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グローバルにビジネスを展開する日本電気株式会社（以下、NEC）は、全世界に300社以上の
グループ会社を有し、1１万人の従業員を擁します。同社では働き方改革、DX（デジタルトラン
スフォーメーション）の実現を目的としたクラウドシフトを進めています。ネットワークインフラ
の刷新のポイントはクラウドへの接続において、快適さとセキュリティを同時に実現することで
した。同社が選んだのはゼットスケーラーのクラウドセキュリティソリューションでした。
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「ゼットスケーラーのクラウドセキュ
リティの魅力の一つは、日本の本社
で設計したセキュアな環境を、その
まま海外拠点に展開できることで
す。海外現地法人からゼットスケー
ラーに接続するだけで、世界中どこ
でも同じセキュアなネットワーク環
境が利用できます。これはモバイル
アクセスの場合も同様で、働き方改
革による生産性の向上にも寄与し
ていると考えています」

「ゼットスケーラーのクラウドセキュ
リティを導入する決め手となったこ
とは、どこからでも場所や時間に制
約されることなく安全なウェブアク
セスができるということ、それに加
え、国内はもちろんグローバルの海
外拠点に対しても統一したセキュリ
ティポリシーを提供できる点でし
た」。

NECグループは、お客さまや社会と共創して、安全･安心･効率･公
平という社会価値を創造する「社会ソリューション事業」をグローバ
ルに推進しています、先進ICTや知見を融合し、人々がより明るく豊
かに生きる、効率的で洗練された社会の実現を目指すとともに、自
らの取り組みも加速しています。
「働き方改革」、「DX」への取り組みを加速させている同社では、全
社員がデジタル空間上で、コラボレーション、業務遂行を実現する
ため、IT環境のクラウドシフト、マルチデバイス化を進める必要があ
ります。その過程で浮かび上がってきたのが、インターネットゲート
ウェイ（ウェブプロキシ/サンドボックス）をはじめとするネットワーク
インフラ自体を「クラウド環境への移行する」という考えでした。
「時間や場所に制約されない働き方を実現するためには、セキュア
なクラウド環境が不可欠です」と話すのは、同社 経営システム本部
の田上岳夫氏です。

「ゼットスケーラーのクラウドセキュリティに求めたのは、
IT環境のクラウドシフト、マルチデバイス化において、快
適さの向上とセキュリティ強化を両立すること、その価値
をグローバルに展開することでした。これがクラウドセ
キュリティソリューションに求めたコンセプトです。

働き方改革、DXを支えるクラウドシフトの実現
そのインフラとしてのインターネットゲートウェイの
高度化・クラウド化の検討
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セキュリティ業務を統括してきた田上氏は、「社員が社内外でイン
ターネットアクセスをする環境を考えたとき、ウェブトラフィックの
暗号化により、その中に潜む様々なサイバー攻撃やマルウェアのダ
ウンロードといった行為が非常に見つけづらいという課題認識があ
りました」と当時の状況を説明します。
田上氏によれば、同社のインターネット通信を確認したところ、「す
でにウェブトラフィックの約9割がSSLとなっていました」とのこと。
「いくら従来のセキュリティソリューションでウェブトラフィックを監
視しても、SSL通信が見えなければ、ほとんどの通信の中身は見え
ないという状態でした。また、サイバー攻撃で多く利用されるマル
ウェアの通信に絞っても、その8割程度はSSLを使用しているという
ことが判明しました。つまり、当時、SSL可視化に対応していないセ
キュリティソリューションではマルウェアを検知できない状況でし
た」（田上氏）。
同社では、インターネットゲートウェイのリニューアルにあたり「何
を実現したいのか」のコンセプトの明確化に注力しました。一つは、
「IT環境をオンプレミス⇒クラウドに大きくシフトさせる」という要
求のために、インターネットトラフィックを快適にする、つまり「セ
キュリティ規制によりアプリケーションの動作が妨げられない、トラ
フィックが激増してもレスポンスが悪化しない快適な状態を実現・
維持する」こと、そしてもう一つは、セキュリティ強化の為に「ウェブ
アクセスを解析していく上で必要な解析ができ、サイバー攻撃を受
けた場合にはその対処を素早くできる」ことです。この二つこそが
「利便性確保とセキュリティの両立」の基軸です。「どれも、これまで
の後付け型のセキュリティソリューションでは実現できませんでし
た」（田上氏）。
また、この価値を世界中に点在する海外拠点に対し展開し、「同一の
セキュリティポリシー・対策レベルを実現」することも重視しました。
田上氏いわく、「国内にセキュリティソリューションを導入してから海
外拠点への導入を考えるのでなく、最初からグローバル拠点への
展開を視野に、全世界統一の環境を導入できるセキュリティソ
リューションを検討しました」。



