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FactSetの技術概観 

本書ではFactSetのシステム、ソフトウェア、ネットワーク、セキュリティ、最適
な導入方法、さらに多様なプラットフォームに向けてFactSetのリアルタイム
マーケットデータおよび高度な分析をいかにシンプル、迅速かつ安全に配信
するかについて、詳しくご案内いたします。 
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本書について 
本書は、FactSetの導入とインストールのプロセス、インフラストラクチャ、接続、サポートに関する情報を提供しています。 

FactSetについて 3 ファイアウォール、ルーター、規則、プロキシ 9 

あらゆる場面でFactSet 4 容量プランニング 10 

ソフトウェアのパッケージ化と導入 5 事業継続計画 11 

ポートフォリオの統合 6 セキュリティ概要 12 

データ配信とウェブサービス 7 データセキュリティ 13 

アプリケーション・テクノロジーサポート 8 携帯端末用アプリケーション 15 

 

FactSetについて 

FactSetのビジネス 

我々のミッションは、金融プロフェッショナルであるお客様が効率的に仕事を行うために、ありとあらゆるお手伝いをさせていただくことです。FactSet

が開発したツールやアプリケーションを活用することで、お客様の生データを、分析やレポーティングに使用できる有効なデータへと変換することがで

きます。 

 

金融モデルの構築から特定のデータポイントが抽出された理由の解明まで、ありとあらゆる方法でお客様のお手伝いをすることがFactSetビジネ

スの基本理念です。 
 

FactSetの顧客 

FactSetの顧客維持率は、過去15年にわたって90%を超えています。お客様へのサービスや商品の質の高さがこの維持率を可能にしています。 

 

FactSetのミッションは、126,000のユーザーに優れたコンテンツ、分析、柔軟なテクノロジーを提供することです。マネーマネジャー、リサーチアナリ

スト、ポートフォリオマネジャー、インベストメントバンカーといったお客様に、24時間365日FactSetのデータを提供しています。 

 

何千もの企業に関するデータの表計算ソフトへのダウンロードやポートフォリオ保有データのリターン分析のカスタマイズまで、お客様の生産性の向

上をお手伝いします。 
 

グローバルオフィス 

FactSetは60のグローバルオフィスに加えて、一連のデータセンターと、アメリカ、EMEA、APACで実装されたパブリッククラウドを使用してサービス

を提供しています。 
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あらゆる場面でFactSet 

優れたワークフロー 

FactSetの統合アプリケーションは投資運用、投資リサーチ、銀行

業務、プライベートエクイティ、キャピタルマーケット、トレーディング、

出版、IR等全ての金融プロフェッショナルにご利用いただくことができ、

既存のワークフローを強化することができます。 

 

FactSetでは、株式・債券の分析およびコンテンツを、リアルタイム

データ(RT)と一つのプラットフォーム上でご覧いただくことができ、数

百にのぼるデータベースを、保有株式、格付、予想、リサーチをはじ

めとするお客様独自のデータと統合することができます。継ぎ目のな

い統合によって、ユーザーは商用データベースと独自データを組み合

わせワークフローにマッチした効率的なワークスペースで作業すること

ができます。 

 

どこでもFactSet 

FactSetはあらゆる固定および携帯プラットフォームに導入できるよ

うデザインされており、いつでもどこでも利用することができます。ワー

クスペース、設定、ティッカーリスト、ポートフォリオ、計算式、スクリー

ン、グループ、検索条件など全ての情報を当社データセンターに安

全に保管しています。アクセス権は中央で決定・コントロールされて

いるため、特別な設定無しで各個人のワークスペースやワークフロー

が社内または外出先からご利用いただけます。 

 

またFactSetには、金融プロフェッショナルが、どこからでもFactSet

を利用できるよう、次の3つの柱があります。 

 

+ FactSet Workstation 

+ FactSet Web 

+ FactSet 携帯アプリケーション 

 

サービスとしてのソフトウェア（ＳａａＳ） 

全てのデータベース、自社データ、リアルタイムデータが、FactSetの

データセンターに保存されているため、ユーザーは時や場所を選ばず

自由にFactSetを利用することができます。 
 

FactSet携帯アプリケーションではiPhone、iPad、Android端末

から、ニュース、クォート、ポートフォリオ、リサーチ、財務データをご覧

いただけます。 

 

ユーザーにはWorkstation、Web、携帯アプリケーションの全デー

タへのアクセス権限付きシリアルナンバーが付与されます。これにより

自由自在のワークフローが実現します。 

FactSetのインストール 

三番目の柱はFactSet Workstationです。FactSetは出張先、

通勤中、ご自宅からも頻繁に利用されていますが、大多数の金融

プロフェッショナルは、複数のモニターを搭載したメイン端末で仕事の

大部分を行っています。 

 

FactSet は Windows端末 、 タ ー ミ ナ ル サ ー バ ー 、 Citrix 

XenApp、Citrix XenDesktop等の仮想マシン、VMwareへの

インストールに、シングルMSIを使用します。初期インストールには

管理者権限が必要ですが、アプリケーションの使用には必要ありま

せん。さらにすべての再パッケージ、IT環境をサポートしております。 

 

FactSet Workstationをインストールすると、Excel、Word、

Powerpoint、OneNote、Outlookを含むMicrosoft Office 

(2013, 2016, 2019, 2021, 365)にアドインがインストールさ

れます。また、DealMaven、=FDSコード、ExcelConnect、

ActivePublishing、VB APIアクセス等の機能も自動的にインス

トールされます。モデル構築、分析、ピッチブック、プレゼンテーション、

自動化において、Officeとの統合は、投資銀行業務とリサーチのワ

ークフローに必要不可欠です。 

 

FactSet OnlineComponentsによって、全ユーザーは最新バー

ジョンをクライアント側でインストールできるため、IT管理者は年に一

度MSIパッケージを更新するのみとなります。ユーザーが管理者権

限を保有している環境では、FactSetのAutoUpdate技術によっ

て最新バージョンのリリースの際インストールをお知らせします。 

 

