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この資料は、Endpoint Protector 仮想アプライアンスのデプロイメントおよび初期セットアップ

手順について説明します。CoSoSys 社が作成、発行した「Virtual and Hardware Appliance User 

Manual - Version 2.0」をもとに作成していますが、一部の内容を変更しています。 

変更履歴 

版 発行日 変更内容 

第 1.0版 2018/11/19 新規作成 

第 1.1版 2019/ 5/16 無償トライアル(Appetizer)モードの説明を追加 

第 1.2版 2019/ 9/13 VHD手順を追加 

第 1.3版 2019/11/29 仮想環境対応表更新、付録追加 

第 2.0版 2021/12/16 構成変更、Endpoint Protector 5.4.0.0, 5.4.0.5対応 

第 2.1版 2022/ 9/28 構成変更、Endpoint Protector 5.6.0.0対応 

https://www.endpointprotector.com/support/pdf/manual/Endpoint_Protector_Virtual_and_Hardware_Appliance-User_Manual_EN.pdf
https://www.endpointprotector.com/support/pdf/manual/Endpoint_Protector_Virtual_and_Hardware_Appliance-User_Manual_EN.pdf
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1 仮想アプライアンスフォーマット 

Endpoint Protector 仮想アプライアンスは、さまざまな形式とプラットフォームで利用できます。 

1.1 表 

以下の表は、サポートされている仮想環境、バージョン、および主なフォーマットの一覧です。 

サポート仮想環境 バージョン .OVF .OVA .VMX .VHD .PVM .XVA 

VMware Player 7.1.0 〇 〇 〇    

VMware Workstation 11.1.0 〇 〇 〇    

Oracle VM VirtualBox 5.0.28 〇 〇     

VMware vSphere (ESXi) 6.0.0 〇 〇     

VMware Fusion Professional 7.1.3 〇 〇     

Hyper-V Manager Windows 
Server 2016 

10.0.14393.0    〇   

Parallels Desktop 11.1.3     〇  

Citrix XenCenter 6.2      〇 

Endpoint Protector 仮想アプライアンスは、上記の仮想環境に加え、旧バージョンの仮想化ソフ

トウェアでも動作させることができます。これにより、テストや導入が可能な限り容易になりま

す。その他の情報は、次の章に記載されています。 

メモ：最も一般的に使用されているのは、大半の仮想化ソフトウェアと互換性がある OVF 

(Open Virtualization Format) フォーマットです。 

1.2 仮想化ソフトウェアがサポートするフォーマット 

前表に挙げた仮想化ソフトウェアに加え、これらの形式は以下のものにも対応しています。 

1. OVF / OVA 

• VMware Workstation 11.1 

• VMware Player 5.0 (or higher) 

• VMware Fusion 7.1.2 

• VMware ESXi 5.1 (or higher) 

• Oracle VM VirtualBox 

• Citrix XenCenter 6.2 
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2. VHD 

• Microsoft Hyper-V 6.1.7601.17514 

• Microsoft Hyper-V 6.3.9600.16384 

3. PVM 

• Parallels Desktop 10.2.1 

4. XVA 

• Citrix XenServer 5.5 

• Citrix XenServer 6.0 

5. VMX 

• VMware Player 5.0 以降 

• VMware Workstation 9.0 以降 

メモ：.VMX仮想アプライアンスは、最新の VMware Workstationバージョン（v11.x.x）およ

び最新の VMware Playerバージョン（v7.x.x）で実行するように設定されています。 

古いバージョンの VMware Workstation / VMware Playerで仮想アプライアンスを実行するには、

次の手順に従います。 

1. .zipアーカイブを展開し、展開場所に移動します。 

2. .VMXファイルをテキストエディタで開きます。 

3. "virtualHW.version "フィールドを検索します。 

4. defaultバージョン（default = 11）を新しいバージョンに置き換えます。 

⁃ VMware Workstation v9.x.x または VMware Player v5.x.x 上で .VMX仮想アプライア

ンスを実行したい場合、 virtualHW.version = "9" とします。 

⁃ VMware Workstation v10.x.x または VMware Player v6.x.x 上で .VMX仮想アプライ

アンスを実行したい場合、virtualHW.version = "10" とします。 

5. 変更を保存し、テキストエディタを閉じます。 

6. 仮想イメージをインポートします。 

7. 仮想マシンを再生します。 
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2 仮想アプライアンスのデプロイ 

