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ネットワークを熟知した
アナリストによる分析

セキュリティ
オペレーションセンター（NetOne-SOC）

Security Service

日常の運用も、人材の育成も。
日々高度化するサイバー攻撃に対応するには、各種セキュリティ製品の導入だけでなく、
脅威の迅速な検出・対処が非常に重要です。
ネットワンシステムズでは、セキュリティ運用支援やセキュリティ人材育成にも注力しています。

高度なセキュリティ分析基盤を利用した脅威分析、専任セキュリティアナリストによる
24時間365日リアルタイム監視体制で、サイバー攻撃への迅速な対処を実現します。

ネットワークアカデミー
サイバー攻撃が進化・巧妙化している現在、エンジニアには今まで以上に高度なセキュリティ
知識が求められています。ネットワークアカデミーでは、座学と実機演習による多彩なコースを
取り揃え、お客様のエンジニア育成を支援しています。

運用支援

教育支援
サイバーセキュリティからフィジカルセキュリティまで、
ICT基盤全体を守るトータルセキュリティソリューション。

アナリストは、ネットワークエンジニアとしての経験を持ち、各種セキュリティ機器の広範な知見を保有
しています。また、情報セキュリティ分野の最上位資格である「GIAC」をはじめ、「CISSP」など国際的な
認定資格を多数取得。専用ラボと分析基盤を活用した実践的な演習により、アナリストとしてのスキル
向上・維持に努めています。

大容量ログの分析・対処
から総合運用支援まで

国内有数の大規模ネットワークから出力される膨大なログをリアルタイム分析し、インシデント対処する
ことで豊富なナレッジを蓄積しています。さらに、セキュリティインシデントの対応のみならず、セキュ
リティ機器の導入から運用まで一貫した体制でお客様のセキュリティ対策を支援します。

各種セキュリティ講座 初心者に向けた、ICT基盤の構成を踏まえたセキュリティ整備・運用の基礎講座から、
CSIRT/SOC担当者に向けた、実機演習/ケーススタディによる応用編まで幅広くご用意しています。

CSIRT能力向上研修 CSIRT管理者・運用担当者を対象としたコースです。シミュレーション環境を用いた演習や
ディスカッションを交えながら、最適なインシデント対応について習得します。経済産業省認定 
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Plan コンサルティング・アセスメント匠の技を、セキュリティに。
“つなぐ”、“むすぶ”技術のプロ集団として、

数多くのネットワークを構築してきたネットワンシステムズ。

その豊富な経験と実績から生まれたのが、

ネットワン サイバー＆フィジカルセキュリティです。

5つのセキュリティ対策をつないで連携させることで、

ICT基盤全体のセキュリティ対策を実現するとともに、

24時間365日リアルタイムの監視・分析サービスにより、

お客様の大切な情報資産を守ります。

さらに、設計・導入・運用・最適化まで一貫した

ライフサイクルで継続的なセキュリティ強化を支援します。

ネットワーク・テクノロジーを知り尽くした

ネットワンシステムズだからこそご提供できる、

世界最高水準のトータルセキュリティソリューション。

匠の技で、お客様に確かな安心をお届けします。

各セキュリティ対策を連携させ、システム全体で、
脅威の迅速な検知・調査・対処を実現
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ICT基盤全体に安心・安全を。
サイバーからフィジカルセキュリティまで、ICT基盤全体をカバーする

5つのセキュリティ対策をご提案。さらに、その導入検討から最適な運用・管理、

最適化までをセキュリティサービスで支えています。

統合エンドポイント管理
● サイバーハイジーン
● 次世代アンチウイルス
● EDR（Endpoint Detection and Response)
● UEM（Unified Endpoint Management）

