
　エネルギーの安定供給を通して「地域N o.1ソリューション企業グループ」
を目指す静岡ガスは、静岡市を中心に、静岡県中部から東部にかけて約3 0
万件の顧客に都市ガスを供給している。近年は電力・ガス事業の自由化を背
景に電力事業を開始するほか、海外拠点も展開するなど新たな挑戦を続け
る同社が積極的に活用しているのがデジタル技術の力だ。Microsof t 365
やTe a m sをはじめとするクラウドサービスを導入して場所にとらわれない
コミュニケーションを実現し、生産性向上を図るほか、一部の従業員につい
てはVPNを用いて在宅勤務が可能な体制を整えてきた。
　そんな中到来したのが、新型コロナウイルスの感染拡大だった。対策とし
て静岡ガスグループ全社員、約1900名を在宅勤務対象にしたところ、帯域や
VPNの同時接続数が足りず、従業員にとって決して便利とは言えない状態が
生じてしまった。時にはV PNが切断され、接続し直す手間を強いることもあ
ったという。「つなぎ直す手間はほんの数十秒のことかもしれませんが、その
都度つなぎ直すのは従業員にとってストレスでした」と、静岡ガス デジタル
イノベーション部  ICT企画担当  マネジャー  佐藤  貴亮氏は振り返る。
　使っていないユーザーがいればセッションを空けるよう依頼するなど、
泥臭い運用でひとまず急場はしのいだものの、「自宅からV PN経由でデータ
センターに接続し、そこから外部のクラウドサービスやインターネットを利用
する」という従来のアーキテクチャの限界をあらためて感じたという。

コロナ禍を機に浮上したVPN接続の限界

　ちょうどその頃静岡ガスでは、2014年に導入したネットワーク機器や回線
のサポート期限を迎え、新たな「情報通信基盤」の検討を開始していた。
　「将来的な労働人口の減少やデジタル化の進展、ワークスタイル変革など、
静岡ガスグループを取り巻く環境は大きく変化していますし、この先もどんど
ん変化していくでしょう。せっかくネットワーク基盤を刷新する機会なのだから、

3つの柱を満たす情報通信基盤の要として
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「利便性」「セキュリティ」「拡張性」
3本柱をZscalerで確立
VPNの限界を乗り越え、変化に対し
柔軟に対応可能な情報通信基盤を整備

 

安定した業種と思われがちなエネルギー業界だが、電力・ガス事業の自由化をはじめとする大変革に直面し、
新たな取組みを迫られている。静岡ガスもこうした変化をチャンスと捉え、この先のIT技術の変革に柔軟に対応
できる新たな通信基盤を整備しようと考えた。折しも、新型コロナウイルス対策として在宅勤務体制を拡大したと
ころ、VPNを用いたリモートアクセスの限界も浮上。一連の課題を解決し、従業員の利便性とセキュリティ、この
先の変化に対応できる拡張性を兼ね備えたソリューションとして選択したのが、ゼットスケーラーだった。

「ゼットスケーラーは、私どもが目指
している、利便性、セキュリティ、拡
張性という3つの柱に完全に合致す
る製品だと認識しています」 
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そうした変化に柔軟に対応していける構成を構築したいと考えていました」（佐藤氏）。
その中で、コロナ禍で浮上したVPNの限界という課題も解消しようと考えた。
　もちろん、数年に一度の大プロジェクトだけに、予算面も含めてさまざまな提案を吟味した。
その中から選択したのが、SD-WANをベースに、ネットワークセキュリティとして「Zscaler 
Internet Access」（ZIA）を、また社内システムへのリモートアクセスに「Zscaler Pr ivate 
Access」（ZPA）を導入するというアプローチだった。
　ゼットスケーラーのソリューションが、静岡ガスが情報通信基盤の実現に当たって重視した
「利便性」「セキュリティ」「拡張性」という3つの柱を実現できることが採用の大きな決め手
になったという。
　「利便性に関しては、社内にいるのか、社外にいるのかといった場所を従業員に意識させ
ずに使える仕組みを重視しました。セキュリティについては、分散していたアクセスログを
一元化し、問題が発生した時に迅速に対応できる体制を整えると共に、自宅からインター
ネットにダイレクトに接続できてしまうグレーな部分にしっかり制限を設け、セキュリティを
確立したいと考えました」（佐藤氏）
　さらに、不確実な時代の中で静岡ガスグループがどのような方向に進もうとも、スピーディに、
かつコストを抑えながら対応できる拡張性を備えた環境を実現することも不可欠な要素
だった。それを実現する上で、オンプレミスではなくクラウド型のセキュリティゲートウェイ
サービスであることも選定ポイントの1つとなった。