EPPの仮想アプライアンスをデプロイする方法はいくつかあります。 

ここでは、以下について紹介します。 

 VMware ESXiへのデプロイ 

 VMware vSphereへのデプロイ 

 VMware Workstation Proへのデプロイ 

 Citrix XenServerへのデプロイ 

 Oracle VM VirtualBoxへのデプロイ 

 Hyper-Vへのデプロイ 

2.1 VMware ESXiへのデプロイ 

ここでは、VMware Host Clientを使用して、ESXiホストに EPP仮想アプライアンスをデプロイす

る手順を説明します。この資料では、VMware ESXi 6.7を使用しています。 

手順は以下の通りです： 

1. Webブラウザを起動し、ESXiサーバー（http://host-name/ui または http://host-IP-

address/ui）へログインします。 

2. インベントリ内で［ホスト］を右クリックし、［仮想マシンの作成/登録］を選択します。 
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3. ［作成タイプの選択］画面で、［OVF ファイルまたは OVA ファイルから仮想マシンをデプロ

イ］を選択し、［次へ］をクリックします。 

 

4. ［OVF ファイルと VMDK ファイルの選択］画面で、仮想マシンに一意の名前を指定しま

す。 
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5. 青の表示枠をクリックします。 

 

6. EPP仮想アプライアンスの OVF、VMDKファイルを選択し、［開く］をクリックします。 
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7. 選択したファイルが青の表示枠内に表示されます。［次へ］をクリックします。 

 

8. ［ストレージの選択］画面で、仮想マシンのストレージのタイプとデータストアを選択し、

［次へ］をクリックします。 
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9. ［デプロイのオプション］画面でネットワークのマッピングとデプロイ後に仮想マシンをパ

ワーオンするかどうかを選択して［次へ］をクリックします。 

 

10. ［設定の確認］画面で詳細を確認し、［完了］をクリックします。 

 

11. 処理が完了するまでしばらく待ちます。 

これで EPP仮想アプライアンスを起動する準備が整いました。「仮想アプライアンスのネットワ

ーク設定」へ進んでください。 
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2.2 VMware vSphereへのデプロイ 

VMware vSphereへ EPP仮想アプライアンスをデプロイする場合は、［OVF テンプレートのデプ

ロイ］ウィザードに従ってデプロイを完了させてください。 

処理が完了したら、「仮想アプライアンスのネットワーク設定」へ進んでください。 

2.3 VMware Workstation Proへのデプロイ 

VMware Workstation Proへ EPP仮想アプライアンスをデプロイする場合は、［ファイル］＞［開

く］から EPP仮想アプライアンスファイルを選択し、インポートします。 

処理が完了したら、「仮想アプライアンスのネットワーク設定」へ進んでください。 

2.4 Citrix XenServerへのデプロイ 

Citrix XenServerへ EPP仮想アプライアンスをデプロイする場合は、XenCenterにログインし、

［ファイル］＞［インポート］から EPP仮想アプライアンスファイルを選択し、インポートしま

す。 

処理が完了したら、「仮想アプライアンスのネットワーク設定」へ進んでください。 

2.5 Oracle VM VirtualBoxへのデプロイ 

ここでは、Oracle VM VirtualBox に EPP 仮想アプライアンスをデプロイする手順を説明します。

この資料では、Oracle VM VirtualBox v 6.1を使用しています。 

手順は以下の通りです： 

1. VirtualBoxを起動します。 
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2. ［ファイル］＞［仮想アプライアンスのインポート］を選択します。 

 

3. フォルダーアイコンを選択します。 

 

4. EPP仮想アプライアンスの OVFファイルを選択し、［開く］をクリックします。 

 

5. ［次へ］をクリックします。 
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6. ［インポート］をクリックします。 

 

7. インポートが完了するのを待ちます。 

8. インポートした仮想マシンが表示されます。 

 

「仮想アプライアンスのネットワーク設定」へ進んでください。 
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2.6 Hyper-Vへのデプロイ 

ここでは、Hyper-Vに EPP仮想アプライアンスをデプロイする手順を説明します。 

作業を開始する前に、EPP 仮想アプライアンスで使用する仮想スイッチを作成してくださ

い。この資料には、仮想スイッチの作成手順についての説明を含まれません。 

手順は以下の通りです。 

1. Hyper-Vマネージャーを起動します。 

 

