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1 はじめに 

USB フラッシュドライブ、外付け HDD、デジタルカメラ、MP3 プレイヤー、iPod などのポータ

ブルストレージデバイスは、数秒で Windows、Mac、Linux コンピューターに接続されます。事

実上すべてのコンピューターがインターネットにアクセスし、オンラインアプリケーションやコ

ラボレーションツールを利用できるため、データの盗難や不慮のデータ損失はたやすく起こりま

す。 

単純なインターネット接続や USB デバイスによるデータの消失やデータの盗難は容易で数秒を要

しません。ネットワーク管理者は、このリスクを事前に防いだり、責任のあるユーザーを特定し

たりする機会がほとんどありませんでした。これがこれまでの厳しい現実でした。 

Endpoint Protectorは、デバイス制御、コンテンツ認識保護、eDiscovery、暗号化の強制モジュー

ルを通じて、企業がこれらの脅威を阻止できるよう支援します。エンドポイントにおけるすべて

のデバイス動作を制御するだけでなく、機密コンテンツを検出するために、すべての出口ポイン

トを監視してスキャンします。重要なビジネスデータが、デバイスにコピーされたり、インター

ネット経由で不正に送信されたりして、内部ネットワークから流出しないように、機密データに

関する問題をすべてレポートします。さらに、エンドポイントに存在する静止データについても、

機密性の高いコンテンツがあるかどうかを検査し、是正措置を講じることができます。さらに、

USB リムーバブルデバイスで暗号化を強制することも可能です。Web ベースの単一のインターフ

ェイスからのすべての管理が可能です。 

Endpoint Protector は、情報漏えい対策ソリューションです。DLP に関連する機能については以

下で説明しますが、Endpoint Protector サーバーのデプロイに関する追加情報は、『仮想アプライ

アンスユーザーマニュアル』を参照してください。 

1.1 主なコンポーネント 

Endpoint Protector は、以下の要素を中心に設計されています。 

 コンピューター 

Endpoint Protector クライアントがインストールされている Windows、Mac、Linux ワーク

ステーション 

 デバイス 

Endpoint Protector で現在サポートされているデバイス 

例： USB デバイス、デジタルカメラ、USB メモリカードなど 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/epp_virtual_appliance_deployguide.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/epp_virtual_appliance_deployguide.pdf
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 ユーザー 

デバイスとコンピューターを操作するユーザー 

Endpoint Protector のサーバー側にはさまざまな部分があり、互いに密接に連携して動作します。 

 Endpoint Protector ハードウェアまたは仮想アプライアンス 

オペレーティングシステム、データベースなどを含みます。 

 Web サービス 

Endpoint Protector クライアントと通信し、受信した情報を保存します。 

 Endpoint Protector ユーザーインターフェイス 

既存のデバイス、コンピューター、ユーザー、グループ、その動作をシステム全体で管理し

ます。 

 

デバイス制御

コンテンツ

認識保護 強制暗号化
256 AES 暗号化通信

セキュリティ設定

とポリシー
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2 サーバー機能 

Endpoint Protector のハードウェアまたは仮想アプライアンスのセットアップが完了したら、ユ

ーザーインターフェイスにアクセスすることができます。 

Web ブラウザを起動して Endpoint Protector アプライアンスの IP アドレスへアクセスしてくだ

さい。例：https://192.168.0.201 

メモ：HTTPS（Hypertext Transfer Protocol Secure）を使用してください。 

 

 

Endpoint Protector の既定のログイン認証情報は以下のとおりです： 

ユーザー名： root 

パスワード： epp2011 

上記のログイン情報を変更する場合や追加の管理者を作成する場合は、「システム管理者」を参

照してください。 

2.1 Endpoint Protector 構成ウィザード 

Endpoint Protector Web インターフェイスへの初回ログイン時には、構成ウィザードが表示され

ます。構成ウィザードは、いくつかの基本的な設定を定義するための手順をガイドします。この

手順には、サーバーのタイムゾーン、ライセンスのインポート、サーバーアップデート、オフラ
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インパッチのアップロード、デバイスのグローバル権限、メールサーバー設定、主要管理者の詳

細情報などの設定が含まれます。これらの設定は後でいつでも変更できます。 

構成ウィザードは、Endpoint Protector の基本設定が完了していない場合にのみ表示されます。 

セキュリティの観点から、セッションタイムアウトが 900 秒（15 分）で実装されています。こ

の時間アクティブでない場合、セッションはタイムアウトし、ログアウトされます。 

メモ：ユーザーインターフェイスのタイムアウトのデフォルト値（900 秒）は変更できませ

ん。 

 

メモ：初期状態では、既定の言語「英語」で表示されます。日本語で表示するには、右上の

［Welcome］をクリックして、［Language］で［Japanese］を選択してください。 
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2.2 全般ダッシュボード 

このセクションでは、Endpoint Protector で記録された最も重要なアクティビティに関する概要

がグラフやチャート形式で表示されます。 

デバイス制御、コンテンツ認識保護、eDiscovery については、より詳しいダッシュボードがあり

ます。 

 

2.3 システムステータス 

このセクションでは、システム運用、アラート、バックアップステータスに関する概要が表示さ

れます。 
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［システム運用］サブセクションでは、Endpoint Protector および個別モジュール（デバイス制

御、コンテンツ認識保護、eDiscovery）の有効/無効を切り替えることができます。 

 

［システムステータス］サブセクションでは、HDD ディスク使用量とログローテーションの有

効/無効を切り替えることができます。 

 

メモ：この設定が有効の場合、サーバーのディスク使用量が指定したパーセンテージ（50%

から 90%）に達すると、古いログが自動的に新しいログに上書きされます。 
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［システムアラート］サブセクションでは、APNS 証明書、アップデートとサポート、パスワー

ドの有効期限を通知する重要なアラートの有効/無効を切り替えることができます。 

 

［システムバックアップ］サブセクションでは、システムバックアップの有効/無効を切り替え

ることができます。 

 

2.4 ライブアップデート 

このセクションでは、Endpoint Protecor サーバーの最新アップデートの確認と適用を行うことが

できます。 

メモ：この機能は、TCP 80 ポートで通信します。liveupdate.endpointprotector.com (IP: 

178.63.3.86)ドメインをホワイトリストに登録してください。 

ライブアップデートの設定では、手動または自動、ライブアップデートサーバーへの自動レポー

トを有効または無効にすることができます。 
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［今すぐ確認］をクリックすると、Endpoint Protector サーバーアップデートの検索が開始され

ます。 

 

新しいアップデートが見つかった場合、［利用可能なアップデート］セクションに表示されま

す。インストールしたいアップデートを選択して［アップデートを適用］を選択するか、［すべ

てのアップデートの適用］をクリックしてすべてのアップデートを適用することができます。 

［適用されたアップデートの表示］をクリックすると、直近にインストールされたアップデート

の情報が表示されます。 

アップデートの適用をスケジュール設定することもできます。利用可能なアップデートからエン

トリを選択して［Schedule update］をクリックし、カレンダーを使用して日付を指定します。 

 

［オフラインパッチアップローダ］を使用すれば、お使いのコンピューターからオフラインパッ

チを選択して最新の Endpoint Protector バージョンをインストールすることができます。 

メモ：オフラインパッチが必要な場合は、カスタマーポータルからお問い合わせください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal
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2.5 有効な権限 

このセクションには、この時点で適用されているデバイス制御またはコンテンツ認識保護のポリ

シーが表示されます。表示される情報（権限、ユーザー、コンピューター、デバイスタイプ、固

有デバイス、レポートタイプ（PDF または XLS））はドロップダウンメニューで選択したオプショ

ン（デバイス制御またはコンテンツ認識保護）によって異なります。 
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3 デバイス制御 

このセクションでは、管理者がシステムのすべての対象デバイス、それらに関連する権限と設定

を管理することができます。また、Endpoint Protector クライアントやディープパケットインス

ペクションの設定など、他の種類の設定も管理することができます。Endpoint Protector セキュ

リティの第 1 レイヤーで、提供されるすべての構成において既定で有効化されます。 

3.1 ダッシュボード 

このセクションでは、デバイス制御の概要をグラフで表示します。 

 

3.2 デバイス 

このセクションでは、任意のデバイスを表示、ソート、エクスポート（Excel、PDF、CSV 形式）

することができます。［アクション］欄では、編集、権限管理、デバイス履歴の表示、特定のデ

バイスの削除を行うことができます。 



 

Endpoint Protector ユーザーマニュアル 

19 

ジュピターテクノロジー株式会社 

 

デバイスにはいくつかのステータスがあります。原則として：  

 赤： デバイスがシステムでブロックされていることを示します。 

 緑： デバイスがコンピューターまたはユーザーで許可されていることを示します。 

 黄： デバイスがいくつかのユーザーまたはコンピューターで制限付きで許可されてい

ることを示します。 

メモ：EPP クライアントがインストールされたコンピューターに接続された新しいデバイス

は、自動的にデータベースに追加され、最初のユーザーが割り当てられます。これは後で変

更することができます。 

新しいデバイスを手動で追加する場合は、［作成］をクリックして、デバイス情報（デバイス名、

フレンドリー名、デバイスタイプ、PID、部門、説明、分かりやすい説明、VID、シリアル番号、

カスタムクラス）を入力します。 

［アクションの選択］を使用すると、デバイスリストのエクスポート、リストエクスポートのス

ケジュール、JSON 形式でのエクスポートまたはインポート、デバイスコードの更新を行うこと

ができます。 

デバイスは JSON フォーマットでエクスポート/インポートすることもできます。これにより、1

つの Endpoint Protector サーバーからエクスポートしたデバイスリストを別の Endpoint Protector

サーバーへインポートすることができます。 

 両サーバーに同じグループが存在する場合、インポートしたデバイスのアク

セス権も維持されます。 
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 グループが存在しない場合、デバイスはインポートされますが、アクセス権

は無視されます。 

また、Active Directory から直接デバイスをインポートすることもできます。 

メモ：Active Directory の詳細については、「ディレクトリサービス」を参照してください。 

3.2.1 優先順位 

デバイスを設定しない場合は、デバイスの種類（USB ストレージデバイス、デジタルカメラ、

iPod、Thunderbolt、チップカードデバイスなど）ごとに設定されているデフォルトのグローバ

ル権限が継承されます。 

メモ：詳細については、「デバイスタイプと通知」の章を参照してください。 

すべてのエンティティに対してデバイスの権利をきめ細かく設定した場合、優先順位は高いもの

から順に次のようになります。 

 

例：グローバル権限でシステムのすべてのコンピューターに対して特定のデバイスへのアクセス

を禁止し、1 台のコンピューターに対してそのデバイスへのアクセスを許可している場合、この

１台のコンピューターはそのデバイスへアクセスすることができます。 

3.2.2 デバイス権限 

デバイス権限は特定のデバイスの［アクション］列で［権限の管理］を選択することで編集でき

ます。このセクションはデバイスを中心に構成されており、管理者は特定のコンピューター、グ

ループ、ユーザーに対して有効/無効を設定することができます。 

デバイス
コンピューター

またはユーザー
グループ グローバル
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デバイスを選択した後、ウィザードの２つのステップを使用して、指定した権限を目的のユーザ

ー、コンピューター、グループに簡単に割り当てることができます。 

1. エンティティとデバイス権限を選択します。 

 

2. エンティティ（コンピューター、グループ、ユーザー）を選択します。 

 

3.2.3 デバイスの履歴 

このセクションでは、デバイスの履歴を確認することができます。特定のデバイスの［アクショ

ン］列で［履歴の表示］を選択します。対象のデバイスでフィルターされたログレポートページ

が表示されます。 
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3.3 コンピューター 

このセクションでは、システムのすべてのコンピューターを管理することができます。Endpoint 

Protector クライアントが新しいコンピューターに展開されると、自動的にコンピューターがデ

ータベースに追加され、管理できるようになります。 

 

Endpoint Protector クライアントには自己登録メカニズムがあります。この処理は、クライアン

トソフトウェアがクライアントコンピューターにインストールされた直後に実行されます。クラ

イアントはサーバーと通信し、サーバーはコンピューターに関する情報をデータベースに保存し

ライセンスを割当てます。 

メモ：自己登録メカニズムは、コンピューターのライセンスモジュールに変更があるたび

に、またアプリケーションクライアントが再インストールされるたびに機能します。コンピ

ューターの所有者は自己登録処理中に保存されません。 

ライセンスについて詳しくは「システムライセンス」を参照してください。 
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コンピューターはコンピューターパラメータ（メイン IP、IP リスト、MAC、ドメイン、ワークグ

ループ、コンピューターシリアル番号）によって識別されますが、名前や説明のような情報も必

要です。 

コンピューターは既定でコンピューターを処理した最初のユーザーに割り当てられますが、後で

変更することができ、このコンピューターにログインしたユーザーをもとに自動的に更新されま

す。 

メモ：仮想マシンの場合、システムの制約によりコンピューターシリアル番号は取得されま

せん。 

管理者はコンピューターパラメータと上述の情報を指定することで、新しいコンピューターをい

つでも手動で作成することができます。コンピューターActive Directory から Endpoint Protector

へインポートすることもできます。 

Active Directory について詳しくは「ディレクトリサービス」を参照してください。 

コンピューターを以下に割当てることで管理しやすくなります： 

⁃ グループ（例： 同一オフィス内の複数のコンピューター） 

⁃ システム部門（グループの代替組織） 

3.3.1 コンピューター権限 

コンピューター権限は特定のコンピューターの［アクション］列で［権限の管理］を選択するこ

とで編集できます。このセクションはコンピューターを中心に構成されており、管理者はアクセ

ス可能なデバイスタイプや固有のデバイスを指定することができます。 
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標準のデバイス制御権限には、デバイスタイプと既存デバイスセクションが含まれます。一般的

にデバイス権限のみです。 

標準のデバイス制御権限に加えて、グローバル設定では、外部ネットワークおよび勤務時間外の

状況でのフォールバックポリシーを作成することができます。 

デバイスタイプおよび特定デバイス（標準、外部ネットワーク、勤務時間外）について詳しくは

「グローバル権限」を参照してください。 

メモ：［グローバル権限の復元］は、より低レベルの権限に戻すことができます。このボタン

をクリックすると、そのレベルのすべての権限がグローバル設定を保持するように設定さ

れ、システムが次のレベルの権限を使用します。 

そのレベルに追加されたすべての既存デバイスは、復元が適用されると削除されます。 

3.3.2 コンピューター設定 

このセクションでは、管理者は各コンピューターの設定を編集することができます。 
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コンピューターは手動による設定なしで完全に正しく機能するため、必ずしもすべてのコンピュ

ーターに対してカスタム設定を定義する必要はありません。 

コンピューターが所属しているグループから設定が継承されるか、不可能な場合は、インストー

ル時の既定値を使用してシステムに必須のグローバル設定が継承されます。 

3.3.3 コンピューターの履歴 

このセクションでは、コンピューターの履歴を確認することができます。特定のコンピューター

の［アクション］列で［履歴の表示］を選択します。対象のコンピューターでフィルターされた

ログレポートページが表示されます。 
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3.3.4 ターミナルサーバーとシンクライアント 

シンクライアントと Windows ターミナルサーバー間の RDP ストレージのファイル転送を制御す

る機能を Endpoint Protector を介して制御することができます。 

 初期設定 

画面左のメニューで［デバイス制御］＞［コンピューター］を選択してコンピューター画面を開

きます。対象のコンピューターの［アクション］列で［ターミナルサーバーとしてマークする］

を選択します。 

ターミナルサーバーとしてマークされたコンピューターの［ターミナルサーバー］列には、「あ

り」と表示されます。 

 

メモ：このアクションの対象となりうるコンピューターはターミナルサーバーの役割が適切

に構成された Windows サーバーです。 

［ターミナルサーバーとしてマークする］アクションを実行するには、ターミナルサーバーライ

センスが少なくとも１つ必要です。 

ターミナルサーバーのマークが完了すると、［デバイス制御］＞［コンピューター］＞［権限の

管理］に新しいデバイスタイプが表示されます。 

ターミナルサーバー固有のデバイスタイプ設定は以下のとおりです： 

 グローバル設定を保存 

 アクセス拒否 

 アクセス許可 

 読み取り専用アクセス 
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RDP ストレージデバイスに「アクセス許可」権限を設定すると、RDP でターミナルサーバーへ接

続するすべてのユーザーがファイルをローカルディスクボリュームまたは USB のような共有スト

レージデバイス間でファイルを転送することができます。 

逆に、RDP ストレージデバイスに「アクセス拒否」権限を設定すると、RDP でターミナルサーバ

ーへ接続するすべてのユーザーはローカルディスクボリュームまたは USB のような共有ストレー

ジデバイス間でファイルを転送することができません。 

メモ：ユーザー優先度を持つユーザーログインに権限ポリシーを適用するには、ユーザー権

限を使用するオプションは、［システム構成］＞［システム設定］＞［Endpoint Protector

権限の運用］で［ユーザー権限を使用］オプションを有効にする必要があります。 

次に、［デバイス制御］＞［ユーザー］メニューを選択し、［アクション］列の［権限の管理］を

選択すると、Endpoint Protector のすべてのユーザーに［シンクライアントストレージ (RDP ス

トレージ)］という追加のデバイスタイプが表示されます。 
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ターミナルサーバーでは、複数のユーザーをアクティブユーザーとして認識することができるた

め、この権限設定は、以下のユースケースで詳しく説明しますが、特定のユーザーに対するアク

セスポリシーを作成する強力なツールとして使用できます。 

Windows ターミナルサーバーで、Endpoint Protector クライアントは１つまたは複数のシンクラ

イアントで共有される RDP ストレージディスクを表示します。 

3.4 ユーザー 

このセクションでは、システムのすべてのユーザーを管理することができます。ユーザーは

Endpoint Protector クライアントソフトウェアがインストールされているコンピューターにログ

オンしたエンドユーザーとして定義されます。新しいユーザーは自動的にデータベースに追加さ

れ、管理できるようになります。 

 

ユーザーは、名前（ユーザー名、姓、名）、部門、詳細な連絡先（電話番号、メール）、その他の

情報で識別され、自動的にコンピューターに割り当てられます。 

管理者はユーザーパラメータと上述の情報を提供することでいつでも新しいユーザーを手動で作

成することができます。さらに、ユーザーは Active Directory から Endpoint Protector へインポー

トすることもできます。 

Active Directory について詳しくは、「ディレクトリサービス」を参照してください。 

Endpoint Protector のインストール処理中に、デフォルトで 2 つのユーザーが作成されます： 

 noUser 

このユーザーは、ユーザーがコンピューターにログインしていないときに実行されるすべて

のイベントに関連付けられます。コンピューターにログインするリモートユーザー名は記録

されず、これらのイベントは noUser のイベントとして保存されます。その他、ユーザーが

特定のコンピューターにログインしていないときにデバイスへアクセスする自動スクリプト

/ソフトウェアが実行されたときにも noUser イベントとして記録されます。 
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 autorunUser 

このユーザーは、特定のデバイスからインストーラが Windows によって起動されたことを

示します。このユーザーはオペレーティングシステムで自動再生（Autoplay）が有効になっ

ている場合に特定のデバイスから実行されたプログラムによって生成されたすべてのイベン

トに関連付けられます。 

重要：OS によっては、その他のシステムユーザーが表示される場合があります： 

⁃ _mbsetupuser （macOS： アップデート中） 

⁃ 65535, 62624 など （Linux： スクリーンロック中） 

［アクション］列には、編集、権限の管理、履歴の表示、削除など、ユーザー管理に関するオプ

ションが表示されます。 

3.4.1 ユーザー権限 

ユーザー権限は特定のユーザーの［アクション］列で［権限の管理］を選択することで編集でき

ます。このセクションはユーザーを中心に構成されており、管理者はアクセス可能なデバイスタ

イプや固有のデバイスを指定することができます。 
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 ヒント 

標準のデバイス制御権限には、デバイスタイプと特定のデバイスセクションが含まれます。

一般的にデバイス権限のみです。 

標準のデバイス制御権限に加えて、グローバル設定では、外部ネットワークおよび勤務時間

外の状況でのフォールバックポリシーを作成することができます。 

デバイスタイプおよび特定デバイス（標準、外部ネットワーク、勤務時間外）について詳しくは

「グローバル権限」を参照してください。 

メモ：［グローバル権限の復元］は、より低レベルの権限に戻すことができます。このボタン

をクリックすると、そのレベルのすべての権限がグローバル設定を保持するように設定さ

れ、システムが次のレベルの権限を使用します。 

そのレベルに追加されたすべての既存デバイスは、復元が適用されると削除されます。 

3.4.2 ユーザー設定 

このセクションでは、ユーザーの設定を編集することができます。 

ユーザーは、手動で設定をしなくても正しく機能するため、すべてのユーザーに対してカスタム

設定を定義する必要はありません。所属するグループの設定を継承するか、それが不可能な場合

は、インストール時にデフォルト値でシステムに存在する必須のグローバル設定が継承されます。 

3.4.3 ユーザーの履歴 

このセクションでは、ユーザーの履歴を確認することができます。特定のユーザーの［アクショ

ン］列で［履歴の表示］を選択します。対象のユーザーでフィルターされたログレポートページ

が表示されます。 
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3.5 グループ 

このセクションでは、システムのすべてのグループを管理することができます。コンピューター

やユーザーをグループ化することで、管理者は権限または対象の設定をより効果的な方法で管理

することができます。 

 

グループは、名前、説明、対象（コンピューターとユーザー）情報により識別されます。 

管理者は上述のグループ情報を指定することで、新しいグループをいつでも手動で作成すること

ができます。グループも Active Directory から Endpoint Protector へインポートすることができま

す。 

Active Directory について詳しくは、「ディレクトリサービス」を参照してください。 

［アクション］列には、編集、権限の管理、設定の管理、削除など、グループ管理に関するオプ

ションが表示されます。 
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3.5.1 グループの種類 

グループには２つの種類があります。 

 通常グループ 

管理者が作成、または Active Directory からインポートしたグループです。ルールを元に作

成されたものではありません。管理者は通常グループにコンピューターまたはユーザーを追

加または削除することができます。 

 スマートグループ 

スマートグループは、コンピューターおよびユーザーグループの動的な分類わけです。この

メンバーは名前パターンを基に定義されます。 

スマートグループは［システム構成］＞［システム設定］＞［スマートグループ］で有効化

することができます。 

 

［デバイス制御］＞［グループ］＞［作成］＞［スマートグループ］を「有効」に設定し、［エ

ンティティ］でコンピューター/ユーザー名の「含める名前」または「除外する名前」ルールを

設定します。 

 

スマートグループを有効にすると、［含める名前］および［除外する名前］にルール（XYZ*、

*XYZ*、*XYZ）を定義できます。 

注意：ルールは大文字と小文字を区別します。 
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スマートグループルールは、通常グループからスマートグループへこれを割り当てるために項目

を削除しません。 

要素は同期によってスマートグループに追加されます。同期を行うためには、管理者は［保存］

ボタンを押した後、［同期］ボタンを押す必要があります。［同期］ボタンが押されると、同期は

１分ごとに実行されます。［同期］ボタンは新しいスマートグループが保存された後にのみ表示

されます。 

同期は通常グループを変更しません。 

登録された新しいコンピューターが設定されたルールに一致した場合、このコンピューターは自

動的にグループに割り当てられます。ルールに一致しない場合、Default Group が有効な場合は、

Default Group に追加されます。 

 

スマートグループにはいくつかの制約があります。スマートグループは割り当てられたコンピュ

ーターまたはユーザーを表示しません。手動選択は使用できません。部門も使用しません。

Default Department の一部です。 

システム設定でスマートグループ設定を無効にすると、スマートグループは通常グループに変化

します。設定および権限は保持されますが、要素は失われ、コンピューターのデフォルトグルー

プとユーザーのデフォルトグループを削除します。 

スマートグループは削除することができます。 
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ユーザーエンティティはコンピューターの登録時ではなく、同期スクリプトの実行時にスマート

グループに割り当てられます。これは、ユーザー情報が Endpoint Protector クライアント（エー

ジェント）に依存するためです。登録時はコンピューターに関する情報のみを持ちます。ユーザ

ー情報はイベント（ログ）や ping/reprovision 要求を通じて中継されます。ユーザー情報はリク

エスト間で変化する可能性があります（例えば、同一のコンピューターに異なるユーザーがログ

インまたはログアウトする場合があります。ログアウトイベント/スリープにより、デフォルト

のハードコードされたユーザーエンティティがアクティブ/オンラインとしてマークされる場合

もあります。） 

Default Group はスマートグループが有効な場合にのみ利用可能な新しいグループカテゴリーで

す。［システム構成］＞［システム設定］＞［スマートグループ］＞［コンピューターの既定の

グループを有効する］または［ユーザーの既定のグループを有効にする］で有効にすることもで

きます。 

 

