ITビジネス&ニュース：情報セキュリティEXPO

広告企画
ＴＶ会議システム新時代
シチズン エクシード
適応進化する企業

情報セキュリティEXPO
日経ブロードバンドニュー
ス、平日午後5時15分から。

［最新の発表］ＤＤＩポ
ケット、７月からサービ
スエリア拡大予定の対象
地域など発表
［最新の発表］ナノ・メ
ディアとフジテレビ、Ｐ
Ｅ'Ｚオフィシャルサイト
「ＰＥ'Ｚ …
夏のボーナス特集
[TV]液晶テレビ、多彩な
品ぞろえ――「驚天動
地」な製品も
［DVD］大容量化が進
むHDD内蔵型DVDレ
コーダー
新製品レビュー
携帯充電にも使える手回
し充電ラジオ――太知の
「充電たまご Ｍ
Ｇ―120Ｇ」
情報セキュリ
ティEXPO
情報漏えい対策製品に注
目集まる
パスコ、地図情報検索
サイトで花火大会情報を
提供
ロゴヴィスタ、８ヵ国
語マルチ翻訳ソフト
サプライチェーンマネ
ジメントの手法、Ｅラー
ニングで習得――ＳＣＣ
日本支部が無償で提供

情報セキュリティEXPOが開幕――情報漏えい対策製品に注目集まる
情報漏えい・ウイルス対策など情報保護関連の製
品やサービスを集めた展示会「情報セキュリ
ティEXPO」が7日、東京・有明の東京ビッグサイ
ト（東京国際展示場）で開幕した。 >>本文へ進む
トレンドマイクロ、ＰＯＳやＡＴＭのウイルス対策システム
企業向けのウイルス対策サービスで日本最大手の
トレンドマイクロは、新製品のお目見え場所として
先週開催されたNETWORLD+INTEROP TOKYOで
はなく、「情報セキュリティＥＸＰＯ」を選んだ。
「セキュリティー関連の展示に絞られたこちらの方
が商談に結びつきやすいと考えた」と同社の担当者
は語る。 >>本文へ進む

企業内部からのウェブ閲覧やメール送受信を監視――トッパン エ
ムアンドアイ、オーク情報システム
従来、情報セキュリティーといえば外部からの不
正侵入やウイルスへの対策が主流だった。しかし、
ヤフーＢＢ！の個人情報漏えいが内部からの犯行
だったことが発覚したこともあり、情報セキュリ
ティＥＸＰＯでは数多くの企業が内部からの情報漏えいを監視する
製品を出展している。 >>本文へ進む
ハードディスクを丸ごと暗号化――マクニカネットワークスの
「SafeBoot」
日本ではまだ問題視されていないが、欧米では
ノートパソコンの盗難や紛失によるデータ漏えい対
策は大きな課題になっている。パソコンのログイン
画面がパスワードでロックされていても、ハード
ディスクを抜き出してしまえばデータを簡単に手に入れることがで
きるためだ。 >>本文へ進む
物理的に破壊して情報漏えい防ぐ・ハードディスク破壊機
機密データが残っているかもしれない、ハード
ディスクのデータを処分する手っ取り早い方法は、
原始的で単純だ。物理的に破壊すればいいのだ。そ
れを実践しているのが日東造機やオリエント測器コ
ンピュータが製造しているハードディスク破壊機
だ。 >>本文へ進む
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アップル、携帯デジタ
ル音楽プレーヤー「iPod
mini」を７月24日に発売
フェリカ搭載携帯電話
の発売日決定――ｉモー
ド ＦｅｌｉＣａ サービ
スがスタート

リコー、機密文書を複写できないコピーシステム
パソコンやネットの情報漏えいについては議論さ
れるようになったが、一番よく使われている紙文書
による流出について語られることは少ない。そんな
現状に一石を投じているのが、機密文書の複写を防
止するリコーのコピー機、imagio Neo602/752
だ。 >>本文へ進む

