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写真（上）：昨年稼働の新しい研究開発拠点　
　　　　　  「TIReC（ティー アイレック）」
写真（下）：同社が製造される機能部品

 　ＨＣＳにお声かけいただいたのは？
金ヶ江：昨年４月にシステム部門と企画部門が一つ
のグループになりました。連携して業務をする中で
担当者ごとに思うところがあり、別の部署にサービ
スをご案内いただいたＨＣＳさんにお声かけしました。
  　担当者ごとに思うところといいますと？
金ヶ江：私は組織変更に伴い、企画とあわせてIT に
も携わることになりました。セキュリティの必要性
は認識していますが、従来から担当する志甫のよう
に詳しくはありません。ですが、どれくらいの対策を
打つべきか客観的に把握し、対策の妥当性とコスト
がどれくらいかかるか把握したいと思っていました。
志甫：１年半ほど前に弊社のお取引先様でもランサ
ムウェアの被害に遭われたこともあり、システムの
担当者として必要なセキュリティ対策を打ってきました。
　自己採点では対策について合格点はクリアでき
ている認識でしたが、第三者からの客観的な評価をも
とに対策を強化することで弱点の補強と安心できる
材料が欲しいと思っていました。
　　ＨＣＳのご提案を採用いただいたのは？
金ヶ江：セキュリティ診断といった観点で他社さん
からのご提案はありませんでした。ＨＣＳさんは同
じ北陸でビジネスをされており、実際フットワーク
が軽く、問合せにもすぐにご対応いただけました。
　客観的に現状を評価できる点、また１サーバから
といった形でスモールスタートで診断ができると
いった点も採用しやすいと感じました。
志甫：ＨＣＳさんはラックさんと連携されており、
診断後により詳細な診断や結果を受けての対策を
ご提案いただける点で安心感と将来的な展望が視
野に入れられたことが採用のポイントでしたね。
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IT インフラの脆弱性診断  ～対策・投資の妥当性と安心感の獲得～
　田中精密工業株式会社様は、1948年3月創業。昨年70周年
を迎えられた同社は、本田技研工業、ヤマハ発動機、川崎重工業、
スズキなど大手の自動車・オートバイメーカーがエンジンや
トランスミッションなどに採用する高精度と高性能が要求
される機能部品の製造・販売をされています。
　企画提案力・一貫加工体制・生産技術力の強みを生かし、富山
県内11拠点、海外４拠点、グループ合計2,054名で高付加価値
を提供される同社は、弊社が提供するITインフラの脆弱性診断
サービス『Oensセキュリティ健康診断』をご採用されました。
　本号では、採用にいたった背景や効果をお聞きするために、
企画部   事業企画ブロック 企画チーム チームリーダー 金ヶ江
雄亮様、主任  志甫健太郎様をお訪ねしました。（以下敬称略）
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 　ＨＣＳの診断はいかがでしたかでしょうか？
金ヶ江：私が用意したのはＨＣＳさんに作業して
いただく部屋とＬＡＮケーブルぐらいで、健康診断
にあたって大きな手間はかかりませんでした。
　後日、診断書をいただいたのですが、シンプルで
わかりやすく、不明な点については詳細なご説明も
していただきました。結果的に、対策が必要な箇所
は設定変更だけで済み、設備投資が不要であること
もわかり、セキュリティ面でもコスト面でも診断を
していただいて良かったなと思っています。
志甫：想定と診断結果に大きなズレもなく、今まで
の対策が第三者評価として確認でき、安心しました。
　また、想定していなかった箇所をＨＣＳさんから
ご指摘いただき、新しい気づきが得られたことは大
きな収穫でした。 外部から客観的に現状を診断して
いただくことは改めて大切だと思いました。    
　最後に今後の展望をお聞かせ下さい。
金ヶ江、志甫：お取引先様に安心して弊社へご用命
いただけるよう、今後も診断範囲をひろげ、自社の
状況を随時把握しながら、必要な情報セキュリティ
対策を継続していきたいと思います。
　本日は貴重なお話、ありがとうございました。
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   感染したコンピュータの
ファイル接続・利用を制限
し、解除するために金銭を要求
するウイルスのこと。
  金銭を要求する様子が身代
金のようであることから人
質（英語：ransom）という
単語が利用されている。

   国内で最初にセキュリティ
診断業務を開始。全国900社、
2000 機器の監視実績を持つ
パイオニア企業。 
  主要国首脳会議     「九州・沖縄
サミット」公式WEB サイトの
不正アクセス監視・対応支援
の実績あり。

