
津々浦々をカバーする郵便ネットワークを有し、生活に密着した
公共性の高いサービスを提供している日本郵便では、新型コロナ
ウイルスの感染が拡大する中でもサービスを継続するためのコ
ミュニケーション手段として、タブレットを利用したWeb会議の
仕組みを整備しています。個人情報や金融商品を扱う企業として
セキュリティは重要課題であり、安全なWebアクセスをスピーディ
か つ 容 易 に 実 現 する た め の ソリュー ションとしてCisco 
Umbrel laを導入しています。

約150年にわたりユニバーサルサービスを提供してきた日本郵便は、「トータル生活サポート企業」
を目指し、全国2万を超える郵便局ネットワークの強みを活かして、生活をあらゆる面から支えて
いく新商品・サービスの開発に取り組んでいます。

全国の郵便局ネットワークを活かした
サービス展開ではセキュリティが課題に
日本郵便では、ITを活用して既存業務の効率化を図っているほか、顧客への新たな価値を提供し
ていくため、自動運転車やドローン、デジタル技術を活用した新しい物流ネットワークの研究や試
行を進めています。
2017年からは、「みまもり訪問サービス」「みまもりでんわサービス」「駆けつけサービス」の3サー
ビスからなる「みまもりサービス」の提供も開始しました。その内容について日本郵便のトータル生
活サポート事業部 課長 栗林秀樹氏はこう説明します。
「高齢化の進行や若年人口の減少といった社会問題に対して、全国津々浦々にある郵便局ネット
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弊社の強みは2万を超える郵便局という実店舗のネットワークです。
With/Afterコロナの状況下においても、ITと掛け合わせることで、郵
便局ならではの新たなサービスが可能になるでしょう。そうした際に常
に欠かせないのがセキュリティです。Cisco Umbrellaによってセキュ
リティを担保する仕組みを持つことが、サービス展開の可能性を広げ
ることになります
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一苦労だった2万台へのアプリ設定も
「電源を入れるだけ」に
Cisco Umbrellaが持つ、もう1つの大きな特徴は、従来では保護が難しかったセキュリティ機能を、
日本郵便が採用したタブレットであるiPadを手がけるAppleとの業界初の共同開発によってOS自
体にサービスを組み込んで実現したことです。
これにより、高水準のセキュリティを、約2万台へ「スピーディ」に、管理者とユーザーにとって「簡単」
に展開するという緊急事態での厳しいミッションをクリアすることができました。急を要するCisco 
Umbrellaの導入でしたが、関係者に共通する感想は「想像していたよりもスムーズに終えることが
できた」というものでした。
同事業部の土田萌氏は「タブレット端末が2万台もあると、各郵便局に通達してアプリを入れたり設
定したりするだけでも一苦労です。Cisco UmbrellaはMDMを利用して実に簡単に導入できまし
た。SaaS 型で提供されるため管理者としては構築やメンテナンスが不要で、管理画面で設定を行
うだけです。あとは利用者がiPad の電源を入れるだけで、端末を管理するために必要な構成プロ
ファイルとアプリを自動配信できます。導入はこれだけで完了し、とても助かりました」と話します。

Web会議の利用が常態化すると同時に
現場からタブレット活用ニーズが増加
Cisco Umbrellaによって、必要なセキュリティ水準を一般回線でも満たしたタブレットは、郵便局
ネットワークのコミュニケーションにとって欠かせない位置づけになっているといいます。
「会議体を担当している部署から、できるだけWebで実施するようにとの指示が出されるまでに“当
たり前”の手段となりました。移動にかかる時間、交通費、会場費といったコスト削減の観点からも、
Web会議は有効ですし期待されています」（栗林氏）
「会議だけでなく、サービスレベルを維持するための集合研修も頻繁に行われていました。今回の
対応によって研修もタブレットで実施できるようになり、移動のために郵便局内での業務を犠牲に
することが無くなったと、現場から感謝の声がありました」（土田氏）
また同事業部では、今後の活用の広がりにも期待を寄せています。以前はタブレットを個別にコン
トロールする仕組みがなかったことから、ネットワークなどの設定によって一律のポリシーで管理せ
ざるを得ませんでした。Cisco Umbrellaではソフトウェアによって、グループごとやタブレットごと
にポリシーを制御できるようになったことから、一部の地域で新アプリの試験導入を行ったり、ニー
ズに合わせて仕様を変えたりと、柔軟な運用ができるようになったのです。
倉持氏は「タブレットの利便性が認識されるとともに、新たな活用についての相談が多くなってい
ます。比較検討した他のセキュリティ製品ではトラフィック量に応じた課金体系だったので、そのよ
うな場合は積極的な活用が行いづらくなります。しかし、Cisco Umbrellaはユーザー単位での課

