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支店のアジャイル化の実現
5社の企業がさまざまな場所で働くユーザ向けに
「簡素化、経費削減、セキュリティ」を推進した方法
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今こそ支店のネットワークを変革するとき
ユーザやワークフローの変化に伴い、支店も進化し続けています。その
未来の姿は、私たちの想像をはるかに超えているかもしれません。しか
し、すでに分かっていることもあります。コストを最小限に抑え、ユーザに
安全性と高い生産性を提供し、企業ニーズに合わせた迅速な行動を続
ければ、次に何が起きても対応できるはずなのです。

多くの組織における支店のネットワークは、多数のファイアウォールルー
ルを持った非常に複雑なものになっています。そしてMPLSにかかる費
用は、非常に高額です。また、クラウドアプリケーションへのアクセスのた
めだけにユーザトラフィックが中央または地域ゲートウェイを介してバッ
クホールされるため、速度が非常に遅いのです。

増え続けるリモートユーザへの対策
そこでアジャイル型の支店が登場します。アジャイル型の支店は、オフィ
ス内外の全ユーザに一貫したセキュリティのほか、アプリやインターネッ
トへの高速な直接アクセスを提供します。コストを抑えながら、トラフィッ
クが急増した場合に帯域幅を拡大する柔軟性も持ち合わせ、ハードウェ
アを必要としないため管理も簡単です。
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支店は、ローカルで効率的かつ無駄のない運営をし、トラフックのインスペクションにセ 
キュリティ管理などの一元型サービスを使用するモデルとなりがちです。

しかし、アプリケーションがクラウドに移行することによって、インターネットのみに目を向け
る一元型のゲートウェイに支店のトラフィックをバックホールするのはもはや無意味です。
多くの組織が支店のネットワークを簡素化し、クラウドへの直接接続を提供するために 
SD-WANを採用していますが、これらの接続はセキュアに保たれる必要があります。

Zscaler™は、セキュリティアプライアンスにかかるコストを削減し、MPLSの使用を減らし
つつ、すべての接続をセキュアに保ちます。Zscalerは、以下を備えるアジャイル型の支店を
実現します。

• リスク低減 : オンネットワークとオフネットワークで同一のセキュリティを提供します。
• スケーラビリティ : 生産性を低下させるボトルネックを回避します。
• 簡素化 : オーバヘッドを削減し、敏速なレスポンスを実現します。
• 経費削減 : 支店の負担を回避します。
• 柔軟性 : 迅速かつ簡単に展開します。

変化が必要な理由

支店のアジャイル化を実現することで、変わりゆくビジネスニーズに
迅速に対応しながら、高効率化と低コストを維持し、事業目標を達
成した5社の企業を紹介します。

eBook©2022 Zscaler, Inc.All rights reserved.



4

グローバル規模で支店のアジャイル化を目指したSiemens

アジリティは、必ずしも世界の大手企業から連想される言葉ではありませんが、エネルギー効率に優れた
技術製品を提供する世界的メーカーのSiemensは、アジリティがすべての市場で同社の競争力を高め、そし
てそのアジリティを可能にするのはクラウドだと判断しました。 

同社は、 Microsoft 365、Microsoft Azure、AWSを活用するために、従来のハブ&スポーク型ネットワーク
アーキテクチャを再考することから始めました。多くのトラフィックが、データセンタよりインターネットに向か 
っていることが判明したため、2,200か所の支店すべてをインターネットに直接接続できるアーキテクチャに
移行することを決断しました。 

この決断により、クラウドとインターネットトラフィックへの高水準のセキュリティの提供、経費の削
減、350,000名の従業員と30,000社の下請け業者に対する場所や時間を問わないアプリケーションへの
高速アクセスの提供を実現しました。 

