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機能グリッド
情報保護機能に関するこのグリッドを使用して、データ保護の戦略を計画します。

機能は、保護シナリオ (行) で分類されています。右に行くほど、より多くのコントロ 

ールと保護が機能によって提供されるようになります。

Office 365 
の情報保護
企業資産を保護するエンタープライズ組

織向けの機能

ユーザーを支援し、企業資産を保護しながら共同作
業を有効にする
Microsoft は、企業資産を保護する最も包括的な機能のセットを提供します。このモデルは、組織が導入する機能を 

計画する際に、系統的なアプローチを行うのに役立ちます。

多くの組織はレベルでデータの機密性を分類する

まだ標準を定義していない組織の場合、3 レベルから始めるのが適当です。

例

レベル 1 レベル 2

データは暗号化され、認証された

ユーザーのみが使用できる

Office 365 サービスで保存されるデータに対 

しては、このレベルの保護が既定で提供されま

す。サービス内での保存時およびサービスとクラ

イアントデバイス間の転送中に、データは暗号

化されます。組織によっては、このレベルの保護

は最低限の基準を満たします。

広範に適用される追加のデータ

およびユーザー情報の保護

多要素認証 (MFA)、モバイル デバイス管理、 

Exchange Online Advanced Threat 

Protection などの機能は、保護を強化し、 

デバイス、アカウント、データの保護の最低基

準を大幅に高めます。多くの組織は、最低

基準を満たすためにこれらの機能が 1 つ以 

上必要です。

レベル 3

特定のデータ 

セットに適用する高度な保護

Office 365 全体で Azure Rights 

Management (RM) やデータ損失防止 

(DLP) などの機能を使用して、機密データを 

保護するアクセス許可や他のポリシーを適用

できます。

最も強力な保護と分離

Office 365 用のカスタマー ロックボックス、 

Office 365 

の電子情報開示機能、Office 365 

とやり取りするパートナーソリューション用 の 

SQL Server Always Encrypted などの 

機能で、最高レベルの保護を実現できま

す。ポリシーおよび規定された構成を遵守す

るには、監査機能を使用します。最高レベ

ルの保護を必要としない組織もあります。
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保護するアクセス許可や他のポリシーを適用

できます。

最も強力な保護と分離

Office 365 用のカスタマー ロックボックス、 

Office 365 

の電子情報開示機能、Office 365 
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す。ポリシーおよび規定された構成を遵守す

るには、監査機能を使用します。最高レベ

ルの保護を必要としない組織もあります。

情報保護の優先

順位を設定する
A

情報保護の最初の手順は、保護の対象を特定することです。保存されている場所がどこであっ

ても、最も重要なデータ資産を特定、保護、監視することができるよう、明快かつ単純で明確に

伝わるガイドラインを作成します。 

組織の最低基

準を設定する
B

組織のデータ資産にアクセスするデバイスとアカウントに対する最低限の標準を設定します。これには、

デバイス構成の準拠、デバイスのワイプ、エンタープライズ データ保護機能、ユーザー認証の強度、およ 

びユーザー ID が含まれることがあります。 

機密データを探

して保護する
C

機密性の高い資産を特定して分類します。セキュリティコントロールを自動的に適用する 

テクノロジとプロセスを定義します。 

高価値資産 (HVA) 

