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ディザスターリカバリー（DR）      サービス 

ブルームバーグでは、お客様が突然業務を中断しなければならないような

状況下でも、ブルームバーグ・ターミナルへのアクセスが途絶えないよ

う、全力で取り組んでいます。予期せぬ事態においても、容易にご利用を

継続いただけるよう、この度、ディザスターリカバリー (DR) サービスを 
アップグレードいたしました。 

このモバイル時代において、所定の場所に設置されたディザスターリカバ

リー（DR）用ターミナルにアクセスすることが、必ずしも最もスピーディ

ーで実用的な業務再開方法であるとはいえません。予期せぬ事態が発生し

た場合、Bloomberg Anywhereユーザーは自宅PCやモバイル機器等、ど

こからでもログインが可能です。それに対し、Bloomberg Professionalユ
ーザーの場合、ソフトウェアがインストールされた場所以外からアクセス

をすることは不可能です。インターネット環境と新しくなったDRサービス

さえあれば、Bloomberg Professionalユーザーでも、Web版 Bloomberg 
Anywhereリモートアクセスを介して、ターミナル及び関連サービスに 
どこからでもアクセスできるようになります。 

災害発生時： 

• Bloomberg Professionalユーザーは、どのデスクトップPC、ノート

パソコン、またはモバイル機器からでもブルームバーグ・ターミナル

へアクセスすることが可能になります。 

• ディザスターリカバリー(DR)アカウント、及びお使いのシリアル番号

の確認や、ブルームバーグターミナル・ソフトウェアのバージョンア

ップデートといった作業が不要になります。 

• ユーザーが同時にログインできるセッション数は、これまで通り1回に

制限されます。 

セキュリティの強化策として、新しいDRサービスでは、ログイン時に2
段階認証プロセスを導入しました。ご本人様確認のため、承認済社用E
メールまたは携帯電話へ認証コードを送信します。この2段階認証およ

びログインに関するお問い合わせは、ブルームバーグカスタマサポート

にて常時承っております。 

DRモードでターミナルへのアクセスするには 
DRモードを有効にするには、お客さまの会社におけるアクセスポイ 
ント・オン・デマンド (APOD) 管理者様よりブルームバーグカスタ 
マーサポートにご連絡いただく必要がございます。DRモード起動 
後、ターミナルへのアクセス方法は 次の2 つです： 

1. bloomberg.com
bloomberg.com へアクセスし、画面上部にあるBloomberg 
Anywhere Remote Loginを選択すると、ログイン名、パスワー

ド、コードの入力を求められます。コードは、お客様の承認済み社

用Eメールまたはモバイルデバイスへ送信されます。 

注：この方法でブルームバーグターミナルにアクセスするには、ユーザー

の承認済み社用Eメールが弊社データベースに登録済みである必要があり

ます。 

2.インストール済みブルームバーグソフトウェア

ブルームバーグ・ソフトウェアをインストールすることで、ターミナ 
ルにアクセスすることが可能です。アクセス可能なコンピューターに 
 ブルームバーグのソフトウェアがインストールされていない場合は、 
Bloombergsoftware.com からブルームバーグターミナルサービスの 
 ソフトウェア・パッケージをダウンロードしてください。 
 インストールの手順は、お使いのブルームバーグの接続方法（ブルー 
 ムバーグのプライ ベートネットワークか公共インターネットか）に 
 より異なります。 

お問い合わせ

ブルームバーグDRサービスとお客様の災害復旧計画のベストなマッ

チングについて、詳しくはブルームバーグ営業担当までお問い合わせ

ください。

お問い合わせ 

詳細については、ブルームバーグ

ターミナルで<HELP>キーを 

2度押してお問い合わせください。 
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