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This presentation contains forward-looking statements about the Company’s financial and operating results, which may include expected GAAP and non-GAAP 
financial and other operating and non-operating results, including revenue, net income, earnings per share, operating cash flow growth, operating margin 
improvement, expected revenue growth, expected current remaining performance obligation growth, expected tax rates, stock-based compensation expenses, 
amortization of purchased intangibles, shares outstanding, market growth, environmental, social and governance goals, expected capital allocation, including 
mergers and acquisitions (such as the proposed acquisition of Slack Technologies, Inc.), capital expenditures and other investments, expectations regarding 
closing contemplated acquisitions and contributions from acquired companies. The achievement or success of the matters covered by such forward-looking 
statements involves risks, uncertainties and assumptions. If any such risks or uncertainties materialize or if any of the assumptions prove incorrect, the Company’s 
results could differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements it makes.  The risks and uncertainties  referred to above 
include those factors discussed in Salesforce’s reports filed from time to time with the Securities and Exchange Commission, including, but not limited to: risks 
associated with our ability to consummate the proposed Slack Technologies, Inc. transaction on a timely basis or at all; our ability to successfully integrate Slack 
Technologies, Inc.’s operations; our ability to realize the anticipated benefits of the proposed transaction; the impact of Slack Technologies, Inc.’s business model 
on our ability to forecast revenue results; disruption from the transaction making it more difficult to maintain business and operational relationships; the impact of, 
and actions we may take in response to, the COVID-19 pandemic, related public health measures and resulting economic downturn and market volatility; our 
ability to maintain service performance and security levels meeting the expectations of our customers, and the resources and costs required to avoid unanticipated 
downtime and prevent, detect and remediate performance degradation and security breaches; our ability to secure and costs related to data center capacity and 
other infrastructure provided by third parties; our reliance on third-party hardware, software and platform providers; the effect of evolving domestic and foreign 
government regulations, including those related to the provision of services on the Internet, those related to accessing the Internet, and those addressing data 
privacy; current and potential litigation involving us or our industry, including litigation involving acquired entities such as Tableau; regulatory developments and 
regulatory investigations involving us or affecting our industry; our ability to successfully introduce new services and product features, including any efforts to 
expand our services beyond the CRM market; the success of our strategy of acquiring or making investments in complementary businesses and strategic 
partnerships; our ability to compete in the market in which we participate; the success of our business strategy and our plan to build our business; our ability to 
execute our business plans; our ability to continue to grow unearned revenue and remaining performance obligation; the pace of change and innovation in 
enterprise cloud computing services; the seasonal nature of our sales cycles; our ability to limit customer attrition and costs related to those efforts; the success of 
our international expansion strategy; the demands on our personnel and infrastructure resulting from significant growth in our customer base and operations; our 
dependency on the development and maintenance of the infrastructure of the Internet; our real estate and office facilities strategy and related costs and 
uncertainties; fluctuations in, and our ability to predict, our operating results and cash flows; the variability in our results arising from the accounting for term 
license revenue products; the performance and fair value of our investments in complementary businesses through our strategic investment portfolio; our ability 
to protect our intellectual property rights; our ability to develop our brands; the valuation of our deferred tax assets and the release of related valuation allowances; 
uncertainties regarding our tax obligations in connection with potential jurisdictional transfers of intellectual property; uncertainties regarding the effect of general 
economic conditions; and risks related to our debt and lease obligations.
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新型コロナウイルスに対応し、新たなリモートワーカーのセキュリティを維持する

