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FUJITSU Managed Infrastructure Service

FENICS サイトセキュリティ
新着
情報

「FENICSサイトセキュリティ」 は、FENICSビジネスネットワークからクラウド利用や新たな脅威
への対策を踏まえた、安全なインターネット接続環境をご提供するサービスです。
また今回、標的型攻撃対策を強化する「振る舞い検知オプション」を新規提供します。これま
で検知しにくかった攻撃手段が変化するタイプの攻撃の検知・通知が可能となります。

＜振る舞い検知オプションのポイント＞
■富士通独自エンジンを搭載した脅威解析センサによる検知・分析
■富士通セキュリティ監視センターによる通知と対処案の提示
■月次レポートによる未知の脅威への対処

サイトセキュリティとは

サイトセキュリティの特長

手軽に導入 検知・遮断 運用はおまかせ1 2 3

機器費などのイニシャルコストが

※同類装置・ライセンスでの比較時

お客様は申請書にご記入頂くだけ。
構築作業が不要で

～60%程度削減

導入の工数を軽減

運用保守は富士通にて実施するため

また、各種運用状況をご提供※

※有償オプション

運用負荷を低減

脅威レポート、脅威ログ

の装置から収集される

を超える未知のファイルを分析し、

で保護機能を生成

8,000社・3万台超

発見後、わずか15分

200万件/日

ウイルス・スパイウェア・ゼロデイアタックなど企業は日々進化するサーバ攻撃の脅威にさらされており、情報保護対策の重
要性はますます高まっています。「FENICS サイトセキュリティ」は、日々進化するサイバー攻撃に迅速に対応し、安全な
インターネット環境をお客様に提供します。
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サービス価格 ※本サービスのご利用には、FENICSビジネスネットワークサービスの契約が必須となります。

サイトセキュリティ

基本サービス

オプションサービス

グローバルIP追加

アナライズオプション

脅威レポート

設定変更サービス

：初期費 360,000円 、月額費用 227,000円

：初期費 34,000円 、月額費用 7,000円

：初期費 114,000円 、月額費用 34,000円

：初期費 114,000円 、月額費用 94,000円

：初期費 80,000円 、月額費用 58,000円

：一括 34,000円 ※価格はすべて税抜きとなります。

「FENICS サイトセキュリティ」が持つ、従来の出口・入り口対策機能に加え、内部対策に主眼をおいた検知機能を追加
するオプションサービスです。
従来より提供している「アナライズオプション」と併用することで、標的型攻撃に対する多層防御を実現します。

振る舞い検知オプション

【特長(Point)】
①富士通独自エンジンを搭載した脅威解析センサによる検知・分析
富士通独自エンジンを用いた検知・分析により、セキュリティを利用する全端末の全通信を対象とした脅威を監視。

②富士通セキュリティ監視センターによる通知と対処案の提示
富士通セキュリティ監視センターにより継続して通信を監視し、端末の脅威レベル付けを実施。
対処優先度の高い端末については、簡易対処法を通知。

③月次レポートによる未知の脅威への対処
サイトセキュリティでは、まだ検知されていない脅威レベルの低い端末の通信も分析や簡易対処案の提示が可能。
攻撃傾向の分析により、利用者に対する具体的な注意喚起が可能。

脅威ログオプション

振る舞い検知オプション NEW

月次レポートオプション

端末追加オプション
1000/3000/5000

：初期費 100,000円 、月額費用 670,000円

月額費用 1000：120,000円
3000 ：300,000円
5000 ：480,000円

月額費用 270,000円

※サイトセキュリティご契約の際には以下のサービスの何れかの契約・手配が必須となります。
・FENICS ビジネスマルチレイヤーコネクト ・FENICS ビジネスVPN ・FENICS ビジネスVPNプラス

・FENICS ビジネスWVS ・FENICS ビジネスIP ・FENICS ビジネスEthernet
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グリーン・インフラ・ソリューションは、お客様のサーバルームやデータセンターに対して、「機能･性能」
「安全」 「グリーン化(省電力)」の３つの観点により全体最適化を支援するソリューションです。

新メニューの「ファシリティ簡易アセスメント」は、老朽化したデータセンター/サーバルームファシリティの課
題・リスクの可視化を行うサービスです。ファシリティ改善の詳細検討に先だってご利用いただくことによ
り、今後のあるべき姿を立案するための基礎情報としてアセスメント結果をご活用いただけます。

【ここがポイント】
① 老朽化したデータセンターやサーバルームの課題・リスクを短期間かつ安価で可視化します。
② 建築専門技術者が自社DC構築ノウハウをベースに的確に問題点を抽出します。
③ 継続して詳細コンサルティング(別メニュー)をご利用いただくことにより、可視化されたリスクに対する改善のご支援も可能です。

FUJITSU Managed Infrastructure Service

グリーン・インフラ・ソリューションの新メニュー『ファシリティ簡易アセスメント』
新着
情報

グリーン・インフラ・ソリューションとは

「グリーン・インフラ・ソリューション」は、データセンター/
サーバルームのファシリティを対象に、ライフサイクルの
様々なフェーズで最適化を支援します。
お客様のニーズに応じて各種サービスを選択・ご利
用いただけます。
■ ファシリティコンサルティングサービス
「機能・性能」「安全」「省電力」の観点でお客様
のファシリティ改善、最適化を支援します。
■ ファシリティサービス
お客様のビジネスプランなどをベースにファシリティの
設計、構築支援を実施します。
■ 【新メニュー】ファシリティ簡易アセスメント