ワークの強みを生かしたソリューションとして展開しています。みまもり訪問サービスは、月1回、
郵便局社員が高齢者宅などへ直接訪問し、30分程度の会話を通じて生活状況を確認し、その結果
をご家族へ報告するサービスです」
訪問時には10項目について確認し、持参したタブレットに記録します。日本郵便では、このサー
ビスを提供するにあたり、全国2万以上ある郵便局に1～ 2台のタブレット端末を配備しました。
また、タブレット端末はさまざまな用途に利用できることから、同社ではみまもりサービスの提供
開始後、他の新たなサービスや社内業務への活用も検討を進めていました。
しかし、タブレットの通信環境は、みまもり訪問サービスでの利用を前提に、モバイル通信事業者
の専用網を活用していたため、より通信量の多い用途では帯域が不足し支障がありました。通常
のインターネット回線を利用するためには、セキュリティをどう担保するか追加の検討を行い、対
策を講じなければなりません。個人情報や金融商品を取り扱う日本郵便としては、万全のセキュリ
ティ対策を施す必要がありました。

コロナ禍が契機となり
Web会議に耐えられるシステムの検討が加速
そんな折の2020年春、日本国内が新型コロナウイルスの感染拡大に見舞われました。同事業部
の倉持尚也氏は「日頃から各郵便局の担当者が集まる会議が頻繁に行われていたこともあり、
Web会議のニーズが現場から上がってきました」と当時を振り返ります。
郵便局ネットワークは大きな組織であり、本社から市町村レベルの単位までツリー構造で構成され
ています。大都市もあれば離島もあり、住民の特性もさまざまであるため、全国的な施策などは
一律のマニュアル通りに進められるものではなく、階層や地域ごとで綿密な意思疎通を図り、施策
を実情に合わせて落とし込む必要があるのです。
そこで検討したのは、すでに全国の郵便局に配備されているタブレットを活用したWeb会議の実
現です。ところが専用回線を使用しているため、通信量の多いWeb会議での利用には耐えられま
せん。一般のインターネット回線でも十分なセキュリティを確保できる仕組みを考え、それを全国
2万局以上に配備されたタブレット端末に対してスピーディに適用する必要がありました。

最新の高水準セキュリティを
メンテナンスフリーで享受
日本郵便がタブレットで利用するインターネット回線を専用回線から一般回線へと切り替えるにあ
たって、セキュリティ面での課題を払拭するために導入したのがセキュアインターネットゲートウェ
イの「Cisco Umbrella」です。
昨今では通信を暗号化することでセキュアな通信を実現しようという考えが主流となっていますが、
一方で通信の中身が見えないことから、マルウェアをばらまいたりフィッシング攻撃をしたりするよ
うな悪意ある通信を隠蔽してしまうため、アンチウイルスなどによる対策を弱めてしまう弊害もあり
ます。
Cisco Umbrellaは、DNSリクエストを判別し、ホワイトリストに登録された安全なサイトへの接続
を許可し、危険なサイトへのリクエストは拒否します。また、リストとの照合で断定できないWebサ
イトの場合は、SSL通信を復号するなどして詳細なチェックを行います。高度な判断力の源泉は、
世界最大級の解析力と情報提供体制を誇るCiscoのセキュリティ インテリジェンス＆リサーチ グルー
プとの連携にあり、常に最新のセキュリティを、メンテナンスによるダウンタイムなしで利用できます。
「Cisco Umbrellaはグローバルの知見をもとにサービスを提供していて、自動的に安全が保たれま
す。2万台以上のタブレット端末であっても安定的に運用できることも、大切な要件でした」（栗林氏）

