エンタープライズ向け G Suite を
保護するためのガイド
10 年以上にわたり、Google のクラウド提供型コラボレーションスイートである G Suite® は、毎日 500 万社以上の企業がより速く、より
スマートに仕事をすることを可能にしてきました。Google は、Google Docs™、Sheets™、Slides™、Drive™に加え、Gmail™や Hangouts™
など、広範なコラボレーション ツールの機能の革新と提供を続け、顧客に大きな付加価値をもたらしています。
G Suite の普及の潜在的な問題は、それがサイバー犯罪者の格好の標的となっているということです。このため、企業が G Suite を安全
に利用できるようにすることは、今まで以上に重要になっています。Google のセキュリティ ツールと機能は、手始めに使用するには最
適ですが、G Suite への移行を進めている多くの企業では、G Suite や他のクラウド アプリケーションをさらに綿密に制御して、可視性と
保護をさらに強化する必要性を感じています。
G Suite の組み込みセキュリティ機能を超えた概念

G Suite には、そのインフラストラクチャとデータを常に保護するために、包括的なセキュリティ ツールのセットが用意されています。ク
ラウド プロバイダによって直接提供される機能と、より広範なセキュリティ要件を満たすことができるサードパーティ製品を理解すること
が重要です。多くの企業は、以下のようなセキュリティ使用事例における要件を満たすサードパーティ製品を選択します。
• G Suite 以外のクラウド アプリケーションも保護し、Salesforce®、Slack®、ServiceNow®、JIVE® などの、企業で認可されたすべての
アプリケーションに対して同レベルのセキュリティを実現
• クラウド内のすべてのユーザーとデータのアクティビティに対するきめ細かなアプリケーション制御とインラインの可視性
• クラウド アプリケーション内の機密データを詳細に可視化して正確に制御し、偶発的または悪意に基づくデータ損失を防ぐ、高度
なデータ損失防止 (DLP) 機能
• 既知および未知のマルウェアをブロックするための、ネットワーク、クラウド、エンドポイント全体にわたる高度な脅威防御
• 検出によるゼロデイ マルウェアからの保護の強化、および高度な回避技術を持つ未知のエクスプロイトとマルウェアの阻止
Cloud Access Security Broker の導入

既存のセキュリティ ツールを使用して G Suite を完全に保護しようとすることは、組織にとってきわめて困難なことです。特に、オンプレ
ミス環境を保護するために導入されているセキュリティ ツールの場合はそうでしょう。
その一方で、クラウド アプリケーションの使用状況を可視化および制御し、クラウドベース データのコンプライアンスと保護を実現する
Cloud Access Security Broker (CASB) を導入する企業が増え続けています。企業で使用されている他のセキュリティ ツールとは異なり、
CASB は、組織がクラウド サービスを利用する際のセキュリティ ギャップに対処する、クラウド固有の機能を提供します。
CASB は、組織の要件に応じて、2 つの異なるモードで導入することができます。
• インライン アプローチ : インライン アプローチでは、CASB はフォワード プロキシまたはリバース プロキシのいずれかを使用できま
す。CASB は、フォワード プロキシによって、アプリケーションの可視化と制御機能を提供できるアプライアンスまたはサービスにク
ラウド トラフィックを転送します。フォワード プロキシ機能は、セキュアな Web ゲートウェイなどの従来のプロキシに限定されませ
ん。next-generation firewall (NGFW) またはクラウド提供型のサービスを使用して、強力な次世代アプリケーション制御機能を実
現することができます。インターネット ゲートウェイにすでにアプリケーション制御機能が導入されている企業は、ほとんどの CASB
ベンダーによって提供されている従来のプロキシを使用することによる、余計な管理オーバーヘッドや複雑さを回避することができ
ます。リバース プロキシ型の場合、CASB はシングル サインオンや、時によっては DNS を使用して、ユーザーをインラインの CASB
サービスに再ルーティングすることにより、ポリシーを適用することができます。
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• API ベースのアプローチ : API ベースのアプローチは、CASB の望ましい導入方法として急速に広まりつつあり、クラウド トラフィック
の「中間の」セキュリティ サービスを補完しつつ、クラウド アプリケーションまたはサービスにおけるすべての会社データを可視化
します。このアウトオブバンド アプローチは、クラウド アプリケーションに保存されている全データの詳細な検査、およびユーザー
アクティビティと管理設定の継続的な監視をサポートします。この導入モードは非侵入型で、クラウド アプリケーションへのデータ
パスに影響も依存もしないため、クラウド アプリケーションのユーザー エクスペリエンスが維持されます。API ベースの CASB は、
将来の違反に対してポリシーを適用するだけではなく、クラウドに格納されている既存データを検査して DLP 違反と脅威を修復す
るための唯一の方法です。
さらに高度なセキュリティ ニーズと使用事例を持つ企業は、サードパーティの CASB によって G Suite のネイティブ セキュリティ制御機
能を補完することができます。G Suite のセキュリティ ニーズを検討し、CASB プラットフォームを選択する際には、CASB ベンダーがイ
ンラインおよび API ベースの両方の操作モードをサポートしていることを考慮することが重要です。
G Suite を保護するためのプラットフォーム アプローチの採用

