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Case Study
BlackBerry ® Protect

株式会社沖縄銀行

未知のマルウェアにも対抗する多層防御の中核を担う
振る舞い検知とは異なる強固なマルウェア対策
「BlackBerry® Protect」

地域密着型金融機関として地域社会に貢献している株式会社沖縄銀行では、秘匿性の高い個人情報を
数多く取り扱っている金融機関だからこそ堅持すべき、安全かつ信頼性の高いインフラ作りに長年取
り組んできました。同行がさらなるセキュリティ強化策の 1 つとして取り組んだのが、未知のマルウェ
アへの対策でした。検証を重ねた結果、パターンマッチングのアプローチとは異なる、人工知能の技
術を活用した AI アンチウイルス「BlackBerry® Protect」を導入するに至りました。
株式会社沖縄銀行

インタビュー

住所：沖縄県那覇市久茂地 3-10-1
設立：昭和 31 年 6 月 21 日

従業員数：1,099 名（平成 28 年 3 月末）
URL：http://www.okinawa-bank.co.jp/
業界：金融業界
沖縄銀行
システム部
執行役員部長

髙良 茂 氏

（2021 年 8 月現在

常務取締役）

沖縄銀行
システム部
システム企画管理グループ
上席調査役

上原 慶典 氏

（2021 年 8 月現在 システム部 部長代理）

株式会社おきぎん
エス・ピー・オー
システム開発部
金融システム開発課
チーフ

上原 浩輝 氏
（2021 年 8 月現在

同課 マネージャ）

ソリューション

• BlackBerry® Protect を 2200 台の端末の一部に導入
• 段階的に全端末に導入予定

事業内容：金融

導入のきっかけ

• 未知のマルウェアに対する対策

課題

• 金融庁指導によるサイバーセキュリティ管理体制の強
化、未知のマルウェア対策の徹底
• 従来アンチウイルス運用時のネットワーク全体におけ
る負荷

課題

ガイドラインで指摘された多層防御の重要性

「地域密着・地域貢献」を経営理念に掲げ、地域社会の発展に寄与することを使命に地域密着型の金融機関として多くの人に親しま
れている株式会社沖縄銀行。長年にわたって築き上げてきた「お客さま目線」の姿勢を基本に業務革新に挑戦し、新たな価値創造を
通じて県民に愛される「ピープルズバンク」として地域社会に貢献しています。この顧客第一主義を実現するため、同行では業務効
率化に向けたシステム合理化に注力しており、さらに金融機関に求められるセキュアな環境づくりにも積極的に取り組んでいます。

金融機関を管理監督する金融庁では、信用秩序の維持や預金者保護の確保などを目的にした監督指針や業務ガイドラインとなる金融
検査マニュアルなどによって、サイバーセキュリティに対する管理体制を強化するよう指導が行われています。近年では、大手の通
信教育会社や旅行会社などで発生した情報漏えい事件などを背景に、より強固なセキュリティ対策が金融機関に求められているとシ
ステム部 執行役員部長 髙良 茂氏は現状を振り返ります。「ガイドラインでは、万一の侵入に備えた多層防御の重要性が指摘されて
います。当行では、すでにさまざまな対策を実装しているものの、よりセキュアな環境づくりに着手する必要性があると考えたので
す」。その過程で検討されたのが、エンドポイントセキュリティの更なる対策強化でした。
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選定ポイント

未知のマルウェアでも実行前に検知できる仕組みとして注目

同行では、通信事業者が提供するゲートウェイ型メールセキュリティや PC 上で動くアンチウイルスソフト、そして資産管理ツール
による USB 制御など、さまざまなセキュリティ対策をすでに実装しています。それでも、未知のマルウェア対策については十分で
ない部分もあったと語ります。「従来型のパターンマッチングのアンチウイルスソフトでは、既知のマルウェアにはある程度対処で
きても、未知のものには十分な対策とはなりません」と同部システム企画管理グループ 上席調査役 上原 慶典氏は語ります。ゲート
ウェイ側でどれだけ多層的に防御しても、マルウェアなどが暗号化されてすり抜けてくることも考えられ、最終的には EXE ファイ
ルが動く PC 側で対策する必要があったと語ります。

そこで注目したのが、BlackBerry Japan 株式会社が提供している AI アンチウイルス「BlackBerry® Protect」でした。「マルウェア
の振る舞いを検知して防御する仕組みも検討したのですが、その場合はマルウェアが実行された後にしか検知できません。しかし
BlackBerry® Protect であれば、ファイルの DNA を解析して判断するため、実行前に検知できます」と評価するのは、同行のシステ
ム開発から運用までを手掛ける株式会社おきぎんエス・ピー・オー（以下、おきぎん SPO）システム開発部 金融システム開発課 チー
フ 上原 浩輝氏です。BlackBerry® Protect の能力を確かめるべく、導入前に自社で試用してみた髙良氏は、その検知率の高さを改め
て実感することができたと評価します。「こんなにいい製品があるのかと驚きました。試行フェーズでは自分たちで未知のマルウェ
アを実行してみたうえで、しっかり検知できることを確認しました」。
人工知能の技術については、それぞれ最初に受けた印象が異なっています。「未知のマルウェアに対処するためには、自己学習して
いくような仕組みでなければ厳しい時代。実は FinTech などのソリューションの中には AI 技術を活用したのもあり、経営陣を説得
するには良いタイミングだった」と髙良氏はとらえる一方で、上原氏は「他の業務で AI の話題は聞いたことがありますが、セキュ
リティ製品では初めてだったことで衝撃を受けた」と振り返ります。運用管理を行うおきぎん SPO 上原氏も当初は半信半疑だった
ものの、実際のデモで検知する様を目の前で確認し、しかもネットワークに繋げることなく検知できたことに驚きを隠せなかったと
当時を振り返ります。
BlackBerry® Protect の場合、日々のパターンファイルアップデートや頻繁なバージョンアップを必要としないため、ネットワーク
におけるパフォーマンスの影響を最小限に抑えられます。おきぎん SPO 上原氏は、この点についても選定ポイントの 1 つであった
と語ります。「従来のものはウイルス検索エンジンが変わるタイミングなどでプログラム自体を配信しなおす必要があり、ネットワー
ク全体に負荷を与えることも少なくありません。そういった煩雑さがないのはありがたいです」。

また、「既存のアンチウイルスソフトは毎日昼休みに、フルスキャンするといった運用上の工夫を行っていますが、どうしても PC
は重くなりがち。パターンファイルを使用しない BlackBerry® Protect であれば、PC への負担は軽い」と髙良氏は評価しています。
以前パターンファイルアップデートに起因するエラーが発生し、すべてのエンドポイントで誤検知が発生してしまったこともありま
した。
「１つのミスが大きく影響するのもエンドポイントならでは。パターンファイルアップデートの配信がなくなったことで、ミ
スが発生しにくい環境になっているのは大きい」と上原氏。

また、同行は、エムオーテックス株式会社が提供する資産管理ツール「LanScope Cat」で取得している PC の操作ログで、マルウェ
ア流入の前後操作が確認できる点も大きな選定ポイントに上げています。「LanScope Cat の操作ログを確認することで、どこから
マルウェアが侵入したのか、どのタイミングで入ってきたのかなどの履歴を追いかけることができます。侵入経路やその方法を分析
しやすいことも BlackBerry® Protect を選択した理由です。例えば、マルウェアを検知した場合、以前は現場の人にヒアリングし、
Web サイトを見ていたのであれば Web サーバーのログを取得し、そこから調査していくというプロセスを踏む必要がありました。
今は LanScope Cat のレポート画面を確認しながらクリックをするだけでマルウェアの感染経路が簡単に解析できるため、負担軽減
につながっています。」と上原氏は評価しています。
コスト面では、一度の情報漏えい事件で億単位の損害賠償につながりかねないという意識から、しっかり予算をかけてセキュリティ
が担保できるソリューションを導入するべきだという理解が経営陣から得られていました。そこで、「BlackBerry® Protect」が同社
のエンドポイントセキュリティの要として選択されることになりました。
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導入効果

未知のマルウェアへの対策が可能な BlackBerry® Protect の導入は周囲からの反響大

現在はおよそ 2200 台あるエンドポイントの中で、電子メールなど外部とのやり取りが発生する営業部門や融資部門などの一部から
BlackBerry® Protect の展開を進めています。マルウェアについては検知モードが基本であり、ファイルを起動するたびにポップアッ
プでアラート表示させる運用です。「セキュリティ意識を高めてもらう意味でも、現場へ通知することが重要」と髙良氏。何かあれ
ばユーザー自身でアラートは解除できますが、全体に導入が進んだ段階でマルウェアをブロックする自動隔離モードへの移行も視野
に入れています。
マルウェアの検知については、初期インストール時に実施されるスキャンの段階では、マルウェアだけでなくフリーソフトやプリン
タドライバなどさまざまなものがリスクとして検知の対象になりました。しかし、そのことがかえって検知率の高さを裏付ける結果
になったと髙良氏は評価します。

