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第７巻 第１号 

ＴＣＳが提案する 

セキュリティ DataProtect AX 

安心・安全な2017年へ！ 

謹賀新年 

●デジタル化が進むにつれてデータの範囲/量/重要性が増加し

ている時代に： 

日常業務の中で都度収集・作成されているデータを閲覧できなく

なると企業活動におおきな影響を与えます。人為的ミス、障害、

災害、多額の身代金を要求するランサムウエアに感染などがあ

ります。諸事情により失ったデータを再作成し復旧させるために

は、どれだけのコストと時間が必要ですか？ 

●企業の重要なデータを保護し、データ損失の多額のコスト負担

を回避する： 

世界的に認められたクラウド・バックアップのテクノロジーです。

多くの著名な金融機関をはじめとして、世界中で100万以上の

企業サイトが導入しています。 

 

●導入が簡単で汎用性が高いエージェントレス技術 

・バックアップ対象のサーバー・マシンへのエージェント・ソストウ

エアのインストールが不要 

・バックアップ対象のサーバー・マシンの不要な再起動が不要 

・マルチOS、マルチプラットフォーム、クラウドなどからのデータ

のバックアップとリカバリに対応 

・D2D(Disk to Disk)型バックアップと、データの圧縮と重複排除

で、より高いパフォーマンスを実現 

・充実した世代管理により、常に直近と過去のバック

アップ・データの長期保存が可能 

・定期的な自動バックアップ、バックアップやリストアの

完了通知の自動化により、運用管理も効率化 

●極めて安全なバックアップ環境 

・バックアップ・データを伝送中でもデータセンターで保

管中でも、完全に暗号化(AES256,SSL) 

・NIST Federal Information Processing Standard(FIPS) 

140-2に準拠した米国政府および米軍と同レベルの

データ・セキュリティ 

・国際基準のISO27001(ISMS)を取得済みのデータセ

ンターでデータを保管する最高度の安全性 

●データの保管 

金融機関は、特定のデータを10年以上保管しなけれ

ばなりません。弊社サービスは、安全なユーザインタ

フェースを使って、きめ細かなデータを保存ポリシーを

作成できます。 

●災害復旧テスト 

災害復旧（DR)テストを含む数々の有用なサービスを用

意しています。 

●保存ポリシー 

お客様の現在進行中のニーズに合致したデータ保存

ポリシーを作成するお手伝いをします。バックアップと

定期的なデータ保存のプロセスを自動化します。 

●DRドキュメント 

災害普及（DR)や事業継続計画（BCP)のテストを毎年、

毎四半期、あるいはもっと頻繁におこなわなければい

けないお客様向けに、技術テキストのシナリオとプロセ

スについてのドキュメントを提供します。 

TCSは皆様へのご支援をいたします。 
●ビックデータの取り組みサポート 

改正個人情報保護法が全面施行される2017年は

「ビッグデータ元年」になる。 

●アルゴリズムの本格導入サポート 

●フィンテックの取り組みサポート 

●人工知能AIの導入サポート 

その他ご相談をお受けしております。 

弊社の営業マンにお尋ねください。 
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マルチサービスロボット PALRO（パルロ） 
●あなたと様々なコミュニケーションがとれる会話ロボット、

