
お客様と社会の事業継続を支え続けるため、ICTにおける安心安全の実現に継続的に取り組みます。

クラウドコンピューティングやスマートデバイスの普及
によりICT活用領域が広がる一方、日々高度化、巧妙化する
サイバー攻撃への対策は、ICTの安心安全な活用において大
きな課題となっています。当社は世界約300社に広がるイ
ントラネットで起こる一日数億件に及ぶイベントを、適切

な対策と運用で対処しています。富士通はこれらのノウハ
ウをお客様のセキュリティ対策に展開します。システムや
運用の強化および教育・訓練の統合的な実現に向け、
「FUJITSU Security Initiative」として製品・サービスを体系化
し、お客様と社会の事業継続を支え続けます。

昨今、情報セキュリティを取り巻く環境は、ウイルスや
不正アクセスなどをはじめとする外部からの脅威、さらに
は、サイバー攻撃や、スマートデバイスの利用拡大に伴う
情報漏えい事故など、様々なセキュリティリスクにさらさ
れています。当社では、富士通の実践ノウハウを蓄積した
「富士通エンタプライズセキュリティアーキテクチャー
（ESA）」と「セキュリティマネジメントフレームワーク
（SMF）」による一貫したセキュリティの考え方と徹底した

社内実践に基づき、セキュリティソリューションを提供し
ています。ソリューション提供にあたっては情報システム
に必要なセキュリティソリューションを体系化し、「富士
通エンタープライズセキュリティアーキテクチャー
（ESA）」に準拠することで、企業内の効率的な投資を機能
面から支援します。社内実践に基づくリファレンスモデル
の提案により、お客様は実績ある信頼性の高いソリュー
ションを導入することができます。

主なオファリングモデル 詳しくはこちら  http://www.fujitsu.com/jp/solutions/business-technology/security/secure/index.html
グローバルマネージド
セキュリティ

既存の組織・プロセスの問題点を可視化し、従来の対策を活かしつつ、多くの商談や自社のシステム運用で培った実践知を基に、
サイバー攻撃への対応に向けてお客様に最適な対策ソリューションを提供。

セキュリティ統制 ICTを含む企業活動全体の視点から継続的なセキュリティ対策を捉え、組織の「情報セキュリティガバナンス」の実現を支援。

サイバー攻撃対策 従来の対策を活かしつつ、新たな攻撃手法に最適な対策を提供。

スマートデバイスセキュリティ お客様のスマートデバイスの業務活用時におけるセキュリティ懸念を解消するためのソリューションを提供。

不正アクセス対策 24時間365日のセキュリティ監視をはじめ、企画・策定／対策実施／監査／監視などのセキュリティサイクルを実現。

情報漏洩対策 個人情報保護・情報漏洩防止のため、情報管理のポリシー作成や策定／暗号化機能などを提供。 

ウイルス対策 コンピュータウイルス対策のため、防御／駆除／監視／復旧支援などを提供。

エンドポイントセキュリティ エンドポイント（クライアントが接続されるシステムの末端）における機密情報の漏洩やウイルス被害といった脅威から、お客様
のシステムを守る環境を実現。

メールセキュリティ ウイルス対策や証跡保全など、電子メールを安全に利用できるようにするためのセキュリティ対策をトータルに提供。

認証・ID管理 情報セキュリティの基盤となる認証および利用者情報管理の運用を、生体認証、電子証明書、ディレクトリなど各種製品／サービ
スの提供により支援。

PCI DSS PCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard、ペイメントカード業界データセキュリティ基準）のクリアを支援する
セキュリティ対策ソリューション。

