
ビジネスソリューション事業本部セ

キュリティサービスユニット セキュ

リティビジネス担当 部長の西尾秀一

氏は次のように語っている。

「NTTデータは、内部統制強化に

向けて業務システムへの対応に加え、

それを支えるIT基盤の強化が重要で

あると考えています。そのために最

適な IT基盤の構築をお手伝いしま

す。具体的には、VANADIS Identity

Managerを活用した一元的なユーザ

ー管理から、重要な情報や業務シス

テムへのアクセス管理、ログの一元

保存・検索、ドキュメントの原本管

理等を連携させた統合ソリューショ

ンを提供します（図１参照）。

このサービス提供を通じ、金融商

品取引法（所謂、日本版SOX法）

対応やコンプライアンス体制の構

築、さらには業務全般の適正化を図

ることができ、内部統制を適正かつ

効率的に強化することができます。」

以下では、内部統制強化サービス

の代表例として、電子署名やタイム

スタンプを実装し、内部統制に有効

な 原 本 性 が 証 明 可 能 と な る

「CECTRUST原本保管サービス」

と、一元的なユーザーIDを利用し、

アクセスログを集約・一元管理する

ことで、システム横断的な監査・検

索を可能とする「ログ保存・検索シ

ステム」を紹介する。

NTTデータが展開する IT基盤を

統合管理するトータルソリューショ

ン「VANADIS」の１つの統合ソリ

ューションである「VANADIS セ

キュリティ」は、「人・組織的管理」

「情報セキュリティ」「物理セキュリ

ティ」を連携させたもので、内部統

制強化を実現するために最適な IT

基盤の構築を支援する。

VANADIS セキュリティのサービ

スメニューの１つである内部統制強

化サービスについて、㈱NTTデータ
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図1 NTTデータの内部統制ソリューションマップ
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e-JapanⅡ戦略の目玉の１つであ

る通称「e-文書法」が 2005年４月

に施行され、文書の電子化が加速し

ている。電子文書の便利さが認識さ

れるにつれ、行政から企業、個人ま

で広く電子文書を流通・保管する時

代が近づいている。しかし、電子文

書は、紙に比べると改ざんされやす

い、データの盗難や否認の不安、保

管のリスク等様々なリスクに対する

解決策が求められている。

このような状況に対して、NTTデ

ータは、重要な電子文書を長期に保管

できる「CECTRUST原本保管サービ

ス」を提供している。（図２参照）。

本サービスは、NTTデータが開

発・運用し、2005年９月より、㈱

コンストラクション・イーシー・ド

ットコムが販売している。

CECTRUST原本保管サービスは、

APS型サービスとして提供。新規シス

テムの構築もなく導入しやすく、安価

に企業における重要電子文書の保管を

アウトソーシングするサービスであ

る。電子ファイルにタイムスタンプを

付与し、長期にわたり安全に第三者と

して保管する（図３参照）。

大量に電子文書を扱う場合は、

「システム連携モジュール」により、

一括で登録や署名が可能。既存の社

内システムと柔軟な連携が可能にな

り、多数の検索項目を自由に設定で

きる等、幅広く利用できる。

電子署名ツールにより「誰が」、

「何を」を作成したかを証明。タイ

ムスタンプ機能で「いつ」、「何を」

を第三者として証明する。e-文書法

の保管技術要件にも対応し、内部統

制強化、知的財産の先発明証明や訴

訟対応に有効である。

内部統制の強化には、電子文書や

電子ファイルが、本人によって正し

く作成し、それが作成時点から現在

まで改ざんされていないことを証明

できることが有効である。e-文書法

等でもこの要件が求められている。

CECTRUST原本保管サービス

は、以下のような特長の電子文書や

電子データの保管に適している。

・内部統制強化のために原本性を確

保し、長期保管の必要な電子文書

・スキャニングした文書のe-文書法

対応保管

・作成の本人証明や時刻証明の必要

な電子データ
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図2 CECTRUST原本保管サービスの概要

電子文書の完全性を証明する技術
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間が公開鍵証明書の有効期間（約

