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■動作環境

◆OS：
　・Red Hat Enterprise Linux4、5、6

◆検索対象添付文書ファイル形式
　□ファイル形式
　・Word、Excel、PowerPoint 
　　95/97/98/2000/2002(XP)/2003/2007/2010 for Windows、
　　98/2001/2004/2008/2011 for Mac
　・一太郎 V5-V13/2004-2011
　・PDF、RTF、CSV、HTML、XML、SGML
　・ODF 1.0/1.1/1.2
　・Visio 2002/2003/2007/2010
　□圧縮・アーカイブ形式
　・フィルタデフォルト設定　ZIP, LZH
　・検索デフォルト設定　ZIP, LZH
　・オプション設定　GZIP, TAR, RAR
　□エンコード形式
　・BASE64、QUOTED-PRINTABLE、UUENCODE

◆GUI対応言語
　・日本語、英語、中国語

◆ブラウザ：
　・Microsoft Internet Explorer 6以上

　　　　　　は
国内296社108万ユーザ以上の導入実績をもつ 

アーカイブ＆フィルタソリューションです。

大容量・テラバイト級のアーカイブを高速検索。 

その性能は、1社3万、4万ユーザを抱える大企業

で実証され、多くの利用者を抱えるASPサービス

会社の高い要求にも対応しています。
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WISE Auditは、株式会社日立システムズエンジニアリングアンドソリューションと株式会社エアーの登録商標です。WISE Audit には株式会社データ変換研究所が開発した「デ変研 TFラ
イブラリ」が組み込まれています。 WISE Audit には「QuickSolution」が含まれています。「QuickSolution」は 住友電気工業株式会社の登録商標です。WISE Auditには、RSA Data Se-
curity, Inc. が開発した MD5 Message-Digest Digest Algorithm が組み込まれています。 その他記載の会社名・製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標・サービス名称です。 WA1206-1

WISEファミリー　メッセージングソリューション

内部統制・IT統制への対応、コンプライアンス強
化を実現し情報セキュリティの課題を解決する実
績の電子メールアーカイブ＆フィルタシステム

既存メールシステムを生かしたまま、スマートフォンと会社メー
ルの完全同期を実現する、スマートフォン向けSyncサーバ

集中管理された社内メールに携帯電話やPCで社外
から安全にアクセスするためのWebメールシステム

メール誤送信による添付ファイルからの情報漏え
いを防止する、ゲートウェイ型誤送信防止ソリュー
ション

Outlook、Outlook Express、Windows Live 
Mailのアドインとして実装する誤送信防止クラ
イアントツール

WISEファミリーは 、
一元管理されセキュリティの高いエンタープライズメッセージング環境を構築するためのトータルソリューションです。
CSR（企業の社会的責任）を推進し、ビジネス継続性を確保する、より安全なビジネス環境の創出を支援します 。

企業が求める、メールセキュリティソリューション。
WISE Auditは、メールのアーカイブとフィルタリングにより、内部統制・情報漏えい防止・

コンプライアンス・企業の社会的信用の確保といったメールセキュリティ分野で必要とされ

る対策を、単独の製品で解決できるメールセキュリティソリューションです。使用環境やニー

ズに応じて、多彩なオプションを組み合わせることで、低コストで高い効果を発揮します。

WISE Auditを導入すると・・・WISE Auditを導入すると・・・

アーカイブ

法的証拠の確保

メール監査

漏えいの経緯探索

メールバックアップ

フィルタリング

スパム・ウイルス対策

情報漏えいの発見

私用メールの発見

不適切なメールの発見

誤送信防止

上司にBCC

外部宛先・添付チェック

添付ファイル暗号化

一定時間保留

内部統制、コンプライアンスを強化、
業務効率もアップ！

メールポリシーの順守を強化し、外部からの
攻撃だけでなく内部からの情報漏えいも抑止！

「うっかり」誤送信による
  情報漏えいを防止！

内部統制やコンプライアンスへの対応が求められる現在、メー
ルの長期保存、監視・監査はもはや当然。WISE Auditは高
い技術力をいかした大容量保存を実現し、管理者でもメール
ユーザ本人でも検索できる実績ある高速検索を提供します。

