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はじめに
主要な IT 企業では、コラボレーションとリアルタイムのコミュニケーション
によって、ビジネスの生産性を向上させることができます。 重要なコミュニケ
ーションにメールやウェブを使用する従業員が多くなると、通信経路を行き来
する情報の機密性は高まり、通信経路を保護する対策を講じない場合、企業は
セキュリティ侵害や法令順守違反などの危険性にさらされます。

多くの IT 企業では、専用のアプライアンスや自社管理型のソフトウェアを導
入して電子コミュニケーションを保護していますが、主に次の 4 つの点で十分
とは言えなくなっています (図 1 参照)。 

1 つ目は、第一世代ソリューションは高価な上、最初にはわからない多額の総所
有コスト (TCO) がかかる点です。 初期費用のソフトウェア ライセンスは手ご
ろに見えても、関連するハードウェアの購入、導入、継続的に発生するメンテ
ナンス費用によって、ソリューションの総所有コストは一気に高額にな 
ります。

2 つ目は、第一世代ソリューションのハードウェアとソフトウェアは柔軟性に
欠け、アップグレード手順が複雑である点です。 ポリシーが更新または変更さ
れるたびに休止時間や待ち時間が発生し、セキュリティと法令順守のリスクが
生じます。 また、セキュリティ ソフトウェアのほかハードウェアやオペレー
ティング システムも定期的に更新、アップグレードする必要があり、企業にと
って予算外の管理費用やカスタムの開発費用だけでなく、望ましくないリスク
も発生します。

lSI Corporation 社では、社内

のソフトウェア べースのソリュ

ーションを使用してメールの通

信経路から不要なトラフィック

を除去してきましたが、メッセ

ージのトラフィック量が急増し

てユーザーの生産性が妨害され

たとき、ソリューションを変更

する必要があることを認識しま

した。 同社は厳正な調査と検討

を経て Google のメッセージ セ

キュリティと法令順守のサービス 

(powered by Postini) を選びまし

た。サービスの利用を開始して

から 3 年半が経った今でもソリ

ューションへの介入は最小限に

とどまっています。
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Challenges in Legacy approach
1. Spam and malware is not blocked at the internet
2. Invest in additional anti-spam and anti-virus appliances for scale and reliability
3. Multiple provisioning and policy management systems
4.  Archiving and e-Discovery is difficult to manage
5. Separate systems for web

Legacy Approach

図 1: 専用のアプライアンスや自社管理型のソフトウェアを使用して電子コミュニケーションを保護することは

費用がかかり、統合性も低いため複数のソリューションを必要とし、ファイアウォール内での管理とサポートが

困難です。
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3 つ目は、第一世代ソリューションは拡張性に乏しいため、企業の成長や一時的
な処理量の急増に合わせてリソースを臨機応変に追加する必要がある点です。

4 つ目は、これらの個々のソリューションは統合されていないことが多いた
め、一貫性のない矛盾した設定やポリシーが原因となって法令順守に関する問
題が生じる点です。 この問題は、単独の通信インターフェースや管理コンソー
ルがないことにより複雑になります。このため、実質的に第一世代ソリューショ
ンはまさに解決しようとしているその問題の一因となっています。

最近になり、高価で柔軟性が低く、使いにくい自社管理型のソフトウェアやハー
ドウェア アプライアンスに代わる手段として、SaaS (Software as a Service) 
型ソリューションが注目されています。 SaaS は従来の自社管理型とは異なり、
1 つのサービス形態としてソフトウェア機能を配信する方式で、業務に欠かせ
ないあらゆる種類のソフトウェアの一般的な代用手段となりつつあります。 実
際、業界アナリスト企業の Gartner Group では、2001 年までに SaaS は従来の
インストール型ソフトウェア アプリケーションの倍以上の速さで成長すると予
想しています。1 

一方で、SaaS モデルのすべての電子コミュニケーション セキュリティと法令順
守のソリューションが同じというわけではなく、オンデマンド型ソリューション
のプロバイダを評価して、独自のビジネス要件に適したソリューションを判断す
るための確固とした基準が IT 企業にとって必要となります。