アクセス権限 

アプリケーション、コンテンツ、証券取引所のリアルタイムデータ取得

等の権限はFactSetに保管され、中央で管理されます。FactSet

に保管されている全ユーザーのデータは統合されるため、FactSet

ユーザーはローカルのWorkstation、携帯アプリケーションを自由

自在に使用することができます。またFactSetの設定やユーザーデ

ータを、クライアント側でバックアップを取る必要がなくなります。 

 

ユーザーは、数百にのぼる全世界の取引所データ、ニュース、財務

データ、企業データ、株式データについて、リアルタイムデータ、遅延

データの選択あるいはアクセスしないという選択ができます。

Portfolio Analysis 、 Alpha Testing 、 Universal 

Screening等、プラットフォーム上の全アプリケーションは、ユーザー

レベルで使用・不使用を設定できます。 

 

指定された個人が、社内または部署内の各ユーザー権限について、

追加削除を行うことが可能です。 
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ソフトウェアのパッケージ化と 
導入 

簡単な導入方法 

FactSetの一連のソフトウェアは柔軟に設計されており、単一ユー

ザーによるインストールはもちろん、変換、パッケージ化し何千ものデ

スクトップに容易に導入することができます。個々のWorkstation

として、または全社へのシンクライアントやストリーミングアプリケーショ

ンファームとしてインストール可能です。FactSetのソフトウェアコンテ

ンツや機能の大半は、当社データセンターに格納されているため、

複雑で大規模なパッケージを各ユーザーのデスクトップコンピュータに

インストールする必要はありません。 

 

柔軟性 

FactSetは、オフィスのワークステーションやノートパソコンにインスト

ールすることができます。FactSetのすべてのソフトウェアは、Citrix

およびターミナルサーバー、仮想マシンに完全に対応しており、

FactSetの技術ソリューションエンジニアがお客様の環境に合わせて

FactSetのアプリケーションスイートの導入をお手伝いします。 

 

マルチユーザー環境での簡単なインストール 

XenApp/Citrixまたはターミナルサーバー環境へのインストールは、

非常に簡単です。FactSetアプリケーションは、マルチユーザー環境

における各種テストに合格しています。インストール方法やケースシ

ナリオに関する詳細は、担当営業またはコンサルタントにお問い合

わせください。 

 

ロックダウン環境への対応 

FactSetは、インストール時（管理者権限が必須）を除いて、ロッ

クダウン環境（最小限の権限）のワークステーションに対応してい

ます。イントール時にはMicrosoft OfficeアドインやDLLを登録す

るために、管理者権限が必要です。 

 

再パッケージのオプション 

FactSetの主なインストーラはMSIベースとなっており、簡単に変換

や再パッケージが可能です。MSIはActive Directoryのグループ

ポリシーまたはSCCMなどの各種市販製品を使用して、デスクトップ

へプッシュすることもできます。 

 

自動コンフィギュレーション 

FactSetのインストーラは、シンプルかつ包括的です。既にインスト

ールされているWindowsおよびOfficeのバージョンは自動的に認

識され、設定も実行されます。 

アップグレード 

新バージョンがインストール可能になると、自動アップグレード機能に

よってユーザー宛にメッセージが表示されます。FactSetのオンライン

コンポーネントはFactSet Virtual Moduleテクノロジーを使用し

て、管理者権限無しで、全ユーザーを自動的にスムーズに最適バ

ージョンへアップグレードします。FactSetは過去12か月の間にリリ

ースされた全ソフトウェアをサポートしています。最新バージョンのソフ

トウェアはwww.factset.com/downloadをご覧ください。 

 

安全なクライアントデータ 

FactSetで使用される全てのワークスペース、ポートフォリオ保有残

高、リターン、モデル、スクリーン、フォーミュラは、当社の安全なハイ

ブリッドクラウドに保管されます。ユーザーデータは、FactSet 

Workstation、 FactSet Web、携帯アプリケーション間で自動

で同期されます。 

 

Microsoft Officeとの統合 

FactSetはMicrosoft Officeと完全に統合されており、Excel、

Word、PowerPoint、OneNote、Outlookで充実した機能が

使用できます。 

 

推奨スペック 
CPU デュアルコア+プロセッサまたは2つのvCPU* 

メモリー 16 GB + 

ローカルディスク 空き容量5GB 

Windows Windows 10 64-bit または  Server 

2016 64-bit 

Officeバージョン 2016 または 365 (半期チャネル)  

32-bit または 64-bit 

Adobe DC 

*RISC (例: ARM64) ベースのプロセッサはFactSet Workstationではサ

ポートされていません。 

ソフトウェアの互換性、インストール手順、ユーザーガイドについては

こちらのサイトをご覧ください。www.factset.com/download  

https://www.factset.com/download
https://www.factset.com/download
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ポートフォリオの統合 
FactSetの顧客データ統合チームは、お客様のITスタッフと連携してポートフォリオ勘定システムから保有残高データを抽出し、ポジションが毎日

確実に更新されるように設定します。 

 
保有残高データのアップロードが完了すると、FactSetのPortfolio Analysisで複数ポートフォリオのパフォーマンスやファンダメンタルデータの特

性・構成・リスクを、時系列または一時点で分析できます。またアナリストやアセットマネージャーは、リアルタイムデータを使用して、最新の保有残

高情報とベンチマークをリアルタイムで比較することができます。 

 

自動化された統合プロセスが実行されると、FactSet経由で無数のポートフォリオへのアクセスが可能になります。 

 

FactSetはポートフォリオ勘定ソフトや注文管理システム(OMS)との動作経験があり、カストディアン、主要ブローカー、サードパーティーの勘定シ

ステムの多くと保有残高配信提携を結んでいます。 

 

自動統合プロセスは、以下の手順で行われます。 

 