従来から問題となっているスパム、ウィルスメールの対策に
加え、入退社や人事異動の激しい会社では、特に社内からの
情報持ち出しにも十分な対策が必要です。WISE Auditでは 、
高速テクノロジを採用した、フィルタリング機能を提供します。

メール誤送信による情報漏えいは、企業の社会的信用の失墜
にもつながり、その対策は企業のメール管理における重要な
課題となっています。 WISE Auditはメールの誤送信に対す
る企業の悩みと要求に応えます。

●基本構成
社内から社外へ出ていくメール、社外から社内へ入ってくるメール、社内
から社内へ送られるメールの全てをアーカイブ・フィルタリングします。
送信メールと受信メールの区別は、自社ドメイン名に基づいて判別します。

●Exchange/Dominoサーバでの構成
Exchange/Dominoにはジャーナル設定、WISE AuditにはWISE Auditの
Exchange/Dominoサーバオプションを追加します 。

●分散構成
サイトのメールトラフィック規模に応じて、複数のサーバからなるマシン
構成が可能です。ロードバランサを導入した負荷分散型クラスタ構成によ
り負荷を分散させると同時に耐障害性を向上させることができます。

【ネットワーク配置】
●ゲートウェイ構成
送信元と受信元のメールサーバが異なる場合には、IPアドレスを指定して
送受信のルーティングを切り分けたゲートウェイ構成を取ることもできます。
ゲートウェイ構成の場合、アーカイブ・フィルタリングの対象は社内から
社外へ出ていくメールと社外から社内へ入ってくるメールになります。



メールに潜むリスク管理は、企業の重要な課題。

メール利用がもたらす企業のリスクと課題

メールを介した情報漏えい、不適切なメールによる損失の回避、各種法律への対応など、メー

ルに関連する企業の責任が増大しています。

企業は、ビジネスコミュニケーションの中核であるメールをめぐるリスクに対して、積極的

にセキュリティ管理を行っていく必要があります。

課題と要望

●業務メールは全て堅牢に保存したい。

●求められたときにメールをすぐに提出したい。

●アーカイブをバックアップとしても利用したい。

●システム管理者の負担は増やしたくない。

●私用メールの常習犯を特定したい。

●不適当なメールがどのくらいあるか知りたい。

●情報漏えいを防ぎたい。

●スパム、ウイルスメールを減らしたい。

●メールの送信先数に制限をつけたい。

●外部メールは特に注意したい。

●添付ファイル送信時には再チェックしたい。 

●添付ファイルを自動で暗号化したい。

●上司に全メールをBCCさせたい 。

課題と要望

課題と要望

リスク

●過去のメールを証拠として提出したいが、
　見当たらない。

●監査請求で、昨年の全通達メールが必要に。
　作業コストが膨大。

●PC破損で重要メールを紛失 。
　ビジネスチャンスを失った。

●コンプライアンス対策が不十分で、
　企業の社会的信用が低下。

リスク

●私用メールによる業務能率の低下。

●誹謗中傷メールにより社会的信用を失墜。

●個人情報、社内の機密情報が漏えいし、
　賠償責任問題に発展。

●スパム、ウィルスメールによる
　メールトラフィック量増加。

リスク

●誤ってCCで送信 。
　大量のメールアドレスが流出。

●社内宛メールを間違って社外へ送信。
　別途、謝罪メールを送ることに。

●顧客リストを誤って社外へ送信。

●上司の承認なしで契約が締結。

アーカイブ機能

フィルタリング機能

誤送信防止

全送受信メールのアーカイブと検索

社外秘、企業機密情報の流出を防止

誤送信防止対策の強化で、企業の社会的信用を確保

●証拠としてメールは全て堅牢に保存
＜テラバイト級の全送受信メール保存＞
社外との送受信だけでなく社内での送受信もアーカイブに保存。拡張性が高く、大
規模サイト・長期保存を必要とする環境では、複数サーバによる柔軟な構成で力を
発揮。さらに、宛先/差出人/表題/最大サイズの組み合わせによるアーカイブ対象外
設定、メールの圧縮アーカイブも可能。

