
モバイル
接続網（閉域）

フ
ァ
イ
ヤ
ー
ウ
ォ
ー
ル

CRM
システム

グループ
ウェア

行内
ネットワーク

（イントラネット）

営業店
ＰＣ

50 51

54 55

52 53

金融機関向け
モバイル活用プラットフォームサービスの提供

1.  はじめに

特集

概要
　昨今、金融機関においても情報活用ニーズは高まっており、インターネットや電子メールの行内利用、スマート

端末の利用検討が進んでいる。こうした動向の中、当社の金融機関向け情報系ソリューションF3（エフキューブ）

では、高いシェアをもつ地方銀行向けCRMマーケットに対しモバイル活用プラットフォームサービスを2012年3月

に提供すべく準備を進めている。

　本サービスは当社が長年培ったネットワークとアウトソーシング事業における強みを活かし、高セキュリティ

対策が施されたiDC機能を当社データセンター内に構築し、金融機関の営業現場が求める業務機能の実現と

セキュリティ強化策との両立を図る専用サービスを提供するものである。当社データセンター内に構築するシー

ルドセンターがスマート端末と行内ネットワークの間で盾となることで情報保護と情報活用ニーズを両立できる。

サービスレベルは経済産業省により策定されているSLAガイドラインに基づき設定している。また、FISC安全対

策基準に則ったセキュリティ機能を実装している。
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　F3（エフキューブ）CRMシステム（以下、F3）とは、顧客デー

タベースを中心に、金融機関のセールス活動に必要な業務機能

をテンプレートとして用意したパッケージである。顧客データ

ベースには、「顧客属性情報」、「取引情報」、「コンタクト情報」、

「顧客信用情報」、「案件情報」、「個社別採算情報」、「獲得実績情

報」などが一元管理されている。この情報をもとに、本部・営業

店（渉外・窓口）、コールセンターなどの各種チャネルにおいて、

より効率的なセールス活動が実現できるようになっている[1]。

　F3 は、１９９７年より提供を開始し、現在では９０社以上の金

融機関への導入実績がある。導入からの経過年数と導入行の

増加に伴い、預かり資産セールス（リテール）の強化、外訪中の

情報活用支援、などCRMシステム利用シーンは拡大し、情報

活用ニーズが高まっている。一方で、特に情報保護の観点から

安心して利用できる安全なシステムが求められており、セキュ

リティの強化は欠かせない。

　万全なセキュリティの確保と積極的な情報活用による顧客提

案力・業務生産性向上の両立を目指し、「金融機関向けのモバ

イル活用プラットフォームサービス（F3 Mobile Shield Center 

Service、以下、本サービス）」の事業を企画した。２００４年より

F3 を利用いただいている北國銀行さまの採用が決定しており

[２]、２０１２年３月の提供開始を目指して現在準備中である。
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2.  事業企画の背景とねらい
2.1  セキュリティ（情報保護）の強化
　情報セキュリティを巡る脅威は日々新しくなっており、サイバー

攻撃等の手法も高度化・複雑化している。機密情報を詐取するこ

とを目的とした標的型サイバー攻撃を受けたことがある企業は、

２０１１年５月時点で３３%にのぼる [３]。また、BCP（Business 

Continuity Plan）の考慮不足や度重なる人為的ミスによるシス

テム障害もたびたび起こっている。大規模なシステム障害となる

と経営者の責任も問われるなど、セキュリティ対策はもはや

CSR（Corporate Social Responsibility）であると言える。

　外部からの脅威だけでなく、内部からの情報漏えいへの対策

も忘れてはならない。情報は企業の最も大切な資産の一つであ

り、故にその持ち出しには制限を設けている企業は多い。何を

どのように持ち出すか、あるいは何を持ち出さないかといった

制御は、情報漏えい対策において重要な要素である。

2.2  スマート端末の進化
　２０１０年はスマートフォン元年と言われる。iPhone、iPadに加

えて Android 搭載スマートフォンやタブレット端末が各携帯電

話事業者より出揃い、国内においてもスマートフォンは急速に普

及しており、iPadに代表されるより大きなディスプレイサイズで

あるタブレット端末の普及も進むとされる。（以降、スマートフォ

ンおよびタブレット端末を総称して、スマート端末と定義する。）

　現時点では個人ユーザーが牽引しているスマートフォン市場

だが、優れた可搬性や操作性を持つ製品の登場により、法人

ユーザーの注目度も高い。２０１１年７月にはセキュリティ・管理

機能を強化したビジネススマートフォンも発表されている。ま

た、非 IT企業における活用事例も多く、特にディスプレイ画面

の大きいタブレット端末に対しては、店頭や社外における顧客

とのコミュニケーションツールとしての期待が大きい。

　これまでは、スマートフォン/タブレット端末が「何に使える

か」「本当にビジネスに使えるか」という視点での問い合わせが

多かったが、今後は端末の進化に伴い「いかに活用して効果を

出せるか」という流れに変わるであろう。

2.3  金融機関の情報活用動向
　銀行は、「個人情報保護法」、「金融庁安全対策ガイドライン」、

「FISC安全対策基準」などにより、非常に高いレベルの情報保

護を求められている。一方、「金融円滑化法」、「金融商品取引

法」、「金融庁検査マニュアル（改訂版）」では、お客さまへのコン

サルティング機能の発揮、コンプライアンス機能の強化が求め

られている。つまり、情報保護は徹底されなければいけないが、

最適な提案のためには顧客情報が必須であるといった、情報

保護と情報活用の両立を目指さなければならない。

　また、金融機関、特に地方銀行の多くは情報保護を最優先し

た結果、行内ネットワークをインターネットに接続しておらず、

個人にメールアドレスを配布していない。しかし、取引先とのコ

ミュニケーション活性化や時価情報などリアルタイム性が高い

情報の入手のため、外部ネットワークへの接続は必要である。

加えて、オペレーションリスク低減を目的としたペーパーレス化

や業務生産性向上、営業活動推進といった観点からも、行内外

問わずに安全に情報を得たいというニーズは強い。

2.4  事業のねらい
　情報保護と情報活用の両立、そして業務生産性向上といった

ニーズに対し、スマート端末の進化やセキュリティ基準・ガイド

3.  F3 Mobile Shield Center Serviceの概要

3.1  サービスの特徴
　「金融機関向けのモバイル活用プラットフォームサービス（F3 

Mobile Shield Center Service、以下、本サービスあるいは

F3MSCSと略記）」は、F3 CRMシステムの拡張機能として、

スマートフォンやタブレットなどのスマート端末を高度なセ

キュリティ環境で利用するためのプラットフォームサービスで

ある。スマート端末と行内ネットワークの間に盾となるシールド

センターを置くことで、情報保護と情報活用ニーズを両立でき

る。その特徴と効果を表1に示す。

　本サービスを利用することで、F3 CRMシステムやインター

ネット、電子メールなど、個人情報を含むお客さまに関する各種

情報を安全に店外で利用可能となる。従来お客さまの来店時

にしかできなかった提案活動が店外で実施できるだけでなく、

店外でのシステム操作までも可能となることで、事務処理その

ものの省力化を実現できるようになる。

　堅牢なセキュリティ環境を実現するため、シールドセンターは

高度なセキュリティ対策を施したデータセンターにシステム基盤

を設置し、運用する。北陸電力株式会社と当社の共同出資により

4.  セキュリティ
4.1  FISC安全対策基準への対応
　FISC とは、金融情報システムセンター (FISC：The Center 

for Financial Industry Information Systems) の略であり、

金融情報システムに関連する諸問題について調査研究を行う組

織として発足している。FISC が示しているガイドラインの中に、

金融機関のコンピュータシステムを構築する際に遵守すべき項

目が基準として策定された『金融機関等コンピュータシステム

の安全対策基準（通称：FISC 安全対策基準）[５]』があり、シス

テム要件やシステム構築の手順などが含まれている。金融機関

のコンピュータシステムを構築するにあたり、FISC 安全対策

基準に則っているかどうかは一つの指標として重要視される。

　本サービスでは、FISC 安全対策基準へ準拠を前提にサービ

ス設計を進めている。 

5.  おわりに
　本稿では、金融機関から求められるセキュリティ基準に基づい

て、安全に利用・活用できる環境（F3 Mobile Shield Center 

Service）検討結果について述べた。本サービスは、現段階で

構築中であり、最終的なサービス仕様などの情報については

弊社のF3（エフキューブ）サイトを参照いただきたい[1]。今後も

お客さま満足度向上を目指して一層の機能拡張に努めたい。

ラインの整備といった周辺環境は既に整っており、銀行をはじ

めとした金融機関におけるスマート端末の活用とインターネッ

ト接続は実現可能な状況にある。

　当社は、F3の開発および提供を通して高い金融業務ノウハウ

を蓄積しており、また、中核事業として高品質・高信頼性のネッ

トワーク・アウトソーシング事業を展開している。金融機関にお

けるビジネスシーンでのスマート端末の活用検討は急速に拡

がっており、その活用ニーズへの対応強化も合わせて、新規事業

として金融機関向けのモバイル活用プラットフォームサービス

の事業展開を計画している。当社の強みを活かし、F3と iDCの

連携サービス、および堅牢なセキュリティ環境を提供する。

図１ F3MSCS 全体概念図

3.2  サービスの提供機能
　本サービスでは、F3 CRM システムやインターネット、電子

メールを高度なセキュリティ環境でスマート端末から使えるよ

うにするために、スマート端末から仮想アプリケーション基盤

を経由し、行内システムを参照する仕組みを提供する。

　携帯キャリア事業者とシールドセンター間、およびシールドセ

ンターと金融機関データセンターを閉域綱で接続することで、

一度もインターネット網に接続せずにスマート端末から F3 

CRMシステムを使用できる。また、スマート端末ではシンクライ

アント機能を使用する仕様としているため、端末側にデータを残

さずに済み、情報漏えいを防ぐことができる。また、オプションと

して提供するインターネット接続および Web メール機能につい

ては、通信フィルタリングやWeb閲覧ログ管理、プロキシ機能、

アンチウィルス機能を揃え、高セキュリティな接続を実現する。

　なお、システム運用に必要な ID 連携やウィルス対策等の運

用管理基盤、行内からのセキュアなファイル持ち出しを制御す

るアプリケーション、そしてサービスデスク機能も提供する。

本サービスが提供する機能を表２に示す。

表３  SLA 分類項目

表４  サービス定義例（抜粋）

3.4  サービス運用について
　本サービスでは、サービスレベルを維持するため、シールドセ

ンターにおいて当社のアウトソーシングサービスと同等の運用

サービスを提供する。

　表５にシールドセンターの運用サービスの一覧を示す。

　本サービスでは、外部からの脅威に対するセキュリティ対策とし

て、外部からのアクセスを制限している。ここでは、スマート端末か

らシールドセンターと、シールセンターからお客さまデータセン

ターの二つに分けて説明する。

　まず、図２に示すようにスマート端末からシールドセンターま

では、携帯電話事業者の閉域網と金融機関ごとのVPN 接続に

より、全てを閉域ネットワークで接続している。加えて、携帯電

話端末認証を利用することで、インターネットからのアクセス

や端末番号を登録していないスマート端末からのアクセスを

遮断し、不正アクセスやなりすましを防ぐ。本サービスは、シェ

アード型のサービスであるため、複数の金融機関の利用を想定

している。ネットワークを仮想的にトンネリングし、セキュアに

各金融機関の内部セグメントへ接続する。

　次に、図３に示すようにシールドセンターからお客さまデータ

センターまでは閉域網で接続し、フィルタリングおよび通信の暗

号化により不正アクセスを排除する。また、Web メールやイン

ターネットを経由したファイルの持ち出し・持ち込みについても、

ログ管理や上長承認、暗号化 /パスワード付与等のフローをシス

テムに搭載することで制御する。

　なお、スマート端末から金融機関セグメントのサーバへの接続

は、SSL通信により暗号化を行うことで盗聴を防ぐ。
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F3MSCSの特徴　　　　　　　　　　　　効果

スマート端末からの直接接続を防
ぎ、安全に外部からのネットワー
ク接続が可能である。

F3 CRM システムをはじめとする行内
システムやインターネット、電子メール
など、個人情報を含むお客さまに関す
る各種情報を安全に店外で利用可能
となる。

外部からの攻撃はシールドセン
ターで受けて対応が可能である。

スマート端末およびシールドセン
ター内にはデータを残さない。

複数の金融機関へシェアード型で
提供する。

行内ネットワークに直接攻撃が届くこ
とはない。

行内ネットワーク外に情報漏えいする
ことなく、安全に店外で情報を活用で
きる。
高度なセキュリティ環境を低コストで
利用できる。

表２  F3MSCSサービス定義一覧

機能　　　　　　　　　　　　　機能概要

11. ファシリティ及び運用、
　  サポート

キャリア網とiDC間を閉域網で接続する
－複数行の相乗りを想定
－FWの利用によるフィルタリング、データは
　SSLを利用した暗号化通信

iDCと銀行事務センター間を閉域網で接続する
－FW及びルータ間通信の暗号化を行う

モバイル端末へシンクライアント機能を提供する
－CitrixのXenApp機能を利用

行内ＰＣへシンクライアント機能を提供する
－WindowsのRemoteApp機能を提供する

XenApp上のブラウザからのインターネット接続基
盤を提供する
－URLフィルタ、Web 閲覧ログ、アンチウイルス
　機能

XenApp上のブラウザからの Web メール基盤を
提供する
－上長承認及びメールアーカイブ機能

モバイル端末上の業務アプリから銀行事務セン
ターへの代理中継を行う

行内のID管理基盤とiDCのID管理基盤を連携する

ウイルス対策、バックアップ、監視、監査証跡参
照（ログレビ）機能を提供する
－ 監査証跡としてサーバアクセスログ及びユーザ
　利用ログ、ネットワーク機器アクセスログを取得
　し、ログレビへ集約する

銀行事務センターとiDC間のファイルの持出を
セキュアに行うための仕組みを提供する
 －持出・持込のログをログレビへ転送する

iDC のファシリティ、システム運用及び F3 モバイ
ル・シールドセンターサービス全体のサービスデス
ク機能を提供する

1. モバイルネットワーク

2. データセンター間
　 ネットワーク

3. 仮想PC基盤
　 （XenApp）

4. ターミナルサービス
　 基盤

5. インターネット接続基盤

6. Webメール基盤

7. 負荷分散基盤

8. ID連携基盤（SIは個別）

9. 運用管理基盤

10. ファイルセキュア持出・持
       込アプリ（アプリはサービ
       ス提供、基盤SIは個別）

3.3  サービスレベルについて
　本サービスでは、経済産業省により策定されているSLA ガ

イドライン [４] に基づき、性能、運用、契約、セキュリティ等につ

いてのサービスレベル目標（SLO: Service Level Objective）

を定義している。SLA ガイドラインには表３のような SLA 分

類項目があり、本サービスでは、たとえば、２４時間３６５日のサー

ビスを提供し、サービス稼働率については F3 CRM システム

利用サービスで９９.９９%/ 年、インターネット接続および Web

メールサービスで９９%/ 年を目標としている。表４にサービス

定義例の一部を示す。

設立した株式会社パワー・アンド・I T が２０１１年６月より開設し

たデータセンターを使用する。順次、当社の複数のデータセン

ターに拠点を拡大、分散することで、災害対策の強化も図る。

分類　　　　　　項目 分類　　　　　　項目
サービス契約

可用性

信頼性

拡張性

最低契約期間
お客さまからの解約
タイミング
サービス提供時間
サービス稼働率
ディザスタリカバリ
アップグレード方針
（パッチ）
アップグレード方針
（バージョンアップ）
システム監視基準
障害通知時間
障害通知プロセス
障害監視間隔
サービス提供状況の
報告方法
ログの取得方針
提供リソースの上限
同時接続利用者数

