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プロット

今回は日本語を勉強中と言うPLOTT ASEANのDさんに、楽器演奏の魅力について、
頑張って日本語で回答してもらいました！
−
−
−はじめに楽器の演奏にハマったきっか
けは何ですか？

ニュース

D さん

大学生の時にギターの弾き方を

知っている友達と一緒に住んだことです。

ISO27001、
ISO9001認証取得

第174回

「Web業界最新事情」

データファブリック(Data Fablic)

『楽器演奏』編
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連載企画

Gartner社の「2022年の戦略テクノロジートップトレンド」にて取り挙
げられた「データファブリック」というデータ活用に関する技術が今注目
を集めています。
データファブリックとは、クラウド、オンプレミスなど様々な環境に
散在するデータへのアクセスを高速化・簡素化する新しいアーキテク
チャや技術のことを意味します。

彼はギターをとても上手に弾ける人でし

具体的には、ユーザーの要求に応じてデータをサービス間で統一され

た。それ以来私はギターを好きになり始め

た形式へと変換することで、さまざまなアプリケーション間でデータを

て、彼からギターを教えてもらいました。

使用可能にします。サーバー間でデータを自在にやり取り可能にするこ

−
−
−ギター以外にも演奏できる楽器がある
のですか？
D さん それから私は他の楽器にも興味を
持つようになりました。それぞれのタイプ
の楽器には、独特の音があります。いろい
ろな楽器の弾き方を知っているのはいいこ

とでバックアップ機能の強化や、データ管理にアクセス制限を施すことで
セキュリティ対策の強化を図れるといったメリットがあります。
加えて、ハードウェアを変更・アップグレードした場合にも、開発者
チームは影響を受けず、必要なデータを使用できるという恩恵を受けるこ
ともできます。
近年多くの企業がマーケティングや事業の効率化などを目的にデータマ

とだと思います。自分でウクレレ、ピアノ、

ネージメントに力を入れていますが、実際にデータの活用を進める上では

カリンバ、ハーモニカの練習を始めました。

下記の課題が挙げられます。

一つの楽器の弾き方を知っていれば、他の

・活用するデータ量が多いだけでなく、データごとのフォーマットも多

楽器も学びやすくなると思います。

種多様であり活用に手間が掛かってしまう

パーティーのたくさんの人の前でハーモ
ニカを演奏したこともあり、それは私にとって忘れられない思い出です。

−
−
−いろんな楽器の演奏ができるようになって良かったことはありますか？
D さん 以前よりも自分に自信が持てるようになり、多くの大学での活動にも参加して、多く
の新しい友達ができました。特に私と同じ音楽の趣味を共有する友達がたくさんできました。
私たちは多くの異なる楽器と一緒に演奏することができたので、小さなバンドを作って活動
していました。

・クラウドをはじめ、データを分散管理しているため、必要なデータア
クセスに時間を要してしまう
これらに対して、データに素早くアクセスし、管理・処理・保護を行う
ことができるデータファブリックという技術は、これまで企業に眠ってい
た情報資産の有効活用にも繋がることか

ta Fablic
Da

ら、多くの企業が導入を進めると予想され
ます。データ活用が企業の競争力を左右す
る昨今、企業のデータ活用の基礎として今

−
−
−最後に一言お願いします。

後の動向に注目する必要があります。

D さん 楽器の演奏は今でも私の日常の習慣
になっています。仕事から帰って私が最初に
することは音楽を演奏することです。時々私
が思いついたメロディーを演奏したり、歌を
歌ったりしています。演奏をするととても気
持ちが良くなって、一日の疲れも消えてしま

大好評！オンデマンド配信開始！
！

います。
会社のみんなも歌うのが大好きなので、一

「再攻撃を始めた Emotet の侵入防止に
効果的なメール・ファイル無害化の仕組」

緒に旅行する機会があれば、ギターを持って
きて皆と歌いたいです。みんながお互いをよ

各所で広がる脱PPAP

り身近に感じて楽しい雰囲気になれると思い

〜利便性を下げずに安全性にも折り合いをつける代替策〜

ます。そして私の音楽への情熱を他の人にも

4月27日に開催した当社オンラインセミナー「再攻撃を始めた
Emotetの侵入防止に効果的なメール・ファイル無害化の仕組」のオン

伝えたいです。

プロット調査隊が行く！

デマンド配信を開始しました。

「SHIGA COFFEE」
編
連載 Web業界最新事情 第174回
企画「データファブリック(Data
連載
企画
ット
プロ fo

in

2021年初頭に無力化されたはずだったEmotetが再活性化、しかも
前回流行時を超える勢いで感染拡大しています。動画内ではEmotet対

企画・編集・発行

Fablic)」
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大好評！オンデマンド配信開始！
！

「再攻撃を始めた Emotet の侵入防止に
効果的なメール・ファイル無害化の仕組」

開発部・営業部・運用部・管理部
取材・文：上田・近成・岩﨑・中山・
HO TRIEU DAT
デザイン：大浜

策に有効な最新のメール・ファイル消毒技術「無害化（CDR）」につい
て、そのアプローチ方法や効果をデモンストレ
ISO27001：2013 認証取得 ISO9001：2015 認証取得
※PLOTT ASEAN は含まず

ーションを交えて解説しております。当日ご参
加いただけなかった方も、もう一度確認したい

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.181 2022年6月号 2022年6月3日発行

方もお気軽にご覧ください！
視聴は下記 URL、または「株式会社プロット

オンデマンド」で検索！

https://www.plott.co.jp/webinar/ondemand/

各所で広がる脱PPAP
S.N.さん

からのリ
クエスト

京都でお
いしいコ
ーヒーが
飲めるス
ポットを
教えてく
ださい。

送信メールセキュリティ「PPAP」とは、ビジネスメールでよく利用されている、添付ファイルのZIP暗号化のことを指します。
パスワードZIPで暗号化することで、誤送信と盗聴のリスクを軽減する目的で利用されていました。
PPAPでの送信について
禁止する方針の企業が半数以上

