セキュリティプラットフォーム
青森県

導入事例 八戸市様
庁内は平文、外部に出る時のみファイル自動暗号化。難しい操作は一切不要の Security
Platform により職員任せのセキュリティ対策から脱却。全庁のセキュリティレベルを向上。
青森県内で 2 番目に多い約 22 万の人口を抱え、県の経済活動の一角を担っている中核市・八戸市様。八戸駅には東北新幹
線が止まるなど、東北の交通における要衝にもなっています。太平洋に面した臨海部では、漁港・工業港・商業港や工業地
帯が大規模に発展しています。屈指の水産都市であり工業都市である一方、市内には世界遺産に登録された是川石器時代遺
跡を擁するなど、歴史的な価値の高い町でもあります。
総務省から出ている自治体情報セキュリティ対策の指針は、αモデルからβモデル、β´モデルと、社会・時代の変化に合わ
せて随時変わっています。自治体業務がクラウド・インターネットに寄っていく中で、情報漏洩対策やサイバー攻撃対策な
どのセキュリティ対策の強靭化が喫緊の課題となっているのは言うまでもありません。こうした変化を敏感に捉え、日々庁
内セキュリティの向上のために不断の努力を以て取り組まれている八戸市様が、強固なセキュリティと使い勝手を両立でき
る製品として Security Platform( 以下：SeP) を導入いただいた経緯や、今後の展望についてお話を伺いました。
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( 令和 3 年４月１日現在 )
所在地：青森県八戸市内丸 1-1-1
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青い海と緑の芝生のコントラストが眩しい種差海岸

ハミングヘッズ導入事例

八戸市様

セキュリティ USB メモリに不安
職員任せのセキュリティ対策からの脱却
− SeP 導入の背景についてお話しくださ
い。
澤頭氏

八戸市では、ファイルやデータ

などの情報のやり取りにセキュリティ
USB メモリを使っていました。しかし、
PC に挿し込むとその都度ログイン操作を
する必要があることに、私たちをはじめ
多くの職員が煩雑さを感じていました。
また、一部職員が、容易に突破されかね
ない簡単なパスワードを設定してしまう
というような、セキュリティ上のリスク
もありました。
市の情報システムの運用方針として「セ

