
エムオーテックス株式会社
【大阪本社】
【東京本部】

〒532-0011　大阪市淀川区西中島5-12-12 エムオーテックス新大阪ビル
〒108-0075　東京都港区港南2丁目16-4 　品川グランドセントラルタワー5階

【名古屋支店】〒460- 0003　名古屋市中区錦1丁目 11-11　名古屋インターシティビル3階

受付時間 9:00 -18:00 (月～金曜日)0120-968995

1L　　　　   　 　　　6L

株式会社ハイパー様は、法人のお客様を対象にコンピューター本体やソフトウェア、周辺機器などを販売
する「情報機器販売事業」を中核にビジネスを展開され、法人顧客数は6,500社を超えています。
「ユーザーニーズ実現企業」を経営理念に掲げ、お客様のビジネスの現場で日々発生する様々なニーズに
対して、1社1社のニーズに合った付加価値の高い商品やサービスを個別にご提案することで、お客様との
信頼関係を構築していらっしゃいます。

導入事例  株式会社ハイパー 様

Pマーク取得とJ-SOX法への対応でLanScope Catを導入！
不正PC検知・遮断で持ち込みPCから社内ネットワークを守る！

株式会社ハイパー
https://www.hyperpc.co.jp/

【管理統括部 総務部 情報システム課 主事  谷様】
前任の担当者がLanScope Cat導入を行い、現在は
私が引き継いで運用しています。情報システム課は、
東京・大阪・名古屋・広島の4拠点・約370台のPCを3
名体制で管理・運用しています。平時は各システムの
アカウント管理・情報機器管理や、バックアップなどの
夜間業務の確認、社員からの問い合わせ対応などを
行っています。

製品導入の背景としては、数年前、お客様により安心
いただくためのPマークの取得や、J-SOX法の内部
統制対応を会社として取り組むこととなり、IT管理ツ
ールの導入が必要になったためです。

Pマーク取得とJ-SOX法への対応！
審査に必要な要件をすべて満たして
いたLanScoe Catを選定！

情報漏えい対策として不正PC検知機能を活用しています。
LanScope Catのクライアントモジュール未インストールPCが社内
ネットワークにつながれた場合、その接続を遮断し、情報システム課の
担当者へメールにて通知が送られるように設定しています。未管理の
外部PCからの接続を遮断することで、情報漏えいのリスクを低減し、
またウイルスなどの脅威へも対策を行っています。

その他には資産管理機能を活用して、ソフトウェアのライセンス管理
を実施しています。社員の組織異動に伴うライセンスの過不足をチェ
ック、また余分なライセンスコストの削減などに努めています。自動で
最新の情報が取得されるので、管理にかかる工数を大幅に削減する
ことができました。実際に数年前に大手ソフトウェアメーカーから、ラ
イセンス調査の連絡がありましたが、LanScope Catで取得した内容
でスムーズに対応できました。

また新規アプリケーションのインストールをアラームに設定していま
す。このアラームがあがった際には、情報システム課で内容を都度確
認して、業務には不要と判断すれば社員へ通知しアンインストールを
促す対策をとっています。百度（バイドゥ）が世間で問題になった時に
も、社内PCへのインストールの有無を即座に確認して、アンインスト
ールをさせるなど様々な場面で役立っています。

Webアクセス監視機能では、業務に関係のないWebサイト閲覧を抑
制するために、アラームとなるキーワードを情報システム部員で独自
に設定し、運用しています。社員がアラームに抵触するWebサイトを

閲覧した際には、クライアントPCにポップアップで警告が表示される
ので、抑止効果を発揮しています。

【販売推進統括部　営業企画部長　関口様】
私たちの社員PCにはLanScope Catがインストールされていますが、
動作が遅くなったり負荷がかかったりという問題はありません。営業が
お客様の課題解決の１ツールとしてLanScope Catを提案させていた
だく際にも「ハイパーさんが導入しているなら…」と安心していただけ
ることが多いようです。実際に導入・運用をして効果を上げている当社
だからこその提案で、お客様にもご満足いただきたいと考えています。

現在、PCはLanScope Cat、PC以外のプリンターなどの周辺機器は
Excelで作成した台帳と別々で管理をしております。今後は周辺機器
情報もLanScope Catにインポートして、資産管理を一元化したいと
考えています。また、電源が24時間つけっぱなしになっているPCが
あるという課題があります。省エネとPCメンテナンスの観点から、
LanScope CatでPCの稼働状況を確認して社員への注意を行った
り、電源設定などの対策を行っていきたいと計画しています。

他にも世間で情報漏えい問題が話題になっていますが、当社もお客様
に安心していただくために、USBメモリの制御などの対策をさらに強
化していきます。また現在社内でiPadを数台保有しており、さらに今
後は営業個人へのiPad貸与も考えています。資産管理の一元化や紛
失対策等をすべくLanScope Anの導入も検討しています。

導入の背景

導入効果①

導入効果②

今後の展望

ソフトウェアライセンス監査対応
不正持込みPCからネットワークを守る

CaseStudy Point

  ▼左から　管理統括部 総務部 情報システム課 主事  谷様
　　　　　  販売推進統括部　営業企画部長　関口様【LanScope Cat　ノード情報画面　イメージ】

ネットワークセキュリティ統合管理ツール

LanScope選定の決め手

不正PC検知・遮断機能で
持ち込みPCから社内ネットワークを守る！

資産管理の業務効率化！ソフトウェアライセンス
監査対応時にもLanScope Catが活躍！ 

IT機器すべての管理を一元化！
情報漏えい対策強化などさらなる活用へ

設　 立 ： 1990年　　　　従業員数 ： 196名（2014年12月時点）

構     成  ：            330CL　　　　   　 　  　 330CL   　　　　　　 330CL    　　　330CL　　　Cat デバイス制御Webアクセス監視

（裏へつづく）

当時、Pマーク取得、J-SOX法のIT全般部分の統制対
応にあたり、監査法人にも要件とりまとめなどの協力
を仰ぎ、いくつかの管理ツールを検討しましたが、”基
幹システムの操作ログ取得”など様々な要件を満たせ
る機能を持っていたのはLanScope Catだけでした。
また、高い導入実績やサポート体制の充実なども導
入を後押しする材料となりました。

その他メリット

自社導入の強みを活かす！お客様への
課題解決提案でユーザーニーズ実現へ

ID監査

不正PC検知・遮断サーバ監視
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