2. 画面左のメニューでサーバーを選択し、［仮想マシンのインポート...］を選択します。 
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3. ［次へ］を選択します。 

 

4. ［参照］をクリックして EPP仮想アプライアンスフォルダを選択し、［フォルダーの選択］

をクリックします。 
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5. ［次へ］をクリックします。 

 

6. ［次へ］をクリックします。 
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7. ［仮想マシンをコピーする（新しい一意な IDを作成する）］を選択して［次へ］をクリック

します。 

 

8. 必要に応じてそれぞれの保存先を変更し、［次へ］をクリックします。 
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9. 仮想ハードディスクの保存先を指定して、［次へ］をクリックします。 

 

10. エラーを無視して［次へ］をクリックします。 
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11. もう一度エラーを無視して［次へ］をクリックします。 

 

12. 表示内容を確認し、問題がなければ［完了］をクリックします。問題がある場合は、 

［前へ］をクリックして前の画面に戻り、設定しなおしてください。 

 

13. 処理が完了するまでしばらく待ちます。 
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14. インポートした仮想アプライアンスが表示されます。 

 

15. 仮想マシンを選択して右クリックし、［設定］を選択します。 
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16. 画面左側で［Network Adapter］を選択し、画面右側の［削除］をクリックします。 

 

17. 同様に、もう１つの Network Adapterも削除します。 
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18. 画面左側で［ハードウェアの追加］を選択し、画面右側の［レガシ ネットワーク アダプタ

ー］を選択した状態で、［追加］をクリックします。 

 

追加したレガシーネットワークアダプターに適切な仮想スイッチを指定してください。 

19. 同様の手順で、もう１つレガシーネットワークアダプターを追加し、［OK］をクリックしま

す。 

 

「仮想アプライアンスのネットワーク設定」へ進んでください。 
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3 仮想アプライアンスのネットワーク設定 

ここまでの作業で EPP 仮想アプライアンスのデプロイが完了しました。次に、EPP 仮想アプライ

アンスを起動してネットワーク設定を行います。 

手順は以下の通りです： 

1. 仮想アプライアンスを起動します。 

2. エンドユーザー使用許諾契約書を確認し、［Continue］を選択します。 

 

3. ［Accept］を選択します。（［Quit］を選択すると、EPP仮想アプライアンスが終了します） 
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4. ［Networking］を選択します。 

 

5. ネットワーク設定の方法を選択します。 

自動取得する場合は DHCP、手動設定する場合は Static IP を選択し、［Select］を選択しま

す。 

手動設定（［Static IP］を選択）を推奨します。 

下はネットワークを手動で設定する手順です： 

［Static IP］を選択した状態で ［Select］を選択します。 
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IP アドレス、ネットワークマスク、デフォルトゲートウェイ、ネームサーバーアドレスを入

力し、［Apply］を選択します。 

 

指定したアドレスが反映されたことを確認します。 

 

6. ［Back］を選択します。 

 

これで EPP Web管理画面へアクセスできるようになりました。 
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Webブラウザを起動し、https://<EPPサーバーIPアドレス> へアクセスしてください。 

 

「EPPのセットアップ」へ進んでください。 
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4 EPPのセットアップ 

ここまでの作業で EPP 仮想アプライアンスのネットワーク設定までが完了しました。次に、EPP

のWeb管理画面にログインして初期セットアップを行います。 

EPPのWeb管理画面には、https://<EPPサーバーIPアドレス> からアクセスできます。 

EPPには以下の管理者アカウントが事前登録されています。 

 ユーザー名： root 

 パスワード： epp2011 

手順は次の通りです： 

1. Webブラウザを起動し、EPP Web管理画面へアクセスします。 

EPP Web管理画面： https://<EPPサーバーIPアドレス> 

2. Webブラウザにセキュリティに関するエラー画面が表示されます。 

ご利用のブラウザで［詳細設定］または［詳細情報］ボタンをクリックして、EPP Web管理

画面へアクセスしてください。 

Google Chromeの場合： 
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Firefoxの場合： 

 

Microsoft Edgeの場合： 
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3. EPP Web管理画面が表示されます。 

ユーザー名に root、パスワードに epp2011 を入力して［LOGIN］を選択します。 

EPPには、管理者アカウントとして root ユーザーが事前登録されています。 

 