クラウド上で管理できるメリットについても髙良氏は言及します。「ダッシュボード画面で自社の状況を可視化しやすく、日本語に
ローカライズされているためわかりやすい。PC のログがクラウド上で管理されているだけなので、情報漏えいの心配もありません。
最近は FinTech の影響もありクラウドを活用する機会も増え、クラウド自体が導入の障壁になることはありません」。また、おきぎん
SPO 上原氏は運用管理面でもメリットが大きいと語ります。「サーバー本体の維持管理を行う必要がないだけでなく、BlackBerry®
Protect を利用している他社が、発見された脅威をどの様に対応しているのか知ることが出来るのはクラウド利用の大きなメリット」
と指摘。BlackBerry® Protect の管理者が無償で使用できる、テナントサーバーはクラウド上で提供されており、特定のマルウェア
について他社がどう対処しているのか、そのナレッジが共有できるようになっている。そのため、検索エンジンなどでマルウェア情
報を探すという行為自体がなくなったと高く評価しています。

未知のマルウェアへの対策が可能になった BlackBerry® Protect を導入したことで、周囲からの反響も大きいと髙良氏は語ります。
「金
融機関同士で行われる情報交換会などで話をすると、BlackBerry® Protect が持つ検知率の高さに“嘘でしょ？”と皆さん驚かれます」。

今後

すべてのエンドポイントへの展開を計画

今後について髙良氏は「すべてのエンドポイントへの展開を 2017 年春以降、
順次行っていきたい」と意欲的です。現状は既存のアン
チウイルスソフトと重複して稼働させていますが、最終的には BlackBerry® Protect の 1 本に絞っていきたい考えです。

また強固なセキュリティが求められる金融機関だけに、同社では多層防御を実現するためにさまざまなセキュリティソリューション
を実装しています。
「現状は多層防御が基本となっていますが、いずれはコスト削減という話題も出てくることでしょう。機能とし
て重複しているものがあれば、提案いただいたうえで外していくことも考えなければいけない場面も。そのための情報提供にも期待
しています」と髙良氏に今後について語っていただきました。

効果

✓
✓

未知のマルウェアを含む脅威に対する圧倒的な検知精度、DNA 解析によるマルウェア
の実行前防御が決め手となり採用

日々のパターンファイルアップデートなどが不要なため、ネットワーク負荷の最小化
を実現

© 2022 BlackBerry Limited. BLACKBERRY や EMBLEM Design などの商標（ただし、これらに限定されない）は、BlackBerry Limited の
商標または登録商標です。また、このような商標に対する独占的権利が明確に留保されています。その他すべての商標は各社の所有物
です。BlackBerry は、いかなるサードパーティの製品またはサービスに対しても責任を負いません。
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Case Study
BlackBerry ® Protect

山梨県

パターンファイル脱却と操作ログとの統合で運用負担を軽減！
ネットワーク分離など自治体特有の環境に対応できる
BlackBerry® Protect（プロテクトキャット）

東京圏に隣接しながら富士山や南アルプスなど日本を代表する山々に囲まれ、県土の約 78％を森林が
占めるほど雄大な自然が数多く残る山梨県。2027 年にはリニア中央新幹線の開業が予定されており、
大都市との多彩な交流を生み出すことが期待されるなど、誰もが明るく希望に満ち安心して暮らせる
社会の実現に向け、さまざまな施策に取り組んでいる。

山梨県

職員数：約 3,600 名

管理台数：約 4,200 台

URL：http://www.pref.yamanashi.jp/
業種：自治体

目的

• 外部脅威からのエンドポイントの保護、
マルウェア等攻撃の防御、操作ログ解析等
原因究明の効率化

導入の経緯

ネットワーク分離によって顕在化したパターンファイルの弊害

インターネットと庁内 LAN を分離させるネットワーク分離にいち早く取り組むなど、総務省の方針に沿った対応を確実に行ってい
る山梨県。情報セキュリティクラウドも、県下の全市町村担当者と協力して構築し、運用段階に入っても定期的な会議や勉強会を開
催するなど、セキュアな環境づくりに向けた積極的な取り組みを行っている。

そんな山梨県における全庁的なネットワーク環境の構築や PC 調達をはじめ、認証基盤や情報共有基盤の整備、セキュリティ強化な
どファンダメンタルな IT インフラ領域の業務を手掛ける総務部 情報政策課 情報通信基盤管理担当 副主査 高野 善博氏は、ネットワー
ク分離に伴って顕在化していた課題について説明する。
「これまでパターンファイルを用いたアンチウイルスソフトとともに、未知
のマルウェアを意識して対応可能な振る舞い検知ソリューションをそれぞれ個別に導入し、互いに補完しあいながらセキュリティ強
化を図ってきました。しかし、2 年前に実施したネットワーク分離に関する取り組みにより、インターネット経由でのパターンファ
イル更新が簡単にできなくなってしまいました」と当時を振り返る。
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実は、セキュリティ強化のためのアンチウイルスと振る舞い検知についても、検知されたものが問題あるか否か、影響がどの範囲に
まで及ぶかを判断するために必要な通信ログや操作ログの追跡だけでも、多くの時間と手間がかかっていたという。「それぞれ異な
るベンダーのソリューションだけに管理も大変ですし、原因究明のために端末の操作ログが取得できる仕組みも別途導入して調査す
る必要があります。できないことはありませんが、効率的とは言えませんでした」と同課 課長補佐 矢崎 孝氏は説明する。費用面も
考慮するなかで、機能の集約と管理効率も向上の可能性を探っていたという。

平成 30 年度の選定

操作ログと一体化した高度なセキュリティ対策

そこで、PC 更改のタイミングに合わせて、セキュリティに関する運用負荷軽減につながる新たな環境を検討する中で注目したのが、
BlackBerry Japan 株式会社（以下、BlackBerry®）の AI（人工知能）を利用する次世代マルウェア対策製品 BlackBerry® Protect だっ
た。
「パターンファイルの場合、年を経るほど配信ファイルが大きくなり、ネットワーク的なストレスが発生していたのは事実。定
時スキャンがなかなか終わらないという課題もあり、新たな対策に向けての情報収集を行っていました。その過程で数理モデルを用
いた BlackBerry® の先進的な技術を知り、興味を持ったことがきっかけです」と矢崎氏。

また、PC の操作ログ取得も含めた環境整備に BlackBerry® Protect を OEM で提供するエムオーテックス株式会社（以下、MOTEX）
のプロテクトキャットであれば、BlackBerry® の技術を搭載しながら PC の操作ログまで取得可能となり、該当端末の特定や原因究
明も含めて 1 つのソリューション内でかなりの部分を完結させることが可能となる。「BlackBerry® の場合、半年から 1 年に 1 回ほ
ど数理モデルの更新が発生しますが、半年前の数理モデルでも最新のマルウェアに対応可能な実績があり、ネットワーク分離環境に
もマッチしていると考えたのです」と矢崎氏は説明する。
結果として、PC 更改プロジェクトにおいて、庁内のクライアント環境におけるセキュリティ対策の中核として BlackBerry® Protect
が導入されることになる。

導入の効果

ネットワークおよび運用負担の軽減が可能に、原因特定の迅速化にも貢献

今回のプロジェクトでは、情報政策課が管理するおよそ 4200 台の PC に BlackBerry® Protect が導入予定となっており、現在は
2019 年 2 月末の全庁的な端末入れ替えのタイミングに向けて、チューニングも含めたテスト運用を実施している段階にある。「事前
検証の範囲ではありますが、現行のツールに比べると、余計なものをひっかけていないという実感はあります。現行の仕組みでは、
C ドライブなどファイルの格納場所に依存して検知してしまうこともあり、その都度ホワイトリストを追加したり設定し直したりす
る手間がありました。BlackBerry® Protect でも過剰検知やホワイトリスト追加というケースはありますが、事前検証をしっかりや
ることで、運用の手間はこれまでより削減できると思います」と高野氏は評価する。

