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1 SafeGuard Enterprise について
SafeGuard Enterprise は、管理者が定義するポリシーを使用して、さまざまなプラットフォー
ム上のエンドポイントにセキュリティ対策を施すモジュール型セキュリティスイート製品で
す。管理コンソール、SafeGuard Management Center からシステムを一元管理でき、使用
も簡単です。

SafeGuard Enterprise の主なエンドポイント保護機能は、データの暗号化と外部メディアを
使用した不正アクセスの防御です。

このドキュメントは、Windows エンドポイントのみを対象にしています。Mac エンドポイ
ントに関する情報は、次のサイトにある SafeGuard Enterprise for Mac ユーザーヘルプを参
照してください。www.sophos.com/ja-jp/support/documentation/safeguard-enterprise.aspx
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2 SafeGuard Enterprise モジュール
以下で説明する機能は、セキュリティ担当者が設定するポリシーによっては使用できないこ
ともあります。
■ フルディスク暗号化

ユーザーが通常の操作手順を変更したり、セキュリティを特に考慮したりしなくても、
ポリシーで指定されたボリューム上のすべてのデータ (起動ファイル、スワップファイ
ル、ハイバネーションファイル、一時ファイル、ディレクトリ情報などを含む) が暗号
化されます。
■ SafeGuard Enterprise によって管理される BitLocker プリブート認証

Microsoft BitLocker ディスク暗号化エンジンは SafeGuard Enterprise によって管理さ
れます。UEFI 版では、BitLocker プリブート認証で SafeGuard チャレンジ/レスポン
ス機能を使用できます。一方、BIOS 版では、SafeGuard Management Center から復
旧鍵を取得できます。

■ SafeGuard Power-on Authentication

SafeGuard Power-on Authentication (POA) では、コンピュータの OS が起動する前
にユーザーを認証する必要があります。認証後Windows が起動し、ユーザーは自動
的にログオンされます。SafeGuard POA は、Windows 7 エンドポイントのみで実行
できます。

■ Synchronized Encryption

SafeGuard Enterprise では、コンピュータ、リムーバブルメディア、ネットワーク共有、
クラウド、モバイルデバイスなど、保存場所に関わらずファイルを保護することができ
ます。保存場所に関わらず、ポリシーで指定されているアプリケーション (Microsoft
Word など) で作成されたファイルすべてが暗号化されます。詳細は、SafeGuard
Synchronized Encryption (p. 13) を参照してください。

1つまたは複数のファイルを添付してメールを送信する場合、添付ファイルの送信方法を
選択するダイアログが表示されます。詳細は、メールの添付ファイルを安全に送信する
方法 (p. 14) を参照してください。

■ ファイルベース暗号化
■ SafeGuard Data Exchange

SafeGuard Data Exchange は、再暗号化なしで、リムーバブルメディアと容易にデー
タを交換することを可能にします。外付けハードディスクや USB メモリなどのリムー
バブルメディアは、透過的に暗号化されます。

■ SafeGuard ファイル暗号化

SafeGuard File Encryption はファイルベース暗号化モジュールで、ネットワーク共有
に安全にデータを保存するための機能です。File Encryption ポリシーで指定されてい
る場所にファイルを保存すると、ユーザーが意識することなく暗号化されます。

■ SafeGuard Cloud Storage
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SafeGuard Cloud Storage は、クラウド上に保存されるデータをファイルベースで暗
号化する機能です。クラウド上のデータをローカルにコピーすると、透過的に暗号化
が行われます。また、そのデータをクラウド上に保存しても暗号化が解除されませ
ん。
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3 セキュリティの設定について
ここで説明する簡単な対策を実行することによって、コンピュータ上のデータを常に安全に
保護することができます。特に、空港など公共の場所でモバイル PC を使用する場合は、こ
のような手順を実行するようにしてください。

強力なパスワードを選択する
データ保護にあたり、強力なパスワードを指定することは重要です。特に、コンピュータの
ログオンには、強力なパスワードを指定してください。

強力なパスワードとは、次の条件を満たすものを指します。
■ 十分な長さがある。最低 10文字指定することを推奨します。
■ 半角英字 (大文字、小文字)、半角数字、および記号が組み合わされている。
■ 一般的な単語や名称を含んでいない。
■ 他人に推測されるのは難しいが、自分にとって覚えやすく、正確に入力しやすい。

パスワードは、定期的に変更するようにしてください。また、他人と共有したり、書き留め
たりしないでください。

パスワードをメールで送信しない
パスワード保護されたファイルとパスワードを同じメールで送信することは、セキュリティ
の観点から推奨できません。代わりに、SMS メッセージを送信するか、電話で口頭で受信
者に通知してください。

コンピュータを使用していない場合は、完全にシャットダウンす
るか、休止状態にする
SafeGuard Enterprise で保護されているコンピュータであっても、スリープモードによっ
ては OS が完全にシャットダウンされず、バックグラウンドのプロセスが完全に終了しない
ことがあるので、攻撃者が暗号化鍵にアクセスできる場合があります。OS を常に正しく
シャットダウンまたは休止状態にするようにすれば、保護は強化されます。

コンピュータを使用していない場合やアイドル状態のときは、次の点に注意してください。
■ スリープ (スタンバイ/一時停止) モードの他、ハイブリッドスリープモードの使用も避け
る。

■ 完全にシャットダウンまたは休止状態にしない場合は、単にデスクトップコンピュータ
をロックしてモニターの電源を切ったり、モバイル PC のカバーを閉じたりしない。作
業を再開後、パスワードの入力が必要となるように設定しても、十分な保護は提供され
ません。

■ 代わりにコンピュータを正しくシャットダウンまたは休止状態にする。
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■ 休止状態ファイルが、暗号化されたボリュームに保存されていることを確認する (通常、
保存先は C:\ ドライブです)。

コンピュータを休止状態または正しくシャットダウンすると、次に使用する際、SafeGuard
Power-on Authentication が有効化され、より高レベルの保護を提供することができます。

すべてのボリュームにドライブ文字が割り当てられているように
する
ドライブ文字が割り当てられていないボリュームは、暗号化から除外される可能性があり、
その場合、機密データが平文で漏えいする恐れがあります。

防止対策は次のとおりです。
■ ドライブ文字が割り当てられていないボリュームがある場合は、システム管理者に連絡
する。

■ ドライブ文字の割り当てを変更しない。
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4 フルディスク暗号化
フルディスク暗号化は、通常、ハードドライブ全体の暗号化を指します。PC にログオンす
るたびに、ログオン情報の入力が必要です。入力しないと、PC のロックは解除されず、
データを読み取ることができません。

SafeGuard Enterprise を使って BitLocker を管理できす。BitLocker Drive Encryption は、起
動前認証を使用したディスク全体の暗号化機能で、Windows OS に含まれています。ブー
トボリュームおよびデータボリュームを暗号化することでデータを保護するようになってい
ます。BitLocker は、以下のいずれかの OS 環境のエンドポイントで使用できます。
■ Windows 7 Enterprise / Ultimate

■ Windows 8/8.1 Professional / Enterprise

■ Windows 10 Professional / Enterprise

Windows 7 (BIOS) エンドポイントでは、SafeGuard フルディスク暗号化と SafeGuard
Power-on Authentication を使用することもできます。詳細は、SafeGuard Power-on
Authentication (Windows 7 のみ) (p. 62) を参照してください。

4.1 BitLocker の暗号化ポリシー
セキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center で (初期) 暗号化のポリシーを作成
し、BitLocker を使用するエンドポイントに適用してポリシーを実行できます。

BitLocker エンドポイントは、SafeGuard Management Center で透過的に管理されます。し
たがって、Mac、BitLocker エンドポイント、および SafeGuard フルディスク暗号化エンド
ポイントに対して、同じ暗号化ポリシーを使用できます。SafeGuard Enterprise はエンドポ
イントの状態を認識しており、それに応じて BitLocker 暗号化を選択します。

4.2 BitLocker 用の暗号化鍵
暗号化ポリシーが BitLocker で保護されているコンピュータに送信されると、そのコンピュー
タが再起動して初期暗号化を実行する前に、BitLocker によって暗号化鍵が生成されます。
使用しているシステムに応じて、動作は多少異なります。

TPM (Trusted Platform Module) が指定されているエンドポイント
セキュリティ担当者は、BitLocker のログオンモードとして、TPM、TPM + PIN、TPM + ス
タートアップキー、スタートアップキーまたはパスワードを指定できます。TPM を使用す
るログオンモードが指定されている場合、BitLocker は、Trusted Platform Module (TPM) と
いうハードウェアデバイスに独自の暗号化鍵を保存します。鍵は、コンピュータのハード
ディスクには保存されません。TPM は、起動時に BIOS がアクセスできる必要があります。
コンピュータを起動すると、BitLocker は、TPM からこれらの鍵を自動的に取得します。
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TPM (Trusted Platform Module) が指定されていないエンドポイン
ト
コンピュータに TPM が搭載されていない場合は、パスワードを入力するか、暗号化鍵を保
存するために USB メモリを使用して BitLocker スタートアップキーを作成する必要があり
ます。スタートアップキーの保存先として有効なドライブが表示されます。コンピュータ
を起動するたびに、この USB メモリを挿入する必要があります。

ブートボリュームを暗号化する場合、エンドポイントの起動時に、スタートアップキーが
使用可能である必要があります。したがって、スタートアップキーは、リムーバブルメ
ディアのみに保存可能です。

データボリュームを暗号化する場合は、すでに暗号化されているブートボリュームに、
BitLocker スタートアップキーを保存できます。これは、セキュリティ担当者が、ブートボ
リューム以外のボリュームのログオンモードとして「自動ロック解除」を指定した場合は、
自動的に実行されます。それ以外の場合は、「有効な対象ドライブ」に表示されるリムーバ
ブルドライブを保存先として選択してください。

BitLocker の復旧鍵
BitLocker の復旧では、SafeGuard Enterprise のチャレンジ/レスポンスを使用して、情報を
暗号化して交換できます。また、ヘルプデスク担当者から BitLocker の復旧鍵を取得するこ
ともできます。詳細は、BitLocker ユーザーのチャレンジ/レスポンス (p.49) およびBitLocker
の復旧鍵 (p. 50) を参照してください。

チャレンジ/レスポンスを使用した復旧では、必要なデータにヘルプデスク担当者がアクセ
スできる必要があります。復旧に必要なデータは、SafeGuard Enterprise データベースに
アップロードされ、保存されます。

注: コンピュータの BitLocker で暗号化されたボリュームが、BitLocker で暗号化された新
しいボリュームに交換され、新しいボリュームに以前のボリュームと同じドライブ文字が割
り当てられた場合、SafeGuard Enterprise は新しいボリュームの復旧鍵のみを保存します。
マイクロソフトの定めるバックアップ手順に従って、以前のボリュームの鍵をバックアップ
する必要があります。

4.3 BitLocker で保護されているエンドポイントでの初
期暗号化
エンドポイントに対してセキュリティ担当者が指定したログオンモードによって、SafeGuard
Enterprise の BitLocker 対応機能は多少異なります。

いずれの場合も、暗号化の実行、または後で実行することを選択するダイアログが表示され
ます。

保存、再起動または暗号化を選択した場合でも、すぐに暗号化が実行されるわけではありま
せん。SafeGuard Enterprise BitLocker 暗号化の要件を満たすようにハードウェアの検証が
実行されます。システムが再起動し、ハードウェア要件が満たされているかどうかチェック
されます。たとえば、TPM または USB メモリが利用できない場合や、接続されていない場
合は、別のデバイスに外部キーを格納するようメッセージが表示されます。またユーザーが
正しいログイン情報を入力できるシステム環境であるかどうかもチェックされます。正しい
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ログイン情報を入力できない場合、コンピュータは起動しますが、暗号化は開始されませ
ん。PIN またはパスワードの再入力が求められます。ハードウェアの検証が完了すると、
BitLocker 暗号化が開始されます。

「後で再起動」を選択すると、暗号化は開始されず、次の条件が満たされるまで、このボ
リュームの暗号化を促すダイアログは表示されません。
■ 新しいポリシーが適用された。
■ いずれかのボリュームの BitLocker 暗号化のステータスが変更された。
■ システムに再度ログオンした。

注:  BitLocker ドライブ暗号化で暗号化したシステムボリュームや固定データボリュームを、
SafeGuard Enterprise で管理している場合は、これらのボリュームに対して手動で BitLocker
を有効化しないでください。

4.3.1 スタートアップキーの保存
ログインモードがセキュリティ担当者によって「TPM + スタートアップキー」または「ス
タートアップキー」に設定されている場合、スタートアップキーの保存先を指定する必要が
あります。スタートアップキーの保存先として、暗号化されていない USB メモリを推奨し
ます。スタートアップキーの有効な保存先ドライブの一覧がダイアログに表示されます。
保存後、コンピュータを起動するたびに、スタートアップキーが保存されたストレージデ
バイスを挿入する必要があります。

対象ドライブを選択して、「保存＆再起動」をクリックします。

4.3.2 パスワードの設定
セキュリティ担当者がログオンモードとして「パスワード」を指定した場合、新しいパス
ワードの入力と確認入力が必要です。コンピュータを起動するたびに、このパスワードを入
力する必要があります。パスワードの文字数や複雑さの条件は、セキュリティ担当者が設定
したグループポリシーオブジェクトに依存します。パスワードの条件は、ダイアログに表
示されます。

注:特殊文字を含むパスワードの場合、使用しているキーボードのレイアウトが、BitLocker
が対応している EN-US のキーボードレイアウトと異なる可能性があることに注意してくだ
さい。パスワードを設定する際、キーボードのレイアウトを一時的に EN-US に変更するこ
とを検討してください。詳細は、キーボードのレイアウトの変更 (p. 72) を参照してくださ
い。

4.3.3 PIN の設定
セキュリティ担当者がログオンモードに「TPM + PIN」を設定している場合、新しい PIN
の入力と確認入力が必要です。コンピュータを起動するたびに、この PIN を入力する必要
があります。文字数や複雑さの条件は、セキュリティ担当者が設定したグループポリシー
オブジェクトに依存します。PIN の条件は、ダイアログに表示されます。

注: 強化された PIN の指定をセキュリティ担当者が有効化した場合は、PIN に特殊文字を
含めることができます。使用しているキーボードのレイアウトが、BitLocker が対応してい
る EN-US のキーボードレイアウトと異なる可能性があることに注意してください。PIN を
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設定する際、キーボードのレイアウトを一時的に EN-US に変更することを検討してくださ
い。詳細は、キーボードのレイアウトの変更 (p. 72) を参照してください。

4.3.4 TPM モードで表示されるダイアログ
セキュリティ担当者がログオンモードとして「TPM」を指定した場合、エンドポイントの
再起動と暗号化を確認するだけです。

4.4 BitLocker を使用した復号化
BitLocker を使用して暗号化されたコンピュータを自動的に復号化することはできません。
復号化には、「コントロールパネル」にあるBitLocker ドライブ暗号化、またはManage-bde

というマイクロソフトのコマンドラインツールを使用する必要があります。

なお、BitLocker で暗号化されたボリュームを復号化できるかどうかは、SafeGuard
Management Center で設定されたポリシーに依存します。

12

SafeGuard Enterprise



5 SafeGuard Synchronized Encryption

SafeGuard Enterprise Synchronized Encryption は用途の広いファイル暗号化モジュールで、
ファイル作成に使用されたアプリケーションに基づいて、機密データを暗号化できます。詳
細は、アプリケーションベースのファイル暗号化 (p. 13) を参照してください。これは永続
暗号化で、データを別の場所に移動したり、クラウドストレージサービスにアップロード
したり、メールで送信したりしても暗号化されたままで残ります (詳細は、メールの添付
ファイルを安全に送信する方法 (p. 14) を参照)。

セキュリティ担当者が指定したポリシーに基づいて、通常、特定の種類のファイルは自動的
に暗号化されます。しかし、場合によっては、個別のファイルを手動で暗号化/復号化する
ことが必要になることもあります。詳細は、ファイルの手動暗号化/復号化 (p. 13) を参照し
てください。

Windows エクスプローラの暗号化されているファイルは、緑色の鍵マーク付きで表示され
ます。

注:オーバーレイアイコンが表示されない場合は、ソフォスのサポートデータベースの文章
108784を参照してください。

5.1 アプリケーションベースのファイル暗号化
SafeGuard Enterprise の Synchronized Encryption では、ファイルの保存場所に関わらず、
ポリシーで指定されているアプリケーション (Microsoft Word など) で作成したファイルす
べてを暗号化することができます。ポリシーでは、このファイル暗号化を自動的に実行する
アプリケーションのリストを指定します。

セキュリティ担当者が、ファイル暗号化をアクティブにするアプリケーションとして Microsoft
Word を指定した場合、MS Word で作成/保存されたファイルはすべて、デフォルトの
Synchronized Encryption 鍵で自動的に暗号化されます。鍵リングにこの鍵が含まれている
限り、誰でもこのファイルにアクセスできます。ネットワークドライブや USB メモリに保
存したり、メールで送信したりしても、ファイルは暗号化されたままで残ります。

セキュリティ担当者は、暗号化から除外する保存先をポリシーで指定できます。

5.2 ファイルの手動暗号化/復号化
Synchronized Encryption では、個々のファイルを手動で暗号化/復号化できます。ファイル
を右クリックし、「SafeGuard ファイル暗号化」を選択します。アクセスできる機能は次
のとおりです。
■ 暗号化の状態の表示:ファイルが暗号化されているかどうか、および使用された鍵が表示
されます。

■ ポリシーに基づいて暗号化:ファイルタイプがアプリケーションリストに追加されてお
り、ファイルの保存場所が暗号化の対象から除外されていない場合は、Synchronized
Encryption 鍵でファイルを暗号化します。
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■ 選択したファイルの復号化 (ファイルが暗号化されている場合のみ):ファイルを復号化し
て、平文で保存できます。ファイルの復号化は、機密データが含まれていない場合のみ
に実行することを推奨します。

■ 選択したファイルの暗号化 (ファイルが暗号化されていない場合のみ): Synchronized
Encryption 鍵を使用してファイルを手動で暗号化できます。

■ ファイルのパスワード保護:パスワードを定義して、ファイルを手動で暗号化できます。
これは、社内の Synchronized Encryption 鍵を所有していないユーザーとファイルを安全
に共有する際に便利です。ファイルは暗号化され、HTML ファイルとして保存されます。
受信者は、パスワードの通知を受けるとファイルをWeb ブラウザで開くことができま
す。

注: このオプションは、平文のファイル、またはファイルの送信者の鍵リングにある鍵
を使用して暗号化されたファイルに対してのみ実行できます。暗号化されているファイ
ルは、まず自動的に復号化され、その後パスワード保護されます。

注: パスワード保護には base64 形式のエンコーディングが使用されるので、元のファ
イルよりサイズが大きくなります。対応しているファイルサイズの最大は 50MB です。

注: 個別のファイルに対してのみパスワード保護を実行できます。フォルダやディレク
トリはパスワード保護できません。なお、一度に複数のファイルを選択して、暗号化の
状態を表示したり、暗号化/復号化したりすることはできます。

フォルダまたはドライブを右クリックすると、次のオプションが表示されます。
■ 暗号化の状態の表示:フォルダやドライブに含まれるファイル、暗号化の状態を示すアイ
コン、使用されている鍵を一覧表示します。

■ ポリシーに基づいて暗号化:すべての暗号化されていないファイルを自動的に検出し、
ファイルタイプがアプリケーションリストに追加されており、ファイルの保存場所が暗
号化の対象から除外されていない場合は、デフォルトの Synchronized Encryption 鍵で
ファイルを暗号化します。設定済みのポリシーによっては、他の鍵で暗号化されている
ファイルが、Synchronized Encryption 鍵で再暗号化される場合もあります。

5.3 メールの添付ファイルを安全に送信する方法
Synchronized Encryption を使用している受信者にメールの添付ファイルを送信する場合、
自動的に Synchronized Encryption 鍵が使用されます。暗号化や復号化を手動で行う必要は
ありません。

社外のユーザーにメールを送信する際、機密データを保護するために添付ファイルを暗号化
することが望ましい場合もあります。SafeGuard Enterprise にある Microsoft Outlook のア
ドインを使用すると、メールの添付ファイルを簡単に暗号化できます。1つまたは複数の
ファイルを添付してメールを送信する場合、添付ファイルの送信方法を選択するダイアログ
が表示されます。表示されるオプションは、メールに添付したファイルの暗号化の状態に依
存します。
■ パスワード保護する

組織外のユーザーに機密ファイルを送信する場合は、このオプションを選択します。パ
スワードを設定後、「送信」をクリックすると、ファイルは暗号化され、HTML ファイ
ルとして保存されます。複数のファイルを一度にパスワード保護すると、各ファイルは
同じパスワードで個別に暗号化されます。
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注: パスワード保護には base64 形式のエンコーディングが使用されるので、元のファ
イルよりサイズが大きくなります。対応しているファイルの最大サイズは 50MB です。

注: 既に暗号化されているファイルは、まず自動的に復号化され、その後パスワード保
護されます。

受信者は、パスワードの通知を受けるとファイルをWeb ブラウザで開くことができま
す。パスワードは、推測されにくいものを選び、添付ファイルと同じメールで送信しな
いことを推奨します。パスワードは、電話やその他の方法で受信者に通知することを推
奨します。

受信者は、次のいずれかのブラウザを使用して、パスワード保護された添付ファイルを
開くことができます。
■ Microsoft Internet Explorer 11

■ Microsoft Edge

■ Mozilla Firefox

■ Google Chrome

注: このソフトウェアは、リリース時点で使用可能なバージョンのブラウザに対してテ
スト済みです。

受信者は、ファイルを編集後、同じパスワードまたは新しいパスワードを使用して返信
できます。操作は、ブラウザのウィザードの指示に従って実行します。詳細については、
ソフォスサポートデータベースの文章 124440を参照してください。

