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1.サイバーセキュリティとゼロトラスト
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セキュリティを取り巻く外部環境の変化

クラウドの普及や働き方改革に加え、COVID-19蔓延によるテレワーク

を推進する企業・組織が飛躍的に増加

クラウド利用の
拡大

働き方改革

COVID-19

Microsoft 365／Google Workspaceなど、SaaS利用の拡大
自社システムのオンプレミスからクラウドへの移行

政府主導の、場所にとらわれない働き方の推進

新型コロナウイルス感染症拡大による、出勤抑制、および在宅勤務の拡大

従来の境界防御(入口/出口対策)では防げないサイバー攻撃による被害が
依然として発生

従来型
防御の限界

デバイスの多様化
ネットワークの進化

スマートフォン、タブレット端末の業務への活用拡大
WiFi6、5Gなど、通信技術・インフラの進化
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これからのセキュリティの考え方「ゼロトラスト」

米国の調査会社“フォレスターリサーチ”の調査員が2010年に提唱した

次世代ネットワーク･セキュリティの概念⇒「誰も何処も信じない！」

ネットワーク境界が明確

Exchange box

Google
Workspace

Office 365

・従来は「社内は安全である」という前提の下に、ファイアウォール等で社内と社外
(インターネット)の境界を防御することが考え方の中心。

・守るべき情報がオンプレミスからクラウド上へ移行。COVID-19の影響によりテレワークが
常態化し、新たなセキュリティ対策(ゼロトラスト)が重要。

従来 これから(ゼロトラストの時代)

ネットワーク境界があいまい
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「ゼロトラスト」今のご時世に例えると・・・

インフルエンザとCOVID-19による状況に置き換えてみました

危険← 境界 →安全

病院

従来 これから(New Normalの時代)

自宅

境界なし(全て危険と想定=ゼロトラスト)

インフルエンザ感染者は症状が明確
⇒自宅/病院療養・出社禁止

COVID-19は発熱・咳等の症状がない場合有
⇒感染者がどこにいるか分からない
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COVID-19が拍車をかけた「DX」「ゼロトラスト」

政府の緊急事態宣言発出等に伴うテレワークの導入が急激に先行したことで、

セキュリティ対策・ルールやIT環境の不備による、セキュリティリスクが顕在化

IT・ネットワーク対策の不備

・急激にリモートアクセスの負荷が増え
ネットワークが使い物にならない

・急遽テレワーク移行したためPC等の
端末セキュリティ対策が不十分
(私有端末等の未対策機器が社有資産
にアクセスできてしまう)

ルール・運用・BCPの不備

・テレワーク時の情報持ち出しやクラウ
ド・ITツール利用ルールが未整備

・BCPが地震対策のみで、感染症流行
を踏まえた対策が定められていない

・インシデント対応手順が社内設置PC
前提の対策しか定められていない

IT・ﾈｯﾄﾜｰｸの可用性低下
等に伴う生産性低下

テレワーク時の
情報漏洩リスク

有事の対策が未整備、
迅速な対応ができない

パンデミックや大規模災害に備えた、BCP目線でも
「DX」「ゼロトラスト」の考え方が求められている

ハード面 ソフト面



2.クラウド型グループウェアのセキュリティ
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Microsoft 365(M365)／Google Workspace(GWS)概要と比較

両サービスともクラウドサービスとして顧客導入実績は豊富。

オールクラウド(GWS)とアプリ併用クラウド(M365)等方式に差異有
Microsoft 365(M365) Google Workspace(GWS)

メール Exchange Online Gmail

スケジュール Outlookカレンダー Googleカレンダー

Web会議/IM Teams Google Meet

オンラインストレージ One Drive for Business Google Drive

Officeツール
Word/Excel/PowerPoint/Forms/
OneNote

Google ドキュメント/スプレッドシート/
スライド/フォーム/キープ

Webサイト SharePoint Googleサイト

データセンター 国内(東日本と西日本)を利用 国外(最寄り国)を利用

その他特徴
使い慣れたOfficeツール利用
端末OSまで含めた幅広いセキュリティ機能

コラボ機能充実、MS Officeとの高い互換性
BeyondCorpセキュリティモデル

※本資料は2021/6/30時点での公開情報等を元に独自に作成したご参考資料です。各ベンダ様との仕様解釈差異・今後の機能強化等もあるため、
内容については保証いたしかねますのでご了承下さい。