Prisma SaaS は、インラインおよび API ベースの両方の防御テクノロジを提供しています。これらのテクノロジが連携して、侵害の原因
になり得るさまざまなクラウドのリスクを最小限に抑えます。CASB に対する完全なクラウド提供型のアプローチでは、以下の方法で SaaS
アプリケーションを保護できます。
• インライン保護では、アプリケーションの詳細な可視性、セグメンテーション、セキュアなアクセス、脅威防御によってインライン ト
ラフィックを保護します。このアプローチでは、サービス内のユーザー、コンテンツ、およびアプリケーションの検査機能を組み合
わせて CASB 機能を実現します。検査テクノロジによってユーザーをアプリケーションにマッピングすることで、場所やデバイスに
関係なく、クラウド アプリケーションの使用状況のきめ細かな制御が可能になります。その他の機能として、アプリケーション固有
の機能の制御、URL とコンテンツのフィルタリング、アプリケーション リスクベースのポリシー、ユーザーベース ポリシー、DLP、
既知および未知のマルウェアの防御があります。これらの包括的な機能により、オンプレミス ワーカーとモバイル ワーカーを対象と
して、すべてのアプリケーションで機密データの漏洩が防止されます。
• API ベースの保護は、データの分類、DLP、コンプライアンスの徹底、および脅威検出のために SaaS アプリケーションに直接接続
します。Prisma SaaS では、アウトオブバンドの API ベースのアプローチを活用して、クラウド アプリケーションに保存されている全
データの詳細な検査と、ユーザー アクティビティと管理設定の継続的な監視を実現します。この導入モードは非侵入型で、クラウド
アプリケーションへのデータ パスに影響も依存もしないため、クラウド アプリケーションのユーザー エクスペリエンスが維持され
ます。
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図1: SaaSを保護するためのプラットフォーム アプローチ

G Suite を保護するための主な要件
G Suite の使用状況およびその他のデータの詳細な可視化

パロアルトネットワークスは、アプリケーション シグネチャの広範なライブラリを通じて、SaaS を含む、すべてのアプリケーションの比類
のない可視性と精密な制御を実現します。ナビゲートが容易な SaaS の使用状況ダッシュボードと詳細なレポートは、シャドウ IT のリス
クを管理し、SaaS アプリケーションの保護を開始するために役立ちます。さらに、SaaS アプリケーション全体にわたりすべてのユーザー、
フォルダ、およびファイルのアクティビティを完全に可視化することによって、これまでよりはるかに深いレベルでリスクを発見し、詳細
な分析を生成して、データ リスクやコンプライアンス関連のポリシー違反があるかどうかをすばやく判断できます。
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きめ細かな適応型アクセス制御の定義

管理しやすいポリシーにより、許可されるアプリケーションと許容される動作を定義して、G Suite へのアクセスを詳細レベルで制御する
ことができます。SaaS アプリケーションを適切に分類すると、セキュリティ ポリシーによって、ネットワーク レベル、デバイス レベル、
ユーザー レベルで、アクセス制御と使用制御が設定されます。これにより、黙認されるアプリケーションをきめ細かく制御しながら、未
認可アプリケーションのアクセスをブロックすることができます。
高度な DLP およびコンプライアンスの維持

強力な制御により、キーワード、ファイルの特性、その他のコンテンツ パターンに基づいて詳細な DLP ポリシーを適用することができ
ます。データ損失ポリシーにより、機密情報を識別、監視、自動的に保護することができます。事前定義されたポリシー テンプレート
を使用して、業界標準および規則への準拠を維持することができます。特定のビジネス ニーズに対して、ビジネス ニーズに基づいたカ
スタム ポリシーを定義できます。例えば、クレジット カード番号、税 ID などの機密情報を含むコンテンツを分類して制御するポリシー
などです。コンテンツは、以下の方法で分類されます。
• データ パターンの一致 : 潜在的な一致は、
「正規表現」と呼ばれる事前定義されたデータ / テキストパターン、近接キーワード、ま
たはカスタム パターンに基づいています。
• 機械学習 : すべてのデータ型またはデータ出現のパターンをいつでも作成できるとは限りませんが、機械学習アルゴリズムにより、
時の経過とともに機密データがどう見えるかを把握できるようになりました。
安全な非管理対象 /BYOD アクセス

従業員が世界中に分散するようになるにつれて、ユーザーがリモートの場所やデバイスから SaaS アプリケーションにアクセスする機会
も増えました。パロアルトネットワークスでは、シングル サインオンを使用したリバース プロキシ機能をサポートしており、ユーザーを
インラインのセキュリティ ゲートウェイにシームレスに再ルーティングしてポリシーを適用します。この機能を適用すると、インターネッ
ト ブラウザを使用して SaaS アプリケーションにアクセスする、非管理対象デバイスまたは個人デバイスからのアクセスを保護できます。
異常なユーザー アクティビティの検出

盗まれた資格情報や悪意によって、大量のデータがダウンロードされる、または複数のユーザーが短期間のうちに異なる場所からログ
インを試行するといった異常な動作が実行されることがあります。このような異常な活動に対して、是正措置を提案するとともに、アラー
トを生成することができます。
マルウェアの検出と削除

パロアルトネットワークスのマルウェア防御サービス WildFire® と Prisma SaaS を統合することで、高度な脅威防御を実現し、既知のマ
ルウェアを阻止するとともに、未知のマルウェアを識別して阻止できます。この統合により、認可されている SaaS アプリケーションを通
じて脅威が拡散しないようにし、マルウェアの新しい挿入ポイントを排除することができます。この統合を通じて検出された新しいマル
ウェアは、プラットフォームが SaaS アプリケーションに即したものではなくても、Security Operating Platform® 全体で共有されます。
将来に向けて構築

お客様のクラウド導入の進捗状況に関係なく、Prisma は以下の実現に役立ちます。
• クラウド対応のモバイル ワーカー
• クラウドに接続された支店
• ゼロ トラスト クラウド セキュリティ
• クラウドのガバナンスとコンプライアンス
• クラウドのデータ保護
• クラウドの脅威保護
• 安全な DevOps
Prisma で主要なクラウド イニシアチブを確保する方法の詳細については、www.paloaltonetworks.com/prisma を参照してください。
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