このドキュメントでは、IT 部門が企業の収益向上に貢献できるよう、オンデマ
ンド型のコミュニケーション セキュリティと法令順守のソリューションについ
て最高情報責任者 (CIO) が注目する必要がある 5 つの主要な要件について 
説明します。

オンデマンド型のコミュニケーション セキュリティ
と法令順守のソリューションの評価方法
コミュニケーション セキュリティと法令順守のオンデマンド型ソリューシ 
ョン プロバイダを評価する場合、主に次の 5 つの点について検討する必要が 
あります。 

1  有効性

コミュニケーション セキュリティと法令順守のソリューションの有効性が高い
ことは、プロバイダを決める上で重要な要素です。 企業は、ソリューションが
変化するニーズに応じて変更でき、引き続き効果的なコミュニケーション セキ
ュリティと法令順守を提供できるものかどうか知る必要があります。 オンデマ
ンド型のベンダーに確認すべき重要な事項は次のとおりです。

• ソリューションは、すべてのコミュニケーション通信経路 (メールやウェブな
ど) でセキュリティと法令順守を有効にするプラットフォーム ベースのアプ
ローチで構築されているか。

• サービスを中断させることなく、新しいサービスやアプリケーションをソリュ
ーションにすばやく容易に追加できるか。

• ベンダーは最新の法規制に対応してソリューションに容易に変更を加えること
ができるか。 

• ベンダーは顧客のリスクを最小限に抑えるため、変化するセキュリティの脅威
に即座に対応し、保護対策を導入することができるか。 

• ベンダーはこれまでに信頼性のある高品質の SaaS サービスを配信し 
ているか。

サンフランシスコを拠点とす

る会計事務所の Harb, levy & 

Weiland llP は、Google のセキ

ュリティとコンプライアンスのサ

ービスを活用して、100 人を超え

る従業員の生産性を向上させて

います。 エンド ユーザーに到

着する前に不要なメールをすべ

てフィルタリングして、従業員

が受信ボックスから迷惑メール

を消去するのに費やす無駄な時

間を最小限に抑えています。 ま

た、Google のメッセージ暗号化

機能 (powered by Postini) を使

用して、電子コミュニケーショ

ンにおいてクライアントの機密

情報のプライバシーを確保して

います。

1 Report Highlight for Dataquest 

Insight: SaaS Demand Set to Outpace 

Enterprise application Software Market 

Growth、Sharon a  Mertz、Gartner, 

Inc、2007年8月17日
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2  柔軟性

オンデマンド型のコミュニケーション セキュリティと法令順守のソリューショ
ンを選ぶ際は、「一律に適用できない可能性」を考慮することが重要です。 企
業は独自の要件に適した管理しやすいソリューションを探す必要があります。
これにより、技術スタッフは企業の収益向上に貢献できる付加価値のある業務
に専念することができます。 ソリューション ベンダーに確認すべき事項は次
のとおりです。

• 同様のポリシー トリガーやポリシー処理はメールやウェブ全体でどのように
管理されているか。 

• 各処理に同じポリシー設定を使用できるか、または固有のプロファイルを作
成する必要があるか。

• 新しいセキュリティの脅威や法規制の要件による緊急のポリシーの変更はど
れくらいすばやく適用されるか。 何分または何時間待つ必要があるか。 

• メッセージ通信を中断させることなく、企業の異なる部署で独自のセキュリ
ティや法令順守の要件を作成することはできるか。

• メッセージの追跡や分析はどの程度詳細に行われるか。

3  導入と使用の容易さ

コミュニケーション セキュリティと法令順守のソリューションの最も重要な機
能の 1 つは、導入と使用が容易であることです。 両方の点においてソリュー
ションが複雑で困難になるほど、安全性は低くなり、企業が引き続き法規制を
順守していける可能性が低くなります。 ソリューションについて確認すべき重
要なポイントは次のとおりです。

• ソリューションを導入して運用するまでにどのくらい時間がかかるか。 

• ソリューションの設定と定期的な調整にどのくらいの作業が必要か。 

• 電子コミュニケーションを処理する場合のソリューションの侵入性はどのく
らいであるか。 ディスクに書き込む (遅延やセキュリティのリスクが生じ
る) 必要はあるか、さらに簡潔なメッセージ処理プロセスはあるか。