シンクライアント 最新端末や安全なネットワークでクライアント仮想化をトータルに提供。豊富な利用端末でのモバイル活用でワークスタイル変革も
支援。

フィジカルセキュリティ オフィスにおけるセキュリティ上の課題を総合的に解決。

  セキュリティソリューション

PC　スマートデバイス　シンクライアント（認証デバイス、アクセス制御、暗号化、ウイルス対策）
デバイス

オファリング

各
種
パ
ー
ト
ナ
ー
製
品

構内／広域ネットワーク（認証、アクセス制御、暗号化、VPN、IDS/IPS、検疫、マルウェア検知、次世代FW）
ネットワーク

サーバ　ストレージ　OS　ミドルウェア（アクセス制御、特権ユーザ管理、脆弱性管理）
プラットフォーム

共通／業務アプリケーション（認証、アクセス制御、ID管理）
アプリケーション

コンサル運用
教育・訓練

サイバー攻撃対策

グローバルマネージドセキュリティ

モバイルデバイス管理
FENCE-Mobile RemoteManager

手のひら静脈認証
PalmSecure

リモート消去PC
CLEARSURE

PCセキュリティ
Systemwalker Desktopシリーズ、FENCE-Pro …

ネットワークサービス
FENICS Ⅱ

UTM型ネットワークサーバ
IPCOM EX SC

IT機器管理・PC検疫
iNetSecシリーズ …

入退室管理システム
SGシリーズ

サーバセキュリティ強化
SHieldWARE

サイバー攻撃対策
Systemwalker Security Control

 脆弱性診断・
管理サービス …

メールセキュリティ強化
SHieldMailChecker

FENICS Ⅱ ユニバーサルコネクト
携帯ブラウザ接続サービス／アプリケーションブリッジサービス …

不正
アクセス
対策

情報漏洩
対策

ウイルス
対策

エンド
ポイント
セキュリティ

メール
セキュリティ

フィジカル
セキュリティ

認証・
ID管理

　シン　
クライアント

スマート
デバイス
セキュリティ

PCI DSS セキュリティ
統制

アセスメント／コンサルティング セキュリティ運用 教育・訓練

 〓 FUJITSU Security Initiative

FUJITSU Security Initiative
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既存システム環境の脆弱性チェックなどセキュリティ運
用の立ち上げに必要な導入サービスや、お客様自身では対
応が難しい24時間365日のリアルタイム監視からインシ
デント対応、教育といった継続的なセキュリティ運用強化
支援など、サイバー攻撃に対応するためのセキュリティ運
用サービスと関連サービスを提供し、グローバルにビジネ
ス展開するお客様のセキュリティ運用をトータルにサポー
トします。

グローバルマネージドセキュリティサービス

 ■サービスコンセプト
サイバー攻撃対策として必要不可欠な「検知・防御」、「分
析・対処」、「セキュリティ耐性強化」の運用プロセスにあ
わせ必要な機能を提供します。

 ■サービスの特長
1. 独自技術による高いマルウェア検知能力
未知のマルウェアを検知するためには、検知精度の高い
装置の導入が不可欠です。富士通では、サイバー攻撃の“犯
行を捉える”全く新しい攻撃検知技術「Malicious Intrusion 
Process Scan」※1を活用し、未知の脅威を検知します。

2. 高い技術を有するエキスパート
サイバー攻撃から被害を極小化するには、日々高度化し

ていくサイバー攻撃に対抗できる高度なスキルを有する人
材を育成し続ける必要があります。
富士通では、セキュリティマイスター認定制度によりセ
キュリティアナリスト、フォレンジックエンジニアなどの
人材を育成し、本サービス運用に実戦投入しています。

3. 徹底した社内実践のナレッジを活用
富士通グループにセキュリティナレッジとして蓄積され
る知見やノウハウをA3L※2に集約し、本サービスに展開し
ています。

 •最先端技術の調査・適用
 •サービスやSIの開発・構築から得られるノウハウ
 •富士通クラウドCERTによる社内実践結果

〔※1〕  Malicious Intrusion Process Scan：マルウェアの振る舞いではなく
攻撃者の攻撃プロセスをパターン化した全く新しい国産技術で、未知の
マルウェアの検知率を格段に向上。

〔※2〕 A3L：FUJITSU Advanced Artifact Analysis Laboratoryの略称。

 ■サービスの概要
お客様自身では対応が難しい24時間365日のリアルタ

イム監視、的確なインシデント対応、継続的なセキュリ
ティ運用強化支援など、サイバー攻撃に対応するためのセ
キュリティ運用サービスを提供します。

  FUJITSU Security Solutionグローバルマネージドセキュリティサービス

1.インシデントの
　発生リスク軽減

2.被害の極小化

3.攻撃への耐性強化

インシデント・
レスポンス

改善提案レポート

脆弱性監視

侵入検知 侵害調査

分析･対処検知･防御

セキュリティ
耐性強化

独自開発の
脅威検知技術
富士通社内・グローバルクラウド

サービスを守る実践知

高い技能を有する
エキスパート

関連サービス

サービス 内容
FUJITSU Security Solution
標的型攻撃実態調査サービス

富士通研究所の技術を活用したパソコンのマルウェア感染・被害状況を簡単に調査できるサービスです。独自開発した
ツールを適用し、オンサイトでマルウェア侵入・拡散状況を確認します。

FUJITSU Security Solution
標的型攻撃発見サービス

富士通の新しい標的型サイバー攻撃検知技術を搭載したセンサーをお客様ネットワーク上へ配置し、通信監視によりマル
ウェア感染やその疑いを調査し、報告するサービスです。

FUJITSU Security Solution
標的型メール攻撃訓練サービス

訓練目的に合わせて、疑似攻撃メールの内容検討を含む訓練計画の立案から実施までを行うサービスです。過去の実績か
ら得られた訓練実施時の課題に関する情報提供、対応支援、訓練結果に対する傾向報告から改善提言までサポートします。

FUJITSU Security Solution
インシデント対応訓練サービス

日々のセキュリティ運用や外部環境、攻撃手法の変化に加え、サイバー攻撃の動向を踏まえたシナリオに基づくインシデン
ト対応訓練サービスです。

FUJITSU Security Solution
セキュリティ侵害調査サービス

お客様の情報（HDDイメージ、ログなど）を詳細に調査・分析するサービスです。攻撃による侵害行為の有無、侵害され
た原因と対処方法、被害範囲など、攻撃者による不正活動の経過を正確に把握することで、対応方針を明確にします。

富士通お客様

サーバ

監視対象のシステム

PC

リアルタイム監視

イベント収集

侵入検知 脆弱性監視

インシデント・レスポンス

インシデント
検知

お客様
セキュリティ
担当者 侵害調査（A3L）

改善提案レポート
セキュリティ運用の改善

通報

セキュリティ
エキスパート

フォレンジック
エンジニア

サポートデスク
オペレーター

サポートデスク
オペレーター

改善提案・報告

必要な施策を
決定／導入

調査・報告

お客様
セキュリティ
責任者

お客様と協議の上、
実施可否を判断
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