メモ：画面右上に表示言語選択のためのドロップダウンメニューがありますが、ここで

は正しく機能しません。英語のまま進めてください。あとで日本語表示に切り替えま

す。 

 

4. End User Agreement（使用許諾契約）を確認し、［I Accept］（同意します）を選択します。 
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5. 画面右上の［Welcome］＞［Language］＞［Japanese］を選択して、表示言語を日本語に

変更します。 

 

表示言語が日本語に切り替わります。 

 

6. Endpoint Protector アプライアンス構成ウィザードが開始されます。 

［タイムゾーン］セクションで希望のタイムゾーンを選択します。日本国内で使用する場合

は、ドロップダウンリストから［Asia］/［Tokyo］を選択して［次へ］を選択します。 

既定では、NTP サーバーとして pool.ntp.org を参照するように設定されています。 

参照先の NTPサーバーは後で変更できます。 
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7. System Licensing（システムライセンス）画面が表示されます。ここでは、３０日間の無料

トライアルを開始するか、ご購入いただいたライセンスファイルを適用します。 

３０日間の無料トライアルを開始する場合は［Free Trial］（①）ボタンをクリックします。

ご購入いただいたライセンスをインポートする場合は［ライセンスのインポート］（②）ボ

タンをクリックしてライセンスファイルを適用します。 

 

下は［Free Trial］をクリックした後の画面例です。「License End Date」（ライセンス有効期

限）に１か月後の日時、「Licensed Endpoints」＞「コンピューター」に 50（管理可能な

EPPクライアント台数）と表示されたことを確認します。 
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ご購入いただいたライセンスをインポートした場合は、購入したライセンスの情報が正しく

反映されていることを確認してください。 

 

［次へ］を選択します。 

8. ライブアップデート 画面が表示されます。 

EPP サーバーがインターネットへ接続可能な場合は、ユーザー情報（①）を入力した後、

［リクエストの送信］（②）をクリックします。 

EPP サーバーがインターネットへ接続できない場合は、［オフラインパッチアップローダー］

（③）をクリックしてオフラインパッチをアップロードします。 

オフラインパッチが必要な場合は、こちらからお申し込みください。 

アップデートを行わない場合は、［次へ］をクリックしてアップデートをスキップします。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/
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 ここで入力したメールアドレス宛に CoSoSys社からメールが届く場合があります。 

 アップデートはあとで行うこともできます。 

EPPサーバーがインターネットへ接続可能でアップデートを行う場合： 

［リクエストの送信］をクリックすると、利用可能なアップデート（①）が存在する場合は

下のような画面が表示されます。 
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指定日時にアップデートを適用したい場合は、［Schedule update］（スケジュールアップデ

ート）（②）をクリックし、スケジュール更新画面で日時を指定して［OK］を選択します。 

 

アップデートをすぐに適用したい場合は、適用したいアップデートのチェックボックスを選

択して［アップデートの適用］（③）をクリックするか、または［すべてのアップデートの

適用］（④）をクリックします。 

EPPサーバーがインターネットへ接続できない環境でアップデートを行う場合： 

オフラインパッチが必要な場合は、こちらからお申し込みください。 

［オフラインパッチアップローダー］をクリックしてオフラインパッチアップローダー画面

を開き、［ファイル選択］をクリックしてオフラインパッチファイルを選択します。 

 

［アップロードパッチ］をクリックします。 

 

しばらく待ちます。 

アップロード処理が完了すると、画面上にメッセージが表示され、一度ログアウトされ

ます。ログインしなおしてください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/


 

 
仮想アプライアンスデプロイメントガイド 

32 

ジュピターテクノロジー株式会社 

ログインしなおすと、［ソフトウエアアップデート］セクションにインストールの進捗が表

示されます。 

 

進捗が 100%となりアップデートのインストールが完了したら、もう一度ログアウトして

ログインしなおしてください。再ログイン後、画面右下に表示されるバージョン番号が

更新されたことを確認してください。 

9. システム設定 画面が表示されます。 

(a) ［Endpoint Protector権限の運用］セクションで使用する権限を選択します。 

初期設定値は「両方使用」／優先順位は「コンピューター権限」です。 

 

