
SafeGuard Enterprise
管理者ヘルプ
製品バージョン: 8.2



⽬次
SafeGuard Enterprise について......................................................................................1
インストール............................................................................................................... 4

SafeGuard Enterprise コンポーネント.....................................................................4
はじめに.............................................................................................................7
SafeGuard Enterprise Server の設定.................................................................... 10
SafeGuard Enterprise データベースの設定............................................................. 13
SafeGuard Management Center の設定................................................................ 22
通信のテスト..................................................................................................... 28
SSL での通信内容の暗号化................................................................................... 30
SafeGuard Enterprise Server の登録と設定............................................................34
構成パッケージの作成..........................................................................................37
エンドポイント上の SafeGuard Enterprise の設定....................................................39
暗号化ソフトウェアの Windows へのインストール....................................................42
暗号化ソフトウェアの macOS へのインストール...................................................... 52
Web Helpdesk の設定........................................................................................ 55
アップグレードについて.......................................................................................56
移⾏について..................................................................................................... 59

SafeGuard Management Center.................................................................................. 61
SafeGuard Management Center へのログオン........................................................61
SafeGuard Management Center ユーザーインターフェース.......................................62
ポリシーの使⽤について.......................................................................................65
構成パッケージについて.......................................................................................70
認証の強化 - 「.認証されていないユーザー」グループ................................................73
UMA (User Machine Assignment)....................................................................... 75
Sophos SafeGuard の品質向上のために匿名で使⽤状況データを送信する⽅法................. 80
SafeGuard Management Center - 詳細設定...........................................................81

Windows エンドポイントの管理...................................................................................238
BitLocker ドライブ暗号化の管理..........................................................................238
ロケーションベースの File Encryption..................................................................249
Cloud Storage................................................................................................ 260
SafeGuard Data Exchange............................................................................... 267
SafeGuard Enterprise と Opal 準拠の⾃⼰暗号化ハードドライブ............................... 275
SafeGuard Configuration Protection...................................................................277
アンインストールについて.................................................................................. 277

Mac エンドポイントの管理..........................................................................................280
Mac ⽤の構成パッケージの作成........................................................................... 280
SafeGuard Native Device Encryption for Mac について......................................... 280
SafeGuard File Encryption for Mac について........................................................288
トラブルシューティング..................................................................................... 298
Mac のインベントリおよびステータス データ......................................................... 301
Mac エンドポイント上の SafeGuard Native Device Encryption のアンインストール...... 301
Mac エンドポイント上の File Encryption のアンインストール................................... 302

Synchronized Encryption.......................................................................................... 303
ベストプラクティス: Synchronized Encryption で複数の鍵に対応..............................304
要件...............................................................................................................305
データの暗号化................................................................................................ 310
Synchronized Encryption の Outlook アドイン..................................................... 325
Sophos Central Endpoint Protection の統合.........................................................326
Sophos Mobile の管理下にあるモバイルデバイスとの SafeGuard Enterprise 鍵リングの

共有...........................................................................................................327
信頼するアプリケーションおよび無視するデバイスの設定.......................................... 329
RSOP で表⽰されるアプリケーションベースの File Encryption ポリシー...................... 331

(2021/02/09)



詳細管理..................................................................................................................332
ベストプラクティスと推奨事項............................................................................ 332
セキュリティの設定について............................................................................... 342
SafeGuard Enterprise データベースの複製............................................................344
Web Helpdesk................................................................................................ 344
復旧...............................................................................................................358
ツール............................................................................................................360

テクニカルサポート................................................................................................... 374
利⽤条件..................................................................................................................375

(2021/02/09)



SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ

1 SafeGuard Enterprise について
SafeGuard Enterprise は総合データ セキュリティ ソリューションです。ポリシーベース
の暗号化機能で、クライアントマシン、ネットワーク共有、モバイルデバイス上のデータ
を確実に保護できます。ユーザーは、Sophos Secure Workspace アプリを使⽤すること
で、Windows、macOS、iOS、および Android デバイス上の情報を安全に共有、使⽤できます。
詳細は、SafeGuard Enterprise コンポーネント (p. 4)を参照してください。
SafeGuard Management Center で、セキュリティポリシー、鍵、証明書を、ロールベースの管
理機能で管理します。詳細なログとレポート機能を使って、すべてのイベントの概要をいつでも表
⽰できます。
SafeGuard Enterprise で管理者以外のユーザーが使う主なセキュリティ機能は、データの暗号化
により不正アクセスを防⽌する機能です。SafeGuard Enterprise は、ユーザーが通常使⽤する環
境にシームレスに統合できます。

Synchronized Encryption - アプリケーションベースのファイル暗号化
Synchronized Encryption は、すべてのデータは重要であり、保護 (暗号化) する必要がある、
また、データの保存場所に関わらず、暗号化された状態が維持される永続暗号化の実⾏が必要であ
る、という 2つの前提に基づいて構築されています。さらに、重要なデータは⾃動かつ透過的に暗
号化する必要があり、ユーザーはファイルの重要性を考慮して暗号化するかどうかを決定する煩わ
しさから解放されるべきと考えます。すべてのデータは重要で保護する必要があるという、この根
本的な考えに従い、すべてのデータは、ユーザー介⼊を必要とせず、シームレスに暗号化されま
す。このため、⽣産性に影響を与えることなく、ユーザーのデータを保護することが可能で、ユー
ザーは通常のワークフローに従って作業を実⾏できます。詳細は、Synchronized Encryption (p.
303)を参照してください。

ロケーションベースの File Encryption
• Cloud Storage

クラウドストレージ サービスは、利⽤者がどこで、どんなデバイスを使⽤しても、必要な情報
が⼊⼿できる便利なサービスです。従業員の⽣産性を上げることは重要ですが、クラウド上に
保存された機密情報の安全性を確保することも同様に⾮常に重要です。SafeGuard Enterprise
では、クラウドサービスに対してファイルのアップロードやダウンロードを実⾏する際にファ
イルを⾃動的かつ透過的に暗号化します。
̶ クラウドストレージサービスにアップロードされるファイルを暗号化
̶ どこでも安全にデータを共有
̶ Box、Dropbox、OneDrive、Egnyte などの⼀般的なストレージサービスを⾃動的に検知し

てサポート
̶ iOS および Android 向けの無償の Sophos Secure Workspace アプリで暗号化ファイルを

読み取り可能
• File Encryption

暗号化はデータの安全を確保して外部への情報流出を防⽌することだけではありません。安全
にファイルを共有して社内でファイルを管理する上でも役⽴ちます。SafeGuard Enterprise は
フォルダのシンプルなアクセス権管理だけではなく、適切な利⽤者のみファイルへアクセスで
きるようにしながらも、IT 担当者がファイルとバックアップの管理をできるようにします。

Copyright © Sophos Limited 1
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̶ 共有フォルダのファイル暗号化を設定
̶ 特定のユーザーやグループのみデータにアクセス可能
̶ 利⽤者は、何もする必要なし
̶ 企業のサーバーがクラウドに移動する場合でも追加の保護機能を提供

• Data Exchange
• SafeGuard Enterprise では USB メモリ、メモリカード、CD / DVD などのリムーバブルメ

ディアに含まれているファイルを⾃動・透過的に暗号化します。
̶ 業務に⽀障をきたすことなくリムーバブルメディア上の暗号化データを企業内で共有
̶ ポータブルアプリケーションとパスワードを使⽤して、暗号化されたリムーバブルメディア

を SafeGuard Enterprise を使⽤していないユーザーと共有
̶ リムーバブルメディア向けの許可リストによって、さらに簡単で柔軟な暗号化管理

BitLocker を使⽤したフルディスク暗号化
Windows 8.1 および Windows 10 エンドポイントで BitLocker を管理できるようにします。

Mac 上のデータを保護
Mac 上のデータも Windows PC 上のデータと同様に重要であるため、データ暗号化の対象に Mac
のデータも含めることが重要です。SafeGuard Enterprise では Mac のファイルやディスクを暗号
化できるため、Mac 上のデータは常に安全に保護されます。リムーバブルメディア、ネットワーク
ファイル共有、クラウド上のデータも Mac で暗号化することが可能です。
• 他のデバイスと同様に Management Center で Mac 向けのファイルおよびディスクの暗号化

を管理
• FileVault 2 で暗号化されたデバイスを管理
• バックグラウンドで動作し、パフォーマンスへの影響はなし
• 暗号化ステータスの詳細な表⽰とレポート作成が可能
Mac エンドポイントで使⽤できるモジュールは次のとおりです。SafeGuard Enterprise によって
管理されるか、または SafeGuard Management Center にレポートを送信します。

Synchronized
Encryption

- アプリケー
ションベース

Sophos SafeGuard
File Encryption

- ロケーションベース

Sophos SafeGuard
Native Device Encryption

- FileVault 2 の管理

OS X 10.11 はい はい はい

macOS
10.12

はい はい はい

macOS
10.13

はい はい はい
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Sophos Secure Workspace
SafeGuard Enterprise 鍵リングにある暗号鍵は、Sophos Mobile の管理下にある Sophos Secure
Workspace アプリで使⽤できるように設定できます。アプリのユーザーは、このような鍵を使⽤し
て、ドキュメントを復号化して表⽰したり、ドキュメントを暗号化したりできます。したがって、
すべての SafeGuard Enterprise ユーザーと SSW ユーザー間で安全にファイルを共有できます。
詳細は、Sophos Secure Workspace ドキュメントを参照してください。
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2 インストール
表⽰される機能は、購⼊済みライセンスの種類によって異なります。ライセンスで使⽤が許諾され
ているモジュールや機能の詳細は、製品の販売元にお問い合わせください。

2.1 SafeGuard Enterprise コンポーネント
Microsoft SQL データベースは、企業ネットワーク内のクライアント (エンドポイント) について
の情報を格納します。マスター セキュリティ担当者 (MSO) は、SafeGuard Management Center
を使⽤してデータベースを管理し、新しいセキュリティ規則 (ポリシー) を作成します。
エンドポイントはデータベースからポリシーを取得し、データベースに報告します。データベー
スとエンドポイント間の通信は、SafeGuard Enterprise Server がインストールされている Web
サーバー (インターネット インフォメーション サービス (IIS) ベース) によって管理されます。
SafeGuard Enterprise Web Helpdesk は、管理型クライアントに、Web ベースの復旧ソリュー
ションを提供する任意のコンポーネントです。
SafeGuard Enterprise の主な 3つのモジュールは次のとおりです。
• バックエンド
• Windows エンドポイント⽤のソフトウェア
• macOS エンドポイント⽤のソフトウェア
各モジュールには、複数のコンポーネントが含まれています。

SafeGuard Enterprise バックエンド BKD
バックエンドは、SafeGuard Enterprise エンドポイントを管理するためのポリシーを提供しま
す。次の項⽬から構成されます。

SafeGuard Enterprise Server :
インターネット インフォメーション サービス (ISS) ベースの Web サーバーによって管
理され、データベースとエンドポイント間の通信を管理します。インストール パッケー
ジ: SGNServer.msi。SafeGuard Enterprise Server は、Microsoft インターネット イン
フォメーション サービス (ISS) ベースの Web サーバー上のアプリケーションとして動作
し、SafeGuard Enterprise データベースと SafeGuard Enterprise エンドポイント間の通信を
可能にします。SafeGuard Enterprise Server は、要求に基づきポリシー設定をエンドポイント
に送信します。.NET Framework 4.5 と ASP.NET 4.5 が必要です。

クライアント、サーバー間の通信内容のデフォルトの暗号化⽅式に SSL を選択した
場合、基本認証の役割を追加する必要があります。
これには、次の 2つのサブコンポーネントが含まれています。

Srv

Web Helpdesk (任意)
WHD
Web Helpdesk は、管理型クライアント⽤の Web ベースの復旧ソリューションで
す。Web Helpdesk は、ユーザーがコンピュータにログオンできない場合や、暗号化
されたデータにアクセスできない場合に、簡単で使いやすいチャレンジ/レスポンス
機能でユーザーを⽀援するシステムです。詳細は、Web Helpdesk (p. 344)を参照
してください。
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サーバーのタスク スケジューラ
STS
SafeGuard Management クライアントでは、「タスクスケジューラ」で、定期的に
実⾏するタスク (Active Directory と SafeGuard Enterprise Management Center
の同期など) を作成し、スクリプトによるスケジュール設定を⾏なうことができま
す。
タスクは SafeGuard Enterprise Server のサービスによって⾃動的に実⾏され、指
定されたスクリプトが実⾏されます。

SafeGuard Management Center
マスター セキュリティ担当者 (MSO) は、SafeGuard Management Center を使⽤
してデータベースを管理し、新しいセキュリティ規則 (ポリシー) を作成します。
SafeGuard Enterprise で保護されているエンドポイント⽤の集中管理ツール。鍵、
証明書、ユーザー、コンピュータの管理、および SafeGuard Enterprise ポリシーの
作成に使⽤されます。SafeGuard Management Center は SafeGuard Enterprise
データベースと通信します。.NET Framework 4.5 が必要です。
インストール パッケージ: SGNManagementCenter.msi

MC

Multi Tenancy モード
MTM
SafeGuard Management Center のインストールパッケージには、Multi Tenancy
モードでインストールするオプションがあります。
その場合、テナント固有データベース設定 (Multi Tenancy) を使⽤して、複数の
データベースに対応します。企業の場所、組織単位、またはドメインなどの異なるテ
ナントに対して、異なる SafeGuard Enterprise データベースを設定および維持する
ことができます。
各データベース (テナント) ごとに、異なる SafeGuard Enterprise Server インス
タンスを設定する必要があります。データベースのバージョンはすべて同じバージョ
ンである必要があります。たとえば、SGN 7 データベースと SGN 8.2 データベース
を、1つの SGN 8.2 Management Center で管理することはできません。

DB SafeGuard Enterprise データベース
SafeGuard Enterprise データベースは、鍵/証明書、ユーザーとコンピュータにつ
いての情報、イベント、ポリシー設定など関連するすべてのデータを保持していま
す。このデータベースには、SafeGuard Enterprise Server、および SafeGuard
Management Center を通じて 1⼈のセキュリティ担当者 (通常は MSO) のみがアク
セスする必要があります。SafeGuard Enterprise のデータベース (複数可) の作成と
構成は、ウィザードまたはスクリプトを使⽤して⾏います。
SafeGuard Management Center の初期構成を⾏なう際、ウィザードやスクリプト
を使⽤してデータベースを作成し、SafeGuard Management Center、データベー
ス、および SafeGuard Enterprise Server 間の接続を⼿動で確⽴することができま
す。

• Microsoft Active Directory サービス (任意):
Active Directory から、ユーザーやコンピュータなど、企業の組織構造をインポートできま
す。
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Windows エンドポイント WinClient
SafeGuard Enterprise のインストーラパッケージを使⽤して、フルディスク暗号化やファイル暗
号化を実⾏できます。
要件に応じて、複数のファイル暗号化パッケージから選択できます。保存場所に関わらず、特定の
アプリケーションによってコンピュータに保存されたファイルすべてを暗号化するか (アプリケー
ションベース)、指定にした場所に保存されたファイルのみを暗号化する (ロケーションベース) か
を選択する必要があります。
Synchronized Encryption (アプリケーションベース) と、ロケーションベースのファイル暗号化
パッケージ (CS、FE、DX) を同じコンピュータにインストールすることはできません。
SafeGuard Enterprise で保護されるエンドポイントは、SafeGuard Enterprise Server に接続す
る管理型か、または SafeGuard Enterprise Server にまったく接続しない⾮管理型の構成を選択
できます。管理型エンドポイントは SafeGuard Enterprise Server から直接ポリシーを受信しま
す。⾮管理型エンドポイントは、ポリシーやポリシーのアップデートを構成パッケージから取得し
ます。構成パッケージは、各エンドポイントにインストールする必要があります。

CBM クライアント ベース モジュール
クライアント ベース モジュールは、必要な主要サービスと認証モジュールを提供し
ます。

BL BitLocker (Windows Native Device Encryption)
Windows 8.1 および Windows 10 エンドポイントで BitLocker を管理できるよう
にします。

SyncEnc Synchronized Encryption
保存先に関わらず、ファイルを暗号化できます。(アプリケーションベース)。⾃動的
にファイルを暗号化するアプリケーションのリストを定義できます。

CS Cloud Storage
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 します (ロケーションベー
ス)。

FE File Encryption
ローカルドライブやネットワーク上 (主にネットワーク共有にあるワークグループな
ど) で⾏うロケーションベースのファイル暗号化。

DX Data Exchange
コンピュータに接続されたリムーバブルメディアに保存されているデータのファイル
ベースの暗号化を実⾏し、他の Windows ユーザーとデータを安全に交換できるよう
にします。

macOS エンドポイント macClient
SafeGuard Enterprise のインストーラパッケージを使⽤して、FileVault 2 フルディスク暗号化の
管理やファイル暗号化を実⾏できます。ファイルを暗号化して Windows エンドポイントと共有す
る場合は、SafeGuard File Encryption for macOS を使⽤する必要があります。

FV2 FileVault 2 (SafeGuard Native Device Encryption for Mac)
Mac 環境で FileVault 2 を管理できます。
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macOSFE SafeGuard ファイル暗号化
ローカルドライブ、ネットワーク共有、リムーバブルドライブ、およびクラウドスト
レージにあるファイルを暗号化します。
SafeGuard File Encryption for Mac を使⽤して暗号化・復号化したファイルは、他
の Mac ユーザーや Windows PC ユーザーと安全に交換することができます。
SafeGuard Enterprise で暗号化されたファイルをモバイルデバイスで読む場合
は、Sophos Secure Workspace for iOS または Android を使⽤してください。

最適なパフォーマンスを得るための推奨設定
システムを最適なパフォーマンスで運⽤するため、ネットワークにコンピュータを設置する際は、
次の点について考慮する必要があります。
• 可能な限り、SafeGuard Enterprise Management Center を SQL データベースの近くに設置す

ること。
• SafeGuard Enterprise Server も上記と同様に設置すること。
• Active Directory と SafeGuard Enterprise の同期速度を保てるよう、両⽅のコンポーネントか

ら同じネットワーク内のドメインコントローラにアクセスできるようにすること。

2.2 はじめに
ここでは、標準的な SafeGuard Enterprise のインストールについて、ベストプラクティスの例や
推奨事項と共に説明します。SafeGuard Enterprise (SGN) をインストールするシステム/ネット
ワーク/データベース管理者を対象にしており、最⾼レベルのセキュリティとパフォーマンスで、各
コンポーネントの通信を実現するセットアップについて説明します。
ここでは、すべてのコンピュータが同じドメインに所属している環境を想定しています。したがっ
て、ワークグループを使⽤している環境では、特有のタスクが異なる場合があることに注意してく
ださい。
• 初回のインストール: SGN Install Advisor を使うと、デフォルトのポリシーなど管理コンポー

ネントの初期設定が簡単にできます。SafeGuard Enterprise を新規インストールするために
SGN Install Advisor を起動するには、製品パッケージのフォルダから SGNInstallAdvisor.bat
を起動します。ウィザードの指⽰に従ってインストールを⾏います。

• 更新インストール: 次に記載されている⼿順に従ってください。アップグレードについて (p.
56)。

2.2.1 主な作業項⽬
SafeGuard Enterprise Client をインストールするには、まず、バックエンドが稼動している必要
があります。したがって、以下で説明するインストール⼿順に従うことを推奨します。
SafeGuard Enterprise のコンポーネント (.msi パッケージ) は、すべて製品パッケージに含まれ
ています。
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⼿
順

