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ロゴ（カラー）

セキュリティプラットフォーム
神奈川県

Securit y Plat formのロゴセキュリティプラットフォームの著 作 権その他 一 切の知 的財産権はハミングヘッズ株 式 会社に帰属します。ハミングヘッズセキュリティプラットフォームは 、ハミングヘッズ株 式 会社の登 録商 標です。

1.コンセプト
「ホトスの目」という古代 エジプトの図 柄 が ある。安 全の目を意 味するこの図を古代 から受け継ぎ、
現 代・未 来に向かって監 視し続ける安 全の目として世の中に広がっていく。
その 想いがこの 形になった 。
ーサイトウマコト談

導入事例 相模原市様
ロゴ（白黒）

短期間の導入、記憶領域の暗号化、ファイルの自動暗号化、ユーザーへの負荷低減、
必要環境を低価格実現…あらゆる要件を備えたセキュリティプラットフォームを導入
日本 語

神奈川県で三番目になる７０万人を超える人口を抱え「政令指定都市」という側面と、相模湖を中心とした風光明媚な土地

2.ロゴのバリエーションに関する規 定

機 能 説 明 など 図の中にロゴを配 置する場 合は 、
（R ）を削 除してもよい。

3.禁 止事 項

柄という両面を持つ潤水都市・相模原市様。令和３年に開催される予定の東京オリンピックでは、自転車競技（ロード）の

ロゴの 変 形・分 割・色の 変 更 不 可。
識 別 性を損 ねてはいけない。

２５０キロのうち、ちょうど市街地から山道へと切り替わっていく３０キロほどが、相模原市内になっています。
令和２年初頭から新型コロナウイルス感染症の感染拡大、そして緊急事態宣言と、日本全体でテレワークへの迅速な対応を
求められました。そのコロナ禍で、市、ましてや相模原市様のような政令指定都市ともなると、多数の職員を抱えながらも、
非常に厳格で確実な情報セキュリティ対策が求められます。短期間での導入、そして高度なセキュリティを両立しうる製品
として、この度、相模原市様にはセキュリティプラットフォーム（以下：SeP）をご採用いただきました。導入の経緯や、
テレワークへとスムーズに移行できた工夫など、これからの展望なども含めてお話を伺いました。
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情報政策課
様

自治体名：相模原市
職員数：7,760 人
( 令和２年４月１日現在 )
所在地：神奈川県相模原市
中央区中央 2-11-15
人口：723,030 人
（令和元年 12 月現在）
面積：328.91㎢

相模湖

写真：相模原市提供

ハミングヘッズ導入事例

相模原市様

テレワーク移行は喫緊の課題
しかもセキュリティも両立するのは
一筋縄ではいかない
ー SeP 導入前の環境や課題などについ
て教えてください。
二瓶氏

新型コロナウイルス感染症の

感染拡大以前から職員の多様な働き方
への取組の１つとしてテレワーク環境
の導入の検討を行っていました。その
一環としてサテライトオフィスの導入
なども実施していました。
令和２年初頭頃から新型コロナウイル