(b) ［メールサーバー設定］セクションで、EPPサーバーがメール送信に使用するメールサ

ーバーを設定します。 

メールタイプが［Native］の場合： 
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メールタイプが［SMTP］の場合： 

 

(c) プロキシサーバー利用環境の場合は、［プロキシサーバー設定］セクションで、プロキ

シサーバーの情報を入力します。 

 

(d) ［オフライン一時パスワード - 管理者の連絡先の詳細］セクションに EPP管理者の情報

を入力します。 

ライブアップデート画面で入力したユーザー情報が自動表示されます。このメー

ルアドレス宛に、オフライン一時パスワードが届きます、必要に応じて修正して

ください。 

 

10. システムポリシー 画面が表示されます。 

(a) ［モード］セクションで、更新の間隔（秒）とモードを選択します。 

 既定の場合、EPPクライアントは 5分間隔で EPPサーバーに通信し、新しい

設定をチェックします。 

 （特別な理由がない場合は）「ノーマル」モードのままにしてください。 
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モードには以下の種類があります： 

 

モード 

ノーマル 
トランス 

ペアレント 
ステルス パニック 

アイコン 

非表示 
サイレント 

システムトレイ 

アイコン表示 
あり なし なし あり なし あり 

システムトレイ通知 あり なし なし あり なし なし 

ブロック or 許可 設定に従う 
すべて 

ブロック 

すべて 

許可 

すべて 

ブロック 
設定に従う 設定に従う 

ファイルシャドウ、 

ファイルトレース 
設定に従う 設定に従う 有効 有効 設定に従う 設定に従う 

アラート通知 設定に従う 

すべてのアク

ティビティに

関するアラー

トを受信 

すべてのアク

ティビティに

関するアラー

トを受信 

パニックモー

ドへ/からの

切り替わり時

にアラートを

受信 

設定に従う 設定に従う 

備考  

ユーザーに知

らせず、すべ

てのデバイス

をブロック 

ユーザーに知

らせず、すべ

てのアクティ

ビティを監

視。 

全デバイスを

使用可能 

通常は非推奨 

システムが必

要な場合に自

動設定 

ノーマルモー

ドとの違いは

システムトレ

イアイコンと

通知が表示さ

れない点 

ノーマルモー

ドの違いは、

システムトレ

イ通知が表示

されない点 

(b) ［ファイルトレースとシャドウ］セクションは、必要がない場合はパフォーマンスの観

点からオフのままにしてください。 

 ファイルトレース： 

クライアントとデバイス（リムーバブルデバイス、内蔵 eSATA HDD、ネット

ワーク共有間(*)）のデータ通信を記録します。 

*ネットワーク共有間のファイルトレースは、WindowsとMacのみ対応。

Linuxは記録対象外です。 

 ファイルシャドウ： 

ファイルトレースが有効な場合に使用可能。 

ファイルコピー、ファイル書き込み/読み込みのイベント時にファイルのコピ

ーを作成し保存します（ファイル削除、ファイル名変更はファイルコピーされ

ません）。 
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 通常、ファイルシャドウはユーザーアクションから数分後に利用できます。 

ファイルシャドウはネットワークトラフィックやファイルサイズなどにより、

処理が遅延する場合があります。 

 クライアントが 250台を超える大規模環境の場合、パフォーマンスを最適に保

つため、ファイルシャドウを適用するクライアント数を全体の 15%程度にとど

めてください。 

 

 

(c) ［既定のクライアント設定］セクションで、以下のクライアント設定の初期値を調整し

ます。 

オプション 説明 初期設定値 

ログをアップロードする

間隔（分） 

EPP クライアントが EPP サーバーへログの

送信を試みる間隔 
30 

ローカルのログサイズ 

(MB) 

EPP 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。ログの上書きは、EPP

クライアントが EPP サーバーと長期間通信

できない場合に発生します。 

512 

シャドウのアップロード

間隔（分） 

EPP クライアントが EPP サーバーへシャド

ウ（コピー）ファイルを送信する間隔 
60 
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オプション 説明 初期設定値 