説明 インストールするパッ
ケージ/使⽤するツール

1 システム要件の確認
インストールおよびインストール後の安定稼動に必要
なハードウェア/ソフトウェア、サービスパックやディ
スク容量などのシステム要件について、SafeGuard リ
リースノートの⼀覧で最新のリリースノートを参照し
てください。

該当なし

2 インストーラのダウンロード
ソフォスの Web サイトを開き、社内のシステム管理者
から⼊⼿したアカウント情報で「製品・アップデート
版のダウンロード」ページにログオンし、インストー
ラをダウンロードします。ダウンロードしたインス
トーラとドキュメントを、インストール先からアクセ
ス可能な場所に保存します。
詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章
111195 を参照してください。

該当なし

3 Windows サーバーに最新の Windows アップデートが
適⽤されていることを確認します。
.NET Framework および ASP.NET 4.6.1 をインストールしま
す。

該当なし

4 SafeGuard Enterprise の使⽤に必要なインターネッ
ト インフォメーション サービス (IIS) を設定しま
す。Microsoft インターネット インフォメーション
サービス (IIS) のインストール・設定 (p. 11)を参
照して、基本認証の役割をインストールします。

該当なし

基本認証の役割については、Microsoft のドキュメント「基本認証 (英語)」を参照してくだ
さい。
SafeGuard Enterprise のコンポーネントのインストール先コンピュータすべてに、.NET
Framework 4.5 がインストール済みであることを確認します。

5 SafeGuard Enterprise Server をインストールしま
す。

SGNServer.msi

6 SafeGuard Enterprise のマスターセキュリティ担当者
の Microsoft SQL Server のデータベース認証を設定し
ます。詳細は、データベースの認証 (p. 14)を参照
してください。

該当なし

7 任意: スクリプトを実⾏し SafeGuard Enterprise デー
タベースを⽣成します。
SafeGuard Management Center のインストール
後、SafeGuard Management Center 構成ウィザード
で、データベースを⾃動的に作成できます (⼿順 9)。

製品パッケージ内のスクリプト
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⼿
順

説明 インストールするパッ
ケージ/使⽤するツール

8 ユーザー、コンピュータ、ポリシー、鍵、レポートを
⼀元管理する SafeGuard Management Center をイ
ンストールします。

SGNManagementCenter.msi

9 SafeGuard Management Center を構成します (デー
タベース/データベースサーバーへの接続、証明書、マ
スターセキュリティ担当者のログオン情報)。

SafeGuard Management
Center 構成ウィザード

10 SafeGuard Enterprise Server の登録と設定: サー
バー構成パッケージを作成して Web サーバーにインス
トールします。

SafeGuard Management
Center 構成パッケージツール

11 Active Directory を使⽤するか、または⼿動で組織構
造を作成します。

SafeGuard Management
Center

12 暗号化前のエンドポイントの準備作業を⾏います。 SGxClientPreinstall.msi

13 エンドポイントを構成するためのクライアントの初期
構成パッケージを作成します。

SafeGuard Management
Center 構成パッケージツール

14 エンドポイントに暗号化ソフトウェアと初期構成パッ
ケージをインストールします。

利⽤可能なパッケージについて
は、管理型エンドポイントと⾮管
理型エンドポイントについて (p.
39)を参照してください。

2.2.2 他のソフォス製品との互換性
ここでは、SafeGuard Enterprise と他のソフォス製品との互換性について説明します。

 Sophos Central との互換性
• SafeGuard Enterprise Device Encryption は、Sophos Central Device Encryption と同じコン

ピュータ (Windows/Mac) にインストールすることはできません。
• SafeGuard Enterprise 8.2 File Encryption は、Sophos Central Device Encryption と同じコン

ピュータ (Windows/Mac) にインストールできます。

 SafeGuard LAN Crypt との互換性
SafeGuard Enterprise 8.2 を SafeGuard LAN Crypt と同じエンドポイントにインストールする
ことはできません。

 Sophos Enterprise Console との互換性
Sophos Enterprise Console (SEC) を使⽤して暗号化機能を管理する場合は、SafeGuard
Enterprise Server とそのサブコンポーネント (Web Helpdesk、サーバーのタスク スケジューラ)、
または SafeGuard Management Center を、SEC の管理サーバーがインストールされているサー
バーにインストールしないでください。
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 Sophos Mobile との互換性
SafeGuard Enterprise は、共通の鍵リングを共有して、Sophos Mobile と連係します。これに
よって、ユーザーは⾃⾝のモバイルデバイスで、SGN 鍵で暗号化されたファイルに安全にアクセ
スすることができます。また、ユーザーは、Secure Workspace アプリでファイルを作成し、SGN
で保護されたコンピュータで開くこともできます。
前提条件:
• Management Center で、証明書情報と共に Sophos Mobile サーバーを SGN サーバーに登録

します (ツール > 構成パッケージツール > サーバー)。
• サーバー間で、セキュリティで保護された SSL/TLS 接続を確⽴します。既存の SSL 攻撃を避

けるため、TLS 1.2 暗号化プロトコルを使⽤することを強く推奨します。
• SGN で、Active Directory 情報によってモバイルユーザーを識別できるよう、Active

Directory を使⽤します。

2.3 SafeGuard Enterprise Server の設定
SafeGuard Enterprise Server は、SafeGuard Enterprise Client のインターフェースとして動作
します。SafeGuard Management Center と同様にデータベースに接続し、IIS (インターネット
インフォメーション サービス) がインストールされている Web サーバー上のアプリケーションと
して稼働します。最新のアップデートを適⽤した、最新バージョンの IIS を使⽤するようにしてく
ださい。
最適なセキュリティとパフォーマンスを提供するため、SafeGuard Enterprise Server は専⽤のマ
シンにインストールすることを推奨します。これによって、SafeGuard Enterprise と他のアプリ
ケーションの競合を防⽌することもできます。
SafeGuard Enterprise Server では、「タスク スケジューラ」で定期的に実⾏するタスク
を作成 (スクリプトベース) してスケジュール設定を⾏うことができます。設定したタスクは
SafeGuard Enterprise Server で⾃動的に実⾏されます。異なる使⽤例向けの、複数のスクリプト
が、SafeGuard Enterprise の製品パッケージに含まれています。ご使⽤の環境で、これらをテン
プレートとして利⽤できます。
バージョン 8.1 以降、SafeGuard Enterprise Web Helpdesk は SGNServer.msi インストール
パッケージに含まれています。詳細は、Web Helpdesk (p. 344)を参照してください。

2.3.1 前提条件
次の前提条件を満たす必要があります。
• Windows の管理者権限でログインできる。
• Microsoft インターネット インフォメーション サービス (IIS) を使⽤できる。

IIS は、マイクロソフト社の Web サイトから⼊⼿可能です。
• SafeGuard Enterprise Server と SafeGuard Enterprise Client の間で、SSL 暗号化通信を

使⽤する場合は、あらかじめ IIS が設定されている。詳細は、SSL での通信内容の暗号化 (p.
30)を参照してください。
̶ 証明書が発⾏されており、また、SSL を実装し、発⾏した証明書を参照するように IIS

サーバーが構成されている。
̶ SafeGuard Enterprise Server を構成するときに指定するサーバー名が、SSL 証明書に指

定されているサーバー名と同じである。そうでない場合は、クライアントとサーバーは通信
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できません。SSL 実装と競合する可能性があるので、DNS 名のエイリアスはサポートされ
ていません。

̶ SafeGuard Enterprise Server ごとに異なる SSL 証明書が必要です。
Windows および macOS エンドポイントを管理する場合、認証局 (CA) によって発⾏さ
れた SSL 証明書が必要です。Apple は、macOS 10.12 以降、⾃⼰署名証明書を使⽤した
SSL 接続を許可していません。

̶ Network Load Balancer を使⽤する場合は、ポート範囲に SSL ポートが含まれていること
を確認する。

• .NET Framework 4.5 および ASP.NET 4.5 (SafeGuard Enterprise の製品パッケージに含ま
れています) がインストールされている。

2.3.2 Microsoft インターネット インフォメーション サービス
(IIS) のインストール・設定
この章では、SafeGuard Enterprise Server で実⾏する Microsoft インターネット インフォメー
ション サービス (IIS) を準備する⽅法について説明します。

 Windows Server 2008 R2 への IIS 7/7.5 のインストールと設定
IIS は、マイクロソフト社の Web サイトから⼊⼿可能です。
1. 「スタート」メニューで、「すべてのプログラム > 管理ツール > サーバー マネージャー」をク

リックします。
2. 「サーバー マネージャ」で「役割 > 役割の追加」をクリックします。
3. 「役割の追加ウィザード」の「開始する前に」ページで次の項⽬を確認します。

• 管理者⽤アカウントに強⼒なパスワードが設定されていること。
• IP アドレスなどのネットワークの設定が構成されていること。
• Windows Update から最新のセキュリティ更新プログラムがインストールされているこ

と。
4. 「サーバーの役割の選択」で右側の⼀覧から「Web サーバー (IIS)」を選択します。次のペー

ジで、「必要な機能を追加」をクリックします。「Web サーバー (IIS)」は、「役割の追加ウィ
ザード」のナビゲーションエリアの⼀覧に表⽰されます。

5. 「Web サーバー (IIS) - 役割サービス」の順にクリックします。デフォルトの役割サービスを選
択したままにします。

6. これ以外にも右側のペインで次の項⽬を選択します。「ASP.NET」を選択します。同時に必要な
サブ役割サービスがすべて選択されます。

7. IIS の適切な構成に必要な「IIS 管理スクリプトおよびツール 」を選択します。
8. 「次へ > インストール > 閉じる」をクリックします。

ASP.NET アプリケーションをホストできるようにデフォルトの構成で IIS がインストールされ
ます。

9. http://<サーバー名> を開き、Web ページが正常に表⽰されることを確認します。詳細は次のサ
イトを参照してください。http://support.microsoft.com

 IIS 7 上の .NET Framework 登録の確認
.NET Framework バージョン 4.5 が必要です。このプログラムは、SafeGuard Enterprise の製品
パッケージに含まれています。
IIS 7 に正しいバージョンがインストールされていることを確認するには次の⼿順を実⾏します。
1. 「スタート」メニューから「プログラム名を指定して実⾏」を選択します。
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2. 次のコマンドを⼊⼒します。Appwiz.cplコンピュータにインストールされているすべてのプログ
ラムが表⽰されます。

3. .NET Framework Version 4.5 がインストールされていることを確認します。このバージョンが
表⽰されなかった場合は、インストールします。すべてデフォルト値を選択したままインストー
ルウィザードに表⽰される指⽰に従います。

4. 正しく登録されていることを確認するには、C:\Windows\Microsoft.NET\Framework を参照し
ます。インストールされている各バージョンに対して「v 4.5」などバージョン番号の付いたフォ
ルダが作成されています。

 IIS 7.0 上の ASP.NET の登録の確認
ASP.NET Version 4.5 がインストールされている必要があります。
ASP.NET がインストールされ、正しいバージョンで登録されていることを確認するに
は、aspnet_regiis.exe -lv というコマンドをコマンドプロンプトに⼊⼒します。
Version 4.5 と表⽰されます。

 Windows Server 2012/2012 R2 と Windows Server 2016 への IIS
8 のインストールと設定
IIS は、マイクロソフト社の Web サイトから⼊⼿可能です。
1. 「サーバーマネージャのダッシュボード」で、「管理 > 役割と機能の追加」を選択します。
2. 「役割と機能の追加ウィザード」の「開始する前に」ページで次の項⽬を確認します。

• 管理者⽤アカウントに強⼒なパスワードが設定されていること。
• IP アドレスなどのネットワークの設定が構成されていること。
• Windows Update から最新のセキュリティ更新プログラムがインストールされているこ

と。
3. 左側の⼀覧から「サーバーの役割」を選択し、「Web サーバー (IIS)」を選択します。ダイアロ

グが表⽰されるので「機能の追加」をクリックします。「Web サーバーの役割 (IIS)」が「役割
と機能の追加ウィザード」の左側のリストに表⽰されます。

4. 左側のペインの「Web サーバーの役割 (IIS)」の下に表⽰される「役割サービス」を選択しま
す。デフォルトの役割サービスを選択したままにします。

5. ここで下にスクロールして「アプリケーション開発」ノードを展開し、次の項⽬を選択します。
• ASP.NET 4.5
• ISAPI 拡張
• ISAPI フィルター
必要なサブロールは⾃動で選択されます。

6. 「セキュリティ」ノードを展開して次の項⽬を選択します。
• 基本認証
• Windows 認証

7. 「次へ > インストール > 閉じる」をクリックします。
これで、Windows Server 環境で ASP.NET アプリケーションをホストできるように、デフォ
ルトの構成で IIS がインストールされます。
http://(括弧なしでマシン名を⼊⼒) を使⽤して、Web サーバーが動作することを確認しま
す。Web ページが正しく表⽰されない場合は、マイクロソフトのサポート技術情報 (http://
support.microsoft.com) を参照してください。
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2.3.3 SafeGuard Enterprise Server のインストール
IIS を設定したら SafeGuard Enterprise Server を IIS サーバーにインストールできます。インス
トールパッケージ SGNServer.msi は製品パッケージにあります。次のモジュールをインストール
できます。
• サーバー
• Scheduler Service (任意)
• Web Helpdesk (任意)
1. SafeGuard Enterprise Server をインストールするサーバーで、SGNServer.msi をダブルクリッ

クします。ウィザードの指⽰に従って必要な⼿順を実⾏します。
2. 次のコンポーネントを追加インストールすることもできます。

• タスク スケジューラ
インストールの種類「標準」を選択すると、タスク スケジューラが⾃動インストールされ
ます。

• Web Helpdesk
バージョン 8.1 以降、SafeGuard Enterprise Web Helpdesk は SGNServer.msi インス
トールパッケージに含まれています。詳細は、Web Helpdesk (p. 344)を参照してくださ
い。

3. 「インストール」をクリックします。
これで、SafeGuard Enterprise Server、および選択した追加コンポーネントがインストールされ
ます。
インストールが正常に完了したことを確認するには、「インターネット インフォメーション サー
ビス マネージャ」を開いて (inetmgr を実⾏)、「SGNSRV」という Web ページが利⽤できること
を確認します。

 サーバーのログ出⼒されたイベント
SafeGuard Enterprise Server のインストール後、パフォーマンスを上げるために、デフォルト
で、ログ出⼒されたイベントが SafeGuard Enterprise のデータベースで連結されなくなります。
しかし、ログ出⼒イベントの整合性を保つには連結が必要です。連結はイベント テーブルのすべ
てのエントリをつなぎあわせるので、エントリが削除された場合は認識でき、整合性の確認機能で
チェックできます。したがって、整合性を保護するためには、⼿動でログ出⼒イベントの連結を設
定する必要があります。詳細は、レポート (p. 160)を参照してください。
サーバーが SafeGuard Enterprise のデータベースにイベントを送信できるようにするに
は、SafeGuard Client インストールパッケージをインストールする必要があります。

2.4 SafeGuard Enterprise データベースの設定
SafeGuard Enterprise は、鍵/証明書、ユーザーとコンピュータについての情報、イベントと
ポリシー設定など関連するすべてのデータを保持します。SafeGuard Enterprise データベース
は、Microsoft SQL Server をベースにしたデータベースです。
該当するリリースノートに記載されるシステム要件を参照し、対応する SQL Server のバージョン
を確認します。
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SQL Express Edition を使⽤する場合は、データベースの最⼤ファイルサイズが、マイクロソフ
トによって指定されていることにご注意ください。したがって、⼤規模な環境での SQL Express
Edition の使⽤は適切でないことがあります。
データベースは、初期構成時に SafeGuard Management Center で⾃動的に設定したり、製品
パッケージにある SQL スクリプトを使⽤して⼿動で設定したりできます。設定する社内環境に応じ
て、どちらの⽅法を選択するべきか確認してください。いずれの場合でも、まず、データベースへ
の必要なアクセス権限があることを確認する必要があります。詳細は、データベースへのアクセス
権限 (p. 14)を確認してください。
異なる企業の場所、組織単位、またはドメインなどの異なるテナントに対して、複数の SafeGuard
Enterprise データベースを作成および維持することができます (Multi Tenancy)。Multi Tenancy
モードの場合、すべてのテナントに同じバージョンの SafeGuard Enterprise をインストールす
る必要があります。複数のテナントを設定するには、複数のデータベース構成での作業 (Multi
Tenancy ⽤) (p. 82)を参照してください。
ファイアウォール経由で SQL と通信するには、TCP/IP ポート 1433 および 1434 が必要です。

2.4.1 データベースの認証
SafeGuard Enterprise データベースに接続するためには、SafeGuard Management Center の最
初のセキュリティ担当者をユーザー認証する必要があります。これは、次の⽅法で実⾏できます。
• Windows 認証: 既存の Windows ユーザーを SQL ユーザーに昇格させる
• SQL 認証: SQL ユーザー アカウントを作成する
SQL 管理者から、どの認証⽅法がユーザー (セキュリティ担当者) にとって適切であるかを調査し
てください。この情報は、データベースを⽣成する前、および SafeGuard Management Center
構成ウィザードを使った初期構成前に必要です。
ドメインの⼀部ではないコンピュータには SQL 認証を使⽤し、それ以外の場合は Windows 認証
を使⽤してください。SQL 認証を使⽤する場合は、データベースとの間の接続を SSL で保護する
ことを強く推奨します。詳細は、SSL での通信内容の暗号化 (p. 30)を参照してください。

 データベースへのアクセス権限
SafeGuard Enterprise の設定では、SQL データベースと連携するために、データベースへの最低
限のアクセス権限を持つユーザー アカウントが 1つだけ必要です。
SafeGuard Enterprise のデータベースは、⼿動で作成したり、初期構成時に SafeGuard
Management Center で⾃動的に設定したりできます。⾃動的に作成する場合、最初の SafeGuard
Management Center のセキュリティ担当者は、SQL データベース (db_creator) に対する拡張ア
クセス権限が必要です。ただし、次回のインストール/更新まで、SQL 管理者がこれらの権限を後
で無効にできます。
SafeGuard Enterprise が実⾏中の場合、1⼈の SafeGuard Management Center のセキュリティ
担当者は SafeGuard Management Center のデータベースの読み取り/書き込み権限のみ必要で
す。
SafeGuard Management Center を設定する際に拡張アクセス権限を付与したくない場合、SQL
管理者はスクリプトを⽤いて SafeGuard Enterprise データベースを⽣成できます。データベー
スを⽣成するためのスクリプトは製品パッケージに含まれています。CreateDatabase.sql と
CreateTables.sql という 2種類のスクリプトを実⾏します。
Microsoft SQL Server に必要な SQL アクセス権限は次の表を参照してください。
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SQL Server アクセス権限

データベースの⽣成

サーバー db_creator

マスター データベース なし

SafeGuard Enterprise データベース db_ownerpublic (デフォルト)

データベースの使⽤

サーバー なし

マスター データベース なし

SafeGuard Enterprise データベース db_datareader
db_datawriter
public (デフォルト)