■ パスワード保護しない

このオプションは、メールの添付ファイルに機密データが含まれていない場合のみに選
択することを推奨します。メールの添付ファイルをパスワード保護せずに送信した場合、
ログに記録され、セキュリティ担当者によって監視されることがあります。

■ 送信する添付ファイルは変更されていません

パスワード保護できない添付ファイルがメールに含まれている場合、変更なしで送信す
るか、メールから削除します。次のいずれかの理由でパスワード保護できないファイル
の一覧がダイアログに表示されます。
■ ファイルは既にパスワード保護されています。ファイルを復号化してから新しいパス
ワードで保護するか、または、変更なしでファイルを送信後、該当するパスワードを
受信者に通知します。

■ ファイルは、現在、鍵リングにない鍵で暗号化されています。セキュリティに問題が
あるか、またはファイルの暗号化に使用された鍵を所有していないため、鍵が一時的
に無効になることがあります。この場合は、セキュリティ担当者までお問い合わせく
ださい。

注:社外と社内のユーザーに同時にメールを送信する場合、社外のドメインのみに送信され
たものとして処理されます。
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6 SafeGuard Data Exchange

注: このモジュールは、Synchronized Encryption をインストール済みのエンドポイントで
は使用できません。

SafeGuard Data Exchange を使用して、Windows コンピュータに接続しているリムーバブ
ルメディアに保存されているデータを暗号化し、他のユーザーと交換することができます。
暗号化と復号化の処理はすべて透過的に実行され、ユーザー介入は最小限で済みます。

対応する鍵を持っているユーザーだけが、暗号化されたデータの内容を読み取ることができ
ます。その後の暗号化処理はすべて透過的に実行されます。透過的な暗号化とは、暗号化さ
れ保存されたデータが、再びアクセスされたとき、アプリケーションによって自動的に復号
化されることを意味します。

そのファイルを保存するときには、再び自動的に暗号化されます。日常の作業でユーザー
は、データが暗号化されていることを意識しません。しかし、リムーバブルメディアを取
り外すと、データは暗号化された状態を維持するため、不正なアクセスから保護されます。
権限のないユーザーは、ファイルに物理的にアクセスすることはできても、SafeGuard Data
Exchange および適切な鍵がないとファイルを読み取ることはできません。

注: ユーザーのコンピュータ上の SafeGuard Data Exchange の動作は、セキュリティ担当
者によって一元的に定義されます。

一元管理では、セキュリティ担当者がリムーバブルメディア上のデータ処理方法を定義し
ます。たとえば、任意のリムーバブルメディアに保存されるファイルに対して、暗号化を
必須と設定することができます。この場合、デバイスに存在する暗号化されていないファイ
ルすべての初期暗号化が行われます。さらに、リムーバブルメディアに新たに保存される
ファイルもすべて暗号化されます。既存のファイルを暗号化しない場合は、セキュリティ担
当者は、暗号化されていない既存のファイルへのアクセスを許可するよう定義できます。こ
の場合、暗号化されていない既存のファイルは SafeGuard Data Exchange で暗号化されま
せん。ただし、新しいファイルは暗号化されます。したがって、ユーザーは暗号化されてい
ない既存のファイルを読み取ったり編集したりすることはできますが、ファイルの名前を変
更するとファイルは直ちに暗号化されます。また、セキュリティ担当者が、暗号化されてい
ないファイルへのアクセスを禁止すると、ファイルは暗号化されていないままになります。

リムーバブルメディアに保存されている暗号化されたファイルの交換方法には次の 2とお
りがあります。
■ SafeGuard Enterprise が受け取り側のコンピュータにインストールされている場合:両
者が使用可能な鍵を使用するか、新しい鍵を作成することができます。新しい鍵を作成
する場合は、データの受け取り側に鍵のパスフレーズを通知する必要があります。

■ SafeGuard Enterprise が受け取り側のコンピュータにインストールされていない場合:
SafeGuard Enterprise では、SafeGuard Portable を使用することができます。このユー
ティリティは、暗号化されたファイルと一緒に自動的にリムーバブルメディアにコピー
できます。受け取り側は、SafeGuard Portable と適切なパスフレーズを使用すれば、
SafeGuard Data Exchange がコンピュータにインストールされていなくても、暗号化さ
れたファイルを復号化し、再度それを暗号化できます。

重要:  Microsoft Windows 付属のアーカイバを使用して ZIP アーカイブを解凍する際、鍵の
ない暗号化ファイルが検出されると、ただちに処理が停止されます。ユーザーにはアクセス
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が拒否されたというメッセージが表示されますが、処理されていないファイル (つまり、存
在しないファイル) があることは通知されません。一方、7-Zip のような他のアーカイバは、
ZIP アーカイブに暗号化されたファルが含まれていても正常に動作します。

6.1 リムーバブルメディアの処理方法
コンピュータに SafeGuard Data Exchange がインストールされている場合、リムーバブル
メディアは、セキュリティ担当者によって事前に定義された方法で処理されます。セキュリ
ティ担当者は、次の SafeGuard Data Exchange の設定を定義できます (複数の設定の組み
合わせも可能)。
■ すべてのファイルの初期暗号化:リムーバブルメディアがコンピュータに接続されると、
リムーバブルメディア上のデータすべての暗号化がただちに開始されます。この設定に
より、リムーバブルメディアには暗号化されたデータのみが含まれるようになります。
暗号化が開始されると、鍵の選択を求められるか、事前に定義された鍵が使用されます。

■ ユーザーは初期暗号化をキャンセルできる:初期暗号化が開始されると、初期暗号化を
キャンセルできるダイアログが表示されます。

■ ユーザーは暗号化されていないファイルにアクセスすることを許可されている:このオプ
ションを「いいえ」に設定すると、SafeGuard Data Exchange は、リムーバブルメディ
ア上の暗号化されたデータへのアクセスのみを許可します。リムーバブルメディア上に
暗号化されていないデータが存在する場合、ユーザーはアクセスすることができません。
ファイルを暗号化してからでないと、そのデータにアクセスできません。

■ ユーザーはファイルを復号化できる:ユーザーはリムーバブルメディア上のファイルを
手動で復号化できます。手動で復号化されたファイルは、他人に渡した場合も含め、リ
ムーバブルストレージメディア上で暗号化されていないファイルとして残ります。

■ ユーザーはデバイスに対してメディアパスフレーズを定義できる:ユーザーは、初めて
リムーバブルメディアを接続したとき、メディアパスフレーズを入力するよう求められ
ます。

■ 非暗号化フォルダ:セキュリティ担当者は、すべてのリムーバブルメディア上に作成さ
れる非暗号化フォルダを定義できます。このフォルダ内のファイルは、SafeGuard Data
Exchange によって暗号化されません。

■ ユーザーは暗号化を実行するか決定できる:リムーバブルメディアをコンピュータに接
続すると、メディア上のファイルを暗号化するかどうかを確認するメッセージが表示さ
れます。また、ポリシーで有効に設定されている場合、この設定を保存して該当するメ
ディアに今後適用するかどうかを選択できます。「この設定を保存し、次回からこのダ
イアログを表示しない」を選択すると、該当するメディアに対して確認メッセージが再
度表示されません。また、Windows エクスプローラで、対象のデバイスを右クリックす
ると、新しいメニュー「暗号化の再有効化」が表示されるようになります。暗号化の設
定を元に戻す場合は、このメニューを選択します。デイバイスへの十分な権限がないな
どの理由で選択できない場合は、エラーメッセージが表示されます。設定を元に戻すと、
当該のデバイスに対する設定を確認するメッセージが再び表示されます。
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6.2 コンピュータに接続されている全リムーバブルメ
ディア用のシングルメディアパスフレーズ
SafeGuard Data Exchange では、コンピュータに接続されているすべてのリムーバブルデ
バイスへのアクセスを許可する、シングルメディアパスフレーズを定義できます。これ
は、個々のファイルを暗号化するために使用した鍵とは関係ありません。

指定すると、1つのメディアパスフレーズを入力するだけで、暗号化されたファイルへのア
クセスが許可されます。メディアパスフレーズは、ログオン権限が付与されているコン
ピュータに結び付けられます。つまり、各コンピュータで同じメディアパスフレーズを使
用できます。

メディアパスフレーズは変更できます。また、リムーバブルメディアを作業中の各コン
ピュータに接続するとすぐに、そのコンピュータで自動的に同期されます。

メディアパスフレーズは、次のシナリオの場合に役に立ちます。
■ SafeGuard Enterprise がインストールされていないコンピュータにおいて、リムーバブ
ルメディア上の暗号化されたデータを使用する場合 (SafeGuard Data Exchange を
SafeGuard Portable と併用)

■ データを外部ユーザーと交換する場合:外部ユーザーにメディアパスフレーズを提供す
ることにより、個々のファイルの暗号化にどの鍵が使用されたかに関係なく、1つのシン
グルパスフレーズを使用して、リムーバブルメディア上のすべてのファイルへのアクセ
スを外部ユーザーに許可できます。

また、特定の鍵 (「ローカル鍵」と呼ばれ、SafeGuard Data Exchange ユーザーが作成
できる) のパスフレーズだけを外部ユーザーに提供して、すべてのファイルへのアクセス
を制限することもできます。この場合、外部ユーザーは、この鍵で暗号化されたファイ
ルのみにアクセスできます。他のファイルを読み取ることはできません。

注:  SafeGuard Enterprise のグループ鍵を使用して、グループのメンバーがそのような鍵を
共有するワークグループ内でリムーバブルメディア上のデータを交換する場合は、メディ
アパスフレーズは必要ありません。この場合 (セキュリティ担当者によってそのように指定
されている場合)、リムーバブルメディア上の暗号化されたファイルへのアクセスは完全に
透過的になります。パスフレーズやパスワードを入力する必要はありません。これは、リ
ムーバブルメディアのグループ鍵とメディアパスフレーズを同時に使用できるからです。
システムによって利用可能なグループ鍵が自動的に検出されるため、この鍵を共有している
ユーザーのアクセスは完全に透過的になります。グループ鍵が検出されない場合は、
SafeGuard Data Exchange でダイアログが表示され、メディアパスフレーズまたはローカ
ル鍵のパスフレーズを入力するように求められます。

対応メディア
SafeGuard Data Exchange では、次のリムーバブルメディアに対応しています。
■ スタートアップキー
■ USB や FireWire を使用して接続される外付けハードディスク
■ CD RW ドライブ (UDF)

■ DVD RW ドライブ (UDF)
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■ USB カードリーダーに挿入されたメモリカード

6.3 リムーバブルメディアの暗号化
リムーバブルメディアにある暗号化されていないデータの暗号化は、メディアをシステム
に取り付けるとすぐに自動的に開始されます。開始されない場合は、手動で処理を開始する
必要があります。すべての暗号化/復号化処理は透過的に実行され、ユーザーの操作はほと
んど必要ありません。

6.3.1 初期暗号化
リムーバブルメディアにある暗号化されていないデータの暗号化は、メディアをシステム
に取り付けるとすぐに自動的に開始されます。開始されない場合は、手動で処理を開始する
必要があります。リムーバブルメディア上のファイルを暗号化するかを決定する権限がユー
ザーにある場合、コンピュータにリムーバブルメディアを取り付けると、暗号化の実行に
関するプロンプト指示が表示されます。

暗号化処理を手動で開始する方法は次のとおりです。

1. Windows エクスプローラのショートカットメニューで、「SafeGuard ファイル暗号化
> ポリシーに基づいて暗号化」を選択します。特定の鍵が定義されていない場合は、鍵
を選択するためのダイアログが表示されます。

2. 鍵を選択し、「OK」をクリックします。リムーバブルメディアに含まれているすべて
のデータが暗号化されます。

他の鍵をデフォルトとして設定しない限り、デフォルトの鍵が使用されます。デフォル
トの鍵を変更した場合は、変更後にコンピュータに接続するリムーバブルメディアの初
期暗号化に対して新しい鍵が使用されます。

注: コンピュータに SafeGuard Enterprise をインストールしているものの、同じ鍵を使用
していないユーザーとデータを交換するには、ローカルユーザーが生成した鍵、またはメ
ディアパスフレーズが必要です。このような鍵は、SafeGuard Enterprise を使用していな
いユーザーとの安全なデータ交換にも必要です。ローカル鍵は、プレフィックス (Local_)
で識別できます。

「平文ファイルを暗号化し、暗号化されたファイルを更新する」が選択されている場合、既
存の鍵で暗号化されているファイルは復号化され、新しい鍵を使用して再度暗号化されま
す。

初期暗号化をキャンセルする

初期暗号化が自動的に開始するように設定されている場合は、初期暗号化をキャンセルする
権限が与えられていることがあります。この場合、「キャンセル」ボタンが有効になってお
り、「開始」ボタンが表示され、暗号化処理の開始が 30秒間遅延されます。この時間内に
「キャンセル」ボタンをクリックしなければ、30秒後に初期暗号化が自動的に開始されま
す。「開始」ボタンをクリックすると、初期暗号化がすぐに開始されます。

メディアパスフレーズを使用した初期暗号化
メディアパスフレーズの使用がポリシーで指定されている場合は、初期暗号化を行う前に
メディアパスフレーズを入力するように求められます。メディアパスフレーズは、ユー
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ザーの使用するリムーバブルメディアすべてに対して有効で、ユーザーのコンピュータや
ログオン権限のあるコンピュータすべてに結び付けられます。

メディアパスフレーズを入力すると、初期暗号化が自動的に開始します。

メディアパスフレーズを一度入力すると、コンピュータに別のデバイスを接続するたびに
初期暗号化が自動的に開始されます。

注: メディアパスフレーズが指定されていないコンピュータで初期暗号化は開始されませ
ん。

6.3.2 手動による暗号化
リムーバブルメディア上のファイルを暗号化するかどうかを選択できる場合は、暗号化処理
を手動で開始できます。このため、既に暗号化済みのファイルを異なる鍵を使用して暗号化
することもできます。

暗号化処理を手動で開始する方法は次のとおりです。

1. Windows エクスプローラのショートカットメニューで、「SafeGuard ファイル暗号化
> ポリシーに基づいて暗号化」を選択します。特定の鍵が定義されていない場合は、鍵
を選択するためのダイアログが表示されます。

2. 鍵を選択し、「OK」をクリックします。リムーバブルメディアに含まれているすべて
のデータが暗号化されます。

他の鍵をデフォルトとして設定しない限り、デフォルトの鍵が使用されます。デフォル
トの鍵を変更した場合は、変更後にコンピュータに接続するリムーバブルデバイスの初
期暗号化に対して新しい鍵が使用されます。

注: コンピュータに SafeGuard Enterprise をインストールしているものの、同じ鍵を使用
していないユーザーとデータを交換するには、ローカルユーザーが生成した鍵、またはメ
ディアパスフレーズが必要です。このような鍵は、SafeGuard Enterprise を使用していな
いユーザーとの安全なデータ交換にも必要です。ローカル鍵は、プレフィックス (Local_)
で識別できます。

「平文ファイルを暗号化し、暗号化されたファイルを更新する」が有効になっている場合、
既存の鍵で暗号化されているファイルは復号化され、新しい鍵を使用して再度暗号化されま
す。

6.3.3 透過的な暗号化
リムーバブルメディア上のファイルが暗号化されるよう、ユーザーのコンピュータに対し
て規定されている場合、暗号化と復号化の処理はすべて透過的に実行されます。

ファイルは、リムーバブルメディアに書き込まれるときに暗号化され、リムーバブルメ
ディアから別の場所にコピーまたは移動されるときに復号化されます。

注:データは、他の暗号化ポリシーが適用されていない場所にコピーまたは移動される場合
のみに復号化されます。このような場合、データはその場所で平文として利用できるように
なります。新しい場所に別の暗号化ポリシーが適用されている場合は、それに従ってデータ
が暗号化されます。
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6.3.3.1 メディアパスフレーズ
ポリシーによって指定されている場合、SafeGuard Data Exchange の初回インストール後
にリムーバブルデバイスを接続すると、メディアパスフレーズを入力するように求められ
ます。

ダイアログが表示されたら、メディアパスフレーズを入力してください。このシングルメ
ディアパスフレーズを使用して、ファイルの暗号化に使用された鍵に関係なく、リムーバ
ブルメディア上の暗号化されたファイルすべてにアクセスできます。

このメディアパスフレーズは、そのコンピュータに接続するデバイスすべてに対して有効
です。メディアパスフレーズは、SafeGuard Portable でも使用でき、ファイルの暗号化に
使用された鍵に関係なく、すべてのファイルへのアクセスを許可します。

6.3.3.2 メディアパスフレーズを変更/リセットする
システムトレイアイコンのメニューから「メディアパスフレーズの変更」を使用して、い
つでもメディアパスフレーズを変更できます。ダイアログが表示され、ここで古いメディ
アパスフレーズと新しいメディアパスフレーズを入力し、新しいメディアパスフレーズを
確認のために再度入力します。

メディアパスフレーズを忘れた場合は、それをリセットするためのオプションがこのダイ
アログに表示されます。「メディアパスフレーズをリセットする」オプションを選択して
「OK」をクリックすると、次回ログオン時にメディアパスフレーズがリセットされること
が通知されます。

今すぐログオフし、再度ログオンしてください。コンピュータ上にメディアパスフレーズ
がないことが表示され、新しいメディアパスフレーズを入力するように求められます。

6.3.3.3 メディアパスフレーズの同期
注: メディアパスフレーズの同期は、Windows エンドポイントのみで実行できます。

デバイスにあるメディアパスフレーズと、コンピュータにあるメディアパスフレーズは、
自動的に同期されます。コンピュータ上のメディアパスフレーズを変更し、まだ古いバー
ジョンのメディアパスフレーズを使用しているデバイスを接続した場合は、メディアパス
フレーズが同期されたことが表示されます。これは、ユーザーがログオン権限のあるコン
ピュータすべてに共通しています。

注: メディアパスフレーズの変更後は、すべてのリムーバブルメディアをコンピュータに
接続するようにしてください。これにより、新しいメディアパスフレーズが、すべてのデ
バイスですぐに使用されること (パスフレーズの同期) が保証されます。

6.4 SafeGuard Data Exchange を使用してデータを交換
する方法
SafeGuard Data Exchange を使用して安全なデータ交換を行う一般的な例は次のとおりで
す。
■ 自分の鍵リングにあるものと同じ鍵を少なくとも 1つ持っている SafeGuard Enterprise
ユーザーとデータを交換する場合。
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この場合、受け取り側の (ノート PC などの) 鍵リングにも含まれている鍵を使用して、
リムーバブルメディア上のデータを暗号化します。受け取り側はこの鍵を使用して、暗
号化されたデータに透過的にアクセスできます。

■ 自分と同じ鍵を持っていない SafeGuard Enterprise ユーザーとデータを交換する場合。

この場合は、ローカル鍵を作成し、この鍵を使用してデータを暗号化します。ローカル
で作成された鍵は、パスフレーズによって保護され、SafeGuard Enterprise でインポー
トすることができます。データの受け取り側にパスフレーズを提供します。受け取り側
は、パスフレーズを使用して鍵をインポートし、データにアクセスすることができます。

■ SafeGuard Enterprise を使用していないユーザーとデータを交換する場合。

マシンに SafeGuard Enterprise をインストール済みでないユーザーに対しては、SafeGuard
Portable を使用できます。SafeGuard Portable を使用してデータを交換するには、ロー
カル鍵をパスフレーズと組み合わせて使用する必要があります。

さらに、SafeGuard Portable をリムーバブルストレージメディアにコピーする必要が
あります。また、暗号化されたデータの受け取り側に、適切なパスフレーズを通知する
必要もあります。受け取り側は、パスフレーズと SafeGuard Portable を使用して、暗号
化されたファイルを復号化し、編集などを行ってから、再び暗号化してリムーバブルス
トレージメディアに保存することができます。SafeGuard Portable はスタンドアロン型
アプリケーションなので、暗号化されたデータにアクセスするために、他のソフトウェ
アをコンピュータにインストールする必要はありません。

注: セキュリティ担当者は、SafeGuard Portable をリムーバブルメディアにコピーするか
どうかを、ユーザーのコンピュータに適用するポリシーで指定します。

6.4.1 ファイルから鍵をインポートする
暗号化されたデータを含むリムーバブルメディアを受け取った場合や、ユーザー定義のロー
カル鍵を使用して暗号化された共有フォルダ内の Cloud Storage データにアクセスする場
合、復号化に必要な鍵を自分の秘密鍵リングにインポートできます。

鍵をインポートするには、適切なパスフレーズが必要です。データを暗号化した人から、パ
スフレーズを入手してください。

1. リムーバブルメディア上の該当するファイルを選択し、「SafeGuard ファイル暗号化 >
ファイルから鍵をインポートする」をクリックします。

2. 表示されるダイアログで、パスフレーズを入力します。

鍵がインポートされ、ファイルにアクセスできるようになりました。

6.4.2 ローカル鍵の作成
1. Windows タスクバーの SafeGuard Enterprise のシステムトレイアイコンを右クリック
するか、ボリューム/フォルダ/ファイルを右クリックします。

2. 「新しい鍵の作成」をクリックします。
3. 「鍵の作成」ダイアログで、鍵の「名前」と「パスフレーズ」を入力します。

鍵の内部名が下のフィールドに表示されます。
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4. パスフレーズを確認入力します。

安全でないパスフレーズを入力すると、警告メッセージが表示されます。セキュリティ
レベルを高めるには、複雑なパスフレーズを使用することを推奨します。警告メッセー
ジを無視して、入力したパスフレーズを使用することもできます。パスフレーズは、社
内ポリシーにも準拠している必要があります。そうでない場合は、警告メッセージが表
示されます。