(          部)
老朽化したデータセンター/サーバルームのファシリ
ティに潜む課題・リスクを迅速かつ低コストで可視
化します。

稼働年数の長いDC/サーバルームを抱えるお客様の悩み

稼働年数の長いDC/サーバルームが抱える問題点
 将来の継続性への不安
 信頼性への不安
 ランニングコスト削減
 安全性の確保
 運用上の課題
etc

[その他の課題例]
多くのDCで対応が必要に
国内DCの約80%が、稼働後20年を超えている状況です。
企業内DC及び事業用DC共に、その多くが設備の大規模
更新の対応に迫られる時期にきています。

[老朽化]

今後の方向性を決断する必要性に直面しています。大規
模更新のタイミングは、DCの性能・機能を見直す機会で
もあります。

・設備老朽化の状況を把握し、設備更新計画を策定したい。
・自社センターの弱点を明確化して、機能の向上を図りたい。
・今後も自社でDCを所有するか、アウトソースすべきかを検
討したい。

「ファシリティ簡易アセスメント」で、専門家が短期間かつ安価な診断を行います

築25～30年はDCの見直しの機会
一般的に稼働開始後7年前後からUPS用バッテリーの更
新が始まり、15～30年目程度でUPS本体やサーバ室用
空調機、さらには受変電設備などが耐用年数を迎えること
になります。

[設備更新]
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サービスの流れ：ファシリティ簡易アセスメントの実施ステップ

 下記の実施ステップにて、サービスを実施します。

型名と価格

Step0

Step1

Step2

Step3

● 事前の確認

アセスメント対象のDC規模などを確認するため
に簡単なご質問にご回答いただきます。

● ヒアリングシートへの記載

ご契約後にヒアリングシートをお送りしますので、
ご回答をお願いいたします。

●ご担当者インタビュー、データセンター現地調査

ご回答いただいたヒアリングシートをベースに、
ご担当者へのインタビュー及び現地の調査を
実施します。(半日程度で1回実施します)

● 簡易アセスメントレポート提出

ヒアリングシートとインタビュー、現地調査の結果
を踏まえて、課題点などを抽出し、レポートとして
提出いたします。

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
簡
易
ア
セ
ス
メ
ン
ト

契
約
前

▼ 簡易アセスメントレポートの一例

さらなる詳細検討のご支援について ～課題・リスクの解決に向けて～

 ファシリティ簡易アセスメントは、DCやサーバルームの最適化を支援する「グリーン・インフラ・ソリューション」における「既存センター改
善支援」を行うファシリティコンサルティングサービスの簡易版です。本アセスメントでは、DC/サーバルームを継続使用していく上で
の課題・リスクの可視化までを行います。

 DC/サーバルームの継続使用に向けた課題・リスクへの対応については「グリーン・インフラ・ソリューション」のファシリティコンサルティン
グサービスなど、詳細コンサルティング(別途)により解決のお手伝いをいたします。「全体最適化」を見据えた改善施策の提言により、
DC/サーバルームにおける最適なファシリティ環境の実現、信頼性の向上をご支援いたします。

サービス名 型名 ファシリティ規模 価格

ファシリティ簡易
アセスメント

SV1000C391
300ラック未満 20万円

300ラック以上 30万円～【個別見積】
※「ファシリティコンサルティングサービス」「ファシリティサービス」
については、【個別見積】でのご提供となります。

特長：専門技術者による老朽化ファシリティリスクの迅速な可視化

データセンターファシリティのエキスパートである「富士通㈱一級建築士事務所*」がファシリティを簡易診断し、あるべき姿を検討するため
の課題を見える化します。

 ヒアリング現地調査の結果を基に、「機能・性能」「安全
性」「省エネルギー」「ファシリティ運用」の４つの観点に
より、課題点などを抽出。

 上記の４つの観点毎に現状の評価とリスク、信頼性レ
ベルなどを可視化。

 センターの主要設備(受変電設備、発電機設備、UPS
設備、空調設備等)については 設備毎の課題点や評
価ポイントを取り纏め。

* 富士通㈱一級建築士事務所は、 1987 年の開設以来、建築のプロフェッショナル集団として、社内外で実践してきた建築設計・
監理やファシリティ関連のコンサルティングのノウハウをベースに、運用を第一に考え、お客様の経営課題に直結するクリティカルなファシリ
ティの最適化に取り組んできました。 現在は「グリーン・インフラ・ソリューション」を中心に活動しています。

お客様施設

グリーン・インフラ・ソリューション
(データセンター・サーバルーム)

建築ソリューション
(物流センター・オフィスビル など)

富士通DC・各種施設

データセンター構築

ファシリティ関連ビジネス

社内実践の
ノウハウを
ソリューション
として提供

富士通㈱一級建築士事務所の基本活動コンセプト
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