相模原市民桜まつりの様子

写真：相模原市提供

除することができませんでした。

ス感染症の感染拡大がおこり、職員の

てまず検討したのは、令和２年３月に

感染防止及び行政事務の業務継続の観

導入した当時と同様の VDI 環境を構築

点から、本格的にテレワーク導入の必

し、シンクライアント端末を利用して

また、当時利用していたファイル暗号

要性を強く認識するようになりまし

庁内ネットワークに接続する方式でし

化システムでは、ファイル持ち出し時

た。そのため、まずは妊娠中の職員や

た。しかし、ライセンスやサーバー機

に設定するパスワードを月に１度、全

基礎疾患を持っている職員など、優先

器等に係る費用が高額であることが大

所属分職員が変更しなければならない

的に安全を守る必要のある職員向け

きな障害となっていました。

運用となっていました。これでは、情
報漏洩対策として不足を感じるところ

に、 令 和 ２ 年 ３ 月 に VDI 用 に ５ ０ 台
のシンクライアント端末を導入しまし

そこで代わりに採用が検討された

がある上、職員の事務負担も大きなも

た。

の が、 職 員 が 自 席 で 利 用 し て い る

のとなってしまいます。

５０００台の端末を利用して、閉域
その後、新型コロナウイルス感染症の

SIM 回線経由で庁内ネットワークに接

このような背景があり、端末本体の記

感染拡大が進み、4 月に緊急事態宣言

続する方式でした。この方式だと、サー

憶領域暗号化とファイル持ち出し時の

が発令されたことに伴い、令和２年５

バーの構築や特別なライセンスは不要

暗号化の両方を機能として備えている

月に５００台のテレワーク環境を追加

なため、導入に係る費用が抑えられる

システムの導入を検討するに至りまし

整備することとなりました。追加で整

メリットがあります。しかし職員が使

た。

備する５００台のテレワーク環境とし

用している端末は FAT 端末のため、万
が一持ち出した端末

SeP の導入で

を紛失すると、端末

持ち出し時のセキュリティの強化と

に保存されている情

使い勝手の向上を両立

報が漏洩する可能性
があることが課題で

ーそのような背景下で SeP を導入して

した。

いただいた理由を教えてください。

当時もファイル暗号

二瓶氏

化システムを利用し

憶領域の暗号化」と「ファイル持ち

ていましたが、端末

出しの暗号化」という２つの機能要

本体の記憶領域を暗

件をかなえられること。もう一つが、

号化することはでき

緊急事態宣言を受け短期間での導入

ず、このリスクを排

が必要になったため、導入の際の支

先ほど申し上げました「記

ハミングヘッズ導入事例

援体制が厚くスムーズに導入できるこ

集され、インシデントが起

とが重要でした。

きた際などの確認手段とし

相模原市様

て、セキュリティの向上に
SeP は、ストレージ暗号化機能で「記

寄与しています。

憶領域の暗号化」
、evolution /SV 機能
で「ファイル持ち出し時の暗号化」を

二瓶氏

実現できます。SeP が相模原市の求め

持ち出し時には、
「リリー

る機能要件にしっかりと合致したこと

ス承認機能」を利用してい

が結果的に導入する決め手となったと

ます。
「リリース承認機能」

考えています。また実際の導入期間に

ならば、持ち出したいファ

関しても、当初目標であった一カ月間

イルをリリースフォルダに

程度の短期間で、手厚い支援体制もあ

保存することで、承認者に

り無事導入が完了できました。

自動で持ち出し申請が通知

例えば、ファイル

されるため、申請および承認が GUI 上

で手間にならず、強固なセキュリティ

ー相模原市様におかれましては「政令

で処理が完了し、ユーザビリティが向

を保つところは便利ですし、スムーズ

指定都市」という立場であることから、

上しています。さらにこうしたやり

な運用が可能になりました。

ご苦労もあると思います。弊社製品が

取りが、履歴として残っているためセ

貴市のセキュリティシステム構築にど

キュリティも向上しています。

のようにお役に立てたか、教えてくだ
さい。
二瓶氏

二瓶氏

庁内のネットワークの無線化

が進み、最近では職員が端末を持って
セキュリティと使い勝手がバランスよ

会議室に行って打合せということもで

く揃っているのが理想的ですね。

きるようになりました。

暗号化のパスワード

しかし、庁内とは言え端末を持ち運ぶ

確かに職員数は多いです。端

末の台数も５０００台に上り、これら
のセキュリティも担保しなくてはいけ

「月１回、手動による変更」から

わけですから、テレワークほどではな

ません。さらに緊急事態宣言下でス

「毎回、自動で生成」で負担を激減

いにしても、暗号化していないと情報

ムーズにテレワークへ移行しなくては

漏洩する可能性がありました。今回

いけない点なども考えると、使い勝手

ーご導入いただいて改めて使い勝手が

SeP を導入したことで、庁内の持ち運

がよく利便性が高いということも必要

よいなどと感じられた機能はあります

びに関するセキュリティについてもカ

になってきます。

か？

バーできるようになりましたね。

早川氏

織田氏

端末の操作履歴についても、

我々が手をかけることなく自動で収

以前使用していた暗号化シス