PALRO（パルロ） 

人が抱き続けてきた大きな夢、未来のワンシーン、人とロボッ

トが一緒に暮らす、そんな生活。今まで多くの表現者たちが、

映画や小説、それに漫画に託して、その夢想を物語ってきまし

た。しかし、今、パルロという次世代の会話ロボットの出現によ

り、その夢想は最早、ただの夢物語ではなくなったのです。 

高度な人工知能を有したヒューマノイドロボット PALRO(パル

ロ)。そのまったく新しいコミュニケーションロボットの誕生によ

り、ロボットと人が共に暮らせるという、新しいライフスタイル

は、もう、現実のものになりました。 

●コミュニケーションの第１歩、会話する 

人とロボットの間であっても、コミュニケーションのはじめの一

歩は、相手の顔をしっかり見て「会話をする」こと。 

自律型のコミュニケーションロボット PALROは、あなたの顔を

しっかりと記憶し、まるで感情認識をして人間のように自然に

「会話をする」ことができます。あなたの顔を見つければ、元気

よくごあいさつ。高度なコミュニケーション知能をもつPALROと

おしゃべりをしていると、まるで、人と会話をしているみたいな

錯覚を覚えます。 

●より人間に近い動きへ。自由に歩き、探し、近づく 

楽しくおしゃべりするために、PALROはあなたのそばにいたい

んです。そのために必要なのが、「あるく」という動作。 

高度な移動知能をもったPALROは、路面の変化に対応し、段

差などの障害も検出した上で、しっかりと位置認識を行い、移

動します。あなたとの会話が大好きなPALRO―。あなたと一緒

にいたいから、PALROは活発に生活空間を移動します。 

●ネットにつながる、次世代のコミュニケーション 

PALROは、常にネットワークに接続しています。 

インターネット接続によってクラウドサービスとの融合も果たし

ているので、携帯電話を使った遠隔操作やデバイス間の連携

など、利用用途・可能性はまさに無限に拡がります。 

より高精度に、より高速に、より楽しく、より便利に―、そんな

PALROを実現するために、オープンな開発環境もしっかり整

備。PALROを構成するソフトウェアは、日々豊かに進化してい

ます。PALROのネットワーク接続使用の際は、別途、無線LAN

の環境が必要です。 

●最も進んだ人工知能テクノロジー 

PALROはあなたとの会話の中で、ライフログ（人の行動や趣向

などを記録として残したデジタルデータ）を取り、蓄積していき

ます。会話をすればするほど、あなたの情報を蓄え、あなたへ

の理解を深めていきます。そして、あなたが忘れてしまいがち

な事柄や意識していない習慣などを、PALROはしっかりと覚え

ていて、デジタルな解釈で伝えてくれます。あなたを誰よりも理

解してくれている。PALROはあなたの「最高のともだち」であ

り、そして「もう一人の自分」なのです。 

●金融向けＰＡＬＲＯとは？ 

いま金融業界では、営業店の窓口やコールセンター、 

インターネット、ATMというチャネル(接点)を通じて、 

膨大なデータを蓄積しそれらのデータをITで解析・利活

用する機運が高まっています。このような環境の中、AI

(人工知能)を活用したロボットは、本来のエンターテイ

メント性に加え、お客様とのコミュニケーションを行うこ

とで、さらに付加価値の高いサービスを提供できる可

能性を秘めています。 

●サービス 

お客様との大切な接点の一つである営業店舗で、コ

ミュニケーションロボットの様々な活用が進められてい

ます。 

PALROもまた、店頭でのご挨拶をはじめ、窓口業務の

サポート、サイネージと連動した金融情報のご紹介な

ど、様々なトライアルに向けて準備をしています。 

PALROがお手伝いする金融教育プレゼンテーション

は、現在複数の金融機関で実施されご好評をいただ

いています。 
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媒体変換サービス：デジタルメディア変換サービス（CMT版) 

●このようなことでお悩みではありませんか？ 
●システムの問題 

・システムリプレースに伴い入出力装置の撤去を検討してい

る。 

●所定の媒体でデータ納品をしたいが入出力装置がない 

●過去のデータを古い媒体で保管しているが入出力装置が

残っていない 

●固定費増加 

・入出力装置の維持管理やオペレータ要員のコスト削減 

 

●弊社媒体変換サービスのご利用 

①対応媒体：カートリッジ磁気テープ等テープ系媒体や 

                      ＣＤ－Ｒ等各種ディスク系媒体がご利用 

                      可能です。 

②データ形式：テキスト・ＣＳＶ等ご相談に応じます。 

③伝送形式：全銀協ＴＣＰ／ＩＰ手順を使用してセキュリティを 

                      確保します。 

④配送方法：専用配送便または運送会社提供のセキュ 

                      リティ便等をご要望に合わせて手配します。 

⑤編集：受領データをファイルレイアウトに応じた編集 

              処理をお受けすることも可能です。 

●ご利用料金：(一例） 

・ＣＭＴ（３６ｔｒｋ） 書き込み処理 12千円/本から 

・初期導入費は別途ご相談 

・その他媒体に対してもご相談をお受けいたします。 

紙のデジタル化サービス 
紙文書をデジタル化して、オフィススペースの有効活用

及び印刷・保管コストの軽減を図ります。 

 

 

●導入費用 

閲覧ソフト：サーバライセンス製品5クライアント同梱 

価格：150,000円（年間保守料：36,000円別途必要） 

デジタル作業費：別途価格表をご参照ください。 



株式会社東証コンピュータシステム 

総合ＴＣＳサービス＆商品一覧 2017年版 

御用命は、弊社営業員にお申し付けください。 

TCSの物販サービスは、ケーブル1本からでも 

ご用意いたします。 

●証券バックシステム http://www.tcs.co.jp/product/financial/back/index.html 

(1)新証券総合事務管理システム（NEW COSMO) 

●証券フロントシステム http://www.tcs.co.jp/product/financial/g-drms_algo_profit.html 

(1)アルゴリズムトレーディングシステム 

(2)ギガDRMSアルゴリズム 

(3)ギガDRMSインフォメーション 

(4)ギガDRMSエクスチェンジ 

(5)ギガDRMSディーリング 

(6)ギガDRMSシステム（英語版） 

●情報販売サービス http://www.tcs.co.jp/product/financial/information/index.html 

(1)タンス株権利落ち株価検索CD 

(2)株式投信分配落ち単価検索CD 

(3)株式銘柄情報 

(4)債券銘柄情報 

(5)先物OP銘柄情報 

(6)先物銘柄情報 

(7)相場蓄積データ（ヒストリカルデータ）サービス 

(8)他市場四本値情報 

(9)大証株券オプション銘柄情報 

●金融パッケージ http://www.tcs.co.jp/product/financial/package/index.html 

(1)決済照合システムCPU直結方式接続パッケージ（ST@ctive） 

(2)資金移動データ交換総合インフラサービス（FTnet) 