［コンピューターの既定のグループを有効する］または［ユーザーの既定のグループを有効にす

る］が有効である場合、2 つのグループが自動的に作成されます。 

 

Default Groups はスマートグループに所属していないコンピューターおよびユーザーのグループ

です。スマートグループに設定された名前パターンに一致しないコンピューターとユーザーです。 

コンピューターおよびユーザーが Default Groups に割り当てられないようにするには、［デバイ

ス制御］＞［グループ］＞［編集］で設定を変更し、［保存］ボタンを押した後［同期］ボタン

を押します。 
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Default Group には制約があります。Default Groups の名前は編集できません。説明のみ編集可能

です。これらのグループは無効化することはできますが、削除することはできません。Default 

Groups を無効化した場合、すべての継承が削除されます。 

 コンピューターグループの許可リスト 

コンピューターグループに対してファイルの場所、ネットワーク共有許可リスト、ファイルの場

所拒否リストを設定することができます。 

グループの選択ボックスにすべてのグループが表示されます。 

選択したグループについて許可リスト（allowlist）/拒否リスト（denylist）ルールをグループか

らコンピューターのみに適用します。グループがコンピューターを含まない場合、ルールは適用

されません。管理者は選択ボックスから追加のコンピューターを選択することができます。 

スマートグループはポリシーが適用されるのと同じく、拒否リストを含まれるコンピューターす

べてに同期します。許可リストまたは拒否リストで選択されたグループは１５分間隔で同期され

ます。 

3.5.2 グループ権限 

グループ権限は特定のグループの［アクション］列で［権限の管理］を選択することで編集でき

ます。このセクションはグループを中心に構成されており、管理者はアクセス可能なデバイスタ

イプや既存のデバイスを指定することができます。 
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このセクションはコンピューター権限セクションとよく似ています。違いはグループに属してい

るすべてのコンピューターに同時に適用されることです。 

標準のデバイス制御権限には、デバイスタイプと特定のデバイスセクションが含まれます。一般

的にデバイス権限のみです。 

標準のデバイス制御権限に加えて、グローバル設定では、外部ネットワークおよび勤務時間外の

状況でのフォールバックポリシーを作成することができます。 

デバイスタイプおよび特定デバイス（標準、外部ネットワーク、勤務時間外）について詳しくは

「デバイスタイプと通知」を参照してください。 

メモ：［グローバル権限の復元］は、より低レベルの権限に戻すことができます。このボタン

をクリックすると、そのレベルのすべての権限がグローバル設定を保持するように設定さ

れ、システムが次のレベルの権限を使用します。 

そのレベルに追加されたすべての既存デバイスは、復元が適用されると削除されます。 

3.5.3 グループ設定 

このセクションでは、管理者は各グループの設定を編集することができます。 
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コンピューターとユーザーは設定をより簡単で論理的に編集できるようにするためにグループ化

することができます。コンピューターは細かい設定なしで完全に正しく機能するため、必ずしも

すべてのグループに対してカスタム設定を定義する必要はありません。コンピューターが所属し

ているグループから設定が継承されるか、不可能な場合は、インストール時のデフォルト値を使

用してシステムに必須のグローバル設定が継承されます。 

3.6 グローバル権限 

このセクションでは、システム全体を管理することができます。管理者はどの権限と設定をグロ

ーバル（すべての Endpoint Protector 対象）に適用するかを指定することができます。 

デバイス権限またはその他の設定の優先順序は高い順から以下のとおりです： 

 

このセクションはシステム全体に関係します。管理者はアクセスを許可するデバイスタイプと特

定のデバイスを指定することができます。標準の権限ポリシーがデフォルトポリシーです。勤務

時間外と社外ネットワークポリシーも使用できます（グローバル設定でアクティベートが必要で

す）。 

デバイス
コンピューター

またはユーザー
グループ グローバル
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3.6.1 デバイスタイプ（標準） 

Endpoint Protector はセキュリティ違反の主な原因となる幅広いデバイスタイプをサポートして

います。これらのデバイスは承認を受けて、ユーザーがその内容を閲覧、作成、編集し、管理者

が承認済みのデバイス間で転送されたデータを閲覧します。 

 

 リムーバブルストレージデバイス 

 標準的な USB フラッシュドライブ、U3 および Autorun ドライブ、Disk on Key など 

 USB 1.1、USB 2.0、USB 3.0 

 メモリカード - SD カード、MMC カード、コンパクトフラッシュカードなど 

 カードリーダー - 内部および外部 

 CD/DVD-Player/Burner – 内部および外部 

 デジタルカメラ 

 スマートフォン/ハンドヘルド/PDA（Nokia N シリーズ、Blackberry、Windows CE 互換

デバイス、Windows モバイルデバイスなど） 

 iPod/iPhone/iPad 

 MP3 プレイヤー/メディアプレイヤーデバイス 
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 外付け HDD/ポータブルハードディスク 

 FireWire デバイス 

 PCMCIA デバイス 

 Biometric デバイス 

 Bluetooth 

 プリンター（シリアル、USB および LTP 接続方式） 

 ExpressCard（SSD） 

 Wireless USB 

 LPT/Parallel ポート（ストレージデバイスのみ） 

 フロッピーディスクドライブ 

 シリアル ATA コントローラ 

 ネットワークプリンター 

デバイスタイプによっては、アクセス許可/拒否のほかに、追加の権限を利用できるものがあり

ます。読み取り専用アクセス、または（アクセスを許可するが CAP スキャンから除外する、TD

レベルが 1 から 4 であればアクセスを許可するなど）さまざまな制限つきのアクセス許可の組合

せが含まれます。 

 ヒント： 

［WiFi - 有線ネットワーク接続があるときは WiFi をブロック］オプションを使用すると、管

理者は有線接続が存在する場合は WiFi 接続を無効にすることができます。有線ネットワーク

が存在しないときは WiFi 接続を利用できます。 

 

メモ：既定では大半のデバイスタイプがブロックされますが、構成作業中に必要なインター

ネット接続や無線キーボードなどいくつかのデバイスはアクセスが許可されるように設定さ

れています。WiFi、Bluetooth、ネットワーク共有、追加キーボード、USB モデムは既定でア

クセスが許可されます。 

3.6.2 特定のデバイス（標準） 

このセクションでは、特定のデバイスに対するアクセス権限を管理することができます。 

デバイス権限はグローバル、グループ、ユーザー、コンピューターのそれぞれの［権限の管理］

アクションを使用することで、設定できます。 
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このセクションで新しいデバイスを追加することができます。 

デバイスの追加には複数の方法があります： 

 新しいデバイス（VID、PID、シリアル番号） 

ベンダーID、製品 ID、シリアル番号を基に２ステップで新しいデバイスを追加できます。 

 

 既存のデバイス（ウィザード） 

Endpoint Protector データベースに存在する保護対象コンピューターに接続されたことのあ

るデバイスを２ステップで追加できます。 

 

 デバイスのシリアル番号の範囲 

シリアル番号範囲の最初と最後を指定して、同時に複数のデバイスを２ステップで追加でき

ます。この機能は、連続した範囲を持つデバイスに対して使用してください。 
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メモ：この機能はシリアル番号が明確なパターンに従っていない場合も機能する場合

がありますが、これは推奨されません。このような場合、Endpoint Protector で無視さ

れ期待する効果が得られない可能性があります。 

 デバイスの一括リスト 

最大 1000 デバイスを２ステップで一括追加することができます。リストをインポートする

か情報を単純に貼り付けてください。 

 

3.6.3 外部ネットワーク 

メモ：この機能を使用するには、グローバル設定セクションで機能を有効にする必要があり

ます。 

このセクションでは、外部ネットワークで適用するフォールバックポリシーを設定することがで

きます。すべての機能は標準セクションと同じです。 
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3.6.4 勤務時間外 

メモ：この機能を使用するには、グローバル設定セクションで機能を有効にする必要があり

ます。 

このセクションでは、勤務時間外に適用するフォールバックポリシーを設定することができます。

すべての機能は標準セクションと同じです。 

 

3.7 グローバル設定 

このセクションでは、グローバル（すべての Endpoint Protector の対象）に適用する項目を設定

できます。 

 コンピューターに定義された設定がない場合やコンピューターがグループに所属して

いない場合、この設定が継承されます。 

 コンピューターがグループに所属している場合は、グループの設定が継承されます。 
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Endpoint Protector クライアント、ファイルトレースとファイルシャドウ、勤務時間外と社外ネ

ットワーク、転送制限設定もこのセクションで設定することができます。 

メモ：このセクションのいくつかの設定はデバイス制御モジュールだけではなく、他のモジ

ュール（例： コンテンツ認識保護、eDiscovery など）にも関連しています。 

3.7.1 Endpoint Protector クライアント設定 

Endpoint Protector クライアントに直接関係する設定がいくつかあります。これらは特定の対象

（グローバル、グループ、コンピューター）ごとのクライアントの振る舞いに関係します。 
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 クライアントモード 

Endpoint Protector クライアントには振る舞いを定義する６つのモードがあります。モード

はいつでも変更できます。詳しくは、「クライアントモード」を参照してください。 

 通知言語 

EndPoint Protector クライアントの通知言語 

 ポリシーの更新間隔（秒） 

クライアントがサーバーで最新の設定、権限、ポリシーの更新をチェックする間隔 

 ログサイズ（MB） 

クライアントに保存するすべてのログの最大サイズ。この値に達すると、古いログは新しい

ログで上書きされます。これは、クライアントがサーバーと長期間通信できない場合に発生

します。 

 ログのアップロード間隔（分） 

クライアントがサーバーへログの再送信を試みる間隔 
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 シャドウサイズ（MB） 

クライアントのすべてのファイルシャドウの最大サイズ。この値に達すると、古いシャドウ

が新しいシャドウで上書きされます。これは、クライアントがサーバーと長期間通信できな

い場合に発生します。 

 シャドウのアップロード間隔（分） 

クライアントがサーバーへシャドウを送信する間隔 

 シャドウの最小ファイルサイズ（KB） 

ファイルシャドウを作成するファイルの最小サイズ 

 リカバリーフォルダーの保存期間（日） 

Mac および Linux コンピューター固有。転送されたファイルの内容が完全に検査される前に

隔離フォルダーのように機能し、ブロックされた転送によるファイルの損失を防ぎます。指

定した時間が経過すると、ファイルは完全に削除されます。 

 シャドウの最大ファイルサイズ（KB） 

ファイルシャドウを作成するファイルの最大サイズ 

 リカバリーフォルダーの最大サイズ（MB） 

Mac および Linux コンピューター固有。隔離フォルダーの最大サイズ。この値に達すると、

古いファイルは新しいファイルで上書きされます。 

 カスタムクライアント通知 

有効の場合、クライアント通知をカスタマイズすることができます。 

 ユーザーによる情報編集 

有効の場合、ユーザーは Endpoint Protector クライアントでユーザーおよびコンピューター

の情報を編集することができます。 

 OTP 使用理由の入力 

有効の場合、ユーザーはオフライン一時パスワードを要求または使用するときに正当な理由

を入力する必要があります。 
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 光学式文字認識 

有効の場合、JPEG、PNG、GIF、BMP、TIFF ファイルタイプのコンテンツを検査できます。

このオプションはグローバル MIME タイプ許可リストも変更します。 

注意：この機能は、Windows クライアントでのみ有効です（macOS、Linux クライアントで

は使用できません）。 

 拡張ソースコード検出 

有効にすると、PDF や docx などのファイル内も拡張検出します。 

 レポート制限 

有効にすると、レポートのみポリシーの脅威のしきい値に達した後に検出された情報は、ロ

グに記録されなくなります。これにより、ログの数が大幅に削減され、割り当てられたスト

レージ容量が最適化されます。 

 ディープパケットインスペクション 

有効にすると、ネットワークトラフィックのコンテンツを検査できます。このオプションは、

許可リストのディープパケットインスペクションと拒否リストのドメインと URL の両方に必

要です。 

 保護されていない接続をブロックする 

有効にすると、HTTP を介した安全ではないアクセスがブロックされ、ユーザーアクセスが

制限されます。 

メモ：この機能は「ディープパケットインスペクション」が有効な場合にのみ利用でき

ます。 

 VPN トラフィックをインターセプトする 

有効にすると、Endpoint Protector クライアントがネットワーク拡張フレームワークを使用

して maOS 上の VPN トラフィックをインターセプトします。詳しくは、「VPN トラフィック

のインターセプト」を参照してください。 
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 EPP behavior when network extension is disabled（ネットワーク拡張が無効な場合の

EPP の動作） 

利用可能なエントリから動作タイプを選択します。 

 Bluetooth ファイル転送を無効にする 

有効にすると、エンドポイントとペアリングされているかどうかを考慮しないで Bluetooth

デバイスへの転送を許可しません。この機能は Windows エンドポイントのみに有効です。 

 ユーザー修復ポップアップ 

ユーザー修復機能が有効である場合にこの設定を利用できます。管理者はユーザー修復ポッ

プアップ通知をエンドユーザーへ表示させることができます。 

 通知ポップアップ 

システムトレイによる通知かポップアップ通知かを選択することができます。 

 ユーザー修復ポップアップの強制 

ユーザー修復ポップアップ設定が有効である場合にこの設定を利用できます。有効にすると、

ユーザーはユーザー修復ポップアップ通知を無効化することができません。 

 ユーザー修復通知テンプレート 

ドロップダウンリストからカスタム通知を選択することができます。 

メモ：ユーザー修復ポップアップおよびユーザー修復ポップアップの強制は、Premium

ライセンスでのみ利用できます。 
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3.7.2 VPN トラフィックのインターセプト 

この設定を有効にすると、Endpoint Protector クライアントは、ネットワーク拡張フレームワー

クを使用して、macOS 上の VPN トラフィックをインターセプトします。 

メモ：VPN トラフィックのインターセプト機能は、ディープパケットインスペクション機能

が有効な場合のみ使用できます。また、バージョン 11.0 以降の macOS で、ディープパケッ

トインスペクション証明書が追加されている場合のみ動作します。 

この機能を使用するためには、以下の作業を行ってください： 

1. ［ディープパケットインスペクション］を有効にします。 

2. ［VPN トラフィックをインターセプトする］を有効にします。 

3. ［EPP behaviour when network extension is disabled］オプションを選択します。 

• ［ディープパケットインスペクションを一時的に無効化］を選択すると、ディープ

パケットインスペクションが一時的に無効になります。 
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• ［インターネットアクセスをブロック］を選択すると、エンドユーザーが

Endpoint Proctector プロキシ設定を承認するまでインターネット接続を切断しま

す。ユーザーは PC 再起動後にこれを許可することができます。 

• ［Repeat VPN notification］を選択すると、ユーザーが事前に拒否した後でも、

VPN ポップアップウィンドウが複数回表示されます。 

4. ［保存］をクリックします。 

5. システム拡張がブロックされていることをユーザーに知らせるために以下のポップアッ

プが表示されます。 

 

6. ［システム環境設定］＞［セキュリティとプライバシー］＞［一般］で

［EndpointProtectorClient］を［許可］します。 

7. Endpoint Protector Proxy Configuration を許可します。 

メモ：ネットワーク拡張が有効になると、Client Integrity OK ログが生成されます。 

8. ［システム構成］＞［システム設定］＞［ディープパケットインスペクション証明書ダ

ウンロード］を［オン］にします。 
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9. macOS でキーチェーンアクセスアプリケーションを開き、［システム］を選択します 

10. ダウンロードした ClientCerts ファイルを展開します。 

11. cacert.pem ファイルを選択し、［キーチェーンアクセス］＞［システム］へドラッグア

ンドドロップします。 

 

12. 新しく追加された証明書には ‘x’ が付きます。ダブルクリックして［信頼］セクション

で［常に信頼］を選択します。 
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13. 変更を保存します。 

3.7.3 クライアントモード 

ドロップダウンリストからクライアントモードを選択して、動作を定義することができます。 

 

 ノーマル（既定の設定） 

既定かつ推奨の設定です。他のモードを完全に理解できていない場合は、このモードを

使用してください。 

メモ：「ノーマル」モードが要件に合わない場合は、「アイコン非表示」または「サ

イレント」モードを検討することをお勧めします。 

 トランスペアレント： 

このモードでは、すべてのデバイスをブロックする一方で、Endpoint Protector クライ

アントの制限や存在をユーザーに知らせないようにすることができます。 

このモードの場合、以下のような振る舞いになります： 
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 システムトレイアイコンは表示されません。 

 システムトレイ通知は表示されません。 

 承認済みかどうかに関わらず、すべてがブロックされます。 

 管理者はすべてのアクティビティに関するアラートを受信します。 

 ステルス 

このモードを使用すると、ユーザーに Endpoint Protector Client の制限や存在を意識さ

せず、すべてのユーザーとコンピューターを監視します。 

メモ：すべてが許可されるため、ユーザー作業に支障をきたすことはありません。 

このモードの場合、以下のような振る舞いになります： 

 システムトレイアイコンは表示されません。 

 システムトレイ通知は表示されません。 

 承認済みかどうかに関わらずすべてが許可されます。 

 ファイルシャドウおよびファイルトレースを有効にし、すべてのユーザーアク

ティビティを監視します。 

 管理者はすべてのアクティビティに関するアラートを受信します。 

 パニック 

このモードはユーザーの悪意のあるアクティビティが検出された極端な状況下で自動的

に起動されます。 

重要：特殊な状況下では、このモードを手動で選択してすべてのデバイスをブロッ

クすることができますが、これは推奨されません。 

このモードの場合、以下のような振る舞いになります： 

 システムトレイアイコンが表示されます。 

 システムトレイ通知が表示されます。 

 承認済みかどうかに関わらず、すべてがブロックされます。 

 ファイルシャドウイングおよびファイルトレースを有効にし、すべてのユーザ

ーアクティビティを表示、監視します。 

 管理者はコンピューターがパニックモードに入ったときと出たときにアラート

を受信します。 
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 アイコン非表示 

このモードの場合、以下のような振る舞いになります： 

 システムトレイアイコンは表示されません。 

 システムトレイ通知は表示されません。 

 すべての権限および設定はそれぞれの構成ごとに適用されます。 

 サイレント 

このモードの場合、以下のような振る舞いになります： 

 システムトレイアイコンが表示されます。 

 システムトレイ通知は表示されません。 

 すべての権限および設定はそれぞれの構成ごとに適用されます。 

3.7.4 ファイルトレースとシャドウ 

このセクションでは、以下の設定を管理することができます： 

 ファイルトレース 

保護されたエンドポイントとリムーバブルデバイス、内蔵 eSATA HDD、ネットワーク共有

間のデータ通信を監視することができます。ファイルの名前変更、削除、アクセス、編集な

どのアクションも表示できます。 

この機能は、［デバイス制御］＞［グローバル設定］、またはグループやコンピューターで有

効にすることができます。 

 ファイルシャドウ 

ファイルトレースで提供される情報を拡張し、ユーザーがアクセスしたファイルの正確なコ

ピーを作成します。 

シャドウコピーはファイルコピー、ファイル書き込み、ファイル読み込みのイベントにより

作成されます。ファイル削除やファイル名変更などのイベントの場合、シャドウコピーは作

成されません。 

ファイルシャドウはサポート対象のすべてのリムーバブルデバイスで有効にすることができ

ます： 

◦ eSATA HDD またはタイムマシン 
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◦ ネットワーク共有 

◦ コンテンツ認識保護（オンラインアプリケーション、プリンター、クリップボード

などさまざまな出口ポイントを介したファイル転送） 

◦ メール本文 

重要：ファイルシャドウを使用するには、ファイルトレースも有効にする必要がありま

す。 

ファイルシャドウはネットワークトラフィックや異なるコンピューターの Endpoint 

Protector 設定またはファイルサイズにより遅延する場合があります。シャドウファイルは

通常、数分後に利用できます。 

ファイルシャドウは［シャドウから除外する拡張子］オプションで特定のファイルタイプを

無効にすることができます。 

メモ：大規模なインストール環境（250 - 1000 エンドポイント）の場合、アクティブに

するファイルシャドウは、仮想またはハードウェアアプライアンスの合計エンドポイン

ト容量の最大 15%とすることを強くお勧めします。例えば、1000 エンドポイント用のハ

ードウェアアプライアンスの場合、パフォーマンスを最適な状態に保つため、ファイル

シャドウは最大 150 エンドポイントとしてください。 

 トレースから除外する拡張子 

特定のファイルタイプのファイルトレースを無効にすることができます。 

 拡張子スキャンから除外する（スキャンから除外する拡張子） 

特定のファイルタイプのスキャンを無効にすることができます。 

 ファイルトレース方向 

転送方向をベースにファイル転送を監視することができます。 

◦ 送信転送 

ローカルマシンからリムーバブルデバイスへの転送です。 

◦ 受信転送 

リムーバブルデバイスからローカルマシンへの転送です。 
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◦ Both (Outgoing & Incoming) 

リムーバブルデバイスとローカルマシン間の両タイプの転送を監視できます。 

注意：ファイルトレース方向は、リムーバブルデバイス、コンピューター、ネットワー

ク共有間の転送に対してのみ適用されます。Windows およびバージョン 11.0 以降の

macOS でのみ利用できます。 

 メタデータスキャン 

この設定を無効にすると、PDF、ZIP、Office ファイル（docxx、xlsx、pptx、doc、xlx、ppt）

のメタデータがスキャンされなくなります。 

 ファイルハッシュ 

この設定を有効にすると、ファイルハッシュが作成され、ファイル転送ログに含まれます。 

 シャドウから除外する拡張子 

この設定を使用すると、特定のファイルタイプをファイルシャドウで無効にできます。 

 アーカイブ内のアーカイブをスキャン 

この設定を使用すると、コンテンツが検査されるアーカイブの深さを定義できます。 

 Time Machine をブロック 

この設定を有効にすると、macOS の Time Machine バックアップをブロックします。 

 Advanced Printer と MTP スキャン 

この設定を有効にすると、ファイルトレースとファイルシャドウの精度が向上し、誤検出が

減少します。この設定は Windows のみで有効で、コンピューターの再起動が必要です。 

 印刷されたドキュメントのスキャン 

印刷するドキュメントのスキャン方法を指定できます。 

3.7.5 勤務時間外と社外ネットワーク 

このセクションでは、デバイス制御およびコンテンツ認識保護の社外ネットワークポリシーと勤

務時間外ポリシーの有効/無効を切り替えることができます。 
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 勤務時間外ポリシー 

勤務日、勤務の開始時間、勤務の終了時間を指定できます。 

 社外ネットワークポリシー 

DNS 完全修飾ドメイン名と DNS IP アドレスを設定することができます。 

これらの設定を有効にすると、フォールバックデバイスタイプ権限がグローバル、グループ、ユ

ーザー、コンピューターで設定できるようになります。 

メモ：トリガーされると、フォールバックポリシーは標準のデバイス権限より優先されま

す。フォールバックポリシーでは、社外ネットワークポリシーは勤務時間外ポリシーより優

先されます。 

コンテンツ認識保護でも、社外ネットワークポリシーおよび勤務時間外ポリシータイプを選択す

る必要があります。 

 

3.7.6 転送制限 

このセクションでは、特定の時間間隔（時間）における転送制限を設定することができます。制

限に達すると、時間が経過してカウントがリセットされるまで、ストレージデバイス（デバイス

制御）または制御アプリケーション（コンテンツ認識保護）へのファイル転送はできなくなりま

す。同様に、ネットワーク共有を介したファイル転送も転送制限に含めることができます。 
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いつ転送制限に達するかをチェックするメカニズムは、コンピューターのパフォーマンスに影響

を与えないように設計されています。 

このため、制限に達した正確な時間と転送の制限が強制されるまでの間にわずかな遅延が生じる

場合があります。通常、これは数秒程度ですが、ネットワークにも依存するため、数分になる場

合もあります。 

転送制限に達すると、次の 3 つの操作を選択できます。 

 監視のみ 

制限に達するとレポートします。 

 制限 

デバイス制御ポリシーで定義されているデバイスとアプリケーションをブロックしま

す。 

 ロックダウン 

デバイス制御ポリシーで定義されているかに関係なく、すべてのデバイスをブロックし

ます。これにはネットワークインターフェイスなど、あらゆるタイプの転送を含みま

す。 

メモ：転送制限の時間間隔が期限切れになる前に、サーバークライアント通信を再確立する

には、オフライン一時パスワードの転送制限リセットを使用できます。詳しくは、「オフライ

ン一時パスワード」を参照してください。 

［転送制限到達アラート］を有効にすると、「転送制限到達レポート」も日次、週次、月次でス

ケジュールすることができます。 

 