5. ショートカットメニューを使用してダイアログを開いた場合は、「次のパスに対する新
しいデフォルトの鍵として使用する」オプションが表示されます。「次のパスに対する
新しいデフォルトの鍵として使用する」オプションを選択すると、この新しい鍵を、ボ
リュームや Cloud Storage の同期フォルダのデフォルトの鍵としてすぐに設定できます。

ここで指定するデフォルトの鍵は、通常の暗号化処理に使用されます。別の鍵を設定し
ない限り、この鍵が使用されます。

6. 「OK」をクリックします。

鍵が作成され、データが SafeGuard Enterprise Server と正常に同期されるとすぐに使用
可能になります。

この鍵をデフォルトの鍵として定義した場合、これ以降、リムーバブルストレージメ
ディアや Cloud Storage の同期フォルダにコピーされるデータはすべて、この鍵を使用
して暗号化されます。

受け取り側がリムーバブルストレージメディア上のデータすべてを復号化できるようにす
るには、ローカルで作成した鍵を使用してデバイス上のデータを再度暗号化する必要があり
ます。これを行うには、Windows エクスプローラでそのデバイスのショートカットメニュー
から、「SafeGuard ファイル暗号化 > ポリシーに基づいて暗号化」を選択します。必要な
ローカル鍵を選択し、データを暗号化します。メディアパスフレーズを使用する場合、こ
の操作は必要ありません。

6.5 Windows の CD 書き込みウィザードを使用して CD
にファイルを書き込む方法
SafeGuard Data Exchange では、Windows の CD 書き込みウィザードを使って、暗号化さ
れたファイルを CD に書き込むことができます。

それには、CD ドライブに対して暗号化ルールを指定する必要があります。SafeGuard Data
Exchange は、CD 書き込みウィザードにダイアログを 1つ追加します。このダイアログで、
CD へのファイルの書き込み方法 (暗号化または平文) を指定できます。

注:  CD ドライブに対して暗号化ルールが指定されていない場合、ファイルは常に平文で
CD に書き込まれます。CD に書き込まれるファイルの暗号化の状態を指定できる SafeGuard
Data Exchange ダイアログは表示されません。

CD の名前を入力した後、「SafeGuard Removable Disk Burning Extension」が表示されま
す。

「統計」の下に、次の情報が表示されます。
■ CD に書き込むように選択されたファイルの数
■ 選択されたファイルのうち暗号化されているファイルの数
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■ 選択されたファイルのうち平文ファイルの数

「状態」の下に、すでに暗号化されたファイルを暗号化するために使用した鍵が表示されま
す。

CD に書き込むファイルの暗号化には、CD ドライブの暗号化ルールで指定されている鍵が
常に使用されます。

CD ドライブの暗号化ルールが変更された場合は、CD に書き込むファイルが、異なる鍵で
暗号化されることがあります。ファイルの追加時に暗号化規則が無効になっていた場合、関
連する平文ファイルは CD にコピーされるファイルのフォルダ内にあります。

CD にあるファイルを暗号化する
CD にファイルを書き込むとき暗号化する場合は、「すべてのファイルの (再) 暗号化」をク
リックします。

必要に応じて、すでに暗号化されたファイルは再暗号化され、平文ファイルは暗号化されま
す。CD 上で、ファイルは CD ドライブの暗号化ルールで指定された鍵を使用して暗号化さ
れます。

平文として CD にファイルを書き込む
「すべてのファイルの復号化」を選択した場合、ファイルは復号化されてから CD に書き込
まれます。

SafeGuard Portable を光学メディアにコピーする
このオプションを選択すると、SafeGuard Portable も CD にコピーされます。これにより、
SafeGuard Data Exchange がインストールされていなくても、SafeGuard Data Exchange
で暗号化されたファイルを読み取り、編集することができるようになります。

6.5.1 CD/DVD に書き込む
Windows 環境には、CD/DVD 用の CD 書き込みウィザードがあります。

CD 書き込みウィザード用の SafeGuard Disc Burning Extension は、マスタ形式で CD/DVD
に書き込む場合のみに使用できます。このウィザードは、ファイルをマスタ形式で CD/DVD
に書き込む場合のみ表示されます。

ライブファイルシステム形式の場合、書き込みウィザードは必要ありません。この場合、
記録ドライブは他のリムーバブルメディアと同じように使用されます。記録ドライブに対
して暗号化ルールが設定されている場合、ファイルは CD/DVD にコピーされるときに自動
的に暗号化されます。

6.6 SafeGuard Portable
SafeGuard Portable を使用すると、受け取り側のマシンに SafeGuard Enterprise がインス
トールされていない場合でも、リムーバブルメディア上の暗号化されたデータを交換する
ことができます。
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注:  SafeGuard Portable は Mac OS X には対応していません。

SafeGuard Data Exchange で暗号化されたデータは、SafeGuard Portable を使用して暗号
化/復号化できます。SGPortable.exe というプログラムが、リムーバブルメディアに自動的
にコピーされます。

注:  SafeGuard Portable では、AES 256 で暗号化されたファイルのみを暗号化/復号化しま
す。

SafeGuard Portable と関連するメディアパスフレーズを併用することで、どのローカル鍵
が暗号化に使用されたかに関係なく、暗号化されたファイルすべてにアクセスできます。
ローカル鍵のパスフレーズの場合、その鍵を使用して暗号化されたファイルだけにアクセス
できます。受け取り側は、暗号化されたデータを復号化し、再び暗号化できます。

注: メディアパスフレーズやローカル鍵のパスフレーズは、事前に受け取り側に伝えてお
く必要があります。

受け取り側は、SafeGuard Data Exchange で作成された既存の暗号化鍵を使用するか、
SafeGuard Portable で新しい鍵を作成することができます (新規ファイルの場合など)。

SafeGuard Portable は、受け取り側のマシンにインストールしたりコピーしたりする必要
はありません。リムーバブルメディアにある状態で使用できます。

注:  SafeGuard Enterprise ユーザーは、通常、SafeGuard Portable を使用する必要はありま
せん。以下の説明は、ユーザーのコンピュータに SafeGuard Enterprise がインストールさ
れていないため、暗号化されたデータを SafeGuard Portable を使って編集する必要がある
場合を想定しています。

6.6.1 SafeGuard Portable を使用してファイルを編集する
SafeGuard Data Exchange を使用して暗号化されたファイルと、SGPortableというフォ
ルダを含むリムーバブルメディアを受け取りました。このフォルダにはSGPortable.exe

ファイルが含まれています。

1. SGPortable.exeをダブルクリックして、SafeGuard Portable を起動します。

SafeGuard Portable を使用して、リムーバブルメディア上の暗号化されたデータを復号
化し、再び暗号化することができます。SafeGuard Portable では、Windows エクスプ
ローラに似た GUI が表示されます。

SafeGuard Portable には、Windows エクスプローラでも表示されるファイルの詳細情報
(名前、サイズなど) の他に、「鍵」列が表示されます。この列には、データが暗号化さ
れているかが表示されます。ファイルが暗号化されている場合は、使用された鍵の名前
も表示されます。

注: 使用された鍵に関連したパスフレーズを知っている場合のみ、ファイルを復号化で
きます。
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2. リムーバブルメディア上のファイルを編集するには、ファイルをクリックし、ショート
カットメニュー (右クリックで表示) や「ファイル」メニューから、適切なコマンドを選
択します。

ショートカットメニューには、次のコマンドがあります。

「鍵の入力」ダイアログを開きます。このダイ
アログで、SafeGuard Portable を使用して暗号
化鍵を生成できます。

暗号化鍵の設定

リムーバブルメディア上でアクティブになった
ファイルを暗号化します。暗号化には、前回使
用された鍵が使用されます。

暗号化

「パスフレーズの入力」ダイアログを開きます。
このダイアログで、選択したファイルを復号化
するためのパスフレーズを入力します。

復号化

ダイアログを開き、ファイルの暗号化の状態を
表示します。

暗号化の状態

選択ファイルを指定した任意のフォルダにコピー
し、復号化します。

コピー先

アクティブになっているファイルをリムーバブ
ルメディアから削除します。

削除

ツールバーに表示されるアイコンを使用して、「開く」、「削除」、「暗号化」、「復
号化」、および「コピー」の各コマンドを選択することもできます。

6.6.1.1 暗号化鍵を設定する
リムーバルメディア上のファイルを暗号化するための暗号化鍵を作成する方法は次のとお
りです。

1. ショートカットメニューまたは「ファイル」メニューから、「暗号化鍵の設定」を選択
します。

「鍵の入力」ダイアログが表示されます。

2. 鍵の「名前」および「パスフレーズ」を入力します。パスフレーズを「確認」し、「OK」
をクリックします。

パスフレーズは、会社のポリシーに準拠している必要があります。そうでない場合は、
警告メッセージが表示されます。

鍵が作成され、これ以降の暗号化に使用されます。
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6.6.1.2 リムーバブルメディアにあるファイルを暗号化する
1. SafeGuard Portable Explorer でファイルを選択し、ショートカットメニューから「暗号
化」を選択します。

ファイルは、前回 SafeGuard Portable によって使用された鍵で暗号化されます。

SafeGuard Portable Explorer でドラッグアンドドロップを使用してリムーバブルメディ
ア上に新しいファイルを保存する際、ファイルを暗号化するかを確認するメッセージが
表示されます。

暗号化する場合で、これまで SafeGuard Portable で暗号化を行ったことがないときは、
鍵を設定するためのダイアログが開きます。このダイアログで、鍵の名前とパスフレー
ズを入力し、確認のためにパスフレーズを再度入力します。「OK」をクリックします。

2. ここで設定した鍵を使って暗号化するファイルを選択し、ショートカットメニューまた
は「ファイル」メニューから、「暗号化」を選択します。

ファイルが暗号化され、完了時にメッセージが表示されます。

注: 新しい鍵を設定しないかぎり、前回 SafeGuard Portable によって使用・設定された
鍵が、以後、SafeGuard Portable を使用して行う暗号化すべてに使用されます。

6.6.1.3 リムーバブルメディアにあるファイルを復号化する
1. SafeGuard Portable Explorer でファイルを選択し、ショートカットメニューから「復号
化」を選択します。

メディアパスフレーズまたはローカル鍵のパスフレーズを入力するためのダイアログが
表示されます。

2. 送り側から取得した適切なパスフレーズを入力し、「OK」をクリックします。

ファイルが復号化されます。

メディアパスフレーズは、ファイルの暗号化にどのローカル鍵が使用されたかに関わらず、
リムーバブルメディア上の暗号化されたファイルすべてへのアクセスを許可します。ロー
カル鍵のパスフレーズだけを持っている場合は、この鍵を使って暗号化されたファイルだけ
にアクセスできます。

SafeGuard Portable で生成した鍵を使用してファイルが暗号化されている場合、このファ
イルは自動的に復号化されます。

リムーバブルメディア上のファイルを復号化し、鍵のパスフレーズを入力したら、次回、
同じ鍵を使用して暗号化されたファイルを暗号化/復号化する際、再度パスフレーズを入力
する必要はありません。

SafeGuard Portable が実行されている間は、パスフレーズを保存します。前回 SafeGuard
Portable によって使用された鍵が、暗号化に使用されます。

ファイルを復号化すると、リムーバブルメディア上で平文として使用可能になります。復
号化されたファイルは、SafeGuard Portable を閉じるときに再度暗号化されます。
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6.6.1.4 SafeGuard Portable を使用して新規ファイルを暗号化する
SafeGuard Portable を使用して、新規ファイルを暗号化された形式でリムーバブルメディ
アにコピーすることもできます。

1. 目的のファイルを SafeGuard Portable Explorer にドラッグアンドドロップします。

ファイルを暗号化するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

2. ファイルを暗号化することを確認します。前回使用された鍵でファイルが暗号化され、
リムーバブルメディアにコピーされます。

6.6.1.5 ドライブの暗号化状態を確認する
1. ファイルを選択し、ショートカットメニューまたは「ファイル」メニューから「暗号化
の状態」を選択します。

暗号化の状態は、SafeGuard Portable Explorer のファイル名の横にある「鍵」列にも表
示されます。

6.6.2 SafeGuard Portable を使用したその他の操作
次の操作を行うこともできます。
■ 開く:このメニューコマンドは、SafeGuard Portable の「ファイル」メニューだけから
使用できます。

このメニューコマンドを使用して暗号化されたファイルを開くと、パスフレーズの入力
を求められます。パスフレーズを入力し、「OK」をクリックします。ファイルが復号化
されて開きます。

■ 削除:選択したファイルを削除します。
■ コピー先:このメニューコマンドは、SafeGuard Portable Explorer で右クリックで表示
されるショートカットメニューだけから使用できます。

このコマンドを使用すると、リムーバブルメディアからコンピュータ上の別のボリュー
ムにファイルをコピーできます。

■ 終了:このメニューコマンドは、SafeGuard Portable の「ファイル」メニューだけから
使用できます。

「終了」を選択すると、SafeGuard Portable が閉じます。
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7 SafeGuard File Encryption

注: このモジュールは、Synchronized Encryption をインストール済みのエンドポイントで
は使用できません。

SafeGuard Enterprise のモジュール「File Encryption」は、ローカルドライブやネットワー
ク上にあるデータをファイルベースで暗号化する機能です。特にワークグループのデータ
を安全な方法でネットワーク共有に保存します。

種類が「ロケーションベース」の「File Encryption」ポリシーをコンピュータに適用する
と、そのポリシーで指定されている場所にあるファイルは、ユーザー介入なしで透過的に暗
号化されます。
■ 指定した場所に作成した新規ファイルは、自動的に暗号化されます。
■ 暗号化されたファイルに対する鍵がある場合は、ファイルの読み取り、変更が可能です。
■ 暗号化されたファイルに対する鍵がない場合は、ファイルにアクセスできません。
■ File Encryption がインストールされていないコンピュータ上の暗号化されたファイルに
アクセスすると、暗号化後の内容が表示されます。

■ ファイルベース暗号化の場合、ファイルの暗号化状態は、SafeGuard Enterprise のWindow
エクスプローラの拡張機能で確認できます。詳細は、エクスプローラのショートカット
メニュー:ファイルベース暗号化用 (p. 39) を参照してください。

7.1 ポリシーに基づいて暗号化を実行する方法
File Encryptionポリシーをコンピュータに適用すると、そのポリシーで指定されている場
所に以前からあるファイルは自動で暗号化されません。初期暗号化を実行する必要がありま
す。

コンピュータに File Encryption ポリシーが適用されたら、すぐに初期暗号化を実行するこ
とを推奨します。なお、この暗号化タスクはセキュリティ担当者が自動的に開始することも
あります。このようにすることで、File Encryption ポリシーの適用後、ポリシーに基づいて
確実にデータを暗号化できます。

アプリケーションによっては、ファイルのコンテンツを変更した後、新しいファイルを作成
し、古いファイルを削除するものもあります。このようなアプリケーションの場合のみ、コ
ンテンツの変更後、ファイルが暗号化されます。それ以外のアプリケーションでは、変更前
に暗号化されていなかったファイルは、変更後も暗号化されないままで残ります。

暗号化処理を手動で開始するには、Windows エクスプローラで「PC」ノードを右クリック
して、「SafeGuard ファイル暗号化 > ポリシーに基づいて暗号化」を選択します。SafeGuard
ファイル暗号化ウィザード (p. 30) の指示に従って、定義済みの暗号化ルールが適用されて
いるフォルダやサブフォルダ内のファイルすべてを暗号化します。
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7.2 SafeGuard ファイル暗号化ウィザード
SafeGuard ファイル暗号化ウィザードを開くには、Windows エクスプローラで「PC」ノー
ドまたはフォルダを右クリックして、「SafeGuard ファイル暗号化 > ポリシーに基づいて
暗号化」を選択します。

コンピュータに適用済みの暗号化ルールで指定されているすべてのフォルダがチェックされ
ます。
■ 暗号化の対象となっているファイルが平文の場合は、ルールで定義されている鍵を用い
て暗号化されます。

■ 暗号化済みのファイルが、ルールと異なる鍵を使って暗号化されている場合は、ルール
で定義されている鍵を用いて再暗号化されます。

■ ユーザーが鍵を所有していない場合はエラーが表示されます。
■ 適用されている暗号化ポリシーで暗号化対象外とされているファイルが暗号化されてい
る場合、暗号化は解除されません。

処理のステータスを示す画像は次のように色分けされます。
■ 緑色:操作が正常に完了したことを表します。
■ 赤色:操作が完了したことを表します。ただし、エラーが発生しています。
■ 黄色: 操作が進行中であることを表します。

処理されたファイルに関する詳細情報は、次の 4つのタブに表示されます。
■ サマリー:検出ファイル数、暗号化済みファイル数、再暗号化済み数が表示されます。
「エクスポート...」ボタンを使用すると、処理された各ファイルとその結果の一覧を
XML 形式のファイルに出力できます。

■ エラー:正常に処理できなかったファイルが表示されます。
■ 変更済み:正常に変更されたファイルが表示されます。
■ すべて:処理されたすべてのファイルとその結果が表示されます。

画面右上の「停止」ボタンをクリックすると、操作が中止します。「停止」ボタンが「再起
動」に変わるので、処理を開始するときにクリックします。

操作中にエラーが発生した場合は、「停止」ボタンが「再試行」ボタンに変わります。「再
試行」ボタンをクリックすると、失敗したファイルに対してのみ処理が再開されます。

7.3 永続暗号化
必要な鍵を所有している場合、File Encryptionで暗号化されたファイルを開くと、ユーザー
が意識することなく復号化されます。暗号化ルールが適用されていない場所にファイルが保
存された場合、「永続暗号化」の設定によってファイルは暗号化されたままで残ります。セ
キュリティ担当者はこの設定を無効化することができます。「永続暗号化」を無効化した場
合、暗号化ルールが適用されていない場所にファイルをコピー/移動すると、平文で保存さ
れます。
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注:暗号化ルールの中には、永続暗号化のルールを上書きするものもあるので、永続暗号化
が予想どおり動作しないこともあります。この場合は、セキュリティ担当者までお問い合わ
せください。
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8 SafeGuard Cloud Storage

注: このモジュールは、Synchronized Encryption をインストール済みのエンドポイントで
は使用できません。

SafeGuard Enterprise のモジュール「Cloud Storage」は、クラウド上のデータをファイル
ベースで暗号化する機能です。ファイルは従来どおりの方法で利用できますが、クラウド上
のデータをローカルにコピーすると、透過的に暗号化が行われ、データをクラウド上に保存
した際も暗号化が解除されません。

注:  Dropbox フォルダにファイルを追加する際、Windows デスクトップの Dropbox アイコ
ンにファイルをドロップしないでください。ファイルは平文で Dropbox フォルダに保存さ
れます。ファイルを透過的に暗号化するには、直接 Dropbox フォルダにコピーするように
してください。

重要:  Microsoft Windows 付属のアーカイバを使用して ZIP アーカイブを解凍する際、鍵の
ない暗号化ファイルが検出されると、ただちに処理が停止されます。ユーザーにはアクセス
が拒否されたというメッセージが表示されますが、処理されていないファイル (つまり、存
在しないファイル) があることは通知されません。一方、7-Zip のような他のアーカイバは、
ZIP アーカイブに暗号化されたファルが含まれていても正常に動作します。

8.1 Cloud Storage の自動検出
SafeGuard Cloud Storage は、対応しているクラウドストレージサービスを自動的に検出
します。また、同期するフォルダに暗号化ポリシーを自動で設定します。

8.2 Cloud Storage の初期暗号化
SafeGuard Cloud Storage では、データの初期暗号化は実行されません。SafeGuard Cloud
Storage をインストールする前や、ポリシーで有効化する前に保存されたファイルは、暗号
化されず、平文のまま残ります。このようなファイルを暗号化するには、まずクラウドから
削除した後、再度クラウドに追加するようにしてください。

8.3 デフォルトの鍵の設定
SafeGuard Cloud Storageでは、クラウドストレージ内の暗号化データに対してデフォル
トの鍵を設定できます。フォルダ別にデフォルトの鍵を設定することで、クラウドストレー
ジ内の各サブフォルダを個別の鍵で暗号化できます。デフォルトの鍵は、SafeGuard のエ
クスプローラのショートカットメニュー「SafeGuard ファイル暗号化 > デフォルトの鍵を
設定する...」から設定できます。詳細は、デフォルトの鍵の定義 (p. 40) を参照してくださ
い。

注: セキュリティ担当者によって Cloud Storage のデフォルトの鍵の使用が許可されている
場合のみ、デフォルトの鍵を設定することができます。許可されている場合、あらかじめ定
義されている鍵のリストからデフォルトの鍵を選択して、クラウドストレージ内のフォルダ
を暗号化する際に使用できます。
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注: ここで暗号化したファイルを、Sophos Secure Workspace をインストールした Android
デバイスや iOS デバイスで読むためには、暗号化の際、ローカル鍵を使用する必要があり
ます。詳細は、Sophos Secure Workspace ユーザーヘルプを参照してください。

たとえば、「Dropbox」を使用して複数の取引先と安全にデータを共有する場合、各取引先
ごとに Dropbox 内の個別のサブフォルダにアクセスを許可する必要があります。このよう
な場合、フォルダごとに異なるデフォルトの鍵を設定することでアクセス許可を設定できま
す。デフォルトの鍵を設定すると、SafeGuard Enterprise によって各サブフォルダに
SafeGuard Portable が自動的に追加されるため、取引先は SafeGuard Cloud Storage なし
でサブフォルダ内の暗号化データにアクセスできます。取引先には鍵を使用するためのパス
フレーズを通知します。SafeGuard Portable とパスフレーズを使用すると、サブフォルダ
内に用意されているデータを復号化できます。ただし、サブフォルダごとに異なる鍵で暗号
化されているため、他のサブフォルダのデータにはアクセスできません。