• 従業員はセルフ サービス ポータルからのフィルタ調節などの操作を各自で
行うことができるか、または管理者が行う必要があるか。

• データ センターのスペースへのソリューションの影響はどのくらいあるか。

• ソリューションの管理や運営にハードウェアやスタッフを追加する 
必要はあるか。

4  低い総所有コスト

ベンダーによっては、コミュニケーション セキュリティと法令順守のソリュー
ションの初期費用は、全体の費用のほんの一部であるという場合があります。 
企業は、適正評価を行い、初期費用と追加のバックエンド費用の両方を低く抑
えるオンデマンド型ソリューションを選択する必要があります。 ベンダーに確
認すべき事項は次のとおりです。

• ソリューションを導入するのにどのくらい時間がかかるか。

• ソリューションの導入にはどのようなリソースが必要か。 

• 導入プロセスはベンダーが管理するか、または顧客が専門家を用意する 
必要があるか。 

• ソリューションに追加のハードウェア、ソフトウェア、リソースについて資
本投資する必要があるか。

カリフォルニアを拠点とする

廃棄物処理サービスの Norcal 

Waste 社では、中央のプロキ

シ サーバーに接続されている薄

型のクライアント端末を使用し

て、2,100 人の従業員がオンラ

イン アプリケーションにアクセ

スできるようにしています。 自

社管理型のソリューションから 

Google の企業向けウェブ セキュ

リティ (powered by Postini) に

移行した今では、ユーザーの生産

性に影響を与えたり、少人数の 

IT スタッフに管理負担をかける

ことなく、ウェブの脅威からネ

ットワークを保護しています。
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• ソリューションの初期費用はいくらか。 後で発生する費用やバックエンド費
用はあるか。 

• ソリューションによる価値はどのくらい早く企業にもたらされるか。

• ビジネスが成長したり、ニーズが変更した場合、サービスの拡張にかかる費
用はどのくらい予測可能か。

5  拡張性と信頼性

今日の急速に成長するビジネス環境においては、拡張性と信頼性は最も重要で
す。 コミュニケーション セキュリティと法令順守のソリューションは、常に
効果的に機能し、企業に継続的に価値をもたらす必要があります。 SaaS ベン
ダーを選ぶ際に評価すべき主要な基準は次のとおりです。

• ベンダーはビジネスの成長に応じて拡張可能な大域処理を提供しているか。 

• ベンダーは施設を物理的に保護する設備を備えているか。 

• 運用ネットワークの全体構造はどのようになっているか。 バックアップのあ
る単一のサイトまたはクラスタ ベースのサイトであるか。 また、その構造
を選択した理由は何か。 

• システムの整合性とデータのプライバシーはどのように確保されているか。 

• 運用ネットワークは今後の成長に応じてどのように拡張可能であるか。 成長
戦略はあるか。 

• ソリューションによってメッセージの配信にどのような種類の遅延が発 
生するか。 

• 障害回避と冗長性はどのように実現されているか。

コミュニケーション セキュリティと法令順守のオンデマンド型ソリューション
がこれらの 5 つの基準を満たさない場合、サービスを契約してもそれに見合っ
た効果は得られません。。 このようなソリューションは、ビジネスや IT の生
産性や収益の向上にはつながらないからです。

オンデマンド ソリューションとしてセキュリティと
法令順守を管理するプラットフォーム
Google は最も効果的なオンデマンド型ソリューションのプロバイダで、コミュ
ニケーション セキュリティと法令順守のソリューションの 5 つの基準すべて
を満たしています。