PPAPの問題点

利用制限は特に設けていない
9.5％

① マルウェアがセキュリティを
すり抜けてしまう
EmotetがパスワードZIPを悪用して感染を拡大

「SHIGA COFFEE」編

京都研究所から徒歩5分、JR梅小路京都
西駅から徒歩10分にあるコーヒー焙煎所
「SHIGA COFFEE」。
こちらは焙煎所兼カフェとなっており、
新鮮なコーヒー豆を使用した挽きたて淹れ
たてのコーヒーを楽しむことができます。
コンクリート打ち放しの外観もおしゃれで
期待感を膨らませます。
早速入店！店内は10席ほどの静かでゆっ
たりとした空間です。10種類のコーヒー豆
の中から好きな豆を選んで淹れるハンドド
リップと日替わりスイーツを注文。コーヒ
ー豆は店主のおすすめから「ブレンド ミド
ル」をチョイスしました！日替わりスイーツはプリンやタルト、ガトーショコラ
など様々あり、その日のスイーツはInstagramで確認できるようです。
1杯ずつ丁寧に抽出されるコーヒーの匂いに癒されながら待つこと数分。日替
わりスイーツの自家製チーズケーキと一緒に、香ばしい香りを漂わせて運ばれて
きました。早速飲んでみると苦味・酸味が抑えられ非常に飲みやすい口当たり！
文句なしで万人におすすめできる本格的で優しいコーヒーです。もちろんチーズ
ケーキとの相性もバッチリ！美味しいコーヒーを片手に、ゆったりとした時間を
堪能することができました。
10種類のコーヒー豆や日替わりスイーツなど、通いたくなること間違いなし
のお店でした！また、テイクアウトやコーヒー豆販売も行っているので気軽に本
格的なコーヒーを楽しむ
ことができるのも魅力で
す。コーヒーがお好きな
方もそうでない方も、京
都にお越しの際はぜひ一
度足を運んでみてはいか
がでしょうか。

京都
リサーチパーク

スシロー

ミニストップ
ファミリー
マート

SHIGA COFFEE
梅小路京都西駅

PPAPの受信についても同様に
禁止する方針の企業が約半数を占めている

利用している
（PPAPのみ）
30.5％

同じ宛先に自動送付する場合効果なし

受け取っているが、
今後禁止する予定
32.6％
利用を禁止していないが、
他の方法を推奨中
15.5％

利用中だが、禁止する予定で
他の手段の導入検討中
26.6％

③ 盗聴対策の意味が無い
1通目盗聴できるなら2通目も盗聴できる

禁止している
14.4％

もともと利用していない
9.7％
利用を禁止し、他の
方法を導入済み
8.2％

② 誤送信防止の意味が無い
今回は京都研究所の近くにあるコーヒー焙煎所「SHIGA COFFEE（シ
ガコーヒー）」を調査してきました！

〜利便性を下げずに安全性にも折り合いをつける代替策〜

受け取っている
52.9％

出典：JIPDEC／ITR『企業IT利活用動向調査2022』

大容量ファイル転送＆共有システムSmooth Fileで、これらの課題を解決できます！
②授受システムから受信者にダウンロードURL記載メール送信
①WEB画面で送信ファイルを登録

ファイルをダウンロードしてください

ファイル授受
システム

https://* * * * * * * * * * * * * * * /?ﬂkjds/

③ダウンロードURLアクセス時に専用の
鍵を発行 ＆ パスワードメールを送信

宛先EMAIL
送信ファイル

参照

登録

ファイル授受システム
ファイルダウンロード

④受信者は送られてきたパスワードを利用し、ファイルを入手

誤送信防止機能で送信前にポップアップを表示し、

端末認証付きのパスワード送付方法「DAPP」

宛先、本文の確認を促すことができます

を使うことで盗聴対策にも有効

法人向け有償システムなら攻撃に利用される可能性も
メールよりは低い。SSL証明書で提供元も確認可能

誤って送付しても、ダウンロードされる前に停止
できる

メール添付では送れない大容量のファイルも送信

社内の全てのファイルのやり取りが見える化され、

することができる

内部不正防止にも役立つ

さらに、Mail Defenderと連携させることで普段の業務フローを変えずにPPAP対策が可能！
③メール本文に添付ファイルのダウンロードURLを追記
①従来通り、メール添付でファイルを送信
お世話になります。
ご依頼のデータをお送りします。

添付ファイルのURL化だけではなく、
複数の取引先とのファイル共有などにも利用可能

ファイル授受
システム

分析データ.xlsx

お世話になります。
ご依頼のデータをお送りします。
============================
ファイルをダウンロードしてください
https://* * * * * * * * * * * * * * * /?ﬂkjds/

④ダウンロードURLアクセス時に専用の
鍵を発行 ＆ パスワードメールを送信

丹波口駅

SHIGA COFFEE
所在地

京都府京都市下京区西七条御領町
25-2

URL

https://www.shigacoﬀee.com/

ファイル授受システム
ファイルダウンロード

②Mail Defenderが添付ファイルをSmooth Fileへ隔離
※連携するファイル容量は100MB以下推奨

詳しくは、Smooth File

⑤受信者は送られてきたパスワードを利用し、ファイルを入手

PPAP対策ページをご参照ください。 https://www.smoothﬁle.jp/lp/dapp/

