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【 利 用 状 況 】

※の

ザ
ユー

15万 ISE Audit
W
事例
導入

NEC グループでは、
コンプライアンスや
内部統制強化の一環として
WISE Audit を導入。
迅速かつ容易にメール監査ができる環境を
実現しました。
WISE Audit を導入した

WISE Audit を導入することで
膨大な量におよぶメールアーカイブを

迅速かつ容易に検索・監査できる体制を
整備することができました

経緯と効果について詳しく伺いました。
写真左より
日本電気株式会社
経営システム本部
シニアマネージャー
日浦 保氏
NEC マネジメントパートナー株式会社
プロセス・IT 統括事業部 インフラ統括グループ
マネージャー
清水 岳史氏

▶ WISE Audit の利用状況について教えてください。
2017 年度から NEC グループが共同で利用して
いるメールシステムのアーカイブおよび監査シス
テムとして WISE Audit の利用を開始しました。
メールシステムやアーカイブに関する利用状況の
概要は次の通りです。

● メールシステム：
Microsoft Exchange Server
● メールユーザ数：
15 万ユーザ※（国内および一部海外の NEC グループ企業が対象）
● メール流量：
社外約 200 万通／日 ・社内約 1,000 万通／日（送受信メールの合計）

※グループアドレス、メーリングリスト等を含むアカウントユーザ数

MESSAGING SECURITY SOLUTION

ープ

グル
NEC

NEC グループ 15 万ユーザ※が
共同で利用しているメールシステムに
WISE Audit を導入
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「膨大な量におよぶメールアーカ
イブを、より迅速かつ容易に検索
したり、監査したりできる環境の
整備が必要だと考えました」
◆日浦氏

【 導入背景 】
コンプライアンスや内部統制を強化するため
アーカイブ監査環境の見直しを検討
▶ WISE Audit を導入した経緯について教えてください。

取材ご協力
ありがとうございました。
取材・編集：2017 年 5 月
記載の担当部署は、取材時の組織名です。
掲載したテキスト・写真の無断転用・転
載はお断りします。

● WISE Auditの詳細は

https://www.air.co.jp/wau/

いことへの安心感があり、信頼性も高いと判断しました。

たのですが、いざ監査や調査などでメールを検索すると、デー

ト体制、導入支援をご提供いただけることを評価しました。

e-Discovery 対応や、内部不正の疑いがある場合の調査には、

して社内のファイルを暗号化しており、システム構成につい

率的な検索と高速なデータ抽出を実現するために、メールアー

きかったです。

また、機能面以外にも過去データの移行ツール、安心のサポー

タ量が膨大なため、時間を費やしていました。

とりわけ、NEC グループでは「InfoCage FileShell」を使用

迅速な対応と原因となったメールの特定が必要です。より効

て検討している際に、親切に相談に乗っていただけた点は大

カイブおよび監査システムの見直しを図ることになりました。

検索機能に関しては、迅速かつ直感的に目的の情報を探し出

【選定要件】
大規模なメール環境への対応力や
検索機能などを要件に導入製品を選定
▶ 導入するシステムはどのように選定したのでしょうか。
国内外の代表的な製品を比較検討して、導入する製品を選定

膨大なメールを処理しても、パフォーマンスを落とすことなく
安定的に運用できることを、機能面だけでなく実績なども踏ま
えて判断をする必要がありました。

【要件 2】
既存メールシステムへの影響がないこと
既存メールシステムの改修や設定変更がないこと、もしくは最
小限に抑えられることも重要な選定要件でした。

【要件 3】
検索機能の使い勝手とパフォーマンス
検索スピードが速く、操作性に優れていること。監査する部署
の代表者にも確認してもらい意見を聞きました。

【要件 4】
既存メールアーカイブデータを移行できること
過去データと合わせて処理できなければ、移行期間の運用やオ
ペレーションが複雑化してしまいます。そのため、決められた
保存期間分の過去データを移行できることも要件としました。

【要件 5】
サポート体制
スムーズなシステムの構築や移行、導入後の安定稼働を維持す
るために、サポート体制も見極める必要がありました。
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大規模な企業での稼働実績が豊富で、製品としての歴史が長

システムを利用してきました。アーカイブ自体に問題はなかっ

【要件 1】
大規模なメールシステムへの対応

◆清水氏

▶ WISE Audit の採用を決めた理由を教えてください。

NEC グループでは、これまで自社開発したメールアーカイブ

しました。主な選定要件や比較項目は次の通りです。

「検索が高速なため、複数の案件
が重なったとしても安心して対応
でき、監査の条件変更に対応しや
すく、運用作業が大幅に軽減され
ることを期待しています」

【 選定理由 】
使い勝手の良さやサポート体制の充実を高く評価

【要件 6】
データの堅牢性と権限管理
不正アクセスや改ざんなどを防ぐセキュリティ機能が搭載されて
いること。さらには、アクセスできる範囲や期間などを、ユーザ
ごとに柔軟かつきめ細やかに設定できることも選定要件でした｡

【要件 7】
柔軟なカスタマイズ対応
現在の業務を理解した上で、既存システムで行っている運用を
変更しなくて済むよう、必要時は機能の追加やカスタマイズに
よる対応ができることも必須の要件でした｡

すことができるところを高く評価しました。

セキュリティに関しても、データの暗号化や改ざん判定機能

が搭載されており、権限管理も柔軟な設定が可能で、その他
の要件などもクリアしていることを確認した上で、総合的に
判断して採用を決めました。

【 導入効果 】
緊急時にも冷静な対応ができる
体制を確立できたことが大きな成果
▶ WISE Audit の導入効果について教えてください。
導入してからまだ日が浅く、幸いなことに緊急でメールアー
カイブを監査・調査しなければならないような状況は発生し

ていません。そのため、直接的な効果を実感できる場面は訪

れていませんが、検索スピードが速く、特別なトレーニング
を受けなくてもすぐに使いこなせるので、緊急の対応が求め
られる場面が発生しても、慌てることなく対応できる体制を
実現したことが大きな導入効果だと捉えています。

また、既存メールシステムに影響をおよぼすことなく、デー
タの移行も含めスムーズに導入ができたこと、順調に稼働し
ていることも、システム管理者から見たときの導入効果の一
つだと言えます。

【 要望・期待 】
AI によるアーカイブの
監査モニタリング機能などにも期待
▶ WISE Audit およびエアーへの要望や期待があれば
お聞かせください。
将来的には、アーカイブの監査モニタリングを AI を用い

て効率的に行うことなどもできると聞いていますので、
大変期待しています。

エアーは WISE Audit に関する技術サポートだけでなく、
当グループの業務全般への影響を配慮しながら各種の支
援を行ってくれました。WISE Audit を選んで本当に良

かったと思っており、今後も、これまでと変わらないサ
ポートや提案をお願い致します。

AIRʼs VIEW

大規模ユーザへの導入実績が豊富な WISE Audit でも、
15 万ユーザは歴代最大のユーザ数です。そのため未知の
領域があり、NEC の SE の方々と何度も協議し、サービ
スインまで試行錯誤を重ね、無事に稼動できて感無量です。
また、NEC 様は 2003 年に販売開始した WISE Audit の
ファーストユーザですが、約 14 年の月日の後、全社に展
開していただけました。NEC 様と AIR は長いお付き合い
ですが、今後も、今まで以上により良い関係を築き上げ
WISE Audit：担当営業
ていきます。
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