・ タブレットの利活用を推進するうえで、既
存の専用網を利用する通信環境では帯域
が不足していた

・ コロナ禍でWeb会議によるコミュニケー
ションの実現が急務となった

・ 一般のインターネット回線を使ってもセ
キュリティを担保できるセキュアDNSサー
ビスであるCisco Umbrellaを導入

・ 世界最高水準のセキュリティ対策をスピー
ディかつ容易に講じることが可能

・ 業界初であるAppleとの共同開発ソリュー
ションであり高度なモバイル端末管理を実
現可能

・ トラフィック量に依存しない料金体系のた
め、社内で高まるタブレットの業務利用
ニーズに対して前向きな検討を進めやす
い

・ 目指していた新たなサービス展開やサー
ビス品質向上に着手
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金体系ですので、そうしたモチベーションを削がれることがありません」とコスト面でのメリットを話
します。
また、端末のバックグラウンドで常時監視する場合には、バッテリー消費量は無視できないもので
すが、Cisco Umbrellaでは同様の他社ソリューションに比べて低消費を実現しているといい、み
まもりサービスなどで持ち出して使用する頻度が増えても安心です。

コロナで真価を発揮する郵便局の「対面力」
万全のセキュリティでサービスのさらなる進化を目指す
新たなタブレットの活用は、すでにカスタマーサービスにおいて動きを見せています。物品の国
際郵便ではテロ防止の観点から、差出人の住所・氏名や内容品などの情報を記した書類（インボイ
ス）を提出しなければならない決まりがありますが、2021年1月からはセキュリティ向上のため電
子化され、データを事前に送信することが義務化されます。
倉持氏は「普段利用されない方にとってはなじみがなく、窓口にきて初めて知るケースも想定され
ます。そこでタブレットを利用して、その場で電子データによる申請ができるようにお手伝いできる
ようにしました」と説明します。
こうしたさらなるサービス拡充について栗林氏は次のように話します。
「弊社の強みは2万を超える郵便局という実店舗のネットワークです。With/Afterコロナの状況下
においても、ITと掛け合わせることで、郵便局ならではの新たなサービスが可能になるでしょう。
そうした際に常に欠かせないのがセキュリティです。Cisco Umbrellaによってセキュリティを担保
する仕組みを持つことが、サービス展開の可能性を広げることになります」
日本郵便ではタブレットの利活用をさらに推し進めることで、金融や物流で求められるデジタルト
ランスフォーメーションに向けて踏み出そうとしています。今後も大規模な追加配備を予定してい
るといい、日本の地域経済や生活をサポートする基盤として、Cisco Umbrellaによって守られたタ
ブレットへの期待が高まります。
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最新の高水準セキュリティを
メンテナンスフリーで享受
日本郵便がタブレットで利用するインターネット回線を専用回線から一般回線へと切り替えるにあ
たって、セキュリティ面での課題を払拭するために導入したのがセキュアインターネットゲートウェ
イの「Cisco Umbrella」です。
昨今では通信を暗号化することでセキュアな通信を実現しようという考えが主流となっていますが、
一方で通信の中身が見えないことから、マルウェアをばらまいたりフィッシング攻撃をしたりするよ
うな悪意ある通信を隠蔽してしまうため、アンチウイルスなどによる対策を弱めてしまう弊害もあり
ます。
Cisco Umbrellaは、DNSリクエストを判別し、ホワイトリストに登録された安全なサイトへの接続
を許可し、危険なサイトへのリクエストは拒否します。また、リストとの照合で断定できないWebサ
イトの場合は、SSL通信を復号するなどして詳細なチェックを行います。高度な判断力の源泉は、
世界最大級の解析力と情報提供体制を誇るCiscoのセキュリティ インテリジェンス＆リサーチ グルー
プとの連携にあり、常に最新のセキュリティを、メンテナンスによるダウンタイムなしで利用できます。
「Cisco Umbrellaはグローバルの知見をもとにサービスを提供していて、自動的に安全が保たれま
す。2万台以上のタブレット端末であっても安定的に運用できることも、大切な要件でした」（栗林氏）

ソリューション

Cisco Umbrellaによって
タブレットの用途拡大を容易かつスピーディに実現

金体系ですので、そうしたモチベーションを削がれることがありません」とコスト面でのメリットを話
します。
また、端末のバックグラウンドで常時監視する場合には、バッテリー消費量は無視できないもので
すが、Cisco Umbrellaでは同様の他社ソリューションに比べて低消費を実現しているといい、み
まもりサービスなどで持ち出して使用する頻度が増えても安心です。

