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Teramind

課題とソリューション



Teramind で解決できる問題

内部脅威の検出

内部脅威は、企業のセキュリティシステム、商習慣、コンピューターシステムに関連する潜在的に
重要な情報を保有する、現在の、または退職した従業員、契約社員、関係会社などのすべてに存在
します。

従業員の行動をモニタリング

多くの情報漏えいやセキュリティ侵害は、強固なセキュリティシステムを持つ企業でさえ発生しま
す。貴重なデータを意図的にシステムから移動する従業員は、管理者がデータ侵害の発生に気づく
前に作業を完了し、情報を持ち出すことができます。

監査とコンプライアンス

コンプライアンス違反は、セキュリティ措置が不十分だからという理由だけで発生するわけではな
く、ユーザーが人間であるということです。十分に訓練された従業員でも時に不注意から間違いを
侵すことがあります。

特権ユーザーのモニタリング

管理者は作業目的でどこからでも重要な文書を参照することができ、管理者が情報を盗む前に、内
部脅威を検出することは非常に困難です。特権ユーザーは企業で仕事をする最も危険な従業員です。



内部脅威の検出

• セキュリティパラダイムは変化しています。攻撃者は、不満のある従業員を仲間に
引き入れ、ソーシャルエンジニアリングによる正式な資格情報、または、人を欺く
ような方法で重要な情報にアクセスしようとします。

• ファイアウォールは外部から企業に対する攻撃を保護しますが、従業員によるアク
セスから保護するには、どうすればいいのでしょうか？

• ソリューション: 発生前に危険な行動を停止する

• 重要なファイルがGoogle ドライブにコピーされるのを防ぐことができますか？

• 競合企業へのメールを止めたり、送信したユーザーをロックアウトすることができ
ますか？それが個人のメールアカウントの場合はどうでしょう？

• Teramindは、ユーザーのすべての行動をモニターし、記録します。特定の行動を制
限することによって、内部脅威に対する防御を強化することができます。



従業員のモニタリング

• 危険な従業員は、何にも増して、企業に甚大な損害を与える要因となる可能性があ
ります。企業にとってデジタル資産は生命線であり、悪用されれば事業の継続に影
響を与えます。

• ファイアウォールは外部から企業に対する攻撃を保護しますが、従業員によるアク
セスから保護するには、どうすればいいのでしょうか？

• ソリューション: すべての活動を記録、追跡、アラート通知する

• Teramindは、ユーザーのすべての行動をモニターし、記録します。特定の行動を制
限することによって、内部脅威に対する防御を強化することができます。



PCI DSS

• PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standard

• 要件 8: “システムコンポーネントへのアクセスを確認・許可する"

• Teramindは、企業システムにログインするユーザーを識別するのはもちろん、将来
の監査資料となる画像とログの統計記録を直ちに開始します。

• 要件 10: “ネットワークリソースおよびカード会員データへのすべてのアクセスを
追跡および監視する"

• Teramindのモニタリング機能の範囲は、企業システムのあらゆる側面をカバーし、
アラート機能では、特定のデータが開かれたり、アクセスされるときをトリガーと
してカスタマイズ設定できます。個人のクレジット情報は非常に機密性が高いため、
金融機関では、細心の注意を払って、信頼できる方法で個人情報を取り扱う必要が
あります。ユーザーがシステム内で危険な操作を実行しようとした場合、デスクト
ップの操作を横取りして、データ侵害を未然に防ぐことができます。



• システムで異常を検出したとき、Teramindは即座にセキュリティ管理者にアラート
を送信します。アラートを受信すると、ライブ画像で個別のユーザーを特定し、問
題が発生する前にシステムをロックすることができます。

• アラートには以下のような項目を設定できます。

 管理者パスワードの変更

 システム特権や権限の追加

 重要な個人情報へのアクセス

 構成ファイルの編集やコードのセットアップ

特権ユーザーのモニタリング



ISO 27001

• ビジュアルな画像記録と自動アラート機能を使って、管理者は重要な情報の漏えい
に繋がる内部リスクを識別できます。ネットワーク上のコンピューターで実行され
るすべての操作は即座に記録、追跡され、可能性のある脅威の傾向を識別し、アラ
ートを通知することができます。