本社所在地 ： 静岡県静岡市駿河区八幡1-5-38
ユーザー数：約1900名 
業種 ： ガス・エネルギー業
導入ソリューション ： ZIA（Zscaler Internet Access）
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　新情報通信基盤では、従業員がP Cを起動すると自動的にゼットスケーラーのプラット
フォームに接続され、ZIAやZPA経由でクラウドや社内システムにアクセスする仕組みだ。
以前のように、PCを起動し、Windowsの起動後にVPNを起動して……と手間や時間をか
ける必要はない。
　「従業員は何も意識する必要がありません。社内にいても社外にいても全く同じ操作でログ
インをするだけで、バックグラウンドでは完全にセキュリティが担保されています。これは、
私どもが目指している3つの柱に完全に合致する製品だと認識しました」（佐藤氏）
　さらに、「ZIAとZPAの2つで構成され、インターネット側のアクセスはZIAで、また社内の
リソースを利用する際のプライベートアクセスはZPAでそれぞれ見ていくという製品思想が
非常にわかりやすく、複数の製品を複雑に組み合わせるよりも制御しやすいため、非常によい
と感じています」と、同社のデジタルイノベーション部 ICT企画担当  チーフ  小林  史明氏は
述べている。会社支給のPCからのアクセスがすべてゼットスケーラーに集約されるため、
バラバラだったログの統合管理も容易になった。

場所を問わないアクセスの裏側で、完全にセキュリティを担保 

　デジタル技術を活用し、変化に強い基盤を作る構想に対する経営層の理解も後押し
となり、2 0 2 0年10月末に選定を終えた後、わずか半年ほどで正式稼働にこぎ着けた。
折しもコロナ禍という難しい状況の中、対面でのミーティングや機器手配が難しい中で
もスムーズに導入できたという。
　20 20年12月から2月にかけて導入前評価（P OV）を実施し、「今まで利用できたサイ
トにつながらなくなった」といった課題を事前に洗い出した上で、ゼットスケーラーやパ
ートナーの支援を受けながら解決していった。この結果、2月の正式稼働後は大きな問
題もなく運用できている。
　「以前は改善を求める声を聞くこともありましたが、従業員からは、社内にいるか、社外に
いるか気にせず仕事ができるようになったと高い評価を得ています。おかげで、リモート
でのWe b会議も以前よりスムーズになり、コミュニケーションの密度が増えてきている
ように思います」（佐藤氏）
　ZIA、ZPAの導入により、地域を支え、生活インフラを支える上場企業の責務としても、

ゼットスケーラーで必要に足る技術的対策を実現、
密なコミュニケーションの基盤にも
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境界防御型に代わってスタンダードとなりつつあるゼロトラストの考え方につながる基盤の整備ができた静岡ガス。「セキュ
リティ対策を構成する3本柱のうち、技術的対策は十分、必要に足るものを実現できたと考えています」と佐藤氏は述べる。
今後は、立ち上げたC S I R Tのレベルアップを中心とした組織的対策、そして従業員教育を中心とする人的対策も引き続き
強化しながら、新たな時代に対応していく。
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20 08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。

ゼットスケーラーについて
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情報通信基盤の構築
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・簡便な接続
・ログの一元管理
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Office365など

Office365など

接続可

①社外からの同時接続数 ➡ 全社で同時接続数の制限あり
②社内ネットワークへの接続方法 ➡ 接続のたびに再度のログインが必要
③セキュリティ ➡ 自宅などから直接インターネットに接続できてしまったため、
　　　　　　　　 取得できない通信記録があった。
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①社外からの同時接続数 ➡ 制限なし
②社内ネットワークへの接続方法 ➡ クラウドセキュリティが自動で判別
③セキュリティ ➡ すべてのインターネット通信はクラウドセキュリティを経由するため、
　　　　　　　　 全てのログが一元的に管理される。
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