誰が使っても

ファイルを外部へ持ち出す際も、特段難

全庁に高レベルのセキュリティ

しい操作が必要なわけではなく、必要な

自動暗号化にお任せ

操作は「リリースフォルダに一度保存す
る」というたった 1 つだけです。パスワー

キュリティ USB メモリを利用する」とし
た場合、購入できるものの選択肢も限ら

− SeP 導入の決め手はどこにあったので

ド付き ZIP ファイル形式で持ち出す際に

れてきます。利用していたセキュリティ

しょうか。

も、自動で強固なパスワードを設定して
くれるので、さらにハイレベルなセキュ

USB メモリが急に使えなくなってしまっ
た場合には、手軽に入手できる一般的な

山端氏 「自動暗号化」機能ですね。普段

USB メモリではなく、高価なセキュリティ

は平文で運用して、USB メモリへの保存

リティが実現できると考えました。

USB メモリを購入しなければならない、

や Web へのアップロードなどの外部に

澤頭氏

といった点も考え物でした。

ファイルを持ち出す行為があった場合の

化」ソリューションのお話を聞いたこと

み自動で判断して暗号化や禁止をする、

もありますが、庁内全てのデータをあら

このようなセキュリティ USB メモリにお

というところに価値を感じました。外部

かじめ暗号化してしまうというのは少し

けるセキュリティ上のリスクや、情報の

に持ち出された暗号化ファイルが庁内へ

怖い部分がありました。万が一暗号化し

やり取りの手段としての使い勝手の悪さ、

戻った際は自動で復号される点も特長だ

たファイルが復号できなかったらどうし

といった課題を一挙に解決してくれるこ

と思います。

ようもありませんからね。

先ほどお話ししたように、セキュリティ

また、八戸市ではコストをできるだけ抑

USB メ モ リ で は、 フ ァ イ ル 持 ち 出 し に

えるために、PC は最低限のスペックのも

おけるセキュリティレベルはどうしても

のを利用しています。もし常時ファイル

個々の職員に依存してしまいます。SeP

を暗号化しておくとなると、PC の動作が

の自動暗号化があれば、職員の一定でな

重くなってしまいます。となると、その

い IT リテラシーに依存することなく、全

分 PC に求められるスペックは高くなるた

庁において画一的で強靭なセキュリティ

め、予算的にも厳しくなっていたのかな

レベルを確実に担保できます。

と考えています。職員の IT リテラシーと

他社の製品で「全ファイル暗号

とを期待して SeP の導入に至りました。

いう観点から言うと、全ファイル暗号化
を導入したとしても、暗号化に関連する
操作が難しくてできないことや、問い合
わせが多くなる、といったことも予想で
きました。
山端氏 SeP では、ファイルが外に出る
時にのみ自動暗号化をかけてくれる点、
ファイルを普段は平文で運用できるため、
世界遺産・是川石器時代遺跡 ( 右 ) や、縄文親子像 ( 左 ) から歴史を感じることができる

最低限のスペックの PC でも動作が重くな
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ることなく使える点などから、コストを
抑えつつセキュリティと使い勝手を両立
できるソリューションであるということ
で、導入に至りました。
導入・運用にトラブル無し
従来通りの使い勝手のまま
セキュリティ向上
バージョンアップも簡単
− SeP 導入の感触や、運用し始めてから
の使用感はいかがでしょうか。
澤頭氏 SeP の導入を決めた当時、八戸
市では庁内の約 2600 台の PC に対して、

弁財天をまつる蕪嶋神社は、間近で観察できるウミネコの繁殖地として有名である

Windows 7 から Windows 10 への入れ替

迅速な対処をしていただけたので、特に

ち出されるファイルは暗号化されるかリ

えをしながら AD 環境の構築も進めてい

問題ありませんでした。運用開始後につ

リースフォルダを経由することになりま

ました。並行して SeP 導入の打ち合わせ

いても安定して運用できています。それ

すが、もちろんリリースフォルダ上の操

を行っており、実際に SeP 関連の設定を

はひとえに、暗号化ソリューションの導

作履歴も詳細に記録されています。その

始めてからわずか 2 か月程度で運用開始

入により「暗号化・復号を行うための特

ため、もし万が一ということがあっても、

できました。

別な PC 操作が必要になる」というような

履歴を使って迅速に対応するということ

運用の変更がなく、SeP 導入前と同様に

ができます。また、パスワード付き ZIP

業務を進めることができたからでしょう。

化時に自動で強固なパスワードを設定し

庁内情報システム環境の大幅な変化が複

てくれる機能によって、以前課題だと考

数あったので不安もありましたが、トラ
ブルなどは無く、スムーズに運用開始が

利用方法の職員への通知は、事前に SeP

えていた、
「情報のやり取りの経路上のセ

できたのは良かったです。SeP では、庁

の使い方をグループウェアで掲示しただ

キュリティリスク」という部分も、やは

内は平文で運用できるということや、他

けでしたが、
「使い方がわからない」とか

り非常に安心して運用できています。

のシステムと併存させるための設定を簡

「難しくて操作できない」といった問い合

単におこなうことができるので、他の既

わせがまったく無かったのは驚きでした。

山端氏

存のソフトウェアや業務システムへの影

当初見込んだ通り、業務に支障をきたさ

がとても簡単な点も便利ですね。コロナ

響もありませんでした。

ない使い勝手の良いソリューションであ

禍で県外との往来がしにくいという状況

ることを改めて実感しています。

があり、何度か自力でバージョンアップ

山端氏

あと、SeP はバージョンアップ

を行うシチュエーションもありましたが、

私も、導入に関して何かトラブ

ルが起きた、という記憶は全くないです

澤頭氏

全庁の PC 操作履歴が全て記録

難無く成功しています。1 台だけテスト

ね。調整したい案件が出てきた場合は、

されているというのもポイントです。持

でバージョンアップしてみて、その後あ
る程度範囲を区切りながら、最終的に全
庁にバージョンアップを展開していく、
という方法も簡単でした。
また、セキュリティのことを考えると、
Windows OS を は じ め、Google Chrome
などのソフトウェア・アプリケーション
はなるべく最新のバージョンに近づけて
おきたいと考えています。SeP は OS やア
プリケーションのバージョンアップに逐
一対応していますし、非常にバージョン
アップしやすいということもあり、セキュ
リティを含む全庁のシステム環境を都度
最新に近い形で利用することができる点
も重宝しています。