コロナで真価を発揮する郵便局の「対面力」
万全のセキュリティでサービスのさらなる進化を目指す
新たなタブレットの活用は、すでにカスタマーサービスにおいて動きを見せています。物品の国
際郵便ではテロ防止の観点から、差出人の住所・氏名や内容品などの情報を記した書類（インボイ
ス）を提出しなければならない決まりがありますが、2021年1月からはセキュリティ向上のため電
子化され、データを事前に送信することが義務化されます。
倉持氏は「普段利用されない方にとってはなじみがなく、窓口にきて初めて知るケースも想定され
ます。そこでタブレットを利用して、その場で電子データによる申請ができるようにお手伝いできる
ようにしました」と説明します。
こうしたさらなるサービス拡充について栗林氏は次のように話します。
「弊社の強みは2万を超える郵便局という実店舗のネットワークです。With/Afterコロナの状況下
においても、ITと掛け合わせることで、郵便局ならではの新たなサービスが可能になるでしょう。
そうした際に常に欠かせないのがセキュリティです。Cisco Umbrellaによってセキュリティを担保
する仕組みを持つことが、サービス展開の可能性を広げることになります」
日本郵便ではタブレットの利活用をさらに推し進めることで、金融や物流で求められるデジタルト
ランスフォーメーションに向けて踏み出そうとしています。今後も大規模な追加配備を予定してい
るといい、日本の地域経済や生活をサポートする基盤として、Cisco Umbrellaによって守られたタ
ブレットへの期待が高まります。



津々浦々をカバーする郵便ネットワークを有し、生活に密着した
公共性の高いサービスを提供している日本郵便では、新型コロナ
ウイルスの感染が拡大する中でもサービスを継続するためのコ
ミュニケーション手段として、タブレットを利用したWeb会議の
仕組みを整備しています。個人情報や金融商品を扱う企業として
セキュリティは重要課題であり、安全なWebアクセスをスピーディ
か つ 容 易 に 実 現 する た め の ソリュー ションとしてCisco 
Umbrel laを導入しています。

約150年にわたりユニバーサルサービスを提供してきた日本郵便は、「トータル生活サポート企業」
を目指し、全国2万を超える郵便局ネットワークの強みを活かして、生活をあらゆる面から支えて
いく新商品・サービスの開発に取り組んでいます。

全国の郵便局ネットワークを活かした
サービス展開ではセキュリティが課題に
日本郵便では、ITを活用して既存業務の効率化を図っているほか、顧客への新たな価値を提供し
ていくため、自動運転車やドローン、デジタル技術を活用した新しい物流ネットワークの研究や試
行を進めています。
2017年からは、「みまもり訪問サービス」「みまもりでんわサービス」「駆けつけサービス」の3サー
ビスからなる「みまもりサービス」の提供も開始しました。その内容について日本郵便のトータル生
活サポート事業部 課長 栗林秀樹氏はこう説明します。
「高齢化の進行や若年人口の減少といった社会問題に対して、全国津々浦々にある郵便局ネット

一苦労だった2万台へのアプリ設定も
「電源を入れるだけ」に
Cisco Umbrellaが持つ、もう1つの大きな特徴は、従来では保護が難しかったセキュリティ機能を、
日本郵便が採用したタブレットであるiPadを手がけるAppleとの業界初の共同開発によってOS自
体にサービスを組み込んで実現したことです。
これにより、高水準のセキュリティを、約2万台へ「スピーディ」に、管理者とユーザーにとって「簡単」
に展開するという緊急事態での厳しいミッションをクリアすることができました。急を要するCisco 
Umbrellaの導入でしたが、関係者に共通する感想は「想像していたよりもスムーズに終えることが
できた」というものでした。
同事業部の土田萌氏は「タブレット端末が2万台もあると、各郵便局に通達してアプリを入れたり設
定したりするだけでも一苦労です。Cisco UmbrellaはMDMを利用して実に簡単に導入できまし
た。SaaS 型で提供されるため管理者としては構築やメンテナンスが不要で、管理画面で設定を行
うだけです。あとは利用者がiPad の電源を入れるだけで、端末を管理するために必要な構成プロ
ファイルとアプリを自動配信できます。導入はこれだけで完了し、とても助かりました」と話します。