8.4 Cloud Storage での SafeGuard Portable の使用
クラウドストレージの共有フォルダを使用して、自宅からクラウドストレージにアクセスし
たり、クラウド上の暗号化データを交換したりする場合に便利です。SafeGuard Portable
を使用すると、SafeGuard Cloud Storage をインストールすることなく、クラウド上に保存
されている暗号化済みデータにアクセスできます。

SafeGuard Cloud Storage で暗号化されたデータは、SafeGuard Portable を使用して暗号
化/復号化できます。SafeGuard Portable の起動には SGPortable.exe が必要ですが、この
ファイルは同期フォルダに自動的にコピーされます。

ローカル鍵のパスフレーズの場合、その鍵を使用して暗号化されたファイルだけにアクセス
できます。受け取り側は、暗号化されたデータを復号化し、再び暗号化できます。

注: ローカル鍵のパスフレーズは、事前に受け取り側に伝えておく必要があります。

受け取り側は、既存の暗号化鍵を使用するか、SafeGuard Portable で新しい鍵を作成する
ことができます (新規ファイルの場合など)。

SafeGuard Portable は、受け取り側のマシンにインストールしたりコピーしたりする必要
はありません。クラウドストレージ上に残ります。

SafeGuard Portable の使用方法について、詳細は、SafeGuard Portable を使用してファイ
ルを編集する (p. 25) を参照してください。

注:クラウドストレージの同期フォルダにある復号化ファイルは、自動でクラウドと同期さ
れるため、ファイルをダブルクリックしたり、「開く」メニューを選択しても、ファイルが
直ちに復号化されることはありません。このような操作を実行すると、ファイルの安全な保
存場所を選択するダイアログが表示されます。復号化されたファイルは、SafeGuard Portable
の終了時に自動的にワイプされません。SafeGuard Portable を使用して復号化した Cloud
Storage のファイルに変更を加えた場合、変更内容は元の暗号化ファイルに反映されませ
ん。

注:クラウドストレージの同期フォルダは、リムーバブルメディアやネットワークに保存し
ないでください。そのようにした場合、SafeGuard Portable で復号化したファイルが同期
フォルダに保存されます。このような場合は SafeGuard Portable を使用せず、同期フォル
ダを固定ハードディスクに移動するようにしてください。
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9 SafeGuard Enterprise 機能へのアクセ
ス
ユーザーは、Windows タスクバーの SafeGuard Enterprise システムトレイアイコンを使
用して、自分のコンピュータにある SafeGuard Enterprise エンドポイントの重要な機能の
すべてに簡単にアクセスできます。アイコンを右クリックすると、次のエントリを含むメ
ニューが表示されます。

注: インストール済みのモジュール、または、ポリシーによって有効化された機能によっ
て、表示されるエントリは異なります。
■ 表示:

■ 鍵リング:使用可能なすべての鍵が表示されます。

注: これまで集中管理されていなかったエンドポイントが新たに管理下に置かれた場
合、SafeGuard Enterprise にログオンし直さないと、ユーザーが定義したローカル鍵
が鍵リングに表示されないことがあります。

■ ユーザー証明書:ユーザー証明書に関する情報が表示されます。
■ 企業証明書:企業証明書に関する情報が表示されます。

■ BitLocker のログオン情報のリセット: BitLocker の PIN を変更するためのダイアログが
開きます。

■ 新しい鍵の作成: SafeGuard Data Exchange (p. 16) や SafeGuard Cloud Storage (p. 32)
で使用される新しい鍵を作成するためのダイアログが開きます。いずれかのモジュール
がインストールされている場合のみに表示されます。

■ 鍵バックアップ (非管理型のWindows 7 エンドポイント):鍵ファイルのバックアップを
作成できます。この鍵ファイルは、チャレンジ/レスポンスによるログオン復旧に必要で
す。

■ Local Self Help (Windows 7 エンドポイント): Local Self Help ウィザードが起動します。
Local Self Help は、ヘルプデスク担当者の支援を必要としないログオン復旧手段です。
詳細は、Local Self Help による復旧 (p. 51) を参照してください。

■ メディアパスフレーズの変更:メディアパスフレーズを変更するダイアログが開きます。
詳細は、SafeGuard Data Exchange (p. 16) を参照してください。

■ 同期: SafeGuard Enterprise Server とのデータ同期を開始します。ツールチップに同期
の進行状況が表示されます。

注: システムトレイアイコンをダブルクリックして、同期を開始することもできます。

■ 状態: SafeGuard Enterprise で保護されているコンピュータの現在の状態を示すダイアロ
グが開きます。
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情報フィールド

コンピュータが新しいポリシーを前回受信した日
時。

前回ポリシーを受信した日時

コンピュータが新しい鍵を前回受信した日時。前回鍵を受信した日時

コンピュータが新しい証明書を前回受信した日時。前回証明書を受信した日時

サーバーに前回接続した日時。前回サーバーに接続した日時

コンピュータにログオンしているユーザー (Windows
ログオン) の状態。

SGN ユーザーの状態

保留中

POA 実行中のユーザーのレプリケーションが保
留中です。これは、初期ユーザー同期がまだ完
了していないことを意味します。SafeGuard
Enterprise に最初にログオンした後、この情報
は特に重要です。これは、初期ユーザー同期が
完了して初めて SafeGuard Power-on
Authentication でログオンできるためです。

SGN ユーザー

Windows にログオンしているユーザーは、
SafeGuard Enterprise ユーザーです。SGN ユー
ザーは SafeGuard Power-on Authentication でロ
グオンすることが可能で、UMA (User Machine
Assignment) に追加され、暗号化データにアク
セスするためのユーザー証明書と鍵リングが割
り当てられます。

SGN ユーザー (所有者)

デフォルト設定を変更していない場合、所有者
は、他のユーザーがエンドポイントにログオン
して、SGN ユーザーになることを許可すること
ができます。

SGN ゲスト

SGN ゲストユーザーは、UMA に追加されず、
SafeGuard POA でログオンする権限が与えられ
ず、証明書や鍵リングが割り当てられず、デー
タベースに保存されません。

SGN ゲスト (サービスアカウント)

Windows にログオンしているユーザーは、管理
タスク用のサービスアカウントを使用してログ
オンした SafeGuard Enterprise ゲストユーザー
です。

SGN Windows ユーザー
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情報フィールド

SafeGuard Enterprise Windows ユーザーは、
SafeGuard POA には追加されませんが、
SafeGuard Enterprise ユーザーと同様に、暗号
化されたファイルにアクセスするための鍵リン
グを使用できます。ローカルユーザーは、UMA
に追加されます。これは、ユーザーが、そのエ
ンドポイントでWindows にログオンできること
を意味します。

認証されていないユーザー

認証されていないユーザーは、次のいずれかの
理由で鍵リングにアクセスできません。

ユーザーが入力したログイン情報が間違って
います。

ローカルユーザーです。

AD 認証サーバーに接続できませんでした。

認証に失敗しました。

詳細は、ソフォスのサポートデータベースの
文章 124328も参照してください。

ユーザーが鍵リングにアクセスするには、セキュ
リティ担当者がユーザーを認証する必要があり
ます。

不明

ユーザーの状態が判断できなかったことを示し
ます。

エンドポイントのセキュリティレベルが表示されま
す。

SGN マシンの状態

該当なし

該当する機能は無効化されています。

マシンは安全です

マシンのセキュリティ状態は安全です。

マシンは感染しています

マシンのセキュリティ状態は安全ではありませ
ん。このため、鍵が無効化され、暗号化ファイ
ルにアクセスできません。

SafeGuard Enterprise Server に送信するパッケージ
があるかどうかを表示します。

ローカルキャッシュの状態

転送できるデータパケット
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情報フィールド

ポリシーで Local Self Help が有効になっているか、
また、ローカルコンピュータでアクティブ化されて
いるかを示します。

Local Self Help (LSH) の状態

有効

アクティブ

このメッセージは、セキュリティ担当者が、トーク
ンでログオンするための新しい証明書をコンピュー

証明書を変更する準備ができました

タに割り当てた場合に表示されます。証明書をトー
クンログオンに変更できます。詳細はトークンを使
用したログオンの証明書の変更  (p. 70) を参照して
ください。

■ ヘルプ: SafeGuard Enterprise のオンラインヘルプを開きます。
■ SafeGuard Enterprise のバージョン情報: SafeGuard Enterprise のバージョン情報が表
示されます。

9.1 ローカル鍵の作成
1. Windows タスクバーの SafeGuard Enterprise のシステムトレイアイコンを右クリック
するか、ボリューム/フォルダ/ファイルを右クリックします。

2. 「新しい鍵の作成」をクリックします。
3. 「鍵の作成」ダイアログで、鍵の「名前」と「パスフレーズ」を入力します。

鍵の内部名が下のフィールドに表示されます。

4. パスフレーズを確認入力します。

安全でないパスフレーズを入力すると、警告メッセージが表示されます。セキュリティ
レベルを高めるには、複雑なパスフレーズを使用することを推奨します。警告メッセー
ジを無視して、入力したパスフレーズを使用することもできます。パスフレーズは、社
内ポリシーにも準拠している必要があります。そうでない場合は、警告メッセージが表
示されます。

5. ショートカットメニューを使用してダイアログを開いた場合は、「次のパスに対する新
しいデフォルトの鍵として使用する」オプションが表示されます。「次のパスに対する
新しいデフォルトの鍵として使用する」オプションを選択すると、この新しい鍵を、ボ
リュームや Cloud Storage の同期フォルダのデフォルトの鍵としてすぐに設定できます。

ここで指定するデフォルトの鍵は、通常の暗号化処理に使用されます。別の鍵を設定し
ない限り、この鍵が使用されます。
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6. 「OK」をクリックします。

鍵が作成され、データが SafeGuard Enterprise Server と正常に同期されるとすぐに使用
可能になります。

この鍵をデフォルトの鍵として定義した場合、これ以降、リムーバブルストレージメ
ディアや Cloud Storage の同期フォルダにコピーされるデータはすべて、この鍵を使用
して暗号化されます。

受け取り側がリムーバブルストレージメディア上のデータすべてを復号化できるようにす
るには、ローカルで作成した鍵を使用してデバイス上のデータを再度暗号化する必要があり
ます。これを行うには、Windows エクスプローラでそのデバイスのショートカットメニュー
から、「SafeGuard ファイル暗号化 > ポリシーに基づいて暗号化」を選択します。必要な
ローカル鍵を選択し、データを暗号化します。メディアパスフレーズを使用する場合、こ
の操作は必要ありません。

9.2 オーバーレイアイコン
オーバーレイアイコンは、Windows エクスプローラの項目の上に表示される小さいアイコ
ンです。ファイルの暗号化の状態に関する情報を素早く表示することができます。表示され
るアイコンの種類は、インストールしたモジュールによって異なります。

Synchronized Encryption を使用している場合、暗号化されているファイルは緑色の鍵マー
ク付きで表示されます。暗号化されていないファイルに対してオーバーレイアイコンは表示
されません。

Data Exchange のオーバーレイアイコンは、ファイルとボリュームのみに対して表示され
ます。
■ 赤い色の鍵:ファイルを復号化する鍵がない場合に表示されます。このアイコンは、ファ
イルのみに対して表示されます。

■ 緑色の鍵:鍵が鍵リングにある暗号化ファイルに対して表示されます。このアイコンは、
ファイルのみに対して表示されます。

■ 灰色の鍵:適用可能な暗号化ルールのある暗号化されていないファイルに対して表示され
ます。このアイコンは、ファイルのみに対して表示されます。

■ 黄色の鍵:定義済みの暗号化ポリシーのあるドライブに対して表示されます。このアイコ
ンは、ドライブのみに対して表示されます。

オーバーレイアイコンは、ブートボリューム以外のボリューム、リムーバブルメディア、お
よび CD/DVD ドライブのみに対して表示されます。ブートボリュームでは、オーバーレイ
アイコンは、ステージングエリア (Windows で CD/DVD への書き込みを待機しているファ
イルの保存先フォルダ) に表示されます。暗号化されていないフォルダを指定すると、その
フォルダおよびサブフォルダ内の暗号化されていないファイルに対して、灰色の鍵は表示さ
れません。一般に、ファイルに暗号化ルールが適用されてない場合、灰色の鍵は表示されま
せん。

注:オーバーレイアイコンが表示されない場合は、ソフォスのサポートデータベースの文章
108784を参照してください。
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10 エクスプローラのショートカットメ
ニューから暗号化機能にアクセス
Windows エクスプローラのショートカットメニューから、暗号化関連の機能にアクセスす
ることができます。表示される機能は、ポリシーで定義された設定によって異なります。ま
た、選択したエクスプローラの項目で、その機能を使用できるかどうかによっても異なりま
す。さらに、選択したボリューム/フォルダ/ファイルに対して、ファイルベース暗号化とボ
リュームベース暗号化のどちらが使用されたかによっても異なります。

注:  Synchronized Encryption で使用できるエクスプローラのショートカットメニューの詳
細は、ファイルの手動暗号化/復号化 (p. 13) を参照してください。

10.1 エクスプローラのショートカットメニュー: ファイ
ルベース暗号化用
ファイルベース暗号化の各機能 (Data Exchange、File Encryption、Cloud Storage) は、
Windows エクスプローラのショートカットメニューからアクセスすることができます。メ
ニューに表示される機能は、コンピュータにインストールされているコンポーネントにより
異なります。

「SafeGuard ファイル暗号化」というエントリがショートカットメニューに追加されま
す。このメニューから、個々の機能にアクセスできます。

ファイルベース暗号化ポリシーが選択したボリューム、リムーバブルメディア、フォルダ
またはファイルに適用されている場合、暗号化関連のエントリがショートカットメニュー
に追加されます。

アクセスできる機能は次のとおりです。
■ ポリシーに基づいて暗号化:このオプションを選択すると、暗号化ルールが適用されてい
るすべてのフォルダ/サブフォルダ内のファイルが、コンピュータに適用されたポリシー
に基づいて暗号化されます。

■ 選択したファイルの暗号化:選択したファイルを暗号化します。
■ 暗号化の状態の表示:ボリューム、リムーバブルメディアまたはファイルが暗号化され
ているかどうか、どの鍵が使用されているか、鍵が鍵リングに含まれているかどうか、
およびファイルへのアクセス権限があるかどうかを示します。

■ 選択したファイルの復号化:選択したファイルを復号化します。

注:  File Encryption ルールが適用されているファイルを復号化することはできません。

■ デフォルトの鍵:ボリュームに (保存、コピーまたは移動により) 追加される新規ファイ
ルに対して、現在使用している鍵を示します。デフォルトの鍵は、ボリュームやリムー
バブルメディアごとに個別に設定できます。

■ デフォルトの鍵を設定する:別のデフォルトの鍵を設定するためのダイアログを開きま
す。
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■ 新しい鍵の作成:ユーザー定義のローカル鍵を作成するためのダイアログを開きます。
■ 暗号化の再有効化:セキュリティ担当者によって許可されている場合は、コンピュータに
接続しているリムーバブルメディア上のファイルを暗号化するかどうかをユーザーが選
択できます。リムーバブルメディアをコンピュータに接続すると、メディア上のファイ
ルを暗号化するかどうかを確認するメッセージが表示されます。また、セキュリティ担
当者によって許可されている場合は、ここでの選択を保存するか確認メッセージが表示
されます。「この設定を保存し、次回からこのダイアログを表示しない」を選択すると、
該当するメディアに対して確認メッセージが再度表示されません。また、Windows エク
スプローラで、対象のデバイスを右クリックすると、新しいメニュー「暗号化の再有効
化」が表示されるようになります。暗号化の設定を元に戻す場合は、このメニューを選
択します。デイバイスへの十分な権限がないなどの理由で選択できない場合は、エラー
メッセージが表示されます。設定を元に戻すと、当該のデバイスに対する設定を確認す
るメッセージが再び表示されます。

10.1.1 デフォルトの鍵の定義
デフォルトの鍵を定義すると、SafeGuard Data Exchange や SafeGuard Cloud Storage の
暗号化処理で使用する既定の鍵が指定されます。

次の項目のショートカットメニューからデフォルトの鍵を選択できます。
■ リムーバブルメディア上のファイル
■ リムーバブルメディア
■ Cloud Storage の同期フォルダまたはサブフォルダ
■ Cloud Storage の同期フォルダまたはサブフォルダに保存されているファイル
■ また、「鍵の作成」ダイアログで新しいローカル鍵を作成するときに、ただちにその鍵
をデフォルトに指定することもできます。

デフォルトの鍵を定義する方法は次のとおりです。

鍵を選択するためのダイアログを開くには、「SafeGuard ファイル暗号化 > デフォルトの
鍵を設定する」を選択します。

このダイアログで選択した鍵は、以後、このリムーバブルストレージメディア上、または
Cloud Storage の同期フォルダ内で行われる暗号化処理すべてに使用されます。別の鍵を使
用する場合は、いつでもデフォルトの鍵を新たに設定できます。

注:  Cloud Storage の暗号化にローカル鍵を選択した場合は、SafeGuard Portable が Cloud
Storage の同期フォルダにコピーされます。

暗号化に使用するデフォルトの鍵は、ポリシーで指定できます。デフォルトの鍵がポリシー
で指定されていない場合で、その設定が許可されているときは、最初のデフォルトの鍵を指
定するように求められます。

10.1.2 ファイルから鍵をインポートする
暗号化されたデータを含むリムーバブルメディアを受け取った場合や、ユーザー定義のロー
カル鍵を使用して暗号化された共有フォルダ内の Cloud Storage データにアクセスする場
合、復号化に必要な鍵を自分の秘密鍵リングにインポートできます。
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鍵をインポートするには、適切なパスフレーズが必要です。データを暗号化した人から、パ
スフレーズを入手してください。

1. リムーバブルメディア上の該当するファイルを選択し、「SafeGuard ファイル暗号化 >
ファイルから鍵をインポートする」をクリックします。

2. 表示されるダイアログで、パスフレーズを入力します。

鍵がインポートされ、ファイルにアクセスできるようになりました。

10.2 エクスプローラのショートカットメニュー: ボ
リュームベース暗号化用
「暗号化」というエントリがWindows エクスプローラのショートカットメニューに追加さ
れます。

ボリュームが暗号化されている場合、メニューのエントリの横に鍵の記号が表示されます。
鍵の記号が緑で表示されている場合、ユーザーは必要な鍵を持っているのでボリュームにア
クセスできます。

注:「SafeGuard ファイル暗号化 > 暗号化の状態の表示」オプションは、選択したボリュー
ム上のファイルの、ファイルベース暗号化の状態を表示します。なお、暗号化されたボリュー
ム上のファイルを、ファイルベース暗号化方式で暗号化することもできます。この場合は、
その状態がダイアログに表示されます。

鍵の追加/削除
ユーザーは、適用されるポリシーの設定で許可されている場合、暗号化されたボリュームに
対して鍵の追加または削除を行うことができます。鍵を追加すると、その鍵を所有している
すべてのユーザーが、このボリューム上の暗号化されたデータにアクセスできるようになり
ます。

ボリュームの「プロパティ」ダイアログを使用して、ボリュームに鍵を割り当てることがで
きます。このダイアログには、「暗号化」タブが含まれています (「ボリューム > プロパ
ティ > 暗号化」を右クリックします)。

下の方に表示されるリストから鍵を選択し、「鍵の追加」を選択します。選択した鍵ファイ
ルが、鍵選択のリストから上のリストに移動されます。暗号化されたボリュームへのアクセ
スに使用できる鍵の一覧に追加されます。

「鍵の削除」を使用すると、メディアへのアクセスに使用する鍵の一覧から鍵を削除するこ
とができます。
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11 復旧
SafeGuard Enterprise には、パスワードを忘れた場合など、さまざまな復旧シナリオに合わ
せていくつかのオプションが用意されています。システム設定に応じて、次の方法がありま
す。
■ 暗号化ファイルの復旧 (p. 42)

■ SafeGuard POA ユーザーのチャレンジ/レスポンス (p. 42)

■ BitLocker ユーザーのチャレンジ/レスポンス (p. 49)

■ BitLocker の復旧鍵 (p. 50)

■ Local Self Help による復旧 (p. 51)

11.1 暗号化ファイルの復旧
ファイルの暗号化に使用された鍵が鍵リングに含まれていない場合、そのファイルを開くこ
とはできません。鍵を所有していない理由として、ファイルへのアクセスが企業ポリシーで
許可されていないことが考えられます。また、許可されてはいるものの、何らかの理由で、
必要な鍵を所有していない可能性もあります。この場合、使用された鍵を特定して、それを
鍵リングに割り当てるようセキュリティ担当者に依頼する必要があります。次の手順を実行
します。

1. ファイルを右クリックして、「SafeGuard ファイル暗号化 > 暗号化の状態の表示」をク
リックします。

このファイルの暗号化に使用された鍵が表示されます。

2. セキュリティ担当者に鍵名を提供します。
3. この鍵を鍵リングに割り当てるようにセキュリティ担当者に依頼します。
4. ユーザーポリシーが更新されたという通知をセキュリティ担当者から受けたら、コン
ピュータのタスクバーにある Sophos SafeGuard システムトレイアイコンを右クリック
します。