• ISMS認証を取得するため、ISO 27001改訂版の規定に準拠するには、企業の目標を
変更するなどの柔軟性が必要とされます。強力な分析機能とモニタリングの方法を
きめ細かく設定できる機能を装備し、企業にTeramind を導入することで、セキュ
リティリスクなく、柔軟に規定に対応できます。

• ISMS認証を取得することによって、企業のセキュリティを確実に強化できるだけで
なく、顧客や関連企業の信用を増すことにもなります。安定性が企業の継続力を高
め、Teramindを導入することによるセキュリティが最優先であるという企業のス
タンスは、さまざまな形の恩恵をえることになります。



RDP/Citrix セッションの記録

• Teramindは、Windows ServerのすべてのRDPセッションを記録できます。すべて
のユーザーの操作は記録され、Teramindのダッシュボードからすばやくアクセスで
きるようインデックス付けされます。ライブまたは履歴表示でセッション画面を参
照し、活動の種類やイベントごとにセッションを再現できます。

• Teramindは、Citrixと完全に互換性があり、Citrix XenDesktop®、Citrix XenApp®

のユーザーセッションを記録し、再生する機能を提供します。さらに、ギャップの
ないフルタイムのビデオ画面記録に加え、他に類を見ないコントロールとモニタリ
ング機能を提供します。



テレワーク（リモート）ユーザーのモニタリング

• パート社員か正社員かに関わらず、技術の発展によりテレワークの利用が広まって
います。 Teramindのプラットフォームは、自分のコンピューターからリモートで
作業する契約社員、フリーランス、正社員をモニターし、追跡できます。Teramind
は、フリーランス用に機能を公開できるエージェントを提供し、フリーランスは、
作業の開始と終了時に開始と停止をクリックすることで、業務を選択することがで
きます。開始をクリックすると、モニタリングと追跡が開始されます。



Teramind

主な機能



画面録画による可視化 （ライブ表示と履歴の再生）

ビデオ品質でデスクトップのセッションを録画します

ブラウザーからすべてのセッションを参照できます

警告や違反に関する情報が組み込まれます

Teramindのダッシュボードからユーザーの行動をリアルタイムにストリ
ーミング表示します

スマートフォンやタブレットなど、さまざまなプラットフォームから管理
者としてビデオ再生にアクセスし、表示できます。

アプリケーション内で行われるキーストロークや操作などすべての操作を
モニターし記録します。

管理者は、潜在的に禁止された操作が行われている場合、ユーザーのデス
クトップに介在して制御することができます。

過去に記録された詳細な履歴ログは、数秒で検索し、再生できます。

オプションでサウンド出力と入力を記録でき、スピーカーとマイクの音声
をキャプチャします。

記録されたファイルはエクスポートしたり、AVI形式でダウンロードでき
ます。

Teramind はPC上でユーザーが行ったすべての操作を視覚的に記録します。
管理目的で簡易的に表示したり、コンテンツの詳細な履歴にアクセスするこ
とができます。



スマートなルールと自動アラート

操作をモニターし、自動的に推奨される操作を強制します

重大な違反については自動的にロックアウトします

違反の詳細を通知します

Teramindでは、損害を与える危険なユーザーに対して、自動アラートとさらに進んだ対応が可能です。違反
の程度に応じて、通知、リダイレクト、ログアウト、ロックアウトのルールを定義できます。