Web会議の利用が常態化すると同時に
現場からタブレット活用ニーズが増加
Cisco Umbrellaによって、必要なセキュリティ水準を一般回線でも満たしたタブレットは、郵便局
ネットワークのコミュニケーションにとって欠かせない位置づけになっているといいます。
「会議体を担当している部署から、できるだけWebで実施するようにとの指示が出されるまでに“当
たり前”の手段となりました。移動にかかる時間、交通費、会場費といったコスト削減の観点からも、
Web会議は有効ですし期待されています」（栗林氏）
「会議だけでなく、サービスレベルを維持するための集合研修も頻繁に行われていました。今回の
対応によって研修もタブレットで実施できるようになり、移動のために郵便局内での業務を犠牲に
することが無くなったと、現場から感謝の声がありました」（土田氏）
また同事業部では、今後の活用の広がりにも期待を寄せています。以前はタブレットを個別にコン
トロールする仕組みがなかったことから、ネットワークなどの設定によって一律のポリシーで管理せ
ざるを得ませんでした。Cisco Umbrellaではソフトウェアによって、グループごとやタブレットごと
にポリシーを制御できるようになったことから、一部の地域で新アプリの試験導入を行ったり、ニー
ズに合わせて仕様を変えたりと、柔軟な運用ができるようになったのです。
倉持氏は「タブレットの利便性が認識されるとともに、新たな活用についての相談が多くなってい
ます。比較検討した他のセキュリティ製品ではトラフィック量に応じた課金体系だったので、そのよ
うな場合は積極的な活用が行いづらくなります。しかし、Cisco Umbrellaはユーザー単位での課

ワークの強みを生かしたソリューションとして展開しています。みまもり訪問サービスは、月1回、
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ビスを提供するにあたり、全国2万以上ある郵便局に1～ 2台のタブレット端末を配備しました。
また、タブレット端末はさまざまな用途に利用できることから、同社ではみまもりサービスの提供
開始後、他の新たなサービスや社内業務への活用も検討を進めていました。
しかし、タブレットの通信環境は、みまもり訪問サービスでの利用を前提に、モバイル通信事業者
の専用網を活用していたため、より通信量の多い用途では帯域が不足し支障がありました。通常
のインターネット回線を利用するためには、セキュリティをどう担保するか追加の検討を行い、対
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URL/ファイルの安全性を詳細に評価
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・アンチウイルス（AV）、アンチマルウエア（AMP）
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うな場合は積極的な活用が行いづらくなります。しかし、Cisco Umbrellaはユーザー単位での課

ワークの強みを生かしたソリューションとして展開しています。みまもり訪問サービスは、月1回、
郵便局社員が高齢者宅などへ直接訪問し、30分程度の会話を通じて生活状況を確認し、その結果
をご家族へ報告するサービスです」
訪問時には10項目について確認し、持参したタブレットに記録します。日本郵便では、このサー
ビスを提供するにあたり、全国2万以上ある郵便局に1～ 2台のタブレット端末を配備しました。
また、タブレット端末はさまざまな用途に利用できることから、同社ではみまもりサービスの提供
開始後、他の新たなサービスや社内業務への活用も検討を進めていました。
しかし、タブレットの通信環境は、みまもり訪問サービスでの利用を前提に、モバイル通信事業者
の専用網を活用していたため、より通信量の多い用途では帯域が不足し支障がありました。通常
のインターネット回線を利用するためには、セキュリティをどう担保するか追加の検討を行い、対
策を講じなければなりません。個人情報や金融商品を取り扱う日本郵便としては、万全のセキュリ
ティ対策を施す必要がありました。

コロナ禍が契機となり
Web会議に耐えられるシステムの検討が加速
そんな折の2020年春、日本国内が新型コロナウイルスの感染拡大に見舞われました。同事業部
の倉持尚也氏は「日頃から各郵便局の担当者が集まる会議が頻繁に行われていたこともあり、
Web会議のニーズが現場から上がってきました」と当時を振り返ります。
郵便局ネットワークは大きな組織であり、本社から市町村レベルの単位までツリー構造で構成され
ています。大都市もあれば離島もあり、住民の特性もさまざまであるため、全国的な施策などは
一律のマニュアル通りに進められるものではなく、階層や地域ごとで綿密な意思疎通を図り、施策
を実情に合わせて落とし込む必要があるのです。
そこで検討したのは、すでに全国の郵便局に配備されているタブレットを活用したWeb会議の実
現です。ところが専用回線を使用しているため、通信量の多いWeb会議での利用には耐えられま
せん。一般のインターネット回線でも十分なセキュリティを確保できる仕組みを考え、それを全国
2万局以上に配備されたタブレット端末に対してスピーディに適用する必要がありました。