10年間）に依存するようなことが

なく、より長期間の証明をすること

ができるのが特長である。

CECTRUST原本保管サービスの

特長について、㈱NTTデータ ビジ

ネスソリューション事業本部 セキ

ュリティサービスユニット セキュ

リティビジネス担当 課長の出本浩

氏は次のように語っている。

「当社のCECTRUST原本保管サー

ビスは、従来からASP型サービスで

ご提供しているCECTRUST電子契

約サービスの豊富な実績を活かした

新しいサービスです。原本性を確保

しながら電子文書の長期保管のアウ

トソーシングを行います。原本性の

証明に必要な電子署名とタイムスタ

ンプの機能を備え、安全に電子ファ

イルを10年間保管します。保管やダ

ウンロード、原本性の検証はWebブ

ラウザから簡単に行えます。」

NTTデータでは今後、大量に電

子文書を保管する必要がある企業

や、情報漏洩対策を検討する企業向

けに、ASP型サービスの他、SI型

でサービスを提供する。

NTTデータは、電子文書の原本性

を長期に証明するために必要な電子署

名やタイムスタンプをはじめ、流通、

保管、廃棄までをトータルにサポート

する電子文書流通プラットフォーム

「SecurePod」を提供している。本プラ

ットフォームを活用し、セキュリティ

機能が必要なソリューションを提供。

さらに、ワークフローアプリケーショ

ン等との連携により、お客さまの業務

改善と効率化に貢献する。

CECTRUST原本保管サービスで

使用するタイムスタンプは、長年の

サービス提供実績を誇るNTTデー

タのタイムスタンプサービス

「SecureSeal standard」。

タイムスタンプサービスとは、電

子文書の原本性を証明するための

「存在時刻証明」と「非改ざん証明」

を行う有効な手段である。

SecureSeal standardは、(財)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」における

「時刻認証業務」の認定を、2006年

３月８日付で「アーカイビング方式」

として国内で初めて取得した。

本タイムスタンプサービスは、

「タイムビジネス信頼・安心認定制

度」のアーカイビング方式をベース

に、さらに信頼性を強化した方式で

構築される。

アーカイビング方式は、従来の

「デジタル署名を使用する方式」の

ように公開鍵証明書を利用してはい

ないため、タイムスタンプの有効期
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従来のシステムにおけるログ保存

は、障害ログやハードウェアのエラ

ーログ等を収集し、障害対応に活用

することが主な目的であったが、個

人情報保護法施行等をきっかけに、

企業のセキュリティ対策導入が進

み、個人情報へのアクセスログの収

集や保存が行われるようになってき

た。しかし、その保存したアクセス

ログは、バラバラに管理され、情報

漏洩等の問題が発生した際の検索、

集計によるログの活用が困難であっ

た。そのため、収集・保存したアク

セスログやイベントログ等多種多様

なログを一元的に管理したいという

ニーズが高まっている。

このような課題に対して、NTT

データは、「VANADIS ログ保存・

検索システム」を提供している（図

４参照）。

電子文書の長期証明を提供する
タイムスタンプ機能「SecureSeal」

ログ保存・検索システムの必要性

多種多様なログを一元的に管理し、
検索・監査を可能にする「ログ保存・検索システム」

多種多様なログを一元的に管理し、
検索・監査を可能にする「ログ保存・検索システム」

SI型による電子文書流通プラット
フォーム「SecurePod」の提供
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本システムは、操作端末やサーバ、

ネットワーク・セキュリティ機器等

が出力するログを機器の種類、アプ

リケーション等ログのフォーマット

を問わず、統合的に一元管理する。

検索・追跡、レポート、検知・通知、

集計の機能により、万が一情報漏洩

が発生した場合の調査労力と時間を

短縮できる。さらに、ログ管理の運

用コストを集約、節減する。

ログ監査の目的は、事故を未然に

防止するための予兆を調査すること

である。定期的なログ監査の効果は、

通常とは異なった操作（時間外のア

クセスや顧客データベースへの過剰

なアクセス等）を検出できる。

また、ログ追跡の目的は、事故が

発生した場合の流出経路や原因を調

査することである。個人情報が流出

した場合、収集・管理しているアク

セスログから、流出した個人情報に

関する詳細情報や流出経路（どこか

ら）・原因（いつ・誰が）を調査す

ることができる。

㈱NTTデータ ビジネスソリューシ

ョン事業本部 セキュリティサービス

ユニット セキュリティビジネス担当

課長代理の清原学氏は、VANADIS ロ

グ保存・検索システムの特長につい

て次のように語っている。

「VANADIS ログ保存・検索シス

テムは、複数のシステムに散在する

膨大なログを一元管理することでシ

ステム横断的な監査・検索を行い、

内部統制を迅速かつ効率的に実施す

るために不可欠なシステムです。こ

のシステムの導入により『監査によ

る情報漏洩の抑止と早期発見』、『情

報漏洩の経路や原因の迅速な特定』

が可能になります。」

内部情報漏洩対策には、PCの不

正操作の監視や持ち込みの検出・遮

断も重要である。

NTTデータは、クライアントPC

からの情報の持ち出しの禁止を徹底

できる情報漏洩防止セキュリティシ

ステム「TotalSecurityFort」をパ

ートナー企業のNTTデータセキュ

リティ㈱と共同で提供している。

本システムは、PC上の操作を網

羅的に操作制限し、かつ解析・分析

するための証跡を十分に取得するこ

とができる。このシステムは、実際

のPCの使用環境、運用体制に合わ

せたセキュリティ環境を構築できる

ことが特長である。PCの監視、ロ

グの記録が可能なことから内部統制

の強化にも有効となる。
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※「VANADIS」は、株式会社NTTデータの商標
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社NTTデータの登録商標です。
※ 他の会社名、製品名等はそれぞれ各社の登録商
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