Web、メール、キーストローク、ファイル転送、インスタントメッセージなど、あらゆるユーザーの行動
に対してアラートを設定できます。

特定の条件に一致した場合、あらゆるプラットフォームに送信されるメールをブロックできます。

特定のプラットフォーム、または、特定のユーザーのインスタントメッセージの使用を防止します。

時間を指定して、Webサイトをブロックしたり、使用を制限します。

あらゆる操作に対してユーザーをロックアウトし、管理者によるアンロック待ちの状態にします。

USBメモリーへの書き出し、クラウドドライブへのアップロード、メールに添付して送信などの操作を禁
止します



Web アクセスのモニタリングと記録

ファイルアップロードを含む、すべての活動を記録します

特定のWebサイトへのアクセスをブロック、または制限します

部門のサイトの使用状況を記録します

Teramindの従業員モニタリング機能は、すべてのWebサイトと個別ページ
の詳細な記録を提供します。

入力されたすべてのURLはユーザーごとにテキストログとして記録され、
すべてのログエントリーはイベントのビデオ再生と共に記録されます。

アイドル時間やエンターテインメントのWebサイトへのアクセスのような、
アラートをカスタマイズして設定でき、生産性や従業員のモチベーション
を向上させることができます。

Webページで行われるすべての活動は、モニターされ、ライブで記録され
ます。

重要なファイルのメールとクラウドドライブによるアップロードやダウン
ロードに対する通知を送信できます。

疑わしいWebサイトや管理者によってアクセス禁止されたサイトにアクセ
スしたユーザーに対して簡単にアラートを通知できます。

オーディオが記録され、ライブビデオと履歴の再生で聞くことができます。



アプリケーションのモニタリングと記録

アプリケーションの使用状況を記録します

アプリケーションのホワイトリスト、ブラックリストを設定できます

自動アラートとポリシーの強制

多くのセキュリティ監視ソリューションは、アプリケーション内で行われた操作
を記録することはできませんが、Teramindは個々のアプリケーションの操作を正
確にログとして記録します。