3.8 ファイル許可リスト 

このセクションから、管理者は以前に許可されたポータブルストレージデバイスへの許可された

ファイルのみの転送を制御することができます。 
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どのファイルをリムーバブルデバイスにコピーできるか、どのファイルをコピーできないかの管

理は、ファイル許可リストを Endpoint Protector サーバーにアップロードすることによって行わ

れます。ファイルがアップロードされたら、その特定のファイルに対するアクション（有効また

は無効）を実行する必要があります。 

 

重要：ファイル許可リストをアップロードするときの最大ファイルサイズは 190 MB です。 

 

メモ：ファイル許可リストは、外部のソースからコンピューターにコピーされるファイルに

は適用されません。さらに、コンテンツ認識保護モジュールが有効になっていてポリシーが

設定されている場合は、デバイス制御モジュールの許可リストファイルよりも優先されま

す。 

3.9 カスタムクラス 

このセクションでは、管理を容易にするために新しいデバイスのクラスを作成するオプションを

管理者に提供します。これは、特に同じベンダーのデバイスや同じ製品（同じ VID または PID）

であるデバイスにとって強力な機能です。 

［作成］をクリックして新しいカスタムクラスを作成できます。既存のポリシーはダブルクリッ

クすることで編集できます。 

ポリシーを編集、複製、削除するオプションは、目的のポリシーを選択した後に使用できます。 
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カスタムクラスにデバイスを追加する前に、名前、説明、デバイスタイプ（USB ストレージデバ

イス、カメラなど）、デバイス権限（アクセス許可、アクセス拒否など）を入力する必要があり

ます。これが完了したら、カスタムクラスにデバイスを追加します。デバイスを追加する方法は

複数あります。 

 新しいデバイス（VID、PID、シリアル番号） 

ベンダーID、プロダクト ID、シリアル番号を基に新しいデバイスを２ステップで追加

します。 

 

 既存のデバイス（ウィザード） 

以前保護対象コンピューターに接続されたことがあり Endpoint Protector データベース

に既に存在するデバイスを２ステップで追加します。 
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 デバイスのシリアル番号の範囲 

シリアル番号の範囲を指定することによって、複数のデバイスを一度に追加します。こ

の機能の推奨される用途は、明確で顕著なパターンで連続範囲を持つデバイスです。 

 

メモ：この機能は、シリアル番号の範囲が明確なパターンに従わない状況でも実際

には機能しますが、推奨されません。このような場合、一部のデバイスは Endpoint 

Protector によって無視され、カスタムクラスは望みどおりの効果を発揮しません。 

 デバイスの一括リスト 

一度に最大 1,000 デバイスを追加できます。リストをインポートするか、単に情報を貼

り付けるかの２通りの方法があります。 

 

 デバイスクラス（デバイスタイプ） 

デバイスタイプに特定の権限を追加することができます。このオプションは、システム

のすべてのデバイスタイプを変更するための非常に高速な方法ですが、特定のデバイス

権限は一部のユーザーまたはコンピューターにきめ細かく追加されるシナリオで使用す

ることを目的としています。 
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 例 

例として、CD-ROM を許可するカスタムクラスを作成し、デバイスタイプ CD-

ROM/DVD-ROM にアクセス許可を設定しました。クライアント PC CIP0 に CD-

ROM のアクセス拒否の権限が設定されているとしましょう。CD-ROM 許可のカス

タムクラスを有効にすると、クライアント PC CIP0 でアクセス拒否でも、すべての

CD-ROM/DVD-ROM へのアクセスは許可されます。 

3.10 デバイス権限の優先度 

コンピューター権限、グループ権限、グローバル権限は１つの単位を構成し、それぞれの設定を

継承します。つまり、これらの対象のいずれかを変更すると、他の対象に影響を及びます。 

グローバル権限、グループ権限、コンピューター権限の３つの階層レベルがあり、より後者が権

限管理における決定要因となります。 

デバイス権限はすべてのコンピューター、グループ、グローバル権限に優先されます。 

ユーザー権限はコンピューター権限と同じレベルです。優先度はシステム設定セクションで設定

できます。詳しくは、「部門の使用」を参照してください。 

 

 

デバイス権限

グローバル権限

グループ権限

コンピュータ権限

エンドポイント
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 例 

デバイス X がグローバル権限で許可されているとします。同一デバイスがコンピューター権

限セクションで使用を許可されていない場合、このデバイスは使用できません。同じく、デ

バイスがグローバルでアクセスが許可されていないが、コンピューターごとにアクセスが許

可されている場合、このデバイスは許可されます。グローバル権限とグループ権限でも同様

に適用されます。グローバル権限でデバイスの使用が許可されていないが、グループ権限で

許可されている場合、このデバイスは許可されます。 

3.10.1 デバイス制御ポリシーの優先度 

既定では、標準のデバイス制御権限のみを利用できます。デバイスタイプと特定のデバイスセク

ションを含みます。 

カスタムクラスを定義することができます。これは、ネットワーク全体で特定のアクセス権を持

つデバイスのグループを示します。カスタムクラスは標準の権限より優先されます。 

有効であれば、社外ネットワークと勤務時間外デバイス権限を構成することができます。これは

カスタムクラス権限より優先されます。 

オフライン一時パスワード権限は適用されるルールの例外を作成することができます。この権限

はその他より優先されます。 
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4 コンテンツ認識保護 

このモジュールを使用すると、管理者は、選択したユーザー、コンピューター、グループ、部門

の強力なコンテンツフィルターポリシーを設定および強制し、機密性の高い企業データの偶発的

または意図的なファイル転送によるリスクを管理できます。 

 個人識別情報（PII） 

社会保障番号（SSN）、運転免許証番号、メールアドレス、パスポート番号、電話番

号、住所、日付など。 

 金融およびクレジットカード情報 

Visa、MasterCard、American Express、JCB、Discover Card、Dinners Club などのクレ

ジットカード番号など。 

 機密ファイル 

販売およびマーケティングレポート、技術文書、会計文書、顧客データベースなど。 

機密データの漏えいを防ぐために、Endpoint Protector はさまざまな出口ポイントでのすべての

アクティビティを詳細に監視します。 

 ポータブルストレージやその他のメディアデバイス（USB ドライブ、外付け HDD、

CD、DVD、SD カードなど）の直接または暗号化ソフトウェア（EasyLock など）による

転送 

 ローカルネットワーク上の転送（ネットワーク共有） 

 インターネット経由の転送（メールクライアント、ファイル共有アプリケーション、

Web ブラウザ、インスタントメッセージ、ソーシャルメディアなど） 

 クラウドへの転送（iCloud、Google ドライブ、Dropbox、Microsoft OneDrive など） 

 コピー＆ペースト/カット＆ペーストによる転送 

 プリントスクリーン 

 プリンター、その他 
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4.1 コンテンツ認識保護のアクティベート 

コンテンツ認識保護は、Endpoint Protector で使用できる第２レベルのデータ保護機能です。モ

ジュールは表示されますが、［有効］をクリックしてアティベートが必要です。以前に入力され

ていない場合は、主要管理者の詳細な連絡先が要求されます。 

メモ：提供情報は、Live Update Server が正しく構成され、コンテンツ認識保護モジュールが

正常に有効化されたことを確認するためにのみ使用されます。 

 

重要：コンテンツ認識保護モジュールは、デバイス制御モジュールまたは eDiscovery モジュ

ールとは別のライセンスが必要です。 

4.2 ダッシュボード 

このセクションでは、コンテンツ認識保護モジュールに関連する概要を提供します。 
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4.3 コンテンツ認識ポリシー 

コンテンツ認識ポリシーは、選択されたエンティティ（ユーザー、コンピューター、グループ、

部門）に対してファイル転送管理を強制する、機密コンテンツ検出のためのルールセットです。 

このセクションでは、新しいポリシーを作成したり、既存のポリシーを編集または削除したり、

定義済みのポリシーを作成および適用したりすることができます。 

例： 

コンテンツ認識ポリシーは、クレジットカードとメールアドレスの両方をブロックするよう

に設定することができます。この場合、クレジットカードとメールアドレスを含むファイル

はブロックされますが、クレジットカードのみを含むファイルを転送する場合はブロックさ

れません。 

各企業は、特定の活動領域、対象となる業界、役割に対応するカスタムコンテンツ辞書として、

機密情報コンテンツデータリストを定義することができます。 

この作業を容易にするために、コンテンツ認識保護モジュールには、頻繁に使用される機密用語

や表現のセットをカバーする事前定義済みコンテンツ辞書が付属しています。 
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例： 

会社の財務部門に対して、メールで送信される Excel レポートをブロックしたり、個人を特定

できる情報や財務情報（クレジットカード番号、メール、電話番号、社会保障番号など）を

含むファイルの転送をすべてレポートしたりするようにポリシーを設定することができま

す。 

 

メモ：コンテンツ認識保護ポリシーは、ファイル許可リスト（デバイスコントロール ＞ ファ

イル許可リスト）にも適用されます。これは、以前は許可されていたすべてのファイルが、

定義されたポリシーに従って、機密コンテンツの検出、レポート、および/またはブロックの

ために検査されることを意味します。 

デバイス制御ポリシーと同様に、コンテンツ保護ポリシーもコンピューターが社内ネットワーク

から切断された後でも適用され続けます。 

同じコンピューター、ユーザー、グループ、部門に対して、1 つまたは複数のコンテンツ保護ポ

リシーを適用することができます。適用されるルール間の競合を避けるために、ポリシーの優先

順位は左から右の順番で実行されます。一番左のポリシーが最も高い優先度（優先度 1）を持ち、

一番右のポリシーが最も低い優先度を持ちます。1 つまたは複数のポリシーの優先順位を変更す

るには、左の矢印をクリックすると優先順位が高くなり、右の矢印をクリックすると優先順位が

低くなります。 

4.3.1 ポリシー情報 

コンテンツ認識ポリシーを作成するには、以下の情報が必要です： 

メモ：特定のアプリケーションや OS によっては、いくつかの制限が適用される場合があり

ます。 

 OS タイプ 

適用される OS タイプ（Windows、macOS、Linux）を定義します。 

 ポリシー名 

ポリシーの名前を定義します。 

 ポリシーの説明 

ポリシーの説明を定義します。 
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 ポリシーアクション 

実行されるアクションのタイプ（機密性の高いコンテンツ転送のレポートのみ、ブロッ

クとレポート）を定義します。 

 ポリシータイプ 

ポリシーのタイプ（標準、外部ネットワーク、勤務時間外）を選択します。 

 ポリシーテンプレート 

ドロップダウンリストから選択します。 

 グローバルしきい値 

無効にすると、通常のしきい値とみなされます。 

 脅威のしきい値 

ファイル転送で許容される最大コンテンツ違反数を入力します。 

 ファイルサイズのしきい値 

ファイル転送がブロックまたはレポートされるファイルサイズ（MB）を入力します。 

メモ：ファイルサイズのしきい値を設定すると、ポリシー内でどのようなファイル

タイプやカスタムコンテンツがチェックされているかにかかわらず、ポリシー全体

に適用されます。ファイルサイズのしきい値で使用する値は、正の整数でなければ

なりません。 

 ファイルサイズのしきい値に一致した場合にポリシーを適用する 

有効にすると、しきい値と組み合わせてポリシーが適用されます。拒否リスト側でチェ

ックされているものは、しきい値も考慮してすべてブロックされます。この設定は、

［ファイル名］と［ファイルの場所］には適用されません。 

メモ：しきい値オプションは、［定義済みコンテンツ］、［カスタムコンテンツ］、［正

規表現］など、複数のフィルターにのみ適用されます。一般的なルールとして、し

きい値を使用するブロック & レポート ポリシーは、レポートのみのポリシーよりも

高い優先度で配置することが推奨されます。 

 ポリシーの状態 

レポートのみ、または機密コンテンツを含むデータの転送をすべてブロック＆レポート

するように定義します。 



 

Endpoint Protector ユーザーマニュアル 

68 

ジュピターテクノロジー株式会社 

メモ：はじめは、データ転送を検出するがブロックしない「レポートのみ」アクシ

ョンを使用することをお勧めします。この方法では、アクティビティが中断される

ことはなく、ネットワーク全体のデータ使用状況をよりよく把握することができま

す。 

 クライアント通知 

メモ：あるインターネットブラウザで、社会保障番号（SSN）の転送をブロック＆

レポートするポリシーを設定したとします。通常のしきい値を 4 に設定すると、こ

れらのブラウザ上で、4 つ以上の個別の SSN 番号を含むすべての転送がブロックさ

れますが、1、2、3 つ SSN が出現する転送はブロックされません。 

同じタイプの 4 つ以上の脅威をブロックする通常のしきい値とは異なり、グローバ

ルしきい値は異なるタイプの 4 つ以上の脅威を組み合わせてブロックします。別の

例では、2 つの脅威（1 つは社会保障番号、もう 1 つは電話番号）は、通常のしきい

値が 2 のポリシーではブロックされず、グローバル閾値のポリシーでのみブロック

されます。一方、2 つの社会保障番号は、両方のしきい値が 2 に設定されているポ

リシーによってブロックされます。 

 

4.3.2 ポリシーの出口ポイント 

監視する出口ポイントを監視できます。 

1. アプリケーション 

 Web ブラウザ（例：Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari など） 

 メール（例：Outlook、Thunderbird、Lotus Notes、その他） 
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 インスタントメッセージ（例：Skype、Pidgin、Google Talk など） 

 ファイル共有（例：Google Drive Client、iCloud、Dropbox、DC++など） 

 ソーシャルメディア/その他（例：iTunes、Total Commander、GoToMeeting、など） 

メモ：Adobe Flash Active X を使用するサイトをブロックするには、「Web ブラウザ」カ

テゴリから Adobe Flash Player を選択します。 

2. ストレージデバイス 

制御されるタイプの一覧は、［システムパラメータ］＞［デバイスタイプと通知］＞

［Custom Content Aware Protection Notifications］で確認できます 

メモ：Windows の場合、ファイル転送はリムーバブルメディアとの間で監視されます。 

すべてのストレージデバイスではなく、カスタムクラスのみに機密データ転送を監視するオ

プションも利用できます。 

3. クリップボード 

コピー＆ペースト、またはカット＆ペースト操作でキャプチャされたすべてのコンテンツを

参照します。 

メモ：クリップボード機能は、［ポリシー拒否リスト］セクションの［ソースコード］タ

ブ、［事前定義コンテンツ］、［カスタムコンテンツ］、［正規表現］で定義された機密コン

テンツにのみ適用されます。 

クリップボード機能では、以下の粒度を設定できます： 

 全般：監視対象の出口ポイントに関係なくコンピューターに対して 

 ポリシーで定義されたソースコード検出 

 監視対象アプリケーション：定義された出口でペーストアクションが制限されます。 

 拡張アプリケーション：Word や Excel など定義されたアプリケーションでのペースト

アクションが制限されます。 
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4. ネットワーク共有 

Mac のネットワーク共有では、Endpoint Protector は「レポートのみ」ポリシーのすべての

イベントをレポートします。「ブロックしてレポート」ポリシーでは、ローカル共有からロ

ーカルディスク、制御されたストレージデバイスタイプ、制御されたアプリケーションへの

転送がブロックされます。 

5. シンクライアント 

シンクライアントドライブへのファイル転送に適用されます。 

6. プリントスクリーン 

画面キャプチャオプションに適用されます。 

7. プリンター 

ローカルプリンターとネットワーク共有プリンターの両方に適用されます。 

メモ：有効にした場合、（グローバル、グループ、コンピューターなど）［設定］の

［Advanced Printer と MTP スキャン］オプションを有効にすることをお勧めします。 

 

4.3.3 コンテンツ検出の概要 

カスタム検出の概要には、コンテンツ認識ポリシーでチェックされたすべての定義済みコンテン

ツ、カスタムコンテンツ、正規表現、HIPAA が表示されます。 

コンテンツ検出ルールを使用すると、演算子 AND、OR を使用して複数の条件を組み合わせてポ

リシーを定義することができます。 

メモ：この機能は Premium ライセンスでのみ利用可能で、特定のファイルタイプにコンテン

ツ検出を制限することもできます。 
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コンテンツ検出を制限するには、ドロップダウンリストからコンテンツ検出ルールを適用するフ

ァイルタイプを選択します。 

ファイルタイプが設定されていない場合、コンテンツ検出ルールで定義されたコンテンツは、こ

のポリシーでブロックされていないすべてのファイルタイプで検索されます。 

 

コンテンツ検出ルールを編集するには、［編集］をクリックし、［オペレーション定義］セクショ

ンで次の情報を入力します。 

 演算子： OR（デフォルト）、AND を選択します。 

 しきい値を有効にし、各エントリの横にあるフィールドに、1 から 1000 の数字を入力

します。これにより、［ポリシー情報］セクションの［グローバルしきい値］の設定が

無効になります。 

 項目追加をクリックし、ドロップダウンから PII を選択します。操作を保存する前に、

ドロップダウンリストから選択することで PII を変更することができます。リストから

項目を削除するには、各 PII の x をクリックします。 

 グループ追加：上下の矢印を使うか、リストから項目をドラッグ＆ドロップすると、操

作の順序を変更できます。 
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4.3.4 ポリシー拒否リストとポリシー許可リスト 

ポリシー拒否リストとポリシー許可リストは、検出するコンテンツを指定します。ファイルタイ

プのフィルタリング、事前定義コンテンツのフィルタリング、カスタムコンテンツのフィルタリ

ング、ファイル許可リスト、正規表現とドメイン許可リスト、ディープパケットインスペクショ

ンなどが含まれます。 

 ポリシー拒否リスト 

使用できる拒否リストは次のとおりです： 

 ファイルタイプ 

プログラムファイルなどの多くのファイルは、実際には.TXT ファイルです。望ましくな

い影響を避けるため、このファイルタイプを選択する際にはご注意ください。 

 ソースコード 

N-gram ベースの検出方法が、このファイルタイプの精度を高めるために使用されま

す。ただし、さまざまなソースコードが密接にリンクされるため（例：C、C ++な

ど）、これらもチェックされます。作業を簡単にするため、Endpoint Protector ではこれ

らの相関を自動的にマークします。 

ディープパケットインスペクションが有効である場合、Git の拡張監視を利用できます。Git が制

限アプリで選択されている場合、使用されている git アプリケーションに関わらず、関連づけら

れている Git アクション（fetch, clone, push, pull）がブロックされます。これにより、完全に Git
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をブロックできます。しかしながら、ディープパケットインスペクション許可リストは、特定の

ドメイン（例： internalgit.mydomain.com）にリンクさせて特定の Git を許可できます。 

メモ：すべての Git トラフィックは暗号化されています。このため、特定のドメインを許可

すると、コンテンツや他のポリシー制限に関わらずあらゆるファイル転送が許可されます。 

Git が制限アプリケーションで選択されている場合、Git 関連アクション（fetch, clone, push, pull）

についての Endpoint Protector クライアント通知やログは生成されません。 

 事前定義コンテンツ 

事前定義コンテンツの項目の多くは、各国固有のものです（オーストラリア、カナダ、

ドイツ、韓国、イギリス、米国など）。大量のログや誤検知を避けるには、地域または

機密データに適用されるパスポートのみを有効にしてください。 

 カスタムコンテンツ 

 ファイル名 

 正規表現 

 HIPAA 

 ドメインと URL 

 

 HIPAA コンプライアンス 

HIPAA タブのオプションを選択すると、Content Aware Protection ポリシーは、自動的

に HIPAA ポリシーになります。利用可能なオプションは、FDA 承認リストと ICD コー

ドを参照しています。 
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HIPAA ポリシーを有効にするには、事前定義されたコンテンツとカスタムコンテンツフ

ィルターも有効にする必要があります。これらは、健康保険番号、社会保障番号、住所

などの PII を含む転送ファイルを自動的に報告またはブロックします。 

 ポリシー許可リスト 

使用できる許可リストは次のとおりです： 

 MIME タイプ 

 許可ファイル 

 メールドメイン 

 URL 名 

 ディープパケットインスペクション 

メモ：拒否リストと許可リストの詳細については、「拒否リストと許可リスト」を参照してく

ださい。 

 

重要：コンテンツ認識保護ポリシーは、企業ネットワークから切断された後でも、保護され

たコンピューターからの機密データ転送をレポートまたはブロックし続けます。ログは

Endpoint Protector クライアントに保存され、接続が再確立されるとサーバーに送信されま

す。 

4.3.5 DPI 監視対象のURL カテゴリ 

ディープパケットインスペクションがフィルタリングする監視 URL カテゴリを定義することがで

きます。選択なしの場合、ディープパケットインスペクションは任意の URL に対してアップロー

ドされたすべてのコンテンツをフィルタリングします。 
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URL カテゴリの追加、削除、編集は、［拒否リストと許可リスト］の［URL カテゴリ］セクショ

ンから行うことができます。 

 

4.3.6 ポリシーの対象 

ポリシーを作成する最後のステップは、利用可能なエンティティからポリシーを適用するエンテ

ィティを選択することです。 

 部門 

 グループ 

 コンピューター 

 ユーザー 

メモ：コンピューター、ユーザー、グループ、部門にコンテンツ認識ポリシーが既に適用さ

れている場合は、クリックすると、適用された対応するネットワーク項目が強調表示されま

す。 

4.3.7 Block and Remediate（ブロックと修復）ポリシー 

Block and Remediate（ブロックと修復）ポリシーは、Premium ライセンスが利用可能な場合に

のみ利用できるコンテンツ認識ポリシーのカテゴリです。 

このカテゴリのポリシーは、エンドユーザーが正当な理由でコンテンツ認識の脅威を解決する可

能性を提供します。 
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Block and Remediate（ブロックと修復）コンテンツ認識ポリシーは、［コンテンツ認識保護セク

ション］＞［コンテンツ認識ポリシーの作成］＞［ポリシーアクション］＞［Block and 

Remediate］から簡単に作成することができます。 

検出された場合、コンテンツ認識の脅威が表示されます。 

 Endpoint Protector 通知ダイアログの［Content Aware］タブに表示されます。 

 ［設定］セクションでこのオプションが有効になっている場合、ポップアップ通知とし

て表示されます。 

脅威を修復するには、エンドユーザーは以下の手順を実行する必要があります。 

1. Endpoint Protector notifier を開き、［Content Aware Protection］タブを開きます。 

2. 修復するファイルを選択し、［Self Remediate］（自己修復）をクリックします。 

3. Self Remediate セクションで： 

a. ドロップダウンリストから正当な理由を選択します。 

b. （必要な場合は）正当化の理由を追加します。 

c. ロゴの下にあるカスタム URL へ移動します。 

d. ［Require Credentials］（認証情報が必要）設定が有効な場合は、認証情報を追加

します（現在のユーザー名を更新するには、ユーザー名アイコンをクリックしま

す）。 

e. デバイスの修復に必要な分数を追加します（デフォルトの数値にカーソルを合わせ

ると、最大時間間隔が表示されます）。 

f. ［Authorize］をクリックします。 

メモ：自己修復機能に関するその他の設定は、［システム設定］＞［ユーザー修復］

セクションから管理することができます。 
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4.3.8 複数のコンテンツ認識ポリシーの適用 

コンテンツ認識保護は、適用されたファイルのレポートまたはブロックしてレポートに関する必

要なアクションを細かく実装できる非常に汎用性の高いツールです。 

コンテンツ認識ポリシーは、選択された情報をレポートまたはブロックしてレポートするための

一連のルールです。選択されていない他のオプションはすべて、Endpoint Protector によって無

視されます。 

同じ PC に対して 2 つのポリシーを割り当てることができます。たとえば、PNG ファイルを

Mozilla Firefox からアップロードする場合はブロック（1 つ目のポリシー）し、Internet Explorer

からアップロードする場合はレポートのみとする（2 つ目のポリシー）、ということが可能です。

同じく、選択された辞書の機密用語を含むファイルを Skype で送信するときはレポートのみ（1

つめのポリシー）、Yahoo Messenger から送信される場合はブロックする（2 つ目のポリシー）と

いうことができます。同様に、1 つファイルタイプまたはアプリケーションの事前定義コンテン

ツ/カスタムコンテンツ/正規表現を含むファイルをブロックするポリシーと、レポートのみを実

行するポリシーを作成して組み合わせることができます。 

個別に選択された各項目（たとえば、特定のファイルタイプ、事前定義情報、カスタムコンテン

ツ辞書）について、コンピューター/ユーザー/グループ/部門の 1 つ以上のコンテンツ認識ポリ

シーを適用する際には、以下のルールが使用されます。 
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ポリシーA 