1. データの抽出 

FactSetはお客様と共同でポートフォリオ勘定システム、注文管理シス

テムの銘柄レベルデータを変換するカスタム抽出・パーシングプロセスを

構築します。多数の商用勘定システムとの作業経験があり、抽出プロ

セスでは、特定のシステムまたは複数のシステムからデータをシンプルな

方法で抽出して標準化します。勘定システムでのプロセスを通じてキャ

ッシュのポジションは統合され、先物とオプションは調整されます。 
 

データフィールドは、FactSet上のお客様の権限や選択に応じて、テキ

ストファイルに抽出されます。カストディアンや主要ブローカーが関与して

いる場合は、FactSetがその会社と直接作業を行い、お客様の保有

残高を先方のフィードに追加します。 
 

2. ファイルの圧縮と暗号化 

1つまたは複数の勘定システムで生成されたテキストファイルは、

FactSetのメインフレームへの転送用にまとめて圧縮されます。

FactSetではインターネット経由またはFactSetマネージドインフラスト

ラクチャでのデータ転送にSFTPの使用を推奨しています。PGP暗号化

の有無に関わらずFTP転送もサポートしています。 
 

3. データのアップロード 

結束され、任意で暗号化されたファイルはWindows Scheduler

（またはUnix cron)を使用してご希望の転送方法でFactSetに送

信されます。FactSetマネージドインフラストチャ(WAN)回路をご利用

のお客様は、プライベートネットワーク経由で、その他のお客様は公共

のインターネット経由でファイルを送信します。ファイル受信後FactSet 

Cornerstoneユーティリティにより、調整プロセスおよび解析プロセスが

自動的に開始されます。 
 

Portfolio and Client Data Integration（ポートフォリオ・クライア

ントデータの統合）に関するガイドはwww.factset.com/download

からご覧いただけます。このガイドではFactSetファイルトランスファーシス

テム(FTS)の詳細、およびお客様の独自データを安全で信頼できる方

法で抽出・送信・パースする手順をご紹介しています。 

4. 保有残高のパースと挿入 

FactSetは、保有残高に関するテキストファイルのレイアウト、およびコ

ンテンツを指定するためのパーサー設定を作成します。当社のシステム

が保有残高ファイルを受信するのと同時に、パーサーが自動的に開始

されます。次にこのパーサー機能により、お客様のデータがFactSetの

定型データベース構造（OFDB Open FactSet Database)に読

み込まれ挿入されます。読み込まれたファイルはただちにFactSetの

分析エンジンとリアルタイムディスプレイで利用可能となります。 

 

5. データの検証 

FactSetのポートフォリオ照会ユーティリティでは重要なまたは予期し

ない評価や保有残高の変更を検証・確認し、その他の一般的なキャ

ッシュ・証券・リターン・取引に関する条件に応じて警告を発信します。

お客様独自の基準点と許容値を設定して警告の発信方法をカスタ

マイズすることができます。FactSetでは、保有残高データを直接ある

いはサードパーティ経由で受信しているかどうかに関わらずパーサーのロ

グや状況をモニターし、無事に完了したかを確認しています。 

 

FactSetは以下を含む勘定システムをサポートしています。 

 

+ Advent Axys™, APX™, 
Geneva ™ 

+ SS&C Portia™ 

+ Checkfree® APL™ 

+ MacGregor 

+ Eagle Pace 

+ Charles River 

+ Princeton Financial 
PAM® 

+ EzeCastle 

+ INDATA IMS 

 

https://www.factset.com/download
https://www.factset.com/download
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データ配信とウェブサービス 
FactSetは、ウェブサービス、バッチプロダクション、コンテンツ配信といった、クライアントソフトウェアのインストールに依存しない各種サービスを提供

しており、フレキシブルな転送方法とフォーマットによって、社内開発アプリケーションでのコンテンツ活用を可能にします。 

 

リアルタイムのクォートから広範囲にわたる履歴データまで、他のアプリケーションでも利用できる形で、未処理データや計算済みデータにアクセスで

きます。以下の製品には、FactSet Workstationを利用しないコンテンツ統合機能が搭載されています。 

 

Cornerstone（コーナーストーン） 

Cornerstoneは、定期的なデータ配信（バッチ）ジョブを設定できる便利で高度なスケジュール･計算エンジンです。バッチジョブはカスタムデー

タセットを生成し、柔軟なスケジュールオプションを使用して(S)FTP経由でデータ配信されるため、ご希望のタイミングで正確なデータを入手する

ことが可能です。お客様は安全にウェブブラウザを使用して、すべての処理（インバウンド・アウトバウンド）、スケジューリング、確認を行うことがで

きます。 

 

リアルタイム証券取引所データ配信 

取引所ストリーミングデータ、ティック・データ、履歴データを、FactSet独自のAPI経由で受信できます。FactSetは市場データフィードを社内シ

ステムに構築するための必要なすべての要素を提供しています。TCP/IP通信とフェイルオーバー（障害迂回）接続は、すべてAPI内で実行さ

れます。また制限された帯域幅での送信を最大限活用するため、効率的なzlibストリーミング圧縮が適用されます。 

 

オンデマンドデータ配信 

オンデマンドはFactSetからデータを取得するためのインタラクティブなリクエスト/レスポンス方式です。プラットフォームに依存しない認証された企

業クラスのウェブサービスによって、個々のデータアイテムから複雑なアグリゲート計算に至るまで各種データに対する安全なHTTPSコールが可能

です。ウェブサイトと社内アプリケーションではXMLからフルフォーマットされたHTMLテーブル、フルレンダリング・フォーマットされたチャートなど、各種

形式でデータをリクエストすることができます。すべてのリクエストは統一シンタクスを使用して安全な一つのウェブアドレスに対して送信されます。 

 

グラフィック形式: jpg, gif, pdf 

テキスト形式: xml, csv, html, pipe 

 

データダイレクト（DataDirect）は、バックオフィ

ス、フロントオフィス、クオンツアプリケーションの表

示・分析に使用するデータを提供します。ウェブサ

イトにシンプルなクォートやグラフを柔軟に反映で

き、複雑な金融アプリケーションに総計データを適

用し、高度な意思決定を行うことも可能です。 

 

