
SafetyRing”を提供しています。」

（富士通㈱　サービスビジネス本部安

心安全ビジネス推進室　横山 耕三

担当部長）

SafetyRingでは、情報セキュリ

ティの分野において、ISO17799

（JIS27000）シリーズ、COBIT

（Control OBjectives for Information

and related Technology）、ITIL

（Information Technology Infrast-

ructure Library）等の国際標準に準

拠した高品質な情報セキュリティマネ

ジメントシステムや、それらを支える

運用サービス、さらに高信頼の事業継

続対策を整備。SafetyRingにより、顧

客企業の事業特性やニーズ、優先順位

を明確にし、現状の対策状況を踏まえ

たうえでワンストップかつ包括的に

ソリューションを提供している。

企業が活動するうえで ITシステ

ムが不可欠となった現在、ITシス

テムを様々なリスクから守るための

セキュリティ対策は、社会的信頼の

確保の面からも極めて重要である。

このためには、適切な情報セキュリ

ティ対策で情報資産を保護すること

が企業価値の向上につながると考

え、信頼確保のための投資として企

業全体で取り組む考え方、すなわち

「情報セキュリティガバナンス」が

必要とされている。

富士通が提供するSafetyRingの

セキュリティソリューションの基盤

となるのが、ESA（エンタープライ

ズセキュリティアーキテクチャー）

である。ESAは、企業内における情

報セキュリティ対策の技術的な基本

方針を明確化する文書体系であり、

富士通では、一般的な企業に必要と

なるセキュリティ要件の共通要素を

分析し、広く適用できるように考慮

した標準的なESAを作成している。

「富士通ESAでは、アーキテク

チャーの検討を進めるうえで必要に

なる情報セキュリティ知識の共通基

盤、企業内のあるべき情報セキュリ

ティ運用の仕組み、それを実現するの

に必要となる情報システムのセキュリ

2006年５月に完全施行された「新

会社法」、さらには2008年４月施行

予定の「金融商品取引法」（日本版

SOX法）を踏まえ、企業にとって内

部統制や事業継続管理（BCM）の確

立が不可欠となっている。社会的責

任（CSR）を果たし持続的な経営を

行うためには、基幹業務の遂行は当

然のことながら、それ以上にリスク

マネジメントが重要である。特に経

営基盤を支えるITを守ることが事業

を守ることに直結する。

「従来、富士通では地震や風水害

が発生した場合の災害対策、また情

報セキュリティにおいては、不正ア

クセスや情報漏洩といった問題に対

して、個々に プロダクトやサービ

スをご提供してまいりました。現在

は、多様なリスクに対し、個々の対

策ではなく、例えば複雑化するサプ

ライチェーンの安定化や、あるいは

多様化する情報セキュリティの脅威

へのトータルな対処等、統合的なマ

ネジメントへの取り組みが求められ

ていることから、“セキュリティ”

と“事業継続性”にフォーカスし、

企業における“安心安全”を支援す

る“安心安全ソリューション：
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「セキュリティ」と「事業継続性」
からなる富士通の“SafetyRing”

企業の持続的発展と価値向上のための�
安心安全ソリューション：SafetyRing
企業の持続的発展と価値向上のための�
安心安全ソリューション：SafetyRing

富士通

富士通㈱　サービスビジネス本部
安心安全ビジネス推進室

担当部長　横山　耕三氏

ESAとSMFに基づく
セキュリティソリューション
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ティ機能要件等を網羅して記述してい