＜安全なデータベース＞
アーカイブデータは、金融系基幹業務での実績を持つスケーラブルな商用リレーシ
ョナルデータベース（RDB)に保存し、データの機密性を保持。

●バックアップ、リストア
＜保存データの自動バックアップ＞
スケジュール（日数/月次）と、ディスク使用率による保存データのローテーション
設定が可能。また過去の保存データを外部メディアへ定期的に自動バックアップ。

＜リストア設定＞
外部メディアにバックアップしたデータをリストアすることで、過去のメールアー
カイブ検索が可能。

●用途に合った方法でメールを復元・抽出
＜メール復元＞
問題発生時、人事異動による業務引継後など、特定のメールを復元したい場合に、
詳細な検索条件でメールを素早く抽出。

＜メール一括復元＞
メールサーバ障害時、クライアントPCの故障、過失によるメールの消失時など、
一定期間内のメールを全て復元したい場合に便利。

＜EMLダウンロード＞
管理者は目的の検索結果メールをEML形式ファイルとしてダウンロード可能。

●多様な検索方法でメールを確実に検出
＜キーワード検索＞
指定期間のメールを全文検索インデックスを使用し検索。条件を組み合わせた
検索も可能（1と3、2と3の組み合わせ）。
　1. 本文・添付ファイル内テキストに対して論理演算子（AND/OR/NOT条件）
　　を使用して検索。
　2. 本文・添付ファイル内のテキストに対して自然文入力による類似検索（あ
　　いまい検索）で検索。類似度の高い順に表示。
　3. 差出人、宛先、表題、添付ファイルの有無、添付ファイル名で検索（フィー
　　ルド検索）。

＜バッチキーワード検索＞
事前にキーワードを登録しておき、検索を定期的に実行。検索結果一覧はCSV
形式ファイルへの保存が可能。

＜データベース検索＞
手軽に、直前に到着したメールも含めた検索が可能。検索条件は期間、差出人、
宛先、メールサイズ、オーディットID※1。

※1）　保存されたメールを管理するためにWISE Auditが保持する一意のメール番号。

●柔軟なフィルタ設定
＜ポリシーの設定＞
コンテンツタイプ、送信メールツール名（X-mailer）、添付ファイル名、差出人、
宛先、表題、本文・添付ファイル内のテキストにフィルタリングしたいキーワード
を設定。また、表題、本文
・添付には複数のキーワー
ドを登録したグループの使
用も可能。
さらに正規表現を使用した
フィルタのキーワード設定、
添付ファイルのパスワード
有無や宛先区分（To、Cc、
Bcc）での指定が可能。 

●社外宛ての添付ファイルは
　自動暗号化して送信
＜ZIP暗号化オプション＞
社外へ送信される電子メールの添付ファ
イルは、パスワード付き暗号化ファイル
（ZIP形式）に自動変換して送信。万一の
誤送信時には、パスワードの送信をキャ
ンセルすることで、情報漏えいを防止。

●フィルタが保留したメールを
　送信者自身が確認
＜個人保留キューオプション（PQO）＞
社外宛メール、添付メール、宛先に上司
の含まれないメールなど、条件フィルタ
※2に一致したメールを配送制御（配送/
本人にエラー返信/個人保留キューを留め
置き）。送信者は個人の保留キューにア
クセスして閲覧／削除／配送を実行。

●送信ボタンを押した後でも
　メールを取り戻せる
＜時間差配送オプション＞
メール配送を保留し、管理者が指定した時
間経過後に自動的に配送。メール保留中には、
送信者が専用の画面からメールの操作を行
うことができ、送信直後に気付きがちな「う
っかり」誤送信を「なかった」ことに。

●私用、情報漏えいメールの
　発見手段に有効
＜WISE Analyzerオプション＞
私用メール、情報漏えいメール、誹謗中傷
メールなど、 WISE Auditのフィルタにヒ
ットしたメールを統計情報としてビジュア
ライズ。問題メールの監視により、業務効
率の低下やコンプライアンス違反の改善を
支援します。
［監査項目］
・私用メール
・情報漏えいメール
・誹謗中傷メール
・カスタムフィルタ