インタビュー

総務部 情報政策課
情報通信基盤管理担当
課長補佐

総務部 情報政策課
情報通信基盤管理担当
副主査

（2021 年 8 月現在
同課 情報政策推進監）

（2021 年 8 月現在
同課 情報システム管理担当 主査）

矢崎 孝氏
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マイナンバー

LGWAN

インターネット

事務系

接続系

接続系

インターネット非接続環境

▲ ネットワーク構成

▲ ネットワーク構成

矢崎氏はパターンファイル配信の考え方が変わってくることで、ネットワークの負荷軽減につながるだけでなく、未知の攻撃にも対
処できる幅が広がることに期待を寄せている。「運用管理の面では、何か気付いた時にいかに短時間でその原因が特定できるか、被
害拡大を防止できるかを常に意識しています。大切なのは、発見した後の初動対応と原因の特定、影響範囲の絞り込みをいかに短時
間で行えるか、その意味ではいい環境が整備できると思っています」。以前であればログ解析まで含めた原因特定に 30 分から 1 時
間程度は必要だが、プロテクトキャットであれば数クリックで必要な情報にたどり着くことができるようになる点も大きなポイント
だという。「新たなマルウェアに対する定義がいつのパターンファイルで配信されるか分からないため、これまでは定時スキャンが
必須でしたが、今回は端末を配る前にフルスキャンを実行し、あとはリアルタイム保護を実施するのみ。以前は定時スキャンのタイ
ミングも業務に影響がないよう調整が欠かせませんでしたが、その部分の負担が減ることを期待しています」と高野氏。
今回提案から導入支援まで全面的に支援を行っている MOTEX については、「積極的にコミュニケーションをとらせていただき、互
いに包み隠さず正直に話ができる関係を築くことができました。ネガティブなことも早めに情報をいただくことで対処の仕方を変え
られます。一つひとつに真摯にかつ懸命に対応する姿にも感謝しています。」と矢崎氏は評価する。高野氏も「これまでグレーな検
知を行った際の判定で悩ましい場面もありましたが、導入準備段階ではあるものの、検知したファイルや検知理由等の説明も迅速で
十分満足のいくものが得られています。理屈を知ることで我々も運用の精度を高めていくことができます」と MOTEX の対応を評価
する。

今後の展望

5 年後を見据えながら運用、県下の市町村にも情報共有を

今後については、まずは全庁的な PC 入れ替えのタイミングに向けてチューニングを重ねていきながら、運用管理環境も含めてしっ
かり準備していきたいという。「運用負担の軽減や検知後の迅速な分析など、事前に描いている効果が得られるか、しっかり実践の
中で検証していきたい。また、庁内の情報通信基盤を管理する立場からすると、5 年後に予定する次回の PC 更改に向けてどのよう
な選択ができるのか、仮想化技術の適用範囲拡大も考慮しながら、検討していきたい」と力説する高野氏。

今回得られた運用ノウハウやその効果を、県下の市町村に対して情報共有することも念頭に入れている。
「担当者同士の集まりの中で、
新しいアプローチ方法については共有していきたい。同じ課題を抱えている市町村の担当もいるはずで、今回の方法が従来とは視点
を変えて見直すきっかけになるなど、何かしら参考になればいいと考えています。そのような話ができるようになるためにも、この
プロジェクトを成功させて、新しい運用をスタートさせることが当面の目標です」と矢崎氏。また、今後はテレワークやモバイルワー
クといった新しい働き方への取り組みも検討しているとのことで、「働き方の変化における管理手法やセキュリティ確保の方法など
も含め、今後も BlackBerry® と MOTEX の知見をお借りしたい」と最後に語った。
※当事例はBlackBerry® Protectを「プロテクトキャット」としてOEM販売いただく、エムオーテックス（株）のお客様の事例です。
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Case Study
BlackBerry ® Protect

株式会社モスフードサービス

全国 300 を超える店舗のセキュリティ強化を容易に実現、
機会損失を防ぎランサムウェア対策にも効果を発揮する
「BlackBerry® Protect」

日本の味を大切にするハンバーガー専門店「モスバーガー」を展開する株式会社モスフードサービス
では、お客さまの利便性を追求し、店舗オペレーションを簡素化すべく IT による支援を行っていま
すが、近年脅威が高まる未知のマルウェア対策として、エンドポイントにおけるセキュリティ対策の
強化を実施。その重要な対策として採用されたのが、AI（人工知能）の技術を活用した予測脅威防御
「BlackBerry® Protect」です。
株式会社モスフードサービス

住所：東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower 4 階

インタビュー

設立：1972 年 7 月 21 日

従業員数：1,335 名（2017 年 3 月現在）
URL：http://mos.jp/
業界：飲食業界

事業内容：ハンバーガー専門店「モスバーガー」の
全国展開、その他飲食事業

課題

株式会社モスフードサービス
経営サポート本部 参事

株式会社モスフードサービス
経営サポート部
情報システムグループ
グループリーダー *1

永井 正彦 氏

（2021 年 8 月現在 常勤監査役）

• パターンマッチングによるウイルス対策では対処できな
いセキュリティインシデントへの対策が急務に
• 環境の移行計画に伴うエンドポイント対策製品の見直し

導入のきっかけ

• マルウェア感染による業務への影響を未然に防ぐため、
エンドポイント対策の強化を検討

藤井 応子 氏

株式会社モスフードサービス
経営サポート部
情報システムグループ
リーダー *2

黒﨑 美幸 氏

モスアカデミー チェーンコミュニケーショングループ グループリーダー（2021 年 8 月現在）
*2
デジタル化推進部 コーポレート IT グループ リーダー（2021 年 8 月現在）
*1

環境

• 本部と店舗、グループ企業含めて 800 ライセンスを導入

ソリューション

• タブレットを含むエンドポイントに BlackBerry® Protect を展開

課題

エンドポイントのさらなるセキュリティ強化を目指して

「食を通じて人を幸せにすること」を経営ビジョンに、モスバーガーを中心に国内外あわせて 1,700 を超える加盟店、直営店を展開
している株式会社モスフードサービス。現在は 2018 年度までの中期経営計画を実行しており、既存店売上高 101％の達成や海外事
業における 400 店舗展開、そしてモスバーガーに次ぐ第 2 の柱となる新ブランド育成などの施策を通じて、長期経営目標「日本発
のフードサービスグループとして世界ブランドになる」の実現に向けて積極的に事業展開を行っています。

管理部門となる本部をはじめ、モスバーガーの国内直営約 50 店舗や子会社運営の約 210 店舗など、およそ 300 店舗にエンドポイン
ト端末を保有しており、これらエンドポイントのセキュリティ対策の強化を目指したプロジェクトをスタートさせました。「ランサ
ムウェアをはじめとしたセキュリティ脅威が高まるなか、以前からパターンマッチングによるウイルス対策は実装済みでした。しか
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し、パターンファイル作成までのタイムラグが発生し、かつては感染被害に遭うなど苦しい経験もしています。従来型の方法とは異
なる新たなエンドポイント対策がないものか、数年前から検討を続けてきました。そんななか、2016 年には店舗に展開していたエン
ドポイント端末の更改を迎えていたことから、同じタイミングで新たなセキュリティ対策を実装すべきだと考えたのです」と経営サ
ポート本部 参事 永井 正彦氏はそのきっかけを語ります。
実は最近の標的型メール攻撃などの広がりを受けて、セキュリティに関する従業員のリテラシ向上を図るべく定期的に訓練を行って
いると経営サポート部 情報システムグループ グループリーダー 藤井 応子氏は語ります。「店舗も含めて標的型メールを模した疑似
メールにて訓練を行っていますが、特に店舗では 50％程が添付ファイルを開封してしまうケースを確認しています。訓練による啓
蒙活動は継続的に必要ですが、どうしても限界はあります。従来とは異なる方法でエンドポイントのセキュリティ対策を強化する必
要があったのです」。

選定ポイント

従来とは異なる新たなアプローチと導入の容易さが魅力に

新たな対策を模索するなかで永井氏が出会ったのが、BlackBerry Japan 株式会社（以下、BlackBerry®）が提供している AI アンチ
ウイルスソリューション「BlackBerry® Protect」でした。「従来の発想とはまったく違うもので、他社との検知率も数字的に大きな
差があると説明を受けました。未知のマルウェアにも対応できると聞いて、これは面白いと感じたのです。ただし、なぜパターンファ
イル不要で未知のマルウェアに対処できるのか、当初は理解しがたい部分もあり、実際に話を聞いたうえで、本当に検知率が高いの
か直接確認してみることにしたのです」と永井氏。

そこで実際に情報システム部門と子会社および、その一部店舗などに導入してみたところ、エンドポイント内のスキャンでマルウェ
アと思われる怪しいファイルが 40 個ほど検出されました。「従来の手法では引っかからないものが数多くあって正直驚きましたが、
改めて現状の対策では十分でないことを実感したのです」と藤井氏は振り返ります。そこで、同社に届いた怪しいメールを集めて添
付ファイルを実行したうえでその効果を検証するだけでなく、管理画面でどんなことができるのか確認するなど、実際の運用をイメー
ジしたさまざまな検証を 2 カ月にわたって実施。既存環境との相性についてもしっかり確認していったと経営サポート部 情報シス
テムグループ / リーダー 黒﨑美幸氏は語ります。
「従来型のアンチウイルスソフトと共存してもパフォーマンスが落ちないかどうか、
そして他の社内システムと共存することで問題が起きないかどうか確認し、十分使えると判断したのです」。
導入の容易さについても検証段階で確認したポイントの 1 つだと黒﨑氏。「エンドポイント端末刷新のタイミングだった店舗側は初
期キッティング時に展開するので問題ありませんが、本部への展開はユーザー自身にインストールしてもらう必要があります。これ
が簡単でないと運用時には負担が大きくなる。BlackBerry® Protect であれば、ファイルサーバーに置いた実行ファイルをクリック
してもらうだけで、環境設定のマニュアルを作ることなく導入できることが確認できた」と語ります。他の懸念点としては、セーフ
リストの設定など事前のチューニングです。「チューニングに手間がかかるようでは運用後には情報システム部門の大きな負担にな
る恐れがあります。実際にはさほど複雑な設定をすることなく、初期のままで運用することができました」と永井氏は評価します。

