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1990年に竣工されたインテック横浜ビルは、インテック

社のアウトソーシング事業とインテックコミュニケーションズ

社（以下、IC）のネットワーク事業の拠点として、重要な役

割を担っている。インテック横浜ビルには高層棟ビルと低層棟

ビルがあり、高層棟ビルはオフィス用ビル、低層棟ビルはコン

ピュータ関連機器の設置を想定したデータセンタービルであ

る。アウトソーシングやネットワークサービスの中核となるの

が低層棟ビルであり、情報機器やデータ、ネットワーク設備が
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ITが企業だけではなく社会生活にとっても重要性が高まる現代において、ITサービスを提供する我々システム

インテグレータにとって強固なセキュリティの確立は不可欠であり義務と言える。

インテックは富山計算センターと呼ばれた時代から40年に渡り、受託計算や情報処理サービス（アウトソーシ

ング・サービス）を事業の中核として、その技術とノウハウを蓄積してきた。そして、それらを結集しアウトソ

ーシング事業およびネットワーク事業における重要拠点として「インテック横浜ビル」を建設した。インテック

横浜ビルはこれらのサービスを提供する上で「セキュリティの確保」を最重要事項とし、ビルの設計段階では勿

論の事、技術的にも日々の運用管理においても常にセキュリティの向上を図ってきた。そして、組織的な取り組

みによる見直しと改善を繰り返す事で、強固なセキュリティのもと安定したサービスを提供している。

本稿では、インテック横浜ビルを中心としたセキュリティについて「管理的セキュリティ」・「物理的セキュ

リティ」・「技術的セキュリティ」の観点で述べることとする。
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図１　インテック横浜ビル外観と構造
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設置され、24時間365日のサービスを提供している。

