
いつの時代、どのような組織においても、情報漏洩につながりかねない「ファイルの外部持ち出し」には、厳格な運用が求

められます。一方で厳格な運用は、業務効率とトレードオフになりがちです。京丹後市様は、こうした課題の解決方法とし

て、セキュリティプラットフォーム（以下：SeP）のリリースフォルダに注目され、ファイル持ち出しにおけるセキュリティ

の担保と、持ち出しフローの効率化に成功されました。またSePにより強靭なセキュリティが担保できるということでセキュ

リティ対策としての VDI 方式の仮想化を止め、コストを半減した上で、ここでも効率化に成功されるなど、大胆なシステム

改善を成功された経緯など含めて、お話を伺いました。

導入事例  京丹後市様
ファイル持ち出しフローの超効率化で、業務負担を劇的に軽減して「楽」に
VDI の廃止でもセキュリティレベルはそのまま、コスト半減、手間も半減

京丹後市 総務局 デジタル推進課の
みなさま

インタビューに応じて頂いた方
（一番左）
京丹後市 総務局 デジタル推進課
芦田　諒弥　様

（左から二番目）
京丹後市 総務局 デジタル推進課
岡下　慎太郎　様

自治体名：京丹後市

職員数：700 人
( 令和 3 年４月１日現在 )