シャドウサイズ（MB） EPP クライアントのすべてのファイルシャ

ドウ（コピー）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、EPP

クライアントが EPP サーバーと長期間通信

できない場合に発生します。 

512 

シャドウする最小の 

ファイルサイズ（KB） 

ファイルシャドウ（コピー）を作成する 

ファイルの最小サイズ 
0 

シャドウする最大の 

ファイルサイズ（KB） 

ファイルシャドウ（コピー）を作成する 

ファイルの最大サイズ 
512 

リムーバブルデバイス 

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。 

5000 

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

れる前の検疫フォルダーのように動作し、

転送がブロックされたことによるファイル

損失の可能性を回避します。ファイルは指

定した時間が経過すると削除されます。 

3 

通知言語 EPPクライアントの通知言語 英語 

この言語にカスタムクラ

イアント通知を使用 

上記の「通知言語」をカスタムクライアン

ト通知で使用するかどうか 
オフ 

Advanced PrinterとMTP

スキャンを有効にする 

Windows のみで使用可能。オン/オフ切り

替え後はコンピューターの再起動が必要で

す。プリンターおよび MTP コンテンツ認

識保護での誤検知が減少し、ファイル転送

の正確性が向上します。 

オフ 

 

［次へ］をクリックします。 
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11. システムポリシー 画面が表示されます。 

必要に応じて既定の権限を変更して［完了］を選択します。 

下は既定の設定状態です。一部のデバイスタイプ（水色の枠内）はアクセスが許可されてい

ますが、USB ストレージデバイスを含むほとんどのデバイスはアクセスが拒否されています。 

 

ここでの設定はグローバルレベルの権限設定として使用されます。権限はいつでも変更

することができます。また、グループ、ユーザー、コンピューター、デバイスごとに設

定することも可能です（優先順位は高い順から、「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」となります）。 

これで Endpoint Protectorアプライアンス構成ウィザードが完了しました。 
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画面右下の［一般ダッシュボードに移動］リンクをクリックすると、ダッシュボードページが表

示されます。 

 

Endpoint Protector アプライアンス構成ウィザードの完了後に設定を変更する場合は、画面

左のメニューを選択してそれぞれの画面で設定を変更してください。 

 EPPサーバーが参照する NTP（時刻）サーバーを変更したい場合： 

［アプライアンス］＞［サーバーメンテナンス］＞［タイムゾーン］ 

 ライセンスを適用したい場合： 

［システム構成］＞［システムライセンス］ 

 ライブアップデートを実行したい、またはスケジュール設定を変更したい場合： 

［ダッシュボード］＞［ライブアップデート］ 

 グローバル権限設定を変更したい場合： 

［デバイス制御］＞［グローバル権限］ 

 グローバル設定を変更したい場合： 

［デバイス制御］＞［グローバル設定］ 

 権限の運用、メールサーバー設定、プロキシサーバー設定、クライアントのモード設

定、ファイルトレース、ファイルシャドウ設定を変更したい場合： 

［システム構成］＞［システム設定］ 
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5 システムスナップショットの作成 

EPP の初期設定が完了したら、ここまでの設定をスナップショットとして保存しておくことをお

勧めします。 

EPP の初期セットアップ完了後や設定変更前にスナップショットを作成することを強くお勧

めします。スナップショットを作成しておくことで、設定変更後に問題が発生した場合にす

ぐに EPPサーバーを変更前の状態に戻すことができます。 

スナップショットの作成手順は以下の通りです： 

1. ［システムメンテナンス］＞［スナップショットの作成］を選択します。 

 

名前、説明、スナップショットに含める内容を指定し、［保存］を選択します。 
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作成したスナップショットが表示されます。 

 

「名前」または「説明」に日本語を使用すると、正しく表示されない場合があります。 

英数字で入力することをお勧めします。 
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6 EPPクライアントのインストール 

EPP サーバーの設定が完了したら、EPP クライアント（EPP エージェント）を EPP で保護したい

コンピューターにインストールします。 

EPP クライアントソフトウェアは、EPP Web 管理ツール（https://<EPP サーバーIP アドレス>）

の［システム構成］＞［クライアントソフトウェア］、または http://<EPPサーバーIPアドレス> 

のいずれかからダウンロードできます。 

［システム構成］＞［クライアントソフトウェア］の例： 

 

http://<EPPサーバーIPアドレス>の例： 
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Windows、Macの場合は、入手したいクライアントを選択します。 

Linuxの場合は個別対応となります。入手したいクライアントのディストリビューションとバ

ージョンをこちらからご連絡ください。 

 