「どのユーザに、どのクラウドサービスに利用してもらうか」をポリ
シーで管理し、ダイナミックに使用の可否を判断することが必要で
す。
「メール・スケジューラ、ビデオ会議、SNSなどのコラボツール、ある
いは経理、SCM、営業管理などの基幹系システムなど、どのような
企業でも必要とする標準的なビジネスツールは、今後、ほとんどが
Office 365®やSalesforce®などのメジャーなクラウドサービス型
のSaaSへとシフトしていくだろうと考えています。また、企業ITで
考えないといけないのが、自社の開発環境や自社の業務に特化し
た個別システムの移行です。それらは主にIaaS、PaaSにシフトして
いく、一部はオンプレミスで残ると考えますが、SaaSに移ったシス
テムと自社の環境を含め、従来データセンターの中に閉じていたシ
ステム間通信が異なる基盤に分散して配置される時代が訪れます。
ゼットスケーラーのロードマップには、そのような将来に備え、クラ
ウド間の通信を監視・管理するアウトバウンドCASBが示されていま
す。このような機能拡張の見通しがあることもサービスの魅力と言
えます。」（田中氏）。
NECグループでは今、全社を挙げて、社員を時間や場所から解放
する「働き方改革」、最新のデジタルツールを使いこなす「DX（デジ
タルトランスフォーメーション）」、その中でセキュリティをきちんと
実現していく「情報セキュリティ」、という3つの柱があります。「これ
らを実現していく上で、インターネット接続は企業ネットワークの中
核をなす機能となります、その中で、クラウドとの境界管理を担う
ゼットスケーラーセキュリティサービスの導入は単なるプロキシの
クラウド化ではなく、クラウド活用の基盤インフラと位置づけ、活用
しています」（田上氏）。

2018年4月にゼットスケーラーのクラウドセキュリティをローンチ
した後、実行面では移行規模の大きさゆえに課題ゼロということは
ありませんでした。移行後も継続しての対策が必要でした。しかし
ながら、多くのユーザからは切替時点で「ウェブプロキシを変えた
ことに気が付かなかった」という声が多かったことは、切替前後のタ
フな日々を過ごした移行メンバーにとっては嬉しい評価でした。「自
分たちが見えている課題はそれなりに生じ、安定期まで迷惑をかけ
た、申し訳ないという気持ちがあったのですが、実利用者の大半か
ら気が付かないほどスムースだった、言われてみると昼休みも遅く
ならなくなったから何かはしたんだよね？、といってもらえ報われた
思いでした。またSSL可視化の恩恵もあり、以前は一律に厳しい制
限をかけていた、研究・開発者向けの技術的なSNSサイトの解放
や、ビジネス動画視聴目的のYouTubeの解放などセキュリティを
維持しつつ利便性を拡大したことで、情報システム部門のIT施策の
印象が変わったという声も多数もらえました、ゼットスケーラー選
定時のコンセプトを実現でき、ユーザに価値貢献できたと自負して
います」（田中氏）。

ウェブアクセスのレスポンスの改善は定量的に証明できるレベル
で、会社全体の生産性向上にもつながっているといいます。「NECに
は国内だけでも11万人の社員が在籍していますが、従来のオンプ
レミスないしは処理性能確保型のソリューションでは増加するトラ
フィックへの対応は常にいたちごっこでした。いったん改善したとし
ても、数年後には大幅に劣化し、ユーザのネットワークに対する不満
の主因でした。切替直前は一番ひどい昼休みとその直後の時間帯
は、他の時間帯の倍近いダウンロード時間が生じていましたが、これ
が半減しました。実測で６０～７０％ほどの短縮でした。」（田中氏）。
ゼットスケーラーのクラウドセキュリティは他のクラウドのサービス
と異なり、利用者に対してレスポンスの性能を保証しています。そ
のため、「トラフィックの増加に対して常に投資を続けていかなけれ
ばいけないという悩みから解放されることは、NECに対しても非常
に大きなことです。この状況は導入後、1年半以上たち、トラフィック
が当時と比べ倍増した現在でも維持されています。追加投資の必
要なく性能が保証される使い勝手の良さがゼットスケーラーの大
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こうしてまとめたインターネットゲートウェイのリニューアルコンプ
トをもとに、同社は2017年7月、ゼットスケーラーのクラウドセキュ
リティの導入を決定しました。「ゼットスケーラーを導入する決め手
となったことは、場所や時間に制約されることなく安全なウェブアク
セスができるということ、それに加え、国内はもちろんグローバル
の海外拠点に対しても統一したセキュリティポリシーを提供できる
点でした」（田上氏）。
また、同社経営システム本部でネットワーク企画を担当しているマ
ネージャーの田中氏は、「世界中で性能とセキュリティの両立が可
能であること」がインフラ面での決め手であったと語ります。「快適
さの実現に必須のレスポンス性能に対するSLAがあること」、「世界
中のインターネット環境から、最寄りのサービスDCで同じ設定の
同じテナントが使える」ことがグローバル展開における利便性とセ
キュリティ両立を実現すると信じました」と説明します。「従来のアプ
ローチは、日本にインターネットアクセスを集約するか（日本で構築
運営するウェブアクセスの環境に海外拠点からアクセスしてもら
う）、日本で定めたポリシーに沿って海外拠点側でウェブアクセス環
境を構築するかいずれかの形を取っていました。しかしインター
ネットトラフィックの集約は性能の劣化の原因であり、快適さの妨
げです。また、海外拠点での個別運用はセキュリティ対応レベルの
バラツキ（本国より低いケースが散見される）を生みました。ゼット
スケーラーのグローバルに偏在するDCを用い、レスポンスは分散
型で確保、セキュリティは集中管理というアプローチこそが、コンセ
プトを満たす選択肢でした。」
同社では2017年10月から、ゼットスケーラーソリューションの導
入に着手。ゼットスケーラー上のクラウド環境の構築、自社ネット
ワークからの接続用通信機器の構築、社内サポートについては長年
のSIerとしてのノウハウを生かし、自社で体制を組みましたが、移行
シナリオの作成に当たってはゼットスケーラーの様々な機能、提供
ノウハウを活用しました。「10万人規模の環境更新にあたっては出
来るだけエンドユーザの作業を最小化する必要がありました。自身
が蓄積するネットワークソリューションの力と自分たちからすれば
未知の領域へのゼットスケーラーソリューションは同社の手厚いサ
ポートでフォローしてもらい、これを実現しました。PoC（概念実証）
やUAT（受け入れテスト）を通し、実行可能な移行シナリオを策定し
ました」（田中氏）。
そして、最後の3カ月間は受け入れテストに時間を割き、2018年4
月に稼働開始しました。「最終的な切替は拠点単位や組織単位でな
く、国内の全拠点、約10万人のユーザトラフィックを一斉に切替ま
した。その際、従業員のPCの設定は極力不要とし、SSL可視化のた
めの証明書もサイレントインストールできるよう工夫しました。ま
た、万が一のトラブル発生時も宛先単位、接続元単位で切り戻せる
工夫をし、従業員の手を煩わせることなく、また業務影響を最小化
することができたと考えています」（田中氏）。