認証オプションでは,ベーシック認証に加え,お客

様独自の機密性の高いデータ転送には、より安

全な循環キーを使用した認証メカニズムを選択

できます。ここで必要なのは、ウェブブラウザまたは

Visual Basic、Java、C#(.NET)、C++コー

ドなどの言語/フレームワークからのウェブサービス

コールのみです。サンプルコードをご希望の場合は

お問い合わせください。 
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アプリケーション・テクノロジーサポート 
サービスはFactSetのビジネスの基本です。当社は無制限の電話、アプリ内IMサポート、お客様先でのトレーニングをはじめ、ネットワーク、アプリ

ケーション、セキュリティに関するサポートを提供しています。 
 

無制限の電話、アプリ内IMサポート 

年中無休24時間体制のFactSetクライアントサービス、プロダクトスペシャリスト、テクニカルサポートを無制限にご利用いただけます。簡単な質

問の回答から複雑な作業に対するステップバイステップのガイダンスまで、当社スペシャリストは問題の解決を図りFactSetを最大限ご活用いただ

けるようお手伝いします。お客様には担当のコンサルタントが割り当てられ、お客様との緊密な連携により個別のニーズやプロセスを把握します。ク

ライアントサービス、プロダクトスペシャリストはトレーニング、プロジェクトの支援、FactSetの最新アップグレードに関する情報提供を行っています。 

 

問題は必要に応じて、テクニカルスペシャリストやエンジニアに速やかに報告されます。FactSetの企業用災害復旧方針には、「フォロー・ザ・サン

（follow-the-sun）」モデルを採用した電話によるサポートサービスのためのグローバルコールセンターを包含しています。当社は信頼性の高い

安全なVPN機能を社員に提供することにより、ひとつのオフィスの機能不全によるリスクを軽減しています。お客様の地域のサポート電話番号は、

www.factset.com/support-numbersでご確認ください。 

 

ソフトウェアの品質 

お客様のニーズに応える最高品質のソフトウェア開発のために、エンジニアチームは製品開発、品質改善の努力を継続的に行っています。ソフト

ウェアの機能強化・拡充の際には、インストール前に各種の厳格な品質保証テストが行われ、変更点については予期せぬ問題の発生を防ぐため

自動でテストされます。エンジニアチームは、定期的にプロセスの見直し・改善を行い、新規ソフトウェア開発の効率化、実務環境での予期せぬ

問題に対する対応の向上、また最重要課題として問題発生の予防を目指しています。 

 

インシデントトラッキング 

最適化されたFactSetのインシデント処理システムでは、毎週数千ものリクエストが最適な担当チームに自動的に転送されます。すべてのリクエス

トは、完全なオーディット・トレールと説明責任を含め処理の完了に至るまですべて追跡記録されます。 

 

オーダーメイドトレーニング 

FactSetでは毎年世界各地で数十回におよぶ無料トレーニングセミナーを開催しています。またニューヨーク・ボストン・シカゴ・ロンドン・フランス・

東京のトレーニングセンターでは、定期的にワークショップを開催しています。カスタムトレーニングをご希望の場合は、コンサルタントが、お客様のオ

フィスにて、ご要望に合わせたトレーニングセッションを企画・開催します。 

 

リモートアシスタンス 

FactSetのスペシャリストとエンジニアは、FactSetリモートアシスタンスにアクセスできます。この技術によって、FactSetの社員はお客様のWebア

プリケーションやデスクトップ環境を確認することができます。FactSetリモートアシスタンスによって、お客様と全く同じ画面を見ることができるため、

効率的なトラブルシューティングや複雑な問題の迅速な解決が可能です。 

 

オンラインヘルプ 

FactSetオンラインアシスタントは、詳細な操作説明、フォーミュラ、使用例、マルチメディア・チュートリアルなどを含め、FactSetの全アプリケーショ

ンおよびデータベースに関する総合的な情報を提供する高度なネットワークです。 

 

0120.779.465（フリーダイヤル） 

年中無休24時間 

コンサルティング・サービス 

 

https://www.factset.com/support-numbers
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ファイアウォール、ルーター、 
規則、プロキシ 
FactSetのソフトウェアはFactSetサーバーとメインフレームとの通信

にユニキャストTCP/IPおよびアウトバウンド通信を使用します。 

 

2つの主要なTCP接続はFactSetが行います。情報処理、計算、

ストレージの全工程はFactSetの安全なハイブリッドクラウド環境内

で実行されます。FactSetのリアルタイムコンポーネントはポート

TCP 6672でストリーミング接続を開始します。プライベートサイトに

設置された、または、インターネット上のアクセスポイント(POP)のデ

ータ集積キャッシュサーバーは、リアルタイムプラットフォームが必要と

する終端地点となります。 

 

FactSet内のHTMLコンテンツはHTTPSを使用して常にお客様の

インターネット接続を行き来します。このコンテンツはWindowsで手動

またはproxy.pacファイル経由で定義されたあらゆるHTTPインターネ

ットプロキシを活用します。ホワイトリストのURLをご登録いただくことを

推奨します。 

 

インターネット 

FactSetはインターネット経由の全接続に対応しています。このため

オフィス以外の場所、公共のワイヤレス接続、自宅などからも接続

が可能です。インターネットの利用は、代替ロケーションからの事業

継続性および災害復旧の観点からも費用効果の高いソリューショ

ンで、遠隔地オフィスへの接続も可能になります。全ポートはアウト

バウンド通信のみとなります。 

 

ポートフォリオアップロード TCP 6671 
64.209.89.0 (255.255.255.0) 
192.234.235.0 (255.255.255.0) 
  

リアルタイム TCP 6672 

164.55.224.0 (255.255.224.0) 
 
 
 

 

 

アプリケーションプロキシ 

 

FactSetのTCP 6672ストリーミングには独自のバイナリプロトコル

が採用されており、HTTPプロキシやアプリケーションプロキシ

(SQUID）を経由することはできません。 

 

詳細はwww.factset.com/downloadのインストールガイドをご覧く
ださい。 

 