投影のみ
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M365/GWSの主要なセキュリティ機能比較

提供するグループウェアのアーキテクチャに基づいたセキュリティの考え方

に違いはあるものの、両社とも豊富なセキュリティ機能を実装
カテゴリ Microsoft 365 Enterprise E3/E5他 Google Workspace Enterprise Plus

ID管理 Azure Active Directory Premium P1/P2 Cloud Identity Premium

リモートアクセス Azure AD Application Proxy －

FW/IPS/プロキシ(クラウドGW) － －

メールセキュリティ Exchange Online Protection
Defender for Office 365

Gmail セキュリティ
セキュリティサンドボックス

脆弱性管理 Microsoft Endpoint Control Manager(MECM) Chromeブラウザ、Chrome OS保護機能

アンチウィルス/EDR Defender AntiVirus
Defender for Endpoint

－

IT資産管理・デバイス制御 Microsoft Endpoint Control Manager(MECM)
AD Group Policy

Google エンドポイント管理

コンプライアンス Azure Information Protection P1/P2
Data Loss Prevention (DLP)
Advanced Compliance & more 

高度なデータ損失防止（DLP）
コンプライアンス証明書
セキュリティセンター

PC/モバイルデバイス管理 Intune Google エンドポイント管理

クラウドセキュリティ(CASB) Cloud App Security －

SIEM/ログ管理(SIM) Azure Sentinel －

※本資料は2021/6/30時点での公開情報等を元に独自に作成したご参考資料です。各ベンダ様との仕様解釈差異・今後の機能強化等もあるため、
内容については保証いたしかねますのでご了承下さい。

投影のみ
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サイバー攻撃の動向 (IPA発表 情報セキュリティ10大脅威2021)

標的型攻撃・ランサムウェア被害が例年上位を占める
出典：情報セキュリティ10大脅威 2021 IPA 独立行政法人 情報処理推進機構（2021年1月27日発表)

順位 組織
昨年
順位

１位 ランサムウェアによる被害 5位

２位 標的型攻撃による機密情報の窃取 1位

３位 テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃 NEW

4位 サプライチェーンの弱点の弱点を悪用した攻撃 4位

5位 ビジネスメール詐欺による金銭被害 3位

６位 内部不正による情報漏えい 2位

７位 予期せぬIT基盤の障害に伴う業務停止 6位

８位 インターネット上のサービスへの不正ログイン 16位

９位 不注意による情報漏えい（規則は遵守） 7位

10位 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 14位

標的型攻撃
ランサムウェア

内部犯行・不注意

対策・対応遅れ

脆弱性攻撃

被害

情報漏えい

踏み台
(他への攻撃)

業務停止
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【ご参考】情報セキュリティ10大脅威2021へ対策機能(例)

M365/GWSに実装されているセキュリティ機能でも最新の脅威に対する網羅

性は高い。また、その他の強化SLの検討も有効。※赤文字がM365 or GWSで実装

順位 脅威 対策内容 ソリューション例

１位
ランサムウェアによる被害 • SSL可視化･Web通信ウィルス防御

• エンドポイントセキュリティ強化
• クラウド型プロキシ
• EDR

２位
標的型攻撃による機密情報の搾取 • 標的型メール対策

• エンドポイントセキュリティ強化
• メール用サンドボックス
• EDR

３位
テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃 • セキュアリモートアクセス環境

• エンドポイントセキュリティ強化
• EDR
• リモートアクセス(VPNレス)

4位
サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃 • 内部通信の監視

• セキュリティログ監視
• EDR
• ログ管理(SIEM)