5. 「同期」をクリックします。
6. 再びシステムトレイアイコンを右クリックして、「状態」をクリックします。

コンピュータに前回鍵が転送された日時が表示されます。「前回鍵を受信した日時」に、
要求した鍵が鍵リングに追加された日時が表示されます。

これでファイルにアクセスできます。

11.2 SafeGuard POA ユーザーのチャレンジ/レスポンス
復旧時に情報を暗号化して交換できるよう、SafeGuard Enterprise には「チャレンジ/レス
ポンス」が用意されています。
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チャレンジ/レスポンスでの接続中に、ユーザーはチャレンジコード (ASCII 文字列) を生成
し、それをヘルプデスク担当者に提供します。提供されたチャレンジコードに基づき、ヘ
ルプデスク担当者は、コンピュータでの特定の処理の実行を認証するレスポンスコードを
生成します。

チャレンジ/レスポンスによる復旧は、SafeGuard Power-on Authentication での次のログオ
ン方法で使用できます。
■ ユーザー名とパスワードを使ったログオン

■ 指紋を使ったログオン

■ 非暗号化トークンを使ったログオン

11.2.1 ヘルプデスク担当者の支援を必要とする一般的なシナリオ
■ パスワードを忘れた場合。
■ 間違ったパスワードを SafeGuard POA で何度も入力した場合。コンピュータがロック
された場合。

■ トークン/スマートカードを忘れたか紛失した場合。
■ SafeGuard Power-on Authentication のローカルキャッシュが部分的に破損した場合。
■ 別のユーザーが SafeGuard Enterprise で保護されたコンピュータを起動する必要がある
場合。

11.2.2 レスポンスのリクエストが可能な手順と関連するシナリオ
■ ユーザーログオンを使用せずに SafeGuard Enterprise エンドポイントを起動する:

ユーザーログオンを使用しないコンピュータの起動は、正しいパスワードがわかってい
るにもかかわらず、(「Caps Lock」キーがオンになっていたために入力を誤ったなどの
理由で) 間違ったパスワードを入力した場合に役立ちます。チャレンジ/レスポンスによ
り、ユーザーはパスワードをリセットすることなくコンピュータにログオンできます。

間違ったパスワードを何度も入力した場合、ユーザーログオンを使用せずにエンドポイ
ントを起動するためのレスポンスコードが、ヘルプデスク担当者により自動的に生成さ
れます。この動作が行われるための条件はチャレンジに含まれています。その後は、再
びユーザー名とパスワードでログオンできるようになります。

■ ユーザーログオンを使用して SafeGuard Enterprise エンドポイントを起動する:

パスワードを忘れた場合は、パスワードの入力を試みずに、すぐにチャレンジをリクエ
ストしてください。これにより、ヘルプデスク担当者は、ユーザー名を使用する/しない
ログオンのためのレスポンスを生成できます。ユーザー名でログオンするときは、チャ
レンジ/レスポンス中に古いパスワードが表示されるようにヘルプデスク担当者に依頼し
てください。こうすることでパスワードをリセットする必要がなくなります。そのよう
にしないでユーザー名でログオンするときは、チャレンジ/レスポンス中にWindows ロ
グオン用のパスワードをリセットする必要があります。
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注: オフラインで作業しているユーザー、つまりドメインコントローラに接続されてい
ないユーザーの場合は、特殊な状況を考慮する必要があります (オフラインユーザーの
チャレンジ/レスポンス (p. 47) を参照)。

■ SafeGuard Enterprise ポリシーキャッシュを復元する:

この手順は、SafeGuard ポリシーキャッシュが破損した場合に必要です。ローカル
キャッシュには、すべての鍵、ポリシー、ユーザー証明書、および監査ファイルが格納
されます。デフォルトでは、ローカルキャッシュが破損するとログオン復旧は非アク
ティブ化されています。つまり、ローカルキャッシュはバックアップから自動的に復元
されます。この場合、ローカルキャッシュの修復に、チャレンジ/レスポンスは必要あり
ません。ただし、ローカルキャッシュをチャレンジ/レスポンスを使用して修復する場合
は、ポリシーを使用してログオン復旧をアクティブにできます。この際、ローカルキャッ
シュが破損している場合、チャレンジ/レスポンスを開始するよう自動的に表示されま
す。

11.2.3 チャレンジ/レスポンス
1. SafeGuard Power-on Authentication が開始されます。

注:チャレンジ/レスポンスでは、チャレンジを生成してから 30分以内に、ヘルプデスク
担当者によって生成されたレスポンスを入力する必要があります。30分経過すると、レ
スポンスコードは無効になり、使用できなくなります。

2. チャレンジをリクエストします。

SafeGuard Power-on Authentication で「チャレンジ」ダイアログを開きます。ASCII 文
字列形式のチャレンジコードが生成され、表示されます。

3. ヘルプデスク担当者に連絡します。

「チャレンジ」ダイアログに表示された自分のユーザーデータ (ユーザー ID、コンピュー
タ ID など) およびチャレンジコードを伝えます。

4. ヘルプデスク担当者は、SafeGuard Management Center でレスポンスコードを生成し
ます。

5. ヘルプデスク担当者は、電話または SMS でレスポンスコードを通知します。
6. SafeGuard Power-on Authentication でレスポンスコードを入力します。

これで、認証された処理を実行できます。たとえば、パスワードをリセットしたりでき
ます。

これで元の作業を再開できます。
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11.2.4 チャレンジをリクエストする
1. SafeGuard Power-on Authentication (POA) ログオンダイアログで、「復旧」をクリッ
クします。

PIN ダイアログでユーザー名を最低 1文字以上入力しないと「復旧」ボタンは有効にな
りません。

注: 間違ったパスワード/PIN を何度も入力した場合、またはポリシーキャッシュが破損
している場合、SafeGuard Enterprise は自動的に通知し、チャレンジ/レスポンスを使っ
て問題を解決できることを表示します。

ユーザーデータとランダムに生成されたチャレンジコードが表示されます。読みやすく
するために、チャレンジコードは 5文字ずつのブロックに分割されています。

2. SafeGuard Enterprise ヘルプデスク担当者に連絡を取り、ユーザーデータおよびチャレ
ンジコードを提供します。

チャレンジコードを伝えやすくするために、「スペル支援」ボタンをクリックして、読
む際に利用することもできます。

ヘルプデスク担当者は、チャレンジコードから、レスポンスコードを必要とするシナリ
オを識別できます。

3. 「次へ」をクリックします。

11.2.5 レスポンスを入力する
1. ヘルプデスク担当者から受け取ったレスポンスコードを「レスポンス」ダイアログに入
力し、「OK」をクリックします。

レスポンスコードを間違って入力すると、間違った文字ブロックが赤色でマークされま
す。

2. これで、SafeGuard Power-on Authentication でログオンされました。

必要に応じて、SafeGuard Enterprise は、Windows ユーザーログオン情報を変更するよう
表示します。

11.2.6 ベストプラクティス

11.2.6.1 間違ったパスワードを何度も入力した場合
正しいパスワードがわかっているにもかかわらず、(入力を誤った、「Caps Lock」キーが
オンになっていたなどの理由で) 間違ったパスワードを SafeGuard Power-on Authentication
で何度も入力しました。ドメインに接続されています。

1. コンピュータがロックされています。ロック解除のためのチャレンジ/レスポンスを開始
するように求められます。
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2. ヘルプデスク担当者は、ユーザーログオンを使用せずに起動するためのレスポンスを生
成します。

ユーザーログオンを使用しない起動では、Windows にログオンする前にパスワードを変
更する必要がありません。

3. Windows のログオンダイアログが表示されます。このダイアログでWindows のパス
ワードを入力します。

システムにログオンします。

4. パスワード入力の最大試行回数のカウンタがリセットされます。

注: ユーザーログオンを使用する起動用のレスポンスをリクエストすることもできま
す。この場合は、Windows にログオンする前に、Windows ログオン情報の変更を求め
られます。

11.2.6.2 パスワードを忘れた場合
パスワードを忘れた場合、次の方法を使用して復旧することを推奨します。パスワードをヘ
ルプデスクでリセットする必要がなくなります。
■ Local Self Help を使用する。Local Self Help を使って復旧することで、現在のパスワー
ドを表示できるのでそのパスワードを引き続き使用できます。パスワードをリセットし
たり、ヘルプデスク担当者に支援を依頼したりする必要がありません。

■ チャレンジ/レスポンスを使用する。ユーザーログオン時にレスポンスを生成し、チャレ
ンジ/レスポンス中に古いパスワードが表示されるように、ヘルプデスク担当者に依頼し
てください。それによりパスワードをリセットする必要がなくなります。必要に応じて
古いパスワードをそのまま使用し、後でローカルで変更することもできます。

上記のいずれかの方法も使用しない場合は、次の手順を実行してください。

1. パスワードを忘れた場合、ユーザーログオンを使用してコンピュータを起動するように
指示するレスポンスが送信されます。この場合、Windows にログオンするときにパス
ワードを変更する必要があります (ドメインがアクセス可能の場合)。

2. パスワードを変更した後、新しいパスワードを使用して SafeGuard Power-on
Authentication でログオンします。

11.2.6.3 トークンを忘れたか紛失した場合
この場合は、ユーザーログオンを使用するチャレンジ/レスポンスの実行が必要です。

1. チャレンジ/レスポンスでの接続中に、パスワードの変更を求めるプロンプトが表示され
ます。

注: パスワードを変更するためのダイアログは、ドメインコントローラへの接続が確立
されている場合のみ表示されます。
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2. トークンや PIN を使用したログオンが必須である場合は、パスワードを変更するか、ま
たは「キャンセル」をクリックしてパスワードの変更をスキップするかを決定できます。
■ トークンを忘れた場合

トークンを忘れたけれども、今後のログオンでは手元に戻る場合のみ、ダイアログで
「キャンセル」をクリックしてください。「キャンセル」をクリックすると、システ
ムにログオンし、コンピュータの使用を再開できます。

トークンがない場合は、SafeGuard Power-on Authentication のチャレンジ/レスポン
スを使ってのみログオンすることができます。トークンが手元に戻ったら、それを使
用して SafeGuard POA でログオンできます。

■ トークンを紛失した場合

トークンを紛失した場合は、パスワードを変更するためのダイアログで新しいパス
ワードを入力します。このパスワードでWindows にログオンできます。コンピュー
タのポリシーで許可されている場合は (SafeGuard POA でのトークンを使用したログ
オンは必須ではありません)、このパスワードを使用して、SafeGuard Power-on
Authentication でログオンすることもできます。

トークンの発見者による不正使用の可能性は除外できます。パスワードがすでに変更
されているため、権限のないユーザーは、たとえ PIN を知っていても、トークンを
使用してログオンすることはできません。

11.2.6.4 PIN を忘れた場合
1. トークン PIN を忘れた場合、レスポンスを要求し、新しいパスワードを入力します。こ
のパスワードでWindows にログオンできます。パスワードを使用したログオンが許可さ
れている場合は、SafeGuard Power-on Authentication でこのパスワードを使用してログ
オンすることもできます。

2. セキュリティ担当者は、トークンに新しい PIN を割り当て、ユーザーの新しいログオン
情報をトークンに保存する必要があります。その後は、トークンを使用してログオンで
きるようになります。

11.2.6.5 コンピュータにアクセスできなくなった場合
コンピュータにアクセスできなくなった場合は、SafeGuard Power-on Authentication が破
損している可能性があります。こうした深刻な状況でも、ヘルプデスク担当者の支援を得な
がら SafeGuard Enterprise のチャレンジ/レスポンスを利用することで、暗号化されたドラ
イブにアクセスできるようになります。この場合、チャレンジ/レスポンスはWinPE 環境で
実行されます。このように深刻な状況になった場合は、SafeGuard Enterprise ヘルプデスク
担当者に問い合わせることを推奨します。ヘルプデスク担当者は、必要なファイルを提供し
た上で、コンピュータへのアクセスを復旧するために必要な手順を指示してくれます。

11.2.7 オフラインユーザーのチャレンジ/レスポンス
オフラインユーザーのチャレンジ/レスポンスに関しては特別に考慮すべき点があります。
オフラインユーザー、つまり、モバイル PC を社外で使用している営業担当者など、ドメ
インコントローラに接続していないユーザーの場合、チャレンジ/レスポンスの処理中にパ
スワードの変更を自動的に開始することはできません。
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11.2.7.1 ログオンモードユーザー名/パスワードでのオフラインユーザー用のチャレ
ンジ/レスポンス
例:

ユーザーはオフライン (ドメインコントローラに接続されていない状態) で作業していて、
パスワードを忘れました。チャレンジ/レスポンスを使用すると、すばやく簡単にコンピュー
タにアクセスできるようになります。

SafeGuard Enterprise により、ユーザーはチャレンジ/レスポンスでの接続中にWindows に
も自動的にログインできます。ただし、この手順以降のパスワードがわからないため、コン
ピュータを起動するたびにこの手順を繰り返す必要があります。さらに、スクリーンセー
バー起動のロックなどでコンピュータがロックされた場合には、ロックを解除できません。
この場合、コンピュータを再起動する必要があり、データを失う危険があります (チャレン
ジ/レスポンスを再開始する必要も発生します)。

注: このため、SafeGuard Enterprise には、チャレンジ/レスポンス中にパスワードを表示
するオプションがあります。オフラインユーザーの場合は、チャレンジ/レスポンスで、パ
スワードを表示することを推奨します。パスワードの表示を希望することをヘルプデスク担
当者に伝えてください。ヘルプデスク担当者は、レスポンスコードを生成する前に、パス
ワードの表示を有効に設定する必要があります。

次の手順を実行します。

1. SafeGuard POA ログオンダイアログで「復旧」をクリックして、チャレンジ/レスポン
スを開始します。

2. ヘルプデスク担当者と連絡を取り、チャレンジコードを通知します。
3. ユーザーログオンを使用してコンピュータを起動すること、およびパスワードの表示を
希望することをヘルプデスク担当者に伝えます。

4. 「チャレンジ/レスポンス」ダイアログで、「次へ」をクリックし、レスポンスを入力し
ます。

5. 「OK」をクリックします。

古いパスワードを画面に表示するかを確認するメッセージが表示されます。

6. 「はい」を選択し、「OK」をクリックします。
7. 次のダイアログでは、キーボードの「Enter」キーまたは「スペース」キーを押すか、テ
キストボックスをクリックするとパスワードを表示できることが表示されます。

注: 「OK」はクリックしないよう注意してください。「OK」をクリックすると、パス
ワードを表示せずに起動処理が続行されます。

パスワードは 5秒間表示されます。その後、起動処理が自動的に続行されます。

8. キーボードの「Enter」キーまたは「スペース」キーを押すか、テキストボックスをク
リックします。

パスワードが表示されます。

注: 権限のないユーザーに、偶然または故意に画面の内容を見られないよう十分注意し
てください。パスワードは、「スペース」キーや「Enter」キーを押すか、青い表示ボッ
クスをクリックして、すぐに非表示にすることができます。パスワードは最長 5秒間表
示されます。
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9. 読み取ったパスワードは、SafeGuard Power-on Authentication さらにWindows へのロ
グオンを実行する際に使用します。

これでコンピュータでの元の作業を再開できます。

11.2.7.2 ログオンモード「トークンのみ」でのオフラインユーザー用のチャレンジ/
レスポンス
PIN を忘れた、またはトークンを忘れた/紛失した場合は、自分のWindows ログオン情報が
わかっているかどうかにより、手順が異なります。
■ 自分のWindows ログオン情報がわかっている場合

a) 自分のWindows ログオン情報がわかっている場合は、前述の手順でチャレンジ/レス
ポンスを開始します。ユーザーは自動的にWindows にログオンします。

ログオンモード「トークンのみ」は、チャレンジ/レスポンスの後の作業セッション
中は無効になります。したがって、ユーザー名とパスワードを使用してWindows に
ログオンすることもできます。

コンピュータがロックされた場合でも、Windows のパスワードを入力することでロッ
クを解除できます。ただし、SafeGuard Power-on Authentication でのログオンは、
チャレンジ/レスポンスを介してのみ可能です。

■ 自分のWindows ログオン情報がわからない場合

a) Windows ログオン情報がわからない状態で、PIN を忘れたときも、チャレンジ/レス
ポンスを開始してパスワードを表示することができます。

b) パスワードを表示する必要があることをヘルプデスク担当者に伝えてください。
ログオンモード「トークンのみ」は無効化されるため、コンピュータがこのパスワー
ドを使用してロックされている場合は、ロックを解除することもできます。ただし、
SafeGuard Power-on Authentication でのログオンは、チャレンジ/レスポンスを介し
てのみ可能です。

11.3 BitLocker ユーザーのチャレンジ/レスポンス

マウスやキーボードの使用に関する一般的なヒント
■ 各コントロールは、マウスやキーボードを使用して選択できます。1つのコントロールか
ら別のコントロールに移動するには、「Tab」キーを押します。1つ前のコントロールに
戻るには、「Shift+Tab」キーを押します。

■ 選択を確定するには、「Enter」キーを押します。

チャレンジ/レスポンス
BitLocker の復旧鍵を取得することが必要な場合は、次の手順を実行します。

1. PC を再起動します。再起動後、黄色のメッセージが表示されます。3秒以内に、いずれ
かのキーを押します。
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2. ソフォスのチャレンジ/レスポンス画面が表示されます。
3. ステップ 2 に、ヘルプデスク担当者の連絡先が表示されます。
4. ヘルプデスク担当者に次の情報を提供します。

■ コンピュータ: Sophos\<コンピュータ名> など

■ チャレンジコード: ABC12-3DEF4-56GHO-892UT-Z654K-LM321 など。スペル支援
を表示するには、文字の上にマウスを移動します。また、「F1」キーを数回押しても
表示できます。チャレンジコードは 30分で期限切れになり、PC は自動的にシャット
ダウンします。

5. ヘルプデスク担当者から入手した「レスポンスコード」を入力します (ブロックが 6つ
あり、各ブロックにテキストフィールドが 2つあります。各フィールドには 5文字ずつ
入力します)。
■ 1つのテキストフィールドに 5文字入力したら、フォーカスが自動的に次のテキスト
フィールドに移ります。

■ ブロックに誤って不正な文字を入力した場合、そのブロックは赤でハイライト表示さ
れます。

6. レスポンスコードの入力に成功したら、「続行」をクリックするか、「Enter」キーを
押して、チャレンジ/レスポンス操作を完了します。

BitLocker のログオン情報のリセット
再度システムにログオンしたら、次にログオンする際にチャレンジ/レスポンスを使用しな
くてもすむよう、ただちに新しい BitLocker のログオン情報を設定してください。使用して
いる OS や BIOS/UEFI バージョンによっては、ログオン情報のリセットダイアログが表示
されます。

このダイアログが自動的に表示されない場合は、タスクバーにある SafeGuard Enterprise
アイコンを右クリックしてください。ショートカットメニューが開きます。「BitLocker の
ログオン情報のリセット」を選択して、画面の指示に従ってください。

注:

システムをシャットダウンまたは再起動するには、「シャットダウン」ボタンをクリックす
るか、「シャットダウン」ボタンがハイライト表示されるまで、繰り返して「Tab」キーを
押します。

11.4 BitLocker の復旧鍵
SafeGuard のチャレンジ/レスポンス機能に未対応のシステム環境で、ユーザーは、BitLocker
の復旧鍵をヘルプデスク担当者にリクエストできます。
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マウスやキーボードの使用に関する一般的なヒント
■ 各コントロールは、マウスやキーボードを使用して選択できます。1つのコントロールか
ら別のコントロールに移動するには、「Tab」キーを押します。1つ前のコントロールに
戻るには、「Shift+Tab」キーを押します。

■ 選択を確定するには、「Enter」キーを押します。

復旧鍵のリクエスト
BitLocker の復旧鍵をヘルプデスク担当者から取得することが必要な場合は、次の手順を実
行します。

1. エンドポイントを再起動します。再起動後、BitLocker ログオン画面で「Escキーを押し
ます。

2. BitLocker 復旧鍵を入力するための画面が表示されます。
3. ステップ 2 に、ヘルプデスク担当者の連絡先が表示されます。

例: <コンピュータ名> C: 9/25/2014

4. ヘルプデスク担当者に「コンピュータ名」を提供します。
5. そして、ヘルプデスク担当者から入手した「BitLocker の復旧鍵」を入力します (ブロッ
クが 8個あり、各フィールドに 6文字ずつ入力します)。

6. レスポンスコードの入力に成功したら、「続行」をクリックするか、「Enter」キーを
押して、復旧操作を完了します。

BitLocker のログオン情報のリセット
再度システムにログオンしたら、次にログオンする際にチャレンジ/レスポンスを使用しな
くてもすむよう、ただちに新しい BitLocker のログオン情報を設定してください。使用して
いる OS や BIOS/UEFI バージョンによっては、ログオン情報のリセットダイアログが表示
されます。

このダイアログが自動的に表示されない場合は、タスクバーにある SafeGuard Enterprise
アイコンを右クリックしてください。ショートカットメニューが開きます。「BitLocker の
ログオン情報のリセット」を選択して、画面の指示に従ってください。

注:

システムをシャットダウンまたは再起動するには、「シャットダウン」ボタンをクリックす
るか、「シャットダウン」ボタンがハイライト表示されるまで、繰り返して「Tab」キーを
押します。

11.5 Local Self Help による復旧
注:  Local Self Help は、SafeGuard Power-on Authentication (POA) 機能のあるWindows 7
エンドポイントのみで使用でます。

51

ユーザーヘルプ



パスワードを忘れた場合は、Local Self Help を使用することで、ヘルプデスクの支援を受け
ずにコンピュータにログオンできます。

Local Self Help を使用すると、電話もネットワーク接続も利用できないためにチャレンジ/
レスポンスを使用できない場合 (飛行機に乗っている場合など) に再度アクセスできます。
コンピュータにログオンするには、SafeGuard Power-on Authentication で事前に定義され
た質問に指定の数だけ回答します。