「もちろん他社の新しい技術を謳う製品とも比較しましたが、どれも従来型のパターンファイルによる検知や振る舞い検知の延長線
上の製品で、革新的とは言い難いものでした。( 永井氏 )」

BlackBerry® Protect の事前検証を経て運用上問題がないことを確認し、同社や子会社が展開する店舗および本部のエンドポイント
すべてに導入することになりました。

導入効果

セキュリティ対策強化を実現、機会損失を防ぐことにも貢献

現在では、本部や 300 を超える店舗、グループ会社を含めた 800 台を超えるエンドポイントに BlackBerry® Protect が導入されてお
り、怪しいファイルなどはすべて強制的に隔離され、必要に応じて情報システム部門がチェック、問題なければリリースするという
運用です。業務パソコンとともに、一部店舗で利用されているタブレットにもセキュリティ対策を展開しており、累計で 1700 件を
超えるマルウェアと思しきものが現在 BlackBerry® Protect に
よって隔離されている状況です。現在は従来のアンチウイルス
ソフトと併用して運用していますが、将来的には BlackBerry®
Protect に一元化していく計画です。
導入以前と比較し、セキュリティ強度は確実に向上していると
藤井氏は評価します。
「店舗のエンドポイント端末が動かない
ということで我々が調査してみると、ファイルが暗号化されて
開けなくなっているケースも以前はありました。導入後は現場
からの相談もなくなり、期待通りに防御できています」近年で
は WannaCry（ワナクライ）などのマルウェアが世界的に猛威
を振るっていますが、おかげさまで現在、当社の被害はありま
せん。「情報セキュリティ関連の大きなインシデントが報道さ
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AIアンチウイルスBlackBerry® Protectで高精度な脅威防御を実現
AIアンチウイルスBlackBerry® Protectで
高精度な脅威防御を実現

れると、社内の CSR 部門から大丈夫かどうか問い合わせを受けますが、BlackBerry® Protect を導入し対策強化していると報告した
ところ、CSR 部門も独自でセミナーなどに参加し最先端の AI 技術によって高い検知率を誇るソリューションであることを認識した
様子です。すでに自社のエンドポイントに実装されていることに驚きの声があがる程でした」と永井氏。ユーザーはまったく意識す
ることなくセキュリティレベルが向上している状況で、「ストレスフリーでセキュリティ強化できるのはベスト」だと藤井氏は評価
します。

導入した効果については、マルウェア被害を防ぐことに成功していることはもちろんですが、感染時に発生していた外部委託先で発
生するコストや社内の情報システム部門の工数などが不要となり、効率化に寄与している状況だと永井氏は力説します。また、感染
を防いだことで現場の機会損失を防ぐことにも貢献していると黒﨑氏。「本部との連絡メールや店舗で作成する販促資料、週次月次
の報告書、売上分析用データなど店舗エンドポイント内の貴重な情報が守られることで、店舗の知見が安全な状態で業務に生かせる
ようになっています ( 黒﨑氏 )」「エンドポイントへの感染が POS レジに影響を及ぼす事例等を聞くにつけ、当社でもマルウェアの
被害が直接お客様に影響を与えてしまう可能性もゼロではない。BlackBerry® Protect によってしっかり防御できているのは何より
も大きい」と永井氏。
製品自体の性能に加えて、BlackBerry® から提供される情報についても永井氏は高く評価しています。「BlackBerry® が開催するセ
ミナーでは、攻撃者の目線に立って、どれだけ容易にゼロディマルウェアが作れるかを実演してくれることも。あっという間に亜種
が作れてしまう現実に、とてもじゃないがパターンファイルでは防げないことを実感しました。単に製品のことだけでなく、マルウェ
アを制作する攻撃者側の心理や市場動向についての情報も提供してくれるのはとても有意義」と永井氏。

今後

データ活用によってさらなるセキュリティ対策強化へ繋げる

今後については、BlackBerry® Protect 内に蓄積されたデータを活用し、セキュリティ対策のさらなる強化に役立てたいと藤井氏は
語ります。「部署ごとに傾向をしっかり分析したうえで、ピンポイントで教育し、場合によっては監視を強化するなど、全体のセキュ
リティレベル向上のために活用していきたい。ケースによっては教育的な観点からポップアップでユーザーに警告を出すという運用
も考えられます」。

また、「現状は未導入のサーバー側への導入についても視野に入れており、エンドポイント端末のみならず、サーバーについても
BlackBerry® Protect によるマルウェア対策を展開していきたい」と永井氏より今後について語っていただきました。
株式会社モスフードサービス

代表取締役社長からのメッセージ

株式会社モスフードサービス
代表取締役社長

中村 栄輔 氏

当社では「おいしい商品」を「安全」にお客さまに提供す
ることに一貫して取り組んできました。お客さまに安全を
お届けするには、まず自社の安全を担保することを忘れて
はなりません。会社にとって「セキュリティは経営課題で
ある」と考え、この度 BlackBerry® Protect を導入するこ
とで、一層のセキュリティ強化を図ることができました。
当社では、社内環境を安全に確保しつつ、お客さまに向け
た益々の品質・サービス向上に努めて参ります。

効果

✓
✓
✓

ランサムウェアなどマルウェア対策の強化に成功、セキュリティレベルの向上を実現
インシデント対応時の外部委託先で発生するコストや社内の情報システム部門の工数
が不要になり、効率化に寄与

セキュリティ対策を強化したことで、現場の機会損失を防ぐことにも貢献

© 2022 BlackBerry Limited. BLACKBERRY や EMBLEM Design などの商標（ただし、これらに限定されない）は、BlackBerry Limited の
商標または登録商標です。また、このような商標に対する独占的権利が明確に留保されています。その他すべての商標は各社の所有物
です。BlackBerry は、いかなるサードパーティの製品またはサービスに対しても責任を負いません。
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Case Study
BlackBerry® Optics

京セラドキュメント ソリューションズ アジア統括本社 様
株式会社イード

エンドポイントへの侵入経路を特定する EDR を自社にて運用
BlackBerry® Protect、BlackBerry® Optics によってエンドポイント対策強化を実現

株式会社イード

住所：東京都新宿区西新宿 2-6-1
設立：2000 年 4 月 28 日

従業員数：連結：215 名
（2018 年 6 月末日現在、アルバイト含む）
URL：https://www.iid.co.jp/
業界：情報通信

課題

• エンドポイント対策に必要な管理サーバの運用管理
が負担に
• パターンファイルの更新が遅く、対応が後追いに
なっていた
• アドウェアやスパイウェアの侵入経路が把握でき
ず、対策につなげられない

環境

• 基幹システムを稼働するサーバやファイルサーバ、従業員が利用するクライアント PC
に適用

ソリューション

• BlackBerry Protect および BlackBerry Optics を導入

導入のきっかけ

• 既存アンチウイルス製品のパターン ファイルの更
新が遅く、サーバ管理の負担も増加していたなか
で、エンドポイント対策の更改を迎えた

• アドウェアやスパイウェアの侵入経路が可視化でき
る仕組みも含めて、エンドポイント対策の強化を目
指すことになった

人々のニーズに寄り添ったメディア事業をはじめ、リサーチ事業や EC を中心としたテクノロジー事業を展開している株式会社イー
ドでは、従来型のエンドポイント対策では把握できないアドウェアやスパイウェアなどの侵入ルートを可視化すべく、従来のシグ
ネチャベースのエンドポイント対策を刷新しました。その際、セキュリティ対策の運用負担軽減や高い検知率を誇る「BlackBerry®
Protect」とともに、エンドポイントの検知やその調査、対応が可能な EDR 機能「BlackBerry® Optics」を採用しています。

