プロットの今を伝える
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プロット

営業部のOさんの趣味は釣り。唯一、現在も続いているという訳とその魅力につ
いて語ってもらいました！
−
−
−釣りの魅力とはどんなところですか？
Oさん

ニュース

釣りを趣味にして10年以上、いろい

ろなチャレンジをしていますが、魚がかかって
から釣り上げる瞬間は、何度味わってもワクワ
クする最高の瞬間です。
中国の古いことわざ「中国古諺」に「永遠に、

ISO27001、
ISO9001認証取得

幸せになりたかったら釣りを覚えなさい」と書
かれているように、一生楽しめる趣味だと思い
ます。

−
−
−どんな魚を釣ってるんですか？
Oさん

川や湖ではニジマスやブラックバス、

海ではアオリイカ、タイ、アジ、メジナ（グレ）
などです。狙う魚によって、釣り竿の種類が変
わります。魚釣りにはリールと呼ばれる釣り糸
を巻き取る道具も必要です。ルアーと呼ばれる餌に似せた疑似餌もデザインが豊富で、集める
楽しみがあります。道具収集が面白いことも釣りの奥深さだと思います。

−
−
−これから魚釣りをはじめるには？
Oさん

「Web業界最新事情」
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再流行しているEmotet
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実は釣りの世界への入り口は、そんなに難しくはありません。多くの管理釣り場では

初心者にはゼロから釣りのことを親切に教えてくれるところがたくさんあります。

■テイクダウンしたはずの「Emotet」
2021年1月に欧州刑事警察機構を中心とした欧米8か国の合同捜査
チームによって、テイクダウンに成功していたEmotet。遠隔操作を行
うためのサーバー（C&Cサーバー）が差し押さえられ、Emotet自体を
無害化し根絶したとみられ、その後ほとんど感染例は挙がっていません
でした。しかし、2021年末に活動再開が確認され、その後も被害を拡
大し続けています。
不正マクロを含むWordもしくはExcel文書ファイルからEmotet本体で
あるDLLファイルがダウンロードされ、拡散されていくといった手法自
体に大きな変化はありません。テイクダウン後に見られる変化として
は、C&Cサーバーとの通信がHTTPからHTTPSになったことが確認さ
れているため、ネットワーク監視の面ではテイクダウン時と異なること
を留意する必要があります。
■2020年末を超える爆発的感染
3月9日、情報処理推進機構（IPA）は1日から8日までに、マルウェア
「Emotet」への感染被害の相談が前月同時期（2月1日〜8日）に比
べ、約7倍となる323件に上ったと発表しました。JPCERT/CCが3月
3日に発表した調査でも、Emotetに感染した.jpメールアドレス数が
2020年の感染ピーク時の5倍にまで急増しているとしています。
都道府県庁、一般財団法人、大手自動車メーカーなど、3月に入って
も後を絶たない感染報告ですが、いずれの場合も攻撃によって取得した
個人名を騙り、感染を促しています。爆発的な感染拡大によって、現在
では誰がいつEmotetに感染してもおかしくない状況となっています。

また、釣りというと船に乗ってするイメージも多いのではないでしょうか？敷居が高そうに
見えますが、はじめて釣りをする人におすすめしたいのは船釣りです。とても親切丁寧に船長
がレクチャーしてくれます。

−
−
−プロットには釣り部がありますよね。
Oさん

https://github.com/JPCERTCC/EmoCheck/releases

プロットにはレクリエーション活動を支援する制度が

あり、社員同士で釣りにいく、釣り部の活動があります。釣り
に興味がある人は、誰でも参加OK。道具は一切必要ありませ
ん。興味のある方、釣り部への参加お待ちしております。

−
−
−最後に一言お願いします。
Oさん

■感染有無をチェックする「EmoCheck」
すでに感染しているのではないかと不安という方向けに、JPCERT/CCよ
りEmotet専用の感染確認ツール「EmoCheck」が公開されています。

SDGsは地球が持続可能な17の開発目標で構成され

ています。14番目の目標、それは「海の豊かさを守ろう」です。
釣り人も、海のステークホルダー。率先して釣り場、そして
海の環境を次の世代へ引き継いでいくことも意識しながら、こ

どの端末のどこにEmotetが感染･潜伏しているの
かを確認できるツールとなりますので、定期的に確
認してみることをお勧めします。テイ
クダウンされたとしても、再流行し更
なる脅威となった「Emotet」。根本的
な解決のためには、悪意を埋め込まれ
るマクロ等のスクリプトを事前に全て
取り除く無害化技術の応用も検討しま
しょう。

れからも長く楽しみたいと思います。

Smooth File クラウド
自治体通信（2022年4月号）に
群馬県庁様のインタビュー記事が掲載！

特 別 キャンペーン実施中！
特別
企画

プロット ベトナム・ホーチミン拠点

PLOTT ASEANって こんなところ
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自治体通信（2022年4月号）に
群馬県庁様のインタビュー記事が掲載！
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「Smooth File ネットワーク分離モデル」をご導入いただいている群馬