サービスデスク

セキュリティ

データ管理

問合せ時間帯
公的認証取得
通信の暗号化
システム監査への
資料提供
情報取り扱い環境
情報取扱者
ウイルススキャン
バックアップの方法 /
取得のタイミング
バックアップデータの
保存期限
バックアップ世代数
障害時のリストア
データの暗号化

分類　　　　　　項目　　　　　　　　　　　　　内容

データ
管理

バックアップの方法 /
取得のタイミング

バックアップデータの
保存期限

バックアップ世代数

障害時のリストア

データの暗号化

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 仮想イメージバックアップ（1回 /日）
   システムバックアップ（初期 / 変更時）

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 原則1日
   （1日に1回 常にフルバックアップを取得）
● メールアーカイブバックアップ
   （1年分：データは蓄積型）
－ メールデータ消失時はアーカイブより復旧
● 監査証跡（5年分：データは蓄積型）
   ※保存期限については協議の上決定
● システムバックアップ
   （各サーバ及び NW機器について1世代分）

【EINS/SPS 利用サーバ】
●  1世代
● システムバックアップ（1世代）

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 仮想イメージより自動的に復元
● システムバックアップからの復旧
   ※お客さま都合でのリストアについては
      スポット対応

● 行わない

監視サービス

定常保守サービス

セキュリティサービス

リモート保守サービス・
障害対応サービス

サービスデスク

● ネットワーク・サーバの定常監視を、
　24時間 365日有人体制で実施する。
● 障害発生時には、監視システムにより
　アラートを検知し、所定の連絡先に連絡
　する。

● リソース状況報告、インシデント・アラー
   ト報告やシステム構成情報などを月次レ
   ポートとして報告する。
● バックアップサービスにより、必要なデー
   タについてのバックアップ（定常）を行う。

● セキュリティパッチ適用作業を実施する。
● ウィルス対策サービスにより、自動的に
   ウィルス対策を実施する。
● 監査証跡管理サービスにより、監査証跡
   収集および監査証跡参照機能を提供する。

● システム不具合時に、当社技術者による
   迅速かつ的確な対応を行う。
● CE対応、システムバックアップからのリスト
   アを行い、通常のサービスレベルに戻す。

● 受付窓口の常設、トラブル時の調査対応、
   保守体制の維持

表１  F3MSCSの特徴と効果

表５  シールドセンター運用サービス一覧

図２  外部からのアクセス（モバイル網）

許可されていない接続先に
対するアクセス

許可されている接続先に
対するアクセス

iDC

内部セグメント

OK
NG

定期的なＯＳのパッチ適用による脆弱性の排除
ウイルス対策ソフトの導入

iDC側に顧客データを置かない運用
不正アクセスの監視、アラート

許可通信のみ 許可通信のみ

不正アクセスの排除
および暗号化通信

NG

OK

事務センター

行内セグメント

許可されていない接続先に
対するアクセス

許可されている接続先に
対するアクセス

図３  データセンター間のアクセス

表６  セキュリティ脅威に対する対策

不正アクセス・
なりすまし

盗聴

ウイルス
（マルウェア）

情報漏えい対策

コンプライアンス
違反

● FWによる多段セグメント分割及びフィルタリング
　－ DMZの構築
　－ インターネット側公開ポートの限定
● IPSによる侵入検知
● モバイル端末までの閉域接続
● 銀行所有のモバイル端末のみからの接続許可
● モバイル端末のロック機能の利用
● 仮想アプリケーション基盤へのログイン及び各アプリ
  ケーションへのログインについてユーザ認証を行う
　（認証方法は協議の上決定）

●通信の暗号化

● 中継メール装置によるスパム /マルウェアの除去
● サイト表示時のマルウェアチェック
● 全サーバへのウイルス対策ソフトの導入
● モバイル端末までの閉域接続
● 行内システムへの2段階アクセス
● モバイル端末に業務データを残さない画面転送方式
● Web閲覧等操作ログの取得
● URLプロキシによる不要サイトへのアクセス不許可
● ログレビの導入による監査証跡取得・参照

脅威　　　　　　　　　　　　　　　対策

4.2  セキュリティリスクとその対策
　セキュリティ脅威は、不正アクセスやなりすまし、盗聴、ウィル

スなどの外部脅威と、情報漏洩やコンプライアンス違反などの

内部脅威に大別される。表６に本サービスにおけるこれらの

脅威に対するセキュリティ対策についての一覧を示す。
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金融機関向け
モバイル活用プラットフォームサービスの提供

1.  はじめに

特集

概要
　昨今、金融機関においても情報活用ニーズは高まっており、インターネットや電子メールの行内利用、スマート

端末の利用検討が進んでいる。こうした動向の中、当社の金融機関向け情報系ソリューションF3（エフキューブ）

では、高いシェアをもつ地方銀行向けCRMマーケットに対しモバイル活用プラットフォームサービスを2012年3月

に提供すべく準備を進めている。

　本サービスは当社が長年培ったネットワークとアウトソーシング事業における強みを活かし、高セキュリティ

対策が施されたiDC機能を当社データセンター内に構築し、金融機関の営業現場が求める業務機能の実現と

セキュリティ強化策との両立を図る専用サービスを提供するものである。当社データセンター内に構築するシー

ルドセンターがスマート端末と行内ネットワークの間で盾となることで情報保護と情報活用ニーズを両立できる。

サービスレベルは経済産業省により策定されているSLAガイドラインに基づき設定している。また、FISC安全対

策基準に則ったセキュリティ機能を実装している。

特
集

特
集

特
集

　F3（エフキューブ）CRMシステム（以下、F3）とは、顧客デー

タベースを中心に、金融機関のセールス活動に必要な業務機能

をテンプレートとして用意したパッケージである。顧客データ

ベースには、「顧客属性情報」、「取引情報」、「コンタクト情報」、

「顧客信用情報」、「案件情報」、「個社別採算情報」、「獲得実績情

報」などが一元管理されている。この情報をもとに、本部・営業

店（渉外・窓口）、コールセンターなどの各種チャネルにおいて、

より効率的なセールス活動が実現できるようになっている[1]。

　F3 は、１９９７年より提供を開始し、現在では９０社以上の金

融機関への導入実績がある。導入からの経過年数と導入行の

増加に伴い、預かり資産セールス（リテール）の強化、外訪中の

情報活用支援、などCRMシステム利用シーンは拡大し、情報

活用ニーズが高まっている。一方で、特に情報保護の観点から

安心して利用できる安全なシステムが求められており、セキュ

リティの強化は欠かせない。

　万全なセキュリティの確保と積極的な情報活用による顧客提

案力・業務生産性向上の両立を目指し、「金融機関向けのモバ

イル活用プラットフォームサービス（F3 Mobile Shield Center 

Service、以下、本サービス）」の事業を企画した。２００４年より

F3 を利用いただいている北國銀行さまの採用が決定しており

[２]、２０１２年３月の提供開始を目指して現在準備中である。
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2.  事業企画の背景とねらい
2.1  セキュリティ（情報保護）の強化
　情報セキュリティを巡る脅威は日々新しくなっており、サイバー

攻撃等の手法も高度化・複雑化している。機密情報を詐取するこ

とを目的とした標的型サイバー攻撃を受けたことがある企業は、

２０１１年５月時点で３３%にのぼる [３]。また、BCP（Business 

Continuity Plan）の考慮不足や度重なる人為的ミスによるシス

テム障害もたびたび起こっている。大規模なシステム障害となる

と経営者の責任も問われるなど、セキュリティ対策はもはや

CSR（Corporate Social Responsibility）であると言える。

　外部からの脅威だけでなく、内部からの情報漏えいへの対策

も忘れてはならない。情報は企業の最も大切な資産の一つであ

り、故にその持ち出しには制限を設けている企業は多い。何を

どのように持ち出すか、あるいは何を持ち出さないかといった

制御は、情報漏えい対策において重要な要素である。

2.2  スマート端末の進化
　２０１０年はスマートフォン元年と言われる。iPhone、iPadに加

えて Android 搭載スマートフォンやタブレット端末が各携帯電

話事業者より出揃い、国内においてもスマートフォンは急速に普

及しており、iPadに代表されるより大きなディスプレイサイズで

あるタブレット端末の普及も進むとされる。（以降、スマートフォ

ンおよびタブレット端末を総称して、スマート端末と定義する。）

　現時点では個人ユーザーが牽引しているスマートフォン市場

だが、優れた可搬性や操作性を持つ製品の登場により、法人

ユーザーの注目度も高い。２０１１年７月にはセキュリティ・管理

機能を強化したビジネススマートフォンも発表されている。ま

た、非 IT企業における活用事例も多く、特にディスプレイ画面

の大きいタブレット端末に対しては、店頭や社外における顧客

とのコミュニケーションツールとしての期待が大きい。

　これまでは、スマートフォン/タブレット端末が「何に使える

か」「本当にビジネスに使えるか」という視点での問い合わせが

多かったが、今後は端末の進化に伴い「いかに活用して効果を

出せるか」という流れに変わるであろう。

2.3  金融機関の情報活用動向
　銀行は、「個人情報保護法」、「金融庁安全対策ガイドライン」、

「FISC安全対策基準」などにより、非常に高いレベルの情報保

護を求められている。一方、「金融円滑化法」、「金融商品取引

法」、「金融庁検査マニュアル（改訂版）」では、お客さまへのコン

サルティング機能の発揮、コンプライアンス機能の強化が求め

られている。つまり、情報保護は徹底されなければいけないが、

最適な提案のためには顧客情報が必須であるといった、情報

保護と情報活用の両立を目指さなければならない。

　また、金融機関、特に地方銀行の多くは情報保護を最優先し

た結果、行内ネットワークをインターネットに接続しておらず、

個人にメールアドレスを配布していない。しかし、取引先とのコ

ミュニケーション活性化や時価情報などリアルタイム性が高い

情報の入手のため、外部ネットワークへの接続は必要である。

加えて、オペレーションリスク低減を目的としたペーパーレス化

や業務生産性向上、営業活動推進といった観点からも、行内外

問わずに安全に情報を得たいというニーズは強い。

2.4  事業のねらい
　情報保護と情報活用の両立、そして業務生産性向上といった

ニーズに対し、スマート端末の進化やセキュリティ基準・ガイド

3.  F3 Mobile Shield Center Serviceの概要

3.1  サービスの特徴
　「金融機関向けのモバイル活用プラットフォームサービス（F3 

Mobile Shield Center Service、以下、本サービスあるいは

F3MSCSと略記）」は、F3 CRMシステムの拡張機能として、

スマートフォンやタブレットなどのスマート端末を高度なセ

キュリティ環境で利用するためのプラットフォームサービスで

ある。スマート端末と行内ネットワークの間に盾となるシールド

センターを置くことで、情報保護と情報活用ニーズを両立でき

る。その特徴と効果を表1に示す。

　本サービスを利用することで、F3 CRMシステムやインター

ネット、電子メールなど、個人情報を含むお客さまに関する各種

情報を安全に店外で利用可能となる。従来お客さまの来店時

にしかできなかった提案活動が店外で実施できるだけでなく、

店外でのシステム操作までも可能となることで、事務処理その

ものの省力化を実現できるようになる。

　堅牢なセキュリティ環境を実現するため、シールドセンターは

高度なセキュリティ対策を施したデータセンターにシステム基盤

を設置し、運用する。北陸電力株式会社と当社の共同出資により

4.  セキュリティ
4.1  FISC安全対策基準への対応
　FISC とは、金融情報システムセンター (FISC：The Center 

for Financial Industry Information Systems) の略であり、

金融情報システムに関連する諸問題について調査研究を行う組

織として発足している。FISC が示しているガイドラインの中に、

金融機関のコンピュータシステムを構築する際に遵守すべき項

目が基準として策定された『金融機関等コンピュータシステム

の安全対策基準（通称：FISC 安全対策基準）[５]』があり、シス

テム要件やシステム構築の手順などが含まれている。金融機関

のコンピュータシステムを構築するにあたり、FISC 安全対策

基準に則っているかどうかは一つの指標として重要視される。

　本サービスでは、FISC 安全対策基準へ準拠を前提にサービ

ス設計を進めている。 

5.  おわりに
　本稿では、金融機関から求められるセキュリティ基準に基づい

て、安全に利用・活用できる環境（F3 Mobile Shield Center 

Service）検討結果について述べた。本サービスは、現段階で

構築中であり、最終的なサービス仕様などの情報については

弊社のF3（エフキューブ）サイトを参照いただきたい[1]。今後も

お客さま満足度向上を目指して一層の機能拡張に努めたい。

ラインの整備といった周辺環境は既に整っており、銀行をはじ

めとした金融機関におけるスマート端末の活用とインターネッ

ト接続は実現可能な状況にある。

　当社は、F3の開発および提供を通して高い金融業務ノウハウ

を蓄積しており、また、中核事業として高品質・高信頼性のネッ

トワーク・アウトソーシング事業を展開している。金融機関にお

けるビジネスシーンでのスマート端末の活用検討は急速に拡

がっており、その活用ニーズへの対応強化も合わせて、新規事業

として金融機関向けのモバイル活用プラットフォームサービス

の事業展開を計画している。当社の強みを活かし、F3と iDCの

連携サービス、および堅牢なセキュリティ環境を提供する。

図１ F3MSCS 全体概念図

3.2  サービスの提供機能
　本サービスでは、F3 CRM システムやインターネット、電子

メールを高度なセキュリティ環境でスマート端末から使えるよ

うにするために、スマート端末から仮想アプリケーション基盤

を経由し、行内システムを参照する仕組みを提供する。

　携帯キャリア事業者とシールドセンター間、およびシールドセ

ンターと金融機関データセンターを閉域綱で接続することで、

一度もインターネット網に接続せずにスマート端末から F3 

CRMシステムを使用できる。また、スマート端末ではシンクライ

アント機能を使用する仕様としているため、端末側にデータを残

さずに済み、情報漏えいを防ぐことができる。また、オプションと

して提供するインターネット接続および Web メール機能につい

ては、通信フィルタリングやWeb閲覧ログ管理、プロキシ機能、

アンチウィルス機能を揃え、高セキュリティな接続を実現する。

　なお、システム運用に必要な ID 連携やウィルス対策等の運

用管理基盤、行内からのセキュアなファイル持ち出しを制御す

るアプリケーション、そしてサービスデスク機能も提供する。

本サービスが提供する機能を表２に示す。

表３  SLA 分類項目

表４  サービス定義例（抜粋）

3.4  サービス運用について
　本サービスでは、サービスレベルを維持するため、シールドセ

ンターにおいて当社のアウトソーシングサービスと同等の運用

サービスを提供する。

　表５にシールドセンターの運用サービスの一覧を示す。

　本サービスでは、外部からの脅威に対するセキュリティ対策とし

て、外部からのアクセスを制限している。ここでは、スマート端末か

らシールドセンターと、シールセンターからお客さまデータセン

ターの二つに分けて説明する。

　まず、図２に示すようにスマート端末からシールドセンターま

では、携帯電話事業者の閉域網と金融機関ごとのVPN 接続に

より、全てを閉域ネットワークで接続している。加えて、携帯電

話端末認証を利用することで、インターネットからのアクセス

や端末番号を登録していないスマート端末からのアクセスを

遮断し、不正アクセスやなりすましを防ぐ。本サービスは、シェ

アード型のサービスであるため、複数の金融機関の利用を想定

している。ネットワークを仮想的にトンネリングし、セキュアに

各金融機関の内部セグメントへ接続する。

　次に、図３に示すようにシールドセンターからお客さまデータ

センターまでは閉域網で接続し、フィルタリングおよび通信の暗

号化により不正アクセスを排除する。また、Web メールやイン

ターネットを経由したファイルの持ち出し・持ち込みについても、

ログ管理や上長承認、暗号化 /パスワード付与等のフローをシス

テムに搭載することで制御する。

　なお、スマート端末から金融機関セグメントのサーバへの接続

は、SSL通信により暗号化を行うことで盗聴を防ぐ。
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F3MSCSの特徴　　　　　　　　　　　　効果