所在地：京都府京丹後市
               峰山町杉谷 889 番地

人口：52,927 人
           （令和 3 年 11 月現在）

面積：501.84㎢ 

セキュリティプラットフォーム

京都府

日本文化の中心である京都府の最北に位置し、日本海に面する非常に美しい海岸と、風光明媚な温泉地を抱える京丹後市様。

その美しい海で取れる松葉カニ（間人カニ）は、１匹あたり数万もする超高級品で、海鮮好きの日本人にとって、１度は食

べてみたい逸品です。

松葉カニ。写真のカニは１匹 4万円の値がついていた

たいざ



ファイル持ち出しにおける
セキュリティ向上と
フローの効率化

－ SeP を選んでいただいた背景について

お話しください

芦田氏　京丹後市では、これまでユーザー
（＝職員）が業務上、メールにファイルを

添付したり、ファイル転送のサービスを

使ったりなど、ファイルを外部に持ち出

す必要が生じた場合は、逐一、上長の承

認を得ることが必要でした。当然、持ち

出すたびに承認を得るのはかなりの手間

で、業務効率を下げるものでした。また、

ファイルの持ち出しは、課ごとに上長の

裁量によるため、差異が生じてしまって

いました。そのため京丹後市としては、

こうした課題を早急に改善する必要があ

りました。

さらにマルウェアや第三者が重要情報を

持ち出してしまうような事態を想定した、

持ち出しに関するセキュリティの強化も、

喫緊の課題でした。こうした複数の課題

を解決すべく、京丹後市では、下記の要

件を満たすソフトウェアを探していまし

た。

１：第三者やマルウェアなどがファイル

を簡単に持ち出せない

２：意図せずファイルを持ち出された場

合はファイルを暗号化かあるいは無価値

化する

３：持ち出したファイルを簡単に確認で

きる

４：ユーザー側の利便性はできる限り変

えない

これまでいくつかの要件は満たしている

他社のソフトウェアも導入経験があるの

ですが、それでもすべてを満たすという

ことにはなりませんでした。そのため、

常にすべての条件を満たすソフトウェア

を探している状況でした。

SeP は意図しようがしまいがファイルが

外部に持ち出されると、自動で暗号化す

る仕組みがあるため、ファイルを外部で

閲覧することができなくなります。また

履歴機能と、履歴を分かりやすい形にし

て出力するトレーサオプションを使うこ

とで「誰がいつどんなファイルを持ち出

したか」の確認は簡単にできます。ユー

く終わった印象です。大きなトラブルも

なく、導入後に職員への説明会も不要で、

説明らしい説明と言えば、グループウェ

アでリリースフォルダの使用方法とか、

持ち出し手順などをマニュアルで案内し

たくらいで済みました。

芦田氏　SeP を導入した直後は、リリー
スフォルダを経由せずにファイルを持ち

出そうとしたユーザーから「持ち出そう

としたらファイルが暗号化されてしまう」

という問い合わせも来ましたが、それも

すぐに収まりましたね。

VDI の廃止という英断
大胆な改革でコスト半減
ログイン行為減で手間も半減

－ LGWAN 系の VDI による仮想化を止め

られたと伺いましたが、その経緯につい

ても教えてください

芦田氏　これまで、インターネット系に
接続するためには、まず LGWAN系用の

仮想化デスクトップにログインして、さ

らにそこからインターネット系用の仮想

化デスクトップにログインする必要があ

りました。

ちょっとした調べものをするようなイン

ターネット系に接続するために、このよ

うに 2回もログイン操作をする必要があ

るのでは、ユーザーの利便性は非常に悪

いと感じていました。ユーザー側からも

ザー側は持ち出す際に

リリースフォルダを経

由する、ということ以

外は利便性をまったく

変えることがありませ

ん。こうして、すべて

の条件を初めて満たし

たのが SeP でした。

岡下氏　要件を満たす
という件もそうです

が、導入に際しても、

検証を始めてから本番

運用までがわずか１カ

月半くらいとかなり早
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展望台から臨む久美浜湾。海水と淡水が混じる汽水湖でもある