  安全性を徹底的に調査する
ため、OS やミドルウェアなど
に攻撃者の視点からさまざま
な疑似攻撃を試行し、潜在的
な脆弱性を診断します。
 セキュリティの対策にあたり、
現状を客観的に判断する手段
として活用をご検討下さい。

１.まだ認識できていない
　   脆弱性が無いか？

２.既存のシステム設定に
　   誤りが無いか？

３.適切にアクセス管理が
　   出来ているか？

　不明点やご相談はお気軽に
ＨＣＳへ申しつけください。
     

Oens セキュリティ
健康診断

ランサムウェア

ラック（ＬＡＣ）
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新年度となり、新入社員を迎えて、
新たな体制でスタートを切りました。
今年度も貴社へ魅力的なご提案が
できるよう努めてまいります。今後と
も弊社をよろしくお願いいたします。

4月１日（月）、26名の新入社員を

迎え、入社式を執り行いました。

みな緊張した面持ちでしたが、希

望を胸に社会人としての第一歩を

踏み出しました。社内での研修を通

じて配属現場で必要な技術の習得

を目指します。

今後の活躍にご期待ください。
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HCSの新部署ご紹介フレッシュな新入社員たち

北陸コンピュ
ータ・サービ

ス

今年度、発足した新部署となります。　

新体制のＨＣＳにご期待下さい。

お問い合わせ

営業本部　ICTイノベーション推進室
北陸コンピュータ・サービス株式会社

URL; https://www.hcs.co.jp
TEL (076)495-9824　FAX (076)495-9843
〒939-2708 富山市婦中町島本郷 47-4
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　今月は田中精密工業様にIＴインフラのセキュリティ健康診断
のお話を伺いました。いわゆるアラサーの筆者も、以前に比べ健康に
不安を感じ、健康診断の結果に年々ドキドキするようになっています。
　健康診断は労働安全衛生法のもと実施されていますが、調べてみる
と古くは慶応元年、松本良順という医師に新選組の隊士たち170名も
健康診断を受けていたとのことです。近年ではストレスチェックなど
心の健康診断も浸透してきましたが今後、ＩＴインフラも健康診断が当
たり前という時代が来るかもしれませんね。新年度を迎える方が多い
と思いますが身体が資本。健康第一でスタートしましょう！（みずの）

コーポレート本部
オフィスワーク革新部

（2018 年度入社）

さん桒田　要恵 
　　か　な　えく　わ　た

Ｑ.  現在の業務を教えて下さい Ｑ. 趣味を教えてください。

カップケーキを作りました。

お菓子作りです。ＷＥＢサイト
で簡単に作れるお菓子や美味し
そうなお菓子をみつけては、レシ
ピを調べて作っています。
ただ、お菓子にうるさい母から
はなかなか合格点が貰えないので、
「いつか母をうならせるぞ！」
と思いながら腕を磨いています。

現在は、社内外への郵便物など
のとりまとめや来客いただいた方
へのお茶出しなど総務の仕事をし
ています。
昨年４月に配属されてから一年
が経ち、仕事に慣れてきたと同時に
新しい目標も出てきました。教えて
いただいたことを忘れず、出来る仕
事を増やしていきたいと思います。

EventsEvents 今月開催！  税制・補助金セミナー　
　税制優遇や補助金の活用を検討中の企業様、当日は経済
産業省  中部産業局から講師を招き、お話していただきます。
　詳細はパンフレット・弊社WEB サイトをご覧ください。

￥
１．サービス等生産性向上 IT 導入支援事業（補助金）
２．ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
３．小規模事業者持続化補助金
４．その他（事業承継、消費税軽減税率対策等）

ご紹介予定の税制・補助金 ￥

労働時間と有給休暇の管理はOK？
今月から労働基準法で新ルールが施行されます。対策はお済み
ですか？ご不安な企業様、Oens勤たろうで対策しませんか？

1.Cloud  Labs（クラウドラボ）
　魅力的なクラウドサービス
　実現を担う専門組織

2.ICTイノベーション推進室
　ICTソリューションの情報
　収集・発信を担う組織　
3.SIビジネス運用部
　運用の取り組み強化を
　担う組織

Memo

有給休暇の取得義務、労働時間の適正把握
貴社の対策状況をご確認下さい。

　一 .有給残と振休残が区分して正確に管理できるか？

　二 . 客観的に労働時間を記録・管理する仕組みはあるか？

　三 . 各従業員の労働・休暇状況をすぐに把握できるか？

AttentionAttention