国内と海外で別管理ではない、グローバル統一の
セキュリティポリシーを実現できる
ゼットスケーラークラウドセキュリティ導入
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維持する」こと、そしてもう一つは、セキュリティ強化の為に「ウェブ
アクセスを解析していく上で必要な解析ができ、サイバー攻撃を受
けた場合にはその対処を素早くできる」ことです。この二つこそが
「利便性確保とセキュリティの両立」の基軸です。「どれも、これまで
の後付け型のセキュリティソリューションでは実現できませんでし
た」（田上氏）。
また、この価値を世界中に点在する海外拠点に対し展開し、「同一の
セキュリティポリシー・対策レベルを実現」することも重視しました。
田上氏いわく、「国内にセキュリティソリューションを導入してから海
外拠点への導入を考えるのでなく、最初からグローバル拠点への
展開を視野に、全世界統一の環境を導入できるセキュリティソ
リューションを検討しました」。

きな価値だと感じています」（田中氏）。
また、従来はSSL通信により通信内容が不可視となり、細やかな制
御・監視が出来ない状態でした。このため、有用でもリスクがあるサ
イトは全体をすべて遮断する、どうしても業務遂行上必要な一部の
利用者にはフルアクセスの権限を与える、といった極端な選択しか
できませんでした。しかしゼットスケーラークラウドセキュリティな
ら、「ログインと閲覧は全ユーザに認める」、「ファイルアップロード
は原則禁止し、どうしても必要なユーザのみ認める」といった柔軟
な対応が可能になりました。また、クラウドサービスによっては利用
企業ごとに異なるドメイン、URLを払い出すこと可能なケースがあ
りますが、「自社のURLは全員にフルアクセスを認める」、「競業先の
URLは関係している部署が申請をしてきたら開放する」、「シャドウ
ITやマルウェアに悪用される恐れのあるフリーアカウントのURLは
アップロードを禁止する」といった選択ができるようになりました。
また、SSL可視化によりウェブアクセスのログの中身を細部まで確
認できるようになったため、信頼できるIaaSについては「何をやって
いるかわからないから規制する」から「監視を前提に、事前規制はし
ない」という変更も実施しました。
「SSL通信の可視化により、リスクサイドで規制を優先するという不
便な状態を、見えることによる制御の柔軟性・状態監視の安心感を
前提に、広く自由に使いましょうという方針に切り替えたのです。
ゼットスケーラークラウドセキュリティが持つSSLの可視化という技
術が、社員の利便性や安心感を向上させていると思っています」
（田中氏）。

同社は国内の展開に続き、2019年4月からゼットスケーラークラウ
ドセキュリティの海外拠点への導入を本格的に開始しました。
2019年1２月時点でゼットスケーラークラウドセキュリティの海外
利用者数は6000名にまで到達しており、2020年度末までに「1万
5千ユーザへの展開」を目指しています。「今まで海外拠点における
インターネットセキュリティ管理は、方針策定は日本ですが、実際の
運用は現地に任せていました。どうしても対応レベルにばらつきが
あり、システム的な監視の目が行き届かず、もしかしたら、何もセ
キュリティ事故が起きていなかったのかもしれないし、起きていた
のかもしれない、それすらも把握できない拠点がありました。個別
対応で全て網羅するには限界があります。しかし、ゼットスケーラー
のクラウドセキュリティは現地への機器設置を必要とせず、私たち
にグローバルに対して、全ての展開済みの海外拠点に通信状況・マ
ルウェアなどの検知状況を直接見えるようにしてくれます。どの国
のネットワークが危ないのか、安全なのかということがすぐに把握
できるようになりました。」（田上氏）。
同社の社内ルールでは、セキュリティインシデントが発生した際に
はレポートを上げる仕組みにはなっています。しかしそれは、サイ
バー攻撃そのものを検知し把握できた場合です。検知が出来ない
とそもそもインシデントとして認識できないので、対処もできませ
んし、レポートも出来ません。また、巧妙化が進むサイバー攻撃の

