ミドルウェア導入事例

鳥取市役所 様

庁内のパソコン・ソフトウェア資産の見える化を実現
管理工数の大幅削減とライセンス管理を強化
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デスクトップ

キーパー

− 情報漏えい防止 「Systemwalker Desktop Keeper」−
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●パソコン・ソフトウェア資産を効率的に管理したい
●ソフトウェアライセンスを適正管理したい
●データの漏えいを防ぎたい
導入の背景

パソコン資産を手作業で管理
精度低下や工数増などに悩む
鳥取砂丘を中心とした観光で知られ

果

●資産の自動収集で管理業務を70％削減
●ソフトウェア使用状況をひと目で把握
●未承認の USBメモリを使用禁止し、セキュリティレベルを向上
導入のポイント

返る。
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大なパソコン、ソフトウェアを情報政
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ベントリ情報を効率よく収集できるとこ
ろが、当市の環境に適していました」
と同 情報政策係 主任 宇野 貴之 氏は
語る。
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お問い合わせ先

富士通コンタクトライン

0120-933-200

鳥取市役所は今後、DTPの活用をよ

ソコンを拡大し、さらなるセキュリティ
強化にも取り組んでいく。

受付時間 9:00 〜 17:30（土 ･ 日 ･ 祝日を除く）

富士通株式会社 〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター
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