を保護する
D

組織のミッションや収益性に大きな影響を与える資産に最も強力な保護を設定します。HVA 

のライフサイクルおよびセキュリティの依存関係に関する厳密な分析を実行し、適切なセキュリティ 

コントロールと条件を設定します。 

アクティブな ID の数を減らし、ライセンス 

コストと ID 攻撃対象領域を削減します。 

定期的に非アクティブなユーザーを調べて、

アクティブではないアカウントを無効にします

。たとえば、過去 30 日間以上アクセスさ 

れていない Exchange Online メールボック 

スを特定し、Azure Active Directory でこ 

れらのアカウントを無効にします。

 
Exchange Online の非アクテ ィブなメール 

ボックスを管理する

Exchange Online の非アクテ ィブなメール 

ボックスを管理する

ブログ: Office 365 – いなくな 

るユーザーの処理方法 

ブログ: Office 365 – いなくな 

るユーザーの処理方法 

非アクティブな Azure Active Directory 

の ID を無効にする

パスワード管理を展開して、ユーザーを教育

します。Azure Active Directory 

Premium 

のパスワード管理には、オンプレミスの書き

戻しが含まれます。

Azure Active Directory でセルフサー 

ビスのパスワードのリセットを有効にする

ユーザーが Azure AD パスワードをリセットで 

きるようにする

ユーザーが Azure AD パスワードをリセットで 

きるようにする

多要素認証 (MFA) を使用して、ユーザー 

のサインインとトランザクションにセキュリティ

の第 2 層を追加します。

多要素認証 (MFA) を構成する

Multi-Factor Authentication のドキュメントMulti-Factor Authentication のドキュメント

MFA 機能の比較: Office 365 と 

Azure AD Premium 

MFA 機能の比較: Office 365 と 

Azure AD Premium 

管理された準拠するデバイスからのみ社内

の電子メールやドキュメントへのアクセスを許

可するには、Office 365 のモバイル デバイ 

ス管理 (MDM) 機能を使用します。個人 

データに影響を与えずに、デバイスから企業

データをワイプします。基本的な条件付きの

アクセス制御が、Exchange Online と 

SharePoint Online に適用されます。

Office 365 の MDM 機能を使用して、 

モバイル デバイス上のデータを保護する

Office 365 でモバイル デバイスを管理するOffice 365 でモバイル デバイスを管理する

Office 365 

に対する構成可能な条件付き アクセス 

ポリシーを Exchange Online、 

SharePoint Online、OneDrive for 

Business、Skype for Business 

に適用し、デバイスポリシーの遵守を保証し

ます。証明書、Wi-Fi、VPN、 

電子メールプロファイルで 

安全なアクセスを構成します。

Intune を使用して、モバイル デバイス、 

デスクトップコンピューター、アプリケー 

ションのデータを保護する

Microsoft Intune の概要Microsoft Intune の概要

Passport for Work 

を使用して、パスワード を使わずに ID 

を認証します。Passport は、秘密/

公開鍵による認証または証明

書ベースの認証を提供できます。

Microsoft Passport 

for Work を有効にする

Microsoft Passport を使用して ID の検証 

を管理する

Microsoft Passport を使用して ID の検証 

を管理する

パスワードを使わずに Microsoft Passport 

で ID を認証する

パスワードを使わずに Microsoft Passport 

で ID を認証する

多くの SaaS アプリケーションがあらかじめ 

Azure Active Directory に統合されてい 

ます。これらのアプリでシングルサインオンを 

使用するように環境を構成します。

Office 365 のプランには、ユーザーごとに最 

大 10 個の SaaS アプリが含まれます。 

Azure Active Directory Premium は無 

制限です。

環境内の他の SaaS アプリに対す 

るシングル サインオンを構成する

Azure Active Directory のお気に入りの 

SaaS クラウド アプリケーションを、シングル 

サインオンと簡単なユーザー アカウント管理 

に対応するように構成する

Azure Active Directory のお気に入りの 

SaaS クラウド アプリケーションを、シングル 

サインオンと簡単なユーザー アカウント管理 

に対応するように構成する

ユーザーのログインのコンテキストを評価する

アクセス 

ポリシーを作成し、ユーザーがアクセスできる

アプリケーションについてリアルタイムで決定

します。たとえば、アプリケーションごとに多

要素認証を要求したり、ユーザーが業務中

ではないときにのみ要求したりできます。ま

たは、ユーザーが業務中ではないときは特

定のアプリケーションへのアクセスをブロック

することもできます。

Azure AD の条件付きアクセスを構成し 

て、アプリケーションにアクセスするためのル 

ールを構成する

条件付きアクセスの使用条件付きアクセスの使用

ここから開始 より多くのコントロールと保護
右に行くほど機能によって提供されるコントロールと保護が増えます。

プロダクト キー  

Office 365 Enterprise E5 

プランまたは単体のアドオン

Office 365 Enterprise 

E3 プラン

すべての Office 365 

Enterprise プラン

Office アプリケーション (Access、Excel、 

OneNote、PowerPoint、Project、Word) 