検知は高度な解析の技術・ノウハウが必要です。現地状況の見える
化と、元々本社で持っていた高度な解析の体制をグローバルに広
げることで、リスク検知、現地への注意喚起を迅速化しました。ま
た、リスクのある通信の遮断をセンター側で実施することで対処も
迅速に可能です。（田上氏）。
もし、オンプレミスでこのようなセキュリティインフラを海外に展開
するとしたら、日本と全く同じソリューションを各海外拠点向けにコ
ピーして一拠点ごとに構築していかなければなりません、大規模な
拠点ならともかく、数人の事務所などを考えるととても現実的では
ありません。「ゼットスケーラーであれば、現地期の既存の通信機器
から接続するだけで、あるいはクライアントにアプリケーションをイ
ンストールするだけで、日本で設計したセキュアな環境をそのまま
提供できます。インフラ展開とその維持という点だけ捉えても非常
に効率が良い選択肢です」（田中氏）。

これからの時代はネットワークのあり方も大きく変わってきます。
NECグループでは、クラウドファースト、マルチデバイスの活用を
推進するため、企業ネットワークは従来のオンプレミスのデータセ
ンター中心の構造から、クラウド中心の構造にシフトしようとしてい
ます。その際、インターネット上のクラウドとの境界接続の中核は
ゼットスケーラーが活用されます。田上氏は、その具体例として、
「2019年末に、約10万人のOffice 365®への移行を実施しました。
ゼットスケーラーのOffice３65®接続の制御機能により、接続先情
報の変更に自動追従することが実現されています。非常に大きなト
ラフィックの切替でしたが性能問題も全く起きていません。」と説明
します。今後は更に、SaaS以外にも、今後はIaaSやPaaSといったク
ラウドプラットフォームの利用も加速するとのこと。「今後のNECグ
ループの社員は、イントラネット上からインターネットサービスを使
うのではなく、マルチデバイスでどこからでも自分が必要なときに
安全性が担保されたインターネットサービスを使っていけるように
なっていくと考えています」と方向性を示します。
その際、セキュリティのためとはいえ、インターネットアクセスの利
便性が犠牲になることはあってはなりません。両立が前提です。
ゼットスケーラークラウドセキュリティではインターネットアクセス
をネットワーク単位、ユーザ単位で監視する役割を持っていますが、



「どのユーザに、どのクラウドサービスに利用してもらうか」をポリ
シーで管理し、ダイナミックに使用の可否を判断することが必要で
す。
「メール・スケジューラ、ビデオ会議、SNSなどのコラボツール、ある
いは経理、SCM、営業管理などの基幹系システムなど、どのような
企業でも必要とする標準的なビジネスツールは、今後、ほとんどが
Office 365®やSalesforce®などのメジャーなクラウドサービス型
のSaaSへとシフトしていくだろうと考えています。また、企業ITで
考えないといけないのが、自社の開発環境や自社の業務に特化し
た個別システムの移行です。それらは主にIaaS、PaaSにシフトして
いく、一部はオンプレミスで残ると考えますが、SaaSに移ったシス
テムと自社の環境を含め、従来データセンターの中に閉じていたシ
ステム間通信が異なる基盤に分散して配置される時代が訪れます。
ゼットスケーラーのロードマップには、そのような将来に備え、クラ
ウド間の通信を監視・管理するアウトバウンドCASBが示されていま
す。このような機能拡張の見通しがあることもサービスの魅力と言
えます。」（田中氏）。
NECグループでは今、全社を挙げて、社員を時間や場所から解放
する「働き方改革」、最新のデジタルツールを使いこなす「DX（デジ
タルトランスフォーメーション）」、その中でセキュリティをきちんと
実現していく「情報セキュリティ」、という3つの柱があります。「これ
らを実現していく上で、インターネット接続は企業ネットワークの中
核をなす機能となります、その中で、クラウドとの境界管理を担う
ゼットスケーラーセキュリティサービスの導入は単なるプロキシの
クラウド化ではなく、クラウド活用の基盤インフラと位置づけ、活用
しています」（田上氏）。

2018年4月にゼットスケーラーのクラウドセキュリティをローンチ
した後、実行面では移行規模の大きさゆえに課題ゼロということは
ありませんでした。移行後も継続しての対策が必要でした。しかし
ながら、多くのユーザからは切替時点で「ウェブプロキシを変えた
ことに気が付かなかった」という声が多かったことは、切替前後のタ
フな日々を過ごした移行メンバーにとっては嬉しい評価でした。「自
分たちが見えている課題はそれなりに生じ、安定期まで迷惑をかけ
た、申し訳ないという気持ちがあったのですが、実利用者の大半か
ら気が付かないほどスムースだった、言われてみると昼休みも遅く
ならなくなったから何かはしたんだよね？、といってもらえ報われた
思いでした。またSSL可視化の恩恵もあり、以前は一律に厳しい制
限をかけていた、研究・開発者向けの技術的なSNSサイトの解放
や、ビジネス動画視聴目的のYouTubeの解放などセキュリティを
維持しつつ利便性を拡大したことで、情報システム部門のIT施策の
印象が変わったという声も多数もらえました、ゼットスケーラー選
定時のコンセプトを実現でき、ユーザに価値貢献できたと自負して
います」（田中氏）。