優先度 1 

ポリシーB 

優先度 2 

ポリシーC 

優先度 3 
Endpoint Protector のアクション 

無視 無視 無視 
情報はブロック、レポートされませ

ん。 

無視 無視 レポート 情報はレポートされます。 

無視 レポート レポート 情報はレポートされます。 

レポート レポート レポート 情報はレポートされます。 

無視 無視 ブロック 情報はブロックされます。 

無視 ブロック ブロック 情報はブロックされます。 

ブロック ブロック ブロック 情報はブロックされます。 

無視 レポート ブロック 情報はレポートされます。 

無視 ブロック レポート 情報はブロックされます。 

レポート 無視 ブロック 情報はレポートされます。 

ブロック 無視 レポート 情報はブロックされます。 

レポート ブロック 無視 情報はレポートされます。 

ブロック レポート 無視 情報はブロックされます。 

 

重要：ポリシーを作成するときにチェックを外した情報は、Endpoint Protector では無視され

たものとして扱われ、許可されたものとはみなされません。 

 

ヒント：ディープパケットインスペクション機能はドメイン許可ベースでメールスキャンに

拡張されます。 

推奨される HIPAA は、HIPAA タブのオプションに加えて、以下の構成も持つコンテンツ認識ポリ

シーを検討する必要があります。 

 認識されたすべてのファイルタイプを含める必要があります。 

 すべての個人識別情報は、米国特有の情報でなければなりません（住所、電話番号、フ

ァックス番号、社会保障番号）。 
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 両方のインターネットプロトコルアドレスアクセスを選択する必要があります。 

 URL およびドメイン許可リストのオプションも選択する必要があります。 

HIPAA ポリシーは、ネットワークのデータをより詳細に制御するために、独自のポリシーまたは

通常のポリシーと組み合わせて作成し使用することができます。このポリシーは、Windows、

macOS、Linux コンピューターで使用できます。 

 

 使用例 1 

X 社は、患者の氏名、住所、生年月日、電話番号、社会保障番号、メールアドレスなどの一般的

な情報を含む電子形式の患者カルテを取り扱っているとします。同社は、すべての一般的な

Windowsデスクトップアプリケーションを使ったデータの転送をブロックしたいと考えています。 

機密データが患者ごとのプロファイルの形式で提供されることを確認し、管理者は以下のような

HIPAA ポリシーを作成しました。 



 

Endpoint Protector ユーザーマニュアル 

80 

ジュピターテクノロジー株式会社 

 

このポリシーは、グローバルしきい値 4 の「ブロックしてレポート」で設定されます。制御され

たストレージデバイスタイプ（［システムパラメータ］＞［デバイスタイプ］）、クリップボード

とネットワーク共有、および Endpoint Protector で認識されるアプリケーションのデータベース

をスキャンします。このポリシーは、ポリシー内で選択された 4 つ以上の PII を含むファイル転

送のみをブロックします。1 つのアドレス、2 つの電話番号、2 つのメールを含むすべてのファイ

ルは転送されます 

 使用例 2 

Y 社は、患者の機密情報の大きなデータベースを持っています。この情報は、患者ごとに 10 個以

上の個人識別情報（PII）項目を含む個々のオフィスファイルに保存されています。これらのファ

イル以外に、会社のスタッフは、ファイルごとに同じ PII を 3 つ含むファイルを定期的に使用し

ます。Y 社は、10 個以上の項目を含むデータベースのファイルの漏えいをブロックし、3 項目を

含むファイル転送はレポートのみを実施したいと考えています。 

管理者は、以下に示すポリシーのように、グローバルしきい値 10 を使用して、10 個の PII を含

むファイルの転送をブロックするポリシーを設定しました。 
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次の例のように、標準のしきい値「3」を使用して、同じ種類の 3 つの項目を含むファイルの転

送をレポートするために、別の HIPAA ポリシーを使用できます。 

 

「ブロックしてレポート」ポリシーが優先され、「レポートのみ」ポリシーは 2 番目の優先度に

なります。 

4.4 ディープパケットインスペクション 

ディープパケットインスペクション機能は、管理者がコンテンツインスペクション機能をネット

ワークの仕様に合わせて微調整できるようにします。 

4.4.1 ディープパケットインスペクション証明書 

macOS 11.0 の最新の変更により、ディープパケットインスペクションに影響があるため、

macOS 11.0 以降の macOS バージョンでディープパケットインスペクション機能を動作させるに

は、新しい証明書が必要です。 
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メモ：ディープパケットインスペクションは、Endpoint Protector クライアントにディープパ

ケットインスペクション証明書が追加されている場合のみ、macOS 11.0 以降で機能します。 

この証明書は、［システム構成］＞［システム設定］＞［ディープパケットインスペクション証

明書］からダウンロードし、手動で追加するか、展開ソリューションによって自動的に追加する

ことができます。 

手動で追加するには、次の手順に従います。 

1. ［システム構成］＞［システム設定］＞［ディープパケットインスペクション証明書］

に移動し、クライアント CA 証明書をダウンロードします。 

 

2. macOS でキーチェーンアクセスアプリケーションを開き、［システム］を選択します 

3. ダウンロードした ClientCerts ファイルを展開します。 

4. cacert.pem ファイルを選択し、［キーチェーンアクセス］＞［システム］へドラッグア

ンドドロップします。 
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5. 新しく追加された証明書には ‘x’ が付きます。ダブルクリックして［信頼］セクション

で［常に信頼］を選択します。 

 

6. 変更を保存します。 

4.4.2 ディープパケットインスペクションポートと設定 

このセクションでは、管理者は監視対象アプリケーションを各ネットワークで使用されるポート

と関連付けることができます。 

既定では、ディープパケットインスペクション機能は事前定義済みポート（80, 443, 8080 など）

リストがあります。しかしながら、カスタムポートが特定のネットワークで使用されている場合

やコンテンツ認識保護ポリシー内で出口ポイントとして定義されている監視対象アプリケーショ

ンの１つで定義されている場合、このセクションでポートを追加することができます。 
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 テキスト検査 

有効にすると、Teams、Skype、Slack、Mattermost または Google スプレッドシート、

Facebook、Post、Facebook コメント、Instagram コメントオンラインアプリケーショ

ンで入力された機密データが監視されます。 

メモ：テキスト検査設定を適用するには、Teams、Skype、Slack、Mattermost のデ

ィープパケットインスペクションを有効にする必要があります。リストを細かく管

理することはできません。 

 ピア証明書の検証 

有効にすると、DPI がアクティブなときにユーザーがアクセスする Web サイトの

Endpoint Protector 証明書検証をオフにすることができます。 

メモ：この設定は、Secure Web Gateway ソリューションなど、他のネットワークト

ラフィック検査製品が Web サイトの証明書を検証する場合にのみ、有効にしてくだ

さい。 

 Monitor webmail 

有効にすると、ブラウザで Gmail と Outlook の件名と本文がスキャンされます。添付フ

ァイルは、この設定に関係なく監視されます。 

 新しい Outlook でサポートされていないプロトコルをブロック 

有効にすると、Outlook のレガシー機能と相互作用がない、新しい Outlook メールの送

信機能がブロックされます。 
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 例 

ディープパケットインスペクションと Peer Certificate Validation がオンの場合に

badssl.com Web サイトにアクセスすると、“You’re connection is not private” と他の証明書警

告が表示されます。 

ディープパケットインスペクションがオンで Peer Certificate Validation がオフの場合に

badssl.com Web サイトにアクセスすると、Endpoint Protector クライアントはサーバー証明

書を検証せずブラウザは警告なしでユーザーにそのサイトを訪問させます。 

ディープパケットインスペクションを有効にした場合の例 

 ピア証明書の検証の有効化 

badssl.com の Web サイトにアクセスすると、「接続がプライベートではありません」な

どの証明書の警告が表示されます。 

 ピア証明書の検証の無効化 

badssl.com の Web サイトにアクセスした場合、Endpoint Protector クライアントはサ

ーバー証明書を検証せず、ブラウザは警告を出さずにサイトを閲覧できるようにしま

す。 

使用例： 

あなたの組織が SSL インスペクションプロキシーまたはゲートウェイを使用しているとします。

プロキシ/ゲートウェイで挿入された証明書はエンドポイントで検証できません（例：証明書が

無効、または CA 証明書発行者がコンピューターの証明書ストアの信頼されたルート証明機関に

インストールされていないため）。この場合、Endpoint Protector ディープパケットインスペクシ

ョンを機能させるには、ピア証明書の検証をスキップする必要があります。Endpoint Protector

クライアントは、この場合、セキュリティが損なわれないように、プロキシまたはゲートウェイ

によってピア証明書の検証が行われることを前提としています。 

 Allowed domains for Google Business accounts 

この設定を使用すると、ディープパケットインスペクションが有効な場合に、業務用と

して特定の Google ドメインへのアクセスをユーザーに許可することができます。 
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許可するビジネスアカウントを指定するには、［許可するビジネスアカウントの追加］

にエントリを入力し、+ をクリックします。 

新しいエントリが許可されたビジネスアカウントのリストに表示され、x をクリックし

て削除することができます。 

重要：Endpoint Protector は、ここに表示されていない Gmail、Google Drive、Google 

Docs などに使用されているすべての Google ドメイン（ビジネスおよびプライベー

ト）へのアクセスをブロックします。リストが空のままだと、どの Google ドメイン

もブロックされません。 

 

4.4.3 ディープパケットインスペクションアプリケーション 

このセクションでは、管理者が各アプリケーションに対してディープパケットインスペクション

機能の有効/無効を切り替えることができます。 

メモ：下記の DPI をサポートするアプリケーションのみ利用できます。 
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重要：ディープパケットインスペクション機能は、最初に ［デバイス制御］＞［設定（グロ

ーバル、グループ、コンピューターなど）］で有効にしておく必要があります。詳しくは、

「グローバル設定」をご参照ください。 
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5 eDiscovery 
このモジュールにより、管理者は、保護された Windows、Mac、Linux コンピューターに存在す

るデータを検査するポリシーを作成できます。企業のデータ保護戦略を実施し、偶発的または意

図的な情報漏えいによるリスクを管理することができます。管理者は、次のような機密データを

検出することで、データによって引き起こされる問題を緩和できます。 

 個人識別情報（PII） 

社会保障番号（SSN）、運転免許証番号、メールアドレス、パスポート番号、電話番

号、住所、日付など 

 金融およびクレジットカード情報 

Visa、MasterCard、American Express、JCB、Discover Card、Dinners Club などのクレ

ジットカード番号や銀行口座番号 

 機密ファイル 

販売およびマーケティングレポート、技術文書、会計文書、顧客データベースなど 

5.1 eDiscovery のアクティベート 

eDiscovery は、Endpoint Protector で使用できる第 3 レベルのデータ保護モジュールとして提供

されます。モジュールは表示されますが、使用するためにはアクティベートが必要です（［有効］

をクリックするだけです）。アクティベートの際には、管理者情報を入力する必要があります。 

メモ：提供された詳細情報は、ライブアップデートサーバーが正しく設定され、eDiscovery

モジュールが正常に有効になったことを確認するためにのみ使用されます。 
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重要：eDiscovery モジュールは、デバイス制御モジュールまたはコンテンツ認識保護モジュ

ールとは別に、個別のライセンスが必要です。 

5.2 ダッシュボード 

このセクションでは、eDiscovery モジュールに関連する概要が表示されます。 

 

5.3 eDiscovery ポリシーとスキャン 

eDiscovery ポリシーは、保護されたコンピューターに保存されているデータに対する機密コンテ

ンツ検出のためのルールセットです。eDiscovery ポリシーは 5 つの主要要素で構成されます。 

 OS タイプ 

適用する OS（Windows、Mac、Linux） 

 しきい値 

許容される違反の数 

 ポリシー拒否リスト 

検出されるコンテンツ 

 ポリシー許可リスト 

無視されるコンテンツ 

 ポリシーの対象 

適用対象の部門、グループ、コンピューター 
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メモ：eDiscovery ポリシーが作成されると、eDiscovery スキャンの必要なタイプを選択する

必要があります。 

eDiscovery スキャンは、データ検出をいつ開始するかを定義する、ポリシーのルールセットです。

スキャンにはいくつかの種類があります。 

 クリーンスキャン 

新しい検出を開始します（初期状態から） 

 増分スキャン 

検出を続行します（前回スキャンしたファイルをスキップします） 

eDiscovery 自動スキャンも利用可能で、管理者は増分スキャンを設定できます 

 1 回 - スキャンは特定の日時に 1 回実行されます。 

 毎週（ 7 日ごと） - スキャンは設定された日時から 7 日ごとに実行されます。 

 毎月（30 日ごと） - スキャンは設定された日時から 30 日ごとに実行されます。 

 

eDiscovery スキャンはいつでも停止することができます。結果は自動的に消去されます。これは、

以下を使用して行うことができます： 

 スキャンの停止 

スキャンを停止します（ログには影響しません） 

 スキャンの停止とログのクリア 

スキャンを停止し、ログを消去します。 
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メモ：［グローバルの停止とクリア］は、すべてのeDiscovery スキャンを停止し、すべてのロ

グを消去する必要がある状況で使用できます。 

5.3.1 eDiscovery ポリシーの作成とスキャン 

管理者は、［eDiscovery］＞［ポリシーとスキャン］セクションから eDiscovery ポリシーとスキ

ャンを簡単に作成および管理できます。 

 

［カスタムポリシーの作成］をクリックすると、新しいポリシーを作成できます。既存のポリシ

ーは、ダブルクリックすることで編集できます。ポリシーを選択すると、編集、複製、削除オプ

ションが表示されます。 
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新しいポリシーの作成時に以下を選択します：  

 ポリシー情報（OS タイプ、ポリシー名、ポリシーの説明など） 

 ポリシー拒否リスト 

 ポリシー許可リスト 

 ポリシーの対象（部門、グループ、コンピューター） 

使用できるしきい値は次のとおりです。 

 脅威のしきい値 

 ファイルサイズのしきい値 

しきい値の詳細は、Endpoint Protector のユーザーインターフェイスで直接確認できます。拒否

リストと許可リストについては、「拒否リストと許可リスト」を参照してください。 

eDiscovery ポリシーが作成されると、スキャンアクションを割り当てることができます。クリー

ンスキャンの開始、増分スキャンの開始、スキャンの停止、スキャンの停止とログのクリアなど

があります。 

5.4 eDiscovery スキャン結果とアクション 

eDiscovery スキャンが開始されると、見つかった対象を検査し、修正アクション（対象の削除、

対象の暗号化、対象の復号化など）を実行できます。すべての結果は、［eDiscovery］＞［スキ

ャン結果とアクション］セクションに表示されます。 
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 ヒント 

［スキャン結果とアクション］セクションは、［eDiscovery］＞［ポリシーとスキャン］か

ら直接アクセスすることもできます。eDiscovery スキャン一覧からコンピューターを選択

し、検出された対象の検査アクションを選択します。これにより、スキャン結果一覧が自動

的にフィルターされ、特定のコンピューターの対象のみが表示されます。 
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5.4.1 スキャン結果の表示とアクションの実行 

このセクションから、管理者はスキャン結果を管理できます。スキャンされたすべてのコンピュ

ーターの一覧を表示し、対象の削除、暗号化、復号化などの操作を実行できます。 

 

管理者は、個々の対象に個別に目的のアクションを適用することも、複数のアイテムを選択して、

アクションを選択することで同時に目的のアクションを適用することもできます。 
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6 拒否リストと許可リスト 

このセクションで、管理者は、コンテンツ認識保護と eDiscovery の両方のモジュールで使用でき

る拒否リストと許可リストを作成できます。定義すると、拒否リストと許可リストは目的のポリ

シーで有効にすることができます。 

利用可能な拒否リストと許可リスト 

タイプ 名前 

プラットフォーム モジュール 

Windows macOS Linux 
コンテンツ

認識保護 
eDiscovery 

拒否リスト カスタムコンテンツ 〇 〇 〇 〇 〇 

ファイル名 〇 〇 〇 〇 〇 

ファイルの場所 〇 〇 〇 〇 〇 

スキャンの場所 〇 〇 〇 × 〇 

正規表現 〇 〇 〇 〇 〇 

ドメインと URL 〇 〇 〇 〇 × 

メールドメイン 〇 〇 〇 〇 × 

許可リスト MIME タイプ 〇 〇 〇 〇 〇 

許可ファイル 〇 〇 〇 〇 〇 

ファイルの場所 〇 〇 〇 〇 〇 

ネットワーク共有 〇 〇 × 〇 × 

メールドメイン 〇 〇 〇 〇 × 

URL 名 
〇 

IE のみ 
× × 〇 × 

ディープパケット 

インスペクション 
〇 〇 〇 〇 × 

URL カテゴリ 〇 〇 〇 〇 × 

 



 

Endpoint Protector ユーザーマニュアル 

96 

ジュピターテクノロジー株式会社 

6.1 拒否リスト 

6.1.1 カスタムコンテンツ 

カスタムコンテンツ削除リストとは、Endpoint Protector が機密コンテンツとして検出した用語

や表現のリストをカスタム定義したもので、コンテンツ認識保護モジュールと eDiscovery モジュ

ールの両方で利用可能です。 

このセクションでは、メールカスタムコンテンツ拒否リストの表示と追加、およびアクション列

から、既存の拒否リストの編集、削除、エクスポートを行うことができます。 

新しい拒否リストを作成するには、利用可能な拒否リストで、［追加］をクリックし、名前と説

明を入力し、改行、カンマ、セミコロンで区切られた 3 文字以上の項目を入力または貼り付けま

す。フォームで提供されるサンプルファイルを使用してコンテンツをインポートし、アップロー

ドされたアイテムの数に基づいてオプションを選択することができます。 

メモ：100 項目以下の辞書は編集可能です。それ以上の辞書は再度アップロードする必要が

あります。 

辞書を作成すると、「カスタムコンテンツ」リストに表示され、コンテンツ認識保護ポリシーま

たは eDiscovery ポリシーを作成または編集する際に利用できるようになります。 
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6.1.2 ファイル名 

ファイル名拒否リストは、Endpoint Protector によって検出されるファイル名のカスタム定義リ

ストです。ファイル名拒否リストは、コンテンツ認識保護モジュールと eDiscovery モジュールの

両方で使用できます。 

 

新しい拒否リストを作成するには、利用可能な拒否リストで、［追加］をクリックし、名前と説

明を入力し、ファイル名を改行、カンマ、セミコロンで区切って入力またはペーストします。フ

ォームで提供されるサンプルファイルを使用して、コンテンツをインポートすることができます。 

ファイル名、ファイル名と拡張子、または拡張子だけを追加して、コンテンツを定義することが

できます。 

 "example.pdf" ファイル名を使用すると、example.pdf で終わるすべてのファイル（例： 

example.pdf、myexample.pdf、test1example.pdf）がブロックされます。 

 ".epp" 拡張子を使用すると、.epp 拡張子を持つすべてのファイル（例： test.epp、

mail.epp、123.epp）がブロックされます。 

新しいファイル名拒否リストが作成されると、自動的に［ファイル名］タブに表示されます。ま

た、コンテンツ認識保護または eDiscovery ポリシーを作成または編集するときにも使用できま

す。 

重要：コンテンツ認識保護の場合、ファイル名拒否リストは、「ブロックしてレポート」タイ

プのポリシーに対してのみ機能します。大文字と小文字の区別および単語の完全一致の機能は

適用されません。 
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6.1.3 ファイルの場所 

ファイルの場所拒否リストは、Endpoint Protector によって識別される場所のカスタム定義リス

トです。 

この場所のファイル転送は、さまざまなポリシーで定義されるコンテンツ検査ルールやアクセス

権に関係なく、自動的にブロックされます。 

ファイルの場所拒否リストは、コンテンツ認識保護モジュールでのみ使用できます。 

 

［ファイルの場所の拒否リストにサブフォルダーを含める］オプションを有効にすると、システ

ム全体の他のすべてのファイルの場所の拒否リストと許可リストに影響します。デフォルトでは、

ファイルの場所の拒否リストは、特定のフォルダーにあるすべてのファイルに適用されますが、

サブフォルダーを含む場所にある他のファイルにも適用されます。 
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メモ：ファイルの場所拒否リストの定義に加えて、ファイルを転送するために使用するブラ

ウザまたはアプリケーションも、コンテンツ保護ポリシー内で選択する必要があります。 

このセクションでは、ファイルの場所の削除リストを表示および追加することができ、アクショ

ン列では、既存の拒否リストを編集、削除、またはエクスポートすることができます。 

新しい拒否リストを作成するには、利用可能な拒否リストのリストで、［追加］をクリックし、

名前と説明を入力し、項目を改行、カンマ、またはセミコロンで区切って追加し、グループとコ

ンピューターを選択します。 

重要：ファイルの場所拒否リストは、ユーザーのグループには適用されず、コンピューター

のグループにのみ適用されます。ファイル場所拒否リストは、選択したコンピューターグル

ープに対してのみ、15 分後に適用されます。 

 

ファイルの場所拒否でワイルドカードパターンを使用して、ワイルドカードによるマッチングを

指 定 す る こ と が で きま す 。Windows でデスクトップフォルダーを指定する場合は、 

"?:\Users\*\Desktop\" というパターンを使用します。 

ファイルの場所でのワイルドカード使用例 

ワイルドカ

ード種類 
ファイルの場所 一致する結果 一致しない結果 

Implicit 

（暗黙） 

C:\temp C:\temp\file.txt 

C:\temp\test\file2.txt 

C:\tempfile.txt 

C:\temp1\file.txt 

C:\Windows\file.txt 

Explicit 

（明示） 

C:\Windows\* C:\Windows\regedit.exe 

C:\Windows\system32\notepad.exe 

C:\Windows.old\regedit.exe 

C:\Windows.old\system32\notepad.exe 

6.1.4 スキャンの場所 

スキャンの場所拒否リストは、eDiscovery モジュールによって特定される場所のカスタム定義リ

ストです。この場所にある静止データは、様々なポリシーで定義されたルールに従って、コンテ

ンツが自動的に検査されます。 
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このセクションから、スキャンの場所の拒否リストを表示、追加することができます。また、ア

クション列から、既存の拒否リストを編集または削除することができます。 

新しい拒否リストを作成するには、利用可能な拒否リストで、［追加］をクリックし、名前と説

明を入力し、スキャンの場所を改行、カンマ、セミコロンで区切って追加するか、定義済みのス

キャンの場所から選択し、［コンテンツに追加］をクリックします。 

スキャンの場所を定義する際、パスを定義するために以下の特殊文字を使用します。 

 * - 単語を置き換えます。 

 ? - 任意の文字を置き換えます。 

 

6.1.5 正規表現 

正規表現は、検索パターンを形成する文字の並びで、主に文字列とのパターンマッチに使用され

ます。 
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正規表現を作成することで、保護されたネットワークを介して転送されるデータの中から、特定

の反復を見つけることができます。正規表現は、コンテンツ認識保護および eDiscovery モジュー

ルの両方で使用できます。 

重要: 通常、その複雑さによりリソースの使用量が増加するため、可能であれば正規表現を使

用しないようにしてください。フィルタリング基準として多数の正規表現を使用すると、一

般的に、CPU 使用率が増加します。また、不適切な正規表現や不適切な使用は、悪影響を及

ぼす可能性があります。 

 

 

このセクションから、正規表現を表示および追加することができます。またアクション列から、

既存の拒否リストを編集または削除することができます。 

新しい正規表現を作成するには、利用可能な正規表現のリストで、［追加］をクリックし、名前

と説明を入力し、正規表現を追加します。 

右側のオプションを使用して、正規表現の正確さをテストすることができます。内容を追加し、

［テスト］をクリックします。正規表現にエラーがなければ、下図のように［一致したコンテン

ツ］ボックスに同じコンテンツが表示されるはずです。 

 メールアドレス 

[-0-9a-zA-Z.+_]+@[-0-9a-zA-Z.+_]+\.[a-zA-Z]{2,4} 

 IP アドレス 

(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)(\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)){3} 
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重要：正規表現は複雑なため、使用時はリソース使用量が著しく増えます。できるかぎり正