使用時のデータの暗号化方法を制御

します。

Office の暗号化の設定を構成する

Office 365 での暗号化Office 365 での暗号化

暗号化、ID、承認のポリシーを適用します

。ユーザーがポリシーを適用しやすいようにテ

ンプレートを構成します。

Office 365 で Azure Rights 

Management (RM) を使用して、承認 

されていないアクセスからデータを保護する

Azure Rights ManagementAzure Rights Management

Office 365 管理センターで Rights 

Management (RMS) をアクティブにする

Office 365 管理センターで Rights 

Management (RMS) をアクティブにする

ブログ: Rights Management を使用し 

て高信頼性の共同作業を行う

ブログ: Rights Management を使用し 

て高信頼性の共同作業を行う

ドキュメントの所有者は、Web を通じて、 

ファイルを開いた受信者、アクセスを拒否さ

れた権限のないユーザー、ファイルの最新の

状態などのアクティビティを追跡できます。

また、ファイルがアクセスされた地理的な場

所を見たり、共有ファイルへのアクセスを取

り消すこともできます。 

RMS 共有アプリケーションを使用して機 

密ドキュメントの保護をユーザーに教育する

RMS 共有アプリケーションを使用してドキュ 

メントを追跡および取り消す

RMS 共有アプリケーションを使用してドキュ 

メントを追跡および取り消す

ブログ: Azure RMS のドキュメント追跡 

へようこそ

ブログ: Azure RMS のドキュメント追跡 

へようこそ

ポリシーを適用し、ユーザーの準拠を分析しま

す。組み込みのテンプレートとカスタマイズ可

能なポリシーを使用します。ポリシーには、作

成するトランスポート ルール、アクション、 

例外が含まれます。ポリシーに違反しようとし

ていることをメールの送信者に通知します。

Word、Excel、PowerPoint 2016 

アプリケーシ ョンに自動的に適用される、 

SharePoint Online および OneDrive for 

Business 用のポリシーを設定します。 

Office 365 のサービスとアプリケーショ 

ンにデータ損失防止 (DLP) を構成する

データ損失防止ポリシーの概要データ損失防止ポリシーの概要

Exchange Online でのデータ損失防止Exchange Online でのデータ損失防止

添付ファイルの処理方法を決定するポリシ

ーを設定します。たとえば、パブリック ネット 

ワークからのドキュメントへのアクセスを制限

します。または、モバイル デバイスへの添付 

ファイルの同期をブロックします。 

Outlook Web App で電子メー 

ルの添付ファイルの処理を制御する

Exchange Online 

でのパブリック添 付ファイルの処理

Exchange Online 

でのパブリック添 付ファイルの処理

悪意のあるリンク、安全でない添付ファイ

ル、マルウェア キャンペーンなどの高度な脅 

威から環境を保護します。レポート機能と 

URL トレース機能で詳細な情報を取得し 

ます。組織の目標の設定を構成します。 

組織に Exchange Online Advanced 

Threat Protection を追加する

Exchange Online Advanced Threat 

Protection (機能)

Exchange Online Advanced Threat 

Protection (機能)

サービスの説明 (TechNet)サービスの説明 (TechNet)

しくみ (TechNet)しくみ (TechNet)