スマート端末からの直接接続を防
ぎ、安全に外部からのネットワー
ク接続が可能である。

F3 CRM システムをはじめとする行内
システムやインターネット、電子メール
など、個人情報を含むお客さまに関す
る各種情報を安全に店外で利用可能
となる。

外部からの攻撃はシールドセン
ターで受けて対応が可能である。

スマート端末およびシールドセン
ター内にはデータを残さない。

複数の金融機関へシェアード型で
提供する。

行内ネットワークに直接攻撃が届くこ
とはない。

行内ネットワーク外に情報漏えいする
ことなく、安全に店外で情報を活用で
きる。
高度なセキュリティ環境を低コストで
利用できる。

表２  F3MSCSサービス定義一覧

機能　　　　　　　　　　　　　機能概要

11. ファシリティ及び運用、
　  サポート

キャリア網とiDC間を閉域網で接続する
－複数行の相乗りを想定
－FWの利用によるフィルタリング、データは
　SSLを利用した暗号化通信

iDCと銀行事務センター間を閉域網で接続する
－FW及びルータ間通信の暗号化を行う

モバイル端末へシンクライアント機能を提供する
－CitrixのXenApp機能を利用

行内ＰＣへシンクライアント機能を提供する
－WindowsのRemoteApp機能を提供する

XenApp上のブラウザからのインターネット接続基
盤を提供する
－URLフィルタ、Web 閲覧ログ、アンチウイルス
　機能

XenApp上のブラウザからの Web メール基盤を
提供する
－上長承認及びメールアーカイブ機能

モバイル端末上の業務アプリから銀行事務セン
ターへの代理中継を行う

行内のID管理基盤とiDCのID管理基盤を連携する

ウイルス対策、バックアップ、監視、監査証跡参
照（ログレビ）機能を提供する
－ 監査証跡としてサーバアクセスログ及びユーザ
　利用ログ、ネットワーク機器アクセスログを取得
　し、ログレビへ集約する

銀行事務センターとiDC間のファイルの持出を
セキュアに行うための仕組みを提供する
 －持出・持込のログをログレビへ転送する

iDC のファシリティ、システム運用及び F3 モバイ
ル・シールドセンターサービス全体のサービスデス
ク機能を提供する

1. モバイルネットワーク

2. データセンター間
　 ネットワーク

3. 仮想PC基盤
　 （XenApp）

4. ターミナルサービス
　 基盤

5. インターネット接続基盤

6. Webメール基盤

7. 負荷分散基盤

8. ID連携基盤（SIは個別）

9. 運用管理基盤

10. ファイルセキュア持出・持
       込アプリ（アプリはサービ
       ス提供、基盤SIは個別）

3.3  サービスレベルについて
　本サービスでは、経済産業省により策定されているSLA ガ

イドライン [４] に基づき、性能、運用、契約、セキュリティ等につ

いてのサービスレベル目標（SLO: Service Level Objective）

を定義している。SLA ガイドラインには表３のような SLA 分

類項目があり、本サービスでは、たとえば、２４時間３６５日のサー

ビスを提供し、サービス稼働率については F3 CRM システム

利用サービスで９９.９９%/ 年、インターネット接続および Web

メールサービスで９９%/ 年を目標としている。表４にサービス

定義例の一部を示す。

設立した株式会社パワー・アンド・I T が２０１１年６月より開設し

たデータセンターを使用する。順次、当社の複数のデータセン

ターに拠点を拡大、分散することで、災害対策の強化も図る。

分類　　　　　　項目 分類　　　　　　項目
サービス契約

可用性

信頼性

拡張性

最低契約期間
お客さまからの解約
タイミング
サービス提供時間
サービス稼働率
ディザスタリカバリ
アップグレード方針
（パッチ）
アップグレード方針
（バージョンアップ）
システム監視基準
障害通知時間
障害通知プロセス
障害監視間隔
サービス提供状況の
報告方法
ログの取得方針
提供リソースの上限
同時接続利用者数

サービスデスク

セキュリティ

データ管理

問合せ時間帯
公的認証取得
通信の暗号化
システム監査への
資料提供
情報取り扱い環境
情報取扱者
ウイルススキャン
バックアップの方法 /
取得のタイミング
バックアップデータの
保存期限
バックアップ世代数
障害時のリストア
データの暗号化

分類　　　　　　項目　　　　　　　　　　　　　内容

データ
管理

バックアップの方法 /
取得のタイミング

バックアップデータの
保存期限

バックアップ世代数

障害時のリストア

データの暗号化

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 仮想イメージバックアップ（1回 /日）
   システムバックアップ（初期 / 変更時）

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 原則1日
   （1日に1回 常にフルバックアップを取得）
● メールアーカイブバックアップ
   （1年分：データは蓄積型）
－ メールデータ消失時はアーカイブより復旧
● 監査証跡（5年分：データは蓄積型）
   ※保存期限については協議の上決定
● システムバックアップ
   （各サーバ及び NW機器について1世代分）

【EINS/SPS 利用サーバ】
●  1世代
● システムバックアップ（1世代）

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 仮想イメージより自動的に復元
● システムバックアップからの復旧
   ※お客さま都合でのリストアについては
      スポット対応

● 行わない

監視サービス

定常保守サービス

セキュリティサービス

リモート保守サービス・
障害対応サービス

サービスデスク

● ネットワーク・サーバの定常監視を、
　24時間 365日有人体制で実施する。
● 障害発生時には、監視システムにより
　アラートを検知し、所定の連絡先に連絡
　する。

● リソース状況報告、インシデント・アラー
   ト報告やシステム構成情報などを月次レ
   ポートとして報告する。
● バックアップサービスにより、必要なデー
   タについてのバックアップ（定常）を行う。

● セキュリティパッチ適用作業を実施する。
● ウィルス対策サービスにより、自動的に
   ウィルス対策を実施する。
● 監査証跡管理サービスにより、監査証跡
   収集および監査証跡参照機能を提供する。

● システム不具合時に、当社技術者による
   迅速かつ的確な対応を行う。
● CE対応、システムバックアップからのリスト
   アを行い、通常のサービスレベルに戻す。

● 受付窓口の常設、トラブル時の調査対応、
   保守体制の維持

表１  F3MSCSの特徴と効果

表５  シールドセンター運用サービス一覧

図２  外部からのアクセス（モバイル網）

許可されていない接続先に
対するアクセス

許可されている接続先に
対するアクセス

iDC

内部セグメント

OK
NG

定期的なＯＳのパッチ適用による脆弱性の排除
ウイルス対策ソフトの導入

iDC側に顧客データを置かない運用
不正アクセスの監視、アラート

許可通信のみ 許可通信のみ

不正アクセスの排除
および暗号化通信

NG

OK

事務センター

行内セグメント

許可されていない接続先に
対するアクセス

許可されている接続先に
対するアクセス

図３  データセンター間のアクセス

表６  セキュリティ脅威に対する対策

不正アクセス・
なりすまし

盗聴

ウイルス
（マルウェア）

情報漏えい対策

コンプライアンス
違反

● FWによる多段セグメント分割及びフィルタリング
　－ DMZの構築
　－ インターネット側公開ポートの限定
● IPSによる侵入検知
● モバイル端末までの閉域接続
● 銀行所有のモバイル端末のみからの接続許可
● モバイル端末のロック機能の利用
● 仮想アプリケーション基盤へのログイン及び各アプリ
  ケーションへのログインについてユーザ認証を行う
　（認証方法は協議の上決定）

●通信の暗号化

● 中継メール装置によるスパム /マルウェアの除去
● サイト表示時のマルウェアチェック
● 全サーバへのウイルス対策ソフトの導入
● モバイル端末までの閉域接続
● 行内システムへの2段階アクセス
● モバイル端末に業務データを残さない画面転送方式
● Web閲覧等操作ログの取得
● URLプロキシによる不要サイトへのアクセス不許可
● ログレビの導入による監査証跡取得・参照

脅威　　　　　　　　　　　　　　　対策

4.2  セキュリティリスクとその対策
　セキュリティ脅威は、不正アクセスやなりすまし、盗聴、ウィル

スなどの外部脅威と、情報漏洩やコンプライアンス違反などの

内部脅威に大別される。表６に本サービスにおけるこれらの

脅威に対するセキュリティ対策についての一覧を示す。
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金融機関向け
モバイル活用プラットフォームサービスの提供

1.  はじめに

特集

概要
　昨今、金融機関においても情報活用ニーズは高まっており、インターネットや電子メールの行内利用、スマート

端末の利用検討が進んでいる。こうした動向の中、当社の金融機関向け情報系ソリューションF3（エフキューブ）

では、高いシェアをもつ地方銀行向けCRMマーケットに対しモバイル活用プラットフォームサービスを2012年3月

に提供すべく準備を進めている。

　本サービスは当社が長年培ったネットワークとアウトソーシング事業における強みを活かし、高セキュリティ

対策が施されたiDC機能を当社データセンター内に構築し、金融機関の営業現場が求める業務機能の実現と

セキュリティ強化策との両立を図る専用サービスを提供するものである。当社データセンター内に構築するシー

ルドセンターがスマート端末と行内ネットワークの間で盾となることで情報保護と情報活用ニーズを両立できる。

サービスレベルは経済産業省により策定されているSLAガイドラインに基づき設定している。また、FISC安全対

策基準に則ったセキュリティ機能を実装している。

特
集

特
集

特
集

　F3（エフキューブ）CRMシステム（以下、F3）とは、顧客デー

タベースを中心に、金融機関のセールス活動に必要な業務機能

をテンプレートとして用意したパッケージである。顧客データ

ベースには、「顧客属性情報」、「取引情報」、「コンタクト情報」、

「顧客信用情報」、「案件情報」、「個社別採算情報」、「獲得実績情

報」などが一元管理されている。この情報をもとに、本部・営業

店（渉外・窓口）、コールセンターなどの各種チャネルにおいて、

より効率的なセールス活動が実現できるようになっている[1]。

　F3 は、１９９７年より提供を開始し、現在では９０社以上の金

融機関への導入実績がある。導入からの経過年数と導入行の

増加に伴い、預かり資産セールス（リテール）の強化、外訪中の

情報活用支援、などCRMシステム利用シーンは拡大し、情報

活用ニーズが高まっている。一方で、特に情報保護の観点から

安心して利用できる安全なシステムが求められており、セキュ

リティの強化は欠かせない。

　万全なセキュリティの確保と積極的な情報活用による顧客提

案力・業務生産性向上の両立を目指し、「金融機関向けのモバ

イル活用プラットフォームサービス（F3 Mobile Shield Center 

Service、以下、本サービス）」の事業を企画した。２００４年より

F3 を利用いただいている北國銀行さまの採用が決定しており

[２]、２０１２年３月の提供開始を目指して現在準備中である。

永原　勇　　　　　福山　朋子　　　　　森田　聡子　　　　　森田　記和

第12号

第12号

第12号

スマート端末によるモバイルクラウド

参考文献

[１] 金融機関向け情報系ソリューション F3（エフキューブ）

　  http://www.intec.co.jp/service/eservice/index.html 

[2] 北國銀行、インテックが提供するモバイル活用プラットフォーム

　 サービス「F3（エフキューブ）mobile Shield Center Service」の

　 採用を決定（平成23年6月3日報道発表）

　 http://www.intec.co.jp/news/pdf/20110603_1.pdf

[3] 経済産業省商務情報政策局情報セキュリティ政策室:

　 最近の動向を踏まえた情報セキュリティ対策の提示と徹底

  （平成23年5月27日報道発表）

　 http://www.meti.go.jp/press/2011/05/20110527004/

　 20110527004.html

[4] 経済産業省商務情報政策局情報処理振興課 :ＳａａＳ向け

　 ＳＬＡガイドライン（2008)　

　 http://www.meti.go.jp/press/20080121004/03_guide_line_

　 set.pdf

[5] 金融情報システムセンター：金融機関等コンピュータシステムの

　 安全対策基準・解説書（第8版）（2011）

[6] 鴨川慎太郎, 福地慶子, 川添恭平:金融機関向けCRMシステム

　「F3（エフキューブ）」のクラウド化に向けたSaaS技術の検討,

　 INTEC TECHNICAL JOURNAL, No.11, pp16-21,(2011)