 SQL Server へのログオン⽤ Windows アカウントの構成
次の説明は SQL 管理者を対象としています。また、各設定の⼿順は Microsoft Windows Server
2008 R2 および Microsoft SQL Server Standard/Express Edition を対象にしています。
SQL 管理者としてユーザーアカウントを作成する権限が必要です。
1. SQL Server Management Studio を開きます。アカウント情報を⼊⼒し、SQL Server にログオ

ンします。
2. 「オブジェクト エクスプローラ」を開き、「セキュリティ」を右クリックし、「新規作成」に

カーソルを合わせ、「ログイン」をクリックします。
3. 「ログイン - 新規作成」の「全般」ページで、「Windows 認証」を選択します。
4. 「検索」をクリックします。設定する Windows ユーザーを探し、「OK」をクリックします。

ユーザー名が「ログイン名」として表⽰されます。
5. 「既定のデータベース」: SafeGuard Enterprise データベースを⽣成するためのスクリプトが使

⽤されていなければ、「Master」を選択します。
6. 「OK」をクリックします。
7. SafeGuard Management Center の初期構成中にデータベースを⾃動作成するには、次の⼿順

でアクセス権を変更する必要があります。「ログイン - 新規作成」で左側の「サーバー ロール」
をクリックし、アクセス権/ロールを適⽤します。「dbcreator」を選択します。SafeGuard
Enterprise をインストールすると、データベース ロールは「dbowner」にリセットできます。
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 SQL Server へのログオン⽤ SQL アカウントの作成
SafeGuard Management Center の使⽤が許可されているユーザーは、Windows 認証を使⽤して
SafeGuard データベースに接続するために、有効な SQL ユーザーアカウントが必要です。
次の各設定⼿順は SQL 管理者を対象としています。ここでの説明は、Microsoft SQL Server
Standard Edition がインストールされている Microsoft Windows Server 2008 R2 が対象です。
SQL 管理者としてユーザーアカウントを作成する権限が必要です。
1. SQL Server Management Studio を開きます。アカウント情報を⼊⼒し、SQL Server にログオ

ンします。
2. 「オブジェクト エクスプローラ」を開き、「セキュリティ」を右クリックして「新規作成 > ログ

イン」を選択します。
3. 「ログイン - 新規作成」の「全般」ページで、「SQL Server 認証」を選択します。
4. 「全般」ページの「ログイン名」で、次の⼿順を実⾏します。

a) SGN SQLSERVICE など新しいユーザーの名前を⼊⼒します。
b) アカウントのパスワードを⼊⼒・確認⼊⼒します。
c) 「パスワード ポリシーを適⽤する」の選択を外します。
d) 「既定のデータベース」: SafeGuard Enterprise データベースを⽣成するためのスクリプト

が使⽤されていなければ、「Master」を選択します。「OK」をクリックします。
認証⽅法とアカウント情報をメモします。この情報は SafeGuard Management Center のセ
キュリティ担当者に通知する必要があります。
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5. SafeGuard Management Center の初期構成中にデータベースを⾃動作成するには、次の⼿
順でアクセス権を変更する必要があります。「ログイン - 新規作成」の「全般」ページで、
「サーバーロール」をクリックし、アクセス権/ロールを適⽤します。「dbcreator」を選択しま
す。SafeGuard Enterprise をインストールすると、データベース ロールは「dbowner」にリ
セットできます。
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これで、SafeGuard Enterprise セキュリティ担当者の SQL ユーザー アカウントとアクセス権限
が設定されます。

2.4.2 SafeGuard Enterprise データベースの⽣成
SQL Server へのログオン⽤のユーザー アカウントの設定が完了したら、SafeGuard Enterprise
データベースを⽣成する必要があります。次の 2種類の⽅法があります。
• SafeGuard Management Center 構成ウィザードを使⽤する

セキュリティ担当者の権限を⽤いると、初期構成時に SafeGuard Management Center
で SafeGuard Enterprise データベースを簡単に⽣成できます。SafeGuard Management
Center 構成ウィザードの指⽰に従い、データベース作成を含む、基本設定を⾏うことができま
す。データベースを⽣成するには、SafeGuard Management Center のインストール、構成を
実⾏後 (SafeGuard Management Center の設定 (p. 22)を参照)、該当するアクセス権限を
変更します (SafeGuard Enterprise データベースのアクセス権の変更 (p. 19)を参照)。

• 製品パッケージ内の SQL スクリプトを使⽤する
この⽅法は SafeGuard Management Center を設定する際に拡張 SQL アクセス権限を付与し
たくない場合に選択します。
どの⽅法を適⽤するかは使⽤しているシステム環境によって異なります。SQL 管理者と
SafeGuard Enterprise セキュリティ担当者との間で⼗分に検討することを推奨します。
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 前提条件
次の前提条件を満たす必要があります。
• Microsoft SQL Server がインストール・設定済みである必要があります。⼩規模の企業の場合

は、ライセンス料⾦の発⽣しない Microsoft SQL Express Edition の使⽤をお勧めします。
• パフォーマンス上の理由から、Microsoft SQL Server は SafeGuard Enterprise Server がイ

ンストールされているコンピュータにインストールしないでください。
• データベース認証の⽅法とデータベースのアクセス権限を明確にする必要があります。

 スクリプトによる SafeGuard Enterprise データベースの作成
SafeGuard Management Center の構成中に⾃動的に SafeGuard Enterprise データベースを作
成する場合は、ここでの⼿順は読み⾶ばしてください。SafeGuard Management Center の構成
中に拡張した SQL のアクセス権を使⽤したくない場合は、この⼿順を実⾏してください。このため
に、製品パッケージ (Tools フォルダ) に次の 2つのデータベース スクリプトが⽤意されています。
• CreateDatabase.sql
• CreateTables.sql
ここでの説明は SQL 管理者を対象としています。使⽤するシステムは Microsoft SQL Server
Standard Edition です。
SQL 管理者としてデータベースを作成する権限が必要です。
1. スクリプト CreateDatabase.sql および CreateTables.sql を SafeGuard Enterprise の製品パッ

ケージから SQL Server にコピーします。
2. 「CreateDatabase.sql」をダブルクリックします。Microsoft SQL Server Management

Studio が起動します。
3. アカウント情報を⼊⼒し、SQL Server にログオンします。
4. スクリプトのはじめの FILENAME (MDF, LDF) の下にある作成先パスが、ローカルのハードドラ

イブに存在することを確認します。必要に応じて訂正します。
5. ツールバーの「実⾏」をクリックしてデータベースを⽣成します。SafeGuard というデータベー

スが作成されます。次に、製品パッケージのスクリプト CreateTables.sql を使⽤してテーブルを
⽣成します。

6. CreateTables.sql  をダブルクリックします。Microsoft SQL Server Management Studio で新
たなペインが開きます。

7. スクリプトのはじめに use SafeGuard と⼊⼒し、テーブルを作成するデータベース、SafeGuard
Enterprise のデータベースを選択します。

8. ツールバーの「実⾏」をクリックしてテーブルを⽣成します。
SafeGuard Enterprise データベースと関連するテーブルが作成されます。

2.4.3 SafeGuard Enterprise データベースのアクセス権の変
更
SafeGuard Enterprise データベースを作成したら、データベースへのアクセス権をユーザー
アカウントに許可する必要があります。Windows NT 認証を使⽤している場合、アクセス権
は、SafeGuard Management Center を使⽤するセキュリティ担当者すべてに対して許可する必要
があります。データベース上のユーザーには、さまざまロールやアクセス権を割り当てることがで
きますが、ここでは、必要な最⼩の権限の設定⽅法について説明します。
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1. SQL Server Management Studio を開きます。アカウント情報を⼊⼒し、SQL Server にログオ
ンします。

2. 「オブジェクト エクスプローラ」を開き、「セキュリティ」、「ログイン」の順にダブルクリッ
クします。

3. ユーザー名を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
4. 左側の「ユーザー マッピング」を選択します。「このログインにマップされたユーザー」の下か

ら「SafeGuard」というデータベースを選択します。
5. 「データベース ロールのメンバーシップ」で 、「db_datareader」、「db_datawriter」、

および「public」を選択し、SafeGuard Enterprise データベースの使⽤に必要な最⼩のアクセス
許可を設定します。

6. 「OK」をクリックします。

2.4.4 SQL サービス、名前付きパイプ、TCP/IP の設定の確認
SafeGuard Management Center をインストールするには、SQL Browser サービスが実⾏中
で、「Named Pipes」および「TCP/IP」が有効化されている必要があります。このような設
定は、他のマシンから SQL Server にアクセスするために必要です。これは、「SQL Server
Configuration Manager」で確認できます。ここでの説明は、Microsoft Windows Server 2008
R2 および Microsoft SQL Server 2012 Standard / Express Edition が対象です。
1. 「SQL Server Configuration Manager」を開きます。
2. 左側のナビゲーションツリーから、「SQL Server Services」を選択します。
3. 「SQL Server」と「SQL Server Browser」の両⽅の「State」が「Running」になっている

ことと、「Start mode」が「Automatic」になっていることを確認します。
4. 左側のナビゲーションツリーから、「SQL Server Network Configuration」を選択し、現在

のインスタンスを選択します。
5. プロトコル「Named Pipes」を右クリックし、「Enabled」をクリックします。
6. プロトコル「TCP/IP」を右クリックし、「Enabled」をクリックします。
7. もう⼀度、プロトコル「TCP/IP」を右クリックし、「Properties」をクリックします。「IP

Addresses」タブの「IPAll」の下の「TCP Dynamic Ports」を空⽩のままにします。「TCP
Port」に 1433 と⼊⼒します。

8. SQL サービスを再起動します。

2.4.5 Windows Server における Windows ファイアウォール
の規則の作成
ここでの説明は、Microsoft SQL Server 2012 Standard または Express Edition がインストール
されている Microsoft Windows Server が対象です。この構成を使⽤する場合は、次の⼿順を実⾏
して確実な SafeGuard Enterprise データベースと SafeGuard Management Center の接続を確
⽴させます。
1. SQL Server のインスタンスが作成されているコンピュータで、「スタート」をクリックし、「管

理ツール」を選択し、「セキュリティが強化された Windows ファイアウォール」をクリックし
ます。

2. 左側のナビゲーションツリーから、「受信の規則」を選択します。
3. メニュー バーの「操作」をクリックし、「新しい規則」をクリックします。「新規の受信の規則

ウィザード」が開きます。
4. 「規則の種類」ページで、「カスタム」を選択し、「次へ」をクリックします。
5. 「プログラム」ページで、この規則を適⽤するプログラムとサービスを選択し、「次へ」をク

リックします。
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6. 「プロトコルおよびポート」ページで、「プロトコルの種類」ドロップダウンリストから
「TCP」を選択します。「ローカルポート」ドロップダウンリストから、「特定のポート」を選
択し、その下の⼊⼒欄に「1433, 1434」と⼊⼒します。「リモートポート」ドロップダウンリス
トから、「すべてのポート」を選択します。「次へ」をクリックします。

7. 「スコープ」ページで IP アドレスを指定すると、そのアドレスを介して送受信されるネットワー
ク トラフィックに対してのみ、規則が適⽤されます。適宜設定を⾏い、「次へ」をクリックしま
す。

8. 「操作」ページで、「接続を許可する」を選択し、「次へ」をクリックします。
9. 「プロファイル」ページ で、この規則を適⽤するタイミングを選択し、「次へ」をクリックしま

す。
10.「名前」ページで、作成した規則の名前と説明を⼊⼒し、「完了」をクリックします。

2.4.6 SQL Server へのログオン⽤ Windows 認証の構成
ここでの説明は、Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition および IIS 7 がインストールさ
れている Microsoft Windows Server が対象です。
Windows 認証を⾏う環境で、SafeGuard Enterprise Server と SafeGuard Enterprise データ
ベースの間で通信を⾏うには、Active Directory のグループに属するユーザーを作成する必要があ
ります。ローカルファイルのアクセス許可を調節し、SQL ユーザーアカウントを IIS のアプリケー
ションプールの ID として指定する必要があります。
1. 「スタート - ファイル名を指定して実⾏」の順に選択します。「dsa.msc」と⼊⼒します。

「Active Directory ユーザーとコンピュータ」スナップインを開きます。
2. 左側のナビゲーションツリーで、ドメインツリーを展開し、「Builtin」を選択します。
3. それぞれの Windows ユーザーを次のグループに追加します。IIS_IUSRS、Performance Log

Users、Performance Monitor Users。
4. スナップインを閉じます。
5. ローカルファイルシステムの Windows エクスプローラで、C:\Windows\Temp というフォルダ

を右クリックし、「プロパティ」タブを選択します。「プロパティ」で「セキュリティ」タブを
選択します。

6. 「セキュリティ」で「追加」をクリックし、それぞれの Windows ユーザー名を「選択するオブ
ジェクト名を⼊⼒してください」フィールドに⼊⼒します。「OK」をクリックします。

7. 「セキュリティ」の「アクセス許可」で「詳細設定」をクリックします。「[ユーザー名] のセ
キュリティの詳細設定」ダイアログの「アクセス許可」タブで「編集」をクリックします。「オ
ブジェクト」タブで次の項⽬を「許可」に設定します。フォルダの⼀覧/データの読み取り、ファ
イルの作成/データの書き込み、 削除。

8. 「OK」をクリックして「[ユーザー名] のプロパティ」、「Windows エクスプローラの順に閉じ
ます。

9. 「インターネット インフォメーション サービス マネージャ」を開きます。
10.左側の「接続」ペインから、設定するサーバーノードの「アプリケーション プール」を選択しま

す。
11.右側に表⽰される「アプリケーション プール」リストから、「SGNSRV-Pool」を選択します。
12.右側の「操作」ペインで、「詳細設定」を選択します。
13.「詳細設定」で、「プロセス モデル」の下の「ID」を選択し、右側に表⽰される「... 」ボタン

をクリックします。
14.「アプリケーション プール ID」で「カスタム アカウント」を選択し、「設定」をクリックしま

す。
15.「資格情報の設定」で、指定する Windows のユーザー名を次の形式で⼊⼒します。ドメイン名

\<Windows ユーザー名>。Windows パスワードを⼊⼒・確認⼊⼒し、「OK」をクリックしま
す。
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16.左側の「接続」ペインで、設定したサーバーノードを選択し、「操作」ペインから「再起動」を
クリックします。

17.左側の「接続」ペインのサーバーノードを展開し、「サイト」、「Default Web Site」の下か
ら、「SGNSRV」を選択します。

18.SGNSRV のホームページで、「認証」をダブルクリックします。
19.「匿名認証」を右クリックし、「編集」を選択します。
20.「匿名ユーザー ID」に対して、「特定のユーザー」を選択し、ユーザー名が IUSR であること

を確認します。必要に応じて訂正します。
21.「OK」をクリックします。
これで、Windows アカウントを使⽤して SQL Server にログオンする場合に必要な追加設定が完
了します。

2.5 SafeGuard Management Center の設定
ここでは、SafeGuard Management Center のインストールと設定について説明します。
SafeGuard Management Center は、SafeGuard Enterprise ⽤の集中管理ツールです。この
ツールは SafeGuard Enterprise の管理に使⽤する管理者⽤コンピュータにインストールしま
す。SafeGuard Management Center は、SafeGuard Enterprise のデータベースにアクセス可能
なネットワーク上のコンピュータにインストールできます。
SafeGuard Management Center は、テナント固有データベース設定 (Multi Tenancy) を使⽤し
て、複数のデータベースに対応します。企業の場所、組織単位、またはドメインなどの異なるテナ
ントに対して、異なる SafeGuard Enterprise データベースを設定および維持することができま
す。また、これらのデータベース設定をファイルにエクスポートしたり、ファイルからインポート
したりして、管理負荷を軽減することもできます。

2.5.1 前提条件
次の前提条件を満たす必要があります。
• Windows の管理者権限があることを確認します。
• .NET Framework 4.5 以降がインストールされていること。SafeGuard Enterprise 製品ディ

レクトリ内にあります。
• SafeGuard Management Center を構成する際に SafeGuard Enterprise のデータベースを新

規作成するには、適切な SQL へのアクセス許可と認証情報が必要です。詳細は、データベース
へのアクセス権限 (p. 14)を参照してください。

2.5.2 SafeGuard Management Center のインストール

1. 製品のインストール先フォルダから SGNManagementCenter.msi を起動します。ウィザードの
指⽰に従って必要な⼿順を実⾏します。

2. 続いて表⽰されるインストーラのダイアログボックスで、以下を除き、デフォルトの設定をその
まま使⽤します。「セットアップの種類の選択」ページで、以下のいずれかを実⾏します。
• SafeGuard Management Center が単⼀のデータベースだけに対応するように設定するに

は、「標準」を選択します。
• インストールする機能を選択するには、「カスタム」オプションを選択します。
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• SafeGuard Management Center が複数のデータベース (Multi Tenancy) に対応する
ように設定するには、「完全」を選択します。詳細は、複数のデータベース構成での作業
(Multi Tenancy ⽤) (p. 82)を参照してください。

SafeGuard Management Center がインストールされました。必要に応じてコンピュータを再起
動します。SafeGuard Management Center で鍵をバックアップします。

2.5.3 SafeGuard Management Center の構成
SafeGuard Management Center 構成ウィザードは、初期設定時に、SafeGuard Management
Center の基本設定やデータベースの接続の設定を⽀援します。インストール後、最初に
SafeGuard Management Center を開始すると、ウィザードが⾃動的に開きます。
SafeGuard Management Center のヘルプは、⽤語による検索はもちろん、内容ごとにも
ヘルプトピックを表⽰できます。ヘルプシステムのすべての機能を有効にするには、ブラウ
ザで JavaScript を有効にする必要があります。JavaScript が無効な場合でも、SafeGuard
Management Center のヘルプシステムを表⽰・操作できます。ただし、検索機能などは使⽤でき
ません。

 前提条件
次の前提条件を満たす必要があります。
• Windows の管理者権限があることを確認します。
• ファイアウォールが正しく設定されている必要があります。
• 以下の情報が⼿元にあること。ない場合は社内の SQL 管理者から取得できます。

̶ SQL のアカウント情報
̶ SafeGuard Enterprise のデータベースを実⾏する SQL サーバー名
̶ SafeGuard Enterprise のデータベースが既に作成済みである場合は、そのデータベース名

 SafeGuard Management Center の初期構成の開始
SafeGuard Management Center をインストールしたら初期構成を⾏う必要があります。初期構
成は Single Tenancy モードと Multi Tenancy のモードの両⽅で⾏う必要があります。
SafeGuard Management Center 構成ウィザードの起動⽅法は次のとおりです。
1. 「スタート」メニューから SafeGuard Management Center を選択します。構成ウィザード

が起動します。画⾯の指⽰に従って必要な⼿順を実⾏してください。
2. 「ようこそ」ページで、「次へ」をクリックします。

 データベースサーバーの接続の設定
SafeGuard Enterprise のすべての暗号化ポリシーや設定はデータベースに格納されます。この
データベースと SafeGuard Management Center および SafeGuard Enterprise Server を通信さ
せるには、データベース アクセスの認証⽅法 (Windows NT 認証または SQL 認証) を指定する必
要があります。SQL 認証を⾏うデータベース サーバーに接続する場合は、必要な SQL アカウント
情報を⼿元に⽤意してください。この情報は必要に応じて社内の SQL 管理者から取得します。
「データベース サーバーの接続」ページで次の⼿順を実⾏します。
1. 「接続設定」で「データベース サーバー」リストから SQL データベース サーバーを選択しま