近年ITの普及により、ネットワークを含めた情報システムは

企業活動にとって大変重要な役割を担うようになった。しかし、

驚異的な技術的進歩や多様化、高度なサービスレベル要求等の

理由から各企業が独自で情報システムの構築や運用管理を維持

する事が困難となりつつある。そこで情報システムをシステム

インテグレータ（以下SIer）など外部事業者にアウトソーシ

ングする事により、ITコスト削減やコアビジネスへの注力化を

実施し、経営スタイルの刷新を図る企業が年々増えている。

アウトソーシングには様々な形態があり、現在はホスティン

グやハウジングサービスを中心としたオペレーション、業務運

用、システム管理を提供するものに付加サービスを加えた形態

が主流である。一般的にホスティングやハウジングは専用設備

が整ったデータセンターを利用する場合が多く、また近年では

インターネットサービスをベースとしたインターネット・デー

タセンター（以下iDC）の利用も増えつつある。現在iDCを含

めたデータセンター事業者は70社以上、iDC事業の市場規模

は2005年には3,600億円まで拡大すると予測されている（1）。

このようにiDCを含めたデータセンターのニーズは今後ます

ます高まり、ASP（Application Service Provider）やBPO

（Business Process Outsourcing）などサービス範囲拡大

や多様化が進むと予想されるが、お客さまとの信頼関係のもと

重要な情報資産を預かりサービスを提供する基本的な形態は変

わらないと思われる。利用するお客さま側にとっても情報シス

テムの基盤となるデータセンターは重要な生命線となってい

る。利用者側のニーズによりデータセンターに求められる要素

は様々だが、如何なる場合においても必須となるのが「セキュ

リティ」である。

セキュリティとは起こりうる脅威から重要な情報資産を保護

する事であり、さらに対象物や対策手段の観点で分類すると「管

理的セキュリティ」・「物理的セキュリティ」・「技術的セキュ

リティ」となる。これらはアウトソーシング・サービスを提供

するSIer及びデータセンターにとってどれ一つとして欠く事

は出来ず、それぞれに対し改善や対策を講じる必要がある。ま

た利用者側としても重要な情報機器や機密データを預ける以

上、SIerやデータセンターを選択する際にはこれらの点を考

慮する事が重要になってきている。

管理的セキュリティとはポリシーや管理基準を策定し、それ

に基づいて行動する事によってセキュリティを確保する事であ

る。横浜ビルを拠点としているアウトソーシング・サービス・

センター（以下、OSC）とICではお客さまの重要な情報資産

を扱っている事から、以下のように常に組織的なセキュリティ

の向上に取り組み改善を行ってきた。

アウトソーシング事業の当初からの取組みとして、経済産業

省（旧通産省）の「情報処理サービス業情報システム安全対策

実施事業所（以下、情報サービス安対認定）」の認定取得を維

持してきており、その設備関連の基準及び管理・運用に関する

基準に適合した施策を行ってきている。なお、この情報サービ

ス安対認定制度は2001年3月末で廃止され、後述のISMS認

証制度に移行している。

ICは特別第2種電気通信事業者として各種ネットワークサー

ビスを行ってきている。そのため、総務省（旧郵政省）の情報

通信ネットワーク安全・信頼性対策実施登録制度における登録

を維持しており、その設備基準、環境基準及び管理基準に適合

した施策を行ってきている。

世の中の情報化とともに個人情報の漏洩事件が時々発生し大

きな問題となっていることから、インテックも全社的な取組み

として、（財）日本情報処理開発協会が推進する個人情報保護の

ための「プライバシーマーク制度」への対応を行うこととし、実

践遵守計画（コンプライアンス・プログラム）を策定、運用を

開始し2000年2月に認定を受けている。当横浜ビルにおいて

もこの実践遵守計画のもと、個人情報を含むデータの情報セキ

ュリティには特に配慮して業務を行っている。なお、ICも2004

年でのプライバシーマーク認定取得に向け準備を行っている。

OSCおよびICは「情報サービス安対認定」制度の後継となる

2. データセンターのセキュリティ

3. 管理的セキュリティ

3.1 情報処理サービス業情報システム安全
対策実施事業所認定制度への対応

3.2 情報通信ネットワーク安全・
信頼性対策実施登録制度への対応

3.3 プライバシーマーク制度への対応

3.4 ISMSの認証取得の取組み
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「ISMS（Information Security Management System：

情報セキュリティ・マネジメント・システム）適合性評価制度」

の認証取得に取り組み、2002年11月にICが認証取得、

2003年5月にはOSCが認証を取得している。

「情報サービス安対認定」では設備面のセキュリティ対策が

重要であったが、ISMSはそれに加え、人的・組織的な管理手

法も含めたマネジメントシステムを構築し運用管理していく点

が大きな特徴であり、組織の所有する人も含めたあらゆる情報

資産の機密性、完全性、可用性を確保及び維持する為に、組織

としての方針及び目標を定め、達成していくものである。

OSC及びICではISMSの指針に基づき、セキュリティの責

任分担を明確にした組織体制を整備し、セキュリティポリシー

のもとマニュアル、対策基準、手順書を制定し、これらの定め

るところに従って日々の業務運用を行っている。そのためにお

客さまや自社の情報機器やデータなど全てを保護すべき情報資

産として洗い出し、「機密性」・「完全性」・「可用性」の観

点からリスク分析を行い、それに対する必要な施策を定めてい

る。施策の実施は年度毎にISMS運用計画を立て、実施、評価、

改善のPDCAサイクルによるリスク低減に取り組んでいる。

これらISMS活動の中心となるのが組織内に設置された

ISMS推進委員会であり、構築から日々の運営を行っている。

それに加え、定期的にマネジメントレビューや内部監査を実施

し、マネジメントシステム全体の評価と改善を行い、また、個

人レベルの意識向上と定着化を目的とした講習会開催等の教育

活動にも積極的に取り組んでおり、組織一体となってセキュリ

ティレベルの向上を図っている。

物理的セキュリティとは防災設備や入退館管理など物理面に

おけるセキュリティを確保する事である。インテック横浜ビル

低層棟（以下、横浜ビル）は物理的セキュリティを実現する為

に以下のような設備を備えている。

（1）IDカード認証システムによる入退館及び入退室管理

（2）監視モニターによる24時間365日監視

（3）強固な電源設備（2重系統受電、無停電電源装置、非常

用自家発電装置）

（4）ビル管理システム「Buil-Keeper」による基本設備の一元管理

・電源設備

・空調設備

・防災設備（ハロン化物消火設備）

本章では、これらの設備のセキュリティについて述べる。

データセンターは情報機器やネットワーク設備を安全かつ効

率的に運用管理する事を目的とし、自社の機器だけではなくお

客さまの機器や重要データのセキュリティを確保しつつ効率的

に運用管理する事が求められる。その為、物理的かつ環境面で

の厳重なセキュリティ管理が不可欠であり、横浜ビルではその

基盤としてIDカード認証システムによる入退館及び入退室管

理を行っている。

ビル内の入退館（室）は全てIDカードによる認証システム

で管理され、IDカード固有の識別コードをセンサが受信する

ことで制御システムが自動照合及び判別を行う仕組みとなって

いる。その為、例え社員であってもIDカードが無ければ横浜

ビルの入退館は不可能となる。そのIDカード認証システムの

特徴と管理方法を以下に述べる。

（1）CPU搭載のIDカードによる認証

IDカードは名刺サイズで磁気カードより若干厚く、特

徴としてCPUを搭載している事が挙げられる。磁気カー

ドは安価な反面、クレジットカード等でも例があるよう

に偽造や複製が比較的容易でありセキュリティレベルが

高いとは言えない。又、テンキーシステムは暗証番号を

入手すれば誰でも入退館（室）可能で、暗証番号の定期

更新や公開方法の配慮など管理面での負荷が高く、個人

毎の認証情報も取得する事が出来ない。

それに対しIDカードはCPUが搭載された情報機器の一

つである為、偽造や複製が現実的に不可能である。また

暗証番号更新など管理面での負荷も無く、さらに認証ロ

グの自動収集が可能である。
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図２　情報セキュリティポリシーの体系