課題

サーバ管理の負担が増加、侵入経路が特定できる環境が必要に

「We are the User Experience Company.」を企業理念に、すべての人に最高の「ユーザー体験」を提供することを目指している株式
会社イード。IT や自動車、教育、映画、ゲーム、アニメなど各分野に特化した 20 ジャンル 47 サイト 5 雑誌のメディア・サービス
を運営するメディア事業をはじめ、さまざまな調査手法からお客様のニーズに最適な調査を行うリサーチ事業、大規模な EC ショッ
プにも対応可能な EC サイト構築 ASP サービスなどのメディアコマース事業を展開しています。特にメディア事業では、話題のキー
ワードを背景にその時代に求められるメディアを次々と立ち上げるなど、より専門性のあるメディア展開が大きな特徴となってい
ます。
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そのような同社では、以前からシグネチャベースのアンチウイルスソフトウェアを導入し、オンプレミス環境に設置された管理サー
バにて運用していましたが、アップデートの処理やサーバ自体の管理負担の課題が顕在化していました。「管理サーバのアップデー
ト情報を自ら確認しに行く必要があり、処理が遅れてしまうなど管理面での負担が大きくなっていました」と管理本部 情報システ
ム部 次長 馬場 淳一氏は当時を振り返ります。
数多くのメディアを運営するなど、一般企業に比べて事業領域が幅広いだけに、ガバナンス面で制限を強めるよりも、可能な範囲で
自由にシステム利用できる環境づくりを念頭に置いている同社。業務上必要なツールをある程度自由にインストールできる環境だっ
たことで、マルウェア感染などセキュリティインシデントにつながりかねない状況も想定されました。「ダウンロードしたときは問
題なくとも、数日後にマルウェアが検出され、削除されるということが実際に発生しています。実害はなかったものの、アンチウイ
ルスソフトウェアのパターンファイル更新が遅いなど、対応が後追いとなっていたことも課題の 1 つでした」と語るのは同部 稲澤
将紀氏です。

また、マルウェアとは判断されないアドウェアやスパイウェアが実際に侵入するケースも見受けられました。「業務上不都合がある
場合は、再インストールしてクリーンな状態に PC を戻すといった対応をとっていましたが、数週間経つと再び同じような事象が発
生してしまうこともありました。同様の事象を起こさないような対策を立てるためには、どのような経路で PC 内に入ってきたのか、
その原因を把握する必要があると考えたのです」と馬場氏は説明します。
このような運用が続くなかで、既存のエンドポイント対策の更新期限が近付き、コスト面も考慮し、新たな環境への入れ替えを決断。
今までよりも運用負担が軽減でき、アドウェアやスパイウェアの侵入ルートが特定できる環境へ刷新することを計画しました。

選定ポイント

自前で運用できる EDR が魅力、アンチウイルスと統合運用できる点を高く評価

当初は、導入していた次世代ファイアウォールからログを収集し、侵入経路の分析に役立てようとしたものの、エンドポイントの動
きまでは十分に把握するのが難しい状況でした。そこで、エンドポイントのログ収集が可能な EDR ソリューションを主に調査しな
がら、同時に従来のシグネチャベースに代わる新たなエンドポイント対策を模索した馬場氏。その際に出会ったのが、人工知能と機
械学習の技術を駆使することで高い検知率を誇る「BlackBerry Protect」
、そしてエンドポイントにおける迅速なインシデント検知
と調査、対応が可能な「BlackBerry Optics」だったのです。

実は、多忙を理由にシグネチャ更新を止めてしまう従業員が一定数存在しているなど、更新作業に負担を感じる現場もありました。
従来のアンチウイルスソフトウェアの置き換えとなる BlackBerry Protect であれば、日々のシグネチャ更新が不要となり、高いレ
ベルでセキュリティが負担なく維持できるようになると判断。また、EDR については、分析や監視のサービス含めての契約が必要
になる製品が多く、高額になってしまうケースもあったといいます。「侵入経路を特定するだけのために、そこまでの費用をかける
のは難しい。もちろん、振る舞いをしっかり分析してもらうことが一番良いものの、最初から大きな投資は避けたいと考えたのです。」
その点、BlackBerry Optics であれば、ある程度自前での運用が可能であり、馬場氏が求めていた侵入経路の可視化に最適なソリュー
ションだと考えたのです。
さらに、エンドポイント対策としてアンチウイルスソフトウェアと EDR ソリューションを統合して利用できる環境も選定ポイント
の 1 つに挙げています。「個別のベンダ製品を選んだ場合、それぞれ別のインターフェースで管理せざるを得ません。少数精鋭で運
用していることもあり、シームレスに負担なく利用できるものが我々の理想でした」と馬場氏は評価します。

導入前には、BlackBerry 製品で危険と判定されたファイルを、別のサンドボックス製品にも判定させて検知状況をチェックするなど、
稲澤氏が評価テストをしっかりと実施し、従来の仕組みよりも高い確率で検知、駆除が可能な点を確認しました。結果、セキュリティ
の運用負担軽減と侵入経路特定に役立つ新たなエンドポイント対策として、BlackBerry Protect および BlackBerry Optics が選ばれ
ることになったのです。

導入効果

運用会議で侵入経路を共有、運用負担軽減と古いアドウェア検知も可能に

現在は、Windows OS や MacOS などが混在したクライアント PC をはじめ、基幹システムやファイルサーバといった各種エンドポイン
トに対して「BlackBerry Protect」および「BlackBerry Optics」を展開しており、東京オフィスと開発拠点の松江ブランチ、そして
サーバを展開するデータセンター含め、トータルで 250 ほどのライセンスで運用しています。

実際の運用については、管理画面で日々レポートをチェックしながら、月次で開催している運用会議にて検知の状況報告や
BlackBerry Optics で得られた情報を分析しながら、侵入ルートの確認を実施し、必要に応じて従業員へ指導するといった活動に役
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立てています。また、マルウェアの情報がナレッジとして蓄積されている VirusTotal へのリンクを確認するなど、外部リソースも
活用しやすい状況となりました。

ちょうど Windows 10 への移行を行った関係で、クライアント PC 側の処理速度は以前とは比較できないものの、以前のように定期
的なフルスキャン運用もなくなり、快適に活用できていると従業員の反応も上々です。「実際にログ分析してみると、ある特定の国
が開発したアプリケーションから高い確率でアドウェアやスパイウェアが検知されていることが分かり、本人および上長に注意する
といった対応ができます」と稲澤氏は評価します。実際に検知した場合は、ポップアップで従業員に通知するなど、セキュリティの
意識を高めることにも役立っています。

管理面では、これまで OS 変更時にアンチウイルスソフトウェアのアップデートがうまくいかない事態が頻発していましたが、今で
は環境が変化しても安定して動作しています。万が一何かトラブルが発生しても、FAQ やフォーラム内で自己解決できることが多く、
運用負担の軽減につながっていると稲澤氏は評価します。
「Azure Active Directory と連携することで、管理画面にもシングルサイン
オンで簡単にアクセスできるのはありがたいです」
以前は検知されなかったアドウェアなどが BlackBerry Protect によって見つかるようになっただけでなく、新たなリスクの発見に
もつながっているといいます。「安全だと思われていたファイルサーバ内には、数年前に取得したバックアップデータが残っていま
すが、そこに脆弱性のあるファイルが長い間潜んでいました。今まで見えていなかったリスクが可視化できたのは大きいです」と馬
場氏は評価します。

今後の展望

API による外部連携とともに、EDR での検知から対応までのプロセス確立へ

今後については、社内の環境だけでなくサービス提供に利用しているサーバへの展開を検討しながら、データを蓄積することでセキュ
リティレベル向上につながる活動に利用していきたいと語ります。
「社内で運用している次世代ファイアウォールとの API 連携によっ
て、検知後に幅広い対処ができるような環境を整備してみたい」と稲澤氏。また、API を活用して同社独自のダッシュボードを構築
するなど、使い勝手をさらに高めていきたいと意気込みを語ります。
また、BlackBerry Optics が持っている機能をフル活用し、現状の分析から検知後の通知、そして対処までの仕組みもいずれは実装
していきたいと期待を寄せています。「現状は BlackBerry Optics を使って侵入経路の分析を行っていますが、ディテクションルー
ルなどを駆使して、特定の検知があれば通知するような仕組みも整備していきたい。もちろん、対処までできれば理想ですが、まず
は通知するところのルールを定めていきたいですね」と馬場氏に語っていただきました。

効果

✓
✓
✓
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高い検知率を誇り、今まで可視化できなかったアドウェアやスパイウェアの検知が
可能に

EDR によるログ分析で、侵入経路が明確化
定期的な PC のフルスキャン運用が不要になり、クライアント PC が快適に利用可能

© 2022 BlackBerry Limited. BLACKBERRY や EMBLEM Design などの商標（ただし、これらに限定されない）は、BlackBerry Limited の
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Case Study
BlackBerry Spark® Suite

京セラドキュメント ソリューションズ アジア統括本社 様

大手エンタープライズベンダーは AI ベースのエンドポイントセ
キュリティで顧客の期待をどのように超えるか
京セラドキュメント
ソリューションズ アジア
統括本社
所在地：香港

URL：https://www.
kyoceradocumentsolutions.com/
業種：業務管理、製造

製品

• BlackBerry Spark® Suite

企業のデータに関する限り、機密性、完全性、アクセス可能性に妥協の余地はありません。企業には、
必要な情報にすぐにアクセスできることに加えて、何があってもデータは守られているという安心感
がなくてはなりません。これはセキュリティ、制御、ユーザビリティの間の微妙なバランスを取る行
為であり、京セラドキュメントソリューションズアジア統括本社（KDAS）が顧客のために常に維持し
ようと努めているものです。