IoT/OTセキュリティ
● 非管理デバイスの可視化　
● 高度なマルウェア検知

工場、産業用制御システム（ICS）などの重要
インフラにおけるネットワークの可視化と脅威
対策を実現。

ファット/シンクライアント、モバイル端末など
エンドポイントにおける総合管理、脅威対策、
セキュアなリモートアクセスを提供。

Solution Map

Physical Security

証跡管理
● 映像管理　● 入退管理

統合管理
アクセスコントロール
● ICカード認証　● 生体認証

映像検知
● 侵入検知　● 置き去り検知

人、モノ、車両の映像検知/解析から入退室管理、
それらのシステムを統合管理できるセキュリティ
プラットフォームまでサポート。

インターネット

データセンター

テレワーク

IaaS/PaaSSaaS

オフィス

WANクラウド
HUB

パブリッククラウド

MSS（マネージド・セキュリティ・サービス）
● 監視　● 脅威分析　● アラート通知　● 緊急遮断

MDR（マネージド・ディテクション&レスポンス・サービス）
● 監視　● 検知、調査　● 感染端末特定　● 隔離、復旧

セキュリティ・アセスメント・サービス
● 感染端末や脅威の検出・診断、対策案提示

セキュリティ・コンサルティング・サービス
● セキュリティポリシー策定、要件定義・調達支援

Security Service

Network Security

Cloud Security

クラウドインスタンスの保護
● 不正プログラム対策　● 脆弱性対策
● マイクロセグメンテーション

コンプライアンス対応
● コンフィグレーション監査

ID&アクセス管理
● ID管理/同期　
● 認証強化/SSO

CASB（クラウド・アクセス・セキュリティ・ブローカー）
● Shadow IT　● Sanctioned IT

ゲートウェイ対策
● 入口/出口対策（次世代ファイアウォール、
　サンドボックス、IPS/IDS、WAF）
● Web/Mailセキュリティ

内部脅威対策
● ネットワークトラフィックベースの可視化　
● 高度なマルウェア検知　
● マイクロセグメンテーション

ログ収集・解析基盤
● 統合ログ管理/分析　● SIEM

クラウド型セキュリティゲートウェイ
● インターネットブレイクアウト対策

データセンター/本社/支社ネットワークにおける
境界線での入口・出口対策から内部対策まで、
包括的なセキュリティを実現。

クラウド特有の脅威やリスクからSaaS、IaaS
環境の仮想サーバやデータを保護し、安全なクラ
ウド利用を実現することで、組織のセキュリティ
ガバナンス強化を支援。

ICT基盤全体のライフサイクル（設計・導入・運用・最適化）の
全フェーズを支援することで、より一層のセキュリティ強化を実現。

工 場



高度化するサイバー攻撃への対処と運用

課題

新たなセキュリティ課題にも対応。
脅威の高度化やIT環境の変化に合わせて、先進のセキュリティサービスや

ソリューションをご提供。また、ネットワングループ内で自ら実践することで得た、

セキュリティ強化へのノウハウも併せてお届けします。

強固なセキュリティ環境を実現するため、様々なセキュリティ機器を導入したが、
日々進化する脅威に対処できるスキルを持った人材が不足するなど、運用体制の維持が困難。

セキュリティ専任チームが
24時間365日セキュリティ運用をご提供

クラウド
サービス

クラウド
サービス

会社未許可（Shadow IT）

会社許可（Sanctioned IT）

Model Case

セキュリティ運用に関わるトータルサービスをご提供することでお客様の運用負荷を軽減します。

Web Mail DNS

スイッチ
コントローラー

感染端末

マルウェア検知
デバイス

レポート
取得

ご担当者

クラウドサービス活用におけるセキュリティ

課題

クラウドの利用が進むなか、従業員が利用しているサービスを把握できない場合、
認められていないクラウドサービスの利用を許してしまう「Shadow IT」のリスクが生まれ、

また、認められているクラウドサービスにおいてもデータ流出やマルウェア感染などのリスクが存在する。

※CASB ： Cloud Access Security Broker

クラウド時代のセキュリティ対策をご提示
ネットワンが提供するCASBサービスは、クラウドサービス利用状況の可視化・制御、

およびクラウド上にあるデータのアクセス監視とマルウェア感染防止などの機能をご提供します。

フィジカルセキュリティの統合運用管理

課題

監視カメラや入退室管理などのセキュリティ機器は独立型のシステムのため、
運用が煩雑でデータの連携・共有もできない。

監視カメラやセンサーを統合管理できる
セキュリティプラットフォームをご提案

入退室管理機能、映像管理機能、車両ナンバー認証機能を統合したソフトウェアベースのプラットフォームです。
オープンなシステムのため、機能・機器を自由に追加することができ、そのすべてを同一画面上で運用できます。

アクセス
管理

アクセス
コントロール

ID登録
認証管理 車両管理 カメラ映像

管理 進入検知 アラート
管理

電気錠
サークル
ゲート

フラッパー
ゲート 車両ゲート メール通知 パトライト通知

オペレータ
SIP通話 鍵管理装置

車両ナンバー認識

統合セキュリティプラットフォーム

MSS
マネージド・セキュリティ・サービス

可用性拡張性 機能性

入退室管理

LDAP認証統合
（AD）

メール通知
（SMTP）

中央監視

共連れ
検出装置

ICカード
リーダー

生体認証
顔認証

ICタグ
RFID ナンバー認識 監視カメラ

映像解析
映像検知

フェンス
センサー

IoT
センサー

IP
インターホン

ログ収集
サーバ

● ログ収集
● インシデント検出
● 相関分析
● インシデントDB
● 分析レポート
● 専用Webポータル
● チケット管理
● 稼働監視

● リアルタイム監視
● インシデント通知
● 緊急遮断
● 影響の調査・特定
● 対策の提案

NetOne-SOCお客様サイト

セキュリティ分析基盤

アナリストチーム

ファイアウォール・IDS/IPSなどのゲートウェイ機器のログを
リアルタイム分析。危険度の高いインシデントと判断した
場合には、即座に通知または遮断を行います。

MDR
マネージド・ディテクション&レスポンス・サービス

LAN内やエンドポイントにおけるマルウェア感染端末の検知、
特定、隔離対処を行います。感染原因や影響範囲などを
調査して、対処策もご提案します。

次世代
FW

効率的なシステム運用 運用コスト削減 映像の分析・解析

組織が利用する
クラウドサービスの可視化

許可されていない
クラウドサービスの利用防止

クラウド上でのデータ保護

セキュリティスペシャリスト 就業時間外の監視運用 最新脅威への対応

検知/特定

カメラ管理 映像解析 I/O統合 Sipelia音声
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検知/遮断

IaaS

CASB

次世代FW

可視化

リスク分析
社内

社外

脅威検知
データ

セキュリティ

コンプライ
アンス

Internet

感染端末
の隔離