  
  
  

コンジット  

お客様は、HTTPSトンネルのFactSet通信をリダイレクトし、ポート

の開放が不要なFactSet Conduitをご利用いただくことが可能で

す。FactSet Conduitはウェブプロキシと完全互換であり、プロキ

シ環境において継ぎ目のない作業が可能となります。お客様側で

の作業は、以下の「ホワイトリスト」に記載されているFactSet 

URLをホワイトリストに追加していただくだけです。 

 

ホワイトリスト 

ファイアウォール、ウェブプロキシ、コンテンツフィルタ等のあらゆる

HTTPS検査ポイントにおいて、以下のURLを除外リストに追加す

る必要があります。これらのアドレスへのトラフィックはスキャンおよび

ブロック禁止です。以下のリストのFactSet URLsは、こちらに含ま

れています： 

 

 

 

 

FactSet URLs 
https://*.factset.com 
 

OCSP & CRL URLs 
http://crl3.digicert.com 
http://crl4.digicert.com 

http://ocsp.digicert.com 

http://*.thawte.com 

http://ctldl.windowsupdate.com 

 

DigiCertは自社のOCSP & CRL URLsについてワイルドカード

を使用することを推奨しております。これらのURLはFactSetで制

御できないため、事前告知無く変更する可能性があることにご注

意 く だ さ い 。 詳 細 情 報 を ご 希 望 の 場 合 は 、

techsupport@factset.com までご連絡ください。 

 

FactSetのフォルダーとファイルを全てのエンドポイントセキュリティ保

護や、ユーザー仮想化ソリューションの許可リストに追加することを

推奨します。これは最適なパフォーマンスを得るためであると共に、

FactSetのフォルダー、プロセス、通信がインジェクション攻撃、復号

化、スキャン、拒否、隔離、削除されないようにするためです。 

 

詳細はFactSet許可リストをご覧ください。 

https://support.factset.com/allowlist/ 
 

164.55.224.0 (255.255.224.0) 
64.209.89.0          (255.255.255.0) 
192.234.235.0       (255.255.255.0) 

https://www.factset.com/download
mailto:techsupport@factset.com
https://support.factset.com/allowlist/
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容量プランニング 
FactSetでは当社ネットワーク上のすべてのデバイスに関して、基準の設定、監視、警告の発信を行っています。このシステムは、冗長型ティッカ

ープラント、メインフレームのクラスタ、数百テラバイトの複

製SANストレージを含む、FactSetの安全なハイブリッド

クラウド環境内の全設備を網羅しています。 

 

FactSetはコアネットワークの機能に加え、全てのクライア

ント専用回線とサーバーおよびアプリケーションの状態を

厳重に監視しています。また当社はFactSetのプライベ

ートWANインフラの使用状況に関するレポートを、毎週

Eメールで配信しています。ユーザーがFactSetを実行し

ている場所およびその日に使用した帯域幅に関する都

市別の情報を、お客様に提供することも可能です。 

 

この情報を利用することで、企業が所有する社内のネッ

トワークとサーバーについて、実際の事業継続計画の足

掛りとなる詳細で正確なプランニングが可能になります。 

 

FactSetは、起動時に最適なサーバーを自動的に決定

するConnection Intelligence™を装備しています。

その結果、ネットワークとサーバーに対する負荷が幅広く

分散されます。特定の支店オフィスの処理速度が遅い場

合など、FactSetのアプリケーションが使用している帯域

幅の正確な詳細情報を、当社からお客様企業のネット

ワークエンジニアに通知することも可能です。またビジネス

ユニットに新規ユーザーを追加する計画がある場合は、当

社の内部プロファイリングツールで必要となる帯域幅の正

確な予測のサポートが可能です。 

 

市場変動リスクと取引量の継続的な増加に伴って、金融プロフェッショナルのニーズに応える上で重要な社内フレームリレー、MPLS、

GRE/IPsec、インターネット、DWDM/SONET Metro Ethernetリンクの容量に関して他に類例のない情報を提供しています。 

 

FactSetのエンジニアは、ネットワーク、ファイアウォール、ルーター、ワークステーション、回線に与えるインフラの影響についてお客様の技術スタッフ

と協力してプランニングを行います。容量プランニングには12か月から18か月の計画対象期間を含んでおり、FactSetの追加コンテンツおよびユ

ーザー数の増加を考慮しています。

 

リアルタイムティッカープラントモニタリング

都市別分析 

グローバル展開での使用状況分 

帯域幅モニタリング 



 

11 

事業継続計画 
FactSetはお客様と緊密に連携し、事業継続方針に応じたソフト

ウェアの導入、災害復旧計画を行います。 

 

アプリケーション・フェイルオーバー 

通常業務もしくは緊急の場合において、個々のワークステーションで

設定を行う必要はなく、FactSetアプリケーションパッケージが自動

的に最適な接続先を検索します。クライアントサイトで深刻なネット

ワーク障害が発生した場合、FactSet Workstationは、クライア

ントの環境で構成されたDRインターネットポリシーまたはプロキシサ

ーバーを利用します。 FactSet RTエンドポイントが利用できない

場合、FactSetワークステーションのリアルタイム接続は自動的にフ

ェイルオーバーします。 

 

インターネット接続 

FactSetと当社データセンター間におけるお客様独自データの送信

には、SSL AES暗号化が使用されます。この方法により、信頼性

の低いネットワークを使用している自宅のコンピューターやノートパソ

コンからも、安全性を確保しながらネットワークに接続することができ

ます。FactSetの全製品は、ケーブルモデム、DSL、携帯/無線ア

クセスポイント、ISPダイヤルアップ、公共のインターネットホットスポッ

トを経由したインターネット接続に対応しています。FactSetは、ク

ライアントのセキュリティ管理者にコントロールセンターへのアクセスを

提供します。コントロールセンターでは、信頼できるソースIP範囲を

指定して、FactSet Webおよびワークステーション接続を信頼でき

るネットワークへ制限できます。 

 