ウェブアクセスのレスポンスの改善は定量的に証明できるレベル
で、会社全体の生産性向上にもつながっているといいます。「NECに
は国内だけでも11万人の社員が在籍していますが、従来のオンプ
レミスないしは処理性能確保型のソリューションでは増加するトラ
フィックへの対応は常にいたちごっこでした。いったん改善したとし
ても、数年後には大幅に劣化し、ユーザのネットワークに対する不満
の主因でした。切替直前は一番ひどい昼休みとその直後の時間帯
は、他の時間帯の倍近いダウンロード時間が生じていましたが、これ
が半減しました。実測で６０～７０％ほどの短縮でした。」（田中氏）。
ゼットスケーラーのクラウドセキュリティは他のクラウドのサービス
と異なり、利用者に対してレスポンスの性能を保証しています。そ
のため、「トラフィックの増加に対して常に投資を続けていかなけれ
ばいけないという悩みから解放されることは、NECに対しても非常
に大きなことです。この状況は導入後、1年半以上たち、トラフィック
が当時と比べ倍増した現在でも維持されています。追加投資の必
要なく性能が保証される使い勝手の良さがゼットスケーラーの大

こうしてまとめたインターネットゲートウェイのリニューアルコンプ
トをもとに、同社は2017年7月、ゼットスケーラーのクラウドセキュ
リティの導入を決定しました。「ゼットスケーラーを導入する決め手
となったことは、場所や時間に制約されることなく安全なウェブアク
セスができるということ、それに加え、国内はもちろんグローバル
の海外拠点に対しても統一したセキュリティポリシーを提供できる
点でした」（田上氏）。
また、同社経営システム本部でネットワーク企画を担当しているマ
ネージャーの田中氏は、「世界中で性能とセキュリティの両立が可
能であること」がインフラ面での決め手であったと語ります。「快適
さの実現に必須のレスポンス性能に対するSLAがあること」、「世界
中のインターネット環境から、最寄りのサービスDCで同じ設定の
同じテナントが使える」ことがグローバル展開における利便性とセ
キュリティ両立を実現すると信じました」と説明します。「従来のアプ
ローチは、日本にインターネットアクセスを集約するか（日本で構築
運営するウェブアクセスの環境に海外拠点からアクセスしてもら
う）、日本で定めたポリシーに沿って海外拠点側でウェブアクセス環
境を構築するかいずれかの形を取っていました。しかしインター
ネットトラフィックの集約は性能の劣化の原因であり、快適さの妨
げです。また、海外拠点での個別運用はセキュリティ対応レベルの
バラツキ（本国より低いケースが散見される）を生みました。ゼット
スケーラーのグローバルに偏在するDCを用い、レスポンスは分散
型で確保、セキュリティは集中管理というアプローチこそが、コンセ
プトを満たす選択肢でした。」
同社では2017年10月から、ゼットスケーラーソリューションの導
入に着手。ゼットスケーラー上のクラウド環境の構築、自社ネット
ワークからの接続用通信機器の構築、社内サポートについては長年
のSIerとしてのノウハウを生かし、自社で体制を組みましたが、移行
シナリオの作成に当たってはゼットスケーラーの様々な機能、提供
ノウハウを活用しました。「10万人規模の環境更新にあたっては出
来るだけエンドユーザの作業を最小化する必要がありました。自身
が蓄積するネットワークソリューションの力と自分たちからすれば
未知の領域へのゼットスケーラーソリューションは同社の手厚いサ
ポートでフォローしてもらい、これを実現しました。PoC（概念実証）
やUAT（受け入れテスト）を通し、実行可能な移行シナリオを策定し
ました」（田中氏）。
そして、最後の3カ月間は受け入れテストに時間を割き、2018年4
月に稼働開始しました。「最終的な切替は拠点単位や組織単位でな
く、国内の全拠点、約10万人のユーザトラフィックを一斉に切替ま
した。その際、従業員のPCの設定は極力不要とし、SSL可視化のた
めの証明書もサイレントインストールできるよう工夫しました。ま
た、万が一のトラブル発生時も宛先単位、接続元単位で切り戻せる
工夫をし、従業員の手を煩わせることなく、また業務影響を最小化
することができたと考えています」（田中氏）。

ゼットスケーラークラウドセキュリティが持つ
SSL可視化技術、スケーラビリティが社員の
利便性や安心感を向上
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きな価値だと感じています」（田中氏）。
また、従来はSSL通信により通信内容が不可視となり、細やかな制
御・監視が出来ない状態でした。このため、有用でもリスクがあるサ
イトは全体をすべて遮断する、どうしても業務遂行上必要な一部の
利用者にはフルアクセスの権限を与える、といった極端な選択しか
できませんでした。しかしゼットスケーラークラウドセキュリティな
ら、「ログインと閲覧は全ユーザに認める」、「ファイルアップロード
は原則禁止し、どうしても必要なユーザのみ認める」といった柔軟
な対応が可能になりました。また、クラウドサービスによっては利用
企業ごとに異なるドメイン、URLを払い出すこと可能なケースがあ
りますが、「自社のURLは全員にフルアクセスを認める」、「競業先の
URLは関係している部署が申請をしてきたら開放する」、「シャドウ
ITやマルウェアに悪用される恐れのあるフリーアカウントのURLは
アップロードを禁止する」といった選択ができるようになりました。
また、SSL可視化によりウェブアクセスのログの中身を細部まで確
認できるようになったため、信頼できるIaaSについては「何をやって
いるかわからないから規制する」から「監視を前提に、事前規制はし
ない」という変更も実施しました。
「SSL通信の可視化により、リスクサイドで規制を優先するという不
便な状態を、見えることによる制御の柔軟性・状態監視の安心感を
前提に、広く自由に使いましょうという方針に切り替えたのです。
ゼットスケーラークラウドセキュリティが持つSSLの可視化という技
術が、社員の利便性や安心感を向上させていると思っています」
（田中氏）。

