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セキュリティの固くて難しいイメージを払拭することを目的に

情報セキュリティ対策なら日立ソリューションズ！

「情報セキュリティブログ」を公開中

セキュリティの固くて難しいイメージを払拭することを目的に

「KOOBFACE(クーブフェイス)(*1)」や「リシッピング詐欺(*2)」といったセキュリティ関連の最新用語は、PCやインターネッ

トの初心者にとっては、難しくて意味を理解するのが困難です。かといって、PCやネットワークを利用する上で、セキュリ

ティに関する事項は無視できません。 （*1） 「Facebook」や「Twitter」といったソーシャルネットワークサービス(SNS)を悪用するマルウェア

そこで、日立ソリューションズでは、初心者からネットワーク専門家にいたるまで、幅広い層に情報セキュリティに関する

最新動向やニュースを読み解くポイントを解説する「情報セキュリティブログ」を2005年9月に開設しました。今回は、「情報

セキュリティブログ」で提供しているコンテンツや関連するイベントなどを紹介します。

（*2）不正に取得したクレジットカード情報を使い、商品を購入して現金化する犯罪手口の一つ

画像１：情報セキュリティブログのトップページ（http://securityblog.jp/）

■ 日立ソリューションズのセキュリティに関する

取り組みについて

日立ソリューションズは、1998年から米国ネットスクリーン・

テクノロジーズ社（現、ジュニパーネットワークス）の

「NetScreenシリ ズ」を販売しています 当時 ネットワ ク

ら今日のファイアウォール・VPN製品の礎になっています。そ

の後もSSL-VPNを実現できる「Arrayシリーズ」、社内からの

情報漏洩を防止する「秘文」、不正接続を防止する「オープ

ンネット・ガード」、アプリケーションの可視化・制御ができる

ファイアウォ ル「P l Alt (PA)シリ ズ」などの製品を販売
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「NetScreenシリーズ」を販売しています。当時、ネットワーク