「お客様の満足が私たちの最優先事項です」と、KDAS 社長の木村拓磨氏は語ります。「私たちは常に
お客様に競争優位性をもたらすことを目指しており、安定性があり、すべてを備えた安全なドキュメン
ト管理ソリューションをハードウェアとソフトウェアの両面から提供しています。そのためには、お
客様の情報資産を最優先することが欠かせません。私たちがお客様のデータを守るために必要な行動
をとっていることを信頼していただく必要があります」
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「BlackBerry との連携は、私たちの組織にとって大きな前進です。

パンデミックの影響でかつてない数の人々が自宅で仕事をするようになった今、
私たちのコラボレーションによって実現された、エンドポイントのセキュリティと
管理の組み合わせが標準になっていくと確信しています。

そして、私たちはそれに適応する準備ができています」

– 木村拓磨氏、
社長、京セラドキュメントソリューションズ
アジア統括本社

顧客第一の企業

香港に本社を置く KDAS は、京セラドキュメントソリューションズ株式会社の子会社です。アジア地域を統括し、香港、韓国、イン
ド、台湾、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポールの顧客向けにプリンタや複合機を製造販売しています。また、COVID-19 の
影響でデジタル化への移行が加速していることを踏まえ、情報通信技術への拡張を見込んだマネージドドキュメントサービス、企業
コンテンツ管理、ビジネスプロセスアウトソーシングを提供しています。

KDAS には、販売サービス会社として主に 2 つの業務があります。まず真っ先に挙げられるのは、サービス技術者による顧客への一
般的なメンテナンスとサポートの提供です。KDAS グループの技術者は、地域全体のさまざまなサービスセンターに常駐しているほ
か、現場でのメンテナンス作業のために顧客の拠点にも頻繁に出向いています。

KDAS グループには多数のナレッジワーカーも在籍しています。これらの専門家は、顧客やビジネスパートナー、ディーラーへのコン
サルティングとサポートを提供するだけでなく、統合基幹業務システムへのアクセスも提供しています。また、KDAS と顧客との間
の最初の接点となる役割も担っています。
KDAS は最近、グローバル本社から委任された業務の一環として、IT 戦略の立案、実施、サポート、リスク管理の評価と改善に着手
しました。

グローバルな取り組みへの独自の工夫

KDAS では、アンチウイルスソフトウェアとエンドポイント管理の改善に加えて、現場の技術者をサポートする VPN 機能が必要と
されていました。ほとんどのモバイルデバイスは会社所有でしたが、インドなど特定の地域では個人所有デバイスの割合が高く、会
社と個人のデータを分離するための安全なソフトウェアコンテナが必要でした。また、地域全体で運用を標準化するためには一元的
な管理と制御も不可欠でした。
最適なソリューションを調達するにあたり、KDAS は 3 社のベンダーを候補として挙げました。

「評価を通じて、BlackBerry がいくつかの主要な点で際立っていることがわかりました」と木村氏は振り返ります。「まず、私たち
に必要な機能をすべて備えていることに加えて、最も直感的に操作できるソリューションでした。そして、統合型のサイバーセキュ
リティとして、モバイル脅威検知、エンドポイント保護、デバイス管理を 1 つのパッケージで提供していました」
KDAS は Westcon Solutions Hong Kong の協力を得て、BlackBerry Spark® Unified Endpoint Management Suite のオンプレミス
での概念実証を開始しました。BlackBerry Spark UEM Suite は BlackBerry Spark® Suite の半分をなし、モバイルデバイス管理、モ
バイルアプリケーション管理、モバイルコンテンツ管理、ID とアクセス管理、そして一連の生産性ツールを提供します。一元的な
管理を通じて、企業は一連のデバイス全体の可視性と制御を維持できます。
概念実証を終えた後、KDAS は BlackBerry Spark Suite の残りの半分をなす BlackBerry® Cyber Suite のアーリーアダプタープログ
ラムに参加しました。

BlackBerry Cyber Suite は、ゼロトラスト環境を実現するために作られた、人工知能ベースの強力なサイバーセキュリティソリュー
ションです。軽量なクライアントを介して、エンドポイント保護、エンドポイント検知と対処、モバイル脅威検知、行動分析を提供
します。今後のリリースでは、データ損失防止やセキュア Web ゲートウェイも搭載する予定です。
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顧客との関係強化のきっかけに

KDAS は、同社グループの社員用 PC に BlackBerry のエンドポイントセキュリティソリューションを導入しています。BlackBerry
Spark Suite の全面的な導入は 4 月に始まりました。これまでに約 80% の導入が完了しており、同社のセキュリティはもちろん、
それに関連して顧客との連携も大きく改善しています。

「私たちの販売会社では、社内やお客様との間で頻繁に連絡を取り合っています」と木村氏は言います。「これは主に電子メールで行
われるため、フィッシング攻撃を受けるリスクがあります。このリスクを軽減するため、現場では確認を二重にする仕組みを設けて
います。社員は、疑わしい添付ファイルを開く前に送信元へと電話をかける必要があります」

BlackBerry Spark Suite が提供するインテリジェントな脅威検知機能は、このダブルチェックの仕組みを強化する、さらなるフェイ
ルセーフとして機能しています。以前のソリューションでは、KDAS は新しく出現するマルウェアから身を守るためにウイルス定義
の更新を待つ必要がありました。もはやこの状況は一変しており、KDAS は BlackBerry Cyber Suite を次世代のアンチウイルスソフ
トウェアと見なしています。

「BlackBerry Spark Suite を使い始める前は、私たちのサイバーセキュリティ対策は主として事後対応的なもので、特定のリスクに
さらされていました」と木村氏は説明します。「しかし今では、組織全体で何が起きているかがわかります。地域全体の見通しが良
くなり、何か問題が起きた場合にリスクを軽減する能力も向上しました。これは、データが安全であることをお客様に知っていただ
くためにも、強調できるメリットです」

機密データの保護

KDAS グループは現在、BlackBerry Spark Suite を IoT（Internet of Things）と併用することで、機器のメンテナンス業務を大きく
改善し、サービスコールの全体的な応答時間も大幅に短縮しています。接続が容易になったモバイルワーカーがもたらすモビリティ
と柔軟性により、サービスマネージャーは、最も急を要する場所に技術者を素早く割り当てることができます。一方、社内システム
へのより包括的で安全なアクセスにより、マネージャー、技術者、IT 担当者は、より多くの情報に基づいた、より良い意思決定を
行うことができます。

「サービス技術者は、個人のスマートフォンを使って診断データなどの社内情報にアクセスできるようになりました」と木村氏は述
べています。「必要な情報をダウンロードして、お客様の元へ直接伺うことができます。とりわけパンデミックの状況でこの効率性
の向上を数字で示すのは難しいのですが、サービスコールの応答時間と平均完了時間は約 20% 短縮されたと見積もっています」
「BlackBerry のおかげで、サイバーセキュリティとカスタマーサービスを大幅に改善することができました」と木村氏は結論付けま
す。「同社の製品は KDAS にとって非常に有益であり、今後もどのように活用していけるかが楽しみです」

© 2022 BlackBerry Limited. BLACKBERRY や EMBLEM Design などの商標（ただし、これらに限定されない）は、BlackBerry Limited の
商標または登録商標です。また、このような商標に対する独占的権利が明確に留保されています。その他すべての商標は各社の所有物
です。BlackBerry は、いかなるサードパーティの製品またはサービスに対しても責任を負いません。
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Case Study
BlackBerry® UEM

京セラドキュメント
株式会社
JSOL
ソリューションズ アジア統括本社 様

モバイル環境における「セキュリティの強化」と「ユーザーの
利便性向上」
—二律背反する課題を BlackBerry® の導入で解消する

株式会社 JSOL

住所：東京都中央区晴海 2-5-24 晴海センタービル
設立：2006 年 7 月

従業員数：1,200 名 (2020 年 4 月現在 )
URL：https://www.jsol.co.jp/
業界：情報通信

課題

• 社内情報共有ツールと MDM ツールが分かれており、
スマートフォンの OS の設定・管理が煩雑化していた

NTT ドコモ
長谷 潤氏

株式会社 JSOL
比屋根 賛氏 / 早川 陽一郎氏

環境

• 従業員に支給されるスマートフォンに適用

ソリューション

• BlackBerry Work および BlackBerry Access を導入

• 全社導入した Microsoft 365 との親和性が低く、
Microsoft Teams などとの連携が行えなかった

• 出社が困難になることが予想された 2020 年の夏に向
け、シンクライアントを補完する環境としてスマート
フォンのコミュニケーション環境を強化したかった

導入のきっかけ

• 煩雑化していた製品対応やデータ移行に掛かる工数の
削減を目指す
• スマートフォンでもセキュアにチャットと Web 会議
ができる環境を整備してほしいというユーザーの声の
もと、社内コミュニケーションの強化策として導入