5位
ビジネスメール詐欺による金銭被害 • 高度なメール詐欺対策

• 標的型メール対策
• メール用アンチスパム/ウィルス
• メール用サンドボックス

６位
内部不正による情報漏えい • Office365テナント制御

• 組織認可クラウド利用状況監視
• CASB/UEBA
• デバイス制御、PC操作ログ

７位
予期せぬIT基盤の障害に伴う
業務停止

• クラウドDR環境構築
• セキュアリモートアクセス環境

• DR基盤サービス
• リモートアクセス

８位
インターネット上のサービスからの個人情報の窃取 • 組織未許可クラウド利用状況監視

• 多要素認証等のID管理強化
• クラウド認証基盤
• CASB

９位
不注意による情報漏えい
（規則は遵守）

• 組織許可クラウド利用状況監視
• ファイル暗号化、IT資産管理、デバイス管理

• ファイル暗号化
• 脆弱性管理/資産管理

10位 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加
• IT資産管理
• エンドポイントセキュリティ強化

• 脆弱性管理/資産管理
• EDR
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M365/GWSの次世代サイバーセキュリティ対策機能の網羅性と運用の一元化

 最新の脅威防御・コンプライアンスに関する機能をパッケージ化して提供

 セキュリティ管理機能の統合化により、お客様運用工数の低減が可能

顧客が利用する端末OSやアプリケーションとの連携機能

 OS/ブラウザ/グループウェア等に組み込まれたセキュリティ機能の提供

 今後のアプリケーションの機能強化・仕様変更にも柔軟に対応

NECの提供するセキュリティサービスとも連携するエコシステム構築

 各ベンダとのアライアンスにより柔軟にセキュリティ機能を拡張可能

 Office 365/GWSデータセンターとの接続連携機能によりNWパフォーマンス向上

対策が高度化する一方、攻撃も高度化する「いたちごっこ」の様相。また、

ニューノーマル時代に向けたゼロトラストネットワークへの対策が必要

M365/GWS活用によるセキュリティ対策強化の考え方



3.M365/GWSと連携するNECセキュリティ
強化ソリューションのご紹介
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NECサイバーセキュリティマップとSaaSセキュリティ対応

ＷＡＮ

データ
センタ

NWｾｷｭﾘﾃｨ対策

次世代ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ
外部からの不正アクセス
の検知・防御

ｾｷｭﾘﾃｨ運用

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄｾｷｭﾘﾃｨ
(PC/ｽﾏﾃﾞﾊﾞ)対策 IT資産管理・ﾃﾞﾊﾞｲｽ制御

不正ソフト利用検知とUSB
機器等の利用制限

ﾒｰﾙｹﾞｰﾄｳｪｲ
受信メールのスパムフィ
ルタ、ウイルスチェック、
サンドボックス機能。
送信メールの誤送信防止
機能、第三者認証

SIEM/ログ管理(SIM)
複数機器のセキュリティ
ログを収集し(相関)分析

コンプライアンス
ファイル暗号化,PC操作ログ
管理,DLP,UEBA等の対策

不正侵入検知･防御
外部からの不正侵入の
検知・防御

脆弱性管理
日々発生するOS,ﾐﾄﾞﾙｳｴｱ,
ｱﾌﾟﾘへの脆弱性対策

ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄﾚｽﾎﾟﾝｽ支援
マルウェア検体調査等、顧
客セキュリティ運用支援

SIEM(SOC)ｻｰﾋﾞｽ
脅威検知とログ分析対応

PC/ﾓﾊﾞｲﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ管理
端末、アプリ、コンテンツ
含めたセキュリティ管理実施