の不正アクセスを防止するためのファイアウォールは、ソフト

ウェアが主流でした。「NetSceenシリーズ」は、専用チップを

採用したハードウェア製品で、高速化や設置が容易なことか

ファイアウォール「Palo Alto(PA)シリーズ」などの製品を販売

しています。また、長年の製品販売で培ってきた技術力を活

かした、セキュリティのコンサルティングや運用・監視などの

サービスも提供しています。



■「情報セキュリティブログ」の歴史

インターネットの急速な普及に伴い、情報セキュリティの問

題は、企業の情報システム担当者に留まらず、一般のユー

ザにも影響が及ぶようになってきています。そのような背景の

定などの企画コーナーです。セキュリティに詳しくなくても、

楽しみながら情報セキュリティについて学ぶことができます。

（６）セキュリティかるたザにも影響が及ぶようになってきています。そのような背景の

なか、日立ソリューションズは、一般ユーザの方にもセキュリ

ティに対する知識を深めてもらうことを目的に、2005年9月に

「情報セキュリティブログ」を開設しました。今では、PC版だけ

でなく、iPhone版・モバイル版のサイトもご用意しています。

また Twitterやトラックバックを利用した ユーザと双方向の

（ ） キ リティかるた

「楽しみながら学ぶセキュリティ」をテーマにした企画です。

難解になりがちなセキュリティのポイントを「い」「ろ」「は」で始

まり「京」で終わる48の「かるたの句」の形式にまとめています。

図２の「かるた」の読札は、一般ユーザから募集した作品で

すまた、Twitterやトラックバックを利用した、ユーザと双方向の

コミュニケーションを実現するコンテンツも提供しています。

■「情報セキュリティブログ」の紹介

ここでは、「情報セキュリティブログ」で提供している６つのカ

す。

テゴリーの内容を紹介します。

（１）セキュリティニュース

連日報じられる膨大な情報セキュリティ関連のニュースを

中心に、編集部が厳選しポイントを噛みくだいてコメントする

コーナーです。「とりあえず最新の動向が知りたい」「セキュリ

画像２：セキュリティいろはかるたの絵札と読札

ティの基本的な対策を押さえたい」という読者の方にオススメ

です。専門家向けに、技術内容や脅威に対しての具体的な

対策方法なども記載しています。

（２）セキュリティ用語解説

Webの掲載に加え、実際のかるたとして作成し、Amazonの

Webサイト（Amazon.co.jp）などで販売しています。

普段ニュースなどで目にする「セキュリティのコトバ」を解説

するコーナーです。難解なセキュリティ用語を、旬の話題や

実際のニュースなどに即して分かりやすく解説しています。

（３）ITスペシャリストに聞く（３）ITス シャリストに聞く

ウイルスや不正アクセス、ネットワーク詐欺などの情報セ

キュリティの分野に限らず、コンプライアンス、内部統制と

いったIT全般のビジネストレンドにスポットを当て、スペシャリ

ストにインタビューをしていくコーナーです。

また、セキュリティかるたを用いた「かるた大会」を２００6年か

ら毎年開催しています。過去、ITベンダやNPO団体を招待

した対抗戦などを実施し、熱戦が繰り広げられてきました。

（４）月イチIT総括

過去に起こった様々なIT分野のニュースをピックアップ。前

月のニュースの中から、押さえておくべき重大なニュースをま

とめています。このコーナーを見れば、情報セキュリティに関

する大きな動きを把握する とが きます
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する大きな動きを把握することができます。

（５）スペシャル

動画コンテンツや、賞品が当たるキャンペーン、クイズ、検
写真１：昨年のかるた大会の模様



次回は、ITベンダ対抗戦と、日立ソリューションズのお客様を

ご招待した大会として、2011年2月2日に本社別館（JR品川イー

ストビル）で開催する予定です。

（2） 教育コンテンツ「大江戸セキュリティ戯画(ギガ)」

第三幕を公開（2011年1月12日発表）

日立ソリューションズは、 Webアニメーションで楽しみながら

情報セキュリティを学ぶことができる教育コンテンツ「大江戸セ

■「情報セキュリティブログ」の最新情報

（１）「セキュリーマン検定【外伝】 アキラのクイズ

セキュオネア」公開（2010年11月9日発表）

日立ソリューションズは、2010年10月の日立ソリューションズ誕

情報セキュリティを学ぶことができる教育コンテンツ「大江戸セ

キュリティ戯画(ギガ)」の第三幕を1月12日から公開しています。

生記念の企画として、クイズ形式で楽しみながら情報セキュリ

ティを学ぶことができる「セキュリーマン検定【外伝】 アキラのク

イズセキュオネア」を2010年11月9日から2011年1月31日まで公

開しています。

第三幕は、『八九団参上編！』と題し、謎の組織「八九(ハック)

団」が大江戸の街で暗躍します。今シリーズより「スケハチのセ

キュリティ講座」というコーナーを新設し、物語で登場したセ

画像５： 「大江戸セキュリティ戯画(ギガ)」画面

「アキラのクイズセキュオネア」は これまで公開してきた好評

画像３：アキラのクイズセキュオネアの画面

キュリティ上のトピックについて手口や対策などを詳しく解説し

ています。第一回は「OAuth（オーオース）(*3)」と「アカウント情

報搾取への対策」について解説しています。

（*3）信頼のあるサービス間でユーザの同意のもとにユーザ権限を受け渡し

する仕組み

「アキラのクイズセキュオネア」は、これまで公開してきた好評

企画「セキュリーマン検定」のリニューアル版で、情報セキュリ

ティに関する4 択形式の問題に15 問連続で正解するとプレゼ

ントに応募ができる企画です。5 問連続、10 問連続の正解でも

プレゼントに応募ができます。ただし、途中の問題で不正解とな

ると その時点で終了となり プレゼントへの応募ができなくなりると、その時点で終了となり、プレゼントへの応募ができなくなり

ます。問題は、情報セキュリティに精通した、日立ソリューション

ズ プラットフォームソリューション企画部と人財教育部が監修し

ています。

画像６： 「スケハチのセキュリティ講座」画面

■企業ウェブ・クランプリの受賞と今後の取り組み

2010年11月に情報セキュリティブログが「第4回 企業ウェ

ブ・グランプリ」で「社会貢献・メセナ部門」「モバイルサイト部

門」にノミネートされ、表彰されました。これからも「情報セキュ

リティ対策なら日立ソリ シ ンズ」 「わからないことは情
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画像４：アキラのクイズセキュオネアで
５問連続で正解した際の画面

リティ対策なら日立ソリューションズ」、「わからないことは情

報セキュリティブログ」と言われるように一般ユーザの皆様の

役に立つ情報を提供していきます。



当社の発信したニュースリリースの詳細は、当社ホームページの以下URL

http://www.hitachi-solutions.co.jp/company/press/ でご覧頂けます。

最近のニュースリリース

■GISデータをPDF化するGeoPDFソリューションの日本語版を提供開始
PDFに位置情報を持たせることで地理情報システムのデータを簡単に利用できる「TerraGo Product Suites」日本語版の提供を開始しました。

