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第７巻 第２号 

ＴＣＳが提案するデータバックアップサービス① 

DATAPROTECT AX 

エージェントレス・マルチプラットフォームクラウドバックアップ 

安心・安全な環境へ！ 

データが企業にとって最も重要な資産の一つの時代に 

 今日では、顧客に関するデータ、商品やサービスに関する

データ、財務や金融取引に関するデータ、従業員に関する

データなども、現代の企業に不可欠な存在となっています。そ

こで企業では、災害、障害、あるいはランサムウェアのようなサイ

バー攻撃などにより、これらの重要なデータを利用できなくなった

場合の対策を事前に講じておくことの必要性が高まってきていま

す。さらに、上記のような事象が発生した場合の対策としてのみ

ならず、企業が安心・安全に事業活動を継続できるように、以

下のような要件を満たす包括的なデータの保護とリカバリーを実

現する『DATAPROTECT AX』のサービスを提供していま

す。 

 ・安全性、信頼性 

・マネージド・サービスによる運用管理の容易性 

・月額従量課金による導入の容易性 

包括的なデータの保護とリカバリーのソリューション 

 本サービスは世界中に認められたクラウド・バックアップのテク

ノロジーを基盤にしています。 

世界中で多数の導入実績 

本サービスに採用しているクラウド・バックアップの基盤技術

は、多くの金融機関を含む世界中で100万以上の企業サイトに

導入されています。 

マルチOS、マルチプラットフォームに対応 

 以下のようなコンピューティング資源に存在するアプリ

ケーション、データベースなどを含む企業のあらゆる重要

なデータを保護します。 

・物理サーバ、仮想マシン 

（Windows、Linux、Hyper-V、VMwareなど） 

・データベース 

（Oracle、PostgreSQL、MS SQL Serverなど） 

・スマートホン、タブレット 

（Android、Apple iOSなど） 

・SaaS型アプリケーション 

（MS Office365、Salesforce.comなど） 

・クラウド型プラットフォーム 

（AWS Cloud、MS Azureなど） 

強固なセキュリティ 

 あらゆるデータは、クラウドにバックアップされている時、ク

ラウドで保管されている時など、いつでも各種の法規制に

順守した基準で保護されます。 

・AES 256-bit暗号化（送信中、保管中） 

・NIST Federal Information Processing Standard

（FIPS）140-2に準拠した暗号化 

・SOX、HIPAA、Basel IIの法規制 

・顧客管理の暗号のキーと認証 

（つづく） 

Security Days  Fall 2017に出展決まる！ DATAPROTECT AXを直接体験できます！！ 
■会期 

東京：2017年9月27日(水)～28日(木)  カンファレンス 

     2017年9月27日(水)～29日(金)  展示会 

■場所 

東京：JPタワーホール＆カンファレンス（KITTE４F) 

■詳細ご希望の方は、弊社担当営業へお申し付けください。 
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安心・安全をご提案いたします 

 本サービスのパブリック・クラウドのデータセンターは堅牢な耐

震設計に基づき、強固なセキュリティ、冗長化された電源と空

調設備、自家発電施設などを完備し、国際標準のISO27001

（ISMS）を取得しており、最高度

の安全性を誇っています。しか

も、東京・大阪・沖縄・香港・シン

ガポールにもデータセンターがあ

り、万一の時にも安心です。安全

にクラウド上に保管。 

バックアップとリカバリーのリーダーとして 

 パブリック／プライベート／ハイブリッドのクラウド・サービスを

通じて、各企業に真のメリットをご提供するために、以下のよう

な各種取り組みを行っています。  

・データの長期保存への対応 

 業界によっては、特定のデータを10年以上保存す

る必要があり、このために本サービスの安全なユー

ザーインターフェースを使用して、きめ細やかなデータ

保存のポリシーの作成を支援しています。 

・災害復旧（DR）のテストの実施 

 データ・リカバリーのテストを無料で支援しています。

その他、災害復旧（DR）テストを含む有用なサービス

も用意しています。 

・災害復旧（DR）のドキュメント化 

 災害復旧（DR）や事業継続計画（BCP）のテスト

を実施する企業向けに、技術テストのシナリオとプロセ

スについてのドキュメントをご提供しています。 

(つづき) 

 

エージェントレスのアーキテクチャー 
 

 バックアップやリストアのためのエージェントを、バックアッ

プの対象とするサーバなどにインストールすることは不要であ

るために導入が簡単です。 

 さらにこの技術によって、バックアップの対象とするサーバ

などの不必要な再起動も不要となり、稼働状態を保ったま

まの導入が可能となります。 

 

アプライアンスを設置するだけの簡単な導入 

 あらかじめクラウド・バックアップとリカバリーに必要なソフト

ウェアが組み込まれたアプライアンスを設置するだけで、安

全かつ迅速にクラウド・バックアップを開始できます。  

 

 

 

 

選べるクラウド・バックアップのサイト 

 クラウド上の安全なデータセンターにデータをバックアッ

プすることにより、不慮の災害や停電時でも重要なデータ

を保護できます。（ハイブリット型にも対応） 

データバックアップサービス①DataProtect AX と ②Vario Data Protectの簡単な比較表 
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安全・安心をご提案いたします 

現在ご利用のバックアップ環境に 

不満、不安はありませんか？ 
●NASに全てバックアップして

いるが、この拠点に何か起きたら

全データを失ってしまう・・・・ 

●クラウドだけのバックアップで

は不安。ローカルにも同じデー

タを持っておきたい・・・・ 

●ランサムウェア感染によるバッ

クアップデータの消失が心

配・・・ 

●高額な装備ではなく、ある程度満足できないか・・・ 

その課題を廉価版の『VDP-Vario Data 

Protect』が解決します。 
①バックアップ課題：バックアップ環境の構築費用 

 バックアップデータの保存先としては、外付けHDD、

NAS、磁気テープ、クラウドなど、データ容量や運用方法

の異なる様々な選択肢があります。一般的には、信頼性向

上に比例して費用がかかりますが、日々の運用や将来的な

拡張も考慮した環境構築の検討が必要です。 

②バックアップ課題：バックアップデータの管理 
 バックアップデータは、機器故障や災害などの「物理的

障害」へのリストアに備えた管理が必要です。バックアップ

データの適正な世代管理により、万が一のリストアをより確

実なものとします。 

③バックアップ課題：BCP対策としての有効性確保 
 データバックアップの重要な目的として、自然災害や火

災などに対する事業継続性の向上があります。ローカルの

バックアップデータを消失した場合でも、遠隔拠点やクラウ

ド上に複数データを保管し、リストア可能な環境を整えるこ

とで、効果的なBCP対策(Business Continuity Plan)

を実現します。 

ＴＣＳが提案するデータバックアップサービス② 

ランサムウエア対策の決定版 VDP-Vario Data Protect 



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年夏版 
●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 

株式会社東証コンピュータシステム 

・〒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 

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 

●コミュニケーションの第１歩、会

話する 

●最も進んだ人工知能テクノロ

ジー 

●ネットにつながる、次世代のコ

ミュニケーション 

●より人間に近い動きへ。自由に

歩き、探し、近づく 

好評 レンタル中 