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄｾｷｭﾘﾃｨ
(PC/ｻｰﾊﾞ)対策

DNSｷｬｯｼｭｻｰﾊﾞ

NTPサーバ

ID管理/認証基盤

クラウド
アプリ

CASB

NWｾｷｭﾘﾃｨ対策 CASB/SSPM
シャドーITと組織認可クラウド
情報漏洩対策/SaaS設定監査

Internet

EPP(ｱﾝﾁｳｨﾙｽ)/EDR
未知を含めたウィルス検知
と感染後の対応

セキュアWebプロキシ
Web閲覧のプロキシ、URL
フィルタ、ウイルスチェッ
ク、サンドボックス、Web
無害化機能。SSL可視化機能

内部通信監視(NDR)
組織内部拡散する脅威検知

ｸﾗｳﾄﾞｾｷｭﾘﾃｨ対策

認証ｾｷｭﾘﾃｨ対策

リモートアクセス(SDP)
社外から安全に社内業務シ
ステムにアクセスを実現

MS/GWS

MS

MS

MSMS

MS/GWS

MS/GWS

MS/GWS

MS/GWS

MS/GWS

赤枠が今回紹介SL

①①

②

③

④
③
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Before

M365/GWSクラウド利用時にSASE*と連携することによりセキュリティや

ネットワークの課題を解消

課題

①クラウドアプリケーション利用時のWebセキュリティ強化

絵＋文章
困りごと

絵＋文章
次ページのSLで解決できた姿

After

一般
Web
サイト

負荷高騰

手動で
除外設定 Microsoft 365

Google Workspace
バイパス

Microsoft 365
FQDN/IPアドレス

自動更新

ﾌﾟﾛｷｼ

・M365/GWS導入に伴う
プロキシサーバの負荷
増大

・M365の場合はプロキシ
除外設定すると頻繁に
変更されるFQDN/IP
に追随出来ない

・外出先からのWeb
セキュリティが心配

外出先

社内

外出先

社内

・SASEはユーザ単位
の課金体系のため、
通信利用量フリー

・M365/GWS通信を判
別、またM365のFQ
DN/IPも自動更新に
より通信最適化

・外出先からの通信も
SASEを経由しセキュ
リティチェック可

SASE

Google
Workspace

一般
Web
サイト

Office 365 Google
Workspace

Office 365

M365/GWS向け

＊SASE：Secure Access Service Edge。2019年にGartner社が提唱したネットワークとセキュリティの機能を包括的にクラウドから提供するモデル
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必要なWeb他セキュリティ機能をクラウドサービスとして一元的に提供

課題解決方法

①SL名：クラウド型セキュアWebプロキシ「Zscaler Internet Access」

M365/GWSトラフィックの最適化

M365/GWS通信を見極め通信最適化

M365/GWSセキュリティ強化

個人アカウントのブロック機能

MCAS(CASB)連携での不審行動チェック

Defender(EDR)との脅威情報連携

外出先からの安全な利用

全てのWeb通信のセキュリティチェック

 VPNレスのリモートアクセス「ZPA*」連携

インターネット

DC

Ａ拠点

Ｂ拠点

Ｃ拠点

Ｄ拠点

Office 365
Google Workspace

M365/GWS向け

＊ZPA:Zscaler Private Access
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ゼロトラストネットワークを支えるクラウドセキュリティ機能を展開し、

M365/GWSとも連携強化

[ご参考]クラウドセキュリティゲートウェイ~Zscalerラインナップ

Workforce Customers

Data Center

OTIoT

Factory

ZERO TRUST  
EXCHANGE

アプリケーションのマイクロセグメンテーション

設定ミスや規約違反の自動修正 (SSPM/CSPM)

Zscaler Cloud Protection

安全なインター
ネットアクセス

安全な企業アプリ
までのアクセス

ユーザ体感の
可視化

アプリとワーク
ロードの保護

ユーザからインターネット ユーザから企業アプリまで

ユーザからアプリまでの
通信品質

アプリ間の通信

ZIA
Zscaler Internet Access

サイバー脅威の検出

データ保護(DLP/CASB)

ローカルブレイクアウト (O365/SD-WAN)

ZPA
Zscaler Private Access

VPNを伴わないリモートアクセス

オフィスからデータセンターまでのゼロトラスト

ZDX

ユーザ、アプリ、場所に紐づくDXスコアで
ユーザの体感を定常的に監視・可視化

Zscaler Digital Experience 

ZCP

クラウド
プロキシ/FW

VPNレス
リモートアクセス

テレワーク端
末通信可視化

M365/Azure
設定監査

NECは自社の大規模な導入実績・運用ノウハウをベースとしたに高品質な自営保守サポートを含めてご提供！

Advanced版
リリース予定 リリース予定
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Before

