HP Sure Click Enterprise 導入支援事例

グループ企業のシンクライアント廃止に伴う、
メールセキュリティ向上に
HP Sure Click Enterpriseが貢献
田中電機工業株式会社

目的
• シンクライアント廃止に伴うメールセキュ
リティの向上
アプローチ
• SCE導入によるエンドポイントセキュリティ
の強化
システムの効果
• メールプロバイダのセキュリティに依存せ
ずに、グループ全体のセキュリティレベル
を担保

グループ企業の場合、個別に既存システムを持っているケースが多く、
統合運用には一定の難しさがある例が多い。シンクライアントの廃止を
決定した企業に対し、グループ企業のメールセキュリティ見直しを依頼
された田中電機工業株式会社は、クライアント企業のセキュリティ不安
を一掃するため HP と協働でこれに対応。セキュアで利便性の高いメー
ル利用環境を構築した。実際にどのような取り組みだったのかをご紹介
しよう。

• 既存のセキュリティ製品の廃止による利便
性の向上

ビジネスへの効果
• シンクライアント、他セキュリティ製品の
廃止による維持コスト削減

左から、田中電機工業株式会社 IT 事業部 技
術統括部 第 3 グループ 課長 皮籠石 篤範氏、
同、主任 中野 稜悟氏、IT 事業部 営業統括部
第 2 グループ 主任 畝田 佳奈子氏

左から、株式会社日本 HP サービス・ソリュー
ション事業本部 技術本部 クライアント技術
部 ソリューションアーキテクト 澤田 亮太
氏、パートナー営業統括 第一営業本部 西日
本営業部 部長 内田 敦司氏、サービス・ソ
リューション事業本部 クライアントソ
リューション本部ソリューション営業部 三
浦 郁也氏

キュリティの強化を目指す、新たなソリュー
ションが必要だと考えました」と田中電機工業
中野氏。
田中電機工業株式会社（以降、田中電機工業）は、 すでに A 社のシンクライアント廃止は、最終
広島市に拠点を置く企業だ。電気電子制御盤等 段階に入っており、難しいメールシステムの統
の設計・製作・販売をはじめ、IT ソリューショ 合を考えるより、新たな視点でセキュリティへ
ンの提供業務も行なっており、地域のビジネス の不安を一掃したほうが利便性も向上するとい
基盤を支えるサービス提供業者として、多種多 う田中電機工業の判断だったのだ。
様な企業から厚い信頼を得ている。特に IT ソ 「中野も述べたように、まずはエンドポイント
リューションに関しては、企業が抱える様々な セキュリティ、メールセキュリティの強化を実
課題にワンストップで対応。システム構築から 現することが最適であり、その条件にあてはま
導入後の保守、運用支援に至るまで、トータル る ソ リ ュ ー シ ョ ン と し て『HP Sure Click
でサポートできることから、すでに多くの導入 Enterprise（以降、SCE）』があることはすでに
実績を持っている。
認識していましたので、HP さんに相談してみ
そんな田中電機工業が生活インフラ提供事業者 たのです」と田中電機工業 畝田氏は語る。
の A 社より相談を持ち掛けられたのが、2021
エンドポイントセキュリティの
年 4 月のことだった。「もともとお取引のあっ
た企業様で、シンクライアントシステムの更新 強化がカギに
時期に合わせてこれを廃止、それに伴い特に 2021 年 5 月、相談を受けた HP は田中電機工
メールセキュリティへの懸念があるというご相 業と協働で A 社に対して初回説明を実施する
談でした」と語るのは田中電機工業 皮籠石氏。 こととなった。「ソフトウェアインストール型
グループ企業を持つ A 社では、シンクライア の SCE はエンドポイントセキュリティを迅速
ントによるクライアント端末管理を実施してい かつ強力にサポートします。課題をお持ちの A
たが、システム維持コスト費の増加、ユーザビ 社様にとってはシンプルに課題を解決できるソ
リティの低下などの諸問題の発生によってシン リューションになると考えました。まずは SCE
クライアントシステムの廃止を決定したのだ。 の仕組みをご理解いただき、段階的な PoC で
それに伴い、IT システム全体が見直されること 安定性を確認しつつ実運用していけるようなス
になったが、特にメールシステムに関しては ケジュールをご提案しました」と HP 三浦氏は
個々のグループ企業が契約していたメールプロ 語る。
バイダをメールプロキシによる統合を目指して 具体的な PoC の手順として、まずは A 社の IT
いたが、一部プロバイダのセキュリティレベル 部門内で検証をはじめ、グループ企業へ段階的
が不明瞭である点や、それぞれが持っている機 に展開、約 2 か月を掛けて課題をつぶしなが
能などの違いによって現在の基幹ネットワーク ら本番環境を構築していくスケジュールが承認
に統合することが難しい状況だった。
された。「7 月より開始された PoC は 8 月末ま
「シンクライアント環境ではインターネット分 で実施されました。その間、いくつかの課題は
離が実現できていましたから、セキュアな運用 出ましたが、最終段階でポリシーチューニング
が可能でした。しかし、これを廃止してメール を含めた検証も完了し、本格移行が開始された
システムを安全に運用するには、メールプロキ のが 10 月。12 月中旬には SCE の導入も終わり、
シやメールプロバイダに依存するセキュリティ 年末にかけて新環境での運用が可能となりまし
システムの構築ではなく、エンドポイントセ た」と HP 澤田氏は導入過程を振り返る。