1  有効性

Google のセキュリティと法令順守のプラットフォーム (powered by Postini) 
は、今日市場に存在する他のどの電子コミュニケーションのセキュリティと法
令順守のサービスより多くのメッセージ リクエストを日々処理しています。 
このメッセージの量により、Google ではリアルタイムでインターネット上の最
新かつ正確な脅威に関する情報を作成することができ、この情報を Google ネ
ットワークのメッセージの流れに適用して、非常に効果的にネットワークを保
護しています。 たとえば Google で顧客に送信されたメッセージからウィル
スを検出した場合、即時にネットワーク全体にアラートを発し、更新、保護し
て、不正なユーザーを隔離します。 この「ネットワーク効果」により、Google 
では、シグニチャ ファイルを更新する必要があるウィルス対策ソフトウェアや
再設定のダウンタイムが発生するファイアウォールなどの従来の方法より効果
的にウィルス保護を実現しています。

analysts International 社の 

2,500 人を超える従業員は、絶え

ず変化する法規制の要件を踏ま

え、地方政府や州政府に対して

自動車から医療分野まで幅広い

コンサルティング サービスを提

供しています。 同社ではメール

の保護だけでなく、すべてのメ

ールとインスタント メッセージ

のアーカイブに Google のサービ

スを使用しています。 Google の

セキュリティと法令順守のサー

ビスは、効果、コスト、サポー

トのすべての面で満足できるも

のであるため、大人数のユーザ

ーにサポートやサービスを提供

する IT スタッフの負担軽減に役

立てています。
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Google のサービスのプロセスは、すべての通信経路について同じ 4 つのステ
ップで構成されています (図 2 参照)。

メッセージの処理 – 毎日 20 億を超えるメッセージ接続リクエストを受け付け
て、リクエスト元サーバーの信用度と頻度に基づいて処理します。

メッセージ データの分析 – 経験則と常時更新されるアルゴリズムに基づい
て、添付ファイルや圧縮ファイルを含む、疑わしいまたは既知の例外について
コンテンツを評価します。

ポリシーのフレームワーク – コミュニケーションの特徴に基づいて、特定のメ
ッセージに必要な設定を調べ、再調査のためにメッセージを隔離、メッセージ
の配信を拒否、メッセージをアーカイブ、メッセージに暗号化を適用します。

処理 – ポリシーの必須ルールに従って、電子コミュニケーションを転送しま
す。 また、メンテナンス、予定外の停電、自然災害などにより受信サーバーが
使用可能でない場合、コミュニケーションの流れを保留することもできます。

コミュニケーションの流れ全体を通して、メッセージは操作が行われる前にデ
ィスクに書き込まれず (アーカイブする場合を除く)、コミュニケーションがメ
モリにある間にすべての必要なステップが行われます。 

2  柔軟性

Google のセキュリティと法令順守のサービスは、柔軟性があり、あらゆる企業
の独自の要件とニーズを満たします (図 3 参照)。 ウェブ ベースの管理イン
ターフェースにより、変化するビジネスの状況と法規制の要件を満たすことが
できます。 変更はリアルタイムで更新、反映され、セキュリティと法令順守の
リスクを低減します。 ポリシーは組織全体のすべての通信経路で一元的に適用
され、一貫性のあるセキュリティと法令順守を実現できます。

コミュニケーション セキュリティと法令順守のソリューションの管理を容易に
するもう 1 つの主要な機能は、ポリシー制御の精度と柔軟性です。 つまり、
配信されるメッセージにどのくらい詳細に個別のルールを適用できるかという
ことです。 Google のセキュリティと法令順守のサービスでは、ユーザー、役
割、グループ、部署、ビジネス ユニット、組織レベルごとにポリシーを定義す
ることができ、非常に詳細かつ柔軟な設定が可能です。 このプラットフォーム
により、企業は独自の詳細なルール セットをリアルタイムで変更できます。

カナダを拠点とする付加価値再販

業者の Dazzl 社は、社内のメー

ル ホスティング サービスと配

信サービスが迷惑メールの激増

によって管理不能に陥ったとき、

Google のサービスの利用を開始

しました。 増大する容量を確

保するためのハードウェアの出

費や稼働時間や配信の遅れを心

配する必要がなくなったため、

Google のセキュリティを導入し

た直後に生産性が急上昇しまし

た。従業員はメールのセキュリテ

ィ ソリューションの管理ではな

く、顧客のサービスに専念して

収益の向上に貢献できるように

なったのです。

図 2: Google の SaaS プラットフォームは、効率的なコミュニケーション セキュリティと法令順守のサービス

を提供します。
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3  導入と使用の容易さ

プラットフォーム ベースのコミュニケーション セキュリティと法令順守のオ
ンデマンド型ソリューションでは、プラットフォームを簡単に導入、使用でき
ます。 特許を取得したリアルタイムの処理技術により、障害やセキュリティ上
の欠陥を生み出すことになるディスクへの書き込みを行うことなく、メッセー
ジ コンテンツと添付ファイルをシームレスに評価し、脅威に関する情報、経験
則、接続情報、ビジネス上のポリシーの独自の組み合わせに基づいて、セキュ
リティと法令順守の処理を割り当てます。 