4. 物理的セキュリティ

4.1 入退館及び入退室管理



（2）非接触型認証

センサとIDカードは電磁誘導波を利用し、接触する事

なく認証を行う。その為、IDカードを胸などに携帯する

ことにより、自動ドアと変わりなくドアの開閉が行われ

る。特にデータセンターの運用における荷物や物品の運

搬が多い状況では効率性も重要であり、カードを携帯し

たまま認証が行われる事でセキュリティと効率性を両立

させている。

（3）区域、時間帯毎のセキュリティレベル

入退館（室）の各ドアだけでなく、フロア内でも機密

性の高いデータ保管室など数十箇所にIDカード認証セン

サが設置されている。それら区域毎にセキュリティレベ

ルが設定されており、入退室者の所持するIDカード固有

識別コードがそのレベルに達していなければ入退室がで

きないようになっている。セキュリティレベルは、所属

組織や従事している職務により数十段階に分類して設定

されている。また、時間帯によってもセキュリティレベ

ルを設定しており、夜間や休日にはレベル制限をしてお

り、別途申請することによって許可が無ければ入退館

（室）出来ないようにするなどの設定をしている。

（4）アクセスログ管理

IDカードには、各個人と対応させた固有の識別コード

が設定されている。その個人と対応させたIDカードが入

退館（室）時にセンサにより認証された情報は全てログ

として記録され、一定期間、管理部門で厳重保管してい

る。その認証ログにより、入退館（室）情報の定期的な

チェックを実施している。また、認証ログはセキュリテ

ィ事故発生時の調査に利用することも可能である。

ネットワーク設備設置区域や機密性の高いサーバ設置区域等

の厳重管理区域などは、これらIDカードによる認証に加え、

最高レベルのIDカード携帯者でも関係者以外は入室出来ない

ような個別の認証システムが設置され、セキュリティレベルが

高められている。このように横浜ビルは入退館時だけではなく、

各フロアや区域に入室する際にも複数の認証システムを組み合

わせることにより特定の関係者のみの入室を許可し、セキュリ

ティを確保している。

各ドア付近やフロア内の数十箇所に監視モニターが設置さ

れ、中央監視室により24時間365日の監視が行われている。

監視モニターは遠隔操作が可能であり、入退館（室）時やフロ

ア内での行動も常時監視を行っている。外部の不正侵入者の監

視と同時に、内部者の不審行動に対する抑止効果もある。

データセンターとしてサービスを提供する上で重要なファシ

リティに電源設備が挙げられ、安全性という面で強固な電源設

備が必要であり、以下のような電源設備を完備している。（図

3参照）

（1）2系統の受電設備

電力会社から本線と予備線の二系統による受電を行っ

ており、災害や事故により一系統が遮断されても予備系

統による受電が可能なようにセキュリティを高めている。

（2）無停電電源装置（CVCF装置、蓄電池）

ホストコンピュータ、サーバや通信設備等の全機器は

無停電電源装置を通じて電源が安定供給されており、瞬
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4.2 監視モニター

4.3 電源設備
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図３　電源設備の構成
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間停電時においても電源断は一切発生しない（空調、照

