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NTTデータ東京SMS㈱

入が拡大する網羅的情報漏洩防止ソリューション
―TotalSecurityFort ○Ｒ ―
オフィス環境における情報漏洩に関する脆弱性を網羅的に防御する、漏れのない情報漏洩防止ソリューションとして、
「TotalSecurityFort：TSF」の導入が拡大している。導入時の展開サポートや教育・研修など、手厚い導入支援サービスと改善プロ
セスを含めた運用サービスを特長に、TSFソリューションの展開を積極的に推進するNTTデータ東京SMSの取組みを紹介する。
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運用管理のプロフェッショナル企業
として、ITサービスマネジメントプ
ロバイダビジネスを展開するNTTデ
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図 1 TotalSecurityFort のシステム構成イメージ
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連企業にも導入を拡大している。ま

【ステップ1】
コンサルティング

た、業種・業態にかかわらず引き合
いが急増しており、他の類似製品と
比較してもお客様の機能満足度が高
いとの声が多く聞かれるとのこと。
TSF の展開について、ソリュー
ションサービス本部

【ステップ２】
システム設計

【ステップ３】
システム構築

現状把握と 課題分析と 最適
ソリューションの
課題抽出
改善提案
ご提案

システム設計

● 課題解決に最適なソリューション
の提案

● 設計・運用に係わる各種管理
ドキュメントの作成と提供

【ステップ４】
導入・展開

サーバ構築

ユーザ展開

● ユーザー教育や
管理者研修
の実施

【ステップ５】
運用

セキュア運用

● 導入後の評価
（効果測定）
● ログの分析

● エージェント
のインス
トール支援

サービス企画

部の二ノ宮尊徳部長は、「昨年テレ

NTTデータ東京SMSのサービス領域
一般的なSIベンダのサービス領域

マーケティングを行った結果、競合

一般的なパッケージベンダのサービス領域

商品も多数あるなか、市場的にもニ
図 2 継続的改善プロセスを含めたワンストップサービスを提供

ーズがあり、機能的にも積極的に展
開する価値が高いソリューションだ

久保田 啓五氏）

このため NTT データ東京 SMS で

と思っています。また、プリンタ制

TSF のシステム構成イメージを

は、図２に示すように導入前のコン

御機能なども備えており、幅広く J-

図 1 に示すが、TSF サーバ及び TSF

サルティングから設計・構築、運用

SOX 法への対応を行うことができ

用 DB サーバを設置し、各クライア

さらには継続的改善のプロセスの導

ると考えています。」と語る。

ント PC へ TSF エージェントソフト

入を含め、ワンストップのトータル

TSF の最大の特長は、オフィス

をイントールすることで、組織単位

サービスを提供している。

環境における情報漏洩に関する脆弱

ごとに管理者用設定を行うことがで

特に TSF による情報漏洩防止シ

性を網羅的に防ぐ、漏れのない情報

きる。管理者用ソフトによって、ロ

ステムの構築のみならず、導入時の

漏洩防止ソリューションであるとい

グの閲覧ならびに外部デバイスへの

展開サポートや、その後の維持・運

う点だ。
「TSF は、基本機能として、

出力の承認設定が行える。また、エ

用で欠かせないサーバ設定情報やシ

セキュリティポリシーの設定、情報

ージェントソフトは、ポリシーに基

ステム設計等をとりまとめたドキュ

漏洩防止、持ち出し承認、抑止・ロ

づいてクライアント PC のログの収

メントの提供等、導入後の展開を見

グ確認を提供しています。TSF は

集ならびに制限を行う。なお、情報

据えてソリューション提供を行って

オフィス内の情報漏洩の脅威を網羅

セキュリティポリシーの設定は、組

いる。さらに、ユーザー教育をはじ

的にブロック(制御)し、操作履歴を

織や部門・担当だけでなく、複数の

めシステム管理者向けのオンサイト

テキスト形式のログで記録します。

組織を横断してのポリシー作成な

研修まで幅広くサポートしている。

TSF をオフィス内の全ての PC を対

ど、業務の実態に合わせて設定でき

同社では、TSF のさらなる拡大

象に導入することにより、企業の情

るのが特徴である。

ス化して、よりスピーディな提供方

報漏洩リスクを効果的に低減できま
す。また、システムとセキュリティ
の管理者をそれぞれ別に設定できる

に向け TSF サーバをアプライアン

教育・研修を含めた手厚い導入
支援サービスが大きな特長

法も検討している。
●お問い合せ先●

ため、実際の組織形態に即したセキ

「情報セキュリティ対策ツールを

ュリティ運用が出来ます。例えば営

導入して頂くお客様にとって、最も

業部の情報セキュリティコントロー

重要なポイントは、ツール導入後の

ソリューション営業担当

ルは営業部長が責任をもって行う、

環境の変化に合わせて、見直しと改

TEL ： 03-6803-5010

などといった実効的な運用が可能で

善を確実に実施することです。」(久

E-mail ： eigyo@nttdata-sms.co.jp

す。」(ソリューションサービス本部

保田 啓五氏)

URL ： http://www.nttdata-sms.co.jp/
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