多様なニーズに応える ICT サービスコーディネーター

ダイナミックなチャレンジ精神と、長年培ってきたプロフェッショナルなノウハウを駆使した “ICT サービスコーディネーター” と
して業界内での地位を確立している株式会社 JSOL。コンサルティングからシステム構築・アウトソーシングまでを手掛ける一気通
貫の体制により、さまざまな企業の課題解決や価値創出を手助けし、最新・最適なソリューションを提案している。

JSOL 業務推進本部 情報システム部 シニアスペシャリストの早川 陽一郎氏は「製造業から流通・サービス業、金融機関、公共分野まで、
幅広い業種・業態に対応できます。単純にシステムを構築するだけでなく、保守フェーズでもお客さまとのコミュニケーションを続
けながら、次のビジネス成長や事業展開へ向けた取り組みを提案するなど、ビジネスを共創する真のパートナーシップを発揮できる
のが弊社の強みです」と紹介する。
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社内環境の仮想化・モバイル化に立ちはだかる壁

JSOL は OA 環境の更改に合わせて 2012 年度より、ワークスタイルの改革およびセキュリティ強化を目的として、社内環境の仮想
化・モバイル化を推進してきた。代表的なところでは、2013 年に Windows XP から Windows 7 への OS 更改を VDI（仮想デスクトッ
プ）で実施し、全社員の OA 端末を Ultrabook を改造したモバイルシンクライアントに変更。2015 年にサーバ系を中心とした開発
環境の仮想化・クラウド化、フィーチャーフォンからスマートフォンへと支給モバイルデバイスの変更を実施。2018 年には開発用
PC の VDI 化、Microsoft 365（当時の名称は Office 365）の導入など、その先進的な取り組みには目を見張るものがある。
このように、社内環境の仮想化・モバイル化を積極的に行ってきた同社だが、いくつかの課題に直面していたという。従来の会社支
給のスマートフォンは、社内情報共有ツールと MDM（Mobile Device Management）ツールが分かれており、環境の設定や管理が
非常に煩雑だった。また、これらのツールは Microsoft 365 と親和性が低く、先進認証に未対応なほか、Microsoft Teams との連携
が行えないこともネックとなっていた。
さらに、JSOL 業務推進本部 品質・生産性改革部 生産技術推進課の比屋根 賛氏は「従来はユーザー端末の iOS バージョンが管理で
きず、環境の統一が困難でした。製品対応やデータ移行をするにも、iOS のバージョンごとに方法が異なるため、より多くの手間と
時間が必要になってしまいます」と語る。

一方で、実際にスマートフォンを使用するユーザー側からは、「個人所有のスマートフォンと同じような操作感で使いたい」
「ほかの
人のスケジュールを確認したい」といった要望が寄せられたが、こちらも従来環境での実現は不可能だったという。

そしてもうひとつ、通常通りの出社、勤務が難しいと予想されていた 2020 年の夏に合わせて、シンクライアントに加えスマートフォン
でもセキュアにチャットと Web 会議が使えるテレワーク環境を整備しておきたいという理由もあった。こうした背景から、同社で
は 2019 年に社内コミュニケーションの強化策として、支給スマートフォンおよび社内情報共有ツールの更改、Microsoft Teams の
展開、Web 会議サービスの統廃合を決意したのである。

「セキュリティ強化」と「利便性の向上」ふたつの共存を目指して

システムの刷新にあたり同社では、モバイルデバイスの管理やセキュリティ向上などの法人向けサービス・ソリューションを提供す
る株式会社 NTT ドコモにコンサルティングを依頼した。ここで重視したのは、“支給スマートフォンは OA 端末である” ということ
を前提としたセキュアな社内情報の共有、そして何より “ユーザーが使いやすい” 環境の実現である。

早川氏は「いくらセキュリティが強化されても、ユーザーの利便性が悪く、結果として “使えない・使われない” スマートフォンは
配布しても意味がありません」と語る。

こうした条件を満たすソリューションとして白羽の矢が立ったのが、オールインワンの個人情報管理アプリケーション「BlackBerry
Work」だった。BlackBerry Work はほかのユーザーのスケジュールを確認できたり、Microsoft Teams との連携機能によりチャット、
Web 会議、在席確認といった機能を BlackBerry の提供する Per-App VPN 上で利用できたりするなど、安全性と利便性を両立する
セキュアコンテナ型の製品である。単一製品で社内情報共有・MDM・VPN 接続などを実現できるほか、クラウドサービスの提供でサー
バの維持管理が不要、といった部分も大きなポイントになったという。
また、セキュアなモバイルブラウザ「BlackBerry Access」の導入に加えて、Microsoft Teams の管理には Microsoft Intune を採用
することで、スマートフォン内のセキュア領域に限定して、社内の中継サーバ経由で Microsoft 365 にアクセスできるという仕組み
を構築した。
ユーザーの利便性向上という観点では、ア
プリ自体が持つ操作性の良さに加えて、顔
認証システム「Face ID」の連動対応が挙げ
られる。端末交換時に、スマートフォン自
体のパスコードおよび BlackBerry Work/
BlackBerry Access/Microsoft Teams の ロ
グイン ID・パスワードを Face ID に登録す
ることで、端末やアプリの利用時に ID・パ
スワードの入力操作を省略することが可能
というわけだ。

スムーズな利用が行えると同時に、セキュ
ア コ ン テ ナ と MAM（Mobile Application
Management）制御によって、コンテナ外
領域に対する社内情報の保存および、コン
テナ外領域からセキュアコンテナ内の参照・
アクセスを禁止できる。万が一、スマート
フォンの盗難や紛失が発生した際も、リモー
トワイプ / ローカルワイプで初期化が可
能だ。



システムの刷新における JSOL の考え方と構築した仕組み

事例紹介

| BlackBerry® UEM

17

今回の導入に営業として携わった NTT ドコモ 第一法人営業部 第四営業 第二の長谷 潤氏は、「単純にセキュリティを強化するだけで
なく、“ユーザーの利便性を共存させたい” という想いに感銘を受けました。セキュアコンテナ外の部分でどのようにセキュリティ
を担保していくか、エンジニアと相談しながら進めさせていただきました」と語る。

コロナ禍におけるテレワーク環境でもスムーズな事業継続を実現

こうして JSOL では、2019 年春からの PoC を経て、2020 年 1 月に BlackBerry Work を含むシステムの改変を実施。奇しくも新型
コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大により、テレワーク環境が必要不可欠となった状況下においても、スムーズな事業継続
を実現できたという。

早川氏は、今回のシステム改変に対する社内での評判について「機能面での使いやすさはもちろん、Face ID との連携でスマートな
使い勝手を実現したのは特に高評価ですね。ID とパスワードの入力なしで認証され、すぐに情報にアクセスできるので、移動しな
がら次の打ち合わせで使う会議室の確認が容易に行えますし、操作性の高さから隙間時間でメールの消化が進む、と営業職にも好評
です」と笑みを見せ、この導入が JSOL 社内のアワードを受賞したことについても「多くの社員から便利になったとの声が寄せられ、
実際に業務で活用されていることが評価されたと思います」と、自信をのぞかせる。
こうした同社の取り組みは社内だけでなく、社外でも大きな評価を受けている。Great Place to Work Institute Japan（GPTW ジャ
パン）が主催する、2020 年版 日本における「働きがいのある会社」ランキングにて、大規模部門（従業員 1000 人以上）のベストカン
パニー 第 9 位（※ 1）にランクインした実績もそのひとつといえる。
同社では今後、これまで使用していたシンクライアントノート PC に変わり、セキュア PC の導入を検討しているという。

早川氏は「with コロナの時代、Web 会議の活用が前提の働き方となると、シンクライアント環境ではどうしても VDI の CPU やメ
モリなどリソース面のスペック増強が必要不可欠になってくることに加えて、VDI に対する DR（Disaster Recovery：災害復旧）対
策を施せばコストが一気に跳ね上がってしまうのがネックです。そこで、境界型からゼロトラストへとセキュリティモデルの変革を
目指していきたいと考えています」と語る。
このように、時代の変化に応じてシステムの改善を行いつつ、セキュリティとユーザーの利便性とが両立できる OA 環境の最適化を
図っている JSOL。こうした改革のなかでも、BlackBerry Work は新しい価値を提供し続けることだろう。
（※1）Great Place to Work Institute Japan（GPTWジャパン）『2020年版日本における「働きがいのある会社」ランキング』より

効果

✓
✓
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モバイル環境における「セキュリティ強化」と「利便性の向上」、これら両立を実現
コロナ禍によるテレワークにおいてもスムーズな事業継続を可能に

© 2022 BlackBerry Limited. BLACKBERRY や EMBLEM Design などの商標（ただし、これらに限定されない）は、BlackBerry Limited の
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Case Study
BlackBerry® Workspaces