す。Microsoft SQL Server がインストールされているネットワーク上のすべてのコンピュータが
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⼀覧に表⽰されます。サーバーを選択できない場合は、サーバー名または IP アドレスと SQL イ
ンスタンス名を⼿動で⼊⼒します。

2. 「SSL の使⽤」を選択し、SafeGuard Management Center と SQL データベース サーバー間
の接続を保護します。SQL 認証情報の転送を暗号化するため、「認証」で「次のログオン情報で
SQL Server 認証を使⽤する」を選択した場合は特にこの設定を推奨します。SSL 暗号化を使⽤
するには、事前に SQL データベース サーバーで SSL 環境を設定して稼動させておくことが必要
です。詳細は SSL での通信内容の暗号化 (p. 30)を参照してください。

3. 「認証」で、このデータベース サーバーのインスタンスにアクセスする際の認証タイプを選択し
ます。
• Windows ログオン情報を使⽤するときは、「Windows NT 認証を使⽤する」選択しま

す。
コンピュータがドメインに参加しているときは、この種の認証を使⽤します。ただし、ユー
ザーがデータベースに接続することを承認するときは、追加構成が必要です。詳細は、SQL
Server へのログオン⽤ Windows アカウントの構成 (p. 15)およびSQL Server へのロ
グオン⽤ Windows 認証の構成 (p. 21)を参照してください。

• 該当する SQL ログオン情報を使⽤してデータベースにアクセスするときは、「次のログ
オン情報で SQL Server 認証を使⽤する」を選択します。社内の SQL 管理者が作成した
SQL ユーザー アカウントのアカウント情報を⼊⼒します。この情報は必要に応じて社内の
SQL 管理者から取得します。

注
コンピュータがドメインに参加していないときは、この種類を使⽤します。データベース
サーバーとの接続をセキュリティで保護するときは、必ず「SSL を使⽤する」を選択して
ください。

4. 「次へ」をクリックします。
データベース サーバーへの接続が確⽴されました。

 データベースの作成または選択
「データベースの設定」ページで、新しいデータベースを作成したり、既存のデータベースを使⽤
したりできます。SQL スクリプトによってデータベースが既に作成されている場合、ウィザード
は、既存のデータベースを⾃動的に選択します。この場合、追加で設定を⾏う必要はありません。
事前にデータベースが作成されなかった場合は、次の⼿順を実⾏します。
1. 「タスクの作成」を選択して、新しいデータベースの名前を⼊⼒します。これを⾏うには、適切

な SQL アクセス権限が必要です。詳細は、データベースへのアクセス権限 (p. 14)を参照して
ください。SafeGuard Enterprise データベースの名前には、ローカライズ時に発⽣する問題を避
けるため、英語アルファベット⽂字 (A-Z, a-z)、半⾓数字 (0-9)、およびアンダスコア (_) のみ
を使⽤してください。

2. 「次へ」をクリックします。

 Active Directory 認証の定義
新しいデータベースを作成する前に、Active Directory へのアクセスに必要な設定すべてを定義でき
ます。ここでは、サーバー名およびユーザーのログオン情報を定義します。
Active Directory の基本的な構造を⾃動的にインポートするため、この時点で、Active Directory
のログオン情報を定義することを推奨します。インポートされるのは、組織単位とグループを
含む、SafeGuard Enterprise データベースと同期されるすべてのコンテナです。この Active
Directory 初期インポートでコンピュータやユーザーはインポートされませんが、鍵はすべて作
成され、該当するコンテナに割り当てられます。インポート後、セキュリティ担当者は、Active
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Directory の完全同期を実⾏せずに、複数のコンテナにポリシーを割り当てることができます。コ
ンピュータやユーザーは、SGN サーバーに登録すると、ただちにポリシーが割り当てられます。
ログオン情報をまだ取得していない場合は、ここで説明する⼿順を⾶ばして、後で Active Directory
のインポートを⼿動で設定してください。
複雑な Active Directory 構造のある⼤企業の場合、または削除・変更・移動されたオブジェク
トを処理する場合は、「LDAP 認証」ウィザードを使⽤する必要があります。詳細は、Active
Directory 構造のインポート (p. 114)を参照してください。
1. 「ディレクトリ認証」ページで、サーバー名および IP アドレスを⼊⼒します。
2. SafeGuard Enterprise Server とエンドポイント間の通信内容を安全に保つために、SSL を使⽤

することを推奨します。
3. ユーザーのログオン情報を定義します。
4. 「次へ」をクリックします。
SafeGuard Enterprise データベースが作成され、初期構成ウィザードの⼿順が完了したら、定義し
た Active Directory の基本的な構造が、データベースにインポートされます。必要な鍵すべてが作成
され、該当するコンテナに割り当てられます。

 MSO (マスター セキュリティ担当者) の作成
セキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center にアクセスして SafeGuard Enterprise
ポリシーを作成したり、エンドユーザーのために暗号化ソフトウェアを設定したりします。
MSO (マスター セキュリティ担当者) は最も強い権限を持つ管理者で、すべての権限と無期限の証
明書が付与されています。
1. 「セキュリティ担当者データ」ページの「マスター セキュリティ担当者 ID」で、「MSO」な

ど、マスター セキュリティ担当者の名前を⼊⼒します。
2. 「マスター セキュリティ担当者 (MSO) の証明書」で、以下のいずれかを実⾏します。

• マスター セキュリティ担当者証明書の作成 (p. 25)
• MSO 証明書のインポート (p. 25)
• MSO 証明書のエクスポート (p. 26)

 マスター セキュリティ担当者証明書の作成
「マスターセキュリティ担当者の作成」で、個⼈⽤証明書ストアのパスワードを作成しま
す。SafeGuard Enterprise 証明書ストアは、SafeGuard Enterprise 証明書の仮想ストアです。
このストアは Microsoft 製品の機能には関係ありません。ここで定義するパスワードは、後で
Management Center にログオンするために使⽤するパスワードです。
1. 「マスター セキュリティ担当者 ID」でマスター セキュリティ担当者の名前を確認します。
2. 証明書ストアのパスワードを 2回⼊⼒し、「OK」をクリックします。
MSO 証明書が作成され、ローカルに保存されます (<MSO 名>.cer)。
このパスワードは、メモに残し安全な場所に保管することを推奨します。SafeGuard
Management Center へのアクセスに必要です。

 MSO 証明書のインポート
MSO 証明書がすでに存在する場合、SafeGuard 証明書ストアにインポートする必要があります。
証明書は Microsoft PKI からインポートすることはできません。インポートされた証明書の⻑さ
は、最⼩で 1024ビット、最⼤で 4096ビットでなければなりません。少なくとも 2048ビットの⻑
さの証明書を使⽤することを推奨します。
1. 「認証鍵ファイルのインポート」で「...」をクリックし鍵ファイルを選択します。
2. 鍵ファイルのパスワードを⼊⼒します。
3. 証明書ストアのパスワードを⼊⼒します。
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4. 証明書ストアのパスワードを確認⼊⼒します。
5. 「OK」をクリックします。
これで証明書および秘密鍵が証明書ストアに保存されます。SafeGuard Management Center へ
のログオンには証明書ストアへのパスワードが必要になります。

 MSO 証明書のエクスポート
MSO 証明書は、秘密鍵ファイル (.p12) にエクスポートされます。「証明書をエクスポートす
る」で、この秘密鍵ファイルを保護するパスワードを設定します。秘密鍵ファイルは破損した
SafeGuard Management Center を復元する際に必要です。
MSO 証明書をエクスポートする⽅法は次のとおりです。
1. 「証明書をエクスポートする」で、秘密鍵 (.p12) のパスワードを⼊⼒・確認⼊⼒します。パス

ワードは半⾓英数字 8⽂字です。
2. 「OK」をクリックします。
3. 秘密鍵ファイルの保存場所を⼊⼒します。
秘密鍵が作成されファイルが指定した場所に保存されます (<mso_name>.p12)。

重要
初期構成が完了したら、すぐに秘密鍵 (p12 ファイル) のバックアップを作成し安全な場所に保
存します。コンピュータの障害などで鍵が消失した場合は、SafeGuard Enterprise を再インス
トールする必要があります。これは、SafeGuard で⽣成するすべてのセキュリティ担当者の証明
書に該当します。

セキュリティ担当者の証明書がエクスポートされ、証明書ストアとセキュリティ担当者が作成された
ら、次に、ウィザードで企業証明書を作成します。

 企業証明書の作成
企業証明書は異なる環境にインストールされている SafeGuard Management Center を区別する
ために使⽤されます。MSO 証明書と併せて使⽤すると、破損した SafeGuard Enterprise データ
ベースの構成を復元できます。
1. 「企業証明書」ページで「企業証明書を新規作成する」を選択します。
2. 企業名を⼊⼒します。

注
SafeGuard Enterprise によって⽣成される、企業証明書、マシン証明書、セキュリティ担当
者証明書、ユーザー証明書などの証明書は、初回のインストールにおけるセキュリティを強化
するために、「SHA-256 ハッシュ アルゴリズムで署名されています。
SafeGuard Enterprise 6.1 より前のエンドポイントの場合は、「証明書⽣成⽤ハッシュアル
ゴリズム」で「SHA-1」を選択する必要があります。詳細は、⾃⼰署名証明書のアルゴリズム
の変更 (p. 127)を参照してください。

3. 「次へ」をクリックします。
新しく作成した企業証明書がデータベースに格納されます。
初期構成が完了したら、すぐに企業証明書のバックアップを作成し安全な場所に保存します。
破損したデータベース構成の復元⽅法は、破損したデータベース構成の修復 (p. 81)を参照して
ください。
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 SafeGuard Management Center の初期構成の完了
「完了」をクリックし、SafeGuard Management Center の初期構成を完了します。
構成ファイルが作成されます。
次の変更内容が作成されています。
• SafeGuard Enterprise Server への接続。
• SafeGuard Enterprise データベース。
• SafeGuard Management Center にログオンするためのマスター セキュリティ担当者のアカ

ウント。
• 破損したデータベース構成や SafeGuard Management Center インストールを復元するため

に必要な証明書すべて。
構成ウィザードが終了すると、SafeGuard Management Center が起動します。詳細
は、SafeGuard Management Center へのログオン (p. 61)を参照してください。

2.5.4 SafeGuard Management Center における組織構成の設
定

注
組織構成のインポートや⼿動作成は、SafeGuard Management Center 構成ウィザードで初期
インポートを⾏わなかった場合のみに必要となります。

SafeGuard Enterprise でユーザーの組織情報を SafeGuard Enterprise にマッピングするには、
次の 2種類の⽅法があります。
• Active Directory 構造をインポートする。

Active Directory との同期を実⾏すると、コンピュータ、ユーザー、およびグループなどのオ
ブジェクトが SafeGuard Management Center にインポートされ、SafeGuard Enterprise
データベースに保存されます。

• 組織構造を⼿動で作成する
ディレクトリ サービスが利⽤できなかったり、組織単位が少なくディレクトリ サービスが不要
な場合は、ユーザーまたはコンピュータがログオンできる新しいドメイン/ワークグループを作
成できます。

上記の 2つのオプションのうちどちらか⼀⽅、または両⽅を合わせて実⾏できます。たとえ
ば、Active Directory (AD) を部分的または全体的にインポートして、⼿動で他の組織単位 (OU)
を作成できます。
なお、２つの⽅法を組み合わせて実⾏した場合、⼿動で作成した組織単位は AD にマッピングされ
ません。SafeGuard Enterprise で作成した組織単位を AD にマッピングする場合は、個別に AD
に追加する必要があります。
組織構造のインポートや作成について詳細は、組織構造の管理 (p. 113)を参照してください。

 ドメイン、OU ノード、ワークグループの削除の防⽌
SafeGuard Enterprise で、インポートした OU ノードの削除を防⽌するように設定できます。こ
の設定を⾏うと、SafeGuard Management Center で OU ノードを削除できるのは、マスターセ
キュリティ担当者のみになります。このオプションはデフォルトで有効になっています。
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OU ノードの削除を防⽌する⽅法は、次のとおりです。
1. Management Center の「ツール」メニューで、「オプション」を選択します。
2. 「ディレクトリ」タブを選択します。
3. 「ドメイン、OU ノード、ワークグループの削除の防⽌」オプションを有効にします。
4. 「OK」をクリックします。
⼗分な権限のないセキュリティ担当者が、ドメイン、OU ノード、またはワークグループを削除しよ
うとすると、ドメイン、OU ノード、およびワークグループの削除が無効化されており、マスターセ
キュリティ担当者や適切な権限のあるセキュリティ担当者が有効化する必要がある、というメッセー
ジが表⽰されます。
ログ出⼒されたイベントの詳細は、監査 (p. 157)を参照してください。

2.5.5 ライセンス ファイルのインポート
SafeGuard Enterprise にはライセンスカウンター機能が搭載されています。製品をダウンロー
ドする際、評価ラインセンスもダウンロードできます。この評価ライセンス ファイルには、各モ
ジュールごとに 5つのライセンスが含まれており、SafeGuard Management Center にインポー
トする必要があります。このため、SafeGuard Enterprise の他のコンポーネントに影響を与える
ことなく、簡単に評価を⾏えます。SafeGuard Enterprise を購⼊すると、顧客個別のライセンス
ファイルが送られます。このライセンスファイルは、社内の SafeGuard Management Center に
インポートする必要があります。
詳細は、ライセンス (p. 132)を参照してください。

2.6 通信のテスト
SafeGuard Enterprise Server、データベース、SafeGuard Management Center を設定したら、
接続テストを実⾏することを推奨します。ここでは、接続テスト実⾏の前提条件、および必要な設
定について説明しています。

2.6.1 ポート/接続
エンドポイントで必要な接続は次のとおりです。

SafeGuard エン
ドポイントの接続

ポート

SafeGuard Enterprise
Server

ポート 443: SSL で通信内容を暗号化する場合
ポート 80/TCP

注
双⽅向通信のためにポートを開放する必要があります。

SafeGuard Management Center に必要な接続は次のとおりです。
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SafeGuard Management
Center との接続

ポート

SQL データベース SQL Server 動的ポート: ポート 1433/TCP およびポート 1434/
TCP

Active Directory ポート 389/TCP

SLDAP ポート 636 (Active Directory インポートの場合)

SafeGuard Enterprise Server に必要な接続は次のとおりです。

SafeGuard Enterprise
Server との接続

ポート

SQL データベース ポート 1433/TCP、ポート 1434/TCP (SQL (Express) 動的ポート
の場合)

Active Directory ポート 389/TCP

2.6.2 認証⽅法
1. SafeGuard Enterprise Server がインストールされているコンピュータで、「インターネット イ

ンフォメーション サービス (IIS) マネージャ」を開きます。
2. ツリー構造で該当するサーバーを選択し、「サイト > 既定の Web サイト > SGNSRV」を順に

クリックします。
3. 「IIS」で「認証」アイコンをダブルクリックして、次の設定を⾏います。

• 「匿名認証」を「有効」に設定します。
• 「Windows 認証」を「無効」に設定します。

2.6.3 プロキシサーバーの設定
Web サーバーとエンドポイントのプロキシサーバーを次のように設定します。
1. Internet Explorer の「ツール」メニューで、「インターネット オプション」をクリックしま

す。「接続」、「LAN の設定」の順にクリックします。
2. 「LAN の設定」の「プロキシ サーバー」で、「LAN にプロキシ サーバーを使⽤する」の選択を

外します。
プロキシ サーバーが必要な場合は、「ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使⽤しな
い」を有効にします。

2.6.4 接続の確認
1. SafeGuard Enterprise Server がインストールされているコンピュータで、「インターネット イ

ンフォメーション サービス (IIS) マネージャ」を開きます。
2. ツリー構造で該当するサーバーを選択し、「サイト > 既定の Web サイト > SGNSRV」を順に

クリックします。

Copyright © Sophos Limited 29



SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ

3. 「SGNSRV」を右クリックし、「アプリケーションの管理」を選択します。「参照」をクリック
して、「Sophos SafeGuard Web サービス」ページを開きます。

4. 「Sophos SafeGuard Web サービス」ページで、実⾏可能なアクションのリストが表⽰されま
す。「CheckConnection > 起動」の順にクリックします。

次の結果が出⼒されれば接続テストは成功です。

<Dataroot><WebService>OK</WebService><DBAuth>OK</DBAuth>

SafeGuard Enterprise Client とサーバー間の通信が正常に動作していない場合は、ソフォスのサ
ポートデータベースの⽂章 109662 を参照してください。

2.7 SSL での通信内容の暗号化
SafeGuard Enterprise は、コンポーネント間の通信内容の SSL 暗号化に対応しています。SSL を
使⽤して、次のコンポーネント間の転送データを暗号化できます。
• データベースサーバー <-> IIS ベースの SafeGuard Enterprise Server
• データベースサーバー <-> SafeGuard Management Center
• IIS ベースの SafeGuard Enterprise Server <-> 管理型エンドポイント
必ず SSL 環境を設定・稼働させてから、SafeGuard Enterprise で SSL をアクティブ化してくだ
さい。
SSL を設定するには、次の⼀般的なタスクが実⾏されている必要があります。
• 任意: SSL 暗号化で使⽤する証明書を発⾏するための認証局 (CA) をインストールする。
• 証明書が発⾏されており、また、SSL を実装し、発⾏した証明書を参照するように IIS サーバー

が構成されている。
• SafeGuard Enterprise Server を構成するときに指定するサーバー名が、SSL 証明書に指定さ

れているサーバー名と同じである。そうでない場合は、クライアントとサーバーは通信できませ
ん。SafeGuard Enterprise Server ごとに異なる証明書が必要です。

• Network Load Balancer を使⽤する場合は、ポート範囲に SSL ポートが含まれていることを確
認する。

さらに詳しくはテクニカルサポートにお問い合わせください。または以下を参照してください。
• Microsoft ドキュメント: IIS で HTTPS サービスをセットアップする⽅法
• Microsoft ドキュメント: Microsoft 管理コンソールで SQL Server インスタンス⽤に SSL 暗号化

を有効にする⽅法

テスト環境における SafeGuard 固有の暗号化通信
デモ環境やテスト環境では、SafeGuard Enterprise Server と SafeGuard Enterprise で管理され
るエンドポイントとの間の通信を、SafeGuard 固有の機能で暗号化することができます。最適なセ
キュリティとパフォーマンスを提供するため、通信内容は SSL で暗号化することを強く推奨しま
す。何らかの理由で SSL を使えない場合で、SafeGuard 固有の暗号化を使⽤するときは、1つの
サーバーインスタンスに接続できるクライアント数の上限は 1000台です。

注
Mac を管理する場合は、SSL 暗号化を使⽤してください。
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2.7.1 証明書
SSL で SafeGuard Enterprise Server と SafeGuard Enterprise で保護されているエンドポイン
ト間の通信内容を保護するには、有効な証明書が必要です。使⽤できる証明書の種類は次のとおり
です。

⾃⼰署名証明書
Mac や Windows ベースのエンドポイントを管理する場合は、適切な Key Usage (鍵⽤途) 拡張情
報を含む証明書を使⽤する必要があります。macOS 10.12 以降、この要件を満たしている証明書
を使⽤した場合のみ、SSL 接続を確⽴することができます。
適切な拡張情報を含む証明書は、「SGNSRV」Web ページを設定する際に、IIS で作成することが
できます。詳細は、SSL ⽤ Web ページ「SGNSRV」の設定 (p. 32)を参照してください。