規表現の使用を避けてください。 

フィルター条件に大量の正規表現を使用すると、CPU 使用量が著しく増えます。また、不適

切な正規表現や不適切な使用もマイナス要素となりえます。 

この機能は正規表現構文の高度な知識を要求します。 

正規表現機能についての直接サポートは行いません。正規表現の学習と実装、テストは管理

者の責任において行ってください。 

6.1.6 ドメインとURL 

ドメインと URL 拒否リストは、Endpoint Protector によって識別された Web アドレスのカスタ

ム定義リストです。このリストのドメインと URL へのアクセスは拒否されます。 

 

このセクションから、ドメインと URL の拒否リストを表示および追加することができます。ま

た、アクション列から、既存の拒否リストを編集、削除、またはエクスポートすることができま

す。 

新しい拒否リストを作成するには、利用可能な拒否リストで、［追加］をクリックし、名前と説

明を入力し、改行、カンマ、セミコロンで区切って項目を入力または貼り付けます。フォームで

提供されるサンプルファイルを使用して、コンテンツをインポートすることができます。 

ファイル名、ファイル名と拡張子、または拡張子だけを追加してコンテンツを定義することがで

きます。 - pdf, test1example.pdf. example.endpointprotector.com, *example.com, 

*example*example, https://website.com。 
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拒否リストを作成すると、ドメインと URL のリストに表示され、コンテンツ認識保護ポリシーを

作成または編集する際に利用できるようになります。 

 

6.1.7 メールドメイン 

メールドメイン拒否リストとは、グループやコンピューターに適用されるメールアドレスやドメ

インをカスタム定義し、ユーザーがメールを送信するのをブロックするものです。 

重要：この機能は、内容や種類に関係なく、ユーザーがメールを送信することをブロックし

ます。拒否リストはポリシーではなくコンピューターに適用されるため、「レポートのみ」ま

たは「Block and Remediation」ポリシーを持つアプリケーションから送信されたメールを

ブロックし、修復は不可能になります。 

 

メモ：この機能は、ディープパケットインスペクションが有効な場合にコンテンツ認識保護

でのみ使用でき、メールの受信者を取得するアプリケーションとコンテンツ認識保護ポリシ

ーで選択されているアプリケーションにのみ影響します。 
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このセクションから、メールドメイン拒否リストを表示および追加することができます。また、

アクション列から、既存のメールドメイン拒否リストを編集、削除、またはエクスポートするこ

とができます。 

新しいドメイン名リストを作成するには、利用可能なドメイン名リストの下にある［追加］をク

リックし、名前と説明を入力し、改行、カンマ、またはセミコロンで区切って項目を追加して、

グループとコンピューターを選択します。フォームで提供されるサンプルファイルを使用して、

コンテンツをインポートすることもできます。 

6.2 許可リスト 

6.2.1 MIME タイプ 

Endpoint Protector のコンテンツ検査機能は、複数のファイルタイプを識別します。Word、Excel、

PDF などのファイルには、PII、SSN、クレジットカードなど機密情報が含まれる可能性がありま

すが、.dll、.exe、.mp3、.avi などのファイルには機密情報はほとんど含まれません。 

MIME タイプ許可リストの目的は、コンテンツの冗長で不要なファイルを検査するリソース使用

を排除し、データ損失のリスクが非常に低いファイルのメタデータで検出された情報による誤検

知を軽減することです。 

例：音楽やビデオファイルはクレジットカード番号のリストが含まないため、コンテンツフィル

ターを使用して検査する必要はありません。 

MIME タイプ許可リストは、コンテンツ認識保護と eDiscovery の両方のモジュールで使用でき、

カスタムコンテンツ、事前定義コンテンツ、正規表現に適用されます。 
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メモ：既定では、画像ファイル、メディアファイル、一部のパスワード保護されたアーカイ

ブファイル、一部のシステムファイルが、MIME タイプ許可リストで自動的に定義されま

す。これは簡単に変更することができますが、システムでユーザーによって使用または保存

されるデータタイプと、Endpoint Protector サーバーのログが増加することを正しく理解して

から、変更することを推奨します。 

 

6.2.2 許可ファイル 

許可ファイル許可リストは、管理者が Endpoint Protector による機密コンテンツの検出から除外

するファイルのカスタムグループです。許可ファイル許可リストは、コンテンツ認識保護モジュ

ールと eDiscovery モジュールの両方で使用できます。 

 

［アクション］列から、新しい許可リストを追加したり、編集や削除を行ったりすることができ

ます。 

新しい許可リストを作成するには、使用可能な許可リストのリストで、［追加］をクリックし、

名前と説明を入力してから、リストからファイルを選択するか、複数の許可リストで使用できる

新しいファイルをアップロードします。 
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許可リストを作成すると、許可ファイルリストに表示され、コンテンツ認識保護または 

eDiscovery ポリシーを作成または編集する際に利用できるようになります。 

 

6.2.3 ファイルの場所 

ファイルの場所許可リストは、Endpoint Protector によって特定される場所のカスタム定義リス

トです。この場所のファイル転送は、さまざまなポリシーで定義されるコンテンツ検査ルールや

アクセス権に関係なく、自動的に許可されます。 

ファイルの場所許可リストは、コンテンツ認識保護モジュールでのみ使用できます。 

［ファイルの場所の許可リストにサブフォルダーを含める］オプションを有効にすると、システ

ム全体の他のすべてのファイルの場所の拒否リストと許可リストに影響を与えます。デフォルト

では、ファイルの場所の許可リストは、特定のフォルダーにあるすべてのファイルに適用されま

すが、サブフォルダーを含む場所にある他のファイルにも適用されます。 

重要：ファイルの場所許可リストの定義に加えて、ファイルを転送するために使用するブラ

ウザまたはアプリケーションも、コンテンツ認識保護ポリシー内で選択する必要がありま

す。 

ファイルの場所の許可リストでは、ワイルドカードパターンを使用して、ワイルドカードによる

一致を指定することができます。 

Windows のデスクトップフォルダーにマッチさせるには、"?:\Users\*\Desktop\" というパタ

ーンを使用します。 
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ファイルの場所でのワイルドカード使用例 

ワイルドカ

ード種類 
ファイルの場所 一致する結果 一致しない結果 

Implicit 

（暗黙） 

\\file-share\public \\file-share\public\jdoe\file.txt 
\\file-share\public\user512\file2.txt 

\\file-share\c$\file.txt 
\\file-server\public\jdoe\file.txt 

Explicit 

（明示） 

\\*\public\* \\localhost\public\payslip.xlsx 
\\192.168.20.2\public\Windows\syst

em32\notepad.exe 

\\localhost\c$\system32\notepa
d.exe 

C:\Windows.old\system32\notep

ad.exe 

 

［アクション］列から、新しい許可リストの追加や、編集、削除、エクスポートを行うことがで

きます。 

このセクションから、ファイルの場所の拒否リストを表示および追加することができ、アクショ

ン列から、既存の拒否リストを編集、削除、またはエクスポートすることができます。 

新しい拒否リストを作成するには、利用可能な拒否リストで、［追加］をクリックし、名前と説

明を入力し、改行、カンマ、またはセミコロンで区切って項目を追加して、グループとコンピュ

ーターを選択します。 

ファイルの場所の許可リストは、ユーザーのグループには適用されず、コンピューターのグルー

プにのみ適用されます。ファイルの場所の許可リストは、15 分後に選択されたコンピューター

のグループにのみ適用されます。 
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6.2.4 ネットワーク共有 

ネットワーク共有許可リストは、Endpoint Protector によって機密情報の転送が許可されるネッ

トワーク共有アドレスのカスタム定義リストです。 

メモ：ネットワーク共有許可リストは、コンテンツ認識保護モジュールでのみ使用できま

す。 

ネットワーク共有許可リストでは、ワイルドカードパターンを使用して、ワイルドカードによる

マッチングを指定することができます。ネットワーク共有許可リストでは、ワイルドカード パ

ターンを使用すると、ディレクトリ名だけでなく、ファイル名全体のマッチングを実行すること

ができます。 

重要：ネットワーク共有をアクセス許可に設定し、コンテンツ認識保護ポリシー内でネット

ワーク共有スキャンを確認する必要があります。 

 

［アクション］列から、新しい許可リストの追加、または編集、削除、エクスポートを行うこと

ができます。 

新しい許可リストを作成するには、利用可能な許可リストで、［追加］をクリックし、名前と説

明を入力し、サーバー名または IP アドレスを追加して、改行、カンマ、またはセミコロンで区切

ってネットワーク共有パスを定義し、グループとコンピューターを選択します。 

ネットワーク共有許可リストは、ユーザーのグループには適用されず、コンピューターのグルー

プにのみ適用されます。ネットワーク共有許可リストは、15 分後に選択されたコンピューター

グループにのみ適用されます。 
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注意：ネットワーク共有パスにバックスラッシュ（\\）を入力しないでください。 

例：192.168.0.1\public\users\test; fileserver\documents\example 

6.2.5 メールドメイン 

メールドメイン許可リストは、Endpoint Protector によって機密情報の送信が許可されるカスタ

ム定義のメールアドレスです。 

 

メモ：メールドメイン許可リストは、コンテンツ認識保護モジュールでのみ使用できます。 

［アクション］列から、新しい許可リストの追加、または編集、削除、エクスポートを行うこと

ができます。 

新しい許可リストを作成するには、利用可能な許可リストで、［追加］をクリックし、名前と説

明を入力し、改行、カンマ、セミコロンで区切られた 3 文字以上の項目を入力または貼り付けま

す。フォームで提供されるサンプルファイルを使用して、コンテンツをインポートすることがで

きます。 

許可リストが作成されると、メールドメインリストに表示され、コンテンツ認識保護ポリシーを

作成または編集するときに利用できるようになります。 
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次の例にのように、メールドメインでワイルドカードパターンを使用して、ワイルドカードマッ

チングを指定することができます。 

メールドメインでのワイルドカード使用例 

メールドメイン名 一致する結果 一致しない結果 

@epp.com robert@epp.com 

jdoe@epp.com 
james@epp.com.ca 

sara@epp.com 

jeff@ccs.com 

6.2.6 URL 名 

URL 名許可リストは、Endpoint Protector によって機密情報のアップロードが許可される Web ア

ドレスのカスタム定義リストです。 

 

メモ：URL 名許可リストは、コンテンツ認識保護モジュールでのみ使用できます。 

［アクション］列から、新しい許可リストの追加、編集、削除、エクスポートを行うことができ

ます。 

新しい許可リストを作成するには、利用可能な許可リストで、［追加］をクリックし、名前と説

明を入力し、改行、カンマ、セミコロンで区切られた 3 文字以上の項目を入力または貼り付けま
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す。フォームで提供されるサンプルファイルを使用して、コンテンツをインポートすることもで

きます。 

許可リストを作成すると、URL 名リストに表示され、コンテンツ認識保護ポリシーの作成または

編集時に利用できるようになります。 

重要：URL には名前とドメインのみを含めてください。www.*、www2.*、en.* などの接頭辞

は含めないでください。 

例 - endpointprotector.com (www.endpointprotector.com ではありません) 

 

6.2.7 ディープパケットインスペクション 

ディープパケットインスペクション許可リストは、Endpoint Protector によって機密情報のアッ

プロードが許可される Web アドレスのカスタム定義リストです。 

メモ：ディープパケットインスペクション許可リストは、コンテンツ認識保護モジュールで

のみ使用可能です。 
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［アクション］列から、新しい許可リストの追加、編集、削除、エクスポートを行うことができ

ます。 

新しい許可リストを作成するには、利用可能な許可リストで、［追加］をクリックし、名前と説

明を入力し、改行、カンマ、セミコロンで区切られた 3 文字以上の項目を入力または貼り付けま

す。フォームで提供されるサンプルファイルを使用して、コンテンツをインポートすることもで

きます。 

例：example.endpointprotector、*example.com、*example*、https://website.com、などです。 

重要：「?」を使って文字を置き換えることはできません。 

 

メモ 

Gmail の動作方法により、望ましい結果を得るには、次のことを考慮する必要があります。 

 mail.google.com を許可リストに登録すると、ドラッグ＆ドロップで追加されたメ

ールの添付ファイルまたはファイルが許可されます。 

 画像をメール本文に挿入する場合は、許可リストに doc.google.com を登録する必

要があります。 

許可リストを作成すると、ディープパケットインスペクションのリストに表示され、コンテンツ

認識保護ポリシーを作成または編集する際に利用できるようになります。 

 

ディープパケットインスペクションでのワイルドカード使用例 

ドメイン名 一致する結果 一致しない結果 

box.com box.com Sub.box.com box1.com  

 

*.box.com  

 

Sub.box.com bad.box.com  

 

Fakebox.com mybox.com  

 

box.*.com  

 

Box.co.com box.bad.com  

 

Sub.box.co.com  

Box1.co.com  

box.co.uk  
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box.com.*  
 

Box.com.co  
box.com.us  

Sub.box.com.us  
box1.com.us  

https://cisco.com  
 

https://cisco.com/drives/downloads/  
http://cisco.com/drives/downloads/  

ftp://cisco.com/drives/downloads/  

https://sub.cisco.com/drives/downloa
ds/  

https://cisco.com.ca/downloads/  

https://cisco.com*  
 

https://cisco.com.ca/downloads/ 
http://cisco.com.ca/downloads/ 

 

 

https://sub.cisco.com.ca/downloads/  
https://bad.cisco.com/downloads/  

 

メモ 

ワイルドカードを使用すると、URL ではなく、ドメイン名を検索します。 

6.3 URL カテゴリ 

URL カテゴリは、Web トラフィックのディープパケットインスペクション監視を制限するために

コンテンツ認識保護ポリシーでセットできる Web アドレスのカスタム定義済みリストです。デ

ィープパケットインスペクションが監視する URL カテゴリがポリシーで設定されていない場合、

Endpoint Protector クライアントは既定ですべての Web アドレスを監視します。 

重要：URL カテゴリはディープパケットインスペクション機能が有効な場合にのみ適用され

ます。 

URL カテゴリに基づいてコンテンツをブロックすると、ブラウザではなく URL に基づいてブロッ

クが行われるため、セキュリティ違反が発生します。新しいカテゴリが発見された場合、ポリシ

ーは常に更新される必要があります。 

 

［アクション］列から、URL カテゴリの新規追加、編集、削除、エクスポートを行うことができ

ます。 

新しい URL カテゴリを作成するには、利用可能な URL カテゴリのリストで、［追加］をクリック

し、名前と説明を入力し、改行、カンマ、セミコロンで区切って 3 文字以上の項目を入力または
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貼り付けます。フォームに提供されているサンプルファイルを使用してコンテンツをインポート

し、アップロードされたアイテムの数に基づいてオプションを選択することもできます。 

URL カテゴリが作成されると、URL カテゴリ一覧に表示され、コンテンツ保護ポリシーの作成ま

たは編集時に利用できるようになります。 
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7 暗号化の強制 

7.1 EasyLock 

EasyLock は、米国政府が承認した 256 ビット AES CBC モード暗号化を使用してデータを保護す

るクロスプラットフォームソリューションです。USB デバイスの場合は、デバイスのルートに配

置する必要があります。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェイスにより、ファイルをデバ

イスとの間ですばやくコピーできます。 

 

EasyLock の使用方法の詳細については、『EasyLock User Manual』を参照してください。 

Endpoint Protector と組み合わせて使用すると、EasyLock は USB ストレージデバイスを信頼でき

るデバイス（TD）レベル 1 として識別することができます。これにより、保護されたコンピュー

ターで USB の暗号化の強制を使用できるようになります。デバイスに保存されるデータにアクセ

スするには、ユーザーが設定したパスワードまたは Endpoint Protector 管理者が設定したマスタ

ーパスワードを使用します。暗号化されたデータは、復号化された後にのみ任意のユーザーが開

くことができるため、ユーザーは EasyLock から情報をコピーする必要があります。 

メモ：Endpoint Protector は、EasyLock USB 暗号化デバイスを信頼できるデバイス（TD）レ

ベル 1 として検出できますが、暗号化の強制機能を使用するには、特定の EasyLock バージョ

ンを使用する必要があります。これは、Endpoint Protector ユーザーインターフェイスで使用

できます。 

https://www.endpointprotector.com/support/pdf/manual/EasyLock_2_User_Manual.pdf
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7.1.1 EasyLock の展開 

EasyLock の暗号化の強制は、Mac と Windows コンピューターでサポートされています。 

 

USB ストレージデバイスで、［TD レベル 1+ のときアクセス許可］が選択されている場合、自動

的に展開が実行されます。これは、［デバイス制御］＞［グローバル権限］セクションに移動す

るか、上記の画面に従って提供されたクイックリンクを使用して実行できます。 

手動による展開も可能です。このセクションでは、Windows と Mac のダウンロードリンクがあ

ります。ダウンロードした EasyLock ファイルを USB ストレージデバイスにコピーし、デバイス

のルートから実行する必要があります。手動展開用の拡張セキュリティ機能により、EasyLock は

新しい USB ストレージデバイスの暗号化に使用されるたび、Endpoint Protector インターフェイ

スから再ダウンロードする必要があります。 

 ヒント 

Endpoint Protector 5.2.0.0 以降、デバイスに「アクセス許可」が設定されている場合は、

EasyLock を使用してデバイスを暗号化する小さな USB アイコンを押して、手動展開を行うこ

ともできます。 

EasyLock の展開は簡単です。パスワードを設定するだけです。 

メモ：Mac では、複数のパーティションを持つ USB ストレージデバイスは、EasyLock および

信頼できるデバイスレベル 1 ではサポートされません。 

7.1.2 EasyLock の設定 

このセクションでは、管理者が EasyLock で暗号化されたデバイスをリモート管理することがで

きます。この機能を利用する前に、管理者はマスターパスワードを設定する必要があります。 
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EasyLock は、「インストールと実行」機能を有効にすることで、Endpoint Protector クライアント

が存在する場合のみインストールおよび実行できるように設定できます。 

この機能は、「EasyLock マルチサーバー」機能も有効にすることで、信頼できる Endpoint 

Protector サーバーのリストに対して EasyLock が機能するように拡張することができます。 

設定セクションでは、マスターパスワードの設定、EasyLock ファイルトレースの有効化、

Endpoint Protector クライアントが存在するコンピューターでの EasyLock のインストールと実行

を定義することができます。 

マスターパスワードとユーザーパスワードの両方に、複雑なルールを強制することができます。

これらを有効にすると、パスワードの長さ、最小文字数、有効期間、履歴、その他の設定を設定

できます。 

 



 

Endpoint Protector ユーザーマニュアル 

118 

ジュピターテクノロジー株式会社 

Endpoint Protector では、EasyLock を使用してポータブルデバイスでコピーおよび暗号化された

ファイルをトレースできます。このオプションは、設定セクションの下部で有効にすることがで

きます。 

 

「ファイルトレースオプション」を有効にすると、EasyLock を使用してデバイス間で転送される

すべてのデータが記録され、後の監査ログとして記録されます。Endpoint Protector クライアン

トがコンピューターに存在する場合、ログ情報は自動的に Endpoint Protector サーバーに送信さ

れます。この操作は、デバイス制御モジュールを介してその特定のコンピューターのファイルト

レースオプションが有効かどうかにかかわらず実行されます。 

Endpoint Protector クライアントが存在しない場合、情報はローカルデバイスに暗号化された形

式で保存され、後で Endpoint Protector クライアントがインストールされている他のコンピュー

ターから送信されます。 

「オフラインファイルトレース」オプションは、Endpoint Protector サーバーに送信される前に、

デバイスに直接情報を保存する可能性を提供する、拡張オプションです。コピーされたファイル

リストは、次回デバイスが接続されたときに、Endpoint Protector クライアントが存在し、

Endpoint Protector サーバーと通信できる場合にのみ送信されます。 

さらに、EasyLock は、Endpoint Protector クライアントが存在し、イベントが発生したコンピュ

ーターでファイルシャドウオプションが有効になっている場合、デバイス制御モジュールを介し

て、転送されるファイルに対してファイルシャドウを実行します。これはリアルタイムイベント

であり、シャドウ情報はデバイスに保存されません。 

メモ：グローバルファイルトレースを有効にしても、EasyLock の信頼できるデバイスのファ

イルトレースオプションは自動的に有効になりません。また、その逆も同様です。 

7.1.3 EasyLock クライアント 

クライアントリストセクションには、すべての EasyLock 強制デバイスが一覧表示されます。［管

理］アクションを選択すると、アクション履歴のリストが表示されます。メッセージの送信、ユ

ーザーパスワードの変更、デバイスのリセット、マスターパスワードの再送も行えます。 
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8 オフライン一時パスワード 

このセクションでは、管理者はオフライン一時パスワード（または OTP）を生成し、一時的なア

クセス権を付与することができます。一時的なアクセスのみが必要な状況に加えて、保護された

コンピューターと Endpoint Protector サーバー間にネットワーク接続がない場合にも使用できま

す。 

オフライン一時パスワードは、以下の対象に対して生成することができます。 

 デバイス（特定のデバイス） 

 コンピューターとユーザー（すべてのデバイス） 

 コンピューターとユーザー（すべてのファイル転送） 

パスワードは期間と関連付けられ、特定のデバイスやコンピューターで一意です。同じパスワー

ドを別のデバイスやコンピューターで使用することはできません。また、（ユニバーサルオフラ

イン一時パスワードを除き）2 回使用することはできません。 

使用可能な時間間隔は、15 分、30 分、1 時間、2 時間、4 時間、8 時間、1 日、2 日、5 日、14

日、30 日、カスタムです。 

オフライン一時パスワードの期間は、開始日時と終了日時を含む時間ベースの OTP コードの生成

を可能にする、カスタムオプションを提供します。 

Endpoint Protector サーバーと保護されたエンドポイントが異なるタイムゾーンにある大企業や

多国籍企業では、サーバー時刻とクライアント時刻の仕組みを検討する必要があります。 

 例 

Endpoint Protector サーバーはドイツ（サーバー時刻 UTC+01：00）にあり、保護されたエン

ドポイントはルーマニア（クライアント時刻 UTC + 02：00）にあるとします。 

エンドポイント（クライアント）時刻で明日 16:00 から有効になる OTP コードを生成する場

合、（タイムゾーンの 1 時間差を調整するため）明日 15:00 に生成します。 

事前定義された期間では、上記の調整は不要です。OTP コードは、使用された瞬間からその

特定の期間有効になります。唯一考慮すべきことは、OTP コードが生成された同じ日に使用

される必要があることです。 
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メモ：ユニバーサルオフライン一時パスワード機能も有効にすることができます。有効にす

ると、任意のユーザー、コンピューター、デバイス、ファイル転送で使用できます。1 時間

のセキュリティ制限はありません。それを知っているすべてのユーザーによって何度でも使

用することができます。 

ユニバーサルオフライン一時パスワードは、スーパー管理者にのみ表示されます。この設定が有

効である場合、標準およびオフライン一時パスワード管理者はこれを閲覧、使用することはでき

ません。この設定は、［システム構成］＞［システム設定］＞［カスタム設定］で有効にするこ

とができます。 

管理者には、パスワードを作成した理由を追加するオプションがあります。後で、概要やさまざ

まな監査目的で使用できます。 

オフライン一時パスワードが承認されると、その後 Endpoint Protector サーバーに保存される他

の権限と設定はすぐには有効になりません。オフライン一時パスワードの有効期限が切れ、サー

バーとの接続が再確立される必要があります。 

メモ：オフライン一時パスワードの［転送制限リセット］は、［転送制限到達］機能が有効

で、アクションが［ロックダウン］に設定されている場合にのみ使用できます。このタイプ

のオフライン一時パスワードの主な目的は、転送制限の期限が切れる前に、サーバークライ

アント通信を再確立するためです。 

8.1 オフライン一時パスワードの生成 

ドロップダウンメニューから選択したオプションに応じて、特定のデバイス、すべてのデバイス、

すべてのファイル転送に対してオフライン一時パスワード（または OTP）を生成できます。 
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デバイスに対してオフライン一時パスワードを生成すると、ユーザーが通信するデバイスコード