同社は国内の展開に続き、2019年4月からゼットスケーラークラウ
ドセキュリティの海外拠点への導入を本格的に開始しました。
2019年1２月時点でゼットスケーラークラウドセキュリティの海外
利用者数は6000名にまで到達しており、2020年度末までに「1万
5千ユーザへの展開」を目指しています。「今まで海外拠点における
インターネットセキュリティ管理は、方針策定は日本ですが、実際の
運用は現地に任せていました。どうしても対応レベルにばらつきが
あり、システム的な監視の目が行き届かず、もしかしたら、何もセ
キュリティ事故が起きていなかったのかもしれないし、起きていた
のかもしれない、それすらも把握できない拠点がありました。個別
対応で全て網羅するには限界があります。しかし、ゼットスケーラー
のクラウドセキュリティは現地への機器設置を必要とせず、私たち
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ルウェアなどの検知状況を直接見えるようにしてくれます。どの国
のネットワークが危ないのか、安全なのかということがすぐに把握
できるようになりました。」（田上氏）。
同社の社内ルールでは、セキュリティインシデントが発生した際に
はレポートを上げる仕組みにはなっています。しかしそれは、サイ
バー攻撃そのものを検知し把握できた場合です。検知が出来ない
とそもそもインシデントとして認識できないので、対処もできませ
んし、レポートも出来ません。また、巧妙化が進むサイバー攻撃の

日本で設計したセキュアな環境を
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ンター中心の構造から、クラウド中心の構造にシフトしようとしてい
ます。その際、インターネット上のクラウドとの境界接続の中核は
ゼットスケーラーが活用されます。田上氏は、その具体例として、
「2019年末に、約10万人のOffice 365®への移行を実施しました。
ゼットスケーラーのOffice３65®接続の制御機能により、接続先情
報の変更に自動追従することが実現されています。非常に大きなト
ラフィックの切替でしたが性能問題も全く起きていません。」と説明
します。今後は更に、SaaS以外にも、今後はIaaSやPaaSといったク
ラウドプラットフォームの利用も加速するとのこと。「今後のNECグ
ループの社員は、イントラネット上からインターネットサービスを使
うのではなく、マルチデバイスでどこからでも自分が必要なときに
安全性が担保されたインターネットサービスを使っていけるように
なっていくと考えています」と方向性を示します。
その際、セキュリティのためとはいえ、インターネットアクセスの利
便性が犠牲になることはあってはなりません。両立が前提です。
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ゼットスケーラーについて
2008年創業のゼットスケーラー社は、クラウドへのアプリケーションの移行とクラウド環境でのセキュリティニーズの解決を推進する、シ
ンプルでありながら強力なコンセプトを採用しています。ゼットスケーラーは現在、世界中の数千の企業や組織のクラウド型運用へのトラ
ンスフォーメーションを支援しています。

「どのユーザに、どのクラウドサービスに利用してもらうか」をポリ
シーで管理し、ダイナミックに使用の可否を判断することが必要で
す。
「メール・スケジューラ、ビデオ会議、SNSなどのコラボツール、ある
いは経理、SCM、営業管理などの基幹系システムなど、どのような
企業でも必要とする標準的なビジネスツールは、今後、ほとんどが
Office 365®やSalesforce®などのメジャーなクラウドサービス型
のSaaSへとシフトしていくだろうと考えています。また、企業ITで
考えないといけないのが、自社の開発環境や自社の業務に特化し
た個別システムの移行です。それらは主にIaaS、PaaSにシフトして
いく、一部はオンプレミスで残ると考えますが、SaaSに移ったシス
テムと自社の環境を含め、従来データセンターの中に閉じていたシ
ステム間通信が異なる基盤に分散して配置される時代が訪れます。
ゼットスケーラーのロードマップには、そのような将来に備え、クラ
ウド間の通信を監視・管理するアウトバウンドCASBが示されていま
す。このような機能拡張の見通しがあることもサービスの魅力と言
えます。」（田中氏）。
NECグループでは今、全社を挙げて、社員を時間や場所から解放
する「働き方改革」、最新のデジタルツールを使いこなす「DX（デジ
タルトランスフォーメーション）」、その中でセキュリティをきちんと
実現していく「情報セキュリティ」、という3つの柱があります。「これ
らを実現していく上で、インターネット接続は企業ネットワークの中
核をなす機能となります、その中で、クラウドとの境界管理を担う
ゼットスケーラーセキュリティサービスの導入は単なるプロキシの
クラウド化ではなく、クラウド活用の基盤インフラと位置づけ、活用
しています」（田上氏）。

2018年4月にゼットスケーラーのクラウドセキュリティをローンチ
した後、実行面では移行規模の大きさゆえに課題ゼロということは
ありませんでした。移行後も継続しての対策が必要でした。しかし
ながら、多くのユーザからは切替時点で「ウェブプロキシを変えた
ことに気が付かなかった」という声が多かったことは、切替前後のタ
フな日々を過ごした移行メンバーにとっては嬉しい評価でした。「自
分たちが見えている課題はそれなりに生じ、安定期まで迷惑をかけ
た、申し訳ないという気持ちがあったのですが、実利用者の大半か
ら気が付かないほどスムースだった、言われてみると昼休みも遅く
ならなくなったから何かはしたんだよね？、といってもらえ報われた
思いでした。またSSL可視化の恩恵もあり、以前は一律に厳しい制
限をかけていた、研究・開発者向けの技術的なSNSサイトの解放
や、ビジネス動画視聴目的のYouTubeの解放などセキュリティを
維持しつつ利便性を拡大したことで、情報システム部門のIT施策の
印象が変わったという声も多数もらえました、ゼットスケーラー選
定時のコンセプトを実現でき、ユーザに価値貢献できたと自負して
います」（田中氏）。