セントラルデータストレージ 

FactSetプラットフォーム内の全データはFactSetのデータセンター、

または提携クラウドプロバイダー内に保存されるため、オフィスビルあ

るいはワークステーションの損失があった場合でも、FactSet内の重

要なデータには影響ありません。 

 

データの復旧 

お客様の全データは包括的な保持ポリシーのもと毎日複数回バッ

クアップされます。またお客様からのリクエストに応じて、削除されたフ

ァイル、フォーミュラ、スクリーン、コンテンツを復元する自動プロセスの

実行も可能です。 

 

ハイブリッドクラウドの冗長性 

FactSetは、地理的に離れた複数のプライベートとパブリックのクラ

ウドデータセンターを使用しています。お客様のデータは複数の場所

でリアルタイムに複製されます。大規模災害などによって1ケ所の場

所が一時的に運用不可能になった場合、他の場所にシームレスに

再ルーティングされ、すべてのサービスとデータにアクセスできます。 

. 

 

 

シンクライアントコンピューティング 

シンクライアントコンピューティングにはXenApp/Citrixから、オンデマ

ンド形式のソフトウェアプロビジョニング、VMware/Xen仮想マシンま

での幅広いオプションが用意されています。FactSetはこれらの全オ

プションとその他オプションに対応しています。FactSetソフトウェアは、

上記マシンのファームに事前導入が可能で、事業継続のロケーション

に適用できるため、大きな問題が発生した場合も継続的にローカル

やリモートからFactSetサービスにアクセス可能です。 

 

コンプライアンス 

米国サーベンス・オクスリー法第404条などの連邦規則には、企業ア

プリケーションおよびデータ処理に関する条項が含まれています。

FactSetは組織の財務やレポーティング・ワークフローにおいて重要

な位置を占めているため、財務に関する各種規定への順守を確実

にサポートする適切なプランニングを推奨しています。 

 

定義:事業継続計画 

事業継続計画は、災害発生時および災害発生後に事業の基幹

機能を継続させる上で組織が取るべきプロセスと手順を決定するた

めのものです。この計画はミッションクリティカルな事業活動の中断を

防止し、可能な限り迅速かつスムーズに全ビジネス機能を再確立す

ることを目的としています。交通ストライキや流行病、事業スペースの

制限、自然災害などの発生時には、FactSetのトラフィック暗号化

技術によって企業の災害復旧計画における柔軟性が向上します。 

 

パンデミック（世界的流行病）対策 

FactSetのパンデミック（世界的流行病）対策には、お客様に製

品とサービスを提供し、従業員の安全と幸福を守る能力を確実にす

る緩和戦略が含まれています。FactSetは、暗号化されたVPNを

備えた会社支給のコンピューターを介して従業員にリモートアクセスを

提供し、企業リソースへの継続的なアクセス、他の拠点との相互運

用性、またはワークロードシフティングの配置による運用要件のサポー

トおよび強化、従業員向けの柔軟な業務スケジュール、などが全て

整っており、パンデミックやその他のビジネスに影響する出来事が発生

した場合に効果を発揮します。従業員の健康と安全の観点から、

即時かつ必要な措置を講じる必要があります。これには出張制限、

オフィス施設の定期的な消毒と衛生設備、個人用保護具の配備と

提供、および医療速報の定期的な配布が含まれます。FactSetの

インシデント管理計画は、事業継続計画と合わせて、そのような状

況に対処して管理するための予防的なフレームワークと特定の手順

を提供し、ビジネスの利益と重要なお客様への潜在的な影響を軽

減します。
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セキュリティ概要 
FactSetの包括的な安全意識向上プログラムでは、サービスを安

全に提供するためリスクの認識や予防策の導入に関する指導を社

員に対して行っています。このプログラムには顧客データの管理、ア

プリケーション開発のライフサイクル、システム管理やインシデントの

際の基本方針と手続きが含まれています。 

 

事故対応 

セキュリティ情報は、不正アクセス検出システム、ファイアウォール、ル

ーター、スイッチ、インテリジェントモニタリング・アラート用サーバーから

担当チームまで相互に関連しています。当社の事故対応プランは、

担当チームがセキュリティ上の問題を組織的に統制のとれた方法で

処理できるよう備えるために作成されています。識別、対応、事後

分析、平常時の各段階におけるFactSetのセキュリティ担当、法

務担当、経営上層部間の適切なコミュニケーションと連携がこのプ

ランの中核です。 

 

コミュニケーション 

以下の環境では、FactSetのデータセンターとお客様との間で、重

要な情報を安全に送信するため、SSL暗号化が使用されます。 

 

+ ウェブベースのコンテンツとアプリケーションはTCP 443ポート

(HTTPS)を使用 

+ SFTPによるファイル転送 

+ STARTTLSによるEメール 

 
このシステムを使用すると公共ネットワークまたはプライベートネットワ

ーク経由のクライアントコンピュータから安全なエンドツーエンドのデー

タ送信が可能になります。ファイル転送情報に関する詳細は、本誌 

の「ポートフォリオの統合」と「データ配信」セクションをご覧ください。

FactSetはファイル転送プロトコルのセキュリティ向上のためのエンジ

ニアリング業務を継続的に審査し、実績と信頼性のある既存プロセ

スへの新技術の導入を実施しています。ファイアウォール、アクセス

制限リスト、IDS、システムログやその他のネットワーク制御機能に

よって、インフラストラクチャの安全性を確保する徹底的な防御アプ

ローチにさらなる層を構築します。 

 

物理的セキュリティ 
FactSetのハイブリッドクラウドをホストする施設には、以下のセキュ

リティシステムが導入されています: 

 

+ ビデオ監視および録画 

+ 承認済みの関係者用の電子キーカードシステム 

+ ビジター管理の手続き 

+ 火災煙探知および防止設備 

+ 冗長型複合型の通信装置、外部電力UPS（無停電電源装

置）、発電装置 

+ 監視警報システム 

 

アクセス制御 

FactSetの認証システムは以下の内容で構成されています。 

 