2.  事業企画の背景とねらい
2.1  セキュリティ（情報保護）の強化
　情報セキュリティを巡る脅威は日々新しくなっており、サイバー

攻撃等の手法も高度化・複雑化している。機密情報を詐取するこ

とを目的とした標的型サイバー攻撃を受けたことがある企業は、

２０１１年５月時点で３３%にのぼる [３]。また、BCP（Business 

Continuity Plan）の考慮不足や度重なる人為的ミスによるシス

テム障害もたびたび起こっている。大規模なシステム障害となる

と経営者の責任も問われるなど、セキュリティ対策はもはや

CSR（Corporate Social Responsibility）であると言える。

　外部からの脅威だけでなく、内部からの情報漏えいへの対策

も忘れてはならない。情報は企業の最も大切な資産の一つであ

り、故にその持ち出しには制限を設けている企業は多い。何を

どのように持ち出すか、あるいは何を持ち出さないかといった

制御は、情報漏えい対策において重要な要素である。

2.2  スマート端末の進化
　２０１０年はスマートフォン元年と言われる。iPhone、iPadに加

えて Android 搭載スマートフォンやタブレット端末が各携帯電

話事業者より出揃い、国内においてもスマートフォンは急速に普

及しており、iPadに代表されるより大きなディスプレイサイズで

あるタブレット端末の普及も進むとされる。（以降、スマートフォ

ンおよびタブレット端末を総称して、スマート端末と定義する。）

　現時点では個人ユーザーが牽引しているスマートフォン市場

だが、優れた可搬性や操作性を持つ製品の登場により、法人

ユーザーの注目度も高い。２０１１年７月にはセキュリティ・管理

機能を強化したビジネススマートフォンも発表されている。ま

た、非 IT企業における活用事例も多く、特にディスプレイ画面

の大きいタブレット端末に対しては、店頭や社外における顧客

とのコミュニケーションツールとしての期待が大きい。

　これまでは、スマートフォン/タブレット端末が「何に使える

か」「本当にビジネスに使えるか」という視点での問い合わせが

多かったが、今後は端末の進化に伴い「いかに活用して効果を

出せるか」という流れに変わるであろう。

2.3  金融機関の情報活用動向
　銀行は、「個人情報保護法」、「金融庁安全対策ガイドライン」、

「FISC安全対策基準」などにより、非常に高いレベルの情報保

護を求められている。一方、「金融円滑化法」、「金融商品取引

法」、「金融庁検査マニュアル（改訂版）」では、お客さまへのコン

サルティング機能の発揮、コンプライアンス機能の強化が求め

られている。つまり、情報保護は徹底されなければいけないが、

最適な提案のためには顧客情報が必須であるといった、情報

保護と情報活用の両立を目指さなければならない。

　また、金融機関、特に地方銀行の多くは情報保護を最優先し

た結果、行内ネットワークをインターネットに接続しておらず、

個人にメールアドレスを配布していない。しかし、取引先とのコ

ミュニケーション活性化や時価情報などリアルタイム性が高い

情報の入手のため、外部ネットワークへの接続は必要である。

加えて、オペレーションリスク低減を目的としたペーパーレス化

や業務生産性向上、営業活動推進といった観点からも、行内外

問わずに安全に情報を得たいというニーズは強い。

2.4  事業のねらい
　情報保護と情報活用の両立、そして業務生産性向上といった

ニーズに対し、スマート端末の進化やセキュリティ基準・ガイド

3.  F3 Mobile Shield Center Serviceの概要

3.1  サービスの特徴
　「金融機関向けのモバイル活用プラットフォームサービス（F3 

Mobile Shield Center Service、以下、本サービスあるいは

F3MSCSと略記）」は、F3 CRMシステムの拡張機能として、

スマートフォンやタブレットなどのスマート端末を高度なセ

キュリティ環境で利用するためのプラットフォームサービスで

ある。スマート端末と行内ネットワークの間に盾となるシールド

センターを置くことで、情報保護と情報活用ニーズを両立でき

る。その特徴と効果を表1に示す。

　本サービスを利用することで、F3 CRMシステムやインター

ネット、電子メールなど、個人情報を含むお客さまに関する各種

情報を安全に店外で利用可能となる。従来お客さまの来店時

にしかできなかった提案活動が店外で実施できるだけでなく、

店外でのシステム操作までも可能となることで、事務処理その

ものの省力化を実現できるようになる。

　堅牢なセキュリティ環境を実現するため、シールドセンターは

高度なセキュリティ対策を施したデータセンターにシステム基盤

を設置し、運用する。北陸電力株式会社と当社の共同出資により

4.  セキュリティ
4.1  FISC安全対策基準への対応
　FISC とは、金融情報システムセンター (FISC：The Center 

for Financial Industry Information Systems) の略であり、

金融情報システムに関連する諸問題について調査研究を行う組

織として発足している。FISC が示しているガイドラインの中に、

金融機関のコンピュータシステムを構築する際に遵守すべき項

目が基準として策定された『金融機関等コンピュータシステム

の安全対策基準（通称：FISC 安全対策基準）[５]』があり、シス

テム要件やシステム構築の手順などが含まれている。金融機関

のコンピュータシステムを構築するにあたり、FISC 安全対策

基準に則っているかどうかは一つの指標として重要視される。

　本サービスでは、FISC 安全対策基準へ準拠を前提にサービ

ス設計を進めている。 

5.  おわりに
　本稿では、金融機関から求められるセキュリティ基準に基づい

て、安全に利用・活用できる環境（F3 Mobile Shield Center 

Service）検討結果について述べた。本サービスは、現段階で

構築中であり、最終的なサービス仕様などの情報については

弊社のF3（エフキューブ）サイトを参照いただきたい[1]。今後も

お客さま満足度向上を目指して一層の機能拡張に努めたい。

ラインの整備といった周辺環境は既に整っており、銀行をはじ

めとした金融機関におけるスマート端末の活用とインターネッ

ト接続は実現可能な状況にある。

　当社は、F3の開発および提供を通して高い金融業務ノウハウ

を蓄積しており、また、中核事業として高品質・高信頼性のネッ

トワーク・アウトソーシング事業を展開している。金融機関にお

けるビジネスシーンでのスマート端末の活用検討は急速に拡

がっており、その活用ニーズへの対応強化も合わせて、新規事業

として金融機関向けのモバイル活用プラットフォームサービス

の事業展開を計画している。当社の強みを活かし、F3と iDCの

連携サービス、および堅牢なセキュリティ環境を提供する。

図１ F3MSCS 全体概念図

3.2  サービスの提供機能
　本サービスでは、F3 CRM システムやインターネット、電子

メールを高度なセキュリティ環境でスマート端末から使えるよ

うにするために、スマート端末から仮想アプリケーション基盤

を経由し、行内システムを参照する仕組みを提供する。

　携帯キャリア事業者とシールドセンター間、およびシールドセ

ンターと金融機関データセンターを閉域綱で接続することで、

一度もインターネット網に接続せずにスマート端末から F3 

CRMシステムを使用できる。また、スマート端末ではシンクライ

アント機能を使用する仕様としているため、端末側にデータを残

さずに済み、情報漏えいを防ぐことができる。また、オプションと

して提供するインターネット接続および Web メール機能につい

ては、通信フィルタリングやWeb閲覧ログ管理、プロキシ機能、

アンチウィルス機能を揃え、高セキュリティな接続を実現する。

　なお、システム運用に必要な ID 連携やウィルス対策等の運

用管理基盤、行内からのセキュアなファイル持ち出しを制御す

るアプリケーション、そしてサービスデスク機能も提供する。

本サービスが提供する機能を表２に示す。

表３  SLA 分類項目

表４  サービス定義例（抜粋）

3.4  サービス運用について
　本サービスでは、サービスレベルを維持するため、シールドセ

ンターにおいて当社のアウトソーシングサービスと同等の運用

サービスを提供する。

　表５にシールドセンターの運用サービスの一覧を示す。

　本サービスでは、外部からの脅威に対するセキュリティ対策とし

て、外部からのアクセスを制限している。ここでは、スマート端末か

らシールドセンターと、シールセンターからお客さまデータセン

ターの二つに分けて説明する。

　まず、図２に示すようにスマート端末からシールドセンターま

では、携帯電話事業者の閉域網と金融機関ごとのVPN 接続に

より、全てを閉域ネットワークで接続している。加えて、携帯電

話端末認証を利用することで、インターネットからのアクセス

や端末番号を登録していないスマート端末からのアクセスを

遮断し、不正アクセスやなりすましを防ぐ。本サービスは、シェ

アード型のサービスであるため、複数の金融機関の利用を想定

している。ネットワークを仮想的にトンネリングし、セキュアに

各金融機関の内部セグメントへ接続する。

　次に、図３に示すようにシールドセンターからお客さまデータ

センターまでは閉域網で接続し、フィルタリングおよび通信の暗

号化により不正アクセスを排除する。また、Web メールやイン

ターネットを経由したファイルの持ち出し・持ち込みについても、

ログ管理や上長承認、暗号化 /パスワード付与等のフローをシス

テムに搭載することで制御する。

　なお、スマート端末から金融機関セグメントのサーバへの接続

は、SSL通信により暗号化を行うことで盗聴を防ぐ。
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【インテックのシールド・データセンター】
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金融機関様向けの高セキュリティ対策が施された
安全に外部ネットワークと接続できる「シールド（防御）」センター

専用線
（閉域）

【各金融機関の事務センター】
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F3MSCSの特徴　　　　　　　　　　　　効果

スマート端末からの直接接続を防
ぎ、安全に外部からのネットワー
ク接続が可能である。

F3 CRM システムをはじめとする行内
システムやインターネット、電子メール
など、個人情報を含むお客さまに関す
る各種情報を安全に店外で利用可能
となる。

外部からの攻撃はシールドセン
ターで受けて対応が可能である。

スマート端末およびシールドセン
ター内にはデータを残さない。

複数の金融機関へシェアード型で
提供する。

行内ネットワークに直接攻撃が届くこ
とはない。

行内ネットワーク外に情報漏えいする
ことなく、安全に店外で情報を活用で
きる。
高度なセキュリティ環境を低コストで
利用できる。

表２  F3MSCSサービス定義一覧

機能　　　　　　　　　　　　　機能概要

11. ファシリティ及び運用、
　  サポート

キャリア網とiDC間を閉域網で接続する
－複数行の相乗りを想定
－FWの利用によるフィルタリング、データは
　SSLを利用した暗号化通信

iDCと銀行事務センター間を閉域網で接続する
－FW及びルータ間通信の暗号化を行う

モバイル端末へシンクライアント機能を提供する
－CitrixのXenApp機能を利用

行内ＰＣへシンクライアント機能を提供する
－WindowsのRemoteApp機能を提供する

XenApp上のブラウザからのインターネット接続基
盤を提供する
－URLフィルタ、Web 閲覧ログ、アンチウイルス
　機能

XenApp上のブラウザからの Web メール基盤を
提供する
－上長承認及びメールアーカイブ機能

モバイル端末上の業務アプリから銀行事務セン
ターへの代理中継を行う

行内のID管理基盤とiDCのID管理基盤を連携する

ウイルス対策、バックアップ、監視、監査証跡参
照（ログレビ）機能を提供する
－ 監査証跡としてサーバアクセスログ及びユーザ
　利用ログ、ネットワーク機器アクセスログを取得
　し、ログレビへ集約する

銀行事務センターとiDC間のファイルの持出を
セキュアに行うための仕組みを提供する
 －持出・持込のログをログレビへ転送する

iDC のファシリティ、システム運用及び F3 モバイ
ル・シールドセンターサービス全体のサービスデス
ク機能を提供する

1. モバイルネットワーク

2. データセンター間
　 ネットワーク

3. 仮想PC基盤
　 （XenApp）

4. ターミナルサービス
　 基盤

5. インターネット接続基盤

6. Webメール基盤

7. 負荷分散基盤

8. ID連携基盤（SIは個別）

9. 運用管理基盤

10. ファイルセキュア持出・持
       込アプリ（アプリはサービ
       ス提供、基盤SIは個別）

3.3  サービスレベルについて
　本サービスでは、経済産業省により策定されているSLA ガ

イドライン [４] に基づき、性能、運用、契約、セキュリティ等につ

いてのサービスレベル目標（SLO: Service Level Objective）

を定義している。SLA ガイドラインには表３のような SLA 分

類項目があり、本サービスでは、たとえば、２４時間３６５日のサー

ビスを提供し、サービス稼働率については F3 CRM システム

利用サービスで９９.９９%/ 年、インターネット接続および Web

メールサービスで９９%/ 年を目標としている。表４にサービス

定義例の一部を示す。

設立した株式会社パワー・アンド・I T が２０１１年６月より開設し

たデータセンターを使用する。順次、当社の複数のデータセン

ターに拠点を拡大、分散することで、災害対策の強化も図る。

分類　　　　　　項目 分類　　　　　　項目
サービス契約

可用性

信頼性

拡張性

最低契約期間
お客さまからの解約
タイミング
サービス提供時間
サービス稼働率
ディザスタリカバリ
アップグレード方針
（パッチ）
アップグレード方針
（バージョンアップ）
システム監視基準
障害通知時間
障害通知プロセス
障害監視間隔
サービス提供状況の
報告方法
ログの取得方針
提供リソースの上限
同時接続利用者数

サービスデスク

セキュリティ

データ管理

問合せ時間帯
公的認証取得
通信の暗号化
システム監査への
資料提供
情報取り扱い環境
情報取扱者
ウイルススキャン
バックアップの方法 /
取得のタイミング
バックアップデータの
保存期限
バックアップ世代数
障害時のリストア
データの暗号化

分類　　　　　　項目　　　　　　　　　　　　　内容

データ
管理

バックアップの方法 /
取得のタイミング

バックアップデータの
保存期限

バックアップ世代数

障害時のリストア

データの暗号化

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 仮想イメージバックアップ（1回 /日）
   システムバックアップ（初期 / 変更時）

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 原則1日
   （1日に1回 常にフルバックアップを取得）
● メールアーカイブバックアップ
   （1年分：データは蓄積型）
－ メールデータ消失時はアーカイブより復旧
● 監査証跡（5年分：データは蓄積型）
   ※保存期限については協議の上決定
● システムバックアップ
   （各サーバ及び NW機器について1世代分）

【EINS/SPS 利用サーバ】
●  1世代
● システムバックアップ（1世代）

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 仮想イメージより自動的に復元
● システムバックアップからの復旧
   ※お客さま都合でのリストアについては
      スポット対応

● 行わない

監視サービス

定常保守サービス

セキュリティサービス

リモート保守サービス・
障害対応サービス

サービスデスク

● ネットワーク・サーバの定常監視を、
　24時間 365日有人体制で実施する。
● 障害発生時には、監視システムにより
　アラートを検知し、所定の連絡先に連絡
　する。

● リソース状況報告、インシデント・アラー
   ト報告やシステム構成情報などを月次レ
   ポートとして報告する。
● バックアップサービスにより、必要なデー
   タについてのバックアップ（定常）を行う。

● セキュリティパッチ適用作業を実施する。
● ウィルス対策サービスにより、自動的に
   ウィルス対策を実施する。
● 監査証跡管理サービスにより、監査証跡
   収集および監査証跡参照機能を提供する。

● システム不具合時に、当社技術者による
   迅速かつ的確な対応を行う。
● CE対応、システムバックアップからのリスト
   アを行い、通常のサービスレベルに戻す。

● 受付窓口の常設、トラブル時の調査対応、
   保守体制の維持

表１  F3MSCSの特徴と効果

表５  シールドセンター運用サービス一覧

図２  外部からのアクセス（モバイル網）

許可されていない接続先に
対するアクセス

許可されている接続先に
対するアクセス

iDC

内部セグメント

OK
NG

定期的なＯＳのパッチ適用による脆弱性の排除
ウイルス対策ソフトの導入

iDC側に顧客データを置かない運用
不正アクセスの監視、アラート

許可通信のみ 許可通信のみ

不正アクセスの排除
および暗号化通信

NG

OK

事務センター

行内セグメント

許可されていない接続先に
対するアクセス

許可されている接続先に
対するアクセス

図３  データセンター間のアクセス

表６  セキュリティ脅威に対する対策

不正アクセス・
なりすまし

盗聴

ウイルス
（マルウェア）

情報漏えい対策

コンプライアンス
違反

● FWによる多段セグメント分割及びフィルタリング
　－ DMZの構築
　－ インターネット側公開ポートの限定
● IPSによる侵入検知
● モバイル端末までの閉域接続
● 銀行所有のモバイル端末のみからの接続許可
● モバイル端末のロック機能の利用
● 仮想アプリケーション基盤へのログイン及び各アプリ
  ケーションへのログインについてユーザ認証を行う
　（認証方法は協議の上決定）

●通信の暗号化

● 中継メール装置によるスパム /マルウェアの除去
● サイト表示時のマルウェアチェック
● 全サーバへのウイルス対策ソフトの導入
● モバイル端末までの閉域接続
● 行内システムへの2段階アクセス
● モバイル端末に業務データを残さない画面転送方式
● Web閲覧等操作ログの取得
● URLプロキシによる不要サイトへのアクセス不許可
● ログレビの導入による監査証跡取得・参照

脅威　　　　　　　　　　　　　　　対策

4.2  セキュリティリスクとその対策
　セキュリティ脅威は、不正アクセスやなりすまし、盗聴、ウィル

スなどの外部脅威と、情報漏洩やコンプライアンス違反などの

内部脅威に大別される。表６に本サービスにおけるこれらの

脅威に対するセキュリティ対策についての一覧を示す。
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金融機関向け
モバイル活用プラットフォームサービスの提供