ます。またESAに加え、当社の実践

ノウハウを集積したSMF（セキュリ

ティマネジメントフレームワーク）も

開発しています。」（富士通㈱　サービ

スビジネス本部　安心安全ビジネス

推進室　大湖高史プロジェクト課長）

SafetyRingのセキュリティソリュー

ションは、従来より提供していた

「組織レイヤ」「インフラレイヤ」「ア

プリケーションレイヤ」の３つのレ

イヤに属するソリューションに加え、

セキュリティ対策の統一性・整合性を

確保するための「ESA」と富士通の実

践ノウハウを集積した「SMF」を一

体化して提供している（図１）。こ

のセキュリティソリューションの概

念モデルに基づく一貫したセキュリ

ティ対策の考え方と、徹底した社内

実践に基づく富士通のセキュリティ

ソリューションは、対策の有効性、

効率性を実現し、情報セキュリティ

ガバナンスを強力に推進するソリュー

ションといえる。表１に現在提供され

ている各レイヤ別ソリューションを示

すが、この内、最近特に注目を集め

ている「セキュリティ統制ソリュー

ション」と、「情報漏洩対策ソリュー

ション」の概要を紹介する。

●最新のセキュリティ統制環境の

実現を支援するセキュリティ統制

ソリューション

内部統制の一環として ITシステ

ムを含めトータルで継続的なセキュ

リティ対策が求められている。この

支援を行うのが「セキュリティ統制

ソリューション」である。富士通で

は、このセキュリティ統制ソリュー

ションを中心に、情報セキュリティ

ガバナンスの実現を支援している。

内部統制は、各種の企業活動が正

しく実施されているかどうかを客観

的に監視・評価・改善していくため

の仕組みであり、財務報告の信頼性

に影響を及ぼす業務プロセスに組み

込まれた統制手続きである「業務統

制」と、IT戦略・リスク管理・方

針・手続・基準等の整備を対象とす

る「IT全般統制」から構成される。

ITシステムはこの両者に深く関係し

ているため、内部統制の実現には、

ITシステムを含めたトータルで継続

的なセキュリティ対策が必要である。

「富士通では、内部統制の標準フレー

ムワークであるCOSO（Committee
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安心安全ビジネス推進室

プロジェクト課長　大湖　高史氏
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表1 セキュリティソリューション
「SafetyRing／SC」のサービスメニュー

組織レイヤ�
セキュリティ対策を支える組織の�
マネジメントの改善、�
向上を推進するソリューション群�
○セキュリティ統制�
○組織ポリシー策定／監査�
○セキュリティ認証取得支援�
○エンドユーザー教育�

インフラレイヤ�
組織の情報資産を�
IT技術で守るソリューション群�
○不正アクセス対策�
○情報漏洩対策�
○ウイルス対策�
○コンテンツセキュリティ�
○フィジカルセキュリティ�
○エンドポイントセキュリティ�

アプリケーションレイヤ�
業務で要求されるセキュリティ�
機能を実現するソリューション群�
○Webアプリケーションセキュリティ�
○電子認証基盤�
○電子文書保存�

SMF
富士通の実践ノウハウを�
集積したセキュリティ�
マネジメントのフレームワーク�

ESA
企業内における情報セキュリティの�
技術的基本方針を明確化した文書�

インフラ�
Infrastructure組織�

Management

アプリケーション�
Application

テクノロジ
ー�

社内実践
�

国際標準
�

SMF
Security�

Management�
Framework

ESA
Enterprise�
Security�

Architecture

図1 セキュリティソリューションの概念モデル
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Desktopシリー

