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社内と変わらぬ使い勝手でセキュアな
持ち出し PC が社外業務を円滑にする
1899 年の創業以来、数々の世界初の革新的
な製品やサービスを開発し、お客さまに最適な

スクが暗号化された PC を持ち出すことを許可

ソリューションを提供してきた NEC。自社で使

していましたが、通常のハードディスクの暗号

う PC は、盗難、紛失による顧客情報の漏洩等

化だけでは万全なセキュリティ対策とは言えま

の危険防止を優先し、社外への持ち出し利用に

せんでした。

強く制限をかけていたため、PC 利用者の業務
に支障をきたすことが少なくありませんでした。

谷川 哲司 さん

Trusted PC の 場 合、デ ー タが 入ったまま
持ち出せるため、ネットワーク環境が整ってい

そこで、社内と変わらぬ使いかたができ、より

ない場所でも業務が通常通りに行えます。万一

安全な PC を、納得できる価格で利用する方法

PC を紛失しても、その後の情報漏えい対策が

を模索してきました。
日本電気 株式会社
経営システム本部
セキュリティ技術センター

らない場合には、上司の許可のもとハードディ

高度な情報漏洩対策と使い勝手の良さ。こ

施されるため、
「安心して持ち出せる」と、歓迎
ムード一色です。また、
利用制限もほとんどなく、

の問題を解決するため新たに持ち出し PC と

社内利用時の PC とほぼ変わらないので、とま

して定めたのが Trusted PC。これまで利用

どいの声もありませんでした。

してきたセキュリティソフトではなく、ハード

そういったこともあり、当初は 2013 年度ま

ディスク暗号化のクラウド型マネージドサー

でに約 3,000 台の利用を推測していましたが、

ビス「SecureDoc マネージドサービス」と、

導入開始の 2012 年 6 月から 2 ヶ月の時点で、

遠 隔デ ータ消 去 の BPO 型 マ ネ ージド サ ービ

利用申し込みが 800 台を超えました。最終的

ス「トラストデリートマネージドサービス」を

には 10,000 台近くを利用することになるので

Trusted PC の仕様に取り入れたのはなぜなの

はないでしょうか。

でしょうか。経営システム本部で、
全社のセキュ
リティのルール作りや運用を担当されている谷

——Trusted PC 導入により、管理側にはどの

川 哲司さんにお話をうかがいました。

ようなメリットがありましたか？
これまで PC の紛失や盗難などの事故があっ

万全なセキュリティ対策で、
外出先でも普段通りの業務が可能に

た場合、その PC 内の個人情報有無を確かめる
のが大変でした。暗号化はしていましたが、PC
と一緒にログイン ID やパスワードのヒントを書

——利用する社員の方たちは Trusted PC をど

いた手帳なども盗まれれば、データにアクセス

う評価されていますか？

される危険がありました。Trusted PC の場合、

これまでは、社外に持ち出す PC は原則と

たとえその PC に個人情報が入っていたとして

して、データを持たない端末であるシンクライ

も、遠隔でデータ消去ならびに起動制御ができ

アントに限定していました。しかし、シンクラ

るので、情報漏えいの心配がほぼありません。

イアントはインターネット環境が不可欠なため、

運用負荷が掛からない点もメリットの一つで

出先のネットワーク環境次第では、業務が充分

す。たとえばロック解除や遠隔制御の必要があ

に行えないこともしばしばありました。そこで、

る場合には、こちらで行うのは利用者の本人確

業務上やむを得ずデータを持ち出さなければな

認だけであり、実際のオペレーション作業など

はサービスデスクに任せることができるので、管理側の運用負担

分たちで運用したいという声も社内からは上がりましたが、管理

がほとんどありません。

サーバなどの維持管理コストも高くつきますし、オペレーターの
体制などの問題も出てきます。よって、運用・コストのどちらの

——PC を購入するのではなく、導入支援、運用支援サービス込み

測面から考えてもサービスを利用することが現実的と判断しまし

で借りることに感じるメリットを教えてください。

た。

PC を借りれば資産を持たずに済み、初期費用がかかりません。
また、借りる PC は、全社統一の仕様のもと、社内で必要なソフ

——Trusted PC の仕様決定から実際の導入まで、時間と手間は

トウェアのインストールや個別設定が完了しています。以前は各