1.  はじめに

特集

概要
　昨今、金融機関においても情報活用ニーズは高まっており、インターネットや電子メールの行内利用、スマート

端末の利用検討が進んでいる。こうした動向の中、当社の金融機関向け情報系ソリューションF3（エフキューブ）

では、高いシェアをもつ地方銀行向けCRMマーケットに対しモバイル活用プラットフォームサービスを2012年3月

に提供すべく準備を進めている。

　本サービスは当社が長年培ったネットワークとアウトソーシング事業における強みを活かし、高セキュリティ

対策が施されたiDC機能を当社データセンター内に構築し、金融機関の営業現場が求める業務機能の実現と

セキュリティ強化策との両立を図る専用サービスを提供するものである。当社データセンター内に構築するシー

ルドセンターがスマート端末と行内ネットワークの間で盾となることで情報保護と情報活用ニーズを両立できる。

サービスレベルは経済産業省により策定されているSLAガイドラインに基づき設定している。また、FISC安全対

策基準に則ったセキュリティ機能を実装している。

特
集

特
集

特
集

　F3（エフキューブ）CRMシステム（以下、F3）とは、顧客デー

タベースを中心に、金融機関のセールス活動に必要な業務機能

をテンプレートとして用意したパッケージである。顧客データ

ベースには、「顧客属性情報」、「取引情報」、「コンタクト情報」、

「顧客信用情報」、「案件情報」、「個社別採算情報」、「獲得実績情

報」などが一元管理されている。この情報をもとに、本部・営業

店（渉外・窓口）、コールセンターなどの各種チャネルにおいて、

より効率的なセールス活動が実現できるようになっている[1]。

　F3 は、１９９７年より提供を開始し、現在では９０社以上の金

融機関への導入実績がある。導入からの経過年数と導入行の

増加に伴い、預かり資産セールス（リテール）の強化、外訪中の

情報活用支援、などCRMシステム利用シーンは拡大し、情報

活用ニーズが高まっている。一方で、特に情報保護の観点から

安心して利用できる安全なシステムが求められており、セキュ

リティの強化は欠かせない。

　万全なセキュリティの確保と積極的な情報活用による顧客提

案力・業務生産性向上の両立を目指し、「金融機関向けのモバ

イル活用プラットフォームサービス（F3 Mobile Shield Center 

Service、以下、本サービス）」の事業を企画した。２００４年より

F3 を利用いただいている北國銀行さまの採用が決定しており

[２]、２０１２年３月の提供開始を目指して現在準備中である。
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2.  事業企画の背景とねらい
2.1  セキュリティ（情報保護）の強化
　情報セキュリティを巡る脅威は日々新しくなっており、サイバー

攻撃等の手法も高度化・複雑化している。機密情報を詐取するこ

とを目的とした標的型サイバー攻撃を受けたことがある企業は、

２０１１年５月時点で３３%にのぼる [３]。また、BCP（Business 

Continuity Plan）の考慮不足や度重なる人為的ミスによるシス

テム障害もたびたび起こっている。大規模なシステム障害となる

と経営者の責任も問われるなど、セキュリティ対策はもはや

CSR（Corporate Social Responsibility）であると言える。

　外部からの脅威だけでなく、内部からの情報漏えいへの対策

も忘れてはならない。情報は企業の最も大切な資産の一つであ

り、故にその持ち出しには制限を設けている企業は多い。何を

どのように持ち出すか、あるいは何を持ち出さないかといった

制御は、情報漏えい対策において重要な要素である。

2.2  スマート端末の進化
　２０１０年はスマートフォン元年と言われる。iPhone、iPadに加

えて Android 搭載スマートフォンやタブレット端末が各携帯電

話事業者より出揃い、国内においてもスマートフォンは急速に普

及しており、iPadに代表されるより大きなディスプレイサイズで

あるタブレット端末の普及も進むとされる。（以降、スマートフォ

ンおよびタブレット端末を総称して、スマート端末と定義する。）

　現時点では個人ユーザーが牽引しているスマートフォン市場

だが、優れた可搬性や操作性を持つ製品の登場により、法人

ユーザーの注目度も高い。２０１１年７月にはセキュリティ・管理

機能を強化したビジネススマートフォンも発表されている。ま

た、非 IT企業における活用事例も多く、特にディスプレイ画面

の大きいタブレット端末に対しては、店頭や社外における顧客

とのコミュニケーションツールとしての期待が大きい。

　これまでは、スマートフォン/タブレット端末が「何に使える

か」「本当にビジネスに使えるか」という視点での問い合わせが

多かったが、今後は端末の進化に伴い「いかに活用して効果を

出せるか」という流れに変わるであろう。

2.3  金融機関の情報活用動向
　銀行は、「個人情報保護法」、「金融庁安全対策ガイドライン」、

「FISC安全対策基準」などにより、非常に高いレベルの情報保

護を求められている。一方、「金融円滑化法」、「金融商品取引

法」、「金融庁検査マニュアル（改訂版）」では、お客さまへのコン

サルティング機能の発揮、コンプライアンス機能の強化が求め

られている。つまり、情報保護は徹底されなければいけないが、

最適な提案のためには顧客情報が必須であるといった、情報

保護と情報活用の両立を目指さなければならない。

　また、金融機関、特に地方銀行の多くは情報保護を最優先し

た結果、行内ネットワークをインターネットに接続しておらず、

個人にメールアドレスを配布していない。しかし、取引先とのコ

ミュニケーション活性化や時価情報などリアルタイム性が高い

情報の入手のため、外部ネットワークへの接続は必要である。

加えて、オペレーションリスク低減を目的としたペーパーレス化

や業務生産性向上、営業活動推進といった観点からも、行内外

問わずに安全に情報を得たいというニーズは強い。

2.4  事業のねらい
　情報保護と情報活用の両立、そして業務生産性向上といった

ニーズに対し、スマート端末の進化やセキュリティ基準・ガイド

3.  F3 Mobile Shield Center Serviceの概要

3.1  サービスの特徴
　「金融機関向けのモバイル活用プラットフォームサービス（F3 

Mobile Shield Center Service、以下、本サービスあるいは

F3MSCSと略記）」は、F3 CRMシステムの拡張機能として、

スマートフォンやタブレットなどのスマート端末を高度なセ

キュリティ環境で利用するためのプラットフォームサービスで

ある。スマート端末と行内ネットワークの間に盾となるシールド

センターを置くことで、情報保護と情報活用ニーズを両立でき

る。その特徴と効果を表1に示す。

　本サービスを利用することで、F3 CRMシステムやインター

ネット、電子メールなど、個人情報を含むお客さまに関する各種

情報を安全に店外で利用可能となる。従来お客さまの来店時

にしかできなかった提案活動が店外で実施できるだけでなく、

店外でのシステム操作までも可能となることで、事務処理その

ものの省力化を実現できるようになる。

　堅牢なセキュリティ環境を実現するため、シールドセンターは

高度なセキュリティ対策を施したデータセンターにシステム基盤

を設置し、運用する。北陸電力株式会社と当社の共同出資により

4.  セキュリティ
4.1  FISC安全対策基準への対応
　FISC とは、金融情報システムセンター (FISC：The Center 

for Financial Industry Information Systems) の略であり、

金融情報システムに関連する諸問題について調査研究を行う組

織として発足している。FISC が示しているガイドラインの中に、

金融機関のコンピュータシステムを構築する際に遵守すべき項

目が基準として策定された『金融機関等コンピュータシステム

の安全対策基準（通称：FISC 安全対策基準）[５]』があり、シス

テム要件やシステム構築の手順などが含まれている。金融機関

のコンピュータシステムを構築するにあたり、FISC 安全対策

基準に則っているかどうかは一つの指標として重要視される。

　本サービスでは、FISC 安全対策基準へ準拠を前提にサービ

ス設計を進めている。 

5.  おわりに
　本稿では、金融機関から求められるセキュリティ基準に基づい

て、安全に利用・活用できる環境（F3 Mobile Shield Center 

Service）検討結果について述べた。本サービスは、現段階で

構築中であり、最終的なサービス仕様などの情報については

弊社のF3（エフキューブ）サイトを参照いただきたい[1]。今後も

お客さま満足度向上を目指して一層の機能拡張に努めたい。

ラインの整備といった周辺環境は既に整っており、銀行をはじ

めとした金融機関におけるスマート端末の活用とインターネッ

ト接続は実現可能な状況にある。

　当社は、F3の開発および提供を通して高い金融業務ノウハウ

を蓄積しており、また、中核事業として高品質・高信頼性のネッ

トワーク・アウトソーシング事業を展開している。金融機関にお

けるビジネスシーンでのスマート端末の活用検討は急速に拡

がっており、その活用ニーズへの対応強化も合わせて、新規事業

として金融機関向けのモバイル活用プラットフォームサービス

の事業展開を計画している。当社の強みを活かし、F3と iDCの

連携サービス、および堅牢なセキュリティ環境を提供する。

図１ F3MSCS 全体概念図

3.2  サービスの提供機能
　本サービスでは、F3 CRM システムやインターネット、電子

メールを高度なセキュリティ環境でスマート端末から使えるよ

うにするために、スマート端末から仮想アプリケーション基盤

を経由し、行内システムを参照する仕組みを提供する。

　携帯キャリア事業者とシールドセンター間、およびシールドセ

ンターと金融機関データセンターを閉域綱で接続することで、

一度もインターネット網に接続せずにスマート端末から F3 

CRMシステムを使用できる。また、スマート端末ではシンクライ

アント機能を使用する仕様としているため、端末側にデータを残

さずに済み、情報漏えいを防ぐことができる。また、オプションと

して提供するインターネット接続および Web メール機能につい

ては、通信フィルタリングやWeb閲覧ログ管理、プロキシ機能、

アンチウィルス機能を揃え、高セキュリティな接続を実現する。

　なお、システム運用に必要な ID 連携やウィルス対策等の運

用管理基盤、行内からのセキュアなファイル持ち出しを制御す

るアプリケーション、そしてサービスデスク機能も提供する。

本サービスが提供する機能を表２に示す。

表３  SLA 分類項目

表４  サービス定義例（抜粋）

3.4  サービス運用について
　本サービスでは、サービスレベルを維持するため、シールドセ

ンターにおいて当社のアウトソーシングサービスと同等の運用

サービスを提供する。

　表５にシールドセンターの運用サービスの一覧を示す。

　本サービスでは、外部からの脅威に対するセキュリティ対策とし

て、外部からのアクセスを制限している。ここでは、スマート端末か

らシールドセンターと、シールセンターからお客さまデータセン

ターの二つに分けて説明する。

　まず、図２に示すようにスマート端末からシールドセンターま

では、携帯電話事業者の閉域網と金融機関ごとのVPN 接続に

より、全てを閉域ネットワークで接続している。加えて、携帯電

話端末認証を利用することで、インターネットからのアクセス

や端末番号を登録していないスマート端末からのアクセスを

遮断し、不正アクセスやなりすましを防ぐ。本サービスは、シェ

アード型のサービスであるため、複数の金融機関の利用を想定

している。ネットワークを仮想的にトンネリングし、セキュアに

各金融機関の内部セグメントへ接続する。

　次に、図３に示すようにシールドセンターからお客さまデータ

センターまでは閉域網で接続し、フィルタリングおよび通信の暗

号化により不正アクセスを排除する。また、Web メールやイン

ターネットを経由したファイルの持ち出し・持ち込みについても、

ログ管理や上長承認、暗号化 /パスワード付与等のフローをシス

テムに搭載することで制御する。

　なお、スマート端末から金融機関セグメントのサーバへの接続

は、SSL通信により暗号化を行うことで盗聴を防ぐ。
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● ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
　クラウドインテグレーション部
● 基盤構築業務ならびにプロモーション、アライアンス推進
　業務に従事
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　業務に従事
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● F3（エフキューブ）に関する営業、事業推進、および
　新商品企画・開発業務に従事

NAGAHARA Isamu

永原　勇

● 金融ソリューションプロダクト事業本部
　金融ソリューション事業推進部長
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　新商品企画のマネジメント業務に従事

スマート端末 携帯キャリア網

モバイルプリンター

【インテックのシールド・データセンター】

システム運用サービス（NOC）

フ
ァ
イ
ヤ
ー
ウ
ォ
ー
ル

スマートフォン
接続
サービス

インターネット
メール接続
サービス

インターネット
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セキュアファイル
送受信
サービス

仮想
デスクトップ
基盤
サービス

ログ管理
セキュリティ監視・認証

サービス

高セキュリティ・データセンター（INTEC）

金融機関様向けの高セキュリティ対策が施された
安全に外部ネットワークと接続できる「シールド（防御）」センター

専用線
（閉域）

【各金融機関の事務センター】
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（イントラネット）

営業店
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インターネットおよび対象端末
以外からのアクセス

登録端末未済

自行用ネットワーク以外への接続

登録済端末からの
規定プロトコル以外のアクセス

登録済端末からの
規定プロトコルによるアクセス

NG

携帯キャリア網

Ａ銀行端末

Ｂ銀行端末

インターネットおよび、対象端末
経由以外のアクセスを遮断

自行以外のネットワークへの
接続不可

ＦＷ

iDC

A銀行用
内部セグメント

Ｂ銀行用
内部セグメント

XenApp
サーバ等

OK

NG

NG

NG

INTERNET ネットワーク

サービス

バックボーン

広域イーサ網

XenApp
サーバ等

行内認証基盤と同期規定プロトコル以外を遮断

キャリア
基地局

A銀行用

B銀行用

F3MSCSの特徴　　　　　　　　　　　　効果

スマート端末からの直接接続を防
ぎ、安全に外部からのネットワー
ク接続が可能である。

F3 CRM システムをはじめとする行内
システムやインターネット、電子メール
など、個人情報を含むお客さまに関す
る各種情報を安全に店外で利用可能
となる。

外部からの攻撃はシールドセン
ターで受けて対応が可能である。

スマート端末およびシールドセン
ター内にはデータを残さない。

複数の金融機関へシェアード型で
提供する。

行内ネットワークに直接攻撃が届くこ
とはない。

行内ネットワーク外に情報漏えいする
ことなく、安全に店外で情報を活用で
きる。
高度なセキュリティ環境を低コストで
利用できる。

表２  F3MSCSサービス定義一覧

機能　　　　　　　　　　　　　機能概要

11. ファシリティ及び運用、
　  サポート

キャリア網とiDC間を閉域網で接続する
－複数行の相乗りを想定
－FWの利用によるフィルタリング、データは
　SSLを利用した暗号化通信

iDCと銀行事務センター間を閉域網で接続する
－FW及びルータ間通信の暗号化を行う

モバイル端末へシンクライアント機能を提供する
－CitrixのXenApp機能を利用

行内ＰＣへシンクライアント機能を提供する
－WindowsのRemoteApp機能を提供する

XenApp上のブラウザからのインターネット接続基
盤を提供する
－URLフィルタ、Web 閲覧ログ、アンチウイルス
　機能

XenApp上のブラウザからの Web メール基盤を
提供する
－上長承認及びメールアーカイブ機能

モバイル端末上の業務アプリから銀行事務セン
ターへの代理中継を行う

行内のID管理基盤とiDCのID管理基盤を連携する

ウイルス対策、バックアップ、監視、監査証跡参
照（ログレビ）機能を提供する
－ 監査証跡としてサーバアクセスログ及びユーザ
　利用ログ、ネットワーク機器アクセスログを取得
　し、ログレビへ集約する

銀行事務センターとiDC間のファイルの持出を
セキュアに行うための仕組みを提供する
 －持出・持込のログをログレビへ転送する

iDC のファシリティ、システム運用及び F3 モバイ
ル・シールドセンターサービス全体のサービスデス
ク機能を提供する

1. モバイルネットワーク

2. データセンター間
　 ネットワーク

3. 仮想PC基盤
　 （XenApp）

4. ターミナルサービス
　 基盤

5. インターネット接続基盤

6. Webメール基盤

7. 負荷分散基盤

8. ID連携基盤（SIは個別）

9. 運用管理基盤

10. ファイルセキュア持出・持
       込アプリ（アプリはサービ
       ス提供、基盤SIは個別）

3.3  サービスレベルについて
　本サービスでは、経済産業省により策定されているSLA ガ

イドライン [４] に基づき、性能、運用、契約、セキュリティ等につ

いてのサービスレベル目標（SLO: Service Level Objective）

を定義している。SLA ガイドラインには表３のような SLA 分

類項目があり、本サービスでは、たとえば、２４時間３６５日のサー

ビスを提供し、サービス稼働率については F3 CRM システム

利用サービスで９９.９９%/ 年、インターネット接続および Web

メールサービスで９９%/ 年を目標としている。表４にサービス

定義例の一部を示す。

設立した株式会社パワー・アンド・I T が２０１１年６月より開設し

たデータセンターを使用する。順次、当社の複数のデータセン

ターに拠点を拡大、分散することで、災害対策の強化も図る。

分類　　　　　　項目 分類　　　　　　項目
サービス契約

可用性

信頼性

拡張性

最低契約期間
お客さまからの解約
タイミング
サービス提供時間
サービス稼働率
ディザスタリカバリ
アップグレード方針
（パッチ）
アップグレード方針
（バージョンアップ）
システム監視基準
障害通知時間
障害通知プロセス
障害監視間隔
サービス提供状況の
報告方法
ログの取得方針
提供リソースの上限
同時接続利用者数