そして、これは一番大きいことかもし

テムは、先ほど申し上げました通り、

れませんが、導入時にサポートを非常

ファイルの持ち出しのパス

に手厚くしていただきました。

ワードを月１回変更すると
いう運用ポリシーで利用し

以前使用していた暗号化システムか

ていました。これも理想と

ら SeP に乗り換えるときに、以前の暗

しては都度、変更する方が

号化システムが自動で復号しない関係

セキュリティを担保できる

で、一度手作業で復号化して、再度暗

のですが、職員の負担とセ

号化する必要がありました。情報部門

キュリティの兼ね合いで定

の職員だけではさばききれない量でし

められたものです。

たが、自動化ソフトウェアの AI ハミ
ングヘッズにて自動復号化ツールを作

SeP はファイルを持ち出す

成していただいたことにより、大きな

と き に、 毎 回 異 な る パ ス

混乱なくシステム移行をすることがで

ワードを自動生成できるの

きました。

また、運用後もイレギュラーなケース

せたくない」というような制限を簡単

を外部に持ち出すときに、申請用紙を

がでた場合は、迅速に相談に乗ってい

にかけられます。

上長に提出し、上長が承認、押印すれ

ただき、レスポンスが早いのはとても

ば持ち出せるというフローになってい
現在、会議や審議会など、センシティ

ます。このフローをリリース承認機能

ブな情報を扱うような会議では、会議

に移行することで、申請用紙の廃止、

資料が席上配布のみということがあり

はんこレスを実現しようと検討してい

セキュリティ向上だけでなく

ます。印刷した資料を席上に配布はし

ます。

既存業務の効率化まで視野に

ますが、帰るときは回収するというよ

助かっています。
「拡張アクセス権」
「リリース承認」

うな運用です。
ーほか、将来的に構想されている SeP
の活用方法について可能な範囲で構い

「拡張アクセス権」を使えば、ペーパー
レス になったときにも同じような運用

新型コロナウイルスが感染拡大する中、

が可能になります。つまり、ファイル

職員の方の安全を守るテレワークを導

二瓶氏 ファイルごとにアクセス権限

サーバー上に重要なファイルをおいて

入しつつも、情報セキュリティや利便

を細かく制限できる「拡張アクセス権」

閲覧のみ許可し、デスクトップへのダ

性の向上などを同時に進める、という

は、非常に便利な機能だと感じました。

ウンロードやスクリーンショット、印

IT 技術を存分に利活用される、高く、

刷を制限する…そういう使い方ができ

強い意識を感じました。ハミングヘッ

るかもしれないと感じました。

ズ側でも想定していないような、機能

ませんので教えてください。

特定のファイルに対して、OS の機能を

の利用方法もあり、勉強させていただ

使ってスクリーンショットやファイル
コピーなどの制限を行うのはなかなか

早川氏 それ以外では、
「リリース承認

きました。様々な制限や条件が付く中

難しいです。しかし SeP の「拡張アク

機能」を利用していますが、それを活

でも、よりよい選択肢としてハミング

セス権」を利用すれば、例えば、ファ

用してはんこレスを推進できないか検

ヘッズの SeP を選んでいただいたこと

イルサーバー上にある特定のファイル

討しています。

を大変光栄に思うと同時に、今後も手
厚くサポートさせていただければと存

に対して「閲覧はさせたい」でも「印
刷はさせたくない」
「ダウンロードもさ

現状は USB メモリやカメラなどの機器

ロゴ使用規定ー Humming HEADSーロゴのバリエーション

じます。

2007年9月3日

ロゴ（カラー）

相模原市様 オフィス環境
【物理環境】
ロゴ（白黒）

PC 台数 5,050 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
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
セキュリティプラットフォーム ストレージエンクリプションオプション
日本 語

構築：ネットワンシステムズ株式会社
2.ロゴのバリエーションに関する規 定

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

機 能 説 明 など 図の中にロゴ を配 置 する場 合は 、
（R ）を削 除してもよい。

3.禁 止事 項
ロゴの 変 形・分 割・色の 変 更 不 可。
識 別 性を損 ねてはいけない。

お問い合わせ先

sales@hummingheads .co.jp
h t t p s : // w w w. h u m m i n g h e a d s . c o . j p/

＊本内容は、2021 年 1 月現在のものです。製品・サービス内容・仕様については事前の予告なしに変更されることがあります。
＊ハミングヘッズセキュリティプラットフォーム、AI Humming Ｈeads、AI ハミングヘッズはハミングヘッズ株式会社の商標ま
たは登録商標です。その他記載されているブランド名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
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