コニカミノルタ、手ぶ
れ補正付き12倍望遠デジ
タルカメラ「Ｚ３」

警察のハイテク捜査向けにも売り込み――フォーカスシステムズ
のForensic Toolkit
ネットワーク犯罪や情報漏えい事件などで使われ
コニカミノルタ、500万
たパソコンの解析には手間がかかる。どのような
ファイルがどれくらいあり、その中身はどのような
画素の薄型デジタルカメ
ものなのか。物的証拠を完璧揃えた上で法廷に臨む
ラ「Ｘ５０」
必要があるため、調査には時間がかかる。そうした
コニカミノルタ、320万 犯罪捜査の一助になるかもしれないのが、フォーカスシステムズが
販売する「Forensic Toolkit」だ。 >>本文へ進む
画素の薄型デジタルカメ
ラ「Ｘ３１」
記憶から連想するイメージを使った認証――ニーモニックセキュリ
ティ
ＩＴ最前線
「10年前、自分はイギリスに旅行した。そのと
ブログの法人利用に期
き、シャーロックホームズの帽子を買った。しか
待――シックス・アパー
し、その時スリに財布を盗まれて、入っていた四つ
ト日本法人社長の関信浩
葉のクローバーをなくしてしまった」ニーモニック
氏
セキュリティのブースでは、思い出から連想する画
像を選択しながら認証するユニークな仕組みを紹介している。 >>本
まんがで学ぶＩＴの
文へ進む
「掟」
転ばぬ先の掟 ソフトの
貸し借りは厳禁！
富士通、「未来生活」
を体験できる展示会を７
日から開催
富士通、130万画素デジ
タルカメラ内蔵のＰＤＡ
を発売
NETWORLD+INTEROP
2004 TOKYO
インターロップ東京、幕
張メッセで開幕――出展
者数増加も「目玉」を欠
く
日本無線、ストレート
タイプのAirH" PHONE新
機種を発売
「チノン」の名前つい
に消える・１日付けで社
名変更
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ソニー、「ウォークマ
ン」型のHDD内蔵携帯音
楽プレーヤー
携帯電話
ヤフー、携帯電話向け
サービス拡充
個人情報保護
富士通、ＩＣカードに新
暗号技術・解読に2000万
年？
ＩＣタグ
医療廃棄物、ＩＣタグで
追跡・ＩＢＭなどがシス
テム
デジタル家電
東芝、携帯電話で白物家
電操作可能に
ＩＣカード
ＪＲ東のＩＣカード「ス
イカ」、ファミリーマー
トが採用へ
クルマのＩＴ化
高速道路値下げ、ＥＴＣ
車限定で来春に前倒し・
国交省方針
ビジネスeyeナビ
まんがで学ぶITの
「掟」
坂村健のユビキタス日
記
e能e才
放送・通信最前線
便利機能
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用語集
ＩＴ関連ニュースサイ
ト
ＩＴ関連統計サイト
ビジネスデータ
bk1書籍ランキング
eマネジメント
コラム：経営改革講座
「IT時代の新たなボトル
ネックを制する<」
「個人情報流出事件から
教訓は得られるか<」
ニュースフォーカス

アウトソーシング・
サーチ
営業
>>詳
細
営業・セールス
ダイレクト販売
調査

電子商取引

ホームページ

物流

広告・イベント
情報システム
>>詳
細
全社的業務システム
全社的情報システム
情報インフラ
セキュリティ
システム運用
情報システム全般

▲ 上へ
ITビジネス&ニュースへのご意見・ご感想やお問い合わせは、webmaster@nikkei.co.jp までお願いします。
｜日本経済新聞社案内 ｜採用 ｜日経グループ ｜
/ NIKKEI NETについて / 著作権について / プライバシーポリシー / セキュリティーポリシー / リンクポリシー /
NIKKEI NET 広告ガイド｜新聞広告ガイド｜NIKKEI4946.com (新聞購読のご案内)
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広告企画
ＴＶ会議システム新時代
ストレージ最新動向
情報漏えい対策セミナー

情報セキュリティEXPO
日経ブロードバンドニュー
ス、平日午後5時15分から。

［最新の発表］ＤＤＩポ
ケット、７月からサービ
スエリア拡大予定の対象
地域など発表
［最新の発表］ナノ・メ
ディアとフジテレビ、Ｐ
Ｅ'Ｚオフィシャルサイト
「ＰＥ'Ｚ …
夏のボーナス特集
[TV]液晶テレビ、多彩な
品ぞろえ――「驚天動
地」な製品も
［DVD］大容量化が進
むHDD内蔵型DVDレ
コーダー
新製品レビュー
携帯充電にも使える手回
し充電ラジオ――太知の
「充電たまご Ｍ
Ｇ―120Ｇ」
情報セキュリ
ティEXPO
情報漏えい対策製品に注
目集まる

記憶から連想するイメージを使った認証――ニーモニックセキュリ
ティ
「10年前、自分は
イギリスに旅行し
た。そのとき、
シャーロックホーム
ズの帽子を買った。
しかし、その時スリ
に財布を盗まれて、
入っていた四つ葉の
クローバーをなくし
てしまった」ニーモ
ニックセキュリティ
のブースでは、思い
出から連想する画像
を選択しながら認証 いくつもの画像から自分の記憶や思い出に残っ
するユニークな仕組 たものを選択する
みを紹介している。
実際の認証画面には、何の脈絡も並べられた十数個の画像が並ん
でおり、そこから、自分が登録した思い出に合った画像を選択して
いく。上記の場合、「イギリスの国旗」「帽子」「財布」「クロー
バー」の画像を選択すると認証が完了する。これ以外にもいくつも
の顔が並んだ画面から「高校時代の友人」を選択するといった例も
あうｒ。
番号や文字列を使った認証は、破られやすいか、覚えにくいため
忘れてしまうという弱点がある。最近注目されている生体認証は本
人でないと使えないため、複数の人間が共有する銀行預金では登録
した本人しか使えないという弱点がある。思い出を元にした認証で
あれば、本人にしか分からない上、家族で共通する思い出の画像を
「パスワード」として使えば、破られにくくかつ複数の人間で共有
できる認証の仕組みが構築できるという。

パスコ、地図情報検索
サイトで花火大会情報を
提供
ロゴヴィスタ、８ヵ国
語マルチ翻訳ソフト
サプライチェーンマネ
ジメントの手法、Ｅラー
ニングで習得――ＳＣＣ
日本支部が無償で提供
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スがスタート
コニカミノルタ、手ぶ
れ補正付き12倍望遠デジ
タルカメラ「Ｚ３」
コニカミノルタ、500万
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