サービスデスク

セキュリティ

データ管理

問合せ時間帯
公的認証取得
通信の暗号化
システム監査への
資料提供
情報取り扱い環境
情報取扱者
ウイルススキャン
バックアップの方法 /
取得のタイミング
バックアップデータの
保存期限
バックアップ世代数
障害時のリストア
データの暗号化

分類　　　　　　項目　　　　　　　　　　　　　内容

データ
管理

バックアップの方法 /
取得のタイミング

バックアップデータの
保存期限

バックアップ世代数

障害時のリストア

データの暗号化

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 仮想イメージバックアップ（1回 /日）
   システムバックアップ（初期 / 変更時）

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 原則1日
   （1日に1回 常にフルバックアップを取得）
● メールアーカイブバックアップ
   （1年分：データは蓄積型）
－ メールデータ消失時はアーカイブより復旧
● 監査証跡（5年分：データは蓄積型）
   ※保存期限については協議の上決定
● システムバックアップ
   （各サーバ及び NW機器について1世代分）

【EINS/SPS 利用サーバ】
●  1世代
● システムバックアップ（1世代）

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 仮想イメージより自動的に復元
● システムバックアップからの復旧
   ※お客さま都合でのリストアについては
      スポット対応

● 行わない

監視サービス

定常保守サービス

セキュリティサービス

リモート保守サービス・
障害対応サービス

サービスデスク

● ネットワーク・サーバの定常監視を、
　24時間 365日有人体制で実施する。
● 障害発生時には、監視システムにより
　アラートを検知し、所定の連絡先に連絡
　する。

● リソース状況報告、インシデント・アラー
   ト報告やシステム構成情報などを月次レ
   ポートとして報告する。
● バックアップサービスにより、必要なデー
   タについてのバックアップ（定常）を行う。

● セキュリティパッチ適用作業を実施する。
● ウィルス対策サービスにより、自動的に
   ウィルス対策を実施する。
● 監査証跡管理サービスにより、監査証跡
   収集および監査証跡参照機能を提供する。

● システム不具合時に、当社技術者による
   迅速かつ的確な対応を行う。
● CE対応、システムバックアップからのリスト
   アを行い、通常のサービスレベルに戻す。

● 受付窓口の常設、トラブル時の調査対応、
   保守体制の維持

表１  F3MSCSの特徴と効果

表５  シールドセンター運用サービス一覧

図２  外部からのアクセス（モバイル網）

許可されていない接続先に
対するアクセス

許可されている接続先に
対するアクセス

iDC

内部セグメント

OK
NG

定期的なＯＳのパッチ適用による脆弱性の排除
ウイルス対策ソフトの導入

iDC側に顧客データを置かない運用
不正アクセスの監視、アラート

許可通信のみ 許可通信のみ

不正アクセスの排除
および暗号化通信

NG

OK

事務センター

行内セグメント

許可されていない接続先に
対するアクセス

許可されている接続先に
対するアクセス

図３  データセンター間のアクセス

表６  セキュリティ脅威に対する対策

不正アクセス・
なりすまし

盗聴

ウイルス
（マルウェア）

情報漏えい対策

コンプライアンス
違反

● FWによる多段セグメント分割及びフィルタリング
　－ DMZの構築
　－ インターネット側公開ポートの限定
● IPSによる侵入検知
● モバイル端末までの閉域接続
● 銀行所有のモバイル端末のみからの接続許可
● モバイル端末のロック機能の利用
● 仮想アプリケーション基盤へのログイン及び各アプリ
  ケーションへのログインについてユーザ認証を行う
　（認証方法は協議の上決定）

●通信の暗号化

● 中継メール装置によるスパム /マルウェアの除去
● サイト表示時のマルウェアチェック
● 全サーバへのウイルス対策ソフトの導入
● モバイル端末までの閉域接続
● 行内システムへの2段階アクセス
● モバイル端末に業務データを残さない画面転送方式
● Web閲覧等操作ログの取得
● URLプロキシによる不要サイトへのアクセス不許可
● ログレビの導入による監査証跡取得・参照

脅威　　　　　　　　　　　　　　　対策

4.2  セキュリティリスクとその対策
　セキュリティ脅威は、不正アクセスやなりすまし、盗聴、ウィル

スなどの外部脅威と、情報漏洩やコンプライアンス違反などの

内部脅威に大別される。表６に本サービスにおけるこれらの

脅威に対するセキュリティ対策についての一覧を示す。
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金融機関向け
モバイル活用プラットフォームサービスの提供

1.  はじめに

特集

概要
　昨今、金融機関においても情報活用ニーズは高まっており、インターネットや電子メールの行内利用、スマート

端末の利用検討が進んでいる。こうした動向の中、当社の金融機関向け情報系ソリューションF3（エフキューブ）

では、高いシェアをもつ地方銀行向けCRMマーケットに対しモバイル活用プラットフォームサービスを2012年3月

に提供すべく準備を進めている。

　本サービスは当社が長年培ったネットワークとアウトソーシング事業における強みを活かし、高セキュリティ

対策が施されたiDC機能を当社データセンター内に構築し、金融機関の営業現場が求める業務機能の実現と

セキュリティ強化策との両立を図る専用サービスを提供するものである。当社データセンター内に構築するシー

ルドセンターがスマート端末と行内ネットワークの間で盾となることで情報保護と情報活用ニーズを両立できる。

サービスレベルは経済産業省により策定されているSLAガイドラインに基づき設定している。また、FISC安全対

策基準に則ったセキュリティ機能を実装している。

特
集

特
集

特
集

　F3（エフキューブ）CRMシステム（以下、F3）とは、顧客デー

タベースを中心に、金融機関のセールス活動に必要な業務機能

をテンプレートとして用意したパッケージである。顧客データ

ベースには、「顧客属性情報」、「取引情報」、「コンタクト情報」、

「顧客信用情報」、「案件情報」、「個社別採算情報」、「獲得実績情

報」などが一元管理されている。この情報をもとに、本部・営業

店（渉外・窓口）、コールセンターなどの各種チャネルにおいて、

より効率的なセールス活動が実現できるようになっている[1]。

　F3 は、１９９７年より提供を開始し、現在では９０社以上の金

融機関への導入実績がある。導入からの経過年数と導入行の

増加に伴い、預かり資産セールス（リテール）の強化、外訪中の

情報活用支援、などCRMシステム利用シーンは拡大し、情報

活用ニーズが高まっている。一方で、特に情報保護の観点から

安心して利用できる安全なシステムが求められており、セキュ

リティの強化は欠かせない。

　万全なセキュリティの確保と積極的な情報活用による顧客提

案力・業務生産性向上の両立を目指し、「金融機関向けのモバ

イル活用プラットフォームサービス（F3 Mobile Shield Center 

Service、以下、本サービス）」の事業を企画した。２００４年より

F3 を利用いただいている北國銀行さまの採用が決定しており

[２]、２０１２年３月の提供開始を目指して現在準備中である。
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2.  事業企画の背景とねらい
2.1  セキュリティ（情報保護）の強化
　情報セキュリティを巡る脅威は日々新しくなっており、サイバー

攻撃等の手法も高度化・複雑化している。機密情報を詐取するこ

とを目的とした標的型サイバー攻撃を受けたことがある企業は、

２０１１年５月時点で３３%にのぼる [３]。また、BCP（Business 

Continuity Plan）の考慮不足や度重なる人為的ミスによるシス

テム障害もたびたび起こっている。大規模なシステム障害となる

と経営者の責任も問われるなど、セキュリティ対策はもはや

CSR（Corporate Social Responsibility）であると言える。

　外部からの脅威だけでなく、内部からの情報漏えいへの対策

も忘れてはならない。情報は企業の最も大切な資産の一つであ

り、故にその持ち出しには制限を設けている企業は多い。何を

どのように持ち出すか、あるいは何を持ち出さないかといった

制御は、情報漏えい対策において重要な要素である。

2.2  スマート端末の進化
　２０１０年はスマートフォン元年と言われる。iPhone、iPadに加

えて Android 搭載スマートフォンやタブレット端末が各携帯電

話事業者より出揃い、国内においてもスマートフォンは急速に普

及しており、iPadに代表されるより大きなディスプレイサイズで

あるタブレット端末の普及も進むとされる。（以降、スマートフォ

ンおよびタブレット端末を総称して、スマート端末と定義する。）

　現時点では個人ユーザーが牽引しているスマートフォン市場

だが、優れた可搬性や操作性を持つ製品の登場により、法人

ユーザーの注目度も高い。２０１１年７月にはセキュリティ・管理

機能を強化したビジネススマートフォンも発表されている。ま

た、非 IT企業における活用事例も多く、特にディスプレイ画面

の大きいタブレット端末に対しては、店頭や社外における顧客

とのコミュニケーションツールとしての期待が大きい。

　これまでは、スマートフォン/タブレット端末が「何に使える

か」「本当にビジネスに使えるか」という視点での問い合わせが

多かったが、今後は端末の進化に伴い「いかに活用して効果を

出せるか」という流れに変わるであろう。

2.3  金融機関の情報活用動向
　銀行は、「個人情報保護法」、「金融庁安全対策ガイドライン」、

「FISC安全対策基準」などにより、非常に高いレベルの情報保

護を求められている。一方、「金融円滑化法」、「金融商品取引

法」、「金融庁検査マニュアル（改訂版）」では、お客さまへのコン

サルティング機能の発揮、コンプライアンス機能の強化が求め

られている。つまり、情報保護は徹底されなければいけないが、

最適な提案のためには顧客情報が必須であるといった、情報

保護と情報活用の両立を目指さなければならない。

　また、金融機関、特に地方銀行の多くは情報保護を最優先し

た結果、行内ネットワークをインターネットに接続しておらず、

個人にメールアドレスを配布していない。しかし、取引先とのコ

ミュニケーション活性化や時価情報などリアルタイム性が高い

情報の入手のため、外部ネットワークへの接続は必要である。

加えて、オペレーションリスク低減を目的としたペーパーレス化

や業務生産性向上、営業活動推進といった観点からも、行内外

問わずに安全に情報を得たいというニーズは強い。

2.4  事業のねらい
　情報保護と情報活用の両立、そして業務生産性向上といった

ニーズに対し、スマート端末の進化やセキュリティ基準・ガイド

3.  F3 Mobile Shield Center Serviceの概要

3.1  サービスの特徴
　「金融機関向けのモバイル活用プラットフォームサービス（F3 

Mobile Shield Center Service、以下、本サービスあるいは

F3MSCSと略記）」は、F3 CRMシステムの拡張機能として、

スマートフォンやタブレットなどのスマート端末を高度なセ

キュリティ環境で利用するためのプラットフォームサービスで

ある。スマート端末と行内ネットワークの間に盾となるシールド

センターを置くことで、情報保護と情報活用ニーズを両立でき

る。その特徴と効果を表1に示す。

　本サービスを利用することで、F3 CRMシステムやインター

ネット、電子メールなど、個人情報を含むお客さまに関する各種

情報を安全に店外で利用可能となる。従来お客さまの来店時

にしかできなかった提案活動が店外で実施できるだけでなく、

店外でのシステム操作までも可能となることで、事務処理その

ものの省力化を実現できるようになる。

　堅牢なセキュリティ環境を実現するため、シールドセンターは

高度なセキュリティ対策を施したデータセンターにシステム基盤

を設置し、運用する。北陸電力株式会社と当社の共同出資により

4.  セキュリティ
4.1  FISC安全対策基準への対応
　FISC とは、金融情報システムセンター (FISC：The Center 

for Financial Industry Information Systems) の略であり、

金融情報システムに関連する諸問題について調査研究を行う組

織として発足している。FISC が示しているガイドラインの中に、

金融機関のコンピュータシステムを構築する際に遵守すべき項

目が基準として策定された『金融機関等コンピュータシステム

の安全対策基準（通称：FISC 安全対策基準）[５]』があり、シス

テム要件やシステム構築の手順などが含まれている。金融機関

のコンピュータシステムを構築するにあたり、FISC 安全対策

基準に則っているかどうかは一つの指標として重要視される。

　本サービスでは、FISC 安全対策基準へ準拠を前提にサービ

ス設計を進めている。 

5.  おわりに
　本稿では、金融機関から求められるセキュリティ基準に基づい

て、安全に利用・活用できる環境（F3 Mobile Shield Center 

Service）検討結果について述べた。本サービスは、現段階で

構築中であり、最終的なサービス仕様などの情報については

弊社のF3（エフキューブ）サイトを参照いただきたい[1]。今後も

お客さま満足度向上を目指して一層の機能拡張に努めたい。

ラインの整備といった周辺環境は既に整っており、銀行をはじ

めとした金融機関におけるスマート端末の活用とインターネッ

ト接続は実現可能な状況にある。

　当社は、F3の開発および提供を通して高い金融業務ノウハウ

を蓄積しており、また、中核事業として高品質・高信頼性のネッ

トワーク・アウトソーシング事業を展開している。金融機関にお

けるビジネスシーンでのスマート端末の活用検討は急速に拡

がっており、その活用ニーズへの対応強化も合わせて、新規事業

として金融機関向けのモバイル活用プラットフォームサービス

の事業展開を計画している。当社の強みを活かし、F3と iDCの

連携サービス、および堅牢なセキュリティ環境を提供する。

図１ F3MSCS 全体概念図

3.2  サービスの提供機能
　本サービスでは、F3 CRM システムやインターネット、電子

メールを高度なセキュリティ環境でスマート端末から使えるよ

うにするために、スマート端末から仮想アプリケーション基盤

を経由し、行内システムを参照する仕組みを提供する。

　携帯キャリア事業者とシールドセンター間、およびシールドセ

ンターと金融機関データセンターを閉域綱で接続することで、

一度もインターネット網に接続せずにスマート端末から F3 

CRMシステムを使用できる。また、スマート端末ではシンクライ

アント機能を使用する仕様としているため、端末側にデータを残

さずに済み、情報漏えいを防ぐことができる。また、オプションと

して提供するインターネット接続および Web メール機能につい

ては、通信フィルタリングやWeb閲覧ログ管理、プロキシ機能、

アンチウィルス機能を揃え、高セキュリティな接続を実現する。

　なお、システム運用に必要な ID 連携やウィルス対策等の運

用管理基盤、行内からのセキュアなファイル持ち出しを制御す

るアプリケーション、そしてサービスデスク機能も提供する。

本サービスが提供する機能を表２に示す。

表３  SLA 分類項目

表４  サービス定義例（抜粋）

3.4  サービス運用について
　本サービスでは、サービスレベルを維持するため、シールドセ

ンターにおいて当社のアウトソーシングサービスと同等の運用

サービスを提供する。

　表５にシールドセンターの運用サービスの一覧を示す。

　本サービスでは、外部からの脅威に対するセキュリティ対策とし

て、外部からのアクセスを制限している。ここでは、スマート端末か

らシールドセンターと、シールセンターからお客さまデータセン

ターの二つに分けて説明する。

　まず、図２に示すようにスマート端末からシールドセンターま

では、携帯電話事業者の閉域網と金融機関ごとのVPN 接続に

より、全てを閉域ネットワークで接続している。加えて、携帯電

話端末認証を利用することで、インターネットからのアクセス

や端末番号を登録していないスマート端末からのアクセスを

遮断し、不正アクセスやなりすましを防ぐ。本サービスは、シェ

アード型のサービスであるため、複数の金融機関の利用を想定

している。ネットワークを仮想的にトンネリングし、セキュアに

各金融機関の内部セグメントへ接続する。

　次に、図３に示すようにシールドセンターからお客さまデータ

センターまでは閉域網で接続し、フィルタリングおよび通信の暗

号化により不正アクセスを排除する。また、Web メールやイン

ターネットを経由したファイルの持ち出し・持ち込みについても、

ログ管理や上長承認、暗号化 /パスワード付与等のフローをシス

テムに搭載することで制御する。

　なお、スマート端末から金融機関セグメントのサーバへの接続

は、SSL通信により暗号化を行うことで盗聴を防ぐ。
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F3MSCSの特徴　　　　　　　　　　　　効果