セキュリティはかつてなく重要になっている



セキュリティのトレンド
組織における情報セキュリティ10大脅威は年々変化している

出展：IPA(情報処理推進機構) 情報セキュリティ 10大脅威 2021 組織別順位

順位 タイトル 昨年順位

1 ランサムウェアによる被害 5 

2 標的型攻撃による機密情報の搾取 1

3 テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃 -

4 サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃 4

5 ビジネスメール詐欺による被害 3

6 内部不正による情報漏えい 2

7 予期せぬIT基盤の障害に伴うサービスの停止 6

8 インターネット上のサービスへの不正ログイン 16

9 不注意による情報漏えい等の被害 7

10 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 14

New





導入フェーズのセキュリティ対策

社内のセキュリティポリシーや業界ガイドライン、
法規制について準拠できているか確認した

社内導入推進チームやインプリベンダーと連携し、
厳密なプロファイル・権限設定を検討した

SSOやIPアドレス制限、セッション設定など、
それぞれの顧客環境に応じたログイン設定を実施

稼働前の構築タイミングでは、多くの顧客がセキュリティに関する検討を行う



運用フェーズのセキュリティ対策

ユーザが日々どのようなログイン方式で、
どのぐらいアクセスしているか把握できていない

複数のSalesforce組織の管理を任されているが、
各組織のセキュリティ設定に差異がある

ユーザが追加した管理/未管理パッケージや、
接続アプリケーションを管理できていない

全データの編集・参照権限など、
クリティカルな権限の付与状況を追えていない

稼働後の定期的なセキュリティレビューは、確認観点が多くなかなか行われていない



テスト用
Sandbox環境

子会社・
関連会社

複数組織の一元管理は困難

部署・部門
別組織

ホールディングス
組織

開発用
Sandbox環境

一つの画面で
まとめて管理
したい・・・

セキュリティの
設定がゆるい組
織を見つけ出し
たい・・・

保有する組織の数だけアカウントを用意し、データをまとめなければいけない



Security Center のご紹介

セキュリティ管理をシンプルに
複数組織のセキュリティ管理をシンプルにし、単一
のビューでセキュリティ制御を管理を実現すること
で、管理者の生産性が向上します。

抜群の可視性で本質を明らかに

組織全体にわたる主要な指標をまとめて表示し、
MFA（多要素認証）の活用状況、セキュリティ状態
チェックスコア、権限付与状況などに関するデータ
を、時系列で追うことができます。

脅威や異常値に素早く対応

異常な動作を特定し、不正アクセスやアクセス権限
の変更などのセキュリティリスクに対処します。

Generally 
Available
Winter 
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Salesforce全体のセキュリティを複雑な設定不要で簡単に管理



抜群の可視性によりセキュリティ対策をもっと身近に
主要なセキュリティ指標を表示し、脅威と異常に迅速に対応

セキュアなログイン方式
ネットワークに対してユーザをどのように認証し
ているかを調べ、不正アクセスを防止します

設定に関する指標を視覚化
ご利用中の環境にインストールされている悪意の
あるパッケージ/アプリを特定し、削除します

セキュリティヘルスのモニタリング
組織のセキュリティ目標を達成するため、組織に
おけるセキュリティの状態を過去の値に照らして
レビューします

権限変更の追跡
ユーザー権限の変更を視覚化し、異常な動作を追
跡します



認証

• MFA および SSO

• SSO

• ユーザ名およびパ
スワード

• パスワードなし

など

定義

• セキュリティ状態
チェック

• 管理パッケージ

• 未管理パッケージ

• 接続アプリケーシ
ョン

権限

• すべてのデータの
編集

• ユーザパスワード
のリセットおよび
ユーザのロック解
除

• 権限セットの割り
当て

など

4つの総計値で組織の状況を把握

ユーザ

• MFA なし

• 無効 (90 日間)

• ログインなし

• 凍結されたユーザ

セキュリティに関連する様々な組織設定項目をカバー



ダッシュボードで傾向を可視化



デモンストレーション
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 複雑な設定不要で、セキュリティデータがまとめら
れたダッシュボードをすぐに活用できます。

 データは全てグラフ化されており、直感的に異常を
検知することができます。

 異なる組織を接続できるため、組織が複数ある場合
でも集約された一つの画面で一元管理ができます。

本日のまとめ (Security Center のおさらい)



Thank You