京セラドキュメント ソリューションズ アジア統括本社 様
オリンパス株式会社

セキュアファイル共有ソリューション
「BlackBerry Workspaces」をオリンパスが採用

セキュアかつきめ細かい権限設定で情報漏えいリスクが大幅に減少

オリンパス株式会社
地域：日本

従業員数：35,933 人
（2018 年 3 月 31 日現在）

URL：https://www.olympus.co.jp/
産業：精密機械器具の製造販売

製品

• BlackBerry Workspaces

世界が認める内視鏡のリーディングカンパニー

医療事業・科学事業・映像事業という 3 つの分野を主軸として、さまざまな精密
機器の製造・販売を手掛けているオリンパス。なかでも医療事業は特に注力して
おり、内視鏡製品に関しては世界トップクラスの技術力とシェアを誇っている。
近年の医療現場では、病気の早期発見と患者に負担が少ない低侵襲（ていしんしゅ
う）治療のニーズが高まっており、こうした観点からも同社の内視鏡製品は極め
て重要な役割を担っているといえる。
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インタビュー

オリンパス IT 本部
IT 企画開発 1 部
企画開発 3 グループ
チームリーダー

渡部 卓郎 氏

オリンパス IT 本部
IT 企画開発 1 部
企画開発 3 グループ
課長代理

槙野 理恵 氏

内視鏡をはじめとした同社の医療機器は、国内外を問わず実に数多くの医療現場で活用されている。こうした医療機器のメンテナン
ス・修理を行うのも、同社が手掛けるサービスのひとつだ。

オリンパス IT 本部 IT 企画開発 1 部 企画開発 3 グループ チームリーダーの渡部卓郎氏は、「フィールドスタッフが医療機関を直接訪
問し、医療機器のメンテナンスや修理を行うケースがあります。医療機器は非常に精密なため、不具合が発生した際は修理拠点で
の修理が基本となりますが、メンテナンスや修理を現場で行うこともあります。」と語る。

ドキュメントのダウンロードや印刷が生む情報漏えいリスク

フィールドスタッフが現場で医療機器のメンテナンス・修理を行うにあたり、仕様書やマニュアルなどの各種ドキュメント類は欠
かせない存在だ。しかし医療機関では、医療機器に影響を与える可能性のある電子機器の利用が厳しく制限されているため、あら
かじめ業務に必要な部分を印刷して携行する、もしくは事前に PC 端末などへデータを保存しておくしかない。

「医療機器のドキュメントにはページ数が非常に多いもの、更新頻度が高いものもあります。また、内視鏡のように高額な医療機器

は何年にもわたって使い続けられるため、現場に応じて現行製品だけでなく過去製品のドキュメントも網羅しておく必要がありま
す。こうしたデータ量の膨大さに加えて、もうひとつ課題となっていたのが、ドキュメントの印刷物やデータを持ち歩くことによ

るセキュリティ上のリスクです。ドキュメントはそれ自体が技術の集大成ともいえますから、仮に紛失や盗難が発生してしまうと、
技術の流出に直結してしまいます」（渡部氏）

同社では以前、ドキュメントを閲覧するための仕組みを導入していたが、当時はオフラインで閲覧する事が出来ないため、一部の
利用者は印刷やダウンロードをせざるをえず、万が一端末の紛失・盗難が発生してしまうと、それらの情報は外部流出する可能性
が懸念されていた。そこで 2013 年より、システムのリプレイスに関する検討を開始したのである。

同社がシステムのリプレイスを検討するうえで特に重視したのは、医療現場においてもオフラインでドキュメントの閲覧ができる
こと、透かし入りで印刷やデータ閲覧の有効期限設定などセキュアかつ詳細なアクセス制限が行えること、そして現場の一部で利

用されている iPad 向けのネイティブアプリが用意されていることだった。オリンパス IT 本部 IT 企画開発 1 部 企画開発 3 グループ
課長代理の槙野理恵氏は検討時をこう振り返る。

「当時からファイルの暗号化技術、製品は多くありますが弊社の業務・機能要求に合うものを十分に有しているものは無く、これら
の条件をすべて満たしているのは BlackBerry Workspaces だけでした。」（槙野氏）

BlackBerry Workspaces における最大の特徴は、ファイルレベルで極めて高度なセキュリティを実現している点にある。ファイル

内の情報を確実に保護する AES 256bit の暗号化と DRM（デジタル著作権管理）に加え、ダウンロードや印刷などに関するきめ細や

かな機能、さらにはファイルの管理・追跡機能も搭載。これにより、承認されたユーザーだけがセキュアにファイルへアクセスす
る環境を構築可能だ。こうして同社では、2013 年より BlackBerry Workspaces 導入に関する技術検討をスタートした。
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役割に応じてセキュアにドキュメントが扱える環境を構築

システムの利用者は国内外を含めて非常に多いため、BlackBerry Workspaces 導入に関する技術検討では、まず国内の限定的なメン
バー間で動作をチェック。続いて海外主要拠点のマネージャクラスといったように、段階的な使用対象者の拡大を図っていった。

「BlackBerry Workspaces の使い方としては、メールで送られてきたドキュメントをセキュアに閲覧する、ユーザーが共有サーバか
らドキュメントを直接ダウンロードする、といった需要が比較的多いと思います。しかし弊社では、API により Web の仕組みと連

携させる手法を採用しているため、プラグインのインストールと設定を行い、ダウンロードが正しく行えるかなど、基本的な動作

を検証しました。この動作検証はスムーズかつ短期間で完了したのですが、より多くの検証期間を費やしたのは、部品輸入担当者や

フィールドスタッフなどそれぞれの役割に応じて、正しい権限のセキュアドキュメントがダウンロードできるか、という部分ですね。
セキュアな環境構築にはアカウントやグループごとの権限設定が欠かせないため、半年ほどの時間をかけて綿密に検証しました」（槙
野氏）

フィールドサービスの業務では、最新版のドキュメントを見ながら作業することが重要となる。BlackBerry Workspaces ではドキュ
メントダウンロードの有効期限が設定できるため、端末内に保存した古いドキュメントを見ながら修理するような事態も未然に防げ
るわけだ。また、ドキュメントを活用するのはフィールドスタッフだけではない。たとえば国によっては、医療機器や各種部品の通
関時に、印刷したドキュメントの提出が義務付けられている場合がある。そうした際、担当者には透かし入りで印刷ができるダウン
ロード権限を付与するとともに、必要最低限での有効期限設定を行うことで、セキュリティが確保できるのである。

同社ではこのように、BlackBerry Workspaces が備えるきめ細かな権限設定機能をフル活用。2016 年 2 月に国内・海外の主要拠点
で利用を開始し、同年 8 月には海外の末端拠点を含めて利用を開始した。

リプレイス前のセキュリティ面の課題を改善

渡部氏は導入の成果について「BlackBerry Workspaces のおかげで、リプレイス前に課題となっていたセキュリティを含む多くの
課題に関しては改善することができました。情報漏えいのリスクが激減し、その機能に大変満足しています」と、笑顔で語る。なお、
現在 BlackBerry Workspaces の利用者割合は日本国内が 75% を占めているという。国内の利用比率が高いのは、海外の現地法人が
それぞれ固有のセキュリティポリシーを持っているため。規制が厳しい国・現地法人では、ドキュメントのダウンロードや印刷自体
を禁止しているケースもあるとのことだ。

「医療事業において、BlackBerry Workspaces は当初想定していた以上の効果を発揮してくれました。この実績に鑑みて、今後は科
学事業などほかの領域でも積極的に活用していきたいですね」（渡部氏）

BlackBerry Workspaces の導入により、役割に応じてセキュアにドキュメントが扱える環境を実現したオリンパス。医療事業のみ
ならず、世界の人々の安全・安心・健康に貢献する製品を提供している科学事業においても、BlackBerry のソリューションにさら
なる期待を寄せている。

© 2022 BlackBerry Limited. BLACKBERRY や EMBLEM Design などの商標（ただし、これらに限定されない）は、BlackBerry Limited の
商標または登録商標です。また、このような商標に対する独占的権利が明確に留保されています。その他すべての商標は各社の所有物
です。BlackBerry は、いかなるサードパーティの製品またはサービスに対しても責任を負いません。
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BlackBerry について

BlackBerry（NYSE：BB；TSX：BB）は、インテリジェントな
セキュリティソフトウェアとサービスを世界中の企業と政府機
関に提供しています。BlackBerry のソリューションは、1 億
9,500 万台の自動車をはじめ、5 億以上のエンドポイントを保
護しています。BlackBerry はカナダのオンタリオ州ウォーター
ルーに本拠を置き、AI と機械学習を活用してサイバーセキュリ
ティ、安全、データプライバシーソリューションの分野に革新
的なソリューションを提供しています。また、エンドポイント
セキュリティ管理、暗号化、組み込みシステムの分野における
トップクラスの企業です。BlackBerry のビジョンは明確です。
つながる未来に信頼性あるセキュリティを確保することです。

詳細については、BlackBerry.com にアクセスし、
@BlackBerryJPsec をフォローしてください。
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