また、Google 独自のリアルタイム アプローチでは、処理の遅延によって有効
なメッセージの配信が遅れたり、メッセージが失われるということはありませ
ん。 ユーザーはシームレスなプラットフォームを利用でき、セキュリティ基準
を満たすメッセージはプラットフォームを「通過」して遅延なく即座に配信さ
れます。 不正行為や迷惑メール行為が見られる IP アドレスからの接続は拒否
され、迷惑メール、フィッシング、有害なウィルスなどを含むメッセージはブ
ロックされます。 Google では疑わしいメッセージを隔離して、ユーザーの確
認用に保留しています。

4  低い総所有コスト

Google のプラットフォームを使用すると、何週間や何ヶ月も待つ必要はなく、
数時間または数日以内にセキュリティと法令順守のソリューションを導入する
ことができます。 ハードウェアの選択や購入、ソフトウェアの導入を必要とし
ないため、既存のシステムとの統合や、ソリューションを導入、管理する優秀
な技術チームへの多額の投資について心配する必要がありません。 Google の
コミュニケーション セキュリティと法令順守のオンデマンド型ソリューション
に必要な運用コスト、資本コスト、IT 諸経費は低く、Postini のプラットフォ
ームに投資する価値をすぐに認識することができます (図 4 参照)。
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図 3: Google のオンデマンド型ソリューションは、企業のファイアウォールを通り抜ける前に不要なインター
ネット トラフィックを阻止します。
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5  拡張性と信頼性

効果的かつ確実にコミュニケーションを処理する 14 のデータ センターを擁す
るグローバルな基盤上に構築されたサービス ネットワークでは、拡張性の高い
運用を可能にし、予期しないシステム上の問題や脅威を 24 時間体制で監視し
ています。 このようにグローバルな基盤を持つサービス ネットワークでは、
成長要件やネットワーク トラフィックの急増に応じて追加の処理容量を確保で
きるため、ネットワークの混雑や接続数の制限により顧客のビジネス生産性に
影響が生じることはありません。

このネットワークは、拡張性に優れているだけでなく信頼性も高いため、災
害の場合には自動フェイルオーバーが直ちに実行され、メールの処理について 
99 999 % のサービス レベルを保証しています。 ネットワークの信頼性は、業
界のベスト プラクティスに忠実なものであると第三者機関により実証されてい
ます。 また、ネットワーク運営スタッフは企業の各データ センターに厳格な 
SaS 70 Type II 監査を毎年実施しています。 Google のセキュリティと法令順

守のサービスは、SaS 70 ガイドラインの厳格な基準を満たしていることを示す 
WebTrust シールを獲得した現在のところ唯一のオンデマンド型ソリュー 
ションです。

まとめ
コミュニケーション セキュリティと法令順守のオンデマンド型サービスはどれ
も同じではありません。 事実、多くのサービスは、電子コミュニケーションの
セキュリティと法令順守は確保しながらも、顧客のビジネスと IT ユーザーの
生産性を向上させる 5 つの重要な基準からは程遠いものです。 

Google のメッセージ セキュリティと法令順守のサービスは、コミュニケーシ
ョン セキュリティと法令順守のオンデマンド型ソリューションの 5 つの基準
を満たしています。 使いやすさ、柔軟性の高い管理機能、高い効果、低い総所
有コスト、優れた拡張性と信頼性により、企業のビジネスと IT の生産性を高
め、収益を向上させるお手伝いをします。
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図 4: Google のサービスは低価格で導入しやすく、拡張性、サポート、性能に優れています。


