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ポートミラーリング機能つきHUB

共有ファイルサーバ 

利用者パソコン 

Shared file server

HUB with port-mirroring function

操作履歴
Operation records

User PCs　　　　

“File Server Audit” ＝ ＋ ＋ ＝ ＝NSDの「アクセスログ収集解析ソリューション」情報システム担当者に負担をかけない操作履歴がわかり易い既存のシステムに影響を与えない導入・運用が容易

“File Server Audit” ＝ ＋ ＋ ＝ ＝NSD’s “access log collection and analysis solution”Does not burden the system 
personnel

Operation records are easy 
to understand

No influence on the existing 
systems

Ease in installation 
and operation

利用イメージ
Operation Image

“File Server Audit,” our access log collection and analysis solution

“File Server Audit” is a solution product which collects and analyzes records

of access to files managed in the shared file server.

“File Server Audit” records by whom, when, and how the files in the shared

file server were accessed. This facilitates checking of whether personal and

confidential information contained in the server is used properly.

With the enforcement of the Private Information Protection Law, and formu-

lation of information security guidelines by various ministries and agencies,

there is an increased need to collect records on file access. Many products

to monitor operational records are now on the market, but most of them

would increase the workload of system personnel for installation and

operation, such as by requiring installation of new software on all user PCs.

However, our “File Server Audit,” which was released in June 2005, directly

collects data from the network, such that no software installation is necessary

on either the shared file server or user PCs, and no significant change is

made to existing systems. With our unique structure, you can analyze the

collected data, and output the operational records on a one-on-one basis

with the users’ actual operations.

Capitalizing on the know-how we have built up over the years, we will

continue to add new functions, such as a reporting function to periodically

send summaries of operational records to managers, and will improve

performance to handle high-load environments.

アクセスログ収集解析ソリューション『File Server Audit』
『File Server Audit（ファイルサーバオーディット）』は、共有ファイ
ルサーバで管理されるファイルに対する操作履歴を収集、解析する
製品です。
共有ファイルサーバのファイルに対して、誰が、いつ、どのような

操作を行ったのかが記録されますので、共有ファイルサーバに格納
されている個人情報や機密情報が、適切に利用されているかどうか
を容易に把握することができます。
個人情報保護法の施行、各種省庁における情報セキュリティガイ

ドライン策定などにより、ファイルの操作履歴を収集する必要性が
高まり、数多くの操作履歴を管理する製品が発売されていますが、
利用者のパソコン一台一台にソフトの組み込みが必要など、導入や
運用に際し情報システム担当者に対する負担のかかる製品がほと
んどです。
2005年6月に発表された当社の『File Server Audit』は、ネット
ワークを流れるデータを直接収集する方式を採用することにより、
共有ファイルサーバや利用者のパソコンにソフトの組み込みが一切
不要で、既存システムにほとんど影響を与えないソリューションを
実現しました。当社が独自に開発した仕組みにより収集結果を解析
することで、利用者が実際に行った操作と一対一の操作履歴を出力
することができるようになったものです。
今後も、操作履歴の集計結果を定期的に管理者に配信するレポー
ト機能や、より高負荷な環境に対応するための更なる性能向上など、
当社の長年の開発ノウハウを活かして新機能の追加を進めてゆく予
定です。