セキュリティ担当者は、回答の必要な質問を定義し、それをエンドポイントに配布できま
す。また、ユーザー独自の質問を定義することもできます (関連するポリシーでユーザーに
その権限が与えられている場合)。Local Self Help ウィザードの指示に従って、最初の回答
を入力したり、質問を編集したりできます。Local Self Help ウィザードを開くには、Windows
タスクバーの SafeGuard Enterprise システムトレイアイコンをクリックします。

前提条件
ログオン復旧に Local Self Help を使用する場合は、次の前提条件が満たされている必要が
あります。
■ セキュリティ担当者が、該当するポリシーで Local Self Help を有効にし、この機能の詳
細 (ユーザー独自の質問を定義する権限など) を設定してある。

■ コンピュータで Local Self Help が有効になっている。

11.5.1 Local Self Help の有効化
Local Self Help を使用する権限をユーザーに与えるポリシーが有効になった後、ユーザー
は、受信した事前に定義された質問に回答するか、ユーザー独自の質問を定義し、それに回
答して、この機能をアクティブにする必要があります。

Local Self Help は、事前に定義された数の質問にユーザーが回答し、それを保存してはじめ
てユーザーのコンピュータでアクティブになります。セキュリティ担当者は、ユーザーが回
答する必要のある質問数を指定します。Local Self Help ウィザードに従って操作を行いま
す。ウィザードに、回答が必要な質問の数が表示されます。ポリシーの設定に応じて、次の
シナリオが考えられます。
■ ユーザーは事前に定義された質問を受信しているが、ユーザー独自の質問を定義する権
限を与えられていない。

受信した事前に定義された質問のうち、事前に定義された数の質問に回答して、それを
保存します。Local Self Help ウィザードに、回答が必要な質問の数が表示されます。

■ ユーザーは事前に定義された質問を受信しており、ユーザー独自の質問を定義する権限
を与えられている。

事前に定義された質問、あるいはユーザー自身が定義した質問、またはその両方の質問
のうち、必要な数の質問に回答して、それを保存します。

■ ユーザーは事前に定義された質問を受信していないが、ユーザー独自の質問を定義する
権限を与えられている。

必要な数の質問を定義、回答し、それを保存します。
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注:  Local Self Help を使用して SafeGuard Power-on Authentication でログオンするには、
Local Self Help にて回答した質問の中から、ランダムに選択された質問に回答する必要があ
ります。セキュリティ担当者は、ユーザーが SafeGuard POA で回答する必要のある質問数
を指定します。

前提条件:ポリシーの受信後、未回答の Local Self Help の質問があることがツールチップに
表示されます。コンピュータを再起動して、Windows タスクバーのシステムトレイアイ
コンのショートカットメニューに、「Local Self Help」コマンドを追加します。

Local Self Help を有効にする方法は次のとおりです。

1. Windows タスクバーの SafeGuard Enterprise システムトレイアイコンを右クリックし
ます。

2. 「Local Self Help」を選択します。

「Local Self Help ウィザードへようこそ」ダイアログが表示されます。

セキュリティ上の理由から、パスワードを入力するように求められます。

3. パスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

「状態の概要」ダイアログが表示されます。

このダイアログには、Local Self Help をアクティブにする方法が表示されます。さらに、
ステータス情報 (ユーザー定義の質問の回答数や、事前定義済みの質問の回答数など) も
表示されます。

4. 「次へ」をクリックします。

有効なポリシーを使って事前に定義された質問を受信した場合は、「事前に定義された
質問」ダイアログが表示されます。
■ 異なる質問のテーマを複数受信した場合は、「テーマ」フィールドのドロップダウン
リストに表示される質問のテーマの中から選択できます。

■ 質問に回答するには、対象となる質問をクリックし、「回答」列に回答を入力しま
す。

■ 回答を入力し終わると、入力したテキストが非表示になります。テキストを表示する
には、「回答を表示する」を選択します。

注:  SafeGuard Power-on Authentication での復旧プロセス中に質問に回答するときは、
Local Self Help ウィザードで入力したとおりに正確に回答を入力する必要があります。
たとえば、Local Self Help での回答は大文字と小文字が区別されます。

注:  SafeGuard POA は、Windows で入力可能な文字すべてに対応しているわけではあ
りません。たとえば、ヘブライ文字やアラビア文字を使用することはできません。全角
文字には対応していないので、回答を入力するときは必ず半角文字を使用してください。
そうしないと、SafeGuard POA で質問に回答するときに回答が一致しなくなります。

5. 事前に定義された質問への回答が終わったら、「次へ」をクリックします。
6. ユーザー独自の質問を定義する権限が与えられている場合は、「ユーザー定義の質問と
回答」ダイアログが表示されます。

a) 新しい質問を追加するには、「新しい質問」をクリックします。
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新しい行が質問のリストに追加されます。

b) 「質問」列に質問を入力し、「回答」列にその回答を入力します。

回答を入力し終わると、入力したテキストが非表示になります。

c) テキストを表示するには、「回答を表示する」を選択します。

7. ユーザー独自の質問の定義と回答が終わったら、「次へ」をクリックします。

Local Self Help ウィザードの最後のダイアログには、質問に回答した後の新しい状態情
報が表示されます。メッセージに、Local Self Help をアクティブにするための前提条件
が満たされたかどうかが表示されます。

8. 「完了」をクリックします。

質問と回答が保存されます。Local Self Help が正常にアクティブになったことを示すメッ
セージが表示されます。

9. 「OK」をクリックします。

これで、Local Self Help がご使用のコンピュータでアクティブになりました。Local Self
Help は、SafeGuard Power-on Authentication でのログオン復旧に使用できます。

11.5.2 Local Self Help の有効化 - 通知メッセージ
Local Self Help を有効にすることは重要です。このため、SafeGuard Enterprise は、Local
Self Help に登録し、質問を設定するよう、次の 3段階のレベルで通知します。
■ 通知レベル 1

バルーンヒントが 1日間、毎時ポップアップ表示され、Local Self Help の設定を促しま
す。翌日、通知レベル 2 が開始します。

■ 通知レベル 2

レベル 1 での動作に加え、コンピュータにログオンするたび、またはコンピュータのロッ
クを解除するたびに Local Self Help ウィザードが開始されます。ウィザードの開始は延
期できます。3日後、レベル 3 が開始します。

■ 通知レベル 3

バルーンヒントの表示を除く、レベル 2 での動作に加え、Local Self Help ウィザードが
1時間ごとに開始されます。

次のいずれかの変更により、Local Self Help を再度アクティブ化する必要がある場合は、
ツールチップのユーザー通知が表示され、通知レベル 1 が開始します。
■ Local Self Help のパラメータ
■ Windows パスワード
■ 証明書
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11.5.3 質問を編集する
コンピュータで Local Self Help をアクティブにした後は、いつでも質問を編集できます。
■ 事前に定義された質問の場合は、最初に質問に回答するときに入力した回答を変更でき
ます。ただし、事前に定義された質問を削除することはできません。

■ ユーザー定義の質問の場合は、最初に質問に回答するときに入力した回答の変更、新し
い質問の追加、または質問の削除を行うことができます。

1. Windows タスクバーの SafeGuard Enterprise システムトレイアイコンを右クリックし
ます。

2. 「Local Self Help」を選択します。

「Local Self Help ウィザードへようこそ」ダイアログが表示されます。

セキュリティ上の理由から、パスワードを入力するように求められます。

3. パスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

「状態の概要」ダイアログが表示されます。

このダイアログには、Local Self Help をアクティブにする方法が表示されます。さらに、
ステータス情報 (ユーザー定義の質問の回答数や、事前定義済みの質問の回答数など) も
表示されます。

4. 「次へ」をクリックします。事前に定義された質問を受信して回答した場合は、回答さ
れた質問を含む「事前に定義された質問」ダイアログが表示されます。

a) 異なる質問のテーマを複数受信した場合は、「テーマ」フィールドのドロップダウン
リストに表示される質問のテーマの中から選択できます。

b) デフォルトでは、入力された回答は表示されません。入力されたテキストを表示する
には、「回答を表示する」チェックボックスを選択します。

c) 回答を変更するには、対象となる質問をクリックし、「回答」列に新しい回答を入力
します。

5. 「次へ」をクリックします。ユーザー独自の質問を定義する権限が与えられている場合
は、「ユーザー定義の質問と回答」ダイアログが表示されます。デフォルトでは、入力
された回答は表示されません。

a) 入力されたテキストを表示するには、「回答を表示する」チェックボックスを選択
します。

b) 既存の回答を変更するには、対象となる質問をクリックし、「回答」列に新しい回答
を入力します。

c) 新しい質問を追加するには、「新しい質問」をクリックします。

新しい行が質問のリストに追加されます。「質問」列に質問を入力し、「回答」列に
その回答を入力します。

d) 質問を削除するには、対象となる質問をクリックし、「質問の削除」をクリックしま
す。

質問を削除してもよいか確認を求めるメッセージが表示されます。「はい」をクリッ
クします。
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6. 「次へ」をクリックします。

Local Self Help ウィザードの最後のダイアログには、質問を編集した後の新しい状態情
報が表示されます。Local Self Help を引き続きアクティブにしておくために必要な前提
条件が満たされたかどうかを示すメッセージが表示されます。

7. 「完了」をクリックします。

質問と回答が保存されます。編集手順が正常に完了し、Local Self Help が引き続きアク
ティブになっていることを示すメッセージが表示されます。

8. 「OK」をクリックします。

変更が有効になります。

次回 SafeGuard Power-on Authentication で Local Self Help を起動すると、変更された質問
または新しい質問がランダムに選択されて表示されます。変更された回答または新しい回答
が適用されます。

注: 変更を行ったために、回答済みの質問の数が必要な最小数を下回ってしまう場合は、
Local Self Help ウィザードの最後のダイアログに、ウィザードを閉じた後に Local Self Help
がアクティブにならないことを示す警告メッセージが表示されます。Local Self Help を非ア
クティブにしたくない場合は、「戻る」ボタンをクリックして、「ユーザー定義の質問と回
答」や「事前に定義された質問」に戻ることができます。そして、新しい質問を追加した
り、新たな質問に回答したりできます。回答済みの質問の数が必要な最小数を下回っている
にもかかわらず「完了」をクリックした場合は、コンピュータで Local Self Help がアクティ
ブに設定されなかったことを示す警告メッセージが表示されます。この場合でも再度 Local
Self Help のアクティブ化を試みることができます。

11.5.4 質問に関する条件の変更
セキュリティ担当者が、Local Self Help での質問に関して定義できる条件は次のとおりで
す。
■ コンピュータで Local Self Help をアクティブにするために、ユーザーが Local Self Help
ウィザードで回答する必要のある質問数。Local Self Help をアクティブな状態に保つに
は、指定されている数の質問に対する回答を用意する必要があります。

■ Local Self Help を使用してログオンするために、ユーザーが SafeGuard POA で回答す
る必要のある質問数。SafeGuard POA で表示される質問は、Local Self Help ウィザード
でユーザーが回答した質問の中からランダムに選択されます。

コンピュータに新しいポリシーが適用され、この 2つの条件が変更されると、次の状況が発
生することがあります。

必要なユーザー操作LSH の処理状況

なし。Local Self Help はローカルコン
ピュータでアクティブな状態に
保たれます。

Local Self Help ウィザードで回
答しなければならない質問の数
が変更されたが、Local Self Help
のアクティブ化に必要な数の回
答がローカルコンピュータで作
成済みである。
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必要なユーザー操作LSH の処理状況

Local Self Help を再度アクティ
ブにするには、Local Self Help

Local Self Help の設定が変更さ
れたことを示すメッセージが表

Local Self Help ウィザードで回
答しなければならない質問の数

ウィザードを開き、ウィザード
の指示に従ってください。

示されます。ローカルコンピュー
タにある質問は無効になります。
Local Self Help はローカルコン

が変更され、Local Self Help の
アクティブ化に必要な数の回答
がローカルコンピュータで作成
されていない。 ピュータで非アクティブになり

ます。

Local Self Help ウィザードを開
き、ウィザードの指示に従って
ください。

Local Self Help の設定が変更さ
れたことを示すメッセージが表
示されます。ローカルコンピュー
タにある質問は有効のまま残り

SafeGuard POA で Local Self
Help を使ってログオンするため
に回答しなければならない質問
数が変更された。

ます。使用できる質問と有効な
回答の比率が変更されました。

11.5.5 Local Self Help の状態や条件が編集中に変更される
Local Self Help の使用にあたって重要な Local Self Help のポリシー設定内容やその他の条
件は、ユーザーが Local Self Help ウィザードで質問を定義・編集している途中で変更され
ることがあります。

例:

■ 新しいユーザーパスワードまたは証明書が設定された。

■ Local Self Help の新しい設定を含む新規ポリシーや Local Self Help の新しい質問が、通
常のアップデート配布方法でユーザーのコンピュータに転送された。

編集中にこのような変更が発生すると、定義した質問や回答が以降無効になり、Local Self
Help をユーザーのコンピュータでアクティブにしたり、その状態を継続したりするために
必要な質問が不足する可能性があります。

したがって、Local Self Help ウィザードでの質問の定義・編集が終わるたびに、以下の条件
が当てはまるかどうかがチェックされ、該当する処理が実行されます。

結果LSH ウィザードの処理状況

Local Self Help はこれ以
降使用できなくなりま
す。

Local Self Help がグローバルに無効になっ
たことを示すメッセージが表示され、ウィ
ザードが閉じます。

新しいポリシーで Local Self
Help がグローバルに無効化され
た。

Local Self Help はコン
ピュータでアクティブな

Local Self Help での質問に関する条件が
変更されたことを示すメッセージが表示

新しいポリシーにより、Local
Self Help での質問に関する条件

ままなので、ログオンのされ、ユーザーの変更が保存され、ウィ
ザードが閉じます。

(回答の最小長、ユーザー独自の
質問を定義する権限、回答する
必要のある質問数) が変更され

復旧に使用できます。た
だし、使用できる質問と

た。Local Self Help は無効化さ
れていない。
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結果LSH ウィザードの処理状況

ローカルコンピュータで定義し
た質問と回答は引き続き有効で

有効な回答の比率が変わ
る可能性があります。元

あるため、Local Self Help はア
クティブな状態を保っている。

の比率に戻すには、質問
や回答の追加/削除が必
要です。

Local Self Help をアク
ティブにするには、

ユーザーパスワードまたは Local Self
Help での質問に関する条件が変更されたユーザーパスワードが変更

された
Local Self Help ウィザーことを示すメッセージが表示されます。
ドを再実行し、質問と回Local Self Help はコンピュータで非アクおよび/または
答をもう一度定義してくティブになります。ユーザーはウィザー

新しいポリシーで Local Self
Help の設定 (回答の最小長、

ださい。その後、ログオ
ン復旧のために Local

ドを再実行することが推奨されます。ウィ
ザードが閉じます。

ユーザー独自の質問を定義す Self Help を使用できる
ようになります。る権限、回答する必要のある

質問数など) が変更された。
Local Self Help は無効化され
ていない。

ただし、ユーザーが定義した
質問と回答が無効になったた
め、Local Self Help のアク
ティブ化に必要な数の回答が
ローカルコンピュータで作成
されていない。

Local Self Help をアク
ティブにするには、

ユーザー証明書が変更されたことを伝え
るメッセージが表示されます。Local Self

ユーザー証明書が変更された。

Local Self Help ウィザーHelp はコンピュータで非アクティブにな
ドを再実行し、質問と回ります。ユーザーはウィザードを再実行
答をもう一度定義してくすることが推奨されます。ウィザードが

閉じます。 ださい。その後、ログオ
ン復旧のために Local
Self Help を使用できる
ようになります。
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11.5.6 Local Self Help を使って SafeGuard POA でログオンする
1. 「SafeGuard POA ログオン」ダイアログで、「復旧」ボタンをクリックします。

■ ログオン復旧のために Local Self Help だけが有効になっている場合は、Local Self
Help が開始します。

■ ログオン復旧のために Local Self Help とチャレンジ/レスポンスの両方が使用可能に
なっている場合は、いずれかの復旧方法を選択するためのダイアログが表示されま
す。「Local Self Help」をクリックします。

注:

通常、トークンやスマートカードを使って SafeGuard Power-on Authentication でログオ
ンしている場合は、まず、コンピュータからトークン/スマートカードを取り出してくだ
さい。その後、ユーザー名とパスワードでログオンするための SafeGuard POA ダイア
ログが表示されます。ユーザー情報を入力して、「復旧」ボタンをクリックしてくださ
い。

「Local Self Help へようこそ」ダイアログが表示されます。

このダイアログには、実行する手順についての簡単な説明が表示されます。

2. 「次へ」をクリックして、質問への回答を開始します。

最初の質問が表示されます。

3. 回答を入力します。

デフォルトでは、セキュリティ上の理由から入力されたテキストは入力フィールドに表
示されません。回答を表示するには、「回答を非表示にする」チェックボックスを選択
から外します。

4. 質問に回答した後で、「次へ」をクリックします。

回答を入力してからでないと、「次へ」をクリックして次の質問に進むことはできませ
ん。

5. 残りの質問に回答します。最後の質問に回答した後で、「OK」をクリックします。

次に表示されるダイアログで、現在のパスワードを表示できます。

6. パスワードを表示するには、「Enter」キーまたは「スペース」キーを押すか、青いボッ
クスをクリックします。

注:

「OK」はクリックしないよう注意してください。「OK」をクリックすると、パスワー
ドを表示せずに起動処理が続行されます。

パスワードは最大 5秒間表示されます。その後、スタートアップ処理が自動的に続行さ
れます。

注: 権限のないユーザーに、偶然または故意に画面の内容を見られないよう十分注意し
てください。パスワードは、「スペース」キーや「Enter」キーを押すか、青い表示ボッ
クスをクリックして、すぐに非表示にすることができます。
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7. 読み取ったパスワードは、SafeGuard Power-on Authentication さらにWindows へのロ
グオンを再度実行する際に使用します。

8. パスワードを読み取った後で、「OK」をクリックします。クリックしない場合、パス
ワードを表示してから 5秒後に起動処理が自動的に続行されます。

これで、SafeGuard Power-on Authentication さらにWindows にログオンできました。

11.5.7 ログオンの失敗
1つまたは複数の質問に対して間違った回答を入力すると、ログオンに失敗します。この場
合は、ログオンに失敗したことを示すメッセージが表示されます。セキュリティ上の理由か
ら、Local Self Help ではどの回答が間違っていたか表示されません。

Local Self Help の復旧操作の失敗もログオンの失敗と見なされ、イベントとしてログに記録
されます。この場合、次にログオンできるまで待機時間が発生します。待機時間はログオン
に失敗するたびに長くなります。

ログオンに失敗した後にコンピュータを再起動し、Local Self Help によるログオン復旧を再
度選択した場合は、質問が再びランダムに選択されます。

11.5.8 パスワードを変更後、複数のマシンで質問と回答を再度有効にす
る
Local Self Help が有効になっているコンピュータを複数使用していて、1台のマシンで
Windows パスワードを変更すると、パスワードの変更が有効になった後に、Local Self Help
の質問と回答が 2台目以降のマシンで無効になります。ただし、それらの質問と回答は Local
Self Help ウィザードには残っています。2台目のコンピュータで同じ質問をもう一度使用す
るには、Local Self Help ウィザードで設定を確認してください。

1. 1台のマシンでパスワードを変更した後に、2台目のマシンにログオンします。

ツールチップによって、Local Self Help の未回答の質問があることが表示されます。

2. Windows タスクバーの SafeGuard Enterprise システムトレイアイコンを右クリックし
て、「Local Self Help」を選択します。

Local Self Help ウィザードの「ようこそ」ダイアログが表示されます。

3. パスワードを入力し、「次へ」をクリックします。
4. 以後表示される Local Self Help ウィザードダイアログページすべてで「次へ」をクリッ
クし、最後のページで「完了」をクリックします。

そのコンピュータに保存済みの質問と回答が再び有効になり、Local Self Help を使って
SafeGuard POA にログオンするときに使用されます。
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12 トラブルシューティング
エンドポイントとサーバーの同期に問題が発生している場合は、Client/Server Connectivity
Check ツールを使用して、SafeGuard クライアントと SafeGuard サーバー間の通信に失敗
する原因を解析できます。

SafeGuard Enterprise Client/Server Connectivity Check ツールを起動するには、C:\Program
Files (x86)\Sophos\SafeGuard Enterprise\ClientにあるSGNCSCC.exeアプリ
ケーションをクリックします。

詳細は、ソフォスサポートデータベースの文章 109662を参照してください。
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13 SafeGuard Power-on Authentication
(Windows 7 のみ)

注:  SafeGuard Power-on Authentication に関するここでの説明は、SafeGuard Power-on
Authentication がインストール済みのWindows 7 (BIOS) エンドポイントのみを対象にして
います。

SafeGuard Power-on Authentication (POA) では、コンピュータの OS が起動する前にユー
ザーを認証する必要があります。認証後Windows が起動し、ユーザーは自動的にログオン
されます。この処理は、コンピュータがハイバネーション (休止状態) から復帰する場合も
同じです。

SafeGuard POA の表示内容
SafeGuard POA の表示内容は、会社の要件に応じてカスタマイズすることができます。セ
キュリティ担当者は、SafeGuard Management Center のポリシー設定でこの操作を実行し
ます。

カスタマイズできる内容は次のとおりです。
■ ログオン画像

SafeGuard POA で表示されるデフォルトのログオン画像は、SafeGuard のデザインで
す。この画面はポリシー設定でカスタマイズ可能で、たとえば会社のロゴなどを表示す
ることができます。