三層分離環境の使い勝手向上や

いか、と仮想化環境や仮想ブラウザの導

せん。逆もまた然りです。セパレートオ

βモデル移行も視野に入れた

入など様々な角度で検討しています。セ

プションではこのような形で三層分離を

セキュリティの向上に向けて

パレートオプションを使えば、費用のか

実現することができます。

かる仮想化環境などを新たに導入しなく
−今後の SeP 活用の展望などありました

ても、SeP のオプションを追加するだけ

山端氏

らお聞かせください。

でできるのではないか、と考えています。

ンのイメージはつかめました。今後も、

実際にセパレートオプションはどのよう

セパレートオプションやディフェンスオ

なイメージなのでしょうか？

プションなど、まだ活かしきれていない

澤頭氏

果たして今のセキュリティ体制

は本当にこれでいいのか、というところ

なるほど。セパレートオプショ

SeP の機能をよく検討して、八戸市の情

で情報収集を常々行っているのですが、

−セパレートオプションでは、1 台の PC

報システム環境におけるセキュリティの

αモデルからβモデルへの移行という話

でファイルとネットワークが完全に分離

更なる向上を目指していきたいです。

題があります。そんな中、EMOTET など

された複数のモードを切り替えながら使

のマルウェアの話が挙がることが多く

うようなイメージです。

なっています。βモデルでは業務がイン
ターネットに寄るので、EDR を取り入れ

例えば、LGWAN 系モード、インターネッ

るなどセキュリティ面の更なる強化が必

ト系モードという 2 つのモードをあらか

要と考えています。そういった面で、ご

じめ準備しておく場合、「LGWAN 系モー

八戸市様は、
「セキュリティ向上」
「コス

紹介いただいたディフェンスオプション

ドの時に接続できるネットワークは有線

トの抑制」
「使い勝手のよさ」の全てを満

を含め、SeP を活用できる余地がまだま

LAN の み、 ア ク セ ス で き る フ ォ ル ダ は

たすことができる SeP を選択され、どれ

だあるのではないかと考えています。

LGWAN 系フォルダのみ」、
「インターネッ

かをとればどれかがおろそかになる、と

ト系モードの時に接続できるネットワー

いう従来の常識から解放されました。現

また、セパレートオプションによる三層

クは無線 Wi-Fi のみ、アクセスできるフォ

状のセキュリティに安住するのではなく、

分離に興味をもっています。現在八戸市

ルダはインターネット系フォルダのみ」

増大するマルウェアの脅威やβモデルへ

のインターネット系は、LGWAN 系の端末

といった制御ができます。

の移行など、常に向上心をもって先を見
据えた行動をとられる姿に、背筋が伸び

とは別の物理端末でサイトを閲覧するよ
うな運用になっています。当然端末が多

こうすると、インターネット系モードの

る思いがしました。このような八戸市様

くなってしまうという弊害もありますの

時に有線 LAN に接続することはできず、

を、ハミングヘッズは今後とも全力で支

で、少ない端末で済ませることができな

LGWAN 系フォルダへのアクセスもできま

えてまいります。

八戸市様 オフィス環境
【物理環境】
ライセンス数 2,678 台
OS Windows 10

導入製品
セキュリティプラットフォーム ベーシック +AD evolution/SV
セキュリティプラットフォーム トレーサオプション +AD
セキュリティプラットフォーム イントラネットオプション
セキュリティプラットフォーム エンクリプションオプション

構築：株式会社 青森電子計算センター

お問い合わせ先

〒 134-0083 東京都江戸川区中葛西 5-38-8
Tel.03-6808-1300 Fax.03-5679-7720
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