M365のAIP*のコンプライアンス機能を活用してデータファイル保護。

その他の連携機能の必要性に応じてNECソリューションも追加で検討。

課題

②重要データファイルの保護

絵＋文章
困りごと

絵＋文章
次ページのSLで解決できた姿

After

・企業内でも利用者の意識
により、重要データの取扱い
についてはリスクが有

・ファイルを暗号化してしまうと
利用者の利便性に影響する
ためセキュリティホールが発生

・ファイル暗号化システムの
運用者育成と24H365D
対応が困難

・利用者の意識に依存せず、
ファイルの自動暗号化の
対応

・暗号化しない状況での
ファイル操作は変わらず
利用が可能

・オンプレミスの他、
クラウドサービスでも
提供可能

暗号化で機密情報を保護しつつ
利用者の利便性を保ちたい

暗号化システムを運用できる人
材がいない

利用者の意識が低ければ意味を
持たない

暗号化/復号/
再暗号化

ファイル名/拡張子
/アイコンが変わる

暗号化忘れ 面倒

多大な費用と時間 人材育成/確保

xsl?
ppt?
doc?

利用者の負担にならない利便性/操作性

ファイルが流出する前提での仕組み作り

短期導入なサービスの活用

• 暗号化したままファイル操作
• 従来通りの操作性・視認性

• 利用者に依存しない仕組み
• ファイルの自動暗号化

• 短期間で導入
• 24h365d専門家による運用

M365向け

＊Azure Information Protection
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 M365のAIPのセキュリティ・利便性向上

 ユーザ操作なく自動暗号化可能

 Officeファイル、PDFは

M365と互換性を維持して暗号化

 任意のファイルも拡張子を変えず

暗号化

 AIPのラベル機能に対応済み

 クラウド版の「ActSecureクラウド

セキュアファイルサービス」も提供可能

※機能差異有

M365のAIP機能と連携しながらデータファイル保護機能と利便性を強化

課題解決方法

②SL名：ファイル暗号化製品「InfoCage FileShell」

Office365の
利用者認証

ファイルに対
する利用者認証

ファイルの保護
に関する
機能を提供

管理された
ファイルの保護ルール
に関する機能を提供

Microsoft Azure
Information
Protection

Microsoft Azure
Active Directory

連
携

Microsoft 365

Microsoft 365 
Enterprise E3/E5の
サービスメニューには
この機能ライセンスが

含まれています

Microsoft 365の
利用者認証で使ってい
るユーザID/パスワー
ドをそのまま利用する

ことも可能

NEC InfoCage FileShell

実質、本サービスのみ契約・利用することで、
ファイル保護の利便性や操作性を向上させるこ

とが可能

Office、PDF、
その他ファイル

FileShell
クライアント

M365向け
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Before

絵＋文章
困りごと

絵＋文章
次ページのSLで解決できた姿

After

• 拠点ごとに管理サーバを設
置しようにも構築/保守する
コストがかさむ

• パッチサイズが大きくなり、
配信中にはネットワークが
ひっ迫する

• イントラネット外に存在す
る端末の状態を管理するこ
とができない

課題

③テレワークユーザへのWindowsパッチ適用

テレワークユーザのWindowsパッチ管理の課題をクラウド型端末管理サービス活用

により解消

• サーバの新規構築、バー
ジョンアップ・パッチ適用
の運用コストを大幅に低減

• 独自の*リニアチェーン方
式でネットワークの負荷を
かけず大容量パッチも配信

• イントラネット外に存在す
る端末の状態を管理出来て
遠隔パッチ配信指示も可能

1GB 1GB

テレワーク

管理サーバ

1GB

＊リニアチェーン方式：米国Tanium社が開発。同一ネットワーク内の複数の端末が1つのグループを形成しグループ内でパッチ情報を共有し、
端末台数が増えてもネットワークに負荷を与えずに効率的に配信管理することが可能な方式。

Microsoft 
Update

WSUSの構築

WSUS
サーバ

M365/GWS向け
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テレワークユーザにおけるWindows OSパッチ管理の課題を改善し、