+ ユーザー名：社内の各グループに個別に設定 

+ シリアル番号：各個人にFactSetへのアクセスと共に付与 

+ トークン：動的に更新されるハッシュ 

 
上記の柔軟なアプローチによってお客様のセキュリティおよび導入の

方針に合わせてオーダーメードの導入オプションを選択できます。 

 
無効なログイン操作に対するロックアウト保護機能には、使い捨て

パスキーかEメールで自動送信されるAutoValidateを使用したセ

ルフサービス式のリセット機能が搭載されています。それぞれの顧客

企業は承認済みEメールドメインのリストを維持・管理できます。 
 
承認されたワークステーションの認証は以下の方法で設定できます。 

 

+ 担当のFactSetアカウントチームが設定 

+ お客様の認証済み購入者がFactSetのコントロールセンター 

プロキュアメント ポータルで設定 

 

コントロールセンター – プロキュアメント 
コントロールセンター – プロキュアメント ポータルでは、管理者に

FactSet Workstationの購入及びキャンセル、またリアルタイムの

取引所やニュースデータフィードの購入権限が付与されています。そ

の他、利用統計レポートの閲覧やユーザーコンタクト情報（名前、

サポート連絡先、Eメールアドレス等）の管理が可能です。 

 

ファイルマネージャー 
お客様がアップロードに選択したコンテンツへのアクセスはファイルマネ

ージャーを使用して管理できます。管理者はユーザー、ユーザーグル

ープ、ファイルカテゴリーを管理することができます。特定ファイルやフ

ァイルカテゴリーへのアクセスを許可したり、事業部門間のバリアなど

のデータ保護アプローチを設定できます。 

 

ファイルマネージャーはFactSetに保存されているお客様の全データ

をコントロールでき、移動または削除されたファイルを追跡可能なオ

ーディット・トレイル（監査証跡）機能も搭載しています。 

 

お客様のデータはFactSetのハイブリッドクラウド上で独立したデー

タベースに保存されるため、確実に分離されています。 

 

アクセスオーディット 
FactSet社員がサポート目的でお客様のデータにアクセスしなけれ

ばならないケースでは、毎回のリクエストに対して業務上の理由の

明記を義務付けており、各リクエストは記録されます。お客様のセキ

ュリティチームは、24時間365日コントロールセンターにてアクセスオ

ーディットレポートを閲覧することができます。 



 

13 

データセキュリティ 
保有情報、取引、リターン、内部のリサーチノート、格付け、フォーミュラ、モデルの統合によってFactSetアプリケーションの有用性が高まります。プ

ロセス、方針およびテクノロジーを組み合わせることで、FactSet上のお客様データの安全性を確保しています。 

 

FactSetのシステム上で最も重要なデータはお客様の内部データです。FactSetに保存されている場合またはデータ送信中においても、管理、

方針、プロセスを積み重ねることが、顧客データの保護の基本となります。FactSetのハイブリッドクラウドは、お客様データの管理とセキュリティを

担当するFactSetの従業員によって完全に管理されてい

ます。 

 

送信中データの保護 

FactSetの強固なファイル転送システムによって、お客様と

当社データセンター間のデータ転送を安全に行うことが可

能です。全てのお客様に対して、通信の暗号化には鍵認

証ベースの SFTP(SSH/FTP)、またオプションでファイルベ

ースの暗号化にはPGPを推奨しています。パスワードと鍵

＋パスワードのSFTPもまた利用可能です。インタラクティブ

なFactSetアプリケーションは個々のデスクトップとFactSet

データセンター間の接続の暗号化にOpenSSL 256 bit

のAESを使用しています。全てのHTTPSとOpenSSL通

信は、FactSetの証明書を使用し安全に行われます。

FactSetでは、2048ビットキーと、信頼されるCAの署名

付の対応する証明書を採用しています。アカウントチームに

Eメールでサンプルデータや重要な情報を送信するお客様

には、SMTP通信の安全性を確保するため、STARTTLS

による Eメール暗号化を使用します。上記のように

FactSetとお客様間の内部データの送受信の全ルートは

暗号化されています。 

 

データ抽出の規格 

FactSetのクライアント・データ・インテグレーション テクノロ

ジー概要（こちらを参照)では、顧客サイトまたはクラウドベ

ースの会計システム、受注管理システム、データウェアハウ

ス、研究管理システムからの自動データ抽出に関する詳細

をご覧いただけます。その分野に特化した数十人のエンジニアから成る専門のデータ統合チームは、2000以上のバイサイド顧客、120以上のカ

ストディアン、多数の商用ソフトウェアベンダーとの作業経験を有し、データ抽出のターンキーソリューションを提供します。当社のソリューションは、

個人を特定できる情報(PII)を抽出せず、またFactSetアプリケーションの適切なオペレーションにおいて、PIIは不要です。アップロードされたお客

様のデータは、厳格にお客様の使用目的でのみ使用され、特定のデータにいかなる第三者がアクセスすることも一切ありません。 

 

保存済みデータの保護 

データは復号された後、解析されポートフォリオがアップデートされるエンドユースシステムに転送されます。FactSetは自動で毎日何百万ものポー

トフォリオを読み込み、解析しています。オペレーションシステムレベルでのファイル保護とプロセス許可を使用することでデータの分離を確実に行い

ます。適切な許可権限の追跡とアクセス付与を管理する当社のSecure Clientサブシステムへの通知無しで、バッチまたはインタラクティブプロセ

スへのアクセスを行うことはできません。お客様のデータはSQLに保存され、NoSQLシステムには各クライアント独自の暗号を基に鍵が作成されま

す。これらのシステムは、FactSetのセキュリティチームが適切なセキュリティのために確保している許可、認証、データ分離の管理を強化します。 

 

全ての独自データはFactSetのハイブリッドクラウドに保存されます。FactSetソフトウェアは、Microsoftへの統合と市場や企業データの表示用

の単なるシッククライアントであるため、お客様のデータはPC上で一切同期されず脆弱になることはありません。当社の見解では、ノートパソコンの

紛失によってデータの漏えいが引き起こされる心配もありません。 

https://download.factset.com/documents/api/Factset_Client_Data_Integration_Japanese.pdf
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アクセス制御-クライアント 