スマート端末からの直接接続を防
ぎ、安全に外部からのネットワー
ク接続が可能である。

F3 CRM システムをはじめとする行内
システムやインターネット、電子メール
など、個人情報を含むお客さまに関す
る各種情報を安全に店外で利用可能
となる。

外部からの攻撃はシールドセン
ターで受けて対応が可能である。

スマート端末およびシールドセン
ター内にはデータを残さない。

複数の金融機関へシェアード型で
提供する。

行内ネットワークに直接攻撃が届くこ
とはない。

行内ネットワーク外に情報漏えいする
ことなく、安全に店外で情報を活用で
きる。
高度なセキュリティ環境を低コストで
利用できる。

表２  F3MSCSサービス定義一覧

機能　　　　　　　　　　　　　機能概要

11. ファシリティ及び運用、
　  サポート

キャリア網とiDC間を閉域網で接続する
－複数行の相乗りを想定
－FWの利用によるフィルタリング、データは
　SSLを利用した暗号化通信

iDCと銀行事務センター間を閉域網で接続する
－FW及びルータ間通信の暗号化を行う

モバイル端末へシンクライアント機能を提供する
－CitrixのXenApp機能を利用

行内ＰＣへシンクライアント機能を提供する
－WindowsのRemoteApp機能を提供する

XenApp上のブラウザからのインターネット接続基
盤を提供する
－URLフィルタ、Web 閲覧ログ、アンチウイルス
　機能

XenApp上のブラウザからの Web メール基盤を
提供する
－上長承認及びメールアーカイブ機能

モバイル端末上の業務アプリから銀行事務セン
ターへの代理中継を行う

行内のID管理基盤とiDCのID管理基盤を連携する

ウイルス対策、バックアップ、監視、監査証跡参
照（ログレビ）機能を提供する
－ 監査証跡としてサーバアクセスログ及びユーザ
　利用ログ、ネットワーク機器アクセスログを取得
　し、ログレビへ集約する

銀行事務センターとiDC間のファイルの持出を
セキュアに行うための仕組みを提供する
 －持出・持込のログをログレビへ転送する

iDC のファシリティ、システム運用及び F3 モバイ
ル・シールドセンターサービス全体のサービスデス
ク機能を提供する

1. モバイルネットワーク

2. データセンター間
　 ネットワーク

3. 仮想PC基盤
　 （XenApp）

4. ターミナルサービス
　 基盤

5. インターネット接続基盤

6. Webメール基盤

7. 負荷分散基盤

8. ID連携基盤（SIは個別）

9. 運用管理基盤

10. ファイルセキュア持出・持
       込アプリ（アプリはサービ
       ス提供、基盤SIは個別）

3.3  サービスレベルについて
　本サービスでは、経済産業省により策定されているSLA ガ

イドライン [４] に基づき、性能、運用、契約、セキュリティ等につ

いてのサービスレベル目標（SLO: Service Level Objective）

を定義している。SLA ガイドラインには表３のような SLA 分

類項目があり、本サービスでは、たとえば、２４時間３６５日のサー

ビスを提供し、サービス稼働率については F3 CRM システム

利用サービスで９９.９９%/ 年、インターネット接続および Web

メールサービスで９９%/ 年を目標としている。表４にサービス

定義例の一部を示す。

設立した株式会社パワー・アンド・I T が２０１１年６月より開設し

たデータセンターを使用する。順次、当社の複数のデータセン

ターに拠点を拡大、分散することで、災害対策の強化も図る。

分類　　　　　　項目 分類　　　　　　項目
サービス契約

可用性

信頼性

拡張性

最低契約期間
お客さまからの解約
タイミング
サービス提供時間
サービス稼働率
ディザスタリカバリ
アップグレード方針
（パッチ）
アップグレード方針
（バージョンアップ）
システム監視基準
障害通知時間
障害通知プロセス
障害監視間隔
サービス提供状況の
報告方法
ログの取得方針
提供リソースの上限
同時接続利用者数

サービスデスク

セキュリティ

データ管理

問合せ時間帯
公的認証取得
通信の暗号化
システム監査への
資料提供
情報取り扱い環境
情報取扱者
ウイルススキャン
バックアップの方法 /
取得のタイミング
バックアップデータの
保存期限
バックアップ世代数
障害時のリストア
データの暗号化

分類　　　　　　項目　　　　　　　　　　　　　内容

データ
管理

バックアップの方法 /
取得のタイミング

バックアップデータの
保存期限

バックアップ世代数

障害時のリストア

データの暗号化

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 仮想イメージバックアップ（1回 /日）
   システムバックアップ（初期 / 変更時）

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 原則1日
   （1日に1回 常にフルバックアップを取得）
● メールアーカイブバックアップ
   （1年分：データは蓄積型）
－ メールデータ消失時はアーカイブより復旧
● 監査証跡（5年分：データは蓄積型）
   ※保存期限については協議の上決定
● システムバックアップ
   （各サーバ及び NW機器について1世代分）

【EINS/SPS 利用サーバ】
●  1世代
● システムバックアップ（1世代）

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 仮想イメージより自動的に復元
● システムバックアップからの復旧
   ※お客さま都合でのリストアについては
      スポット対応

● 行わない

監視サービス

定常保守サービス

セキュリティサービス

リモート保守サービス・
障害対応サービス

サービスデスク

● ネットワーク・サーバの定常監視を、
　24時間 365日有人体制で実施する。
● 障害発生時には、監視システムにより
　アラートを検知し、所定の連絡先に連絡
　する。

● リソース状況報告、インシデント・アラー
   ト報告やシステム構成情報などを月次レ
   ポートとして報告する。
● バックアップサービスにより、必要なデー
   タについてのバックアップ（定常）を行う。

● セキュリティパッチ適用作業を実施する。
● ウィルス対策サービスにより、自動的に
   ウィルス対策を実施する。
● 監査証跡管理サービスにより、監査証跡
   収集および監査証跡参照機能を提供する。

● システム不具合時に、当社技術者による
   迅速かつ的確な対応を行う。
● CE対応、システムバックアップからのリスト
   アを行い、通常のサービスレベルに戻す。

● 受付窓口の常設、トラブル時の調査対応、
   保守体制の維持

表１  F3MSCSの特徴と効果

表５  シールドセンター運用サービス一覧

図２  外部からのアクセス（モバイル網）

許可されていない接続先に
対するアクセス

許可されている接続先に
対するアクセス

iDC

内部セグメント

OK
NG

定期的なＯＳのパッチ適用による脆弱性の排除
ウイルス対策ソフトの導入

iDC側に顧客データを置かない運用
不正アクセスの監視、アラート

許可通信のみ 許可通信のみ

不正アクセスの排除
および暗号化通信

NG

OK

事務センター

行内セグメント

許可されていない接続先に
対するアクセス

許可されている接続先に
対するアクセス

図３  データセンター間のアクセス

表６  セキュリティ脅威に対する対策

不正アクセス・
なりすまし

盗聴

ウイルス
（マルウェア）

情報漏えい対策

コンプライアンス
違反

● FWによる多段セグメント分割及びフィルタリング
　－ DMZの構築
　－ インターネット側公開ポートの限定
● IPSによる侵入検知
● モバイル端末までの閉域接続
● 銀行所有のモバイル端末のみからの接続許可
● モバイル端末のロック機能の利用
● 仮想アプリケーション基盤へのログイン及び各アプリ
  ケーションへのログインについてユーザ認証を行う
　（認証方法は協議の上決定）

●通信の暗号化

● 中継メール装置によるスパム /マルウェアの除去
● サイト表示時のマルウェアチェック
● 全サーバへのウイルス対策ソフトの導入
● モバイル端末までの閉域接続
● 行内システムへの2段階アクセス
● モバイル端末に業務データを残さない画面転送方式
● Web閲覧等操作ログの取得
● URLプロキシによる不要サイトへのアクセス不許可
● ログレビの導入による監査証跡取得・参照

脅威　　　　　　　　　　　　　　　対策

4.2  セキュリティリスクとその対策
　セキュリティ脅威は、不正アクセスやなりすまし、盗聴、ウィル

スなどの外部脅威と、情報漏洩やコンプライアンス違反などの

内部脅威に大別される。表６に本サービスにおけるこれらの

脅威に対するセキュリティ対策についての一覧を示す。
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金融機関向け
モバイル活用プラットフォームサービスの提供

1.  はじめに

特集

概要
　昨今、金融機関においても情報活用ニーズは高まっており、インターネットや電子メールの行内利用、スマート

端末の利用検討が進んでいる。こうした動向の中、当社の金融機関向け情報系ソリューションF3（エフキューブ）

では、高いシェアをもつ地方銀行向けCRMマーケットに対しモバイル活用プラットフォームサービスを2012年3月

に提供すべく準備を進めている。

　本サービスは当社が長年培ったネットワークとアウトソーシング事業における強みを活かし、高セキュリティ

対策が施されたiDC機能を当社データセンター内に構築し、金融機関の営業現場が求める業務機能の実現と

セキュリティ強化策との両立を図る専用サービスを提供するものである。当社データセンター内に構築するシー

ルドセンターがスマート端末と行内ネットワークの間で盾となることで情報保護と情報活用ニーズを両立できる。

サービスレベルは経済産業省により策定されているSLAガイドラインに基づき設定している。また、FISC安全対

策基準に則ったセキュリティ機能を実装している。

特
集

特
集

特
集

　F3（エフキューブ）CRMシステム（以下、F3）とは、顧客デー

タベースを中心に、金融機関のセールス活動に必要な業務機能

をテンプレートとして用意したパッケージである。顧客データ

ベースには、「顧客属性情報」、「取引情報」、「コンタクト情報」、

「顧客信用情報」、「案件情報」、「個社別採算情報」、「獲得実績情

報」などが一元管理されている。この情報をもとに、本部・営業

店（渉外・窓口）、コールセンターなどの各種チャネルにおいて、

より効率的なセールス活動が実現できるようになっている[1]。

　F3 は、１９９７年より提供を開始し、現在では９０社以上の金

融機関への導入実績がある。導入からの経過年数と導入行の

増加に伴い、預かり資産セールス（リテール）の強化、外訪中の

情報活用支援、などCRMシステム利用シーンは拡大し、情報

活用ニーズが高まっている。一方で、特に情報保護の観点から

安心して利用できる安全なシステムが求められており、セキュ

リティの強化は欠かせない。

　万全なセキュリティの確保と積極的な情報活用による顧客提

案力・業務生産性向上の両立を目指し、「金融機関向けのモバ

イル活用プラットフォームサービス（F3 Mobile Shield Center 

Service、以下、本サービス）」の事業を企画した。２００４年より

F3 を利用いただいている北國銀行さまの採用が決定しており

[２]、２０１２年３月の提供開始を目指して現在準備中である。
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2.  事業企画の背景とねらい
2.1  セキュリティ（情報保護）の強化
　情報セキュリティを巡る脅威は日々新しくなっており、サイバー

