

ュリティが確保されているため、安

心して回答できる。

「診断」は、質問票へのチェック

結果をもとに、複数の角度から分

析・診断し、以下の３種類のレポー

トを生成して改善策を提案する。

①統括レポート

BCP及びBCMへの取組み状況に

ついて総合的な診断結果をレーダー

チャートで提示する。このため、取

組みが十分な分野、不十分な分野を

把握可能である。あわせて、改善が

必要な点についてのコメントも付加

される。また、優先的に対応すべき

脅威や対策領域に関しても、多角的

にチャート表示するので、重要業務

や重要システムの特定に活用するこ

とができる。

②診断分野ごとのレポート

診断分野ごとの分析結果を個別レ

ポートで提示する。一般的に求めら

れる標準的な値と、顧客の回答結果

を比較して表示するため、優先的に

取り組む必要のある実施事項を把握

することができる。

③おすすめソリューション

回答結果を踏まえて、BCPの対策

実施の一例として、NTT西日本が支

援できる具体的なICTソリューショ

ンを提示する。今後、BCPに取り組

む際の参考として活用できる。

NTT西日本では、BCPリスクア

セスメントサービスの診断結果を踏

まえ、BCP策定からシステムの導

入・運用までトータルに提供し、企

業の持続的な業務継続能力の向上を

サポートする。また、今後は、中

堅・中小企業向け「BCPパッケー

ジ」の追加等のソリューションの充

実化を図り、事業継続に関わるユー

ザーニーズに対して積極的な支援を

推進していく方針である。
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