明の電源設備は一旦停止後、自家発電装置による電源供

給が行われる）。

（3）非常用自家発電装置

長期停電時にはガスタービン非常用自家発電装置によ

り電源供給が可能である。燃料補給所を含めた補給体制

が整備されており継続的な電源供給が可能となっている。

基本設備はインテック社製の総合ビル管理システム「Buil-

Keeper」により一元管理されている。電源の供給状態、温湿

度などの空調状態、防災設備などを24時間365日自動計測し、

中央監視室にて集中監視を行っている。また、異常時の警報発

令等も全て中央監視室で制御し、ビル設備における異常状態の

即検知および迅速な対応を取る事が可能となっている。

近年、ブロードバンドの利用拡大によるインターネットの急

激な普及は社会的にも企業にとっても多くの利便性をもたらし

ている。しかしその反面、ネット犯罪やウイルスの蔓延など情

報システムにとっても脅威が増大しているのが現状である。そ

の為、ネットワークサービスを提供する上で技術的な対処によ

るセキュリティを確保する事が不可欠となる。そこで本章では特

にインターネットにおける技術的セキュリティについて述べる。

近年、企業活動においてさらなる発展を図る為に積極的にイ

ンターネットを利用する事（企業の情報発信やエレクトロニッ

ク・コマース（EC）を実現するなど）が重要になっている。

しかし、インターネットを利用する事で柔軟なコネクティビテ

ィを実現する一方、不特定多数のアクセスが前提となる為、不

正アクセスなどの重大なリスクを伴う。

インターネットを利用する場合、一般的に以下のようなリス

クが想定される。

・不正アクセス（改ざん、破壊、盗聴、なりすましなど）

・サービス妨害（DoS攻撃、DDoS攻撃、SPAMメールなど）

・ウイルス

この様な不正アクセスを防ぐためには、インターネットと企

業内ネットワークの間に適切なセキュリティ保護の仕組み（フ

ァイアウォールなど）が必要となる。しかし、セキュリティ保

護の仕組みを構築、維持管理していくには、以下の要件を満た

す必要があり、TCOの大幅な増大に繋がる可能性がある。

・セキュリティポリシーの作成、維持

・高い専門性

・日々のセキュリティ情報（パッチ）の収集

・高価な通信機器の維持

これらの要因によるTCO増大は企業にとって大きな負担で

あり、また企業内で専門要員を育成するには膨大な時間も必要

となる。

ここで、TCOを軽減する解決策の一つとして、ICが提供す

るネットワークサービスEC-Farmを紹介する。

ICが提供するネットワークサービスであるEC-Farmは、お

客さまのECサイト構築に必要な設備・環境を提供してシステ

ム運用をお手伝いするサービスである。

また、インターネット利用に伴うリスクを防止し、以下のよ

うな高度なセキュリティと高品質なサービスを提供している。

（1）堅牢な物理的セキュリティ

EC-Farmのネットワーク機器及びそのネットワークに

接続されるお客さまの情報機器は全て横浜ビルに設置さ

れ、前章に述べたような堅牢な物理的セキュリティのも

と運用される。

（2）高いセキュリティレベルのサーバ設置環境

2段型ファイアウォールを採用し、Webサーバを設置

するインターネット公開ゾーンとDBサーバを設置するイ

ントラゾーンに分けることにより、セキュリティの高い

ECサイト環境を提供している。（図4参照）

（3）不正アクセス監視サービス

専用の監視システムを用いてインターネットからの不

正アクセス（DoS攻撃、ホームページ改ざん、不正ログ

イン攻撃など）を常時監視し、検知および対処する事が

可能である。

（4）メールウィルスチェックサービス

ウイルスの感染ルートの90%を占めるといわれている

（IPA/ISEC資料より）メールのウイルスチェックを行い、

ウイルス侵入の未然防止を行う。

56

5.1 インターネット利用に対するリスク

5.2 ICが提供する
ネットワークサービスのセキュリティ

4.4 ビル管理システム
「Buil-Keeper」による一元管理

5. 技術的セキュリティ



（5）IX（インターネット・エクスチェンジ）接続

商用IP（JPIX）との接続及び複数キャリアとの相互接

続により、高速かつ安定した接続環境を提供している。

（6）サーバ運用管理

ICのネットワークコントロールセンター（NCC）にお

いて、お客さまのECサイトの可用性を高め、お客さまの

運用負荷を軽減するきめ細かなサーバ運用管理を24時間

365日体制で行っている。（図5参照）サーバ機器の稼動

監視に加え、システムプロセス（OS、ミドルウェア、ユ

ーザアプリケーション）の稼動監視、システム資源

（CPU、メモリ、ディスク容量など）の監視等により、

ECサイトの安定稼動を実現する。又、バックアップ等の

システムオペレーションも行っている。

（7）ネットワーク機器の提供

信頼性・安全性の高いECサイトの構築に不可欠なファ

イアウォールや負荷分散装置等のネットワーク機器を共

用サービス機器として提供し、自社構築に比べて低コス

トの構築を可能としており、セキュリティ情報の収集と

いったネットワーク機器の運用における負荷も大幅に軽

減できる。また、これらのネットワーク機器は二重化さ

れており、可用性の高いシステム構築を実現している。

横浜ビルはこれまで述べたような「管理的セキュリティ」・

「物理的セキュリティ」・「技術的セキュリティ」の観点で

日々のセキュリティ確保に努めてきた。しかし、将来的な技術

進歩やサービス形態の変化に伴い、現状を常に見直し柔軟に対

応していく事で、よりセキュリティレベルを高めていく事が重

要と考えている。セキュリティとは目に見えにくいものではあ

るが、サービスを提供する上で重要かつ不可欠な要素であり、

セキュリティレベルの向上が結果的にお客さまの満足度に繋が

ることも確かである。横浜ビルにとって今後も「セキュリティ

の確保」を最重要事項と捉え、そのレベル向上に向けより一層

継続的な改善に努めていきたい。
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