プライベートまたはパブリックのルート証明書で PKI によって発⾏され
た証明書
パブリックルート証明書、プライベートルート証明書のどちらを使⽤してもかまいません。
パブリック PKI で作成された証明書があっても、PKI を利⽤できない環境の場合、この証明書を使⽤
して SSL による通信内容の暗号化を⾏うことはできません。この場合、PKI を設定するか、⾃⼰署名
証明書を作成する必要があります。
PKI で⽣成した証明書を SSL 通信に使⽤する場合、SafeGuard Enterprise Server を実⾏してい
るマシンに対して証明書を作成します。次の条件を満たす必要があります。
• 証明書名が IIS マネージャ (インターネット インフォメーション サービス マネージャ) の⼀番上

のノードに表⽰されるマシンに対応していること。
• 証明書は FQDN を使⽤するコンピュータ名を持つマシンに対して発⾏すること。クライアント

が、DNS に基づいて FQDN を解決できることを確認してください。

2.7.2 SafeGuard Enterprise での SSL 暗号化の有効化
• Web サーバーとデータベース サーバーとの接続

SafeGuard Management Center の構成パッケージ ツールで SafeGuard Enterprise Server
を登録するときに、SSL 暗号化を有効にします。詳細は、データベースサーバーの接続の設定
(p. 23)、またはソフォスのサポートデータベースの⽂章 109012 を参照してください。

• データベース サーバーと SafeGuard Management Center との接続
SafeGuard Management Center 設定ウィザードで SSL 暗号化を有効にします。詳細
は、データベースサーバーの接続の設定 (p. 23)を参照してください。

• SafeGuard Enterprise Server と SafeGuard Enterprise で保護されたエンドポイントとの接
続
SafeGuard Management Center の構成パッケージツールで、管理型エンドポイント⽤構成
パッケージを作成する際、SSL 暗号化を有効にします。詳細は、管理型エンドポイント⽤の構
成パッケージの作成 (p. 37)を参照してください。
SafeGuard Enterprise Server の通信内容を SSL で暗号化するための設定⽅法の詳細は、SSL
⽤ Web ページ「SGNSRV」の設定 (p. 32)を参照してください。
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エンドポイントに証明書をインストールします。
̶ Windows エンドポイントの場合は、Windows エンドポイントへの SSL 証明書の割り当て

(p. 33)を参照してください。
̶ macOS エンドポイントの場合は、Mac での SSL 証明書のインポート (p. 33)を参照し

てください。
SafeGuard Enterprise の SSL 暗号化は、SafeGuard Enterprise のコンポーネントを初期構成す
る段階で設定することを推奨します。後から設定する場合は、新しい構成パッケージを作成し、関
連するサーバーまたは管理下のエンドポイントにインストールする必要があります。

2.7.3 SSL ⽤ Web ページ「SGNSRV」の設定
次の説明は Microsoft Windows Server 2012 が対象です。
1. 「インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャ」を開きます。
2. 「接続」ペインで、SGNSRV Web ページをホストするサーバーを選択します。
3. 右側のペインで、「IIS」セクションの「サーバー証明書」をダブルクリックします。

• SSL 暗号化通信に使⽤する⾃⼰署名証明書を作成できます。
• 既存の証明書をインポートできます。ステップ 5 に進んでください。

4. 証明書を作成するには、画⾯右側の「操作」ペインで、「⾃⼰署名⼊り証明書」をクリックしま
す。
a) フレンドリ名に、「SGNSRV」Web ページをホストするサーバーの名前を指定して「OK」を

クリックします。
「サーバー証明書」ペインに証明書が表⽰されます。

b) 証明書をダブルクリックして公開セクションをエクスポートします。
証明書の公開セクションをすべてのエンドポイントに配布する必要があります。詳細
は、Windows エンドポイントへの SSL 証明書の割り当て (p. 33)、およびMac での SSL
証明書のインポート (p. 33)を参照してください。

c) 「証明書」ダイアログの「詳細」タブを選択します。
d) 「ファイルにコピー」をクリックします。
e) 「証明書のエクスポート ウィザード」で「次へ」をクリックします。
f) 「いいえ、秘密キーをエクスポートしません」を選択して、「次へ」をクリックします。
g) 「エクスポート ファイルの形式」は、デフォルトの設定を変えずに、「次へ」をクリックし

ます。
h) 「参照」をクリックし、出⼒先を指定してから証明書のファイル名を⼊⼒し、「保存」をク

リックします。
i) 「次へ」をクリックし、さらに「完了」をクリックします。
j) ステップ 6 に進んでください。

5. 証明書をインポートするには、画⾯右側の「操作」ペインで、「インポート」をクリックしま
す。
a) 証明書ファイルを参照します。
b) ファイルの種類に「Personal Information Exchange」選択し、「開く」をクリックしま

す。
c) パスワードを⼊⼒し、「OK」をクリックします。

「サーバー証明書」ペインに証明書が表⽰されます。
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6. 画⾯左側の「接続」ペインから、証明書のインストール先サーバーの名前を選択します。
7. 「サイト」で、SSL で暗号化するサイトを選択します。
8. 右側の「操作」ペインから「バインド」を選択します。
9. 「サイト バインド」ダイアログで、「追加」をクリックします。
10.「種類:」で「https」を選択し、「SSL 証明書:」で、インストール済みの証明書を選択します。
11.「OK」をクリックして「サイト バインド」ダイアログボックスを閉じます。
12.ナビゲーションペインでサーバーを選択し、「操作」ペインで「再起動」をクリックします。

2.7.4 エンドポイントで SSL を使⽤するための設定
SafeGuard Enterprise で保護されているエンドポイントで、SSL を使⽤する⽅法は次のとおりで
す。
1. Windows エンドポイントに SSL 証明書を割り当て、Mac で SSL 証明書をインポートします。詳

細は、Windows エンドポイントへの SSL 証明書の割り当て (p. 33)およびMac での SSL 証明
書のインポート (p. 33)を参照してください。

2. SSL を含むクライアント構成パッケージを作成します。詳細は、管理型エンドポイント⽤の構成
パッケージの作成 (p. 37)を参照してください。

2.7.5 Windows エンドポイントへの SSL 証明書の割り当て
WinClient

エンドポイントに証明書を割り当てる⽅法は複数あります。1つは Windows のグループポリシー
を使⽤する⽅法です。詳細はこのセクションで説明します。他の⽅法を⽤いる場合は、証明書が
ローカルマシンの証明書ストアに保存されていることを確認してください。
グループポリシーを使⽤して証明書を割り当てる⽅法は次のとおりです。
1. 「グループポリシー管理コンソール」(gpedit.msc) を開きます。
2. 新しい GPO (グループ ポリシー オブジェクト) を作成して、証明書の設定を保存します。ポリ

シーで管理するユーザーが属するドメイン、サイト、または OU (Organization Unit) に GPO が
割り当てられていることを確認します。

3. GPO を右クリックして「編集」を選択します。
「グループポリシー管理エディター」が開き、現在のポリシーオブジェクトの設定が表⽰され
ます。

4. ナビゲーションペインで、「コンピュータの構成 > Windows の設定 > セキュリティの設定 >
公開キーのポリシー > 信頼できる発⾏元」を展開します。

5. 「操作」メニューをクリックし、「インポート」をクリックします。
6. 「証明書のインポート ウィザード」の指⽰に従い、証明書を探してインポートします。
7. 証明書が⾃⼰署名証明書であるため、「信頼されたルート証明機関」証明書ストア内の証明書

に遡れない場合は、この証明書ストアにも証明書をインストールします。ナビゲーションペイン
で、「信頼されたルート証明機関」をクリックし、ステップ 5 とステップ 6 の⼿順を繰り返して
対象の証明書ストアに証明書をインストールします。

2.7.6 Mac での SSL 証明書のインポート
インストールを開始する前に、次のようにして SafeGuard Enterprise-SSL サーバー証明書をシス
テムのキーチェーンにインポートし、SSL に対して「常に信頼」オプションを設定してください。
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1. SafeGuard Enterprise のサーバー管理者から、SSL ⽤の SGN サーバー証明書 (<証明書名>.cer
ファイル) を取得します。

2. キーチェーンに <証明書名>.cer ファイルをインポートします。そのためには、「アプリケー
ション > ユーティリティ」で、「キーチェーンアクセス.app」をダブルクリックします。

3. 左側のペインで、「システム」を選択します。
4. Finder ウィンドウを開き、<証明書名>.cer ファイルを選択します。
5. 証明書ファイルを、「システム」の「キーチェーンアクセス」ウィンドウにドラッグ＆ドロップ

します。
6. メッセージが表⽰されたら、macOS パスワードを⼊⼒します。
7. 「キーチェーンを変更」をクリックして操作を確認します。
8. 「キーチェーンアクセス.app」で、<証明書名>.cer をダブルクリックします。
9. 「信頼」の横にある⽮印をクリックして、信頼の設定を表⽰します。
10.「SSL (Secure Sockets Layer)」に対して、「常に信頼」オプションを選択します。
11.ダイアログを閉じます。
12.macOS パスワードを⼊⼒し、「設定をアップデート」をクリックして確定します。

証明書アイコンの右下隅に、すべてのユーザーに対してこの証明書が信頼されていることを⽰す
⻘い「+」記号が表⽰されます。

13.Web ブラウザを開き、https://<サーバー名>/SGNSRV と⼊⼒して SafeGuard Enterprise
Server が使⽤できることを確認します。

これでインストールを⾏う準備ができました。

 ⾃動インストール
次のコマンドを使⽤して証明書をインポートできます。
sudo /usr/bin/security add-trusted-cert -d -k /Library/Keychains/System.keychain -r
trustAsRoot -p ssl "/<folder>/<certificate name>.cer".
このコマンドはスクリプトによる⾃動インストールにも使⽤できます。お使いの設定に応じてフォ
ルダ名と証明書名を変更してください。

2.8 SafeGuard Enterprise Server の登録と設定
SafeGuard Enterprise Server は、IIS サーバー、データベース、および SafeGuard で保護され
るエンドポイント間で情報を中継するように登録・構成する必要があります。必要な情報はサー
バー構成パッケージに含まれています。
このタスクは SafeGuard Management Center で実⾏します。処理の流れは、SafeGuard
Enterprise Server が SafeGuard Management Center と同じコンピュータにインストールされ
ているか、別のコンピュータにインストールされているかにより異なります。
特定のサーバーへセキュリティ担当者を追加するなど詳細設定を⾏うか、またはデータベースの接
続を構成します。
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2.8.1 SafeGuard Enterprise Server の登録と構成 (同じコン
ピュータで使⽤する場合)
SafeGuard Management Center と SafeGuard Enterprise Server が同じコンピュータにインス
トールされている場合、SafeGuard Enterprise Server の登録と構成を⾏います。
1. SafeGuard Management Center を開始します。
2. 「ツール」メニューの「構成パッケージ ツール」をクリックします。
3. 「サーバー」タブを選択し、「このコンピュータを SGN サーバーに指定」を選択します。Multi

Tenancy がインストールされていないと、この⽅法は利⽤できません。
セットアップウィザードが⾃動的に起動します。

4. これ以降のダイアログではデフォルト設定をそのまま使⽤します。
SafeGuard Enterprise Server が登録されます。<サーバー名>.msi というサーバー構成パッ
ケージが作成され、お使いのコンピュータに直接インストールされます。サーバーの情報が「サー
バー」タブに表⽰されます。追加の初期構成を実⾏します。

注
新しいサーバー構成パッケージ (MSI) を SafeGuard Enterpise Server にインストールする場合
は、必ず古い構成パッケージを先にアンインストールしてください。また、ローカル キャッシュ
を⼿動で削除して、SSL 設定などの、新しい構成データで正常にアップデートできるようにして
ください。次に、この構成パッケージをサーバーにインストールします。

2.8.2 SafeGuard Enterprise Server の登録・構成 (別のコン
ピュータで使⽤する場合)
SafeGuard Enterprise Server を SafeGuard Management Center とは別のコンピュータにイン
ストールした場合は、SafeGuard Enterprise Server を登録・構成します。
1. SafeGuard Management Center を開始します。
2. 「ツール」メニューの「構成パッケージ ツール」をクリックします。
3. 「サーバー」タブを選択し、「追加...」をクリックします。
4. 「サーバーの登録」で「[...]」をクリックして、サーバーのマシン証明書を選択します。こ

れは、SafeGuard Enterprise Server が稼動している IIS サーバーの C:\Program Files
(x86)\Sophos\SafeGuard Enterprise\MachCert にあります。ファイル名は <コンピュータ名
>.cer です。SafeGuard Enterprise Server が SafeGuard Management Center とは別のコン
ピュータにインストールされている場合は、この .cer ファイルにアクセスできる必要があります
(ローカルへのファイルコピーまたはネットワーク経由のどちらかで)。
MSO 証明書を選択しないでください。
FQDN (完全修飾ドメイン名、例: server.mycompany.com) と証明書情報が表⽰されま
す。SSL をエンドポイントとサーバー間の転送暗号化として使⽤する場合は、ここで指定され
たサーバー名は SSL 証明書で指定されたサーバー名と同⼀である必要があります。同⼀でない
場合、エンドポイントとサーバーは通信できません。

5. 「OK」をクリックします。
サーバーの情報が「サーバー」タブに表⽰されます。

6. 「サーバー⽤パッケージ」タブを選択します。使⽤可能なサーバーが表⽰されます。必要なサー
バーを選択します。サーバー構成パッケージの出⼒先を指定します。「構成パッケージの作成」
をクリックします。
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指定したディレクトリに <サーバー名>.msi というサーバー構成パッケージ (MSI) が作成され
ます。

7. 成功のメッセージを確認し、「OK」をクリックします。
8. 「サーバー」タブで「閉じる」をクリックします。
これで SafeGuard Enterprise Server の登録と構成は完了です。
次のステップ:
• サーバー構成パッケージを SafeGuard Enterprise Server を実⾏しているコンピュータに展開

します。
• IIS を再起動して、新しい構成を取り込みます。
サーバーの構成は「サーバー」タブで随時変更できます。

2.8.3 SafeGuard Enterprise Server のプロパティの編集
登録したサーバーとそのデータベース接続のプロパティや設定は、随時編集できます。
1. 「ツール」メニューの「構成パッケージ ツール」をクリックします。
2. 「サーバー」タブを選択し、対象のサーバーを選択します。
3. 次のいずれかを実⾏します。

オプション 説明

スクリプトの使⽤を許可 クリックして SafeGuard Enterprise Management API を使⽤
できるようにします。管理タスクのスクリプト化が許可されま
す。

Win.Auth.WHD クリックして Web Helpdesk の Windows 認証を有効にしま
す。このオプションはデフォルトで無効になっています。

モバイルデバイスを使⽤し
た復旧

クリックすると、フルディスク暗号化の復旧鍵が Sophos Mobile
Server に送信されるようになります。

サーバー ロール クリックして選択したサーバーに対して利⽤可能なセキュリティ
担当者を選択したり、選択を外したりします。

サーバー ロールの追加... 必要に応じクリックして選択したサーバーに対して詳細なセキュ
リティ担当者ロールを追加します。サーバー証明書を選択するよ
うメッセージが表⽰されます。セキュリティ担当者ロールが追加
され「 サーバー ロール」の下に表⽰できます。

データベース接続 「...」をクリックして、データベースのログオン情報、Web サー
バーとデータベース サーバーと間の通信内容の暗号化など、登
録されている Web サーバーに対して特定のデータベース接続
を設定します。詳細は、データベースサーバーの接続の設定 (p.
23)を参照してください。データベースの接続に失敗する場合
は、新しいサーバー構成パッケージを作成できます。
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オプション 説明

注
データベースの設定を更新するために SafeGuard
Management Center 構成ウィザードを再度実⾏する必要は
ありません。ただし、後で必ず新しいサーバー パッケージを
作成して、対応するサーバーに配布してください。更新した
サーバー パッケージがサーバーにインストールされると、新
しいデータベース接続を使⽤できます。

4. 「サーバー⽤パッケージ」タブで新しいサーバー構成パッケージを作成します。
5. 古いサーバー構成パッケージをアンインストールした後、対応するサーバーに新しいパッケージ

をインストールします。
新しいサーバー構成が有効になります。

2.8.4 SafeGuard Enterprise Server の登録 (ソフォスのファ
イアウォールが有効になっている場合)
ソフォスのファイアウォールが、デフォルト設定でエンドポイントにインストールされている場
合、SafeGuard Enterprise で保護されるエンドポイントは、SafeGuard Enterprise Server に
接続できません。デフォルトで、ソフォスのファイアウォールは NetBIOS 接続をブロックします
が、この接続は、SafeGuard Enterprise Server のネットワーク名を解決するために必要です。
回避策として、次のいずれか 1つを実⾏してください。
• ファイアウォールで NetBIOS 接続を許可する。
• SafeGuard Enterprise Server の完全修飾パスを、サーバーの構成パッケージに含める。詳

細は、SafeGuard Enterprise Server の登録・構成 (別のコンピュータで使⽤する場合) (p.
35)を参照してください。

2.9 構成パッケージの作成
SafeGuard Management Center で、必要な構成ごとにエンドポイント⽤の構成パッケージを作
成します。
• 管理型エンドポイント (Windows、macOS) - 管理型クライアント⽤パッケージ
• ⾮管理型エンドポイント (Windows のみ) - スタンドアロン クライアント⽤パッケージ
管理型クライアント⽤パッケージを作成するたびに、Windows ⽤のパッケージと Mac ⽤のパッ
ケージ (ZIP 形式) の両⽅がシステムによって作成されます。ZIP パッケージは、Sophos Mobile
サーバーが SafeGuard Enterprise のバックエンドに接続するためにも使⽤されます。
初期構成パッケージは暗号化ソフトと同時にエンドポイントにインストールする必要があります。

2.9.1 管理型エンドポイント⽤の構成パッケージの作成

1. SafeGuard Management Center の「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」をクリッ
クします。

2. 「管理型クライアント⽤パッケージ」を選択します。
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3. 「プライマリ サーバー」ドロップダウンボックスで、登録済みのサーバーを選択します。
4. 必要に応じて、コンピュータに適⽤するポリシーのグループを指定します。適⽤するポリシーの

グループは、あらかじめ SafeGuard Management Center で作成しておく必要があります。コン
ピュータでインストール後のタスクを⾏う際にサービスアカントを使⽤する場合は、この最初の
ポリシーグループに各ポリシー設定を追加します。詳細は、SafeGuard Enterprise 8 管理者ヘル
プを参照してください。

5. 「転送データの暗号化」モードを選択して、SafeGuard Enterprise Client と SafeGuard
Enterprise Server との間の接続を暗号化する⽅法を定義します。詳細は、SSL での通信内容の暗
号化 (p. 30)を参照してください。

6. 構成パッケージ (MSI) の出⼒パスを指定します。
7. 「構成パッケージの作成」をクリックします。

「転送データの暗号化」モードとして SSL 暗号化を選択した場合は、サーバー接続が検証されま
す。接続に失敗すると、警告メッセージが表⽰されます。この場合、メッセージを無視して、ク
ライアントの構成パッケージを作成できます。しかし、SafeGuard クライアントと SafeGuard
サーバーが、SSL を使⽤して通信できるようにする必要があります。