詳細は、こちらの動画をご覧ください。

「トラフィックをバック
ホールすることなく、 

インターネットへの直
接接続を利用すること
で、70％のコスト削減

を見込んでいます。」

Siemens
インフラストラクチャ 

ポートフォリオ担当
バイスプレジデント

ZscalerがSiemensの支店のアジャイル化を成功に導いた要因
• クラウド内のアプリケーションとワークロードへの高速アクセスの提供
• ユーザからクラウド、クラウドからクラウド、IoTからクラウドのすべてのインバウンド/アウトバウ

ンドトラフィックの保護
• クラウド向けに構築された最新ネットワークアーキテクチャによる大幅なコストの削減

スケーラビリティ 経費削減 柔軟性リスク低減 簡素化
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– Frederik Janssen

https://youtu.be/F_5gaLTpSl8
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アジリティによる急成長を遂げたAutoNation　「アプライアンスに伴
うコストと複雑さを回

避することで、 
アーキテクチャが 

大幅に簡素化されまし
た。Zscalerは我々にと

っての完璧なホー 
ムランです。」

‒ Ken Athanasiou 
AutoNation

元CIOS兼
バイスプレジデント

数百もの拠点を抱える米国最大手の自動車小売業者であるAutoNationは、従業員や顧客、同社のサー
ビスセンタで拡大しているネット接続型の診断ツールのフットプリントからのインターネットに向かうトラ
フィックに、一貫性のある堅牢な保護を提供できるセキュリティソリューションを探していました。

データセンタを介したトラフィックのルーティングは非効率でコストのかかるものでしたが、各拠点にセ
キュリティアプライアンスを導入することで、さらに複雑かつ高価になり、企業の迅速な拡張計画の妨げ
になっていました。

これらの選択肢を検討するにあたり、AutoNationはすべての拠点に同一のセキュリティを提供するため
に一元管理機能を備えたクラウドベースのソリューションを求めました。

詳細は、こちらの動画をご覧ください。

ZscalerがAutoNationのより一層のアジャイル化を成功に導いた要因
• 一元管理によるポリシー管理の簡易化およびすべてのトラフィックの可視化
• クラウドへの直接接続による高速なMicrosoft 365のユーザエクスペリエンス
• 新しい場所や機能を簡単に追加可能

スケーラビリティ 経費削減 柔軟性リスク低減 簡素化
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https://www.youtube.com/watch?v=wdh_Rp0aqNw&feature=youtu.be
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より高い柔軟性でビジネスのスピードを加速
Cushman & Wakefieldのネットワークは、高いセキュリティと素早い反応を必要とする膨大な数のユーザと
顧客にサービスを提供しています。しかし、ユーザは往々にしてオフィスでは在宅ワークほどの高い生産性を
実現できないと不平を漏らします。同社はその変化に対応すべく、400か所の支店を接続するSD-WANの
展開に着手しました。

同社のチームは、ユーザにZscaler Internet Access™ (ZIA™) が提供するセキュリティを備えたクラウドサー
ビスへの直接接続を可能にするSilver Peak SD-WANを選択しました。ZIAは、同社の50,000人のスタッフ
に、場所やデバイスを問わずに同一の保護とポリシー適用を提供します。

ZscalerとSilver PeakがCushman & Wakefieldのアジャイル化を成功に導いた要因
• 99.999%の可用性と35%の性能向上によるユーザーエクスペリエンスの高速化
• 新規M&Aシステムの素早くかつセキュアなオンボーディングを可能にするビジネスの柔軟性
• 年間150万ドル（見込額）の事業運営費の削減

詳細は、こちらのケーススタディをご覧ください。

スケーラビリティ 経費削減 柔軟性リスク低減 簡素化

「香港、シドニー、 
ロンドン、ボストン、 

ロサンゼルスと 
世界中のどこにいても、
同じエクスペリエンスで
すぐに接続できます。」 

– Rob French
Cushman & Wakefield 

CTO
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https://www.zscaler.com/resources/case-studies/cushman-and-wakefield.pdf
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仕事のスピードを落とさずに従業員をセキュアに保護「私たちがとくに 
求めていた機能は
レイテンシの低い