ウェブアクセスのレスポンスの改善は定量的に証明できるレベル
で、会社全体の生産性向上にもつながっているといいます。「NECに
は国内だけでも11万人の社員が在籍していますが、従来のオンプ
レミスないしは処理性能確保型のソリューションでは増加するトラ
フィックへの対応は常にいたちごっこでした。いったん改善したとし
ても、数年後には大幅に劣化し、ユーザのネットワークに対する不満
の主因でした。切替直前は一番ひどい昼休みとその直後の時間帯
は、他の時間帯の倍近いダウンロード時間が生じていましたが、これ
が半減しました。実測で６０～７０％ほどの短縮でした。」（田中氏）。
ゼットスケーラーのクラウドセキュリティは他のクラウドのサービス
と異なり、利用者に対してレスポンスの性能を保証しています。そ
のため、「トラフィックの増加に対して常に投資を続けていかなけれ
ばいけないという悩みから解放されることは、NECに対しても非常
に大きなことです。この状況は導入後、1年半以上たち、トラフィック
が当時と比べ倍増した現在でも維持されています。追加投資の必
要なく性能が保証される使い勝手の良さがゼットスケーラーの大

こうしてまとめたインターネットゲートウェイのリニューアルコンプ
トをもとに、同社は2017年7月、ゼットスケーラーのクラウドセキュ
リティの導入を決定しました。「ゼットスケーラーを導入する決め手
となったことは、場所や時間に制約されることなく安全なウェブアク
セスができるということ、それに加え、国内はもちろんグローバル
の海外拠点に対しても統一したセキュリティポリシーを提供できる
点でした」（田上氏）。
また、同社経営システム本部でネットワーク企画を担当しているマ
ネージャーの田中氏は、「世界中で性能とセキュリティの両立が可
能であること」がインフラ面での決め手であったと語ります。「快適
さの実現に必須のレスポンス性能に対するSLAがあること」、「世界
中のインターネット環境から、最寄りのサービスDCで同じ設定の
同じテナントが使える」ことがグローバル展開における利便性とセ
キュリティ両立を実現すると信じました」と説明します。「従来のアプ
ローチは、日本にインターネットアクセスを集約するか（日本で構築
運営するウェブアクセスの環境に海外拠点からアクセスしてもら
う）、日本で定めたポリシーに沿って海外拠点側でウェブアクセス環
境を構築するかいずれかの形を取っていました。しかしインター
ネットトラフィックの集約は性能の劣化の原因であり、快適さの妨
げです。また、海外拠点での個別運用はセキュリティ対応レベルの
バラツキ（本国より低いケースが散見される）を生みました。ゼット
スケーラーのグローバルに偏在するDCを用い、レスポンスは分散
型で確保、セキュリティは集中管理というアプローチこそが、コンセ
プトを満たす選択肢でした。」
同社では2017年10月から、ゼットスケーラーソリューションの導
入に着手。ゼットスケーラー上のクラウド環境の構築、自社ネット
ワークからの接続用通信機器の構築、社内サポートについては長年
のSIerとしてのノウハウを生かし、自社で体制を組みましたが、移行
シナリオの作成に当たってはゼットスケーラーの様々な機能、提供
ノウハウを活用しました。「10万人規模の環境更新にあたっては出
来るだけエンドユーザの作業を最小化する必要がありました。自身
が蓄積するネットワークソリューションの力と自分たちからすれば
未知の領域へのゼットスケーラーソリューションは同社の手厚いサ
ポートでフォローしてもらい、これを実現しました。PoC（概念実証）
やUAT（受け入れテスト）を通し、実行可能な移行シナリオを策定し
ました」（田中氏）。
そして、最後の3カ月間は受け入れテストに時間を割き、2018年4
月に稼働開始しました。「最終的な切替は拠点単位や組織単位でな
く、国内の全拠点、約10万人のユーザトラフィックを一斉に切替ま
した。その際、従業員のPCの設定は極力不要とし、SSL可視化のた
めの証明書もサイレントインストールできるよう工夫しました。ま
た、万が一のトラブル発生時も宛先単位、接続元単位で切り戻せる
工夫をし、従業員の手を煩わせることなく、また業務影響を最小化
することができたと考えています」（田中氏）。
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きな価値だと感じています」（田中氏）。
また、従来はSSL通信により通信内容が不可視となり、細やかな制
御・監視が出来ない状態でした。このため、有用でもリスクがあるサ
イトは全体をすべて遮断する、どうしても業務遂行上必要な一部の
利用者にはフルアクセスの権限を与える、といった極端な選択しか
できませんでした。しかしゼットスケーラークラウドセキュリティな
ら、「ログインと閲覧は全ユーザに認める」、「ファイルアップロード
は原則禁止し、どうしても必要なユーザのみ認める」といった柔軟
な対応が可能になりました。また、クラウドサービスによっては利用
企業ごとに異なるドメイン、URLを払い出すこと可能なケースがあ
りますが、「自社のURLは全員にフルアクセスを認める」、「競業先の
URLは関係している部署が申請をしてきたら開放する」、「シャドウ
ITやマルウェアに悪用される恐れのあるフリーアカウントのURLは
アップロードを禁止する」といった選択ができるようになりました。
また、SSL可視化によりウェブアクセスのログの中身を細部まで確
認できるようになったため、信頼できるIaaSについては「何をやって
いるかわからないから規制する」から「監視を前提に、事前規制はし
ない」という変更も実施しました。
「SSL通信の可視化により、リスクサイドで規制を優先するという不
便な状態を、見えることによる制御の柔軟性・状態監視の安心感を
前提に、広く自由に使いましょうという方針に切り替えたのです。
ゼットスケーラークラウドセキュリティが持つSSLの可視化という技
術が、社員の利便性や安心感を向上させていると思っています」
（田中氏）。