を導入するか、Endpoint Protector データベースで既存デバイスを検索することができます。［デ

バイス制御］＞［コンピューター］の［アクション］列にある［オフライン一時パスワード］オ

プションから、直接オフライン一時パスワードを生成することができます。 

デバイスに OTP コードを生成する際、デバイスコードまたはデバイス名のいずれかを入力する必

要があります（いずれか一方を入力すると、もう一方のフィールドに自動的に値が設定されま

す）。 

コンピューター名とユーザー名の両方を入力する必要はありません。OTP コードはこれらのうち

どちらか１つが入力されていれば問題ありません。ただし、特定のコンピューターの特定のデバ

イス、特定のユーザーに対して OTP コードが必要である場合、関連するすべてのフィールドへの

入力が必要です。 

OTP コードが生成されると、画面右側に情報が表示されます。 

リクエストを行った人に提供する必要があるため、Endpoint Protector は直接メールを送信する

か印刷するかの 2 通りの方法を提供します。 

メモ：ユーザーに表示する管理者の連絡先情報は、［システム構成］＞［システム設定］＞

［主要管理者の詳しい連絡先］で編集することができます。 
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すべてのデバイスまたはすべてのファイル転送に対してオフライン一時パスワードを生成する場

合、特定のデバイスに対して生成するのと同じく、コンピューター名とユーザーの両方が必須と

いうわけではありません。どちらか一方が指定されていれば OTP コードは完全に有効です。ただ

し、特定のコンピューターと特定のユーザーに対して OTP コードが必要な場合は、関連するすべ

てのフィールドに入力が必要です。 
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9 レポートと分析 

このセクションでは、システムログ、デバイス制御ログ、ファイルシャドウ、コンテンツ認識フ

ァイルシャドウの概要について説明します。また、管理者アクション、統計、その他役立つ情報

も説明します。 

eDiscovery スキャンと EasyLock 暗号化の強制についての詳細は、このレポートと分析セクショ

ンではなく、それぞれの該当セクションを参照してください。 

追加のデータセキュリティ対策のため、このセクションはスーパー管理者による追加のパスワー

ド設定で保護される場合があります。追加のセキュリティ設定は、［システム構成］＞［システ

ムセキュリティ］で構成することができます。 

システムセキュリティについて詳しくは、「システムセキュリティ」を参照してください。 

9.1 ログレポート 

このセクションでは、システムの主要なログを確認できます。ユーザーログイン、ユーザーログ

アウト、AD インポート、AD 同期、アンインストールの試行などのイベントタイプがあります。

また、主要なデバイス制御ログもこのセクションで確認することができます。 

 

検索結果をエクスポート（Excel、PDF、CSV）することができます。検索結果一覧の下部にある

［エクスポートの作成］をクリックすると、ログレポート全体を.csv ファイルへエクスポートす

ることができます。 

注意：日本語が含まれる場合は、Excel または CSV エクスポートをご利用ください。PDF の場

合、日本語が正しく表示されません。 
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9.2 ファイルトレース 

このセクションでは、保護対象コンピューターからポータブルデバイスまたはネットワーク上の

別のコンピューターへ（またはその逆へ）転送されたファイルトレースを確認することができま

す。 

Endpoint Protector はファイルトレース機能が適用されたほとんどのファイルの MD5 ハッシュを

計算します。ファイル内容の変更による脅威を軽減します。 

 

検索結果をエクスポート（Excel、PDF、CSV）することができます。検索結果一覧の下部にある

［エクスポートの作成］をクリックすると、ログレポート全体を.csv ファイルへエクスポートす

ることができます。 

注意：日本語が含まれる場合は、Excel または CSV エクスポートをご利用ください。PDF の場

合、日本語が正しく表示されません。 
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9.3 ファイルシャドウ 

このセクションでは、保護対象コンピューターからポータブルデバイスへ転送されたファイルの

シャドウの概要を確認できます。 

 

9.4 コンテンツ認識レポート 

このセクションでは、システムのコンテンツ認識ログを確認できます。管理者は、適用されたコ

ンテンツ認識ポリシーにより検出されたデータインシデントを正確に知ることができます。 

 

検索結果をエクスポート（Excel、PDF、CSV）することができます。検索結果一覧の下部にある

［エクスポートの作成］をクリックすると、ログレポート全体を.csv ファイルへエクスポートす

ることができます。 

注意：日本語が含まれる場合は、Excel または CSV エクスポートをご利用ください。PDF の場

合、日本語が正しく表示されません。 
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9.5 コンテンツ認識ファイルシャドウ 

このセクションでは、コンテンツ認識ポリシーで検出されたシャドウファイルの概要を確認する

ことができます。 

 

9.6 管理アクション 

管理者がインターフェイスで行った重要なアクションを確認することができます。［アクション］

列アイコンをクリックすると、各アクションの詳細情報が表示されます。 
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9.7 オンラインコンピューター 

サーバーとの接続が確立されている、システムに登録されているコンピューターの概要を確認で

きます。 

コンピューター X の更新間隔が 1 分である場合、このコンピューター X はサーバーと直近 1 分内

に通信しました。 

 

9.8 オンラインユーザー 

サーバーとの接続が確立されているシステムに登録されているユーザーの一覧が表示されます。 
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9.9 オンラインデバイス 

サーバーとの接続が確立されているシステムに登録されているデバイスの概要が表示されます。 

 

9.10 統計 

データトラフィックおよびデバイス接続に関するシステムアクティビティを確認することができ

ます。組み込みフィルターを使用することでレポートを簡単かつすばやく生成することができま

す。必要なフィールドを選択して［フィルター適用］をクリックするだけです。 
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10 アラート 

このセクションでは、管理者は Endpoint Protector によって検出された主なイベント（システム

アラート、デバイス制御アラート、コンテンツ認識アラート、EasyLock アラート）に対してメー

ルアラートを定義できます。 

メモ：アラートを作成する前に、［システム構成］＞［システム設定］＞［メールサーバー設

定］が構成されていることを確認してください。 

テストメールを送信して設定を確認するオプションもあります。 

各管理者がアラートの受信者リストに表示されるようにするには、［システム構成］＞［システ

ム管理者］で管理者の詳細に情報を設定する必要があります。 

 

10.1 システムアラート 

このセクションでは、管理者は APNS 証明書の有効期限、アップデートとサポートの有効期限、

使用されているエンドポイントライセンスなどのシステムアラートを作成できます。 
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10.1.1 システムアラートの作成 

新しいシステムアラートを作成するには、以下の情報を定義する必要があります。 

 イベント 

アラートを生成するイベントタイプ（アップデートとサポート、クライアントのアンイ

ンストールなど） 

 

⁃ アップデートとサポート 

Endpoint Protector が提供するすべての利点を活用するために、各モジュール

のメンテナンスステータス（デバイス制御、コンテンツ認識保護、

eDiscovery）に関するリマインダーを送信できます。 

メモ：アップデートとアラートシステムのアラートは、［全般ダッシュボ

ード］の［システムステータス］から無効にすることができます。 

⁃ エンドポイントライセンス 

各ネットワークは絶えず成長しているので、保護されていないエンドポイント

を持つリスクを排除するために、アラートを生成することができます。使用済

みの Endpoint ライセンスが 70%、80%、90%に達したらアラートメールを送

信するように設定できます。 

⁃ クライアントのアンインストール 

大規模ネットワークの管理を容易にするため、Endpoint Protector クライアン

トがアンインストールされるとアラートを送信することができます。複数の管

理者が割当てられている場合に特に役立ちます。 

⁃ サーバーのディスク使用量 

ログの保存やポリシーが適切に適用されるようにサーバーのディスク容量を確

保します。ディスク使用量が 70%、80%、90%に達したらアラートメールを送

信するように設定できます。 

⁃ デバイス制御 – ログ量 

保存されているデバイス制御ログの数が指定数に達するとアラートメールを送
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信することができます。10,000 から 10,000,000 行の間を選択するか、必要な

値を設定することができます。 

⁃ コンテンツ認識 – ログ量 

保存されているコンテンツ認識ログの数が指定数に達するとアラートメールを

送信することができます。10,000 から 10,000,000 行の間を選択するか、必要

な値を設定することができます。 

⁃ オンラインでは見えません 

保護されているエンドポイントが指定期間オンラインでない場合にアラートを

送信します。Endpoint Protector クライアントがアンインストールされた可能

性があるコンピューターを識別するためにも使用できます。 

10.1.2 システムアラートの履歴 

このセクションでは、管理者はシステムアラートの履歴を表示できます。監査目的で不要になっ

たアラートは後で削除できます。 

10.2 デバイス制御アラート 

このセクションでは、管理者は、接続、ファイル読み込み、ファイル書き込み、EasyLock などの

イベントについてのデバイス制御アラートを作成できます。 

 

10.2.1 デバイス制御アラートの作成 

新しいデバイス制御アラートを作成するには、以下の情報を定義する必要があります。 

 イベント 

アラートを生成するイベントタイプ（接続、接続解除、ファイル読み込み、ファイル書

き込み、ファイル削除など） 
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 アラート名 

アラートの名前 

 デバイスタイプ 

デバイスの種類（すべて、USB ストレージデバイス、Bluetooth、スマートフォン、

iPhone、ZIP ドライブなど） 

 デバイス 

システムですでに使用可能な特定のデバイス 

 監視対象 

イベントを生成するグループ、コンピューター、ユーザー 

 受信者 

アラートを受信する管理者 

 

10.2.2 デバイス制御アラートの履歴 

このセクションでは、管理者はデバイス制御アラートの履歴を表示できます。監査目的で不要に

なったアラートは後で削除できます。 
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10.3 コンテンツ認識アラート 

このセクションでは、管理者は、コンテンツの脅威を検出またはコンテンツの脅威をブロックな

どのイベントに対するコンテンツ認識アラートを作成できます。 

 

10.3.1 コンテンツ認識アラートの定義 

新しいコンテンツ認識アラートを作成するには、以下の情報を定義する必要があります。 

 イベント 

アラートを生成するイベントタイプ（コンテンツの脅威を検出またはコンテンツの脅威

をブロック） 

 アラート名 

アラートの名前 
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 監視対象 

イベントを生成するグループ、コンピューター、ユーザー 

 受信者 

アラートを受信する管理者 

 

メモ：アラートを作成する前に、選択したコンテンツ認識保護ポリシーが選択したコンピ

ューター、ユーザー、グループ、部門で有効になっていることを確認してください。 

10.3.2 コンテンツ認識アラートの履歴 

このセクションでは、管理者はコンテンツ認識アラートの履歴を表示できます。監査目的で不要

になったアラートは後で削除できます。 
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10.4 EasyLock アラート 

このセクションでは、管理者はパスワード変更、送信メッセージなどのイベントに対して

EasyLock アラートを作成できます。 

 

10.4.1 EasyLock アラートの作成 

新しい EasyLock アラートを作成するには、以下の情報を定義する必要があります。 

 イベント 

アラートを生成するイベントタイプ（メッセージの送信、マスターパスワードの変更、

デバイスのリセットなど） 

 アラート名 

アラートの名前 

 受信者 

アラートを受信する管理者 



 

Endpoint Protector ユーザーマニュアル 

137 

ジュピターテクノロジー株式会社 

 

10.4.2 EasyLock アラート履歴 

このセクションでは、管理者は EasyLock アラートの履歴を表示できます。監査目的で不要にな

ったアラートは後で削除できます。 
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11 ディレクトリサービス 

このセクションでは、管理者は会社の Active Directory から対象（ユーザー、コンピューター、

グループ）をインポートして同期することができます。 

 

11.1 Microsoft Active Directory 

管理者は［ディレクトリサービス］＞［Microsoft Active Directory］から接続を作成および管

理できます。接続タイプ、サーバー、ポート、ユーザー名、パスワードが必要です。 

 

メモ：非常に多くの対象をインポートする場合は、表示される情報のみを取得するために、

ベース検索パスを使用することを推奨します。ブラウザの制限により、AD 構造全体をインポ

ートする際、インポートツリーに非常に多数の対象が含まれると、インポートツリーの表示

が妨げられる可能性があります。 
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［テスト］をクリックし、入力した情報が正しいことを確認してください。 

新しい接続が作成されると、同期リストで使用可能になり、さらに編集して必要な対象を含める

ことができます。 

定義された接続に対して、いくつかの同期オプションを使用できます。このセクションでは、接

続認証情報と同期間隔も変更できます。 

 

Groups Filter を使用すると、他のすべての対象を無視して、特定のグループのみをインポートお

よび同期できます。 

［ディレクトリブラウザ］セクションで、管理者は同期対象を選択できます。 

メモ：ディレクトリブラウザでは組織ユニット（OU）およびグループのみが表示されます。 
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目的の対象を選択したら、保存して同期します。 

 

11.2 Azure Active Directory 

管理者は［ディレクトリサービス］＞［Azure Active Directory］から接続を作成および管理で

きます。このセクションで、Azure Active Directory のグループは、ユーザーを Endpoint 

Protector サーバーと同期させます。グループメンバーシップは API プラットフォーム自体により

再帰的に取得されます。 
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 ヒント 

 グループ 1 → ユーザー 1, ユーザー 2, ユーザー 3 

 グループ 2 → グループ 1, ユーザー 4 

 グループ 3 → グループ 2, ユーザー 5 

同期操作でグループ 3 が選択された場合、グループ 3 のみがインポートされ、Endpoint 

Protector Server に作成されます。ユーザー 5 もインポートされ、グループ 3 のメンバーとし

て追加されます。グループ 2 とその配下のグループは解析され、ユーザーのみが取得され、

実際のグループはサーバーに追加されません。 

同期を行うと、Endpoint Protector サーバーは以下のようになります： 

グループ 3 → ユーザー 5, ユーザー 4, ユーザー 3, ユーザー 2, ユーザー 1 

11.2.1 Azure Active Directory の構成 

Azure Active Directory の構成については、「Endpoint Protector - User Manual」をご参照くださ

い。 

https://www.endpointprotector.com/support/pdf/manual/Endpoint_Protector_5_User_Manual_EN.pdf
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12 アプライアンス 

12.1 サーバー情報 

この画面では、フェイルオーバーステータス、ディスク使用量、稼働時間などサーバーに関する

一般的な情報が表示されます。 

 

12.2 サーバーメンテナンス 

この画面では、タイムゾーンおよび NTP サーバーの設定、IP および DNS の構成、再起動やシャ

ットダウン、SSH アクセスの有効/無効の切り替えを行うことができます。 
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12.2.1 タイムゾーン設定 

ここでは、タイムゾーンの設定およびアプライアンスの NTP ソースとの同期を行うことができま

す。 

 タイムゾーンを選択してください 

ドロップダウンリストからゾーンと地域を選択します。 

 NTP サーバー 

サーバーを入力します。 

 同期の頻度 

ドロップダウンリストから同期間隔を選択します。 

 現在のサーバー時間 

現在のサーバー時刻が表示されます。 

 自動 NTP 同期 

NTP 同期を自動でトリガーするかどうかを選択します。 

 保存 

クリックすると、すべての変更が保存されますが、同期プロセスはトリガーされませ

ん。 
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 時刻の同期 

クリックすると、同期がトリガーされ 5 分以内に実行されます。アラートおよびログは

5 分後にレポートされます。 

 現在の時刻を更新 

クリックすると、現在のサーバー時間が更新されます。 

 

12.2.2 IP 構成 

ネットワークで正しく通信できるように、アプライアンスのネットワーク設定を変更することが

できます。 

重要：IP アドレス変更後は、インターネットブラウザを一度閉じて新しいブラウザで開きな

おしてください。その後、新しい IP アドレスで Endpoint Protector 管理/リモートツールにア

クセスしてください。 

 

12.2.3 DNS 構成 

DNS サーバーのアドレスを変更または追加し、変更を保存することができます。 
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12.2.4 Client Registration Certificate 

このセクションから、Endpoint Protector クライアントの証明書署名を登録し、検証することが

できます。クライアント登録証明書は、証明書ベースの認証を可能にする追加のセキュリティ対

策です。 

重要：クライアント登録証明書機能は、Linux では使用できません！ 

1. ［Enable custom certificate］（カスタム証明書の有効化）を ON にし、証明書チェーン、ル

ート CA および中間をアップロードします。 

カスタム証明書が有効（ON）の場合： 

- Endpoint Protector サーバーは、登録段階でクライアント証明書を検証します。 

- Endpoint Protector クライアントは、サーバー証明書を検証しません。 

カスタム証明書が無効（OFF）の場合： 

- Endpoint Protector サーバーは、登録時にクライアント証明書を検証しません。 

- Endpoint Protector クライアントは、サーバーの証明書を検証しません。 

2. ［Test certificate］（証明書のテスト）を ON にし、署名をテストするためだけにルート CA

によって署名された証明書（例えば、Endpoint Protector Client の証明書）をアップロードし

ます。 

3. ［保存］をクリックし、情報が検証されるまで 2 分ほど待ちます。カスタム証明書が追加さ

れ、テスト証明書が有効であることを確認する成功メッセージが表示されます。 

重要：クライアント登録認証証明書と Endpoint Protector サーバー証明書は、同じ CA から発

行されたものである必要があります。 

この機能を動作させるには、エンドポイントに配備されたルート CA によって署名された暗号 ID

が必要です。 

 macOS では、これらの ID をシステムキーチェーンの「自分の証明書」セクションに追

加する必要があります。 

 Windows では、Certificate Manager の Local ComputerCertificates の Personal セクショ

ンに配置される必要があります。 
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12.2.5 自己署名証明書 

このセクションでは、カスタム証明書を設定することができます。 

そのためには、.pem 証明書の内容をコピーして、本文と鍵のテキストボックスに貼り付けて、

変更を保存してください。 

 

12.2.6 アプライアンスオペレーション 

このセクションでは、アプライアンスの再起動またはシャットダウンを行うことができます。 

 

12.2.7 SSH サーバー 

このオプションは、SSH プロトコルを介したアプライアンスへのアクセスを有効または無効にし

ます。 

メモ：サポートアクセスを要求する際は、［有効］にしてください。 
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12.3 SIEM 統合 

SIEM とは、ネットワーク機器やソフトウェアが生成するログを記録・分析することができるサ

ードパーティ製のセキュリティ情報・イベント管理ツールです。SIEM 技術との統合により、

Endpoint Protector はアクティビティイベントを SIEM サーバーに転送し、分析とレポーティング

を行うことができます。 

このセクションでは、既存の SIEM サーバー統合を追加、編集、または削除することができます。

SIEM サーバーを編集または削除するには、利用可能な SIEM サーバー統合を選択する必要があり

ます。 

重要：最大 4 つの SIEM サーバー統合を設定することができます。 

 

新しい SIEM サーバーを追加するには、［新規追加］をクリックし、以下の情報を提供します： 

 SIEM ステータス 

SIEM サーバーの有効化/無効化を切り替えます。 

 ログを無効にする 

ロギングの有効化/無効化を切り替えます。 
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メモ：ログを無効にすると、ログは Endpoint Protector Server または SIEM が有効な場合は

SIEM Server 上に保存されます。 

 サーバー名 

サーバーの名前を入力します。 

 サーバーの説明 

サーバーの説明を入力します。 

 サーバーIP または DNS 

IP または DNS を入力します。 

 サーバープロトコル 

UDP または TCP サーバープロトコルを選択します。 

メモ：選択したプロトコルに基づいて、SIEM Encryption を有効にすることができます。 

 サーバーポート 

サーバーポートを選択します。 

 Exclude Headers 

ログヘッダーの有効化/無効化を切り替えます。 

メモ：ログヘッダーを無効にすると、データのみが SIEM へエクスポートされます。 

 ログタイプ 

SIEM サーバーに送信するログを選択します。 
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12.3.1 SIEM 暗号化 

TCP プロトコルを使用する場合、各 SIEM サーバーとの通信を暗号化するオプションがあります。

これを行うには、暗号化設定を有効にし、SIEM サーバーのサーバー証明書に署名するために使

用されたルート CA を.pem 形式でアップロードします。 

重要：SIEM サーバーで使用される証明書は、EPP サーバーにアップロードされたものと同じ

CA によって署名されている必要があります。Endpoint Protector は以下を確認します。 

 SIEM の証明書が CA によって署名されており、CN または SAN が SIEM マシンの名

前と一致していること。 

 ルート CA が Basic Constraint CA を true に設定していること。 

証明書を検証する場合、CA 証明書を含む証明書チェーン全体が有効である必要があり、チェ

ーンのいずれかの証明書が無効である場合、接続は拒否されます。 

証明書ファイルの有効期限が切れた場合は、必ず更新してください。 

メモ：ライブアップデートオプションを使用して最新のパッチを適用した後、SIEM の暗号化

設定を表示できない場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。 
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13 システムメンテナンス 

13.1 ファイルメンテナンス 

このモジュールでは、Endpoint Protector サーバーで使用されるファイルを復旧/整理およびクリ

ーンアップすることができます。 

 

以下のオプションを使用できます： 

 シャドウファイル 

選択したクライアントコンピューターからシャドウファイルをアーカイブし削除するこ

とができます。 

 ログバックアップファイル 

過去のバックアップログファイルをアーカイブし削除することができます。 

事前に選択したファイルをアーカイブするには、［Zip で保存］をクリックします。Endpoint 

Protector サーバーからファイルを永久に削除するには、［削除］をクリックします。 
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13.2 エクスポートエンティティ 

このセクションでは、管理者はエクスポート、ダウンロード、削除されたエンティティの一覧を

閲覧することができます。また、システムでスケジュールされたエクスポートの確認とスケジュ

ール修正を行うことができます。 

 

［デバイス制御］＞［デバイス］/［コンピューター］/［ユーザー］/［グループ］から実行し

た手動エクスポートまたはスケジュールエクスポートが表示されます。 
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スケジュールされたエクスポートはスケジュールエクスポートアラート設定が有効であるすべて

の管理者に対してメール送信されます。 

スケジュールエクスポートは、繰り返し実行（毎日 / 毎週 / 毎月）されます。このため、繰り返

し実行が多いほど Endpoint Protector サーバーのストレージが多く消費されます。 

パフォーマンスを維持するため、これらのエクスポートは指定された管理者へ自動でメール送信

され、14 日経過後にサーバーから自動削除されます。 

パフォーマンスの理由から、スケジュールエクスポートとログを無効にするオプションを使用す

ると、管理者はログを Endpoint Protector サーバーに保持することも、SIEM サーバーにのみ保持

することもできます。 

13.3 システムスナップショット 

このモジュールでは、すべてのデバイス制御権限およびシステムの設定を保存し、必要に応じて

後で復元することができます。 

重要：Endpoint Protector サーバーのインストール後、変更を加える前にシステムスナップシ

ョットを作成することを強くお勧めします。これにより、サーバーを正しく構成できなかっ

た場合に元の設定に戻すことができます。 

システムスナップショットを作成するには、［システムメンテナンス］＞［システムスナップシ

ョット］＞［スナップショットの作成］をクリックします。 
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スナップショットの名前と説明を入力し、スナップショットに保存する項目（権限のみ、設定の

み、両方）を選択し、［保存］をクリックします。 

作成したスナップショットの一覧が表示されます。 

作成済みのスナップショットを復元するには、復元するスナップショットの［復元］をクリック

します。次の画面でアクションを確認し、もう一度［復元］をクリックします。 

 

13.4 監査ログバックアップ 

このセクションでは、ログバックアップおよびコンテンツ認識ログバックアップと同様に、古い

ログを保存しエクスポートすることができます。エクスポートするログの数、期間、ファイルサ
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イズを選択するオプションがあり、バックアップリストおよびバックアップのスケジュール機能

もあります。 

監査ログバックアップおよび監査バックアップのスケジュールでは、バックアップするログのタ

イプ、期間、サーバーに保持または削除、ファイルシャドウを含めるかなどのオプションを指定

できます。 

 

主な違いは、エクスポートされたログが改良されたビジュアルモデルで提供されることで、監査

やエグゼクティブ向けのレポート作成が容易になることです。 

13.4.1 監査ログバックアップのスケジュール 

監査ログバックアップはバックアップを即座に開始しますが、監査ログバックアップのスケジュ

ールでは、バックアップの頻度（毎日、毎週、2 週ごと、毎月、6 ヶ月ごと、毎年）を指定でき

ます。 



 

Endpoint Protector ユーザーマニュアル 

155 

ジュピターテクノロジー株式会社 

 

13.5 外部ストレージ 

このセクションでは、管理者は Endpoint Protector によって生成されるファイルをネットワーク

の特定のストレージディスクに保存することができます。シャドウ、監査ログバックアップ、シ

ステムバックアップなどのファイルは、FTP、SFTP、Samba/ネットワーク共有サーバーに保存で

きます。 

 

Endpoint Protector サーバーにファイルのコピーを保存するオプションは、すべての外部ストレ

ージタイプに対して有効または無効にすることができます。 
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13.5.1 FTP サーバー 