攻撃等の手法も高度化・複雑化している。機密情報を詐取するこ

とを目的とした標的型サイバー攻撃を受けたことがある企業は、

２０１１年５月時点で３３%にのぼる [３]。また、BCP（Business 

Continuity Plan）の考慮不足や度重なる人為的ミスによるシス

テム障害もたびたび起こっている。大規模なシステム障害となる

と経営者の責任も問われるなど、セキュリティ対策はもはや

CSR（Corporate Social Responsibility）であると言える。

　外部からの脅威だけでなく、内部からの情報漏えいへの対策

も忘れてはならない。情報は企業の最も大切な資産の一つであ

り、故にその持ち出しには制限を設けている企業は多い。何を

どのように持ち出すか、あるいは何を持ち出さないかといった

制御は、情報漏えい対策において重要な要素である。

2.2  スマート端末の進化
　２０１０年はスマートフォン元年と言われる。iPhone、iPadに加

えて Android 搭載スマートフォンやタブレット端末が各携帯電

話事業者より出揃い、国内においてもスマートフォンは急速に普

及しており、iPadに代表されるより大きなディスプレイサイズで

あるタブレット端末の普及も進むとされる。（以降、スマートフォ

ンおよびタブレット端末を総称して、スマート端末と定義する。）

　現時点では個人ユーザーが牽引しているスマートフォン市場

だが、優れた可搬性や操作性を持つ製品の登場により、法人

ユーザーの注目度も高い。２０１１年７月にはセキュリティ・管理

機能を強化したビジネススマートフォンも発表されている。ま

た、非 IT企業における活用事例も多く、特にディスプレイ画面

の大きいタブレット端末に対しては、店頭や社外における顧客

とのコミュニケーションツールとしての期待が大きい。

　これまでは、スマートフォン/タブレット端末が「何に使える

か」「本当にビジネスに使えるか」という視点での問い合わせが

多かったが、今後は端末の進化に伴い「いかに活用して効果を

出せるか」という流れに変わるであろう。

2.3  金融機関の情報活用動向
　銀行は、「個人情報保護法」、「金融庁安全対策ガイドライン」、

「FISC安全対策基準」などにより、非常に高いレベルの情報保

護を求められている。一方、「金融円滑化法」、「金融商品取引

法」、「金融庁検査マニュアル（改訂版）」では、お客さまへのコン

サルティング機能の発揮、コンプライアンス機能の強化が求め

られている。つまり、情報保護は徹底されなければいけないが、

最適な提案のためには顧客情報が必須であるといった、情報

保護と情報活用の両立を目指さなければならない。

　また、金融機関、特に地方銀行の多くは情報保護を最優先し

た結果、行内ネットワークをインターネットに接続しておらず、

個人にメールアドレスを配布していない。しかし、取引先とのコ

ミュニケーション活性化や時価情報などリアルタイム性が高い

情報の入手のため、外部ネットワークへの接続は必要である。

加えて、オペレーションリスク低減を目的としたペーパーレス化

や業務生産性向上、営業活動推進といった観点からも、行内外

問わずに安全に情報を得たいというニーズは強い。

2.4  事業のねらい
　情報保護と情報活用の両立、そして業務生産性向上といった

ニーズに対し、スマート端末の進化やセキュリティ基準・ガイド

3.  F3 Mobile Shield Center Serviceの概要

3.1  サービスの特徴
　「金融機関向けのモバイル活用プラットフォームサービス（F3 

Mobile Shield Center Service、以下、本サービスあるいは

F3MSCSと略記）」は、F3 CRMシステムの拡張機能として、

スマートフォンやタブレットなどのスマート端末を高度なセ

キュリティ環境で利用するためのプラットフォームサービスで

ある。スマート端末と行内ネットワークの間に盾となるシールド

センターを置くことで、情報保護と情報活用ニーズを両立でき

る。その特徴と効果を表1に示す。

　本サービスを利用することで、F3 CRMシステムやインター

ネット、電子メールなど、個人情報を含むお客さまに関する各種

情報を安全に店外で利用可能となる。従来お客さまの来店時

にしかできなかった提案活動が店外で実施できるだけでなく、

店外でのシステム操作までも可能となることで、事務処理その

ものの省力化を実現できるようになる。

　堅牢なセキュリティ環境を実現するため、シールドセンターは

高度なセキュリティ対策を施したデータセンターにシステム基盤

を設置し、運用する。北陸電力株式会社と当社の共同出資により

4.  セキュリティ
4.1  FISC安全対策基準への対応
　FISC とは、金融情報システムセンター (FISC：The Center 

for Financial Industry Information Systems) の略であり、

金融情報システムに関連する諸問題について調査研究を行う組

織として発足している。FISC が示しているガイドラインの中に、

金融機関のコンピュータシステムを構築する際に遵守すべき項

目が基準として策定された『金融機関等コンピュータシステム

の安全対策基準（通称：FISC 安全対策基準）[５]』があり、シス

テム要件やシステム構築の手順などが含まれている。金融機関

のコンピュータシステムを構築するにあたり、FISC 安全対策

基準に則っているかどうかは一つの指標として重要視される。

　本サービスでは、FISC 安全対策基準へ準拠を前提にサービ

ス設計を進めている。 

5.  おわりに
　本稿では、金融機関から求められるセキュリティ基準に基づい

て、安全に利用・活用できる環境（F3 Mobile Shield Center 

Service）検討結果について述べた。本サービスは、現段階で

構築中であり、最終的なサービス仕様などの情報については

弊社のF3（エフキューブ）サイトを参照いただきたい[1]。今後も

お客さま満足度向上を目指して一層の機能拡張に努めたい。

ラインの整備といった周辺環境は既に整っており、銀行をはじ

めとした金融機関におけるスマート端末の活用とインターネッ

ト接続は実現可能な状況にある。

　当社は、F3の開発および提供を通して高い金融業務ノウハウ

を蓄積しており、また、中核事業として高品質・高信頼性のネッ

トワーク・アウトソーシング事業を展開している。金融機関にお

けるビジネスシーンでのスマート端末の活用検討は急速に拡

がっており、その活用ニーズへの対応強化も合わせて、新規事業

として金融機関向けのモバイル活用プラットフォームサービス

の事業展開を計画している。当社の強みを活かし、F3と iDCの

連携サービス、および堅牢なセキュリティ環境を提供する。

図１ F3MSCS 全体概念図

3.2  サービスの提供機能
　本サービスでは、F3 CRM システムやインターネット、電子

メールを高度なセキュリティ環境でスマート端末から使えるよ

うにするために、スマート端末から仮想アプリケーション基盤

を経由し、行内システムを参照する仕組みを提供する。

　携帯キャリア事業者とシールドセンター間、およびシールドセ

ンターと金融機関データセンターを閉域綱で接続することで、

一度もインターネット網に接続せずにスマート端末から F3 

CRMシステムを使用できる。また、スマート端末ではシンクライ

アント機能を使用する仕様としているため、端末側にデータを残

さずに済み、情報漏えいを防ぐことができる。また、オプションと

して提供するインターネット接続および Web メール機能につい

ては、通信フィルタリングやWeb閲覧ログ管理、プロキシ機能、

アンチウィルス機能を揃え、高セキュリティな接続を実現する。

　なお、システム運用に必要な ID 連携やウィルス対策等の運

用管理基盤、行内からのセキュアなファイル持ち出しを制御す

るアプリケーション、そしてサービスデスク機能も提供する。

本サービスが提供する機能を表２に示す。

表３  SLA 分類項目

表４  サービス定義例（抜粋）

3.4  サービス運用について
　本サービスでは、サービスレベルを維持するため、シールドセ

ンターにおいて当社のアウトソーシングサービスと同等の運用

サービスを提供する。

　表５にシールドセンターの運用サービスの一覧を示す。

　本サービスでは、外部からの脅威に対するセキュリティ対策とし

て、外部からのアクセスを制限している。ここでは、スマート端末か

らシールドセンターと、シールセンターからお客さまデータセン

ターの二つに分けて説明する。

　まず、図２に示すようにスマート端末からシールドセンターま

では、携帯電話事業者の閉域網と金融機関ごとのVPN 接続に

より、全てを閉域ネットワークで接続している。加えて、携帯電

話端末認証を利用することで、インターネットからのアクセス

や端末番号を登録していないスマート端末からのアクセスを

遮断し、不正アクセスやなりすましを防ぐ。本サービスは、シェ

アード型のサービスであるため、複数の金融機関の利用を想定

している。ネットワークを仮想的にトンネリングし、セキュアに

各金融機関の内部セグメントへ接続する。

　次に、図３に示すようにシールドセンターからお客さまデータ

センターまでは閉域網で接続し、フィルタリングおよび通信の暗

号化により不正アクセスを排除する。また、Web メールやイン

ターネットを経由したファイルの持ち出し・持ち込みについても、

ログ管理や上長承認、暗号化 /パスワード付与等のフローをシス

テムに搭載することで制御する。

　なお、スマート端末から金融機関セグメントのサーバへの接続

は、SSL通信により暗号化を行うことで盗聴を防ぐ。

MORITA Norikazu

森田　記和

● ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
　クラウドインテグレーション部
● 基盤構築業務ならびにプロモーション、アライアンス推進
　業務に従事

MORITA Akiko

森田　聡子

● ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
　クラウドインテグレーション部
● 基盤構築業務ならびにプロモーション、アライアンス推進
　業務に従事

FUKUYAMA Tomoko

福山　朋子

● 金融ソリューションプロダクト事業本部
　金融ソリューション事業推進部　事業企画課主任
● F3（エフキューブ）に関する営業、事業推進、および
　新商品企画・開発業務に従事

NAGAHARA Isamu

永原　勇

● 金融ソリューションプロダクト事業本部
　金融ソリューション事業推進部長
● F3（エフキューブ）に関する営業、事業推進、および
　新商品企画のマネジメント業務に従事

スマート端末 携帯キャリア網

モバイルプリンター

【インテックのシールド・データセンター】

システム運用サービス（NOC）

フ
ァ
イ
ヤ
ー
ウ
ォ
ー
ル

スマートフォン
接続
サービス

インターネット
メール接続
サービス

インターネット
接続
サービス

セキュアファイル
送受信
サービス

仮想
デスクトップ
基盤
サービス

ログ管理
セキュリティ監視・認証

サービス

高セキュリティ・データセンター（INTEC）

金融機関様向けの高セキュリティ対策が施された
安全に外部ネットワークと接続できる「シールド（防御）」センター

専用線
（閉域）

【各金融機関の事務センター】

フ
ァ
イ
ヤ
ー
ウ
ォ
ー
ル

CRM
システム

グループ
ウェア

行内
ネットワーク

（イントラネット）

営業店
ＰＣ

インターネット

フ
ァ
イ
ヤ
ー
ウ
ォ
ー
ル

インターネットおよび対象端末
以外からのアクセス

登録端末未済

自行用ネットワーク以外への接続

登録済端末からの
規定プロトコル以外のアクセス

登録済端末からの
規定プロトコルによるアクセス

NG

携帯キャリア網

Ａ銀行端末

Ｂ銀行端末

インターネットおよび、対象端末
経由以外のアクセスを遮断

自行以外のネットワークへの
接続不可

ＦＷ

iDC

A銀行用
内部セグメント

Ｂ銀行用
内部セグメント

XenApp
サーバ等

OK

NG

NG

NG

INTERNET ネットワーク

サービス

バックボーン

広域イーサ網

XenApp
サーバ等

行内認証基盤と同期規定プロトコル以外を遮断

キャリア
基地局

A銀行用

B銀行用

F3MSCSの特徴　　　　　　　　　　　　効果

スマート端末からの直接接続を防
ぎ、安全に外部からのネットワー
ク接続が可能である。

F3 CRM システムをはじめとする行内
システムやインターネット、電子メール
など、個人情報を含むお客さまに関す
る各種情報を安全に店外で利用可能
となる。

外部からの攻撃はシールドセン
ターで受けて対応が可能である。

スマート端末およびシールドセン
ター内にはデータを残さない。

複数の金融機関へシェアード型で
提供する。

行内ネットワークに直接攻撃が届くこ
とはない。

行内ネットワーク外に情報漏えいする
ことなく、安全に店外で情報を活用で
きる。
高度なセキュリティ環境を低コストで
利用できる。

表２  F3MSCSサービス定義一覧

機能　　　　　　　　　　　　　機能概要

11. ファシリティ及び運用、
　  サポート

キャリア網とiDC間を閉域網で接続する
－複数行の相乗りを想定
－FWの利用によるフィルタリング、データは
　SSLを利用した暗号化通信

iDCと銀行事務センター間を閉域網で接続する
－FW及びルータ間通信の暗号化を行う

モバイル端末へシンクライアント機能を提供する
－CitrixのXenApp機能を利用

行内ＰＣへシンクライアント機能を提供する
－WindowsのRemoteApp機能を提供する

XenApp上のブラウザからのインターネット接続基
盤を提供する
－URLフィルタ、Web 閲覧ログ、アンチウイルス
　機能

XenApp上のブラウザからの Web メール基盤を
提供する
－上長承認及びメールアーカイブ機能

モバイル端末上の業務アプリから銀行事務セン
ターへの代理中継を行う

行内のID管理基盤とiDCのID管理基盤を連携する

ウイルス対策、バックアップ、監視、監査証跡参
照（ログレビ）機能を提供する
－ 監査証跡としてサーバアクセスログ及びユーザ
　利用ログ、ネットワーク機器アクセスログを取得
　し、ログレビへ集約する

銀行事務センターとiDC間のファイルの持出を
セキュアに行うための仕組みを提供する
 －持出・持込のログをログレビへ転送する

iDC のファシリティ、システム運用及び F3 モバイ
ル・シールドセンターサービス全体のサービスデス
ク機能を提供する

1. モバイルネットワーク

2. データセンター間
　 ネットワーク

3. 仮想PC基盤
　 （XenApp）

4. ターミナルサービス
　 基盤

5. インターネット接続基盤

6. Webメール基盤

7. 負荷分散基盤

8. ID連携基盤（SIは個別）

9. 運用管理基盤

10. ファイルセキュア持出・持
       込アプリ（アプリはサービ
       ス提供、基盤SIは個別）

3.3  サービスレベルについて
　本サービスでは、経済産業省により策定されているSLA ガ

イドライン [４] に基づき、性能、運用、契約、セキュリティ等につ

いてのサービスレベル目標（SLO: Service Level Objective）

を定義している。SLA ガイドラインには表３のような SLA 分

類項目があり、本サービスでは、たとえば、２４時間３６５日のサー

ビスを提供し、サービス稼働率については F3 CRM システム

利用サービスで９９.９９%/ 年、インターネット接続および Web

メールサービスで９９%/ 年を目標としている。表４にサービス

定義例の一部を示す。

設立した株式会社パワー・アンド・I T が２０１１年６月より開設し

たデータセンターを使用する。順次、当社の複数のデータセン

ターに拠点を拡大、分散することで、災害対策の強化も図る。

分類　　　　　　項目 分類　　　　　　項目
サービス契約

可用性

信頼性

拡張性

最低契約期間
お客さまからの解約
タイミング
サービス提供時間
サービス稼働率
ディザスタリカバリ
アップグレード方針
（パッチ）
アップグレード方針
（バージョンアップ）
システム監視基準
障害通知時間
障害通知プロセス
障害監視間隔
サービス提供状況の
報告方法
ログの取得方針
提供リソースの上限
同時接続利用者数

サービスデスク

セキュリティ

データ管理

問合せ時間帯
公的認証取得
通信の暗号化
システム監査への
資料提供
情報取り扱い環境
情報取扱者
ウイルススキャン
バックアップの方法 /
取得のタイミング
バックアップデータの
保存期限
バックアップ世代数
障害時のリストア
データの暗号化

分類　　　　　　項目　　　　　　　　　　　　　内容

データ
管理

バックアップの方法 /
取得のタイミング

バックアップデータの
保存期限

バックアップ世代数

障害時のリストア

データの暗号化

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 仮想イメージバックアップ（1回 /日）
   システムバックアップ（初期 / 変更時）

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 原則1日
   （1日に1回 常にフルバックアップを取得）
● メールアーカイブバックアップ
   （1年分：データは蓄積型）
－ メールデータ消失時はアーカイブより復旧
● 監査証跡（5年分：データは蓄積型）
   ※保存期限については協議の上決定
● システムバックアップ
   （各サーバ及び NW機器について1世代分）

【EINS/SPS 利用サーバ】
●  1世代
● システムバックアップ（1世代）

【EINS/SPS 利用サーバ】
● 仮想イメージより自動的に復元
● システムバックアップからの復旧
   ※お客さま都合でのリストアについては
      スポット対応

● 行わない

監視サービス

定常保守サービス

セキュリティサービス

リモート保守サービス・
障害対応サービス

サービスデスク

● ネットワーク・サーバの定常監視を、
　24時間 365日有人体制で実施する。
● 障害発生時には、監視システムにより
　アラートを検知し、所定の連絡先に連絡
　する。

● リソース状況報告、インシデント・アラー
   ト報告やシステム構成情報などを月次レ
   ポートとして報告する。
● バックアップサービスにより、必要なデー
   タについてのバックアップ（定常）を行う。

● セキュリティパッチ適用作業を実施する。
● ウィルス対策サービスにより、自動的に
   ウィルス対策を実施する。
● 監査証跡管理サービスにより、監査証跡
   収集および監査証跡参照機能を提供する。

● システム不具合時に、当社技術者による
   迅速かつ的確な対応を行う。
● CE対応、システムバックアップからのリスト
   アを行い、通常のサービスレベルに戻す。

● 受付窓口の常設、トラブル時の調査対応、
   保守体制の維持

表１  F3MSCSの特徴と効果

表５  シールドセンター運用サービス一覧

図２  外部からのアクセス（モバイル網）

許可されていない接続先に
対するアクセス

許可されている接続先に
対するアクセス

iDC

内部セグメント

OK
NG

定期的なＯＳのパッチ適用による脆弱性の排除
ウイルス対策ソフトの導入

iDC側に顧客データを置かない運用
不正アクセスの監視、アラート

許可通信のみ 許可通信のみ

不正アクセスの排除
および暗号化通信

NG

OK

事務センター

行内セグメント

許可されていない接続先に
対するアクセス

許可されている接続先に
対するアクセス

図３  データセンター間のアクセス

表６  セキュリティ脅威に対する対策

不正アクセス・
なりすまし

盗聴

ウイルス
（マルウェア）

情報漏えい対策

コンプライアンス
違反

● FWによる多段セグメント分割及びフィルタリング
　－ DMZの構築
　－ インターネット側公開ポートの限定
● IPSによる侵入検知
● モバイル端末までの閉域接続
● 銀行所有のモバイル端末のみからの接続許可
● モバイル端末のロック機能の利用
● 仮想アプリケーション基盤へのログイン及び各アプリ
  ケーションへのログインについてユーザ認証を行う
　（認証方法は協議の上決定）

●通信の暗号化

● 中継メール装置によるスパム /マルウェアの除去
● サイト表示時のマルウェアチェック
● 全サーバへのウイルス対策ソフトの導入
● モバイル端末までの閉域接続
● 行内システムへの2段階アクセス
● モバイル端末に業務データを残さない画面転送方式
● Web閲覧等操作ログの取得
● URLプロキシによる不要サイトへのアクセス不許可
● ログレビの導入による監査証跡取得・参照

脅威　　　　　　　　　　　　　　　対策

4.2  セキュリティリスクとその対策
　セキュリティ脅威は、不正アクセスやなりすまし、盗聴、ウィル

スなどの外部脅威と、情報漏洩やコンプライアンス違反などの

内部脅威に大別される。表６に本サービスにおけるこれらの

脅威に対するセキュリティ対策についての一覧を示す。