管理者専用の管理アカウントを使用しま

す。名前付け規則を使用して検出可能に

します。

この目的のために強化されたワークステーシ

ョンを使用して、管理用の ID と資格情報 

を保護します。

専用の管理ワークステーションとアカウントを

使用してクラウド サービスを管理する

特権アクセスをセキュリティで保護する特権アクセスをセキュリティで保護する

定められたアプローチを使用して、特権アク

セスをセキュリティで保護します。サイバー攻

撃者は、これらのアカウントおよび特権アク

セスの他の要素を対象に、Pass-the-

Hash や Pass-the-Ticket 

などの資格情報窃盗 攻撃を使用して、 

目的のデータやシステムにすばやくアクセスし

ます。

特権アクセスをセキュリティで保護する

特権アクセスをセキュリティで保護する特権アクセスをセキュリティで保護する

組織のポリシーに対して Office 365 テナン 

トの構成を検証します。重要な設定の不

正な変更を定期的に監視します。

テナントの管理コントロールおよび Office 

365 テナントのデータへの幅広いアクセスを 

許可するコントロールに最初に注目します。

セキュリティ構成を検証および監視する

フェデレーション認証で問題が発生した場

合、フェデレーションアクセスが不可能なシ 

ナリオで使用できるオンライン管理者アカウ

ントを作成します。

純粋なオンライン管理アカウントを作成する

異なる機能を持つ複数の管理者を指定し

ます。これにより権限を分散させ、1 人の管 

理者が必要以上に大きいアクセス権を持

たないようにします。 

役割により管理者の職務を分離する — 

SharePoint Online、Exchange 

Online、Skype for Business Online

Office 365 で管理者ロールを割り当てるOffice 365 で管理者ロールを割り当てる

特権 ID と、Azure AD のリソースおよび 

Office 365 や Microsoft Intune などの 

他の Microsoft サービスのリソースに対す 

るそのアクセスを管理、制御、監視します。

特権アクションのための必要に応じた昇格

を実装します。

Azure AD Privileged Identity 

Management を使用して特権 

ID を管理および監視する

Azure AD Privileged Identity 

Management

Azure AD Privileged Identity 

Management

予期しない動作の原因の追跡、悪意のあ

る管理者の特定、リークの調査、準拠の要

件に適合していることの確認を行います。

Office 365 

管理者の監査ログを確認する

管理者監査ログを表示する管理者監査ログを表示する

予期しない動作の原因になった管理アクシ

ョンに使用されたアカウント、またはコンプライ

アンス要件が満たされていることを確認する

ために使用されたアカウントを確認します。 

Exchange Online の監査機能を使 

用して管理者の監査ログを検索する

Exchange 監査レポートExchange 監査レポート

カスタマー ロックボックスでは、サービス 

エンジニアが SharePoint Online、 

OneDrive for Business、または 

Exchange Online 

の情報にアクセスするには、その前 

に管理者による承認が必要です。

それにより、コンテンツへのアクセスを明示的

に制御できます。まれに、問題の解決に 

Microsoft のサポートが必要な場合は、 

カスタマーロッ クボックスを使用してエンジ

ニアがデータにアクセスできるかどうか、および

その期間を制御できます。

Office 365 にカスタマーロックボック 

スを使用して、サービスエンジニアの 

作業に承認を必須とする

Office 365 カスタマー ロックボックス要求Office 365 カスタマー ロックボックス要求

アクセスを簡素

化して保護する
1

共同作業を可能

にしてリークを防ぐ
2

外部の脅威を防

止する
3

コンプライアンスを

維持する
4

管理者のアクセ

スを保護する
5

サービスの機能とデータの秘密度レベルの対応

一部の情報保護機能は広範に適用され、すべてのデータを保護するため、

より高い最低基準の設定に使用できます。他の機能は、特定のデータ 

セットを対象に、機密性の高いデータと HVA を保護できます。

2016 年 9 月

アカウントのすべてのアクションを監査し、Az

ure AD レポートを使用して不正行為の可 

能性を特定します。Azure AD の監査イベ 

ントを使用して、特権アクションを特定しま

す。セキュリティ監査フィードを使用して、監

視を自動化します。Office 365 

には、基本 的なレポート、Azure Active 

Directory Premium 

には、高度なレポートが含まれて います。

Azure AD のアクセス レポートと使用状 

況レポートおよび監査イベントを使用する

アクセスおよび使用状況レポートの表示アクセスおよび使用状況レポートの表示