FTP サーバーを構成するには、以下の設定を指定する必要があります。 

 外部保存するファイル 

Endpoint Protector ファイル：シャドウ、監査ログバックアップ、システムバックアップ 

 サーバーIP アドレス 

外部サーバーの IP 

 リモートディレクトリ 

外部ディレクトリの特定の場所 

 ユーザー名 

外部サーバーのユーザー名 

 パスワード 

関連付けられたパスワード 

 ストレージを有効にする 

 サーバーポート 

 パッシブ接続 

 匿名ログイン 
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13.5.2 SFTP サーバー 

SFTP サーバーを構成するには、以下の設定を指定する必要があります。 

 外部保存するファイル 

Endpoint Protector ファイル： シャドウ、監査ログバックアップ、システムバックアップ 

 サーバーIP アドレス 

外部サーバーの IP 

 リモートディレクトリ 

外部ディレクトリの特定の場所 

 サーバーポート 

外部ストレージサーバーのポート 

 ユーザー名 

外部サーバーのユーザー名 

 パスワード 

関連付けられたパスワード 

 ストレージを有効にする 

 

13.5.3 Samba/ネットワーク共有サーバー 

Samba/ネットワーク共有サーバーを構成するには、以下の設定を提供する必要があります。 
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 外部保存するファイル 

Endpoint Protector ファイル： シャドウ、監査ログバックアップ、システムバックアッ

プ 

 認証セキュリティ 

セキュリティプロトコル： デフォルト、NTLM、NTLMv2、NTLMSSP 

 ドメインまたはワークグループ 

該当する場合のみ 

 リモートディレクトリ 

外部ディレクトリの特定の場所 

 ユーザー名 

外部サーバーのユーザー名 

 パスワード 

関連付けられたパスワード 

 ストレージを有効にする 

 マウントポイント 

 プロトコルバージョン 
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13.6 システムバックアップ 

13.6.1 Web インターフェイスからの実行 

このモジュールでは、システムバックアップを実行できます。 

 

［システムメンテナンス］＞［システムバックアップ］メニューを選択すると、現在の既存バッ

クアップの一覧が表示されます。管理者はこの画面でシステムバックアップの復元、ダウンロー

ド、削除を行うことができます。 

以前の状態にシステムを復元するには、復元するバックアップの［復元］をクリックします。次

の画面でアクションを確認し、もう一度［復元］をクリックします。 

［ダウンロード］をクリックすると、.eppb バックアップファイルをローカルドライブに保存す

ることができます。ファイルを保存した場所を記録しておくことをお勧めします。 

メモ：復元機能を使用する前に、サポートへお問い合わせください。 

 

重要：一度削除されたバックアップは復元することはできません。 

［バックアップの作成］をクリックすると、下のような画面が表示されます： 



 

Endpoint Protector ユーザーマニュアル 

160 

ジュピターテクノロジー株式会社 

 

次の 2 つのオプションを選択できます： 

 データベースコンテンツ 

このオプションを選択すると、バックアップ作成時に EPP サーバーに存在するすべての

デバイス、権限、ログ、設定、ポリシーがバックアップに含まれます。 

 アプリケーションソース 

このオプションを選択すると、EPP クライアントやその他のサーバー機能に関連するフ

ァイルがバックアップに含まれます。 

メモ：システムバックアップには、IP アドレス、ファイルシャドウコピー、一時ログファイ

ルは含まれません。 

［ステータス］をクリックすると、システムバックアップのステータスが表示されます。バック

アップ作成中の場合、下のようなメッセージが表示されます： 

 

システムがアイドル状態の場合は、最後の既知の状態（デフォルトの場合 100%完了）が表示さ

れます。 

［アップロード］をクリックすると、ローカルファイルシステムから.eppb バックアップファイ

ルをアップロードすることができます。この機能はサーバー移行やクラッシュ時の復元の際に役

立ちます。下のような画面が表示されます： 
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重要：200 MB を超える Endpoint Protector バックアップファイル（.eppb）はアプライアン

スのコンソールからのみアップロードできます。作成された eppb ファイルが 200 MB より大

きい場合は、サポートまでお問い合わせください。 

［バックアップのスケジュール］をクリックすると、下のような画面が表示されます。 

 

この画面で、自動バックアップのルーティンをスケジュールすることができます。トリガー条件

としてシステムバックアップの実行間隔（毎日、隔日、毎週、隔週、毎月）を指定します。 

前回の自動システムバックアップの情報も表示されます。 

メモ：予期しないデータ損失を防ぐため、バックアップスケジュールを設定することをお勧

めします。 

13.6.2 コンソールからの実行 

Endpoint Protector には管理コンソールからシステムを以前の状態に復元するオプションがあります。 
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［2  System Backup］メニューを選択すると、下のオプションが表示されます： 

 Restore 

システムバックアップがイベントの前に実行されている場合は Web インターフェイスを

使用して実行することができます。 

 Import 

.eppb ファイルをダウンロードし FTP サーバーに保存されている場合に実行できます。 

 Export 

既存の FTP サーバーに既存のバックアップを保存するために実行できます。 

.epp ファイルをインポートまたはエクスポートするには、有効な FTP の IP アドレスとファイル

システムのパスを指定する必要があります。 

下は例です： 
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13.7 システムバックアップ v2 

このセクションでは、管理者はデータベース（対象、権限、設定、ポリシー、構成など）を旧

Endpoint Protector サーバーから新サーバーへ移行することができます。 

メモ：この機能はシステムバックアップ機能の代替ではありません。古い Endpoint Protector

イメージを v5.2.0.6 以降の Endpoint Protector サーバーへ移行するためのツールです。 

古いサーバーのバージョンと新しいサーバーのバージョンは同じでなければなりません。移行開

始前に、両方のサーバーが同じバージョンであることを確認してください（例： 古いサーバー

をデプロイしようとしている新しいサーバーに合わせてアップデートする）。 

ログ、監査バックアップ、システムバックアップは含まれません。必要な場合は、作業前にダウ

ンロードしてください。 

例：Endpoint Protector の初版は v4.4.0.7 でした。時間の経過とともに、ライブアップデートセク

ションから更新が適用され、Endpoint Protector アプライアンスバージョンが v5.2.0.6 になりまし

た。これらには、パッチとセキュリティアップデートが含まれていましたが、新しいコア OS バ

ージョンの完全なロールアウトは含まれていませんでした（例：アプライアンスは Ubuntu 14.04 

LTS で実行されています）。 

Ubuntu 14.04 は 2019 年以降のセキュリティパッチを受け取らないため、最新の Ubuntu LTS バー

ジョンで実行されているサーバーに移行する場合は、この機能を利用する必要があります。 
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13.7.1 システムバックアップ v2（移行）の作成 

管理者は、［システムメンテナンス］＞［システムバックアップ v2］から新しい移行用バックア

ップを作成することができます。名前と説明を入力する必要があります。 

 

メモ： セキュリティの観点から、システムバックアップキーは Endpoint Protector に保存さ

れません。作業前に、適切に保存してください。 

 

13.7.2 インポートと復元（移行） 

バックアップは Endpoint Protector サーバー上で復元することができますが、主な用途はバック

アップを（v5.2.0.6 以降のバージョンの）新しい Endpoint Protector サーバーにインポートして復

元ことです。 

システムバックアップの移行処理には、バックアップファイルとシステムバックアップキーがが

必要です。 

メモ：必要に応じて、この作業の前に、システムバックアップまたは監査ログバックアップ

をダウンロードして下さい。これらはこの作業で保持されません。 

インポートと復元（移行）を新しいアプライアンスで行った後、古いアプライアンスは電源をオ

フにしてください。Endpoint Protector クライアントが新しいアプライアンスと通信を開始でき

るように、この IP が新しいアプライアンスに再割り当てされます。 
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13.8 ファイルシャドウリポジトリ 

このセクションでは、管理者はファイルシャドウリポジトリを管理できます。この機能により、

Endpoint Protector クライアントは外部に直接ファイルシャドウを送信することができます。 

複数のファイルシャドウリポジトリを作成することができ、各エンドポイントがファイルシャド

ウを管理する方法を指定するオプションは部門に基づいています。 

メモ：Endpoint Protector では、部門が同じ属性を持つ対象の集合を定義します。組織図の部

門と混同しないように注意してください。 

ファイルシャドウリポジトリを追加するには、部門、リポジトリタイプ、リポジトリ IP アドレ

ス、ポート、フォルダーパス、ユーザー名、パスワードを設定する必要があります。 

リポジトリのタイプ（FTP または Samba）によっては、ポートは必須ではなく、グレー表示され

ます。 
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14 システム構成 

このセクションには、Endpoint Protector クライアント、システムライセンス、システムの機能

と安定性に影響を与えるその他の詳細設定が含まれます。 

14.1 クライアントソフトウェア 

このセクションでは、管理者は、使用するオペレーティングシステムに対応する Endpoint 

Protector クライアントをダウンロードしてインストールできます。 

メモ：サーバーとクライアントは、443 ポートを介して通信します。 

Windows クライアントインストーラーは、アドオン有/無のパッケージダウンロードするオプシ

ョンを提供します。このオプションは、Endpoint Protector と特定のソリューションとの間で発

生する可能性のある互換性問題を修正します。 

 

14.2 クライアントソフトウェアの更新 

このセクションでは、管理者はインストール済み Endpoint Protector クライアントの自動アップ

デートを実行できます。 
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メモ：この機能は Linux クライアントでは使用できません。また、非常に古いバージョン

（Windows クライアントのバージョンが 4.0.1.4 以前）の場合、アップデートは機能しませ

ん。 

 

［アクション］列の を使用すると、クライアントソフトウェアのセクションでダウンロード

できる既定の Endpoint Protector クライアントバージョンを設定できます。 

14.3 クライアントのアンインストール 

このセクションでは、管理者は Endpoint Protector クライアントのリモートアンインストールを

実行できます。 

コンピューターは、サーバーからこのコマンドを受信すると同時にアンインストールコマンドを

実行します。コンピューターがオフラインの場合は、初めてオンラインになるときにアンインス

トールコマンドを受け取ります。［アンインストール］をクリックすると、アクションが実行さ

れるまでコンピューターはグレー表示になります。 

アンインストールコマンドは、まだ実行されていない場合は取り消すことができます。 
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14.4 システム管理者 

このセクションでは、新しい管理者を作成、管理、削除できます。 

 

管理者が作成されると、すべての管理者を含む一覧が表示されます。［作成］をクリックして次

の情報を入力します。 

 管理者詳細 

ユーザー名、パスワード、メールアドレス、名、姓、電話番号、既定の UI 言語を入力し

ます。 

 アカウントは有効です 

有効な場合、アカウントを利用できます。 
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 Require password change at next login （次回ログイン時にパスワードの変更を要求す

る）初回ログイン時にパスワードの変更を管理者に要求します。一度パスワードが変更

されると、この設定は自動的に無効になります。 

重要：［次回ログイン時にパスワードの変更を要求する］の設定は、以下の場合、無

視されます。 

1. ［システム構成］＞［システムセキュリティ］＞［次回のログイン時にすべ

ての管理者パスワードセキュリティを強制］設定も有効になっている場合、

この設定は無視され、パスワードが変更されたら無効になります。 

2. Active Directory インポートユーザーの場合 

3. SSO ユーザー（Azure と OKTA）の場合、設定は非表示になります。 

 Login Attempt Restrictions（ログイン試行回数制限） 

ログイン試行回数が 5～10 回失敗すると、新しいログイン試行が可能になるまでの 5～

10 分間のタイムアウトを強制します。 

 ログイン IP 制限の適用 

特定の IP アドレスからのログイン試行を制限します。 

 ログインに失敗しました 

ログイン失敗アラートを受信します。 

 スケジュールエクスポートアラート： 

スケジュールエクスポートのアラートを受信します。 

 AD 認証を無視 

有効な場合、Endpoint Protector へのログインに AD 認証が使用されます。 

 スーパー管理者 

有効な場合、このアカウントはスーパー管理者となり、すべての部門および Endpoint 

Protector のすべてのセクションにアクセスできます。 

 Two Factor Authenticator 

有効な場合、Google 認証を使用した二要素認証が強制されます。 

 管理部門 

部門を選択します。 

 管理対象の管理グループ 

グループを選択します。 
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14.4.1 二要素認証 

二要素認証（2FA）を使用すると、ログイン処理時に Google Authenticator アプリを介して生成

された一時コードを要求するステップが追加されます。二要素認証が有効な場合、ユーザー作成

または編集を保存すると、検証画面にリダイレクトされます。 
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Google AuthenticatorアプリでユニークコードまたはQRコードを介してユーザーを登録します。

登録処理に従い、2 つめの認証要素に使用したいユニークコードの有効期間とともにアカウント

が追加されます。 

14.4.2 管理者タイプ 

スーパー管理者オプションが有効の場合、管理者はシステム全体に対して完全な権限を持ちます。 

シングルサインオンセクションから［スーパー管理者としてユーザーをインポート］設定を有効

にすることで、Azure Single Sign On にインポートしたすべてのユーザーにスーパー管理者ステ

ータスを提供することができます。 

スーパー管理者オプションが有効でない場合、管理者は通常の権限を持ち、システムの特定の項

目に制限されます（管理者は管理しているシステム部門に属する対象のみを管理できます）。こ

れは通常の管理者になります。 

通常の管理者は、さまざまな役割を使用してさらに制限することができます。よりアクセスを制

限するには、通常の管理者を特定の役割を持つ管理者グループに含める必要があります（例：管

理者をヘルプデスクグループに追加して、オフライン一時パスワードと暗号化の強制の役割を与

える、）。 

14.5 管理者グループ 

このセクションでは、通常の管理者にさまざまなアクセスの役割（例： オフライン一時パスワ

ード管理者、EasyLock 管理者、レポートと分析管理者、メンテナンス管理者など）を提供する管

理者グループの作成と管理ができます。 

メモ：管理者グループを作成し、複数の役割の組み合わせを割り当てることができます。た

とえば、ヘルプデスクグループには、オフライン一時パスワード管理者と EasyLock 管理者の

2 つの役割を割り当てることができます。 
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14.6 システム部門 

このセクションでは、システム部門の作成と管理ができます。 

システム部門の使用はオプションです。Endpoint Protector は、既定の部門（defdep）だけで完

全に動作します。さらに、ほとんどのシナリオは、デバイス、コンピューター、ユーザー、グル

ープ（AD で使用可能な対象）を使用するだけで十分に運用できます。 

この機能は、管理者の数が多く、厳格な法規制の遵守ルールが適用される大規模なインストール

で主に有効になります。このような状況では、部門を作成して、通常の管理者は担当する対象の

みを管理することができます。 

重要：この機能をコンピューターグループ、ユーザーグループ、管理者の役割と混同しない

でください。 

 

新しい部門を作成するには、［作成］をクリックして、部門名、説明、固有の部門コードを入力

します。 
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メモ：登録時に、部門コードが提供されていないか、部門コードが間違っている場合、部門

コードは無効と見なされ、コンピューターは既定の部門（defdep）に割り当てられます。 

 

Endpoint Protector と Active Directory（または他のディレクトリサービスソフトウェア）の用語

の類似性により、部門と組織単位と同等にすることができます。もちろん、組織単位は部門と同

一ではなく、Endpoint Protector は実際のスーパー管理者に権限を委ね、1 つ以上の組織単位を

Endpoint Protector の部門に仮想的にリンクさせることもできます。 

各対象（コンピューターなど）は部門に属す必要があります。Endpoint Protector クライアント

を展開する際に、特定のコードを持つ部門が見つかった場合、コンピューターは登録され、その

部門に所属します。 

例：Test-PC コンピューターは、「開発」部門に登録されています。この場合、そのコンピュータ

ーにログオンする Test ユーザーは、Test-PC コンピューターに接続されているデバイスと同じ部

門に割り当てられます。 

スーパー管理者（root など）は、部門に関係なくすべての主要な対象にアクセスできます。また、

通常の管理者または他の役割を持つ管理者だけでなく、部門も作成することもできます。スーパ

ー管理者は、管理者を部門管理者に割り当てこともできます。 

通常の管理者は、割り当てられた部門のみを管理できます。他の部門に関連する対象は表示され

ません。 

14.7 システムセキュリティ 

このセクションでは、管理者は、クライアントのアンインストールパスワードの設定、機密デー

タへのアクセスをスーパー管理者のみに制限、機密データ保護用のパスワード設定、次回ログイ

ン時にすべての管理者パスワードセキュリティを強制、パスワードの有効期限オプションなどの

セキュリティ設定を構成できます。 

メモ：［次回ログイン時にすべての管理者パスワードセキュリティを強制］が有効になってい

ると、この機能を無効にすることはできません。 
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有効にすると、以下のルールに従う複雑なパスワードのみを定義できます。 

 最小文字数は 9 文字です。 

 小文字、大文字、数字、特殊文字を含む必要があります。 

 連続する文字と数字を昇順に使用することはできません。 

 

14.8 システム設定 

このセクションでは、システム全体に適用されるいくつかの全般的な設定を構成できます。これ

らの設定の大半は、Endpoint Protector の初期設定ウィザードに含まれているので、すでに設定

されている可能性があります。 

14.8.1 部門の使用 

部門コードに基づいてクライアントにアクセスを許可するためのオプションを選択します。 

既定の部門コード-defdep も確認することができます。 

メモ：詳細については、「システム部門」のセクションをお読みください。 
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14.8.2 Endpoint Protector 権限の機能 

このセクションでは、管理者は、ユーザー権限またはコンピューター権限（またはその両方）の

いずれかを優先することによって、権限機能を変更できます。 

 

14.8.3 スマートグループ 

スマートグループ、コンピューターやユーザーの既定グループに関する設定を管理します。 

メモ：スマートグループは、要素の名前パターンに基づいてメンバーシップを定義できる動

的なグループです。 

 スマートグループの有効化 

この設定を無効にすると、スマートグループはエンティティが割り当てられていない通

常のグループに変換され、コンピューターの既定グループとユーザーの既定グループが

削除されます。 

 コンピューターの既定のグループを有効にする 

スマートグループに属さないすべてのコンピューターを含むコンピューターの既定のグ

ループが作成されます。 

メモ：この設定を無効にすると、コンピューターのデフォルトグループが削除されます。 

 ユーザー用デフォルトグループを有効にする 

スマートグループに属していないすべてのユーザーを含むユーザー用デフォルトグルー

プを作成します。 

メモ：この設定を無効にすると、ユーザーの既定のグループは削除されます。 
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14.8.4 クライアント更新メカニズム 

クライアントアップデートのパフォーマンスを向上させ、カスタムホスト名とカスタムポートを

追加するには、クライアントアップデート V2 設定を有効にします。 

 

14.8.5 カスタム設定 

Endpoint Protector でより多くの情報を表示するには、以下を有効にします： 

 オフライン一時パスワードの VID、PID、シリアル番号を表示 

 オフライン一時パスワードの MAC アドレスを表示 

 ユーザードメインの表示 

 MAC アドレス優先順位 

 ユニバーサルオフライン一時パスワードをスーバー管理者にのみ表示する 

 

14.8.6 Log Settings（ログ設定） 

以下のログ設定を管理します。 

 CSV エクスポートの最大行数 

最大行数を数百万行に設定します。 
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メモ：最大行数を 1.0 に設定すると、1 行が 1 つのログに対応するため、ログレポートの.csv

エクスポートで 100 万件のログがエクスポートされます。 

サーバーにログのパーティションがある場合、エクスポートの際に日付も選択されていることを

確認してください。 

 Enable REporting V2 

コンテンツ認識レポートのログ構造を変更し、宛先の詳細、メール送信者、メール件名

の各列に情報を表示します。 

この設定により有効になった構造は、SIEM にも反映されます。 

 

14.8.7 コンテンツ認識保護 – すべての機密情報をレポート 

［すべての機密情報をレポート］設定を有効にすると、Endpoint Protector は、［脅威の最大レポ

ート数］フィールドで設定された上限まで、スキャンされたファイルに見つかったすべての機密

情報を記録します。 

メモ：これはログ量を増やし、クライアントとサーバーパフォーマンスに影響を与える可能

性があります。 

 

重要：［レポート制限］設定は、［すべての機密情報をレポート］設定よりも優先されます。

［レポート制限］が有効な場合、しきい値を超えるとレポートが停止します。 

 

 

14.8.8 仮想デスクトップクローン 

この設定を有効にすると、Endpoint Protector サーバーが仮想デスクトップクローンを識別し、

それに応じて Endpoint Protector クライアントと対話できるようになります。 
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14.8.9 ディープパケットインスペクション証明書 

ディープパケットインスペクション証明書のダウンロードを無効にして、Endpoint Protector ク

ライアントがレガシー証明書を使用するようにします。また、クライアント CA 証明書をダウン

ロードすることができます。 

この機能の詳細については、「ディープパケットインスペクション」を参照してください。 

 

14.8.10 サーバー証明書スタック 

証明書に使用される FQDN（完全修飾ドメイン名）を設定し、macOS のディープパケットインス

ペクションに使用されるサーバー証明書スタックと CA 証明書を再生成します。 

メモ：この設定は macOS 12.0 以降で有効ですが、CA 証明書を再生成する場合、macOS 11.0

でも置き換える証明書をダウンロードし、［システム］＞［キーチェーンアクセス］に追加し

ます。 

 

重要：Endpoint Protector サーバーに macOS 12.0（またはそれ以上）のインスタンスが登録

されていない場合は、この設定を使用しないでください。 

 

 

14.8.11 シングルサインオン 

Endpoint Protector にログインするためのシングルサインオンログイン設定を有効にし、シング

ルサインオンが機能しない場合に使用するフェイルオーバーログインユーザーを選択します。 
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14.8.12 Active Directory 認証 

このセクションでは、AD の Administrators グループをスーパー管理者として Endpoint Protector

にインポートできます。 

メモ：［Active Directory 認証を有効にする］チェックボックスが選択されている場合、管理

者は AD 認証を使用して Endpoint Protector にログインできます。 

管理者の Active Directory グループをインポートするには、以下の手順を行います：  

1. 以下を考慮して、必要な情報を各欄に入力します。 

a. 場合によっては、ユーザー名の前にドメインを追加する必要があります 

(domain\username) 

b. Active Directory Administrators グループは、Microsoft によって制限されてい

る "primary groups" 以外のすべてのユーザーグループと同期することができま

す。 

2. ページを一番下までスクロールし、変更を保存します。ページの一番上に成功のメッセ

ージが表示されます。 

3. Active Directory 認証セクションに戻り、［接続テスト］をクリックし、処理が成功した

ことを確認します。 

4. ［AD 管理者の同期］をクリックします。 

重要：Active Directory の管理者グループを定義すると、この AD グループに属するユーザー

のみが Endpoint Protector のスーパー管理者として同期され、インポートされます。その他

の管理者（異なるアクセス制御レベルを持つ）は、システム管理者セクションから手動で作

成することができます。 
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14.8.13 メールサーバー設定 

お使いのメール（native - SMTP）をもとにメールサーバー設定を管理します。 

 

 

14.8.14 プロキシサーバー設定 

プロキシサーバー設定を構成します。 

 プロキシタイプ 



 

Endpoint Protector ユーザーマニュアル 

181 

ジュピターテクノロジー株式会社 

 認証タイプ 

 IP とポート 

 プロキシアクセス認証（ユーザー名/パスワード） 

すべての情報を入力したら、［Test］をクリックして設定が正しいことを確認します。 

メモ：プロキシサーバーが設定されていない場合、Endpoint Protector は

liveupdate.endpointprotector.com に直接接続します。 

 

 

14.8.15 主要管理者の詳しい連絡先 

主要管理者の連絡先情報を編集し、［保存］をクリックして変更を保存します。 

 

14.9 システムライセンス 

このセクションでは、管理者が Endpoint Protector のライセンス管理を行い、現在のライセンス

ステータスの完全な概要を提供します。 
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メモ：Endpoint Protector v5.2.0.7 から、ライセンスはサブスクリプションスシステムに変更

されました。旧形式のライセンスをお持ちのお客様は、以前に合意された契約条件が適用さ

れます。 

Endpoint Protector ライセンスシステムには、２つの側面があります： 

 モジュール： 

すべてのモジュール（コンテンツ認識保護、eDiscovery など）は別々にライセンスされ

ます。 

デバイス制御モジュールは必須です。 

 エンドポイント： 

Endpoint Protector クライアントがインストールされている保護が必要な Windows、

Mac、Linux コンピューターのことです。 

モジュールとエンドポイントをもとに、ライセンスファイルが提供されます。 

Server ID（サーバーID）は各サーバーを一意に識別しライセンスファイルにリンクされます。

ライセンスを購入する前に、Endpoint Protector 担当者に提供される必要があります。 

Server ID（ライセンス終了日）はこのシステムのライセンス有効期間です。 

サポートは購入したサポートレベル（標準または Premium）です。 
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14.9.1 無料トライアル 