■ MEANSファイルサーバスリム化ソリューションの利用期間を限定した廉価版を提供
コンテンツ運用支援ソリューション「MEANS」のファイルサーバスリム化を 3ヶ月に利用期間を限定し 価格を抑えたモデルの提供を開始しました。

■ ユビキタス機器向けリモート制御環境「SuperJ Engine Framework」を機能強化
「SuperJ Engine Framework」の機能を強化し、最新の標準化使用OSGi R4 V4.2に準拠した製品であることがOSGi Allianceから認定されました。

ＴＯＰＩＣＳ

日立ソリューションズスキー部ワールドカップ第1戦の結果速報
久保選手が日本人初バイアスロンの2種目で優勝！

国際パラリンピック委員会（IPC）主催のワールドカップ（Ｗ杯）第１戦が１月15日～23日にフィンランド・ヴォッカティで開催されました。
日立ソリューションズスキー部からは 新田選手 久保選手 太田選手の3名が参戦し 初日のクロスカントリースキー・スプリント・クラシカルでは 女子立位

コンテンツ運用支援ソリュ ション「MEANS」のファイルサ バスリム化を、3ヶ月に利用期間を限定し、価格を抑えたモデルの提供を開始しました。

日立ソリュ ションズスキ 部からは、新田選手、久保選手、太田選手の3名が参戦し、初日のクロスカントリ スキ スプリント クラシカルでは、女子立位
の太田渉子が2位に入り、今季初となるメダル獲得となりました。また、3日目には、新田選手がクロスカントリースキー・ミドル・パシュートで優勝しました。さらに、
6日目と7日目には、久保選手がシットスキークラスでは日本人選手初となるバイアスロンパシュートと、バイアスロンロングの2種目で優勝という快挙を達成し
ました。 スキー部の3選手は、2月4日～6日に北海道旭川で開催されるジャパンパラリンピックに参加するため帰国します。2月6日のジャパンパラリンピックに
は、日立ソリューションズのスキー部後援会のメンバーが応援に駆けつける予定です。

メダル獲得後の荒井監督と太田選手 優勝した久保選手（中央） 優勝した新田選手（中央）

（今後のスキー部のスケジュール）
● 2011年2月4日～6日 旭川ジャパンパラリンピック
● 2011年2月14日～19日 IPC主催ワールドカップ第2戦スウェーデン大会（開催地：ソルフィテオ）
● 2011年2月22日～27日 IPC主催ワールドカップ第3戦ドイツ大会（開催地：フィンステラウ）
● 2011年4月1日～10日 IPC主催世界選手権ロシア大会（開催地：ハンティマンシースク）

商 号

本社事務所

設立年月日

株式会社 日立ソリューションズ

本社 〒１４０－０００２ 東京都品川区東品川四丁目１２番７号

本社別館 〒１０８－８２５０ 東京都港区港南二丁目１８番１号

Ｔｅｌ：０３－５７８０－２１１１（大代表）

１９７０年９月２１日

名（連結） 名（単 ）（ 年 在）従業員数

事業内容

主要製品

認証取得

１３，２４１名（連結）、１０，３８７名（単独）（２０１０年１０月１日現在）

業務コンサルティング、ITコンサルティング、システム設計、保守、システム運用、システム開発のライフサイクルを一括して

サポートするワンストップサービスを提供

機密情報漏洩防止ソリューション「秘文」､就業管理システム「リシテア」、指静脈認証システム「静紋」

Juniper Networks製品、電子ドキュメントトータルソリューション「活文」、インタラクティブ電子ボード「ＳｔａｒＢｏａｒｄ」

相互運用型地図情報システム「ＧｅｏＭａｔｉｏｎ」 統制IT基盤提供サービス「SecureOnline」 JP１ソリューション 他
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認証取得

主な子会社および

関連会社

ISO９００１、ISO14001、ISO27001

日立ビジネスソリューション（株）、（株）日立システムバリュー、日立ソフトシステムデザイン（株）

キャブカード＆サービス（株）、（株）アイネス、 （株）ビジネスブレイン太田昭和、（株）DACS

ニュースレター、転載、取材に関するお問い合わせ
Ｔｅｌ：03-5479-5013 [広報・宣伝部：廣納、柴田]
Ｅ‐ｍａｉｌ：koho@hitachi-solutions.com

＊ 記載されている会社および製品名は各社の商標または登録商標です。

発行日 ２０１１年１月２8日

Copyright © 201１ Hitachi Solutions Co., Ltd.