Azure Active Directory 監査レポート 

のイベント

Azure Active Directory 監査レポート 

のイベント

管理者、ユーザー、アプリケーション、および

外部ユーザーのアクセスを監査します。メー

ルボックスにアクセスしたユーザーとユーザーが

行ったことを特定します。所有者以外のメー

ルボックス アクセスおよび特権管理者の変 

更を検出し、構成の変更を定期的に確認

します。

Exchange Online 

の監査機能を使用する

Exchange 監査レポートExchange 監査レポート

RMS を使用してデータを保護するときにフ 

ォレンジック分析のための情報の確実な情

報源として RMS ログを使用します。たとえ 

ば、同じ期間内に 2 つの異なる地理的な 

場所からのデータアクセスにアカウントが使 

用されたかどうかを特定します。または、予

期しない時点での RM で保護されたデータ 

の使用のスパイクを検出します。

Azure RMS ログを監査してリークや 

アカウント窃盗の可能性を判断する

Azure Rights Management サービスの使 

用状況をログに記録して分析する

Azure Rights Management サービスの使 

用状況をログに記録して分析する

Device Guard は、エンタープライズ関連の 

ハードウェア セキュリティ機能とソフトウェアセ 

キュリティ機能の組み合わせであり、併せて

構成すると、信頼できるアプリケーションだけ

を実行できるようにデバイスをロックダウンし

ます。Device Guard は、 

管理者特権で実 

行するユーザーまたはマルウェアによる改ざん

を防止します。

Windows 10 Enterprise で信頼できる 

ソフトウェアのみが実行されるようにする

Device Guard の概要 (TechNet)Device Guard の概要 (TechNet)

ブログ: Windows 10 Device Guard とはブログ: Windows 10 Device Guard とは

Azure AD Connect ツールを Office 365 

と共に使用して、オンプレミスの ID インフラ 

ストラクチャを監視し、詳細な情報を取得

します。

Azure AD Connect Health を実装する 

クラウド内のオンプレミスの ID インフラストラ 

クチャと同期サービスの監視

クラウド内のオンプレミスの ID インフラストラ 

クチャと同期サービスの監視

ユーザーとデバイスの不審なアクションを特

定します。組織のセキュリティグラフを作成 

し、ほぼリアルタイムで高度な攻撃を検出

します。

オンプレミスに Advanced Threat 

Analytics (ATA) を実装 

してネットワークを監視する

Microsoft Advanced Threat 

Analytics (TechNet)

Microsoft Advanced Threat 

Analytics (TechNet)

ブログ: Microsoft Advanced Threat 

Analytics

ブログ: Microsoft Advanced Threat 

Analytics

最新の修正プログラムとソフトウェア更新プ

ログラムが迅速にインストールされるようにし

て、管理対象コンピューターの安全を維持し

ます。

Intune を使用してクライアント 

ソフトウェアを最新の状態に保つ

Microsoft Intune でソフトウェア更新プロ 

グラムを使用して Windows PC を最新の 

状態に保つ

Microsoft Intune でソフトウェア更新プロ 

グラムを使用して Windows PC を最新の 

状態に保つ

異常なアクティビティや不審なアクティビティ

について警告するポリシーを設定します。管

理者は、通知から直接アカウントを無効に

したり、自動的にアカウントを無効にするよ

うに通知を構成したりできます。組み込み

の通知は、ユーザーのアクティビティをスキャ

ンし、サインインの失敗、管理者のアクティ

ビティ、非アクティブなアカウントなど、70 

以上の異なるインジケーターに対するリスク

を評価します。 

Office 365 Advanced Security 

Management の使用を始める

Office 365 の Advanced Security 

Management の概要

Office 365 の Advanced Security 

Management の概要

ブログとビデオブログとビデオ

モバイル デバイスがモバイルデバイス管理に 
登録されているかどうかに関係なく、デバイ
スのアプリケーションを管理します。LOB アプ 
リなどのアプリを展開します。コピー、切り取
り、貼り付け、名前を付けて保存などの操
作を、Intune によって管理されるアプリのみ 
に制限します。Intune Managed Browser 
アプリを使用して、セキュリティで保護された 
Web 閲覧を可能にします。  PIN および暗 
号化の必要性、オフライン アクセス時間、 
他のポリシー設定を適用します。 