操作のレベルやアイドル時間に関係なく、ユーザーがアプリケーション内で消費
した毎秒ごとに、画面データとテキストログを更新します。

アプリケーション内で消費された時間、個々のキーストローク、アクセスしたフ
ァイル、参照したコンテンツ、その他の広範なデータを記録します。

アプリケーションに特定したアラートは、潜在的なセキュリティリスクを管理者
に通知します。

アプリケーションの使用状況によって、企業全体の、または、従業員別の生産性
レベルに関する明確な情報を提供します。

企業全体のアプリケーションの使用状況をモニターし、アップグレードやセキュ
リティプロトコルの更新の必要性の判断を支援します。



Eメールのモニタリング

メール送受信の参照

メールのアラートルールの設定、ブロック

ビジネス向け、個人向け、すべてのメールプロバイダに対応

メールが受信、送信されると、Teramindは操作に関連
するすべての情報を記録し、セキュリティ違反やシス
テムから転送される重要なデータを防止できます。

入力、送信時のファイルの添付、受信時の添付ファ
イルのアクセスなど、メールの受信、送信に関連す
るすべてのイベントを記録し、可視的に再生します
。

Outlook（Web、デスクトップ）、Lotus Notes、
Gmail、Yahoo、Yandexなど、すべてのメールプラ
ットフォームに対応します。

添付ファイルはモニターされ、オプションで保存で
きます。

内容、受信者、件名など、メールの特性に従ってア
ラートを設定できます。



ファイル転送のモニタリング

クラウドへのアップロードをアラート、ブロック

ローカルドライブ、ネットワーク共有のファイルの追跡

リムーバブルストレージポリシーの強制

ファイルの作成、削除、アクセス、書き込み操作など
、すべてのファイル操作を記録できます。定義可能な
行動ルールに従ってポリシーを強制できます。

メールに添付してクラウドにアップロードされたり
、Google ドライブ、DropBox、OneDriveなどにア
ップロードされた場合、通知を送信します。

ファイルに関連してユーザーが実行したすべての操
作は、テキストログと録画データで記録され、管理
者はどのように情報が使用されたかを明確に参照で
きます。

ファイルが開かれたか、サードパーティのアプリケ
ーションを使って変更されたかに関わらず、システ
ム内のファイルの移動が記録されます。

USBストレージデバイス、ローカルドライブ、ネッ
トワーク共有の特定のフォルダーの読み取り、書き
込みをブロックできます。



印刷のモニタリングと記録

印刷ドキュメントのスナップショットを参照できます

印刷に関するユーザーの操作を制限できます

印刷処理の統計を取得し、異常を参照できます

ユーザーと管理者によって実行されたすべての印刷処理を収集し、セキュリティログとコンプライアンス
監査で使用できる情報を記録します。

重要なデータの印刷をアラート設定できます。

印刷ドキュメントの内容を参照できます。

ユーザー、コンピューター、プリンター、ファイル名で印刷したドキュメントを検索できます。



キーストロークの記録とインデックス付け

すべてのキーストロークとコピー/貼り付けが記録されます

悪意のあるキーストロークはアラートを通知します

インデックス付けされたキーストロークデータを検索できます

個々のキーストロークは完全にモニターされ、ユー
ザーごとの行動を分析する形式として包括的なログ
に追加されます。

すべてのキー押下とコピー/貼り付け操作は画像
とテキストで証跡として記録されます。

ユーザーが個人の銀行口座を照会したり、クレジ
ットカード番号を入力するとき、記録されないよ
うにするため、アンチログルールを作成できます
。

特定のWebサイトまたはアプリケーションで特定
のキーストロークが入力された場合、ユーザーを
ロックアウトの警告を実行する行動ルールを設定
できます。



インスタントメッセージのモニタリング

Webまたはデスクトップアプリで行われるチャットをモニターします

あらゆるプラットフォームのチャットをブロックできます

会話のキーワードによってアラートを通知します

Webまたはアプリケーションベースのプラットフォ
ームでチャットの会話をモニターし、対応できます
。Teramindは、ファイル転送を含む、すべてのチャ
ットの内容をキャプチャし、インデックス付けする
ことによって簡単にアクセスできます。

不適切なキーワードを含むチャットをブロックし
、管理者にアラートを送ります。

特定の人、または特定のプラットフォームでユー
ザーがチャットするとき、アラートを送信します
。

複数の参加者による会話を記録します。



SQL クエリーのモニタリング

あらゆるプログラムからのすべてのSQLステートメントをモニターします

ブロックステートメントを実行するルールを作成します

ユーザーまたはコンピューターごとにSQLの統計情報を参照できます

TeramindはすべてのSQL Serverへの通信をモニターします。クエリー文を行番号、戻り値のサイズ（バ
イト）などのメタデータと共に記録します。ユーザーが通常よりも多くのデータをダウンロードするよう
な疑わしいDBアクセスがあるか、悪意のあるDBAが有害なクエリーを発行したかなどを参照できます。ま
た、特定のクエリーの実行をブロックするルールを設定することもできます。

特定のキーワードを含むクエリーのアラート、または、ブロックを設定できます。

戻り値のROWCOUNTが特定の値よりも大きい、または、戻り値のサイズが大きいときにアラートを送
信できます。

ユーザーまたはコンピューターごとに、クエリーの実行時間、クエリーの頻度などの統計情報を参照で
きます。



リモートデスクトップの制御

いつでもあらゆるセッションを制御できます

ブラウザーまたはタブレットからセッションを制御できます

簡単にユーザーのキーボード、マウス操作をブロックできます

Teramindのリモートコントロール機能を使って、デスクト
ップにアクセスするユーザーの操作を簡単に制御できます。
手動でアカウントを上書きしてユーザーを削除し、潜在的な
脅威を確実に取り除きます。