クライアントが通信する EPPのサーバーIPとポート番号、このクライアントが所属する部門コー

ドを指定して、［ダウンロード］をクリックします。 

 

既定の defdep部門以外を使用したい場合は、事前に［システム構成］＞［システム部門］か

ら部門を作成しておく必要があります。 

入手したクライアントインストーラーを保護対象のコンピューターで実行するか、Active 

Directoryや Jamfなどのソフトウェア配布機能を使用してインストールすることもできます。 

クライアントをインストールされたコンピューターが EPP サーバーと通信を行うと、クライ

アントライセンスが自動的に割り当てられます。手動で EPP クライアントをインストールし

たコンピューターにライセンスを割り当てる必要はありません。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/
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6.1 ライセンス割当 

割り当て済みのライセンス数は、［システム構成］＞［システムライセンス］＞［ライセンス済

みエンドポイント］セクションで確認できます。ライセンス割当を詳しく確認したい場合やライ

センス割当を手動で解除したい場合は、画面下部にある［ライセンスの表示］を選択します。 

 

ライセンスリストでは、特定のライセンスキーに割り当てられたコンピューターを確認したり、

ライセンスを解放したりすることができます。 

 

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は、EPP サーバーセットアップ作業中

の［アプライアンス構成ウィザード］で定義したポリシーが適用されています。 
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6.2 クライアントコンピューターの確認 

EPPクライアントの情報は［デバイス制御］＞［コンピューター］から確認できます。 

 

［アクション］欄のアイコンをクリックし、［履歴の表示］を選択すると、EPP クライアントの

制御履歴が表示されます。現在どのデバイスがブロックされているのかを確認できます。 
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必要に応じて現在の権限または設定を変更してください。 

グローバル権限、グローバル設定を変更したい場合は、［デバイス制御］＞［グローバル権限］、

［デバイス制御］＞［グローバル設定］から設定を行ってください。 

コンピューターごと、デバイスごとに権限や設定を変更したい場合は、［デバイス制御］＞［コ

ンピューター］、［デバイス制御］＞［デバイス］の［アクション］列から［権限の管理］、［設定

の管理］を選択し、それぞれのコンピューターまたはデバイス固有の設定を行ってください。 

 

詳しくは、ユーザーマニュアルをご参照ください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/epp5_usermanual.pdf
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6.3 クライアントのアンインストール 

インストール済みの EPPクライアントは、EPP Web管理画面からアンインストールすることがで

きます。 

EPP Web 管理画面にログインし、［システム構成］＞［クライアントのアンインストール］を選

択します。 

 

クライアントをアンインストールしたいコンピューターの［アクション］列のアイコンをクリッ

クして［クライアントのアンインストール］を選択する、またはチェックボックスにチェックを

つけて画面下部にある［アンインストール］を選択します。 

 

確認画面で［Yes］を選択します。 

 

クライアントにアンインストールコマンドが送信されます。 
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しばらくすると、対象のコンピューターから EPPクライアントがアンインストールされ、割り当

てライセンスが解放されます。 
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7 オプションモジュールの有効化 

EPP の 4 つのモジュールのうち、基本（必須）モジュールの「デバイス制御」モジュールは既に

有効化されているため、セットアップ直後から使用できます。オプションモジュールの「コンテ

ンツ認識保護」および「eDiscovery」を使用するには、それぞれのモジュールを手動で有効化し

ていただく必要があります。 

オプションモジュール（コンテンツ認識保護および eDiscovery）をアクティベート（有効

化）するには、EPPサーバーが www.endpointprotector.comと TCP 80および 443ポートで通

信可能でなければなりません。インターネットに接続できない環境の場合は、こちらからお

問い合わせください。 

7.1 コンテンツ認識保護機能の有効化 

コンテンツ認識保護機能の使用を開始するには、アクティベート（有効化）が必要です。 

 コンテンツ認識保護機能をご利用いただくには、コンテンツ認識保護モジュールライセ

ンスの購入が必要です。 

 フリートライアル期間中はいつでもアクティベート可能です。 

［コンテンツ認識保護］メニュー配下の任意のメニューを選択すると、［コンテンツ認識保護の

アクティベート］画面が表示されます。 

 