Intune を使用してモバイルデバイ 

ス上のアプリケーションを管理する

Microsoft Intune コンソールでモバイルアプ 

リケーション管理ポリシーを構成して展開する

Microsoft Intune コンソールでモバイルアプ 

リケーション管理ポリシーを構成して展開する

デバイスの正常性構成に基づいてリソースを

セキュリティで保護するためにアクセス許可

または拒否するように MDM 

製品を構成し ます。 

正常性構成サービスは、Microsoft 

が運用する信頼できるクラウド サービスであ 

り、デバイスで有効になっているセキュリティ

機能を報告します。  

Windows 10 デバイスでデバイ 

ス正常性構成機能を使用する

Windows 10 ベースのデバイスの正常性を 

管理する

Windows 10 ベースのデバイスの正常性を 

管理する

デバイスの正常性構成に基づいてリソースを

セキュリティで保護するためにアクセス許可

または拒否するように MDM 

製品を構成し ます。 

正常性構成サービスは、Microsoft 

が運用する信頼できるクラウド サービスであ 

り、デバイスで有効になっているセキュリティ

機能を報告します。  

Windows 10 デバイスでデバイ 

ス正常性構成機能を使用する

Windows 10 ベースのデバイスの正常性を 

管理する

Windows 10Windows 10

Enterprise Mobility + Security 

(EMS)

 Azure AD Premium

 Intune

 Azure Rights Management

Enterprise Mobility + Security 

(EMS)

 Azure AD Premium

 Intune

 Azure Rights Management

Intune アプリケーション パートナーIntune アプリケーション パートナー

このツールを使用して、モバイルアプリケーシ

ョン管理ポリシーでモバイルデバイス上の個

人アプリケーションを管理します。 

Intune アプリ ラッピング ツールを 

使用して、基幹業務アプリケーシ

ョンにポリシーを適用する

Microsoft Intune コンソールでモバイル 

アプリケーション管理ポリシーを構成して展

開する

Microsoft Intune コンソールでモバイル 

アプリケーション管理ポリシーを構成して展

開する

ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) 

に格納されているキーを使用して、キーとパス

ワードを暗号化します。キーが HSM 

境界内 に収まるように、FIPS 140-2 Level 

2 標準 で検証されたキーを HSM 

にインポートまた は生成します。Microsoft 

がキーを見たり抽 

出したりすることはありません。キーの使用を

監視および監査します。オンプレミスのワー

クロードとクラウドでホストされたワークロード

の両方に、Azure Key Vault 

を使用します。

Office 365 と対話する基幹業務ソリュ 

ーションに Azure Key Vault を使用する

Azure Key VaultAzure Key Vault

Azure SQL Database または SQL Server 

データベースに格納されているクレジットカード

番号や ID 番号などの機密データを保護しま 

す。クライアントはクライアントアプリケーション 

内で機密データを暗号化し、暗号化キーをデ

ータベース エンジン (SQL Database または 

SQL Server) に開示することはありません。 

これにより、データを所有する (そしてデータを 

表示できる) ユーザーと、データを管理する 

(ただしアクセスできない) ユーザーを分離し 

ます。 

Azure SQL Database または SQL Server 

データベースに格納されているクレジットカード

番号や ID 番号などの機密データを保護しま 

す。クライアントはクライアントアプリケーション 

内で機密データを暗号化し、暗号化キーをデ

ータベース エンジン (SQL Database または 

SQL Server) に開示することはありません。 

これにより、データを所有する (そしてデータを 

表示できる) ユーザーと、データを管理する 

(ただしアクセスできない) ユーザーを分離し 

ます。 

SQL データベースを使用するパートナーソリ 

ューションに SQL Server Always 

Encrypted を使用する

Always Encrypted (データベース エンジン)Always Encrypted (データベース エンジン)