組織の端末のサイバーハイジ―ン(衛生管理)を実現

課題解決方法

③SL名：クラウド型端末管理「ActSecureセキュリティリスク管理サービス」

【自宅・外出先】
テレワーク

【お客様社内】

セキュリティ管理者

端末情報可視化
パッチ適用指示

専用
エージェント

端末情報収集
パッチ配信

端末情報収集
パッチ配信

サービス基盤

テレワークユーザにおけるWindows

パッチのタイムリーな配信管理が可能

 IT資産管理、デバイス制御、PC操作ロ

グ管理(現状組織内のみ)にも対応

NECが自社運用のノウハウをもとに

運用を考慮した管理画面を開発提供

M365/GWS向け
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クラウドから各種ゲートウェイ、エンドポイントまで、サイバーセキュリ

ティの脅威を当社のSOCから統合的に監視

マネージドセキュリティサービス

④ActSecureχ(カイ)

SOC

統合ログ分析
独自

インテリジェンス

専門家によるセキュリティ監視、分析

IRフォレンジック調査のスペシャリスト

高度なアナリスト

独自のインテリジェンス

24H365Dのリアルタイム監視

Follow the Sun

“χ”は、ギリシャ語で、“拡張された”という意味を持ち、従来のActSecureを改良し拡張したという意味を込めています。

■情報セキュリティのプロフェッショナル部隊によるサービスを提供

高いスキルと実績を持つグループ企業のインフォセック社と、セキュリティ領域
を強みとして様々な実績を持つNECの強い連携体制により、お客様への最適な
サービスをご提供。

■調査分析～ご導入後の運用・監視までの一貫したサービスのご提供

高いレベルでの状況調査・分析はもちろん、お客様の実際の運用もご支援。

ご支援する中で頂いた内容を基に、実装・アウトソース等の実現まで一貫した
ソリューションメニューのご提供が可能。

■大手企業・省庁等でのサービス遂行実績

官公庁・金融機関を含む高いセキュリティレベルを求めるお客様を始めとした、
幅広い業種のお客様における導入実績が豊富。
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[ご参考]ActSecure 3分野でのサービスメニューを提供

ネットワークセキュリティ診断サービス

ホストセキュリティ診断サービス

クラウドメールセキュリティサービス

セキュリティリスク管理サービス

クラウドセキュアファイルサービス

セキュリティ診断サービス

SaaS型セキュリティサービス

サービス型でセキュリティ機能を提供。

お客様のセキュリティ機器を監視センター
から24時間365日で監視。

お客様環境の脆弱性を診断。

クラウドWAFサービス

アンチスパム/ウィルス、サンドボックス、誤送信防止機能

Windowsパッチ脆弱性、IT資産管理機能

Microsoft 365と連携した高度なファイル暗号化機能

インターネット公開システムのWebアプリケーション保護機能

セキュリティログ監視サービス

サイバー攻撃初動対応支援サービス

セキュリティ機器のログを監視・分析

Ｗｅｂセキュリティ診断サービス

マルウエア検知サービス

マルウェア検知機器からのログを監視・分析

保険と連動した端末のインシデントレスポンス

マネージドセキュリティサービス

Web感染型マルウェア検出サービス

お客様ご指定のWebを巡回監視

ActSecureχ

今回SLご紹介
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 NEC自社導入展開・運用から得られたナレッジの活用

 自社での大規模導入から得られた設計・運用ノウハウのご提供

 ゼロトラストネットワーク構築実績に基づいたご提案

 Microsoft/Google他セキュリティベンダとの強力なアライアンス

 グローバル製品・サービスをNEC自営での高品質な技術サポートにてご提供

 過去の技術問合せ情報、不具合情報のナレッジ化による迅速なサポート対応

 幅広い業界で実績のあるセキュリティサポート体制

 政府系を含め様々な業種対応における知見を活かした運用サービスのご提供

 インターポール提携による国際レベルでの高度化するサイバー犯罪対策に貢献

NECが提供するM365/GWSセキュリティ強化SLの強み