ソリ ューションと
場所、時間、デバイス

を問わず利用できる
高価値のセキュリティ
で、当社のユ ーザが容
易に接続できるもので

した。」
–Ed DeGrange

Ciena
セキュリティアーキテクト

プリンシパル 

Cienaは、ネットワークシステム、サービス、ソフトウェアを手掛ける企業で、35か国以上に6,600名以上の専
門家を抱えています。会議での従業員エンゲージメントを強化する取り組みの一環として、同社のITチームは
広帯域の動画のデプロイメントに着手しました。高品質な動画エクスペリエンスを提供し、数を増しつつある
同社のクラウドベースアプリケーションポートフォリオへの高速かつ信頼性の高いアクセスを実現するため
に、ITチームはインフラストラクチャの変革に着手しました。

Cienaは、セキュアなローカルインターネットブレイクアウトを提供するためにZscalerとVMware SD-WAN 

by VeloCloudを選択した結果、ユーザエクスペリエンスが大幅に向上し、会議への参加者が2倍に増えまし
た。また、支店のIT運用を簡素化し、新規拠点向けのサービスを迅速に展開できるようになりました。

ZscalerとVMwareがCienaの安全性および生産性向上を可能にした要因
• 支店やリモートにかかわらず、同一のセキュリティの提供
• SSL暗号化された同社のトラフィックの70%をインスペクションする機能
• アプリケーションのレイテンシを20%削減

詳細は、こちらのケーススタディをご覧ください。

スケーラビリティ 経費削減 柔軟性リスク低減 簡素化
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https://www.zscaler.com/resources/case-studies/ciena.pdf
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スケーラビリティ 経費削減 柔軟性リスクの低減 簡素化

効率性、セキュリティ、ユーザエクスペリエンスの向上「私たちは、クラウド
の柔軟性に対処 

できるセキュリティ
が必要でした。
これがZscalerに

連絡した理由です。」
–Erik Beekhuizen

Stolt-Nielsen
プロジェクトマネージャ 

ほとんどの組織がアプリケーションをクラウドに移行しているように、Stolt-Nielsenも増加するリモートユー
ザを含む6,500人の従業員向けに、高品質なユーザエクスペリエンスを提供し続けるという難題を抱えてい
ました。同社は、MLPS接続を利用するWANを運用していましたが、高価格かつ非効率であるため新規拠点
への展開が困難でした。

Stolt-Nielsenは、支店のトラフックをより効率的にルーティングするためにVMware SD-WAN by 

VeloCloudを選択した結果、ユーザがクラウドに直接接続できるようになり、Microsoft 365やAzureを含むク
ラウドテクノロジへのアクセスとともに最良のエクスペリエンスを実現しました。これらの拠点やリモート、移
動中のユーザからのトラフィックを場所を問わずセキュアに保護するため、同社はZscaler Internet Accessを
展開しました。

Zscaler Internet AccessがStolt-Nielsenのオフィスのアジャイル化、ユーザの高
い生産性の維持を可能にした要因
• 全体的なコストを28%削減
• 拠点当たりの帯域幅を平均110%拡充
• 99.8%の平均稼働時間

詳細は、こちらのケーススタディをご覧ください。
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https://erateproviderservices.com/zscaler-home/
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https://www.zscaler.com/resources/case-studies/stolt-nielsen.pdf


支店の簡素化とコスト削減に
クラウドを活用
支店ユーザの働き方や勤務場所は、今後もクラウドとモビリティにシフトしていくで
しょう。本書で紹介した企業のように、よりセキュアでアジャイルに、つまり次に何が
起きてもいいように、支店のアーキテクチャを再構築する必要があります。

Zscalerは、より高度なスケーラビリティ、クラウドサービスへの高速アクセス、そして
場所を問わない同一のセキュリティを目的とした支店の変革を支援してきました。
私たちがお客様の変革もサポートします。

詳細は、当社までご連絡いただくか、  
Zscalerのウェブサイトにアクセスしてください。

03-4243-6320 zscaler.jp
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