ブログ: SQL Server 2016 に含まれる、 

データを安全に保つ新しい高度な機能

ブログ: SQL Server 2016 に含まれる、 

データを安全に保つ新しい高度な機能

SharePoint、OneDrive for Business、 

Skype for Business での共有を監視また 

は制限します。パートナーとの外部共有ポリ

シーを設定します。

Office 365 での外部共 

有を監視および管理する

SharePoint Online 

環境の外部共有を管理する

SharePoint Online 

環境の外部共有を管理する

企業ポリシー、政府規制、または法的要

件への準拠に必要なメッセージを保持し、

法的価値またはビジネス上の価値を持た

なくなったコンテンツを削除します。

Exchange Online でメッセージング レコード 

管理 (MRM) を使用して、電子メールのライ 

フサイクルを管理し、法的リスクを軽減する

メッセージング レコード管理メッセージング レコード管理

コンプライアンス担当者は、サイトまたはドキ

ュメントの保持、有効期限、終了、削除を

定義するポリシーを適用できます。

SharePoint および OneDrive でサイトとド 

キュメントに対する保持ポリシーを使用する

Office 365 コンプライアンス 

センターでの保持

Office 365 コンプライアンス 

センターでの保持

暗号化を要求し、メッセージにデジタル署名

し、転送を監視または制限します。パートナ

ー組織またはサービスプロバイダーと交換する

メッセージに対して制限を適用するためのパ

ートナーコネクタを作成します。

Exchange Online でセキュリティ制 

限を適用してメッセージを保護する 

Office 365 での暗号化Office 365 での暗号化

パートナー組織とのセキュリティで保護され

たメール フロー用のコネクタを設定する

パートナー組織とのセキュリティで保護され

たメール フロー用のコネクタを設定する

Set-RemoteDomainSet-RemoteDomain

電子メール、ドキュメント、メッセージ、その他

の種類のコンテンツを特定、保持、検索、

分析、およびエクスポートして、調査を行い、

法的義務を満たします。

Office 365 で電子情報開示を実施する

Office 365 コンプライアンス 

センターにおけるコンプライアンス検索

Office 365 コンプライアンス 

センターにおけるコンプライアンス検索

アドバンスト eDiscovery のテキスト分析、 

機械学習、および妥当性/予測コーディング 

の機能を適用することにより、検出されたデ

ータの分析を実行します。これらの機能によ

り、組織は特定のケースに関連する可能性

が最も高い項目のデータ セットを迅速に削 

減できます。  

アドバンスト eDiscovery を使用してドキ 

ュメントのレビュー プロセスを高速化する

Office 365 アドバンスト eDiscoveryOffice 365 アドバンスト eDiscovery

メールボックス、SharePoint Online サイト、 

および OneDrive for Business 

でリークした データを検索し、削除します。 

Office 365 のデータ漏出機能を使用する

Office 365 の電子情報開示Office 365 の電子情報開示

Office 365 セキュリティ/コンプライアンスセ 

ンターを使用して統合監査ログを検索し、

Office 365 組織でのユーザーと管理者のア 

クティビティを確認します。

法令遵守のために Office 365 での 

ユーザーと管理者の操作を監査する

Office 365 のセキュリティセンターとコンプ 

ライアンス センターで監査ログを検索する

Office 365 のセキュリティセンターとコンプ 

ライアンス センターで監査ログを検索する

従業員が退職して組織を離れた後で電子

メールを保存します。関連する Office 365 

のユーザーアカウントが削除される前にメール

ボックスが訴訟ホールドまたはインプレース保

持の対象となった場合、メールボックスは非

アクティブになります。非アクティブなメールボ

ックスのコンテンツは、非アクティブになる前

にメールボックスに設定された保持の期間

中、保持されます。

Exchange Online の非アクテ 

ィブなメールボックスを保持する

Exchange Online の非アクティブなメール 

ボックスを管理する