ユーザーは、当社のシステム上で独自のユーザーネームとシリアル番号に紐付けされている各自の factset.net.IDによって識別されます。

FactSetを通じて双方向アクセスを行うには、FactSetに登録されているEメールアドレスに送信する時間期限付の一度きりのパスコードを使用

した2要素認証を行う必要があります。Eメールは、お客様が管理するコーポレートドメインにのみ送信可能で、それ以外のドメインには特別にリク

エストがあった場合以外は送信できません。この2要素Eメールアプローチは、インストールされたアプリケーション、ウェブプロパティ、携帯端末アプリ

全てのアクセス方法に共通です。ビジネスもしくは戦略グループについては、セルフサービスアプリケーションのファイルマネージャーを通して指定され

た管理者によって特定のポートフォリオ、ファイル、ディレクトリへの読み込み/書き込み権限に限定することも可能です。ファイルマネージャーは、詳

細設定が可能な権限管理システムです。 

 

アクセス制御-サポート 

コンサルタントやサポートエンジニアなど特別な役割を持つ社員には、問題解決をサポートする目的でお客様のワークスペースやデータへのアクセス

が許可されています。全アクセスは、時間が計測され（デフォルトで1時間）、記録されます。全アクセスに関するダイジェストサマリーは、毎日自

動的にコンプライアンス、市場データ、セキュリティグループにEメールで送信されます。社員は、お客様のデータやその他重要性の異なるデータ群の

取り扱いに関する特別な枠組みを提供する適正利用規定(AUP)とデータガバナンスポリシーを遵守します。お客様のデータへのアクセスが可能

な社員は身元調査の対象となります。 

 

多層防御 

FactSetは、多層防御の原則、最小権限の原則、セキュア・デフォルト、職務分掌、周期的脆弱性評価を使用してデータセキュリティに多層の

アプローチを採用しています。OWASP、BSSIM、OSSTMMなどのセキュリティのベストプラクティスに基づいた内部評価が、FactSetのセキュリテ

ィチームによって定期的に実施されます。FactSet主催の第三者による脆弱性評価を通じて、毎年独自の認証を行っています。ネットワークセグ

メンテーション、アプリケーション層ファイアウォール、セキュリティ情報と監視のプラットフォーム、URLフィルタリング、マルウェアとウィルス防御システム、

広範なシステムロギング、DMZの分離、その他ベストプラクティスの組み合わせによってセキュリティ脅威を特定し対応します。FactSetのセキュリ

ティチームは、システムの安全なアーキテクチャとデザインを監督し、FactSetの中核ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）に組み込み、

FactSetの製品とサービスが安全性の標準規格に準拠していることを保障します。社員のノートパソコンは暗号化され、オフサイトでのアクセスに

は機器の証明書ベースのVPN接続が必要です。 

 

FactSetは最高のテクノロジー、保守的なセキュリティ方針、セキュリティエンジニアとソフトウェアエンジニアの統合、広範な機器/プロセス監視によ

って、FactSetに保存されているデータの安全を保証しています。上記の内容に関して詳細をご希望の際は、エンジニアチームの管理職との電話

会議をスケジュールさせていただきますので、お客様担当のアカウントチームにお問い合わせください。 



 

15 

携帯端末用アプリケーション 
FactSetはiPhone®、iPad®、Android®等の携帯端末ユーザー向けのネイティブアプリケーションを提供しています。FactSetユーザーは、初期

設定でこれらのアプリケーションへの接続が有効になっていますが無効に変更することも可能です。 

 

FactSetの携帯アプリケーションには、iPhone、iPad、Android用のネイティブアプリケーションがあり、ユーザーデバイスに直接インストールされま

す。簡単に導入できる設計で、ストレージ、メモリー、システム、ネットワークリソースの使用は最小限に抑えています。 
 

導入 

iPhoneとiPadへの導入: 

iPhoneとiPad用FactSetはApp Storeから無料でダウンロードできます。 

 

Androidへの導入: 

Android用FactSetはGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。 

 

アプリのご利用 

アプリご利用についての詳細は下記オンラインアシスタントページをご覧ください。 

 

• iPhoneとAndroid用FactSet - ページ 20015 

• iPad用FactSet - ページ 20691 

 

通信 – HTTPS 

iPhone, iPad, Androidの端末は HTTPS経由で安全にFactSetと通信します。 端末と

FactSetの間の全トラフィックはHTTPSを使用しており安全です。*.factset.comへの通信を

許可する必要があります。 

 
 

 

 

 

ユーザーアクセス 

iOS/Androidの初期設定: iPhone、iPad、Android端末へのインストール完了後に一度だけ登録・設定を行ってください。プロセスの概要に

ついてはオンラインアシスタントの21140をご覧ください。端末へのインストール完了時は、企業Eメールまたはfactset.netアカウントのみご登録く

ださい。ワンタイムの6桁のパスコードが企業Eメールに送信され、アプリケーションにそのパスコードを入力すると登録完了です。 

 

二度目以降のログイン: 一度ログインすると、お客様の認証情報は端末上に安全に保存され、その後のログインで再入力する必要はありません。

iPhoneとiPadでは追加のセキュリティとして4桁のPINナンバーでの認証も可能です。 

 

同時ログイン: ログインは一度に1端末のみとなります。複数端末からログインを試みると、前の作業が無効になります。これはFactSet 

Workstation、FactSet Web、iPhone、iPad、AndroidでのFactSetセッションに適用されます。 

 

ローカルデータセキュリティ 

データはセキュアデータストレージ用にアップルのネイティブAPIを使用してiPad/iPhone上で暗号化され、全データは安全に保存されます。また、

全てのデータファイルはiPhone、iPad、Android端末で安全な256bitのAES で暗号化されます。詳細はhttp://sqlcipher.net/design/を

ご覧ください。 

http://sqlcipher.net/design/
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