最新の高水準セキュリティを
メンテナンスフリーで享受
日本郵便がタブレットで利用するインターネット回線を専用回線から一般回線へと切り替えるにあ
たって、セキュリティ面での課題を払拭するために導入したのがセキュアインターネットゲートウェ
イの「Cisco Umbrella」です。
昨今では通信を暗号化することでセキュアな通信を実現しようという考えが主流となっていますが、
一方で通信の中身が見えないことから、マルウェアをばらまいたりフィッシング攻撃をしたりするよ
うな悪意ある通信を隠蔽してしまうため、アンチウイルスなどによる対策を弱めてしまう弊害もあり
ます。
Cisco Umbrellaは、DNSリクエストを判別し、ホワイトリストに登録された安全なサイトへの接続
を許可し、危険なサイトへのリクエストは拒否します。また、リストとの照合で断定できないWebサ
イトの場合は、SSL通信を復号するなどして詳細なチェックを行います。高度な判断力の源泉は、
世界最大級の解析力と情報提供体制を誇るCiscoのセキュリティ インテリジェンス＆リサーチ グルー
プとの連携にあり、常に最新のセキュリティを、メンテナンスによるダウンタイムなしで利用できます。
「Cisco Umbrellaはグローバルの知見をもとにサービスを提供していて、自動的に安全が保たれま
す。2万台以上のタブレット端末であっても安定的に運用できることも、大切な要件でした」（栗林氏）

日本郵便株式会社
所在地 東京都千代田区大手町2-3-1 
設立 2007年10月1日 （日本郵便株式会社法に基づく）

従業員数 193,257名（2020年3月現在）
URL https://www.post.japanpost.jp

日本郵政グループにおける顧客との接点として、郵便・
貯金・保険のグループ3社の商品を中心に、生活に密
着したユニバーサルサービスを提供している。約150
年の歴史を持つ全国ネットワークを最大限に活かし、

顧客の多様なニーズにきめ細かく応えるために、新し
い商品・サービスを提供し続け、より良い生活をサポー
トする「トータル生活サポート企業」を目指している。

金体系ですので、そうしたモチベーションを削がれることがありません」とコスト面でのメリットを話
します。
また、端末のバックグラウンドで常時監視する場合には、バッテリー消費量は無視できないもので
すが、Cisco Umbrellaでは同様の他社ソリューションに比べて低消費を実現しているといい、み
まもりサービスなどで持ち出して使用する頻度が増えても安心です。

コロナで真価を発揮する郵便局の「対面力」
万全のセキュリティでサービスのさらなる進化を目指す
新たなタブレットの活用は、すでにカスタマーサービスにおいて動きを見せています。物品の国
際郵便ではテロ防止の観点から、差出人の住所・氏名や内容品などの情報を記した書類（インボイ
ス）を提出しなければならない決まりがありますが、2021年1月からはセキュリティ向上のため電
子化され、データを事前に送信することが義務化されます。
倉持氏は「普段利用されない方にとってはなじみがなく、窓口にきて初めて知るケースも想定され
ます。そこでタブレットを利用して、その場で電子データによる申請ができるようにお手伝いできる
ようにしました」と説明します。
こうしたさらなるサービス拡充について栗林氏は次のように話します。
「弊社の強みは2万を超える郵便局という実店舗のネットワークです。With/Afterコロナの状況下
においても、ITと掛け合わせることで、郵便局ならではの新たなサービスが可能になるでしょう。
そうした際に常に欠かせないのがセキュリティです。Cisco Umbrellaによってセキュリティを担保
する仕組みを持つことが、サービス展開の可能性を広げることになります」
日本郵便ではタブレットの利活用をさらに推し進めることで、金融や物流で求められるデジタルト
ランスフォーメーションに向けて踏み出そうとしています。今後も大規模な追加配備を予定してい
るといい、日本の地域経済や生活をサポートする基盤として、Cisco Umbrellaによって守られたタ
ブレットへの期待が高まります。