■ ダイアログテキスト

SafeGuard POA のすべてのテキストは、Windows の「地域と言語のオプション」で設
定済みの既定の言語で表示されます。既定の言語を変更することで、POA の表示言語を
変更することができます。ダイアログの表示言語は、セキュリティ担当者がポリシーで
指定することもできます。

13.1 インストール後の初回ログオン
注:  SafeGuard Enterprise では、証明書ベースのログオンが使用されます。ただし、ユー
ザー固有の鍵と証明書は、Windows にログオンした後に初めて作成されます。

インストール後の初回のログオンでは、通常どおりに自分のログオン情報を使用して、ま
ず、Windows にログオンする必要があります。その後、SafeGuard Enterprise ユーザーと
して登録されます。この登録処理によって、次回のシステム起動時に自分のログオン情報が
SafeGuard POA で認識されるようになります。

正常に登録が行われ、必要なすべてのデータを受信すると、ツールチップが表示されます。

コンピュータを再起動すると、SafeGuard Power-on Authentication (POA) がアクティブに
なります。これ以降、ユーザーは自分のWindows ログオン情報を SafeGuard POA で入力
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します。続いてユーザーは、パスワードを入力しなくてもWindows に自動的にログオンし
ます (Windows への自動ログオンが有効になっている場合)。

SafeGuard POA では、ユーザー名とパスワードを使用してログオンできます。

初回のログオンの手順
ここでは、SafeGuard Enterprise のインストール後に初めてコンピュータにログオンすると
きの手順について説明します。必要な手順は、コンピュータに SafeGuard POA がインス
トールされ有効になっている場合のみ、ここで説明する手順と一致します。

13.1.1 SafeGuard 自動ログオン
1. コンピュータが起動し、SafeGuard 自動ログオンダイアログが表示されます。

■ SafeGuard 自動ログオンが設定済みのユーザーがログオンされます。
■ SafeGuard Enterprise Server に接続している場合、コンピュータは自動的に SafeGuard

Enterprise Server に登録されます。
■ マシン鍵が SafeGuard Enterprise Server に送信され、SafeGuard Enterprise データ
ベースに格納されます。

■ マシンポリシーがコンピュータに送信されます。

13.1.2 Windows ログオン
1. Windows のログオンダイアログが表示されます。
2. SafeGuard Enterprise では、SafeGuard Enterprise 認証方法とWindows 認証方法のいず
れかを使用できます。この 2種類の方法に対して、Windows では次の 2つのアイコンが
表示されます。
■ 「他のユーザー」アイコン:ログオン情報を入力するダイアログを開くには、これを
クリックします。

■ アイコンの下にユーザー名が表示されているアイコン:前回システムにログオンした
ユーザーのユーザー情報を含むダイアログを開くには、これをクリックします。パス
ワードを入力するだけでログオンできます。

SafeGuard Enterprise アイコンの下に自分のユーザー名が表示されている場合は、それ
をクリックします。表示されていない場合は、「他のユーザー」という表記のある
SafeGuard Enterprise アイコンをクリックします。

3. Windows ユーザーログオン情報を通常どおりに入力します。
■ ユーザー ID と、ユーザーのログオン情報のハッシュがサーバーに送信されます。
■ ユーザーポリシー、証明書、および鍵が作成され、エンドポイントに送信されます。

ユーザーデータは、SafeGuard Enterprise サーバーおよびユーザーのコンピュータ間で
正常に同期された場合のみに SafeGuard Power-on Authentication で使用できるようにな
ります。

つまり、次回のシステム起動時には、SafeGuard POA で自分のWindows ユーザーログ
オン情報 (ユーザー名とパスワード) を入力するだけで、自動的にログオンできます。

63

ユーザーヘルプ



SafeGuard Power-on Authentication の機能をすべて有効にするには、コンピュータを再起
動する必要があります。再起動後、コンピュータは SafeGuard Power-on Authentication に
よって不正アクセスから保護されます。

13.1.3 再起動後の SafeGuard Power-on Authentication ログオン
1. コンピュータを再起動すると、SafeGuard Power-on Authentication ログオンダイアログ
が表示されます。

ユーザーは証明書および鍵を使用でき、Windows ユーザーログオン情報を使用して
SafeGuard POA でログオンできます。

2. ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

ユーザーのログオン情報が評価されます。システムによるログオン情報の検証が完了す
ると、自動的にWindows にログオンします。

注: ポリシー設定により、Windows へのログオンのパススルーを無効化できます。この
場合、Windows ログオンダイアログが表示され、ユーザーログオン情報を入力する必
要があります。

13.2 SafeGuard Power-on Authentication を使用したログ
オン
SafeGuard Power-on Authentication が有効になった後 (初回の同期および再起動の実行)、
SafeGuard Power-on Authentication のログオンダイアログにWindows ユーザーログオン
情報を入力してログオンします。Windows には自動的にログオンします。

注: Windows への自動ログオンは、ログオンダイアログの「オプション」ボタンをクリッ
クし、「Windows へのパススルーログオン」チェックボックスを選択から外すことで無効
にできます。自動ログオンの無効化は、そのコンピュータで他のユーザーが SafeGuard
Power-on Authentication を使用できるようにする場合などに必要です。詳細は、他の
SafeGuard Enterprise ユーザーの登録 (p.65) を参照してください。セキュリティ担当者は、
Windows へのログオンパススルーを有効/無効に設定するか、およびユーザーがこの設定
をログオンダイアログで変更することを許可するかを該当するポリシーで定義します。

ログオン失敗時のログオン待機時間
パスワードが間違っていたなどの理由で SafeGuard Power-on Authentication でのログオン
に失敗した場合は、エラーメッセージが表示され、次回のログオンに遅延が設定されます。
ログオンに失敗するたびに、遅延時間は長くなります。ログオンの失敗はログに記録されま
す。

マシンのロック
一定の回数以上連続してログオンに失敗すると、コンピュータがロックされます。コンピュー
タのロックを解除するには、チャレンジ/レスポンスを起動してください (SafeGuard POA
ユーザーのチャレンジ/レスポンス (p. 42) を参照してください)。
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13.2.1 ログオン復旧
SafeGuard Enterprise には、パスワードを忘れた場合など、さまざまな復旧シナリオに合わ
せていくつかのオプションが用意されています。各コンピュータで使用できる復旧方法は、
セキュリティ担当者が指定した設定によって異なります。詳細は、復旧 (p. 42) を参照して
ください。

13.3 Windows 認証を使用したログオン
通常、SafeGuard Power-on Authentication (POA) で自分のログオン情報を入力すると、自
動的にWindows にログオンします。別の操作としてWindows にログオンするには、次の
手順を実行します。

一元管理で指定されているログオン設定に応じて、ユーザーのログオン情報を入力するため
のダイアログ、または PIN を入力するためのダイアログが表示されます。

1. SafeGuard POA のログオンダイアログで、「オプション」をクリックし、「Windows
へのパススルーログオン」チェックボックスを選択から外します。

Windows のログオンダイアログが表示されます。一元管理で指定されているログオン設
定に応じて、ユーザーのログオン情報を入力するためのダイアログ、または PIN を入力
するためのダイアログが表示されます。

2. ログオン情報または PIN を入力し、「OK」をクリックします。

これで SafeGuard Enterprise の機能が使用可能になり、必要な鍵を持っていれば、暗号
化されたデータへのアクセスなどができます。

13.4 他の SafeGuard Enterprise ユーザーの登録
ご使用のコンピュータに他のWindows ユーザーがログオンすることを許可する方法は次の
とおりです。

1. コンピュータの電源を入れます。

SafeGuard POA のログオンダイアログが表示されます。他のWindows ユーザーは、必
要な鍵および証明書を持っていないため、SafeGuard POA にログオンできません。

2. 2人目のユーザーが SafeGuard POA にログオンするには、コンピュータの所有者の許可
が必要です。

注: デフォルトでは、インストール後最初にログオンするユーザーがコンピュータの所
有者として登録されるよう設定されています。セキュリティ担当者は、コンピュータの
所有者をポリシー設定で定義することもできます。

3. SafeGuard POA のログオンダイアログで、「オプション」をクリックし、「Windows
へのパススルーログオン」チェックボックスを選択から外します。コンピュータの所有
者のログオン情報でログオンします。

Windows のログオンダイアログが表示されます。

4. 2人目のユーザーは、自分のWindows ログオン情報を入力します。
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5. 2人目のユーザーの証明書および鍵がコンピュータ上にある場合 (該当するツールチップ
で確認)、2人目のユーザーのエントリが SafeGuard Enterprise に作成されます。

次回のコンピュータ起動時から、このユーザーは SafeGuard Power-on Authentication で
ログオンできます。

注: セキュリティ担当者は SafeGuard Management Center を使用して、ユーザーを新しい
コンピュータ上の SafeGuard POA に割り当てることができます。このようにして割り当て
られたユーザーは、新しいコンピュータの SafeGuard Power-on Authentication でログオン
することができます。

13.5 SafeGuard POA の一時的なパスワード
SafeGuard Enterprise では、SafeGuard POA でパスワードを一時的に変更することができ
ます。入力したパスワードを他人に見られた疑いがある場合などは、パスワードを一時的に
変更することを推奨します。

例:空港などの公共の場所でノート PC を起動したことを想定します。SafeGuard POA で入
力したパスワードを他人に見られた可能性があるとします。Active Directory に接続してい
ないため、Windows パスワードを変更することはできません。

解決策: SafeGuard POA パスワードを一時的に変更し、認証されたユーザー以外はパスワー
ドがわからないようにします。Active Directory に再接続すると直後に、一時的なパスワー
ドの変更を求めるメッセージが自動的に表示されます。

1. SafeGuard POA ログオンダイアログで、既存のパスワードを入力します。
2. 「F8」キーを押します。

注: 「F8」キーを押す前に既存のパスワードを入力しないと、ログオンに失敗したとシ
ステムが解釈し、エラーメッセージが表示されます。

3. ダイアログで、新しいパスワードを入力し、確認入力します。

ここで行うパスワードの変更は一時的なものであることが表示されます。

4. 「OK」をクリックします。

注:このダイアログをキャンセルすると、古いパスワードを使用してログオンされます。

Windows のログオンダイアログが表示されます。

注: ここでのログオンは、システムで構成されている場合でも、Windows にパススルー
されません。Windows のログオンでは、「古いパスワード」を入力してください。一時
的なパスワードは、SafeGuard POA でのログオンのみで有効です。

5. 「OK」をクリックします。

ユーザーはWindows にログオンします。

以後、SafeGuard POA でログオンするには、一時的なパスワードしか使用できません。こ
の一時的なパスワードは、Windows ログオンでパスワードが変更されるまで有効です。そ
の変更を行って初めて、ログオンを SafeGuard POA からWindows に再度パススルーする
ことができます。

一時的なパスワードの変更
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SafeGuard POA で一時的に変更したパスワードは、後で変更して、再度Windows と同じ
パスワードにする必要があります。

Windows にログオンすると、Active Directory に再接続したらすぐにパスワードを変更する
よう、SafeGuard Enterprise によってプロンプト表示されます。

パスワードの変更を求めるダイアログは、実際にパスワードを変更せずに閉じることができ
ます。この場合、パスワードを変更するまで、ログオンするたびにこのダイアログが表示さ
れます。

注:  SafeGuard POA のパスワードは、Active Directory に接続している状態でも、一時的に
変更することができます。この場合、SafeGuard POA でパスワードを一時的に変更した直
後に、パスワードの変更を求めるダイアログが表示されます。何も変更せずにこのダイアロ
グを閉じて、「古いパスワード」を使用してログオンできます。パスワードは後で変更する
ことができます。

13.6 スマートカードまたはトークンを使用したログオン
スマートカードやトークンを使用してログオンする方法には、次の 2種類があります。
■ スマートカードまたはトークンを使用したログオンのみが許可される。
■ ユーザー名とパスワードを使用したログオンと、スマートカードやトークンを使用した
ログオンの両方が許可される。

セキュリティ担当者は、許可するログオン方法をポリシーで定義します。

スマートカード/トークンは、セキュリティ担当者から入手するか、自分のスマートカード/
トークンにWindows ユーザー情報を保存します。

注:  SafeGuard Enterprise では、スマートカードとトークンを同じように扱っています。そ
のため、製品およびマニュアルにおいて、「トークン」および「スマートカード」という用
語は、同じものとして理解することができます。この後のセクションでは、「トークン」と
いう用語を使用します。

13.6.1 インストール後のトークンを使用した最初のログオン
トークンを使用した最初のログオンの手順は、トークンを使用しないログオンの手順と同じ
です。

発行済みトークンを使用できる場合、そのトークンの PIN を入力してWindows にログオン
することができます。

注: コンピュータを再起動する前に、Windows ユーザーログオン情報を使用してトークン
を設定することを推奨します。詳細は、トークンにWindows ユーザーログオン情報を保存
する方法 (p. 68) を参照してください。ユーザーに適用されているセキュリティポリシーに
よっては、SafeGuard POA でトークンを使用することが必須になります。トークンに自分
のログオン情報が含まれていない場合、SafeGuard Power-on Authentication でログオンす
ることはできません。
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13.6.2 トークンを使用した SafeGuard POA ログオン
前提条件: BIOS で USB 対応が設定されていることを確認します。トークンの対応が設定さ
れており、トークンがユーザーに発行されている必要があります。

1. トークンを接続します。
2. コンピュータの電源を入れます。

トークンを使ってログオンするためのダイアログが表示されます。

注: ユーザーログオン情報を使用したログオンがポリシーで許可されている場合にトー
クンを取り外すと、ログオンのためのユーザーログオン情報を入力するように求められ
ます。ユーザー ID とパスワードを使用してログオンするためのダイアログが表示されな
い場合は、トークンを使用する方法のみで SafeGuard Power-on Authentication でログオ
ンできます。

3. トークン PIN を入力します。

SafeGuard Power-on Authentication およびWindows にログオンします (ログオンダイ
アログで「Windows へのパススルーログオン」チェックボックスを選択した場合)。

13.6.3 PIN を変更する
Windows ログオンダイアログで、トークンの PIN を変更することができます。

SafeGuard POA (Power-on Authentication) で「Windows へのパススルーログオン」が選
択されている場合、通常、Windows ログオンダイアログは表示されません。Windows ログ
オンダイアログを表示するには、SafeGuard POA ログオン時にこのチェックボックスを選
択から外す必要があります。

注: セキュリティ担当者が (たとえば特定の一定期間ごとに) PIN の変更を要求するように
ルールを定義した場合は、PIN の変更を求めるプロンプトが自動的に表示されます。

1. Windows ログオンのための「PIN」ダイアログで、「PIN を変更する」チェックボック
スを選択します。

2. トークン PIN を入力し、「OK」をクリックします。

「PIN の変更」ダイアログが表示されます。

3. 新しい PIN を入力し、確認入力します。
4. 「OK」をクリックします。

トークン PIN が変更され、Windows ログオンが続行されます。

13.6.4 トークンに Windows ユーザーログオン情報を保存する方法
トークンに自分のWindows ユーザーログオン情報が含まれていない場合、ユーザー自身が
トークンに保存できます。

注:トークンの設定は、最初のログオン時に行うことを推奨します。ユーザーに適用されて
いるセキュリティポリシーによっては、SafeGuard POA でトークンを使用することが必須
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になります。トークンにユーザー情報が含まれていない場合、SafeGuard Power-on
Authentication でログオンすることはできません。

1. インストール後の最初のログオン時に、Windows ログオンダイアログが表示されたらシ
ステムにトークンを接続します。

空のトークンが検出されると、「トークンの発行」ダイアログが自動的に表示されます。

2. Windows ユーザー名とパスワードを入力します。
3. 確認のためにパスワードを再度入力します。
4. ドメインを選択または入力し、「OK」をクリックします。

ログオンが正常に完了したら、データがトークンに保存されます。

ユーザーはWindows にログオンします。

ユーザー (すでに一度、ユーザー名とパスワードを使用して SafeGuard POA でログオンし
たことがある場合) に対してトークンログオンは任意と定義されている場合にも、後でトー
クンを発行できます。

これを行うには、SafeGuard POA のログオンダイアログで「オプション」をクリックし、
「Windows へのパススルーログオン」チェックボックスを選択から外します。Windows
ログオンダイアログが表示され、ユーザーは前述の手順でログオン情報をトークンに保存
できます。

13.6.5 トークンログオンの復旧
非暗号化トークンの PIN を忘れた場合、次のいずれか 1つの復旧方法を使用して、コン
ピュータに再度アクセスできるようになります。
■ Local Self Help による復旧 (p. 51) 。

■ SafeGuard POA ユーザーのチャレンジ/レスポンス (p. 42) .

各コンピュータで使用できる復旧方法は、セキュリティ担当者が指定した設定によって異な
ります。

復旧を開始するには、トークンログオンのダイアログで「復旧」ボタンをクリックします。

注:暗号化トークンを使用している場合、上記の復旧方法を使用することはできません。ロ
グオンの問題が発生した場合は、セキュリティ担当者に連絡してください。

13.6.6 トークンのブロックを解除する
間違った PIN を数回入力すると、トークンがブロックされます。セキュリティ担当者は、
このような場合に「トークンのブロック解除」ダイアログが表示されるよう、SafeGuard
Enterprise を構成することができます。

ユーザーは自分のトークンに対して定義されている管理者 PIN を、セキュリティ担当者か
ら入手する必要があります。

1. 「トークンのブロック解除」ダイアログで、管理者 PIN を入力します。
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2. 新しい PIN を入力し、確認入力します。

PIN に関して定義されているルールに従って PIN を入力してください。たとえば、特定
の文字の組み合わせが必要な場合や、すでに使用した PIN の再使用が禁止されている場
合があります。

3. 「OK」をクリックします。

トークンのブロックが解除され、ログオンが続行されます。

注: この機能をコンピュータで使用できない場合、チャレンジ/レスポンスを使用してコン
ピュータに再びアクセスすることができます。ただし、チャレンジ/レスポンスを使用して
PIN やユーザーログイン情報を変更することはできません。

13.6.7 暗号化トークン - Kerberos

暗号化トークンを使用すると、トークンに保存されている証明書を使用して SafeGuard POA
で認証が行われます。

このようなログオンでは、セキュリティ担当者またはその他の認証ユーザーによって発行さ
れたトークンが必要です。システムにログオンするには、トークン PIN の入力だけが必要
です。ユーザーのコンピュータでこのようなログオン方法だけが有効な場合、トークンがな
いとログオンできません。

注: このようなトークンを使用する場合、Local Self Help やチャレンジ/レスポンスの手順
を使用することはできません。ログオンの問題が発生した場合は、セキュリティ担当者まで
お問い合わせください。

13.6.8 トークンを使用したログオンの証明書の変更
トークンを使用したログオンの証明書を変更または更新するには、セキュリティ担当者が
ユーザーのコンピュータに新しい証明書を割り当てます。コンピュータと SafeGuard
Enterprise サーバーの同期をとった後、コンピュータが「証明書を変更する準備ができまし
た」という状態であることが、状態ダイアログ (SafeGuard Enterprise システムトレイア
イコンに表示) に示されます。

セキュリティ担当者はユーザーに新しいトークンを提供します。

コンピュータ上の証明書を変更する方法は次のとおりです。

1. 変更前の認証方式 (トークンやユーザー名/パスワード認証) を使用して、Windows への
自動ログオンなしで SafeGuard Power-on Authentication でログオンします。

「オプション」をクリックして「Windows へのパススルーログオン」チェックボック
スを選択から外すか、またはWindows への自動ログオン後、再びログオフします。

2. 新しいトークンを使用して、Windows にログオンします。

新しいトークンは SafeGuard POA ログオンに使用することができます。以後、変更前の
トークンを使用してログオンすることはできません。

70

SafeGuard Enterprise



13.7 トークンを使用した SafeGuard POA 自動ログオン
前提条件:

■ BIOS の USB 対応が設定されています。

■ トークンの対応が設定されており、トークンが発行されています。

■ セキュリティ担当者によって、適切なポリシーがユーザーのコンピュータに割り当てら
れています。

定義済みのデフォルト PIN を含むポリシーがコンピュータに割り当てられている場合は、
トークンを使用して SafeGuard Power-on Authentication で自動的にログオンできます。ロ
グオン情報または PIN を入力する必要はなく、SafeGuard POA でパススルーされます。ポ
リシーの設定内容によっては、Windows へもパススルーされます。

SafeGuard Power-on Authentication でトークンを使用して自動的にログオンする方法は次
のとおりです。

1. トークンを接続します。
2. コンピュータの電源を入れます。

自動的に SafeGuard Power-on Authentication でログオンします。ポリシーの設定内容に
よっては、Windows へもパススルーされます。

■ 自動ログオンが成功した場合は、Windows が起動します。

■ 自動ログオンが失敗した場合は、トークン PIN を入力するように求められます。その
後、SafeGuard Power-on Authentication でログオンします。

13.8 仮想キーボード
SafeGuard POA では、画面の仮想キーボードを表示/非表示にしたり、画面上のキーをク
リックしてログオン情報などを入力したりできます。

前提条件:セキュリティ担当者は、仮想キーボードの表示をポリシーで有効にしておく必要
があります。

SafeGuard POA で仮想キーボードを表示するには、POA ログオンダイアログで「オプショ
ン」をクリックし、「仮想キーボード」チェックボックスを選択します。

仮想キーボードは各種レイアウトに対応しています。また、SafeGuard POA のキーボード
レイアウトを変更するのと同じオプションを使用してレイアウトを変更できます。詳細は、
キーボードのレイアウトの変更 (p. 72) を参照してください。