これで、指定したディレクトリに構成パッケージ (MSI) が作成されました。このパッケージをエン
ドポイントに配布して、展開する必要があります。

2.9.2 ⾮管理型エンドポイント⽤の構成パッケージの作成
(Windows のみ)

1. SafeGuard Management Center の「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」をクリッ
クします。

2. 「スタンドアロン クライアント⽤パッケージ」を選択します。
3. 「構成パッケージの追加」をクリックします。
4. 構成パッケージに対して任意のパッケージ名を⼊⼒します。
5. コンピュータに適⽤する「ポリシー グループ」を指定します。このポリシー グループ

は、SafeGuard Management Center で事前に作成しておく必要があります。
6. 「鍵バックアップ場所」で、鍵復旧ファイルを格納するための共有ネットワーク パスを指定す

るか、または選択します。共有パスは以下の形式で⼊⼒します。\\ネットワーク コンピュータ\
(例: \\mycompany.edu\)ここでパスを指定しない場合、インストール後にエンドポイントに最
初にログオンする際、エンドユーザーはこのファイルの保存場所を⼊⼒する必要があります。
鍵復旧ファイル (XML) は、SafeGuard Enterprise で保護されるコンピュータを復旧するため
に必要で、各コンピュータ上に⽣成されます。
この鍵復旧ファイルは必ずヘルプデスク担当者がアクセスできる場所に保存してください。また
は、別の⽅法でヘルプデスク担当者にファイルを提供することもできます。このファイルは、企
業証明書によって暗号化されています。このため、外付けメディアまたはネットワークに保存し
ておき、復旧が必要なときにそれをヘルプデスク担当者に提供することもできます。メールで送
信することもできます。

7. 「POA グループ」で、エンドポイントに割り当てる POA ユーザー グループを選択できま
す。POA ユーザーは、Power-on Authentication がアクティブ化された後に、エンドポイント
にアクセスして管理タスクを実⾏できます。POA ユーザーを割り当てるには、POA グループが
SafeGuard Management Center の「ユーザーとコンピュータ」領域にあらかじめ作成されてい
る必要があります。

8. 構成パッケージ (MSI) の出⼒パスを指定します。
9. 「構成パッケージの作成」をクリックします。
これで、指定したディレクトリに構成パッケージ (MSI) が作成されました。このパッケージをエン
ドポイントに配布して、展開する必要があります。
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2.10 エンドポイント上の SafeGuard Enterprise
の設定
バックエンドが起動したら、SafeGuard Enterprise Client への展開・インストールを開始できま
す。問題なく展開できるよう、ここで説明する準備を⾏うことを推奨します。
SafeGuard Enterprise Client は、多様なハードウェアや OS にインストールすることができま
す。対応 OS や必要な最低限のシステム要件の⼀覧は、リリースノートを参照してください。
SafeGuard Enterprise のインストールのためのシステム準備の推奨事項は、ソフォスのサポート
データベースの⽂章 108088 を参照してください。

2.10.1 管理型エンドポイントと⾮管理型エンドポイントについ
て
SafeGuard Enterprise エンドポイントは次のように設定できます。
• 管理型

SafeGuard Management Center からサーバーベースで⼀元管理されます。
管理型エンドポイントは SafeGuard Enterprise Server に接続します。各エンドポイントは
SafeGuard Enterprise Server からポリシーを受信します。

• ⾮管理型
SafeGuard Management Center で作成された構成パッケージを通じてローカル管理されま
す。
制限事項:
̶ ローカル管理は macOS には対応していません。
̶ Synchronized Encryption は、⾮管理型エンドポイントでは使⽤できません。
⾮管理型エンドポイントは SafeGuard Enterprise Server に接続されることはなく、スタンド
アロンモードで動作します。SafeGuard Enterprise ポリシーは構成パッケージから取得しま
す。
SafeGuard Enterprise ポリシーは、SafeGuard Management Center で作成し、構成パッ
ケージに出⼒します。出⼒した構成パッケージは、適切な⽅法で社内に⼀括配信するか、また
は各エンドポイントに⼿動でインストールします。

各エンドポイントの種類に応じて異なるインストールパッケージやモジュールを展開します。

2.10.2 制限事項
管理型エンドポイントには次の制限事項がありますので注意してください。
• 初期暗号化の制限事項

管理型エンドポイントの初期暗号化では、構成パッケージの⼀部として SafeGuard Enterprise
で保護されるエンドポイントに配信する、暗号化ポリシーを作成する場合があります。ただ
し、構成パッケージのインストール直後にエンドポイントが SafeGuard Enterprise Server に
接続されておらず、⼀時的にオフラインになっている場合、次の特定の設定を含む暗号化ポリ
シーだけが直ちに有効になります。
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定義済みのマシン鍵を暗号鍵として使⽤する、ボリュームベースのフルディスク暗号化。
ユーザー定義の鍵による暗号化を含む、その他すべてのポリシーを SafeGuard Enterprise で
保護されているエンドポイントで有効にする場合は、対応する構成パッケージがエンドポイン
トの組織単位にも再適⽤されている必要があります。ユーザー定義の鍵は、エンドポイントが
SafeGuard Enterprise Server に再接続するまで作成されません。
これは、「定義済みのマシン鍵」が、インストール後の初回再起動で SafeGuard Enterprise
で保護されるエンドポイントに直接作成されるのに対して、ユーザー定義の鍵は SafeGuard
Enterprise Server への登録後にのみエンドポイントで作成できるようになるためです。

• BitLocker ドライブ暗号化対応の制限事項
SafeGuard Enterprise ボリュームベースの暗号化または BitLocker ドライブ暗号化のいずれか
を使⽤できます。どちらも同時に使⽤することはできません。暗号化の種類を変更するには、
まず、すべての暗号化済みドライブを復号化して SafeGuard Enterprise の暗号化ソフトウェ
アをアンインストールし、使⽤する機能を指定したうえでインストールし直す必要がありま
す。両⽅の機能を同時にインストールしようとしてもインストーラでブロックされます。暗号
化を開始する構成パッケージをインストールしていない場合でも、アンインストールと再イン
ストールが必要です。

2.10.3 Windows エンドポイントに SSL 証明書があるかを確
認する⽅法
証明書はユーザーでなく、コンピュータに割り当てる必要があります。証明書ファイルは、「信頼
されたルート証明機関」配下の Microsoft 証明書ストアに存在する必要があります。
1. エンドポイントに管理者権限でログオンします。
2. 「ファイル名を指定して実⾏ > mmc」をクリックします。
3. 「コンソール1」ウィンドウで「ファイル」メニューをクリックして、「スナップインの追加と削

除」コマンドをクリックします。
4. 「スナップインの追加と削除」ダイアログボックスで、左ペインにある「証明書」を選択して

「追加」をクリックします。
5. 「証明書スナップイン」ページで、「コンピュータ アカウント」を選択します。
6. 「コンピュータの選択」ページで、「ローカル コンピュータ: (このコンソールを実⾏しているコ

ンピュータ)」を選択し、「完了」をクリックします。
7. 「スナップインの追加と削除」ダイアログボックスで、「OK」をクリックします。
8. 左ペインで、「コンソール ルート > 証明書 (ローカル コンピュータ) > 信頼されたルート証明機

関 > 証明書」を選択します。
9. 右ペインで、作成した証明書が、ストアで使⽤可能かを確認します。証明書が⼀覧に表⽰されて

いる場合は、使⽤可能であることを意味します。表⽰されていない場合は、次の⼿順を実⾏しま
す。

10.「ファイル名を指定して実⾏ > gpupdate /force」をクリックします。
Windows コマンドラインボックスが表⽰されます。

11.ボックスが閉じたら、ステップ 1 から上記の⼿順を再実⾏します。

2.10.4 BitLocker ドライブ暗号化サポートの準備作業
BitLocker 環境のエンドポイントを SafeGuard Enterprise で管理する場合は、エンドポイントで
次の項⽬を確認します。
• Windows 7 以降がエンドポイントにインストールされていること。
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• BitLocker ドライブ暗号化がインストールされ、有効化されていること。
• BitLocker Drive Encryption Service が稼働していること。

注
services.mcs を実⾏して、「BitLocker Drive Encryption Service」が稼働しているこ
とを確認します。

• TPM 認証を使⽤する場合は、TPM の初期化、有効化、所有者の定義が済んでいること。
インストールを開始する前に、BitLocker ドライブ暗号化の管理 (p. 238)または のどちらを使⽤
するかを決定する必要があります。両⽅をインストールすることはできません。

2.10.5 SafeGuard フルディスク暗号化対応の POA の準備作
業
SafeGuard Enterprise をインストールする前に、次の準備を⾏うことをお勧めします。
• ユーザー アカウントを設定し、エンドポイントで有効にする必要があります。
• Windows の管理者権限があることを確認します。
• エンドポイント上でデータのフルバックアップを作成してください。
• 暗号化するドライブは、正常にフォーマットされており、ドライブ⽂字が割り当てられている必

要があります。
• POA とエンドポイントのハードウェア間で競合する可能性を最⼩限にするために、ハードウェ

アの構成ファイルが⽤意されています。このファイルは Sophos SafeGuard のインストール
パッケージに含まれています。SafeGuard Enterprise を⼤規模に展開する前に、このファイル
の最新版をインストールすることをお勧めします。詳細は、ソフォスのサポートデータベース
の⽂章 65700 を参照してください。
該当する情報のみを収集するツールを実⾏して、ハードウェアの互換性の向上にご協⼒いただ
くことをお願いしています。これは⼤変使いやすいツールです。収集した情報は、ハードウェ
アの構成ファイルに追加されます。詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 110285
を参照してください。

• 次のコマンドを実⾏してハードディスクにエラーがないかチェックします。 chkdsk %drive
% /F /V /X
その後、システムを再起動する必要があります。

重要
SafeGuard Enterprise のインストールを開始する前に、必ず再起動を実⾏するようにしてく
ださい。

• Windows 付属のデフラグツールを使⽤して、ローカル ボリューム上で断⽚化されているブート
ファイル、データ ファイル、およびフォルダを検出してまとめてください。

• 「PROnetworks Boot Pro」や「Boot-US」などの、サードパーティ製ブートマネージャをアン
インストールします。

• イメージツールを使⽤して OS をインストールした場合は、マスター ブート レコード (MBR) を
再作成することを推奨します。
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• エンドポイントのブートパーティションを FAT から NTFS に変換した場合で、その後、コン
ピュータを再起動していない場合は、⼀度再起動してください。再起動しないと、インストール
が正常に完了しないことがあります。

• SafeGuard Enterprise Client (管理型) の場合: SafeGuard Enterprise Server への接続が確⽴
しているかどうかを確認します。エンドポイント上の Internet Explorer で http://<サーバーの
IP アドレス>/sgnsrv を開きます。「Trans」ページに「Check Connection」が表⽰される場
合は、SafeGuard Enterprise Server への接続に問題はありません。

詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 108088 を参照してください。

2.10.6 Cloud Storage を使⽤するための準備
SafeGuard Enterprise の Cloud Storage モジュールは、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。クラウドに新しく保存されるデータのみを暗号化します。Cloud
Storage をインストールする前にすでにクラウドに保存されていたデータは、⾃動的には暗号化さ
れません。このようなデータを暗号化するには、まずクラウドから削除し、Cloud Storage をイン
ストールした後、再度クラウドに保存するようにしてください。
Cloud Storage では、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。
クラウド上のデータは従来どおりの⽅法で利⽤できます。ベンダ固有のクラウド⽤ソフトウェアは
影響を受けず、これまでどおりにクラウドとデータの送受信を⾏うことができます。
Cloud Storage を使⽤するための準備として以下を確認します。
• Cloud Storage をインストールするエンドポイントに、ベンダ提供のクラウドストレージ ソフ

トウェアがインストールされていること。
• ベンダ提供のクラウドストレージ ソフトウェアは、保存先がローカル ファイルシステムで、ク

ラウドとローカルシステムでデータを同期するアプリケーションまたはシステムサービスが含
まれていること。

• ベンダ提供のクラウドストレージ ソフトウェアにより、同期したデータがローカル ファイルシ
ステムに保存されること。

2.11 暗号化ソフトウェアの Windows へのインス
トール
エンドポイントに SafeGuard Enterprise の暗号化ソフトウェアをインストールするには、次の 2
とおりの⽅法があります。
• 暗号化ソフトウェアをローカルインストールする (⼿動)。ソフトウェアをテストインストールす

る際などに⾏います。
• 暗号化ソフトウェアを⼀括インストールする (⾃動)。複数のエンドポイントに同じ設定内容で

ソフトウェアをインストールできます。
開始する前に、利⽤可能なインストールパッケージと管理型/⾮管理型エンドポイント⽤の機能を確
認します。各種別のエンドポイントに適⽤する構成パッケージが異なることを除き、インストール
の⼿順は同じです。
SafeGuard Enterprise をインストールし、Power-on Authentication を有効化後、初回ログオン
時のエンドポイントの動作については、「SafeGuard Enterprise ユーザーヘルプ」を参照してく
ださい。
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2.11.1 パッケージと機能のインストール
エンドポイントにインストールできる SafeGuard Enterprise 暗号化ソフトのインストール パッ
ケージと機能は、次の⼀覧表を参照してください。インストール パッケージは、製品パッケージの
「Installers」というフォルダにあります。
デフォルトのインストール パッケージには、フルディスク暗号化のみが含まれていま
す。Windows 7 エンドポイントには、SafeGuard フルディスク暗号化がインストールされま
す。Windows 8 以降のエンドポイントには、BitLocker がインストールされます。ファイル暗号化
モジュールをインストールするには、「カスタム」インストールを選択して、必要なコンポーネン
トを選択してください。Synchronized Encryption とロケーションベースの File Encryption は、
いずれか 1つのみインストールできることに注意してください。
エンドポイントの OS が 64ビット版 Windows の場合、64ビット対応のインストールパッケージ
(<パッケージ名>_x64.msi) をインストールします。

パッケージ 内容 管理型エン
ドポイント

⾮管理型エ
ンドポイント

SGxClientPreinstall.msi
(Windows 7 のみ)

インストール準備パッケージ
このパッケージは、暗号化ソフトのイ
ンストール パッケージをインストール
する前にインストールする必要があり
ます。最新の暗号化ソフトを正常にイ
ンストールするために必要なコンポー
ネントがエンドポイントにインストー
ルされます。

必須 必須

vstor-redist.exe 任意: 最新の Windows アップデートがインストール済みでない場合の
みに必要です。

SGNClient.msi
SGNClient_x64.msi

SafeGuard Client インストール パッケージ
最新の暗号化ソフトを正常にインストールするために必要なコン
ポーネントがエンドポイントにインストールされます。内蔵型ハー
ドディスクや外付けのハードディスクをフルディスク暗号化する場
合、SafeGuard Enterprise では、SafeGuard フルディスク暗号化機
能または BitLocker のいずれかを選択して暗号化できます。

BitLocker または BitLocker C/R

Microsoft BitLocker 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 フルディスク暗号化 (Windows
7 BIOS のみ)

SafeGuard フルディスク暗号
化には、SafeGuard Power-on
Authentication が含まれています。
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パッケージ 内容 管理型エン
ドポイント

⾮管理型エ
ンドポイント

Synchronized Encryption

アプリケーションベースのファイル
暗号化機能と、Microsoft Outlook で
メールの添付ファイルを⾃動的に暗号
化する⾃⼰復号型 HTML が含まれま
す。

Cloud Storage

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。クラウドに保存
されているデータのローカル コピー
は、常に透過的に暗号化されます。ク
ラウドからのデータの送受信には、ベ
ンダー固有のソフトウェアの使⽤が必
要です。

File Encryption

特にワークグループのローカルハード
ディスクやネットワーク共有のデータ
をファイルベースで暗号化する機能。

Data Exchange

SafeGuard Data Exchange: すべて
の OS 上のリムーバブル メディア上
のデータを、再暗号化なしでファイル
ベースで暗号化する機能。

2.11.2 暗号化ソフトウェアのローカルインストール
前提条件:
• エンドポイントに暗号化機能をインストールするための準備が完了している必要があります。

詳細については、エンドポイント上の SafeGuard Enterprise の設定 (p. 39)を参照してく
ださい。

• インストールする暗号化ソフト パッケージと機能を決定します。たとえ
ば、SGxClientPreinstall.msi パッケージは、Windows 8 以降の環境では不要です。POACFG
ファイルに関連した⼿順は、Device Encryption POA と BitLocker チャレンジ/レスポンスのみ
で必要です。

暗号化ソフトウェアをローカルコンピュータにインストールする⼿順は次のとおりです。
1. エンドポイントに管理者権限でログオンします。
2. SGNClient_x64.msi パッケージと SGxClientPreinstall.msi パッケージをクライアントにコピー

します。
3. SGxClientPreinstall.msi パッケージをインストールして、暗号化ソフトウェアをインストールす

るための必須コンポーネントをエンドポイントにインストールします。
SGxClientPreinstall.msi の代わりに、Microsoft vcredist_x86.exe パッケージをインストールす
ることもできます。これも製品パッケージに含まれています。

4. 製品パッケージから SGNServer.msi をインストールします。
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5. 最新の POACFG ファイルをダウンロードします。詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂
章 65700 を参照してください。

6. 最新バージョンの POACFG ファイルを⼀元保存して、すべてのエンドポイントからアクセスでき
るようにします。

7. 管理者権限で、クライアントで新しいコマンドラインボックスを開きます。
8. SafeGuard のインストールファイルを含むフォルダを参照します。
9. 次のコマンドを使⽤してインストールを開始します。MSIEXEC /i <client.msi>

POACFG=<POA 構成ファイルへのパス>
SafeGuard Enterprise Client のインストールウィザードが開始します。

10.これ以降のウィザードの各ダイアログでデフォルトの値をそのまま使⽤します。
初回のインストールでは、最初から「完全」を選択してインストールすることを推奨します。機
能のサブセットのみをインストールするには、「カスタム」インストールを選択します。

11.あらかじめ SafeGuard Management Center で作成した関連する構成パッケージ (MSI) の保
存先に移動します。管理型エンドポイント、⾮管理型エンドポイントには、それぞれ異なる構成
パッケージをインストールする必要があります。詳細は、構成パッケージの作成 (p. 37)を参
照してください。

12.関連する構成パッケージ (MSI) をコンピュータにインストールします。
13.Power-on Authentication の機能を有効にするには、エンドポイントを 2度再起動する必要があ

ります。
14.さらにもう⼀度再起動し、各 Windows ブートのカーネルデータのバックアップを実⾏します。

正常にカーネルのバックアップを実⾏するために、3度⽬の再起動の前に、コンピュータが⼀時停
⽌、休⽌状態、またはハイブリッド スリープ モードではないことを確認してください。

エンドポイントの SafeGuard Enterprise が設定されます。SafeGuard Enterprise インストール
後のコンピュータのログオン動作の詳細は、SafeGuard Enterprise ユーザーヘルプを参照してく
ださい。

2.11.3 暗号化ソフトウェアの⼀括インストール
暗号化ソフトを⼀括インストールすると、各エンドポイント上のインストール内容を標準化できま
す。

注
ソフトウェアの⼀括配信では、インストールパッケージと構成パッケージはエンドポイントだけ
に適⽤されます。ユーザーに適⽤することはできません。

⼀括インストールを⾏うには次の⼿順を実⾏します。
• 利⽤可能な暗号化パッケージと管理型/⾮管理型エンドポイント⽤の機能を確認します。詳細

は、パッケージと機能のインストール (p. 43)を参照してください。
• コマンドラインオプションを確認します。
• ADDLOCAL コマンドラインオプション⽤機能パラメータの⼀覧を確認します。
• サンプルコマンドを確認します。
• インストールスクリプトを準備します。