すべてのライブセッションでリモートアイコンをクリック
するだけで、リモートコントロールを開始できます。

発生する変更やデータ違反による重要なデータを保護する
ため、ユーザーのすべての入力を上書きします。

リモートコントロールを利用して、異なる拠点の管理者や
ユーザーの教育を行うことができます。



テンプレートベースのスケジュール管理

Teramindはスケジュールを作成する機能
を提供します。 企業のあらゆる側面で、予
算管理を支援し、可視化することによって
管理能力を強化できます。

スケジュールの設定後、遅刻、定時、残
業、早退などの勤務状況を参照できます。

勤務予定外のコンピューターの使用を防
止できます。

日、週、その他の時間でスケジュールを
作成し、実装できます。



生産性の分析

Teramindは広範なデータを収集し、従業員の役割、生産性レベル、全般的な情報などを詳細に報告す
るレポート作成し、労働力の効率化に役立てることができます。

企業が要求する正確な活動情報を受け取るため生産性の指標をカスタマイズできます。

総労働時間は、完了した作業とアプリケーションの使用状況を比較し、期待する生産性と実際の生産
性に関する洞察力のあるデータを提供します。

分単位で従業員の活動をモニターしシフトの状況を正確に把握することによって、特定の作業で最良
の労働配分を実行できます。



包括的なダッシュボードとレポート

Teramindのダッシュボードは、重要な情報のキャッシュとして提供されるポータルで、包括的な管
理コントロール機能を提供します。監視プラットフォーム全体にダッシュボードから直接アクセス
できます。企業の目と耳としてのインターフェイスを使って管理できます。

すべてのウィジェットはカスタマイズ可能で、管理者が必要とする情報を提供するため最善の頻
度や配置を適用できます。

1つの管理者アカウントで複数のダッシュボードを作成できます。

ダッシュボードをPDFにエクスポートしたり、定期的にメールで自動送信できます。



あらゆる導入環境に柔軟に対応

オンプレミス環境への導入

Teramindはオンプレミス環境に導入でき、企業が求める管理体制や強固なコンプラ
イアンスの要求に柔軟に対応できます。

コンプライアンスの要求を満たします。

必要に応じてデータをアーカイブできます。

バックアップやデータベースのメンテナンスなどの管理を柔軟に実施できます。

さまざまな環境に柔軟に対応

ローカルとActive Directoryの認証を組み合わせて使用可能
エージェントのサイレントインストール、隠しエージェント可能
オンプレミス、ホスティング、マネージドサービスへの対応
ローカル、分散、ハイブリッド環境に対応
リモート従業員 / フリーランスが作業するときにログイン
オーディオ、デスクトップなど、コンポーネントごとにモニタリングを
有効 / 無効に設定可能
低帯域幅や不安定な接続状態に順応するための最適化

クラウドサービス利用



対応するプラットフォーム

Teramindは柔軟性を重視して設計されています。

Teramindエージェントは、Windows 7 以降、

Windows Server 2008以降、Mac OS Xで動作します。

Teramindサーバーは以下のフォーマットの仮想アプライアンスとしてご提供
します。

VMware用： OVA

Hyper-V用： VHD

ターミナルサービス、リモート接続では、以下のプラットフォームに接続する
すべての活動をモニターできます：

Citrix XenApp、XenDesktop

VMWare Horizon VDI

RDP



ライセンス

Teramind のライセンスには、ユーザーライセンスとターミナルサーバーライ
センスの2種類があります。全ライセンスは1年間のサブスクリプション契約で
提供します。

ユーザーライセンス
• 1ユーザーライセンスは同時に複数のコンピューターにログインできます。
• Teramindのダッシュボードからライセンス割り当てを管理できます。
• モニタリングをオフにして、いつでもライセンス割り当てを解除できます。

ターミナルサーバーライセンス
• 1台のターミナルサーバーにアクセスするユーザーを無制限にモニタリング
できます。



製品ラインナップ

□ ユーザーライセンス（最小10ユーザー）
管理機能（ハイパーバイザー用）は無償提供

□ ターミナルサーバーライセンス

□ BlueVault Teramind アプライアンスプラットホーム
 モデルH2（推奨250ユーザー以下）
ライセンスの同時購入が必要です



Teramindの
カスタマー例

旧フランス・テレコム
テレコミュニケーション

国際的なホテルグループ

イギリス ロンドン

マルチメディア複合企業

メキシコ

資産運用管理

イギリス ロンドン

サイバーセキュリティ企業

アメリカ ロサンジェルス

Eコマース企業

アメリカ ニューヨーク



ご質問、デモ、評価版など、
お問い合わせをお待ちしています。

ジュピターテクノロジー株式会社
J.BLUE販推部

〒183-0023
東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル8F
TEL：042-358-1250 FAX：042-360-6221

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