企画・編集・発行
開発部・営業部・運用部・管理部
取材・文：奥田・大西・上田
デザイン：大浜

県庁様のインタビュー記事が掲載されました。
ISO27001：2013 認証取得 ISO9001：2015 認証取得
※PLOTT ASEAN は含まず

大 阪 本 社 ／大阪市北区梅田 3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル 23F TEL：06-6341-8360
東 京 本 社 ／東京都港区三田 3-11-36 三田日東ダイビル 2F
TEL：03-5730-1400
名 古 屋 営 業 所 ／名古屋市中区栄 1-3-3 AMMNAT ビル 7F
TEL：052-228-6655
京 都 研 究 所 ／京都市下京区中堂寺粟田町 93 KRP 6 号館４F
TEL：075-323-7500
PLOTT ASEAN ／Room 508, 5th ﬂoor, Block B, WASECO Bldg.,
10 Pho Quang St., Ward 2, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
2610NEWS（プロットニュース）vol.179 2022年4月号 2022年4月14日発行

ネットワーク分離時の作業負担軽減を重視し、ファイル無害化の手間
を極力抑えた取り組みについて詳細にお話しいただいております。
群馬県庁様：「エクスプローラー」利用だけで、
効率的なファイル無害化を実現

https://www.jt-tsushin.jp/interview/jt37̲plott/

特別
企画

プロット ベトナム・ホーチミン拠点

PLOTT ASEANって

Smooth File クラウド

こんなところ

特 別 キャンペーン実施中！

サービス提供開始から10年、
Smooth File クラウドが進化！

ファイル転送もファイル共有も全社員で使えて1GB 月額8.5円〜に！
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ベトナム・ホーチミンのプロット海外拠点「PLOTT ASEAN」について
ご紹介し、皆様にもっと知っていただく為の不定期コーナーです。

テレワークや共同作業を促進！ 利便性が超進化！

進化 １
ベトナムの軽井沢「ダラット」

ブラウザ上で直接Microsoft
Ofﬁceファイルを共同編集

Teams上から
直接ファイル授受・共有

脱PPAPには、
漏れても
安全なパスワードDAPP

ユーザー数無制限なのに、
1GB 月額8.5円〜！

進化 2

ベトナム語を含めた
5か国語対応

メールと連携して、
誤送信防止も、
脱PPAPも！

進化 3

サービスプラン・容量改定（税抜表示）
To や CC を自動で BCC 化や、

4月11日はベトナムが祝日で週末に3連休となったので、この機会を利用して、ダ
ラットという高原地帯の町に行ってきました。ダラットはPLOTT ASEANのオフィス
があるホーチミン市から約300kmほど離れた町で、ベトナムに詳しい日本人の間では
「ベトナムの軽井沢」とも呼ばれているらしく、気候の暑いベトナム南部地方では避暑
地として好まれています。ホーチミン市からはバスだとだいたい7時間くらいでした。

プラン名
（ストレージ容量）
旧

新

旧

新

5GBプラン

100GBプラン

25,000円

25,000円

10GBプラン

500GBプラン

35,000円

30,000円

50BGプラン

1TBプラン

60,000円

50,000円

2TBプラン

75,000円

3TBプラン

100,000円

90,000円

500GBプラン

5TBプラン

125,000円

125,000円

1TBプラン

10TBプラン

190,000円

180,000円

ダラットではこの涼しい気候を利用した生花や野菜、果物の栽培も盛んで、夜にな
るとビニールハウスの電照栽培の光によるで幻想的な風景が見られたりもします。
特に印象深かったのは、日本では「雲海」と呼ばれる(ベト

改定後

150GBプラン

改定後

なり、ホーチミン市では経験することのない寒さも体験しました。

250GBプラン

2 ダウンロード URL を挿入

保留などの誤送信防止機能

価格

FILE

https://〜

受取人

自社社員

高原地帯ということもあって気候はとても涼しく、現在1年で最も暑い時期になっ
ているホーチミン市とは気温にも大きく差がありました。夜や早朝は13〜14℃にも

添付ファイルの

1 上長へ自動転送。

添付ファイルを切り離し

75,000円

2 Smooth File へ隔離

FILE

FILE

ナムでは S㶙n Mây と呼ぶ)、町にかかる雲を見下ろす風景を観
られたことが圧巻でした。朝の3時半に起床してバイクで現地ま
で向かった時はとても寒かったですが、大きな感動がありました。

2TBプラン

30TBプラン

255,000円

255,000円

この日は連休だったこともあり他にも旅行に来ている人がたくさ
んいて、街の中心地にある市場も人で溢れコロナ禍前の活気がすっか
り戻っているようでした。この活気に満ちた状態がこれからもずっと続い

URL アクセス &

3 ファイルダウンロード

だけ の

今
ス！
チャン

オプションサービス改定

てほしいと感じた今回のダラット旅行でした。

ダラット
ホーチミン

LDAP認証

全プラン標準化

ADFS/SAML連携

全プラン標準化

PDF透かし機能

全プラン標準化

Smooth File for Windows

全プラン標準化

※従来標準だった DR サイトへのバックアップは、オプションとなります。ご利用中のお
客様におかれましては、従来の容量と価格のまま DR サイトへのバックアップを引き続き
ご利用いただく事も可能です。個別にご対応させていただきます。

特別

ーン
ペ
ン
キャ 中！ 初期費用
無料
実施
の
り換え
から乗 に限り
ス
ビ
ー
お客様
他社サ

※期間は 1 年間です。

ス
サービ 金
料
利用

半額

※1TB の専用プラン以上を対象とします。

Smooth Fileが本来持っている魅力は全てそのまま！
保持 1

20年の運用実績を誇る国内IDCでの自社運用

保持 2 1968年創業 純国産 信頼性の高い経営基盤

詳しくはSmooth File クラウドサイト https://www.smoothﬁle.jp/cloud̲10th をご参照くださいませ。