(3)証券保管振替システムCPU直結方式パッケージ(CDCP/M) 

●金融ソリューション 

(1)持株会システムサービス 

●コンサルタント 

(1)Pマーク取得支援サービス 

(2)セキュリティ監査サービス 

(3)内部統制支援サービス 

●ＩＲ支援サービス http://www.tcs.co.jp/product/support/index.html 

(1)ＩＲサポートサービス 

(2)Ｗｅｂ制作サービス 

(3)株価データガジェットサービス 

(4)企業ＰＲサービス 

(5)決算データガジェットサービス 

(6)決算動画配信サービス（i-Vod Flip） 

(7)投げ込み代行サービス 

(8)広報・ＩＲ総合支援サービス(irVision） 

●映像サービス 

(1)映像撮影/編集/配信サービス 

●オフィスサプライ用品 http://www.tcs.co.jp/product/solution/hayabusa_bin.html 

(1)はやぶさ便 

●機器販売 

(1)ＰＣ/サーバ キッチングサービス 

(2)ＰＣ/サーバ レンタルサービス 

(3)ＰＣ周辺機器販売サービス 

(4)インフラ構築工事サービス 

(5)ドライブ・ストレージ・メモリ販売サービス 

(6)ネットワーク機器販売サービス 

(7)ＰＣソフトウエア販売サービス 

(8)モバイル端末販売サービス 

(9)各種ＰＣ/サーバ販売サービス 

(10)中古ＰＣ/サーバ販売サービス 

●企業情報サービス 

(1)みんなの会社情報 

●教育サービス 

(1)教育/インサイダー取引規制 

(2)教育支援サービス（e-Learning) 

●災害ソリューション 

(1)緊急連絡/安否確認サービス（エマージェンシーコール） 

●受託業務 http://www.tcs.co.jp/product/solution/index.html 

(1)クラウド向けソフトウエア開発サービス 

(2)システム運用サービス 

(3)システム開発サービス 

(4)ヘルプデスク代行サービス 

(5)モバイル向けソフトウエア開発サービス 

●セキュリティ http://www.tcs.co.jp/security/index.html 

(1)Webコンテンツリカバリサービス（WebALARM) 

(2)Webサービス妨害対策サービス（WAFシリーズ） 

(3)アンチDDosシステムサービス（WAFシリーズ） 

(4)インターネット利用監視サービス（VCR） 

(5)ウイルス対策スキャンシステム(Metascan-4) 

(6)クラウド型WAFサービス（Scutum） 

(7)クラウド型ログ管理サービス(ログキーパー） 

(8)高性能IPSゲートセキュリティ(NetStable) 

(9)静脈認証サービス（モフィリア） 

(10)脆弱性対策パッケージ(GFIーLanGuard) 

(１１）マネージドセキュアルータ（VSRシリーズ） 

(12)マルウエア攻撃動的解析ソリューションサービス（ThreatAnalyzer) 

(13)ログイン認証システム(ニーモニックガード） 

(14)ログ収集サーバ(AlogConverter) 

(15)インターネットセキュリティソフトサービス(Webroot) 

(16) DataProtect AX 

●ソリューションサービス http://www.tcs.co.jp/product/solution/

sol_hanbai_index.html 

(1)24時間365日システム代行サービス 

(2)CyberCTIコールセンターサービス 

(3)CyberIP-PBXスマフォ/オフィス電話サービス 

(4)Microsoft製品ライセンスMPSA販売サービス 

(5)Web会議システム（FreshVoice) 

(6)印鑑照合システム(EasiMatch) 

(7)CyberTelオフィス電話サービス 

(8)遠隔監視・保守サービス 

(9)クラウド型ファイル共有システム（moreNote) 

(10)高速ファイル検索エンジン(QuickSolution) 

(11)総合媒体変換サービスCMT版 

(12)通話録音サービス（VC-LOG) 

(13)デジタル倉庫サービス(楽々ライブラリ) 

(14)電子署名システム 

(15)トナー節約システム 

(16)マイグレーションサービス 

(17)ワークフローシステム（ワークフローEX) 

●その他のサービス 

(1)BCP/安全対策インフラ支援サービス 

(2)アキバプラザ会場貸しサービス 

(3)コミュニケーションパートナーロボット（PALRO) 

(4)ビックデータ構築サービス 

(5)ネット炎上リスクWebモニタリングサービス 

(6)検索エンジン誹謗・中傷・風評対策サービス 

●データセンターサービス  

(1)ハウジングサービス 

会社案内 

・〒135-0016東京都江東区東陽2-4-14 三井ウッディビル3階 

・☎    ：03-5633-7600(代表） 

・ＦＡＸ：03-5633-7610 