 Active Directory を使⽤した暗号化ソフトウェアの⼀括インストール
Active Directory のグループ ポリシー オブジェクト (GPO) を使⽤して暗号化ソフトウェアを⼀括
インストールする際は、次の⼿順を実⾏してください。
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注
ソフトウェアの⼀括配信では、インストールパッケージと構成パッケージはエンドポイントだけ
に適⽤されます。ユーザーに適⽤することはできません。

• 各インストールパッケージに対して個別のグループ ポリシー オブジェクト (GPO) を使⽤し、
以下の順にインストールします。
1. インストール準備パッケージ
2. 暗号化ソフトウェア パッケージ
3. クライアント構成パッケージ
パッケージの詳細は、インストールスクリプトの準備 (p. 46)を参照してください。

• エンドポイントの⾔語がドイツ語でない場合は、追加で次の⼿順も実⾏してください。「グルー
プ ポリシー エディタ」で、各グループオブジェクトを選択し、「コンピュータの構成 > ソフト
ウェアの設定 > 詳細設定」を選択します。「詳細展開オプション」ダイアログで、「このパッ
ケージを展開するときは⾔語を無視する」を選択して、「OK」をクリックします。

 インストールスクリプトの準備
前提条件:
• エンドポイントに暗号化機能をインストールするための準備が完了している必要があります。
• インストールする暗号化ソフト パッケージと機能を決定します。
暗号化ソフトウェアを⼀括インストールする⽅法は次のとおりです。
1. すべてのアプリケーションを⼀括に格納する Software という名前のフォルダを作成します。
2. お持ちのツールを使⽤して、エンドポイントにインストールするパッケージを作成します。パッ

ケージには、次のコンポーネントを上から順に取り込む必要があります。

パッケージ 説明

プレインストール パッケージ
SGxClientPreinstall.msi
(Windows 7 のみ)

必須パッケージは、最新の暗号化ソフトウェアを
正常にインストールするために必要なもの (必須の
MSVCR100.dll など) をエンドポイントにインストール
します。

注
このパッケージがインストールされていない場合、
暗号化ソフトウェアのインストールは中⽌されま
す。

暗号化ソフトウェア パッケージ 使⽤可能なパッケージ⼀覧は、パッケージと機能のイン
ストール (p. 43)を参照してください。

エンドポイント⽤の構成パッケージ あらかじめ SafeGuard Management Center で作成し
た構成パッケージを使⽤します。管理型エンドポイン
ト、⾮管理型エンドポイントには、それぞれ異なる構
成パッケージをインストールする必要があります。詳細
は、構成パッケージの作成 (p. 37)を参照してくださ
い。古い構成パッケージは必ず最初に削除するようにし
てください。
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3. 事前設定されたインストール⽤のコマンドを実⾏するスクリプトを作成します。スクリ
プトでは、暗号化ソフトのどの機能をインストールするか指定する必要があります。詳細
は、ADDLOCAL オプションで指定する機能名のパラメータ (p. 48)を参照してください。コ
マンドプロンプトを開き、スクリプトのコマンドを⼊⼒します。コマンドラインの構⽂について
は、⼀括インストールのコマンドライン オプション (p. 47)を参照してください。

4. このパッケージは適切な⽅法でエンドポイントに配布する必要があります。
インストールがエンドポイントで実⾏されます。これで、エンドポイントで SafeGuard
Enterprise が使⽤できるようになります。

5. Power-on Authentication の機能を有効にするには、エンドポイントを 2度再起動する必要があ
ります。さらにもう⼀度再起動し、各 Windows ブートのカーネルデータのバックアップを実⾏
します。正常にカーネルのバックアップを実⾏するために、3度⽬の再起動の前に、コンピュータ
が⼀時停⽌、休⽌状態、またはハイブリッド スリープ モードではないことを確認してください。

各ハードウェア OS で Power-on Authentication (POA) が適切に機能するには、追加の構成が必要
になる場合があります。ハードウェア競合のほとんどは、POA に組み込まれている「ホットキー」
を使⽤して解決できます。ホットキーは、インストール後 POA で設定したり、追加構成のパラメー
タとともに Windows インストーラ コマンド ツール msiexec を使⽤して設定したりできます。詳細
は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 107781、および 107785 を参照してください。

 Synchronized Encryption の準備作業
Synchronized Encryption モジュールが正常に動作するためには、Microsoft Runtime vstor-
redist.exe がインストール済みである必要があります。このファイルはインストールパッケージに
含まれており、Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime をインストールします。
各コンポーネントは、次の順にインストールすることを推奨します。
1. vstor-redist.exe
2. SGNClient.msi
3. 構成パッケージ

注
構成パッケージは、vstor-redist.exe のインストールが完了するまで、展開できないことに注意
してください。

 ⼀括インストールのコマンドライン オプション
⼀括インストールする場合、msiexec という Windows インストーラ コンポーネントを使
⽤することを推奨します。このコンポーネントは、あらかじめ設定されている SafeGuard
Enterprise のインストールを⾃動的に実⾏します。msiexec は、Windows に含まれていま
す。詳細は次のサイトを参照してください。 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/
aa372024(v=vs.85).aspx (英語)

コマンドラインの構⽂

msiexec /i <パス+msi パッケージ名> / ADDLOCAL=<SGN 機能>

コマンドラインの構⽂は以下から構成されます。
• Windows インストーラのパラメータ (インストール時にファイルにログとして記録される警告

やエラー メッセージなど)。
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• インストールされる SafeGuard Enterprise の機能 (フルディスク暗号化など)。

コマンドライン オプション
利⽤可能な msiexec.exe のコマンドラインオプションをすべて選択できます。主なオプションを
以下に説明します。

オプション 説明

/i 処理がインストールであることを指定します。

/qn ユーザーの操作なしでインストールを実⾏し、ユーザー インターフェースを
表⽰しません。

ADDLOCAL= インストールする SafeGuard Enterprise の機能を指定します。このオプ
ションが指定されていない場合、標準インストール⽤に⽤意されているすべ
ての機能がインストールされます。

各インストールパッケージに含まれる SafeGuard Enterprise の
機能と、その機能を利⽤できるエンドポイントの種類について
は、パッケージと機能のインストール (p. 43)を参照してくださ
い。ADDLOCAL コマンドラインオプションで指定する機能名のパ
ラメータについては、ADDLOCAL オプションで指定する機能名の
パラメータ (p. 48)を参照してください。

ADDLOCAL=ALL Windows 7 (BIOS) 環境で ADDLOCAL=ALL を指定した場合、SafeGuard
のボリュームベース暗号化機能やその他の利⽤可能な機能がすべてインス
トールされます。Windows 8 以下の環境で ADDLOCAL=ALL と指定する
と、BitLocker 対応機能および Synchronized Encryption がインストールさ
れます。

REBOOT=NORESTART |
ReallySuppress

インストール後に再起動するかどうかを制御します。何も指定しなければ、
インストール後に強制的に再起動されます。

/L*VX <パス + ファイル名> すべての警告とエラーメッセージを指定されたログ ファイルに記録します。
パラメータ /Le <パス + ファイル名> は、エラーメッセージのみをログに
記録します。

 ADDLOCAL オプションで指定する機能名のパラメータ
エンドポイントにインストールする機能は、あらかじめ決めておく必要があります。インストール
する機能の名前をコマンドラインオプション ADDLOCAL のパラメータとして指定します。コマン
ドプロンプトで、ADDLOCAL の後にインストールする機能を列挙します。
• 機能はコンマで区切ります。
• ⼤⽂字と⼩⽂字は区別して使⽤します。
• 機能を選択する場合は、親機能すべてもコマンド ラインに追加する必要があります。
• 機能名と対応するモジュール名は異なる場合がありますので注意してください。その場合は、次

の表にカッコ書きで表記しています。
• 「Client」および「CredentialProvider」機能は常に指定する必要があります。
エンドポイントにインストール可能な機能については次の表を参照してください。詳細は次のサイ
トを参照してください。パッケージと機能のインストール (p. 43)。
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親機能 機能

Client CredentialProvider (資格情報プロバイダ)
必須です。この機能を選択すると、資格情報プロバ
イダによるログオンが有効になります。

Client, BaseEncryption SectorBasedEncryption (SafeGuard のボリュームベー
ス暗号化)

BitLockerSupport (BitLocker 対応)

Windows 7 のみ: SectorBasedEncryption (セク
タベース暗号化)

Client,BaseEncryption BitLockerSupport (BitLocker)

Client,BaseEncryption, BitLockerSupport BitLockerSupportCR (BitLocker C/R)

Client, NextGenDataProtection NextGenDataProtection (Synchronized Encryption)

Client, LocationBasedEncryption SecureDataExchange (Data Exchange)

Client, LocationBasedEncryption FileShare (File Encryption)

Client, LocationBasedEncryption CloudStorage (Cloud Storage)

 サンプルコマンド: SafeGuard File Encryption のみをインストールす
る

msiexec /i C:\Software\SGxClientPreinstall.msi /qn /L*VX C:\Temp
\SGxClientPreinstall.log

暗号化ソフトウェアを正常にインストールするために必要なコンポーネント: エンドポイントにイ
ンストールされます。ログファイル SGxClientPreinstall.log が C:\Temp\ に作成されます。
インストールパッケージに関する問題が発⽣する場合は、/L*VX というオプションを付けます。こ
のオプションは必須ではありません。

msiexec /i C:\Software\SGNClient.msi
ADDLOCAL=Client,CredentialProvider,LocationBasedEncryption,FileShare

次のコンポーネントがインストールされます。
• Windows の資格情報プロバイダによるエンドポイントへのログオンへの対応。
• SafeGuard File Encryption: ローカルハードディスクとネットワーク共有のデータをファイル

ベースで暗号化します。
インストール先のディレクトリは、C:\Program Files\Sophos\SafeGuard Enterprise です。

msiexec /i C:\Software\SGNConfig_managed.msi

エンドポイントを管理型エンドポイントとして設定し、SafeGuard Enterprise Server との接続を
確⽴する構成パッケージがインストールされます。
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 サンプルコマンド: SafeGuard BitLocker のインストールに必要なコン
ポーネントをインストールする

msiexec /i C:\Software\SGxClientPreinstall.msi

暗号化ソフトウェアを正常にインストールするために必要なコンポーネント: エンドポイントにイ
ンストールされます。

msiexec /i C:\Software\SGNClient_x64.msi
ADDLOCAL=Client,CredentialProvider,BaseEncryption,BitLockerSupport

次のコンポーネントがインストールされます。
• Windows の資格情報プロバイダによるエンドポイントへのログオンへの対応。
• SafeGuard BitLocker 対応。
インストール先のディレクトリは、C:\Program Files\Sophos\SafeGuard Enterprise です。

msiexec /i C:\Software\SGNConfig_managed.msi

エンドポイントを管理型エンドポイントとして設定し、SafeGuard Enterprise Server との接続を
確⽴する構成パッケージがインストールされます。

 サンプルコマンド: SafeGuard BitLocker Support および SafeGuard
File Encryption をインストールする

msiexec /i C:\Software\SGxClientPreinstall.msi

暗号化ソフトウェアを正常にインストールするために必要なコンポーネントが、エンドポイントに
インストールされます。

msiexec /i C:\Software\SGNClient_x64.msi 
ADDLOCAL=Client,CredentialProvider,BaseEncryption,BitLockerSupport,FileShare

次のコンポーネントがインストールされます。
• Windows の資格情報プロバイダによるエンドポイントへのログオンへの対応。
• SafeGuard BitLocker 対応。
• SafeGuard File Encryption: ローカルハードディスクとネットワーク共有のデータをファイル

ベースで暗号化します。
インストール先のディレクトリは、C:\Program Files\Sophos\SafeGuard Enterprise です。

msiexec /i C:\Software\SGNConfig_managed.msi

エンドポイントを管理型エンドポイントとして設定し、SafeGuard Enterprise Server との接続を
確⽴する構成パッケージがインストールされます。
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2.11.4 Opal 準拠の⾃⼰暗号化ハード ドライブへのインストー
ル
SafeGuard Enterprise は、特定のベンダに依存しない Opal 仕様に対応している、Opal 準拠の⾃
⼰暗号化ハードドライブを実装したエンドポイントを管理できます。
Opal 準拠の⾃⼰暗号化ハードドライブが正確に標準仕様に準拠していることを確認するため、エ
ンドポイントに SafeGuard Enterprise をインストールする際に次の 2種類のチェックが⾏われま
す。
• 機能チェック

ハードドライブが「OPAL」ハードドライブとして認識されること、通信のプロパティが正しい
こと、および SafeGuard Enterprise で必要な Opal の機能がすべてハードドライブでサポート
されていることを確認します。

• セキュリティチェック
ハードドライブに SafeGuard Enterprise のユーザーだけが登録されていること、またソフト
ウェアで暗号化するハードドライブ (⾃⼰暗号化機能を持たない) で使⽤する鍵を SafeGuard
Enterprise のユーザーだけが所有していることを確認します。インストール中に他に登録され
ているユーザーが検出された場合、これらのユーザーは SafeGuard Enterprise で⾃動的に無
効にされます。この機能は Opal 標準で要求されるものです。Opal システムを実⾏するために
必要ないくつかのデフォルト権限は例外です。

注
Opal モードのインストールに成功した後、ハードドライブ⽤の暗号化ポリシーが適⽤され
ると、セキュリティチェックが繰り返されます。このセキュリティチェックに失敗した場合
は、インストール時に最初のチェックが⾏われた後に SafeGuard Enterprise の外部でドラ
イブ管理の操作が⾏われた可能性を⽰唆します。この場合、SafeGuard Enterprise によって
Opal ハードドライブはロックされません。該当するメッセージが表⽰されます。

いずれかのチェックが修復不可能な状態で失敗した場合、ソフトウェアベースの暗号化に戻りませ
ん。そして、Opal 標準に準拠しているドライブ上のすべてのボリュームは暗号化されないままとな
ります。
SafeGuard Enterprise バージョン 7 以降、Opal に関するチェックはデフォルトで実⾏されませ
ん。つまり、Opal ドライブが存在する場合でも、SafeGuard Enterprise はそのドライブ上のボ
リューム対してソフトウェアベースで暗号化を実⾏します。
Opal に関するチェックを施⾏するには、次の構⽂でコマンドラインを実⾏します。

MSIEXEC /i SGNClient.msi OPALMODE=0

注
Opal ハードウェア暗号化モードが使⽤される、Opal ハードドライブのあるシステムで
SafeGuard Enterprise 7.0 または 8.0 を SafeGuard Enterprise 8.2 にアップグレードした
場合、Opal ハードウェア暗号化モードが維持されます。

⼀部の Opal 準拠ハードドライブにはセキュリティの問題がある可能性があります。SafeGuard
Enterprise のインストール/暗号化を⾏う際、ハードドライブに登録済みの不明なユーザー/権限に
割り当てられている権限を⾃動的に認識する⽅法はありません。このようなユーザーを無効にする
コマンドがハードドライブで拒否された場合、セキュリティを最⼤限に強化するため、SafeGuard
Enterprise はソフトウェア暗号化モードに戻ります。ハードドライブ⾃体の安全性を保証するこ
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とはできませんが、セキュリティリスクが存在する可能性のあるドライブの使⽤をユーザー⾃⾝の
裁量で許可する、特別なインストールオプションを使⽤することもできます。各ハードドライブに
対応するインストールオプションや、サポートされるハードドライブについて、詳細は、リリース
ノートを参照してください。
インストールオプションを適⽤するには、次の構⽂でコマンドを実⾏します。

MSIEXEC /i SGNClient.msi IGNORE_OPAL_AUTHORITYCHECK_RESULTS=1

変換ファイルを使って msi ファイルをインストールする場合は、MSI の内部プロパティに同じ名
前があります。

2.12 暗号化ソフトウェアの macOS へのインス
トール
ここでは、ソフォスの暗号化ソフトウェアを macOS クライアントにインストールする⽅法につい
て説明します。インストールできる製品は次のとおりです。
• Sophos SafeGuard Native Device Encryption
• Sophos SafeGuard File Encryption
共に、次の 2つのインストール⽅法があります。
• ⾃動 (無⼈) インストール
• ⼿動 (有⼈) インストール
SafeGuard File Encryption と SafeGuard Native Device Encryption を使⽤する場合は、共に
バージョン 8 である必要があります。

2.12.1 SafeGuard Native Device Encryption の⾃動インス
トール
⾃動 (無⼈) インストールでは、インストール操作中、ユーザーの介⼊は必要ありません。
このセクションでは、SafeGuard Native Device Encryption for Mac の⾃動インストールの基本
的な⼿順について説明します。システムにインストール済みの管理ソフトウェアを使⽤してくださ
い。実際に⾏う⼿順は、使⽤する管理ソフトウェアによって異なる場合があります。
クライアントコンピュータに SafeGuard Native Device Encryption for Mac をインストールする
⼿順は次のとおりです。
1. Sophos SafeGuard DE.dmg インストーラファイルをダウンロードします。
2. ファイルを対象マシンにコピーします。
3. ファイルを対象マシンにインストールします。Apple Remote Desktop を使⽤している場合、ス

テップ 2 と 3 は 1つの⼿順になります。
4. ZIP 形式の構成パッケージを選択して、対象マシンにコピーします。詳細は、Mac ⽤の構成パッ

ケージの作成 (p. 73)を参照してください。
5. 対象マシンで次のコマンドを実⾏します。

/usr/bin/sgdeadmin --import-config /full/path/to/SGNConfig_managed.zip
6. /full/path/to/file には、適切なパスを指定します。このコマンドは、管理者権限で実⾏する必

要があります。Apple Remote Desktop を使⽤している場合は、 「ユーザー名」フィールドに
「root」を⼊⼒して、コマンドを実⾏したユーザーを指定します。
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詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 120507 を参照してください。

2.12.2 SafeGuard Native Device Encryption の⼿動インス
トール
⼿動 (有⼈) インストールでは、各操作段階でインストールを管理・テストすることができます。イ
ンストールは、1台の Mac に対して実⾏します。
1. Sophos SafeGuard DE.dmg を開きます。
2. リリースノートを参照後、Sophos SafeGuard DE.pkg をダブルクリックして、インストール

ウィザードの指⽰に従います。ソフトウェアを新規インストールするため、パスワードの⼊⼒が
求められます。製品は /Library/Sophos SafeGuard DE/ フォルダにインストールされます。

3. 「Close」(閉じる) をクリックして、インストールを完了します。
4. 再起動後、Mac パスワードでログインします。
5. 「システム環境設定」を開き、Sophos Encryption アイコンをクリックして製品の設定画⾯を表

⽰します。

6. 「Server」(サーバー) タブをクリックします。
7. サーバーと証明書の詳細が表⽰されている場合は、以下の⼿順を⾶ばしてステップ 11 に進んでく

ださい。何も表⽰されていない場合は、以下の⼿順を実⾏してください。
8. ZIP 形式の構成パッケージを選択して、対象マシンにコピーします。詳細は、Mac ⽤の構成パッ