Exchange Online の非アクティブなメール 

ボックスを管理する

RMS の機能の比較RMS の機能の比較

          テスト ラボ環境

Office 365 Enterprise E5、EMS、Azure 

試用版の各サブスクリプションを使用して、

独自の開発/テスト環境を作成できます。

これらの環境でテストできる機能については、グリッドのテス

ト ラボ ガイド (TLG) アイコンを参照してください。 

現在のセットは次のとおりです。

エンタープライズの構成をシミュレートするための、

Azure IaaS の簡略化されたイントラネット

エンタープライズの構成をシミュレートするための、

Azure IaaS の簡略化されたイントラネット

iOS デバイスと Android デバイスを Office 365 

と EMS 開発/テスト環境に登録する

iOS デバイスと Android デバイスを Office 365 

と EMS 開発/テスト環境に登録する

これらのデバイスをリモートで登録して管理するこれらのデバイスをリモートで登録して管理する

iOS デバイスと Android デバイスを Office 365 

と EMS 開発/テスト環境に登録する

これらのデバイスをリモートで登録して管理する

Office 365 と EMS 開発/テスト環境の 

MAM ポリシー

Office 365 と EMS 開発/テスト環境の 

MAM ポリシー
iOS デバイスと Android デバイス用の MAM 

ポリシーを作成する

iOS デバイスと Android デバイス用の MAM 

ポリシーを作成する

Office 365 と EMS 開発/テスト環境の 

MAM ポリシー
iOS デバイスと Android デバイス用の MAM 

ポリシーを作成する

Office 365 と EMS の開発/テスト環境Office 365 と EMS の開発/テスト環境

EMS 試用版サブスクリプションを Office 365 

試用版環境に追加する

EMS 試用版サブスクリプションを Office 365 

試用版環境に追加する

Office 365 と EMS の開発/テスト環境

EMS 試用版サブスクリプションを Office 365 

試用版環境に追加する

Office 365 開発/テスト環境の Advanced 

Threat Protection

Office 365 開発/テスト環境の Advanced 

Threat Protection
電子メールをマルウェアから保護する電子メールをマルウェアから保護する

Office 365 開発/テスト環境の Advanced 

Threat Protection
電子メールをマルウェアから保護する

Office 365 開発/テスト環境の Advanced 

Security Management

Office 365 開発/テスト環境の Advanced 

Security Management
ポリシーを作成し、環境を監視するポリシーを作成し、環境を監視する

Office 365 開発/テスト環境の Advanced 

Security Management
ポリシーを作成し、環境を監視する

Office 365 開発/テスト環境の DirSyncOffice 365 開発/テスト環境の DirSync

Azure AD Connect をインストールして構成するAzure AD Connect をインストールして構成する

Office 365 開発/テスト環境の DirSync

Azure AD Connect をインストールして構成する

Office 365 開発/テスト環境Office 365 開発/テスト環境
Office 365 E5 試用版サブスクリプションを作成するOffice 365 E5 試用版サブスクリプションを作成する

Office 365 開発/テスト環境
Office 365 E5 試用版サブスクリプションを作成する

基本構成開発/テスト環境基本構成開発/テスト環境基本構成開発/テスト環境

Office 365 の開発/テスト環境のアドバンスト 

eDiscovery

Office 365 の開発/テスト環境のアドバンスト 

eDiscovery
データ例を追加し、これらの機能をデモンストレーションするデータ例を追加し、これらの機能をデモンストレーションする

Office 365 の開発/テスト環境のアドバンスト 

eDiscovery
データ例を追加し、これらの機能をデモンストレーションする
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