Endpoint Protector には 30 日間の無料トライアル期間があります。［Free Trial］ボタンをクリッ

クすると、無料トライアルが有効化されます。 

無料トライアルでは、すべてのモジュールで 50 コンピューターを使用できます。エンドポイン

トライセンスは、先着順で割り当てられます。 

１つ以上のライセンス割り当て済みエンドポイントが使用されなくなりライセンスの再割り当て

が必要になった場合、管理者はこれらのライセンスを解放できます。それにより自動的に他のオ

ンラインコンピューターに再割り当てされます。 

14.9.2 ライセンスのインポートと管理 

［ライセンスのインポート］ボタンをクリックしてライセンスファイルを参照します。ライセン

スファイルには１つのファイルにすべての関連情報（モジュール、エンドポイント数、有効日、

サポートタイプなど）が含まれます。 

［ライセンスの表示］をクリックすると、エンドポイントライセンスを管理できます。 

 

１つ以上のライセンス割り当て済みエンドポイントが使用されなくなりライセンスの再割り当て

が必要になった場合、管理者はこれらのライセンスを解放できます。それにより自動的に他のオ

ンラインコンピューターに再割り当てされます。 

［ライセンスの自動解放］を使用すると、指定した日数（15 日、30 日、90 日、その他）オンラ

インではないエンドポイントのライセンスが自動的に解放されます。 
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14.10 シングルサインオン 

シングルサインオンについては、メーカーオリジナル文書「Endpoint Protector - User Manual」

をご参照ください。 

https://www.endpointprotector.com/support/pdf/manual/Endpoint_Protector_5_User_Manual_EN.pdf
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15 システムパラメータ 

15.1 デバイスタイプと通知 

このセクションでは、デバイスタイプと通知の表示と管理、既定の通知とその翻訳の表示と有効

化、およびコンテンツ認識保護ポリシーとデバイス制御ユーザー修復のカスタム通知の定義がで

きます。 

 

15.1.1 デバイスタイプと通知リスト 

［デバイスタイプと通知リスト］では、システムで利用可能なデバイスタイプと、各オペレーテ

ィングシステムでの利用可能性、およびそれらのデバイスがコンテンツ保護モジュールによって

検査可能かどうかを確認できます。 

［アクション］列から、Endpoint Protector Client に表示される通知メッセージを有効化および

編集できます。 
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15.1.2 既定の通知リスト 

既定の通知リストからメッセージを表示したり、有効/無効にしたり、カスタム通知の翻訳を編

集したりすることができます。 

メモ：［デバイス制御］＞［グローバル設定］からグローバルに有効化することができます。

特定の設定セクションから、コンピューターまたはグループで個別にチェックすることもで

きます。 
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15.1.3 カスタムコンテンツ認識保護通知 

このセクションでは、カスタム通知を作成し、コンテンツ認識保護ポリシーごとに設定すること

で、特定のコンテンツ認識ポリシーが特定のクライアント通知を持つことができます。 

新しい通知を追加するには、以下の手順を行います： 

1. ［作成］をクリックします。 

2. テンプレート名、タイトル、本文を入力します。 

次のパラメーターを使用することができます。 

 {fileName} 

ブロック/レポートされたファイル名で置換されます。 

 {type} 

ポリシータイプにより、ブロック/レポートで置換されます。 

 {threatName} 

脅威名で置換されます。 

 {threatMatch} 

一致したテキストで置換されます。 

3. ［保存］をクリックします。 

例： 機密データを含むため、“{fileName}” は “{type}” されました。 

通知を作成したら、目的のコンテンツ認識保護ポリシーへ移動し、通知テンプレートからこのポ

リシーに設定したい通知を選択してください。 
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15.1.4 Custom Device Control User Remediation 
Notifications 

メモ：このセクションは、［ユーザー修復］セクションの［デバイス制御ユーザー修復］の設

定が有効になっている場合にのみ利用できます。 

このセクションでは、デバイス制御ユーザー修復のカスタム通知を追加、編集、削除することが

できます。 

カスタム通知は最大 100 件まで追加できますが、既定のエントリを削除することはできません。 

新しいカスタム通知を追加するには、次の手順に従います。 

1. ［作成］をクリックします。 

2. パラメーターを使用してカスタムメッセージを作成します。 

 {deviceName} 

 {action} 

3. ［保存］をクリックします。 

 例：USB ドライブ{deviceName}が{action}されました。 

通知を作成したら、デバイス制御セクション、グローバル設定、ユーザー、コンピューター、お

よびグループにあるユーザー修復通知テンプレートのドロップダウンからカスタム通知を選択す

ることができます。 
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15.2 コンテキスト検出 

このセクションでは、システム全体のコンテキスト検出を管理することができます。有効にする

と、Endpoint Protector によって検出される機密情報はコンテンツとコンテキストの両方で検査

されます。 

機密情報（例：クレジットカード、身分証明書、パスポート、運転免許証など）を検出する機能

に加えて、コンテキストも考慮されます（例：他の関連キーワードとの近接性、他の関連機能、

正規表現など）。 

検出された機密情報に文脈を与えるだけでなく、この機能により誤検出を減らすことができます。 

メモ：この機能は、コンテンツ認識保護と eDiscovery Policies の両方に対して、グローバル

レベルで適用されます。有効にすると、コンテキスト検出は、システムを通じてコンテンツ

のみの検出に優先されます。 

この機能を有効にする前に、ルールの正確性とシナリオの関連性を確認してください。 

コンテキスト検出機能を有効にすると、コンテキスト XML で定義されたルールに基づいてグロ

ーバルレベルで適用されます（ただし、構成済みのコンテンツ認識保護と eDiscovery ポリシーに

もリンクされます）。 

コンテキストルールを作成するには、次の 2 つの方法があります。 

 Endpoint Protector サーバーから直接作成する 

 コンテキスト XML を手動で編集し、Endpoint Protector サーバーにアップロードする 

15.2.1 XML の作成 

この方法は、最も簡単な方法であり、ほとんどの要件をカバーできるため、一般的な使用にお勧

めします。 
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事前定義されたコンテンツのカテゴリ（クレジットカード、ID、パスポート、運転免許証など）

ごとに、［追加］をクリックして次のような項目を選択することで、コンテキスト検出を設定で

きます。 

 カテゴリとタイプ 

コンテンツ認識機能 

 周囲のテキスト 

コンテキストを決定するための検索間隔の文字数 
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 関連する辞書 

PII に関連するキーワードのセット 

 関連する正規表現 

コンテンツ認識機能の中にない関連のあるルールを追加する方法 

 関連ファイルタイプ 

関連ファイルの種類 

 関連ファイルサイズ 

関連ファイルサイズ（MB 単位） 

 最小一致 

検出ルールを検証するために一致させる項目の最小数 

 関連のない辞書 

PII に関連しないキーワードのセット 

 関連のない正規表現 

コンテンツ認識機能の中にない関連のないルールを追加する方法 

 無関連ファイルタイプ 

無関係なファイルのタイプ 

 無関連ファイルサイズ 

無関係のファイルサイズ（MB 単位） 

 最大一致 

ルールが検証されない値（推奨値は 0） 

重要：コンテキストルールの作成または変更後に、忘れずにコンテキスト XML を生成してく

ださい。 

15.2.2 XML のアップロード 

この方法は拡張機能を提供するため、高度な管理者には推奨されますが、XML 構文の詳細な理解

が必要です。 

高度なコンテキスト機能も使用可能です。この方法では、コンテキスト XML ファイルを管理者

が手動で編集し、次に Endpoint Protector サーバーにアップロードする必要があります。 
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プロキシミティ、辞書、正規表現などは、すべて XML 文書内で定義する必要があります。「XML

の作成」で説明した機能に加えて、信頼レベル、メイン関数の決定時に考慮する追加機能など、

より複雑なオプションがあります。 

コンテキスト XML に必要な構文を理解する最善の方法は、複数の例が含まれている、Endpoint 

Protector サーバーで使用可能なサンプルを調べることです。また、以下の例もご参照くださ

い。 

例 

<Rules> 

<!-- SSN / Canada this is an example with multiple patterns --> 

<Entity id="ssn/canada" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75"> 

<Pattern confidenceLevel="75"> 

<Any minMatches="2"> 

<Match idRef="keywords_Canada_SSN_1" /> 

<Match idRef="keywords_Canada_SSN_2" /> 

<Match idRef="validate_date_fct" /> 

<Match idRef="regex_email_id" /> <!-- This is just an example --> 

</Any> 

<Any maxMatches="0"> 

<Match idRef="keywords_exclude_Canada_SSN" /> 

</Any> 

</Pattern> 

</Entity> 

 

<Function id="validate_date_fct" name="SEARCH_DATE_INTRL" /> <!-- name should be the 
same with the one on the client --> 

<Function id="func_dlp_is_valid_ssn" name="SEARCH_SSN_Canada" /> <!-- name should be 
the same with the one on the client --> 
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 例 

<Keyword id="keywords_Canada_SSN_1">  

<Group matchStyle="word"> 

<Term>sin</Term> 

<Term>social insurance</Term> 

<Term>numero d'assurance sociale</Term> 

<Term>sins</Term> 

<Term>ssn</Term> 

<Term>ssns</Term> 

<Term>social security</Term> 

<Term>numero d'assurance sociala</Term> 

<Term>national identification number</Term> 

<Term>national id</Term> 

<Term>sin#</Term> 

</Group> 

</Keyword> 

 

<Keyword id="keywords_Canada_SSN_2"> 

<Group matchStyle="word"> 

<Term>driver's license</Term> 

<Term>drivers license</Term> 

<Term>driver's licence</Term> 

<Term>drivers licence</Term> 

<Term>DOB</Term> 

<Term>Birthdate</Term> 

</Group> 

</Keyword> 

 

<Keyword id="keywords_exclude_Canada_SSN"> 

<Group matchStyle="word"> 

<Term>random word</Term> 

</Group> 

</Keyword> 

 

<Regex id="regex_email_id">[-0-9a-zA-Z.+_]+@[-0-9a-zAZ.+_]+\.[a-zA-Z]{2,4}</Regex> 

</Rules> 

</RulePackage> 
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15.3 高度なスキャン例外 

Windows は、コンスタントに OS とセキュリティ更新が行われ、インストール済みのアプリケー

ションは継続的に絶え間なく開発が繰り返されます。 

Endpoint Protector クライアントに干渉する変化を回避するため、アプリケーションとプロセス

を許可する機能を利用できます。 

高度なスキャン例外機能を使用すると、Advanced Printing および MTP スキャン機能が有効にな

っているエンドポイントのアプリケーションをスキャンから除外することができます。 

メモ：この機能は、グローバルレベル（Advanced Printing と MTP スキャン機能が有効である

すべての Windows エンドポイント）に適用されます。 

 

15.4 権限 

このセクションでは、デバイスに割り当てることができるすべてのアクセス権を含む一覧が表示

されます。 
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15.5 イベント 

このセクションでは、Endpoint Protector によって記録されるイベント一覧が表示されます。 

［アクション］列から、イベント名や説明の変更、特定のイベントのロギングの有効化/無効化

の切り替えを行うことができます。 
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15.6 ユーザー修復 

ユーザー修復は、エンドユーザーが正当な理由を適用して、ポリシー違反やアクセス制限された

デバイスを自己修復するための機能です。 

メモ：この機能は、Premium ライセンスでのみ利用可能です。 

 

15.6.1 ユーザー修復設定 

このセクションでは、ユーザー修復通知のカスタマイズ、設定の管理、およびデバイス制御のユ

ーザー修復を有効にすることができます。 

 カスタムロゴの表示 

ポップアップ通知に表示させたい画像を選択します。 

 カスタム URL の表示 

エンドユーザーを特定の Web ページへ誘導する URL を設定します。 

メモ：次の URL 形式を使用できます： 

・ http://endpointprotector.com 

・ https://endpointprotector.com 

・ http://www.endpointprotector.com 

・ https://www.endpointprotector.com 
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 Require Credentials 

エンドユーザーがローカルアカウントまたは Active Directory の認証情報を使用するよう

に要求します。 

メモ：ログインには、以下のクレデンシャル形式が使用できます。 

・ ローカルユーザー（John-PC\John） 

・ LDAP/AD ユーザー 

・ ドメイン名\ユーザー名（epp.com\John） 

・ IP\ユーザー名（192.168.14.140\John） 

 時間間隔 

エンドユーザーがブロックおよび修復された脅威またはアクセス制限されたデバイスを

修復することができる時間間隔を入力します。 

 Maximum Time Interval（最大時間間隔） 

エンドユーザーがブロックおよび修復された脅威またはアクセス制限されたデバイスを

修復することができる最大時間間隔を入力します。 

メモ：入力可能な最大時間間隔は、1440 分（24 時間）です。 

 Enable User Remediation for Device Control（デバイス制御のユーザー修復を有効にす

る） 

デバイス制御モジュールのユーザー修復機能を使用するための設定を有効にします。 

重要: Enable User Remediation for Device Control（デバイス制御のユーザー修復を

有効にする）設定は既定で無効になっています。この機能を有効にすると、ユーザー

修復に関するすべての設定がコンテンツ認識保護とデバイス制御の両方のモジュール

に適用されます。 



 

Endpoint Protector ユーザーマニュアル 

198 

ジュピターテクノロジー株式会社 

 

15.6.2 正当な理由リスト 

このセクションでは、正当な理由の表示、追加、編集、エクスポート、削除を行うことができま

す。正当な理由は、脅威またはデバイスの修復を正当化するために、エンドユーザーが選択した

理由を表します。 

新しい正当な理由を追加するには、［追加］をクリックして、必須フィールドに入力し、［保存］

をクリックします。最大で 10 個の正当化理由を追加できます。デフォルトでは、いくつかの正

当な理由がすでに追加されていますが、少なくとも 1 つの正当な理由が常に有効であることを確

認してください。 

エンドユーザーがユーザー修復ポップアップ通知を表示することを有効にして強制するには、デ

バイス制御、グローバル設定、Endpoint Protector クライアント設定からオプションを管理しま

す。 
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15.6.3 ユーザー修復の有効化 

User Remediation for Device Control を使用するには、次の手順に従います。 

1. ［ユーザー修復］設定から［Enable the User Remediation for Device Control］を有効にし

ます。 
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2.  デバイス制御のユーザー修復通知をカスタマイズします。 

［デバイスタイプと通知］＞［カスタム通知を有効にする］セクションで、［作成］をクリッ

クし、必須フィールドに入力し、［保存］します。 

 

3. Endpoint Protector クライアント設定セクションからユーザー修復ポップアップ設定を有効

にし、ユーザー修復通知テンプレートのドロップダウンリストからカスタマイズされた通知

を選択します。 
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4. ［グローバル権限］＞［デバイスタイプ］セクションに移動し、制限付きアクセス権を持つ

デバイスのユーザー修復を有効にします。フルアクセス権を持つデバイスは、ユーザー修復

機能の恩恵を受けることはできません。 

メモ：Web カメラやネットワーク共有などの内蔵デバイスの場合、ユーザー修復機能は利

用できません。 

 

15.6.4 ユーザー修復の使用 

デバイスを修復するために、エンドユーザーは以下の手順を行います： 

1. Endpoint Protector の通知画面を開き、［Device Control］タブを開きます。 

2. 修復対象のデバイスを選択し、［Self Remediate］をクリックします。 
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3. ［Self Remediate］セクションで以下を行います： 

a. ドロップダウンリストから正当な理由を選択します。 

b. 正当化の理由を追加します（必要な場合）。 

c. ロゴの下にあるカスタム URL に移動します。 

d. ［Require Credentials］（認証情報が必要）設定が有効な場合は、認証情報を追加

します（ユーザー名のアイコンをクリックすると、現在のユーザー名が更新されま

す）。 

e. デバイスの修復に必要な分数を追加します（デフォルトの数値にカーソルを合わせ

ると、最大時間間隔が表示されます）。 

f. ［Authorize］をクリックします。 

メモ：自己修復機能に関するその他の設定は、システム環境設定とユーザー修復セクション

から管理できます。 

デバイスの修復セッションを停止するには、Endpoint Protector の通知機能で［Device Control］

タブからデバイスを選択し、［Revoke Remediation］をクリックします。 
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16 Endpoint Protector クライアント 

Endpoint Protector クライアントは、保護されたエンドポイント（Windows、Mac、Linux）の

Endpoint Protector サーバーから受信した権限と設定を適用します。 

Endpoint Protector クライアントは、Endpoint Protector の Web UI から直接ダウンロードできま

す。Endpoint Protector クライアントのダウンロードの詳細については、「クライアントソフトウ

ェア」を参照してください。 

メモ： Active Directory や Jamf などのツールを使用して、大規模なネットワークに Endpoint 

Protector クライアントを展開することができます。 

16.1 クライアントのインストール 

Windows と Mac の場合、Endpoint Protector クライアントのインストールに必要な作業は最小限

です。インストールフォルダーとサーバー情報は、あらかじめ設定されており、Endpoint 

Protector サーバーからダウンロードできます。 

Linux のインストール方法については、readme.txt ファイルをお読みください。 

メモ：バージョン 1.4.0.4.以降の Linux クライアントは、Endpoint Protector Linux Clients 用の

リポジトリからインストールすることもできます。 

サポートされるディストリビューション例は以下の通りです： 

 Ubuntu 14.04 以上 

 Mint 18.X 

 CentOS 7.x 

 Fedora 29 

 OpenSUSE 42.2 および 42.3 
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16.1.1 ディープパケットインスペクションと VPN Traffic インタ

ーネット接続を有効にする場合の macOS へのクライアン

トインストール 

1. Endpoint Protector Web GUI にログインします。 

2. ［システム構成］＞［クライアントソフトウェア］を選択し、macOS Endpoint Protector ク

ライアントをダウンロードします。 

 

3. ダウンロードしたファイルを展開します。 

4. .pkg ファイルを開き、インストレーション手順に従い、要求された権限を与えます。 

5. インストレーションが成功したら、［システム環境設定］＞［セキュリティとプライバシ

ー］＞［プライバシー］タブ＞［フルディスクアクセス］で Endpoint Protector Client に

チェックをつけて保存します。 
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6. Endpoint Protector Web GUI にログインし、ユーザー/コンピューター/グループ/グローバル

設定＞［設定の管理］＞［Endpoint Protector クライアント］＞［ディープパケットインス

ペクション］で［ディープパケットインスペクション］を有効にします。 
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7. ［システム構成］＞［システム設定］＞［ディープパケットインスペクション証明書］に移

動し、［クライアント CA 証明書ダウンロード］を選択します。 

 

8. macOS でキーチェーンアクセスアプリケーションを開き、［システム］を選択します。 

 

9. ダウンロードしたクライアント証明書ファイルを展開します。 
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10. cacert.pem ファイルを選択して、キーチェーンアクセスの［システム］にドラッグアンドド

ロップします。 

 

11. 新しく追加した証明書には、×アイコンが表示されています。これをダブルクリックして、

［信頼］セクションで［常に信頼］を選択します。 

 

12. 変更を保存します。 

13. ［Intercept VPN Traffic］（インターセプト VPN）トラフィックを有効にします。 
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14. ［EPP behaviour when network extension is disabled］（ネットワーク拡張が無効な場合の

EPP のふるまい）オプションを選択します。 

 ［ディープパケットインスペクションを一時的に無効化］を選択すると、ディープ

パケットインスペクションが一時的に無効になります。 

 ［インターネットアクセスをブロック］を選択すると、エンドユーザーが

Endpoint Proctector プロキシ設定を承認するまでインターネット接続を切断しま

す。ユーザーは PC 再起動後にこれを許可することができます 

 

15. 変更を保存します。 

16. システム拡張がブロックされ許可が必要な場合、エンドユーザーにポップアップが表示され

ます。 

17. ［システム環境設定］＞［セキュリティとプライバシー］＞［一般］に移動し、Endpoint 

Protector Client 拡張を許可します。 

18. Endpoint Protector Proxy 設定を許可します。 

これで macOS Endpoint Protector クライアントインストールが完了しました。 

16.1.2 Debian ベースのディストリビューション 

インストール方法は似ていますが、各ディストリビューションやバージョンにはそれぞれ特徴が

あります。 

以下は、対応ディストリビューションの一例です。 

 Ubuntu 14.04 
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 Ubuntu 15.04 

 Ubuntu 16.04 

 Ubuntu 17.04 

 Ubuntu 18.04 

 Ubuntu 19.04 

 Ubuntu 20.04 

 Ubuntu 21.04 

 Ubuntu 21.10 

 Ubuntu 22.04 

 LinuxMint 

 Debian 

sudo apt update 

sudo apt upgrade 

wget 

https://download.endpointprotector.com/linux_agent/EPPClient_v[X.X.X.X]/[Filename] 

cd /Download 

# unpack the archive 

tar xvf [Filename.tar.xz] 

# edit the options.ini file to contain the correct server address 

cd [Extracted filename] 

gedit options.ini 

# run the installation script 

bash install.sh 

16.1.3 RedHat ベースのディストリビューション 

インストール方法は似ていますが、各ディストリビューションやバージョンにはそれぞれ特徴が

あります。 

以下は、対応ディストリビューションの一例です。 

 CentOS 7.x 

 RedHat 8.x 

 Fedora 32、33、34、35 
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 AWS Linux 2 

sudo yum update 

sudo yum upgrade 

wget https://download.endpointprotector.com/linux_agent/EPPClient_v[X.X.X.X]/[Filename] 

cd /Download 

# unpack the archive 

tar xvf [Filename.tar.xz] 

# edit the options.ini file to contain the correct server address 

cd [Extracted filename] 

gedit options.ini 

# run the installation script 

sudo bash install.sh 

 OpenSuse 15.2 

 SUSE 15+ 

 SLED Linux Enterprise Server 15 SP1 

 SLED Linux Enterprise Server 15 SP2 

 SLED Linux Enterprise Server 15 SP3 

sudo zypper update 

sudo zypper upgrade 

wget 

https://download.endpointprotector.com/linux_agent/EPPClient_v[X.X.X.X]/[Filename] 

cd /Download 

# unpack the archive 

tar xvf [Filename.tar.xz] 

# edit the options.ini file to contain the correct server address 

cd [Extracted filename] 

gedit options.ini 

# run the installation script 

sudo bash install.sh 

16.1.4 Endpoint Protector サーバーIP の設定 

RedHat ベースのすべてのディストリビューションでは、Endpoint Protector サーバーの IP を設定

するために、上記のコマンドを実行した後に追加の手順を実行する必要があります。それぞれの

ディストリビューションに基づき、対応する方法に従ってください。 
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方法 1 

1. Endpoint Protector サーバー IP を定義します。 

EPPCLIENT_WS_SERVER=[ 対象の IP ] 

export EPPCLIENT_WS_SERVER 

2. Endpoint Protector クライアントのインストール 

SUSE, openSUSE の場合： #zypper install epp-client 

CentOS, RedHat, Fedora の場合: #yum install epp-client 

 

方法 2 

1. Endpoint Protector クライアントのインストール 

SUSE, openSUSE の場合： #zypper install epp-client 

CentOS, RedHat, Fedora の場合: #yum install epp-client  

2. Endpoint Protector サーバーIP を定義する bash ファイルを実行します。 

bash '/opt/cososys/share/apps/epp-client/scripts/set_epp_client_server.sh' 



 

Endpoint Protector ユーザーマニュアル 

213 

ジュピターテクノロジー株式会社 

17 免責条項 

Endpoint Protector アプライアンスは、liveupdate.endpointprotector.com および

cloud.endpointprotector.com を除いて、外部ネットワークと通信しません。 

Endpoint Protector にはマルウェアソフトウェアは含まれておらず、決して個人情報を送信しま

せん（自動ライブアップデートレポートが無効の場合）。 

各 Endpoint Protector サーバーには、サポート用に開かれる既定の SSH プロトコル（22）があ

り、パスワードで保護された 1 つのシステムアカウント（epproot）があります。SSH サービス

は、ユーザーのリクエストにより無効にすることができます。 

セキュリティ保護は、その性質上、回避することができます。CoSoSys 社は、許可されていない

人がデータやデバイスにアクセスしないことを保証することはできませんし、保証しません。ま

た、CoSoSys 社は、法律で許可されている限り、その旨の保証を否認します。 
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