メールセキュリティに
課題が発生

HP Sure Click Enterprise は端末内でリスクを
分離することができ、通常の PC と同じよう

なユーザビリティを維持することができ、コ
ストも低減することができる画期的なソ
リューションだと考えています。（田中電機
工業・皮籠石氏）

今回の A 社、グループ会社は、環境によって
いくつかの異なるメーラーを利用していること
もあり、SCE の機能差分が発生する、という技
術的には難易度の高い PoC となった。「ケース
によっては差分だけではなく、更なるカスタマ
イズが必要なこともありました。もちろん、期
間と工数は必要でしたが、いずれも PoC 期間
中に方針を決定し、機能差分を調整することが
でき、本番への移行時にはスムーズに運用でき
る状態で引き渡すことができました」と HP 内
田氏は語る。課題解決には田中電機工業および
A 社 IT 推進部も加わり、3 者が一丸となって事
態に対応。これによって問題が発生しても迅速
かつ適切に解決されていったという。
こうして、最後に残ったグループ企業でのシン
クライアントが廃止される 2021 年 12 月、グ
ループ企業の PC は、SCE によって高いメール
セキュリティを確保した状態で基幹ネットワー
クでのメール利用を実現することになった。

入を振り返る田中電機工業 皮籠石氏。
以前は、振る舞い検知型のセキュリティ製品を
使っていた A 社だが、インターネット系シス
テムから基幹系システムへのファイルの受け渡
し時に、どうしても手間が掛かってしまうため、
エンドユーザーや管理者がやや不便を感じる部
分もあったのだという。「SCE ではエンドユー
ザーが意識することなく、すべてのファイルを
開いて確認することができます。万が一、脅威
を含むファイルを開いてしまっても、ファイル
クローズで消滅するということを聞いて、エン
ドユーザーや管理者はとても喜んだそうです。
逆に日常業務でメールやファイルの受け渡しを
する際の安心の度合いが大きくなり、生産性向
上や業務効率化が進んだと良い評価が聞かれて
いるそうです」と田中電機工業 中野氏は新シ
ステムへの手応えを語る。
シンクライアント廃止によるメールセキュリ
ティの不安が解消され、今後は安全・安心なメー
ル運用ができるようになった A 社と、それを
実現させた田中電機工業。
「今回はメールセキュ
の効果を最大限に
リティという部分にフォーカスしたシステム構
SCE 引き渡しの直前の段階では、PoC でクラウ 築でしたが、今後は A 社様のグループ全体の
ド上に構築した SCE 管理サーバはそのまま本 システムをより強固なものにするため、HP さ
番環境にも転用可能だったため、かなり工数が んとご一緒にさらなるご提案をしていきたいと
削減でき、運用開始まで実にスムーズに進んだ 考えています」と田中電機工業 畝田氏は最後
という。「本番を迎えるにあたり、PoC を実施 に語ってくれた。
したことによる効果が大きく反映されました。 社会的な環境変化により、IT システムの移行を
シンクライアント環境のメールシステムから基 余儀なくされているケースは多い。A 社の IT
幹系 PC のメールシステムへの移行となりまし システムの充実はもちろん、多くの企業が抱え
たが、スムーズに新しい環境へ移行できたと思 ている課題を早期に解決すべく、田中電機工業
います。SCE による効果も大きく、A 社様にも と HP はこれからもパートナーとして歩んでい
ご満足いただけています」と、今回の開発・導 く。

PoC

メール添付ファイルの基幹系ネットワークへの取り込み
インターネット分離環境

HP Sure Click Enterprise環境

·シンクライアントの起動に時間がかかる
·振る舞い検査システムへのファイル投入
は手動
·処理ファイル数が増えると検査時間が
遅延

シンクライアント
振る舞い検知

·添付ファイルは、エンドポイントで受信
時にHP Sure Click Enterpriseが自動で振
る舞い検査
·ファイル実行時は、SCEの仮想環境で実
行されるため安心・安全
·添付ファイルを安心して素早く取り込み
が可能

基幹系 PC
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