●状況に応じたメール処理
＜メール処理方法＞
フィルタされたメールは「配送」「返送」「削除」「転送」「保留」のいずれ
かのアクションを実行。「保留」されたメールは管理者が内容を確認し、「配
送」「返送」「削除」「転送」を実行。「削除」したメールも一旦、ごみ箱へ
保存され、内容確認も可能。

●アーカイブ検索結果からやり取りを「見える化」
＜メール相関図（スーパー管理者のみ）＞

アーカイブ検索結果か
らまたは「メール相関
関係検索」メニューから、
メール送信者を中心と
したメールによる交流
パターンを相関図とし
て表示。誰と誰がメー
ルを通じて頻繁にやり
取りしているかが一目
瞭然。

＜スレッド表示（スーパー管理者のみ）＞
アーカイブ検索
結果から、検索
したメールに関
連するやり取り
メールをスレッ
ド（ツリー構
造）で表示。

●Exchange、Dominoユーザの社内間メールも保存
＜Exchange、Dominoサーバオプション＞
内部統制を見据え、社内間メールも保存し、監視・監査対応することで企業
の社内的信用を確保。　
なお、社外⇔社内間のメール保存はWISE  Audi tの標準機能のみで対応可能。

●管理者への依頼は不要、自分でメール検索
＜パーソナル検索オプション＞
ユーザが送受信したメールを、ユーザ本人が自由に検索し、自分宛に送信。
自分自身でいつでも自由に検索できるためシステム管理者の負担を軽減。

●一時的に許可範囲内で自由に検索
＜都度権限付与機能＞
メール監査を行いたい担
当者（一時監査者）に対し、
権限分掌に配慮した範囲で、
一時的にアーカイブ検索
を許可。許可された一時
監査者は一時監査ツール
でメール監査を実行。緊
急の監査にも迅速に対応
可能。

●運用管理ツール
管理者（スーパー管理者／グルー
プ管理者）とグループメンバー
の登録、アーカイブとフィルリ
ングに関する設定・操作・ログ
表示を実行。
＜ログ表示＞
・フィルタ処理ログ
・統計情報ログ
・アクセスログ

●一時監査ツール
スーパー管理者に任命された一
時監査者が使用し、スーパー管
理者に指定された範囲（対象メー
ルアドレス、検索期間等）内で
アーカイブメールの「検索」「閲
覧」「EMLダウンロード」を実行。

●システム管理ツール
システム管理者が使用し、アク
セス制限・パスワードなどの初
期設定やアーカイブ・フィルタ
リング用の各種設定が可能。未許可の外部宛先は、赤字

で表示されます。
強制追加された上司BCCは 、
青字で表示されます。

［きめ細かな暗号化ルールの設定］
  ・３種類の暗号化強度
  ・メール本文暗号化する/しない
  ・通知メール内容の設定
  ・暗号化対象外の設定

メール利用がもたらす企業のリスクと課題

Version5

※2）テンプレート化された条件フィルタ以外
　　  はカスタマイズで対応可能です。

管理ツール 管理者権限の分離により内部統制に対応

［保留中のメール操作］
  ・本文の閲覧
  ・メール削除
  ・メール配送

企業が求める、メールセキュリティソリューション。
WISE Auditは、メールのアーカイブとフィルタリングにより、内部統制・情報漏えい防止・

コンプライアンス・企業の社会的信用の確保といったメールセキュリティ分野で必要とされ

る対策を、単独の製品で解決できるメールセキュリティソリューションです。使用環境やニ

ーズに応じて、多彩なオプションを組み合わせることで、低コストで高い効果を発揮します。
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加え、入退社や人事異動の激しい会社では、特に社内からの
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高速テクノロジを採用した、フィルタリング機能を提供します。

メール誤送信による情報漏えいは、企業の社会的信用の失墜
にもつながり、その対策は企業のメール管理における重要な
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