ズ」を提供して

いる。

Systemwalker

Desktopシリーズ

は、あらゆる情報

漏洩リスクを回避

する機能を搭載す

ると同時に、情報

セキュリティマネ

ジメントシステム

の“PDCAサイク

ル”を確実に回し

ていくことで、

セキュリティレベルを継続的に改善

する。個人情報保護対策、情報漏洩

対策として、不正接続の抑止、

Winnyの検出、コンピュータウイル

スの感染防止、パソコンのセキュリ

ティ管理、資産管理、ファイル及び

データの暗号化、検疫、そしてネッ

トワーク監視を容易に実現するデスク

トップセキュリティ製品として、以

下の製品をラインナップしている。

・Systemwalker Desktop Patrol

パソコンのソフトウェアライセン

ス管理をはじめ、セキュリティ監査、

セキュリティパッチの自動配付・適

用、Winny の検出、使用禁止ソフ

トの設定、ヘルプデスクのためのリ

モート操作機能を提供する。

・Systemwalker Desktop Encryption

パソコン内の重要なファイルを暗

号化することにより、パソコンの盗

難、置き忘れ、パソコン内のファイ

ルの盗難による情報漏洩を防止す

る。ファイルの外部持ち出し形式を

暗号化することで、電子メールや外

部媒体を使って安全にファイルの受

け渡しが可能となる。

・Systemwalker Desktop Keeper

情報漏洩リスクとなるクライアン

トの操作を記録したり、ファイル持

ち出しや印刷操作の制限によって、

組織内にある電子情報の流出を防

止。また、業務に関係のないアプリ

ケーション（Winnyなど）の起動

を制限することで、情報漏洩の危険

性を回避する。

・Systemwalker Desktop Log

Analyzer

ログ収集により、クライアントの

操作傾向を分析する機能を提供。監

査レポートによって、充実したセキュ

リティマネジメントを支援する。

・Systemwalker Desktop Inspection

不正接続検知機能によって、外部

から持ち込まれたパソコンによる不

正接続の排除や、セキュリティレベル

の低いパソコンの接続を拒否し、

アップデート専用のネットワークに

誘導する。

of Sponsoring Organizations of

Treadway Commission）フレーム

ワークに基づき、IT分野で具現化す

るためのCOBIT、ITIL、JIS27000を

踏まえたセキュリティ統制を実現し

ます。」（横山耕三担当部長）

富士通のセキュリティ統制ソリュー

ションは、内部統制を実現するうえ

で重要なポイントとなる「認証・ア

イデンティティマネジメント」、「ア

クセスコントロール」、「証跡管理」、

「集中管理」の４つのセキュリティ

要件のすべてに対応している。

・認証・アイデンティティマネジメン

ト：認証を強化するとともに、認証の

ための利用者属性情報を統一して管理

することによって、セキュリティの強

度に加え利便性を高めている。

・アクセスコントロール：利用者か

らの情報リソース（データ、サーバ、

ネットワーク等）に対するアクセス

を制御する。

・証跡管理：セキュリティ問題の早

期検出・早期対処システムがセキュ

リティ・ポリシー通りに運用されて

いるか確認するための監査ログの統

合収集、分析（追跡）、保管を行う。

・集中管理：システムの安定運用を

行うため、インシデント管理、脆弱

性管理、構成管理、変更管理など、

情報システム全体で共通の効果的な

運用管理を行う。

●情報漏洩対策ソリューション

－Systemwalker Desktopシリーズ

富士通は、個人情報保護対策、情

報漏洩対策の中心的位置づけになる

プロダクトとして、「Systemwalker
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Desktop Patrol

Desktop Encryption�
Desktop Keeper�

Desktop Log Analyzer

Desktop Inspection

Desktop Rights Master�

セキュリティパッチの�
自動適用・監査�

Step1
ファイル暗号化、�
PC操作制限、ログ分析�

Step2
不正接続遮断�

Step3

ファイル操作制限�

Step4

図2 Systemwalker Desktopシリーズによる情報漏洩
対策ステップアップ
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・Systemwalker Desktop Rights

Master

電子文書に対してファイル単位か

つユーザーごとのアクセス制御機能

によって、ファイルに対してアクセス

許可の制限をかけ、社内秘・重要ファ

イルを保護する。

図３にSystemwalker Desktopシ

リーズの連携ソリューションを示す。

Systemwalker Desktopシリーズの各

製品が連携することで、充実したセ

キュリティ対策に加えて、導入・運

用の省力化を図ることができる。

企業においては、事業の持続的発展

のみならず、自然災害やテロ、セキュ

リティ事件・事故など、不測の事態

においても事業が継続でき、株主や

顧客などステークホルダーの利益を

保護することが、社会的責任を果た

すうえでの重要な課題となっている。

富士通が提供するSafetyRingのも

う一つの柱が、事業継続ソリュー

ションである。

富士通では、図４に示すように

「事業継続計画書（BCP：Business

Continuity Plan）の策定」、「緊急時

の対応」、「情報システムの復旧・復

興のための構築・運用サービス」の

３つのフェーズで、表２に示すよう

なソリューションを提供している。

富士通の事業継続ソリューション

の特長につい

て、前出の大湖

高史プロジェク

ト課長は、次

のように述べ

ている。

「富士通では

自らの事業継続

性強化に向けた

取り組みとし

て、B C P策定から事業継続管理

（ BCM： Business Continuity

Management）定着化までを社内実

践として積極的に取り組んでおりま

す。自らの実践を通して得られたノ

ウハウを基に、顧客企業の事業継続

管理の導入をサポートするというの

が最大の特長です。」

以上、企業の持続的発展と価値向上

のための「安心安全ソリューション：

SafetyRing」について紹介した。

富士通では、今後さらなるソリュー

ションの強化を図り、総合 ITベン

ダとして、顧客を支援する商品・サー

ビスを継続して提供していくとして

いる。
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図3 Systemwalker Desktopシリーズの連携ソリューション
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図4 事業継続ソリューションの全体像
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