不満の声は上がっていました。もちろん、

よい手段があれば辞めたいと強く考えて

いましたが、LGWAN系のセキュリティを

確保するためにやらざるを得ませんでし

た。

SeP を導入すれば、あらゆる角度から網

羅的なセキュリティ対策を実行できます。

そのため LGWAN系へ接続する仮想化デ

スクトップを廃止しても、セキュリティ

を十分、担保できます。結果として、イ

ンターネット系へは、仮想化デスクトッ

プを経由せずに接続した LGWAN系から、

１回だけ仮想化デスクトップを挟めば接

続できる仕組みに変更することができま

した。ログイン回数が減り、インターネッ

ト系が使いやすくなったため、不満の声

も聞かなくなりました。

岡下氏　あと、LGWAN系で VDI を使用し
ている時より、コストも安くなったのは

間違いないですね。半額くらいにはなっ

たと思います。VDI は更新費用がとにか

く高かったのでこれはとても助かります。

どこの自治体もコストは、低く済めば済

むほど良いですから。

職員を「楽」にする
履歴とリリースフォルダの
積極的な活用方法

－導入のきっかけの際にお話しいただい

たことともつながると思いますが、リリー

スフォルダと履歴の運用について詳しく

お話ください

芦田氏　これまで上長の承認が必要だっ
たファイルの持ち出しを、すべてリリー

スフォルダを経由した持ち出しにして、

上長の承認を省略しました。さらに、こ

のファイル持ち出しについての履歴のみ

を収集して１週間に１度、チェックして

います。

これまでファイル持ち出しのチェック

は、上長が承認する形で済ませていたた

め、定期的な履歴のチェックは行ってき

ませんでした。履歴を調べる際は、資産

管理ソフトウェアが記録している膨大な

ログから調べる必要があり、不便さを感

に専用のソフトでアップロードしてから

ダウンロードする必要があるのですが、

その際も承認が必要ですごい手間がか

かっていました。SeP を導入して、こう

した苦労もなくなったので、楽になった

感覚はあります。

芦田氏　承認があってもそこは完全に上
長の裁量によるものなので課ごとに差が

ある運用となっていました。今では、全

てのファイルの外部への持ち出し、メー

ルへのファイルの添付、USB の書き込み

に関してリリースフォルダを経由する運

用をしています。そのため、どの課も同

じ基準で外部持ち出しをするようになっ

て、セキュリティ的にもかなり改善でき

たかなと思います。

もちろんユーザー側も、いちいち上長の

承認を取らずに持ち出せるということで、

業務が非常に楽になったという話を聞き

ます。

－リリースフォルダの仕様はどのように

なっていますか？

じていました。SeP の履

歴機能はトレーサオプ

ションを導入すること

で「ファイル持ち出し

の履歴だけを確認する」

ということもすぐにで

きるので、毎週のチェッ

クを簡単にこなすこと

ができます。

岡下氏　ファイル持ち
出しの承認もそうです

が、マイナンバー系へ

ファイルを取り込む際

芦田氏　承認機能は利用せず、持ち出す
際のファイル形式を指定・選択できるリ

リース選択フォルダを使用しています。

持ち出しは、現在、平文のみ許可してい

ます。リリース選択フォルダの仕様では、

パスワード付 ZIP を選択肢に入れること

もできますが、PPAP 問題（パスワード

付き ZIP ファイルをメール添付で送って、

次のメールでパスワードを送る方法のセ

キュリティ上の問題）もあるので必要は

ないと考え、選択肢からは外しています。

リリースフォルダの場所ですが、課ごと

に専用のものを作っています。

岡下氏　持ち出し時には、１回警告パネ
ルが挟まれます。警告パネルに、持ち出

しユーザーや持ち出しファイル、持ち出

し先まで履歴を取得しているので、不正

な持ち出しはすぐに判明する旨を記載し

ています。

実際に、持ち出されたファイルについて

はすべて履歴で確認ができますし、履歴

を見れば持ち出してはいけないファイル

を持ち出している人はいないと証明もで
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立岩。高さ 20メートルもある１枚の岩だ。観光客と比較するとその大きさがうかがえる



きます。それに持ち出してはいけないファ

イルを外部に出せば、ここまではっきり

と犯人が特定されることがことわかって

いながら、それでも情報を持ち出す人は

いくら何でもいません。今の時点で、持

ち出してはいけないファイルを持ち出し

た人はいないので、セキュリティは十分

に担保できていると言えます。

セパレートオプションも展望に
さらなる効率化とコスト減も

－今後さらに SeP をこういう風に活用し

ていきたい、こういう活用を今後は想定

しているなどありましたら教えてくださ

い。最近、開発されたセパレートオプショ

ンでは、端末１台で全系統を最終的にま

とめることも可能です。やり方次第では、

3系統＋テレワークで１人何台も必要だっ

た端末を、1台にすることも可能です。

芦田氏　なるほど、もしセパレートオプ
ションを使って、３系統をドッキングで

きるようにすれば、端末の台数も減らす

ことができますし、現在使用しているイ

ンターネット接続系の仮想化のコストす

らも詰めることができますね。

セパレートオプションというのは、複数

OSが入っているような感じですか？ある

いはコンテナのようなものですか？

－ SeP で設定できるアクセス制限やファ

イル暗号化、使用禁止アプリケーション

など運用方法の１セットである「SeP ポ

リシー」を複数持たせるイメージになり

ます。例えば、京丹後市様用の LGWAN

系ポリシー、マイナンバー系ポリシー、

インターネット系ポリシー、テレワーク

ポリシーを設定します。セパレートオプ

ションを導入すると、画面に切り替えの

スイッチが表示されるため、それを業務

ごとにスイッチを押して切り替えます。

またポリシーを変えるのに再起動やログ

インが必要ないため、スムーズに切り替

えが行われ、使い勝手が良いのも大きな

特徴になっています。

岡下氏　というと、複数パターンあるAD
のポリシーをユーザー側から選択して切

り替えながら業務できるような感じと近

いのでしょうか。インターネット系を利

用したいときは、そのスイッチを押して

インターネット系の業務を行う。マイナ

ンバー系に戻ろうと思ったら、またスイッ

チを押して、マイナンバー系のフォルダ

にアクセスするというわけですね。イン

ターネット系のときはマイナンバー系の

フォルダを見ることができず、データも

ファイルも行き来できないわけですね。

－その通りです

岡下氏　確かに…セパレートオプション、
とても便利な機能ですね。考えさせてく

ださい。

業務効率とセキュリティの両立を目指し
て、SeP のリリースフォルダに注目して
頂いた京丹後市様。リリースフォルダの
導入により、業務効率を劇的に改善する
ことに成功されました。またセキュリティ
を維持しつつも、VDI の台数を減らすこ
とで、更新費用などを大幅に抑えること
も実現されました。ハミングヘッズとし
ても、常にセキュリティの課題点を意識
して、すぐに導入へ行動を移される、問
題意識の高さに身の引き締まる思いでし
た。このような京丹後市様に、課題点を
解決するソフトウェアとして SeP を選ん
でいただいたことを大変、光栄に思いま
す。

京丹後市様　オフィス環境
【物理環境】

PC台数　800台

PC環境　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

お問い合わせ先

〒134-0083　東京都江戸川区中葛西 5-38-8
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