13.9 キーボードのレイアウト
通常、国ごとに独自のキーボードのレイアウトがあり、キーの割り当てが異なっています。
SafeGuard POA では、ユーザー名、パスワード、およびレスポンスコードを入力する際
に、適切なキーボードのレイアウトが設定されていることが非常に重要になります。
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SafeGuard Enterprise では、インストール時にWindows デフォルトユーザーの「地域と言
語のオプション」で設定されていたキーボードのレイアウトが POA のデフォルトとして使
用されます。

使用されているキーボードのレイアウトの言語は、SafeGuard POA に表示されます (例:英
語の場合は、「ENG」)。デフォルトのキーボードのレイアウトとは別に、US キーボード
のレイアウト (英語) も使用できます。

13.9.1 キーボードのレイアウトの変更
SafeGuard Power-on Authentication のキーボードレイアウト (仮想キーボードのレイアウ
トを含む) は変更できます。

1. 「スタート > コントロールパネル > 地域と言語のオプション > 詳細設定」を選択しま
す。

2. 「地域オプション」タブで、必要な言語を選択します。
3. 「詳細設定」タブで、「既定のユーザーアカウントの設定」の「すべての設定を現在の
ユーザーアカウントと既定のユーザープロファイルに適用する」を選択します。

4. 「OK」をクリックします。

SafeGuard POA は、前回正常にログオンしたときに使用したキーボードのレイアウトを記
憶し、次回ログオンするときにそのレイアウトを自動的に有効にします。これには、再起動
が2回必要になります。前回のキーボードレイアウトが「地域と言語のオプション」で選択
から外されていても、ユーザーが別のレイアウトを選択しない限りそのレイアウトが保持さ
れます。

注:  Unicode 対応でないプログラムのキーボードレイアウトの言語も変更する必要があり
ます。

目的の言語がシステムで使用できない場合は、その言語をインストールすることを求める
メッセージが表示されることがあります。その後、コンピュータを 2度再起動する必要があ
ります。最初の再起動は、新しいキーボードのレイアウトを SafeGuard POA で読み取るた
めで、2番目の再起動は、POA が新しいレイアウトを設定するためです。

SafeGuard POA で使用するキーボードのレイアウトは、マウスやキーボード (Alt+Shift
キー) を使用して変更できます。

システムにインストール済みで使用可能な言語を確認するには、「スタート > ファイル名
を指定して実行 > regedit」を選択し、 HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard
Layout\Preloadの値を参照してください。

13.10 ホットキーとファンクションキー
コンピュータを起動するときにハードウェアの機能や設定が原因で問題が発生し、システム
が応答しなくなることがあります。SafeGuard Power-on Authentication では、これらのハー
ドウェア設定を変更したり機能を無効にしたりするため、数種類のホットキーを利用できま
す。さらに、問題を引き起こすとわかっているハードウェア設定や機能を記載したグレー
リストが、コンピュータにインストールされた .msi ファイルに組み込まれています。

SafeGuard Enterprise を大規模に展開する前に、SafeGuard POA 構成ファイルの最新版を
インストールすることを推奨します。詳細は、ソフォスサポートデータベースの文章 65700
を参照してください。
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このファイルは、特定の環境のハードウェアを反映するようにカスタマイズできます。

注:カスタマイズしたファイルを定義すると、.msi ファイルに組み込まれているものではな
く、このファイルが使用されます。SafeGuard POA 構成ファイルが定義されていないとき
や見つからないときにだけ、デフォルトのファイルが使用されます。

SafeGuard POA 構成ファイルをインストールするには、次のコマンドを入力します。

MSIEXEC /i <エンドポイント MSI パッケージ> POACFG=<POA 構成ファイルへのパス
>

SafeGuard Power-on Authentication では、数種類のファンクションキーも利用できます。

13.10.1 ホットキー
Shift - F3 = USB レガシー対応 (ON/OFF)

Shift - F4 = VESA グラフィックモード (OFF/ON)

Shift - F5 = USB 1.x および 2.0 対応 (OFF/ON)

Shift - F6 = ATA コントローラ (OFF/ON)

Shift - F7 = USB 2.0 対応のみ (OFF/ON)。USB 1.x への対応は、「Shift - F5」キーでの設
定が維持されます。
Shift - F9 = ACPI/APIC (OFF/ON)

ホットキーの依存性一覧表

注釈USB 2.0USB 1.xレガシーShift - F7Shift - F5Shift - F3

3.ONONONOFFOFFOFF

デフォルトONONOFFOFFOFFON

1.、2.OFFOFFONOFFONOFF

1.、2.OFFOFFONOFFONON

3.OFFONONONOFFOFF

OFFONOFFONOFFON

OFFOFFONONONOFF

2.OFFOFFONONONON

1. 「Shift - F5」キーは、USB 1.x と USB 2.0 の両方を無効にします。

注: 起動中に「Shift - F5」キーを押すと、SafeGuard POA の起動時間がかなり短縮さ
れます。ただし、コンピュータで USB キーボードまたは USB マウスを使用している場
合、「Shift - F5」キーを押すと、無効になることがあります。
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POA では、BIOS システムマネージメントモード (SMM) 経由で USB キーボードを使
用することができます。USB トークンには対応していません。

2. USB 対応が有効になっていない場合、SafeGuard POA は USB コントローラのバック
アップと復旧を行う代わりに、BIOS システムマネージメントモード (SMM) の使用を
試みます。このシナリオでは、レガシーモードが動作することがあります。

3. レガシー対応が有効で、USB も有効です。SafeGuard POA は、USB コントローラの
バックアップと復旧を試みます。使用している BIOS のバージョンによっては、システ
ムがハングすることがあります。

注: ホットキーを使って実行できる変更は、SafeGuard Enterprise エンドポイントのインス
トール時に .mstファイルを使用してすでに指定されている場合があります。

SafeGuard POA でホットキーを使用してハードウェアの設定を変更すると、変更した設定
を保存するようダイアログが表示されます。このダイアログには、保存される設定の概要が
表示されます。変更内容を保存するには、「はい」をクリックします。コンピュータを再起
動すると、新しい設定が有効になります。「いいえ」をクリックすると、変更内容は保存さ
れず、コンピュータの再起動後も古い設定が有効のままになります。

いずれかの SafeGuard POA ダイアログで「F5」キーを押すと、POA の起動に使用される
ホットキーの設定を示すダイアログを開くことができます。起動中にホットキーが変更され
ると、関連するキーの状態が青で表示されます。青は、SafeGuard POA を起動するために
キーがこの状態で使用されたが、まだ保存されていないことを意味します。変更されていな
い値は黒で表示されます。ダイアログを閉じるには、「F5」キーをもう一度押すか、
「Return」キーを押します。

詳細は、ソフォスサポートデータベースの文章 107785を参照してください。

13.10.2 ログオンダイアログのファンクションキー
注: ファンクションキーはホットキーではありません。

F2 = 自動ログオンを中止します。

F5 = SafeGuard POA の起動に使用されるホットキーの設定を示すダイアログを表示しま
す。

F8 = SafeGuard POA でパスワードを変更します。「Enter」キーの代わりに使用すると、
ログオン後 SafeGuard POA でパスワードを変更できます。

Alt + Shift (左側の「Alt」キーと左側の「Shift」キー) = キーボードの配列を日本語と英語
で切り替えます。

SafeGuard POA をキャンセルし、シャットダウンの準備をする

Ctrl+ Alt + Del = 認証に失敗したが、コンピュータを安全にシャットダウンする場合に使用
します。このキーの組み合わせは、「シャットダウン」ボタンと同じ動作をします。

注: 指紋を使用したログオンが有効になっている場合、「Ctrl + Alt + Del」キーを押して、
ユーザー名とパスワードによる SafeGuard POA ログオンダイアログに切り替えることが
できます。詳細は、Lenovo 指紋認証リーダーを使用したログオン (p. 75) を参照してくだ
さい。
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13.11 パスワードの同期
SafeGuard Enterprise では、Windows パスワードが変更された場合、Sophos SafeGuard
のデータべースに保存されているパスワードに一致しなくなったことが自動的に検出されま
す。これは、VPN 経由で、別のコンピュータ上で、または Active Directory でWindows パ
スワードが変更された場合に発生する可能性があります。

SafeGuard Enterprise でこの状況が検出されると、古いパスワードを入力するよう表示され
ます。その後、SafeGuard Enterprise によって保存されたパスワードが新しいWindows パ
スワードに更新されます。

パスワードの同期は、次の 2つの状況で実行されます。
■ ログオン処理中。
■ Windows のロック/ロック解除処理中。

13.12 Lenovo 指紋認証リーダーを使用したログオン
注:  Lenovo 指紋認証リーダーを使用したログオンは、Windows 7 (BIOS) エンドポイントの
みで使用できます。

ユーザーは、コンピュータ、アプリケーション、およびネットワークにアクセスするため
に、多くの異なるパスワードと PIN を覚えておく必要があります。指紋認証リーダーを使
用すれば、パスワードやトークンを使用しなくても、リーダーに指を通すだけでログオンで
きるようになります。

ログオン情報を紛失したり忘れたりすることがなくなり、承認されていない人物がこの情報
を推測することもできなくなります。このように指紋認証リーダーを使用することで、ログ
オン操作が簡略化され、セキュリティが向上します。

SafeGuard Enterprise では SafeGuard Power-on Authentication とWindows ログオンで指
紋ログオンに対応しています。たとえば、Lenovo ノート PC にログオンする場合は、ノー
ト PC に付属の指紋認証リーダーに指を通すだけでログオンできます。残りのログオン手順
は自動的に実行されます。また、指紋認証リーダーに指を通すだけでWindows デスクトッ
プのロックおよびロック解除を行うこともできます。

指紋認証リーダーは一部の Lenovo ノート PC に組み込まれています。外付け USB キーボー
ドを使用して指紋ログオンを行うこともできます。

注:

■ 1台のコンピュータに一度に接続できる指紋認証リーダーは 1つだけです。
■ 同じコンピュータ上でトークンと指紋ログオン手順を組み合わせて使用することはでき
ません。

■ リモートの指紋ログオンには対応していません。

13.12.1 要件
指紋ログオンを使用するには、次の要件を満たしている必要があります。
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一般的な要件
■ ノート PC の Lenovo 指紋認証リーダー、または指紋認証リーダー付き USB キーボード
■ 最新の BIOS (推奨)

■ SafeGuard Enterprise

■ 推奨されるベンダ固有のソフトウェアは、SafeGuard Enterprise より前にインストール
する必要があります。
■ AuthenTec 用 ThinkVantage Fingerprint

または
■ UPEK 用 ThinkVantage Fingerprint。

■ セキュリティ担当者は、ポリシーで指紋ログオンをアクティブに設定しておく必要があ
ります。

システム要件
■ Windows 7 (BIOS)

対応ハードウェア
対応している指紋ログオンのハードウェアの詳細は、ソフォスのサポートデータベースの文
章 108789を参照してください。

対応ソフトウェア
対応している指紋ログオンのソフトウェアの詳細は、ソフォスのサポートデータベースの文
章 111626を参照してください。

13.12.2 指紋を登録する
指紋を使用してノート PC やデスクトップ PC にログオンするには、推奨されているベンダ
固有のソフトウェアを使用して、1つまたは複数の指紋を事前に登録する必要があります。
この登録プロセスで、登録する指紋とログオン情報 (ユーザー名とパスワード) が関連付け
られます。

前提条件:以下の説明では、推奨されているベンダ固有のソフトウェアと SafeGuard Enterprise
の両方がインストール済みであることを前提としています。

1. SafeGuard Power-on Authentication (POA) で、ユーザー名とパスワードを入力してログ
オンします。
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2. インストール済みのベンダ固有のソフトウェアを使用して、1つまたは複数の指紋を登録
します。この登録により、指紋がWindows ログオン情報に関連付けられます。

a) 指紋の登録方法の説明については、ThinkVantage Fingerprint ソフトウェアのドキュ
メントを参照してください。

b) 「BIOS の POA パスワード」オプションを有効にします。(UPEK のみ。AuthenTec
の場合、この手順は必要ありません。)

c) SafeGuard POA で指紋ログオンを使用するには、はじめに、指紋を使用してWindows
にログオンして、ログオン情報を指紋認証リーダーに転送する必要があります。UPEK
の場合は、登録した指紋を指紋認証リーダーに通すだけです。AuthenTec の場合は、
初回ログオン時にWindows パスワードも入力する必要があります。

3. コンピュータを再起動します。
4. 登録した指紋をテストするには、コンピュータを再起動した後で指紋認証リーダーに指
を通します。

指紋が登録されているものと一致すれば、自動的にWindows にログオンします。

13.12.3 指紋を使用して SafeGuard Power-on Authentication にログオンす
る
前提条件:

■ セキュリティ担当者は、該当する「認証」ポリシーで、指紋オプションを設定しておく
必要があります。

■ 1つまたは複数の指紋を登録しておく必要があります。

1. コンピュータを再起動します。

指紋でログオンするための SafeGuard POA ダイアログが表示されます。

2. 登録してある指の 1つをリーダーに通します。

指紋の認識に成功すると、SafeGuard Power-on Authentication によってログオン情報が
読み込まれ、Windows に送信されます。

注: ログオン手順では、要求、通知、または警告として、短いテキストメッセージ付き
のアイコンが表示されます (ログオンプロセスで使用されるアイコン (p. 78) を参照)。

ユーザーはWindows に自動的にログオンします。さらに認証情報が要求されることはあり
ません。

注:

■ Windows での登録プロセスが正常に完了していなかった場合 (たとえば、指紋登録後に
Windows をログオフして再度ログオンしていない場合)、登録した指紋と一致している
ことは SafeGuard POA で検出されます。

ただし、関連付けされたログオン情報は見つかりません。この場合、ユーザー名とパス
ワードを使用してログオンするようエラーメッセージが表示されます。入力後、Windows
へのパススルーは行われず、ログオン情報は指紋認証リーダーに転送されます。
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■ Windows へのパススルーを有効または無効にするかどうか、およびユーザー名とパス
ワードでログオンする POA の画面でユーザーがその設定を変更できるかどうかは、ユー
ザーごとに適用されるポリシーでセキュリティ担当者が指定します。ユーザー名とパス
ワードを使用してログオンする (p. 80) を参照してください。

13.12.3.1 ログオンプロセスで使用されるアイコン
SafeGuard Power-on Authentication で指紋を使用してログオンする際、要求、通知、およ
び警告を表すアイコンが表示されます。これらのアイコンは、ログインプロセス中に短い
テキストメッセージと一緒に表示されます。

指紋認証リーダーに指を通して今すぐ使用できる
ことを示しています。

指紋ログオンが現在有効になっていないことを示
しています。指紋ログオンモジュールがまだ初期
化されていない場合などに表示されます。

指紋認証リーダーが正常に動作していて使用中で
あることを示しています。

指紋の読み込みに成功して、一致する指紋が検出
されたことを示しています。

指紋の読み込みに成功したが、一致する指紋が検
出されなかったことを示しています。

指紋が読み取れなかったことを示しています。指
紋認証リーダーに再度、指を通してください。
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指を置く場所が左 (または右) にずれていることを
示しています。指を指紋認証リーダーの中央に移
動してください。

指を通す角度が横にずれて斜めであったことを示
しています。指紋認証リーダーに再度、指を通し
てください。

指の動きが速すぎたことを示しています。指紋認
証リーダーに再度、指を通してください。

指を通す時間が短すぎたことを示しています。指
紋認証リーダーに再度、指を通してください。

13.12.3.2 ログオンの失敗
指を 5回通しても指紋の読み取りができなかった場合は、ログオンの失敗と見なされ、イベ
ントログが記録されます。この場合、次にログオンできるまで待機時間が発生します。

指紋の読み取りにエラーなしで成功した後、登録済みの指紋との照合を 5回試みても一致す
るものが検出されなかった場合も、ログオンの失敗と見なされ、イベントログが記録され
ます。この場合も、次にログオンできるまでの待機時間が発生します。

待機時間はログオンに失敗するたびに長くなります。
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13.12.3.3 ユーザー名とパスワードを使用してログオンする
指紋を使用したログオンが有効になっている場合でも、ユーザー名とパスワードを使用して
SafeGuard Power-on Authentication にログオンできます。これは、指紋認証リーダーが破
損している場合などに便利です。

1. 指紋でログオンするための SafeGuard POA ダイアログで、「Esc」キーまたは
「Ctrl+Alt+Del」キーを押します。

ユーザー名とパスワードでログオンするための SafeGuard POA ダイアログが表示され
ます。

注: ユーザー名とパスワードでログオンするための SafeGuard POA ダイアログで
「Ctrl+Alt+Del」キーを押すと、コンピュータはシャットダウンします。この場合、
「Ctrl+Alt+Del」キーは「シャットダウン」ボタンに相当します。

ユーザー名とパスワードでログオンするための SafeGuard POA ダイアログは、指紋認
証リーダーを使用できない場合や、指紋認証リーダー上のユーザーデータをシステムが
検出できない場合にも自動的に表示されます。

注: ユーザー名とパスワードによるログオンは、ローカルキャッシュが破損している場
合にも自動的に有効になります。この問題が発生した場合は、コンピュータがロックさ
れるため、チャレンジ/レスポンスを使用してログオンする必要があります。

2. 「Esc」キーをもう一度押せば、指紋でログオンするための SafeGuard POA ダイアログ
に戻ることができます。
「Esc」キーを押してユーザー名とパスワードでログオンするための SafeGuard POA ダ
イアログに切り替えた後でも、指紋認証リーダーに指を通せばログオンできます。指紋
でログオンするための SafeGuard POA ダイアログに戻る必要はありません。

13.12.4 パスワードを変更する
1. 指紋を使用したログオンが SafeGuard Power-On Authentication で有効になっている場
合は、「Ctrl+Alt+Del」キーを押してWindows パスワードを変更できます。

パスワードを変更すると、指紋認証リーダーに指を通して新しいパスワードを指紋認証
リーダーに転送することを求められます。

注: パスワードを変更するたびに、登録済みのすべての指紋に変更が適用されます。

13.12.4.1 パスワードの同期をとる
Windows パスワードが指紋認証リーダーに保存されているパスワードと一致しなくなった
場合 (パスワードを変更したけれども、新しいパスワードが指紋認証リーダーに転送されて
いない、など) は、パスワードを同期できます。

1. コンピュータを再起動します。
2. 指紋でログオンするための SafeGuard POA ダイアログで、「Esc」キーまたは
「Ctrl+Alt+Del」キーを押します。

ユーザー名とパスワードでログオンするための SafeGuard POA ダイアログが表示され
ます。
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3. 「オプション」をクリックし、「Windows へのパススルーログオン」チェックボック
スを選択から外します。

注: Windows へのパススルーを有効または無効にするかどうか、およびユーザー名とパ
スワードでログオンする SafeGuard POA の画面でユーザーがその設定を変更できるか
どうかは、ユーザーごとに適用されるポリシーでセキュリティ担当者が指定します。

4. パスワードを使用してログオンします。
5. Windows のログオンダイアログが表示されます。登録してある指の 1つを指紋認証リー
ダーに通します。

6. 指紋は認識されますが、指紋に関連付けられたパスワードがWindows によって拒否され
ます。ログオンに失敗したことが表示されますが、次にログオンできるまでの待機時間
は発生しません。

パスワードが変更されたことを示すメッセージが表示され、現在のWindows パスワード
を入力することを求められます。

7. 正しいWindows パスワードを入力してください。

注: ここで間違ったWindows パスワードを入力すると、ログオンの失敗が記録され、ロ
グオンの待機時間が発生します。何も入力しないでパスワード入力画面を閉じた場合も、
ログオンの失敗として記録され、ログオンの待機時間が発生します。

パスワードの転送に成功すると、パスワード同期プロセスが完了し、ログオンでパスワー
ドが使用できるようになります。

13.12.5 指紋ログオンの復旧
指紋ログオンに失敗し、ログオンに必要なパスワードを忘れた場合、SafeGuard Enterprise
では次の復旧方法を使用することができます。
■ Local Self Help による復旧 (p. 51)

■ SafeGuard POA ユーザーのチャレンジ/レスポンス (p. 42)

各コンピュータで使用できる復旧方法は、セキュリティ担当者が指定した設定によって異な
ります。

復旧を開始するには、指紋ログオンのダイアログで「復旧」ボタンをクリックします。

注:選択した復旧方法によっては、パスワードを忘れた場合など、コンピュータの起動時に
パスワードの変更が必要になることがあります。この場合、指紋ログイン情報を更新する手
段も用意されています。
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14 テクニカルサポート
ソフォス製品のテクニカルサポートは、次のような形でご提供しております。
■ ユーザーコミュニティサイト「Sophos Community」(英語) (community.sophos.com/)
のご利用。さまざまな問題に関する情報を検索できます。

■ ソフォスサポートデータベースのご利用。www.sophos.com/ja-jp/support.aspx/

■ 製品ドキュメントのダウンロード。www.sophos.com/ja-jp/support/documentation.aspx

■ オンラインでのお問い合わせ。
https://secure2.sophos.com/ja-jp/support/contact-support/support-query.aspx
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15 利用条件
Copyright © 1996 - 2017 Sophos Limited. All rights reserved.この出版物の一部または全部
を、電子的、機械的な方法、写真複写、録音、その他いかなる形や方法においても、使用許
諾契約の条項に準じてドキュメントを複製することを許可されている、もしくは著作権所有
者からの事前の書面による許可がある場合以外、無断に複製、復元できるシステムに保存、
または送信することを禁じます。

Sophos、Sophos Anti-Virusおよび SafeGuardは、Sophos Limited、Sophos Groupおよび
Utimaco Safeware AGの登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は、各社の登
録商標または商標です。

サードパーティコンポーネントの著作権に関する情報は、製品ディレクトリ内の「Disclaimer
and Copyright for 3rd Party Software」(英語) というドキュメントをご覧ください。
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