同社は国内の展開に続き、2019年4月からゼットスケーラークラウ
ドセキュリティの海外拠点への導入を本格的に開始しました。
2019年1２月時点でゼットスケーラークラウドセキュリティの海外
利用者数は6000名にまで到達しており、2020年度末までに「1万
5千ユーザへの展開」を目指しています。「今まで海外拠点における
インターネットセキュリティ管理は、方針策定は日本ですが、実際の
運用は現地に任せていました。どうしても対応レベルにばらつきが
あり、システム的な監視の目が行き届かず、もしかしたら、何もセ
キュリティ事故が起きていなかったのかもしれないし、起きていた
のかもしれない、それすらも把握できない拠点がありました。個別
対応で全て網羅するには限界があります。しかし、ゼットスケーラー
のクラウドセキュリティは現地への機器設置を必要とせず、私たち
にグローバルに対して、全ての展開済みの海外拠点に通信状況・マ
ルウェアなどの検知状況を直接見えるようにしてくれます。どの国
のネットワークが危ないのか、安全なのかということがすぐに把握
できるようになりました。」（田上氏）。
同社の社内ルールでは、セキュリティインシデントが発生した際に
はレポートを上げる仕組みにはなっています。しかしそれは、サイ
バー攻撃そのものを検知し把握できた場合です。検知が出来ない
とそもそもインシデントとして認識できないので、対処もできませ
んし、レポートも出来ません。また、巧妙化が進むサイバー攻撃の

検知は高度な解析の技術・ノウハウが必要です。現地状況の見える
化と、元々本社で持っていた高度な解析の体制をグローバルに広
げることで、リスク検知、現地への注意喚起を迅速化しました。ま
た、リスクのある通信の遮断をセンター側で実施することで対処も
迅速に可能です。（田上氏）。
もし、オンプレミスでこのようなセキュリティインフラを海外に展開
するとしたら、日本と全く同じソリューションを各海外拠点向けにコ
ピーして一拠点ごとに構築していかなければなりません、大規模な
拠点ならともかく、数人の事務所などを考えるととても現実的では
ありません。「ゼットスケーラーであれば、現地期の既存の通信機器
から接続するだけで、あるいはクライアントにアプリケーションをイ
ンストールするだけで、日本で設計したセキュアな環境をそのまま
提供できます。インフラ展開とその維持という点だけ捉えても非常
に効率が良い選択肢です」（田中氏）。

これからの時代はネットワークのあり方も大きく変わってきます。
NECグループでは、クラウドファースト、マルチデバイスの活用を
推進するため、企業ネットワークは従来のオンプレミスのデータセ
ンター中心の構造から、クラウド中心の構造にシフトしようとしてい
ます。その際、インターネット上のクラウドとの境界接続の中核は
ゼットスケーラーが活用されます。田上氏は、その具体例として、
「2019年末に、約10万人のOffice 365®への移行を実施しました。
ゼットスケーラーのOffice３65®接続の制御機能により、接続先情
報の変更に自動追従することが実現されています。非常に大きなト
ラフィックの切替でしたが性能問題も全く起きていません。」と説明
します。今後は更に、SaaS以外にも、今後はIaaSやPaaSといったク
ラウドプラットフォームの利用も加速するとのこと。「今後のNECグ
ループの社員は、イントラネット上からインターネットサービスを使
うのではなく、マルチデバイスでどこからでも自分が必要なときに
安全性が担保されたインターネットサービスを使っていけるように
なっていくと考えています」と方向性を示します。
その際、セキュリティのためとはいえ、インターネットアクセスの利
便性が犠牲になることはあってはなりません。両立が前提です。
ゼットスケーラークラウドセキュリティではインターネットアクセス
をネットワーク単位、ユーザ単位で監視する役割を持っていますが、

ビジネスツールのクラウドシフトにより
安全性が担保されたインターネットゲートウェイが
企業ネットワークの中核機能にシフト
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クラウドネイティブ対応のネットワーク

インターネット・クラウドに高速・安全にアクセス可能なインフラを実現

■グローバル統一セキュリティの実現
・あらゆる場所のインターネット通信を
　一元管理

　- グローバル12万人のデバイスを同一
　  ポリシーで制御

■高速なユーザエクスペリエンスの提供
・Office365連携機能による安定した接続環境

　- 変動するURL/アドレス情報を自動的に
　  追加登録

・インターネットブレイクアウトにより低遅延の
　クラウド接続