ユーザー情報（会社名、管理者指名、メールアドレス、電話番号）を入力し、［有効］を選択し

てください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/
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7.2 eDiscovery機能の有効化 

eDiscovery機能の使用を開始するには、アクティベート（有効化）が必要です。 

 eDiscovery機能をご利用いただくには、eDiscoveryモジュールライセンスの購入が必要

です。 

 フリートライアル期間中はいつでもアクティベート可能です。 

［eDiscovery］メニュー配下の任意のメニューを選択すると、［eDiscovery を有効にする］画面

が表示されます。 

 

ユーザー情報（会社名、管理者指名、メールアドレス、電話番号）を入力し、［有効］を選択し

てください。 
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8 システムバックアップとリストア 

ここでは、システムのバックアップ作成手順を説明します。 

8.1 システムバックアップの作成 

EPP サーバーのシステムをバックアップするには、最初に［システムバックアップ］を有効にす

る必要があります。 

EPP Web管理画面にログインし、画面左側のメニューから［システムメンテナンス］＞［システ

ムバックアップ］を選択して、一番下にある［システムバックアップ］セクションのボタンを

［On］に変更してください。 

 

確認画面で［Yes］を選択します。 
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システムバックアップが［On］と表示されていることを確認します。 

 

もう一度、［システムメンテナンス］＞［システムバックアップ］を選択します。 

 

バックアップを作成するには、［バックアップの作成］を選択します。 

システムバックアップ中は EPPサーバーへ接続できなくなります（数分）。 
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「名前」、「説明」、保存対象を選択して、［保存］をクリックします。 

 

確認画面で［OK］を選択します。 

 

Web管理画面がグレー表示に変わり、しばらく操作できなくなります。 

 

システムバックアップが完了すると、結果セクションに作成されたバックアップの情報が表示さ

れます。 



 

 
仮想アプライアンスデプロイメントガイド 

53 

ジュピターテクノロジー株式会社 

 

8.2 システムバックアップのリストア 

システムバックアップのリストア中は EPPサーバーへ接続できなくなります（数分）。 

作成済みのシステムバックアップをもとに以前の状態に復元したい場合は、復元したいシステム

バックアップの［復元］アイコンを選択します。 

 

［Restore］を選択します。 
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確認画面で［OK］を選択します。 

 

Web管理画面がグレー表示に変わり、しばらく操作できなくなります。 
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9 EPPサーバーのメンテナンス 

ここでは、EPPサーバーの再起動、シャットダウン、アップデート手順について説明します。 

9.1 サーバーの再起動 

EPPサーバーを再起動したい場合は、EPP Web管理ツールにログインし、画面左側のメニューか

ら［アプライアンス］＞［サーバーメンテナンス］を選択して、［アプライアンス オペレーショ

ン］セクションの［再起動］を選択します。 

 

9.2 サーバーのシャットダウン 

EPPサーバーをシャットダウンしたい場合は、EPP Web管理ツールにログインし、画面左側のメ

ニューから［アプライアンス］＞［サーバーメンテナンス］を選択して、［アプライアンス オペ

レーション］セクションの［シャットダウン］を選択します。 
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9.3 サーバーのアップデート 

EPP サーバーのアップデート確認は、手動または（インターネットへ接続可能な環境の場合は）

自動で行うことができます。 

EPP Web管理ツールにログインし、画面左側のメニューから［ダッシュボード］＞［ライブアッ

プデート］＞［ライブアップデートの設定］を選択します。 

 

アップデート確認を自動で行いたい場合は、［アップデートを自動で確認］を選択します。 

EPP サーバーがインターネットに接続できない場合や、アップデート確認を手動で行いたい場合

は、［アップデートを手動で確認］を選択します。 
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10 さいごに 

この資料では、主に EPP仮想アプライアンスのデプロイとその初期セットアップについて説明し

ました。この資料で紹介されていない EPPの機能については、ユーザーマニュアルをご参照くだ

さい。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/epp5_usermanual.pdf
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お問い合わせ 

この資料についてご不明な点やお気づきの点などがございましたら、カスタマーポータルからお

問合せください。 

ジュピターテクノロジー株式会社（Jupiter Technology Corp.） 

URL：  https://www.jtc-i.co.jp/ 

購入前のお問い合わせ先：https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php 

購入後のお問い合わせ先：https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/
https://www.jtc-i.co.jp/
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal
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本マニュアル原文は『Virtual and Hardware Appliance User Manual Version 2.0』です 

（内容を大幅に変更しています）。 
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