どのくらいかかりましたか？

部門、各関係会社がバラバラに、自分たちが使うパソコンの仕様

Trusted PC には「SecureDoc マネージドサービス」
、
「トラ

等を設計していたため、管理側の運用負担と無駄なコストが発生

ストデリートマネージドサービス」の他に独自のセキュリティシス

していたのですが、この運用ルールであれば、管理側は全社 PC

テムも加えたこともあり、マスター PC の設計、評価等に半年ほ

の集中管理が実現できるとともに、利用する社員もソフトウェア

どかけました。
「SecureDoc マネージドサービス」
、
「トラストデ

のインストールや設定などに時間を取られることなく、新しいパ

リートマネージドサービス」のセキュリティの仕組みなどについ

ソコンが届いたら、すぐに使うことができます。さらに、代替 PC

ては、NEC キャピタルソリューションにかなり詳細に話を聞かせ

をストックしていますので、故障が発生した際でもセットアップ

ていただき、導入後の運用も考えて、仕様を決めました。評価に

済みの代替機がすぐ使えるので、業務時間のロスがありません。

おいては、パイロットマシンを 10 台ほど作り、実際に社外に持

安全性・運用の手軽さ・価格のどの面でも
Trusted PC が要件に合致

どもしました。

ち出して利用するなどして、使い勝手や問題点を確かめることな

——導入後、トラブル対応はありましたか？
——持ち出し用 PC のセキュリティ対策を選ぶにあたり、どのよ
うな要件を求められましたか？

導入の初日と 2 日目は、数件のロック解除依頼がありました。
その後、2 ヵ月半が経過しましたが、実際に対応したトラブルは 5、

まず安全性の高さです。以前は置き忘れによる紛失や車上荒ら

6 件しかありません。当初は、休み明けの毎週月曜日は対応で忙

し等での盗難を問題にしていましたが、それらは不注意によるも

しいだろうと予測していたのですが、そんなことはありませんで

のであり、社員の意識改革によりある程度防ぐことができると考

した。

えてきました。しかし、2011 年から標的型攻撃への対策が必要
となってきました。最初からこの会社の情報を盗もうと決めて攻
撃してくる者が相手ですから、格段にレベルの高いデータ保護が
必要になりました。
次に管理側のセキュリティ運用が回るかどうか。
そして最後に価格です。今回、社内で Trusted PC 導入を発表
した後、最も多かった問い合わせが価格のことでした。

——今後の展開予定や要望をお聞かせください。
今後はモバイルノート PC だけでなく、社内で使うディスプレ
イの大きな PC、また軽量のウルトラブックでの採用も検討したい
ですね。
Trusted PC はさまざまな危険がある海外でこそ使いたい PC
です。NEC キャピタルソリューションには今後の海外サポートも
視野に入れたサービス強化も期待しています。

——NEC キャピタルソリューションのサービスを利用する決め手
となったものについてお教えください。
決め手となったのは「SecureDoc マネージドサービス」がイ

ユーザー企業情報

ンテル (R) アンチセフト・テクノロジー（インテル AT）に対応し
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ていたことです。これまで利用してきたハードディスク暗号化ソ

所在地

東京都港区芝 5-7-1

フトはインテル AT に非対応であったことから、暗号化機能として

Website

も「SecureDoc マネージドサービス」を選ぶという決断を下し

1899 年創立。スマートフォンやイン
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ました。インテル AT ならハードウェアベースで起動を制御する

ターネットサービスなどのパーソナル

ことが可能であり、HDD からのブートだけではなく、USB メモ

ソリューション事業から、IT ソリュー

リなどの外部デバイスからの起動も防止できるので安心です。
「ト

ション事業、キャリアネットワーク事

ラストデリートマネージドサービス」でデータを消去する事もで

業、さらに放送映像システムや交通・

きますので、PC 内に漏洩しては困るデータがあったかどうか心配

公共システム、航空宇宙・防衛システ

する必要がなくなりました。

ムなどまで扱う社会インフラ事業まで

運用と価格も実用的でした。サービスを受けるのではなく、自
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