ケージの作成 (p. 73)を参照してください。
9. 「Server」(サーバー) ダイアログ内の指定されたエリアに、ZIP ファイルをドラッグ＆ドロップ

します。
10.Mac の管理者パスワードを⼊⼒するようメッセージが表⽰されます。パスワードを⼊⼒し、

「OK」をクリックして確認します。
11.次のようにして、SafeGuard Enterprise Server への接続を確認します。企業証明書の詳細が、

「Server」(サーバー) ダイアログの下部に表⽰されます。「Synchronize」(同期) をクリッ
クします。接続に成功すると、「Last Contacted」(前回の接続⽇時) のタイムスタンプが更新
されます。(「Server」(サーバー) タブの「Server Info」(サーバー情報) エリアの「Last
Contacted」(前回の接続⽇時) を参照)。接続に失敗した場合、次のアイコンが表⽰されます。

詳細は、システムログファイルを参照してください。

2.12.3 SafeGuard File Encryption の⾃動インストール
⾃動 (無⼈) インストールでは、インストール操作中、ユーザーの介⼊は必要ありません。
このセクションでは、SafeGuard File Encryption for Mac の⾃動インストールの基本的な⼿順に
ついて説明します。システムにインストール済みの管理ソフトウェアを使⽤してください。実際に
⾏う⼿順は、使⽤する管理ソフトウェアによって異なる場合があります。
クライアントコンピュータに SafeGuard File Encryption for Mac をインストールする⼿順は次の
とおりです。
1. Sophos SafeGuard FE.pkg インストーラファイルをダウンロードします。
2. ファイルを対象マシンにコピーします。
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3. ファイルを対象マシンにインストールします。Apple Remote Desktop を使⽤している場合、ス
テップ 2 と 3 は 1つの⼿順になります。

4. ZIP 形式の構成パッケージを選択して、対象マシンにコピーします。詳細は、構成パッケージの作
成 (p. 37)を参照してください。

5. 対象マシンで次のコマンドを実⾏します。
/usr/bin/sgdeadmin --import-config /full/path/to/file.zip

6. /full/path/to/file には、適切なパスを指定します。このコマンドは、管理者権限で実⾏する必
要があります。Apple Remote Desktop を使⽤している場合は、 「ユーザー名」フィールドに
「root」を⼊⼒して、コマンドを実⾏したユーザーを指定します。

7. 使⽤している管理ソフトウェア特有の設定に従って、随時、対象マシンのシャットダウンなど、
追加の⼿順を実⾏してください。
詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 120507 を参照してください。

2.12.4 SafeGuard File Encryption の⼿動インストール
⼿動 (有⼈) インストールでは、各操作段階でインストールを管理・テストすることができます。イ
ンストールは、1台の Mac に対して実⾏します。
1. Sophos SafeGuard FE.dmg を開きます。
2. リリースノートを参照後、Sophos SafeGuard FE.pkg をダブルクリックして、インストールウィ

ザードの指⽰に従います。ソフトウェアを新規インストールするため、パスワードの⼊⼒が求め
られます。製品は、/Library/Sophos SafeGuard FS/ フォルダにインストールされます。

3. 「Close」(閉じる) をクリックして、インストールを完了します。
4. 「システム環境設定」を開き、Sophos Encryption アイコンをクリックして製品の設定画⾯を表

⽰します。

5. 「Server」(サーバー) タブをクリックします。
6. サーバーと証明書の詳細が表⽰されている場合は、以下の⼿順を⾶ばしてステップ 11 に進んでく

ださい。何も表⽰されていない場合は、以下の⼿順を実⾏してください。
7. ZIP 形式の構成パッケージを選択して、対象マシンにコピーします。詳細は、構成パッケージの作

成 (p. 37)を参照してください。
8. 「Server」(サーバー) ダイアログ内の指定されたエリアに、ZIP ファイルをドラッグ＆ドロップ

します。
9. Mac の管理者パスワードを⼊⼒するようメッセージが表⽰されます。パスワードを⼊⼒し、

「OK」をクリックして確認します。
10.Mac パスワードを⼊⼒して、SafeGuard ユーザー証明書を要求します。
11.次のようにして、SafeGuard Enterprise Server への接続を確認します。企業証明書の詳細が、

「Server」(サーバー) ダイアログの下部に表⽰されます。「Synchronize」(同期) をクリッ
クします。接続に成功すると、「Last Contacted」(前回の接続⽇時) のタイムスタンプが更新
されます。(「Server」(サーバー) タブの「Server Info」(サーバー情報) エリアの「Last
Contacted」(前回の接続⽇時) を参照)。接続に失敗した場合、次のアイコンが表⽰されます。

詳細は、システムログファイルを参照してください。
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2.13 Web Helpdesk の設定
Web Helpdesk は、SafeGuard Enterprise Server のインストールに含まれています。詳細
は、SafeGuard Enterprise Server のインストール (p. 13)を参照してください。
Web Helpdesk をインストールした後は、Web サーバーを構成する必要があります。
担当者は Web ブラウザを使⽤して Web Helpdesk を管理します。他にソフトウェアをインストー
ルする必要はありません。

2.13.1 サーバー要件
詳細なサーバーのシステム要件については、リリースノートを参照してください。
• Windows の管理権限があること。
• Microsoft インターネット インフォメーション サービス (IIS) がインストールされていること。
• .NET Framework 4.5 と ASP.NET 4.5 がインストールされていること。
• Windows Server 2012 の場合: ASP.NET のロールがインストールされている必要があります

(サーバーの役割 > Web サーバー (IIS) > Web サーバー > アプリケーション開発 > ASP.NET
4.5)。

注
Windows Server 2012 環境での注意事項: ASP.NET のアプリケーションでは、ハンドラーのセ
クションがすでに web.config に登録されています。これは IIS の機能の委任で読み取り専⽤に
設定されています。IIS マネージャで、サーバー名 > 機能の委任を確認してください。ハンド
ラーマッピングが読み取り専⽤に設定されており、使⽤しているサイトの web.config にハンド
ラーのセクションがある場合は、値を read/write に変更します。

2.13.2 SSL/TLS による Web サーバーの構成
1. Web Helpdesk をイントラネットだけに展開します。

セキュリティ上の理由から、 Web Helpdesk はインターネット上に配置しないでください。
2. SSL/TLS 接続を確⽴します。

IIS であらかじめ設定されている標準の IIS 構成を使⽤し、特定のユーザーだけが Web
Helpdesk を使⽤できるよう制限を設けられます。SSL/TLS セキュリティ証明書が IIS サーバー
上にインストールされていることを確認してください。これにより、Web Helpdesk とのすべて
の通信が SSL/TLS を⽤いて⾏われます。
Web サーバーを SSL/TLS 対応にするには、次の⼀般的な設定を⾏う必要があります。
a) SSL/TLS 暗号化で使う証明書を発⾏するための証明機関がインストールされている。
b) 証明書が発⾏されており、また、SSL/TLS を実装し、発⾏した証明書を参照するように IIS

サーバーが構成されている。
c) SafeGuard Enterprise Server を構成するときに指定するサーバー名が、SSL/TLS 証明書に

指定されているサーバー名と同じである。そうでない場合は、クライアントとサーバーは通信
できません。SafeGuard Enterprise Server ごとに異なる証明書が必要です。
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d) アプリケーションプール、SGNWHD-Pool のワーカープロセスが、デフォルトの値である 1
よりも⼤きい値に設定されていない。設定されている場合、Web Helpdesk の認証に失敗しま
す。

さらに詳しくはテクニカルサポートにお問い合わせください。または以下を参照してください。
• http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms998300.aspx
• http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja-jp;316898
• https://blogs.msdn.com/sql_protocols/archive/2005/11/10/491563.aspx

2.13.3 ⾔語サポート
Web Helpdesk は複数の⾔語に対応しています。アプリケーションの⾔語は、Web Helpdesk のロ
グオン画⾯ですぐに変更できます。表⽰したい⾔語をクリックすると、アプリケーションの表⽰⾔
語が直ちに切り替わります。

2.14 アップグレードについて
SafeGuard Enterprise 8.0 以降は、最新版の SafeGuard Enterprise に直接アップグレードでき
ます。それより古いバージョンからアップグレードする場合は、まずバージョン 8.0 にアップグ
レードする必要があります。
アップグレード中、インストール済みの機能やモジュールを変更することはできません。変更が必
要な場合は、インストール済みのバージョンのインストーラを再実⾏して、インストールを変更し
てください。詳細は、移⾏について (p. 59)を参照してください。
問題なく操作を⾏うには、SafeGuard Enterprise のデータベースのバージョン番号
と、SafeGuard Enterprise Server のバージョン番号と、SafeGuard Management Center の
バージョン番号が⼀致している必要があります。また、クライアントのバージョンと同じまたはそ
れ以降のバージョンである必要があります。より新しいバージョンのクライアント (例: 8.10) を古
いバージョンのバックエンドコンポーネント (例: 8.0) で管理することはできません。
最新版の SafeGuard Enterprise へのアップグレードで、アップグレードするコンポーネントは次
のとおりです。アップグレードは、次の順に実⾏してください。
1. SafeGuard Management Center (データベースのアップグレードを含みます)
2. SafeGuard Enterprise Server と Web Helpdesk
3. SafeGuard Enterprise で保護されているエンドポイント
4. SafeGuard Enterprise 構成パッケージ
デフォルトで、すべての「File Encryption」ポリシーは、「暗号化の種類」が「ロケーション
ベース」のポリシーとして変換・処理されます。

注
すべての SafeGuard Enterprise のコンポーネントとエンドポイントをアップグレードした
ら、SafeGuard Enterprise で⽣成した証明書の署名に使⽤するアルゴリズムを、より安全な
「SHA-256」に切り替えることを推奨します。詳細は、⾃⼰署名証明書のアルゴリズムの変更
(p. 127)を参照してください。
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2.14.1 SafeGuard Management Center のアップグレード
前提条件:
• SafeGuard Management Center 8.0 以降がインストールされていること。8.0 よりも古いバー

ジョンは、いったん SafeGuard Management Center 8.0 にアップグレードする必要がありま
す。

• 問題なく操作を⾏うには、SafeGuard Enterprise のデータベースのバージョン番号
と、SafeGuard Enterprise Server のバージョン番号と、SafeGuard Management Center の
バージョン番号が⼀致している必要があります。

• SafeGuard Management Center 8.20 では、SafeGuard Enterprise バージョン 6.0 以降で保
護されているエンドポイントを管理できます。

• .NET Framework 4.5 が必要です。アップグレードを⾏う前にインストールされている必要があ
ります。SafeGuard Enterprise 製品ディレクトリ内にあります。

• Windows の管理者権限があることを確認します。
SafeGuard Management Center のアップグレード⽅法は次のとおりです。
1. 最新バージョンの SafeGuard Management Center インストール パッケージをインストール

し、必要な機能をインストールします。詳細は、移⾏について (p. 59)を参照してください。
2. SafeGuard Management Center を開始します。
3. SafeGuard Enterprise データベースのバージョンがチェックされ、最新バージョンに⾃動アップ

グレードされます。
4. アップデートが実⾏される前に、データベースをバックアップするようメッセージが表⽰されま

す。
SafeGuard Management Center とデータベースは、最新バージョンにアップグレードされま
す。
最新バージョンにアップグレードした後は、既存の POA ユーザーを SafeGuard Enterprise で保
護されているエンドポイントに移⾏しないでください。移⾏すると、通常のユーザーとして処理さ
れ、各エンドポイントでユーザーとして登録されてしまいます。
バックアップ⽬的で過去にポリシーをエクスポートした場合は、SafeGuard Management Center
をアップグレード後、再度エクスポートしてください。なお、古いバージョンからエクスポートし
たポリシーをインポートすることはできません。

2.14.2 SafeGuard Enterprise Server と Web Helpdesk の
アップグレード
バージョン 8.10 以降、Web Helpdesk は、SafeGuard Enterprise Server のインストールに含ま
れています。SafeGuard Enterprise Server をアップグレードすると、Web Helpdesk も⾃動的に
アップデートされます。
前提条件
• SafeGuard Enterprise Server 8.0 以降がインストールされていること。それよりも古いバー

ジョンは、まず SafeGuard Enterprise Server 8.0 にアップグレードすること。
• .NET Framework 4.5 および ASP.NET 4.5 (SafeGuard Enterprise の製品パッケージに含まれ

ています) がインストールされている。
• Windows の管理者権限があることを確認する。
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SafeGuard Enterprise Server のアップグレード⽅法は次のとおりです。
SGNServer.msi を使⽤して、最新バージョンの SafeGuard Enterprise Server インストールパッ
ケージをインストールします。
すべての SafeGuard Enterprise コンポーネント (Management Center、Server、Web
Helpdesk) をアップグレードしたら、ただちに SafeGuard Enterprise Server を再起動するよう
にしてください。

2.14.3 エンドポイントのアップグレード
このセクションは、管理型エンドポイントおよび⾮管理型エンドポイントを対象にしています。
前提条件
• SafeGuard Enterprise 暗号化ソフトウェア バージョン 8.0 以降がインストールされているこ

と。それより古いバージョンは、まずバージョン 8.0 にアップグレードする必要があります。
• SafeGuard Enterprise データベース、SafeGuard Enterprise Server、SafeGuard

Management Center が最新バージョンにアップグレード済みであること。問題なく操作を⾏
うには、SafeGuard Enterprise のデータベースのバージョン番号と、SafeGuard Enterprise
Server のバージョン番号と、SafeGuard Management Center のバージョン番号が⼀致して
いる必要があります。

• SafeGuard Management Center 8.20 および SafeGuard Enterprise Server 8.20 で
は、SafeGuard Enterprise バージョン 6.0 以降で保護されているエンドポイントを管理できま
す。しかし、すべてのエンドポイントで同じバージョンの暗号化ソフトウェアを使⽤すること
を推奨します。

• Windows の管理者権限があることを確認します。
SafeGuard Enterprise で保護されているエンドポイントのアップグレード⽅法は次のとおりで
す。
1. コンピュータに管理者権限でログオンします。
2. 最新のインストール準備パッケージ SGxClientPreinstall.msi をインストールします。最新の暗号

化ソフトウェアを正常にインストールするために必要なコンポーネントが、エンドポイントにイ
ンストールされます。
⾃動的に更新されるので、古いインストール準備パッケージはアンインストールしないでくださ
い。

3. SafeGuard Enterprise 暗号化ソフトウェアの最新バージョンをインストールします。インストー
ル済みのバージョンによっては、アップグレードを直接実⾏できない場合もあります。これより
も古いバージョンは、バージョン 8.0 になるまで 1 バージョンずつアップグレードする必要があ
ります。
Windows インストーラは、すでにインストールされている機能を認識して、それのみをアッ
プグレードします。Power-on Authentication がインストールされている場合、更新の正常
終了後 (ポリシー、鍵など)、更新された POA カーネルも利⽤可能になります。SafeGuard
Enterprise がコンピュータ上で⾃動的に再起動します。

4. インストールの完了後、画⾯の指⽰に従ってエンドポイントを再起動してください。

重要
画⾯の指⽰に従ってシステムを再起動します。再起動するまで、SafeGuard の資格情報プロ
バイダは使⽤できません。Windows 10 環境では、エンドポイントをシャットダウン後、起
動しても、再起動の代わりにはなりません。システムを実際に再起動する必要があります。
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これで、最新バージョンの SafeGuard Enterprise 暗号化ソフトウェアがエンドポイントにインス
トールされました。次にエンドポイントの構成パッケージをアップグレードします。

注
アップグレード中、インストール済みのモジュールを変更することはできません。変更が必要な
場合は、移⾏について (p. 59)を参照してください。

2.14.4 エンドポイントの構成パッケージのアップグレード
セキュリティ上の理由から、SafeGuard バックエンドソフトウェアをアップグレードした後は、古
い構成パッケージすべてを削除することを強く推奨します。SafeGuard クライアントの新規インス
トールは、SafeGuard Management Center バージョン 8.20 で作成したエンドポイント構成パッ
ケージを使って実⾏する必要があります。SafeGuard Management Center の旧バージョンで作成
した構成パッケージは未対応です。
(構成済みの) 既存のエンドポイントにあるエンドポイント構成パッケージは、次の場合に更新する
必要があります。
• 少なくとも 1台の SafeGuard サーバーが変更された (管理型エンドポイントの場合のみ)。
• ポリシーの変更が必要になった (スタンドアロン型エンドポイントのみ)。
• Certificate Change Order (CCO) を適⽤する場合。
• ⾃⼰署名証明書の署名に使⽤されるハッシュアルゴリズムが、SHA-128 から SHA-256 に変更

された。
詳細は、⾃⼰署名証明書のアルゴリズムの変更 (p. 127)を参照してください。
管理型構成パッケージをアンインストールし、⾮管理型構成パッケージをインストールしても、管理
型エンドポイントをスタンドアロン型エンドポイントにダウングレードすることはできません。

2.15 移⾏について
移⾏とは、同じバージョン内で、インストール済みの製品、モジュール、または機能を変更する
ことです。したがって、製品の旧バージョン内で移⾏を⾏ったり、インストールをアップグレード
後、移⾏を⾏ったりすることが必要な場合もあります。
インストール済みの製品やバージョンに関する説明がこのガイドにない場合は、アップグレードや
移⾏を直接実⾏できないことを意味します。有効なアップグレードパスや移⾏パスは、インストー
ル済みの製品やバージョン⽤のドキュメントを参照してください。
移⾏にあたり、ソフォスの暗号化ソフトウェアライセンスの変更が必要となる場合は、最新のライ
センスを⼊⼿済みであることを確認してください。

2.15.1 エンドポイント上の SafeGuard インストールの変更
インストール済みのモジュールの変更が必要な場合は、インストール済みのバージョンのインス
トーラを再実⾏して、インストールを変更してください。
次の点に注意してください。
• Synchronized Encryption は、ロケーションベースのファイル暗号化がインストール済みのエ

ンドポイントにはインストールできません。
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• SafeGuard のフルディスク暗号化 (ボリュームベースの暗号化) を BitLocker に (またはその逆
に) 変更する場合は、製品をアンインストール後、再インストールする必要があります。暗号化済
みのファイルは復号化する必要があります。

• BitLocker を BitLocker 対応のチャレンジ/レスポンスに (またはその逆に) 変更する場合は、製
品をアンインストール後、再インストールする必要があります。暗号化済みのファイルは復号化
する必要があります。

• SafeGuard Data Exchange を SafeGuard File Encryption に変更する場合は、コンピュータ
を 2回再起動したうえで、ログインし、ネットワーク共有の透過的な暗号化を有効にする必要があ
ります。

各モジュールのシステム要件は、SafeGuard Enterprise のリリースノートを参照してください。
異なる OS への移⾏の詳細は、別の OS へのエンドポイントの移⾏ (p. 60)を参照してくださ
い。

2.15.2 別の OS へのエンドポイントの移⾏
Windows 7/8 環境のエンドポイントは、SafeGuard Enterprise がインストールされている状
態で Windows 10 に移⾏できます。Windows 7 環境のエンドポイントに SafeGuard Full Disk
Encryption をインストール済みの場合に限っては、まず、SafeGuard Full Disk Encryption
をアンインストールしてから Windows 10 に移⾏する必要があります。SafeGuard Full Disk
Encryption は、Windows 10 に対応していません。アンインストールの詳細は、アンインストー
ルについて (p. 277)を参照してください。BitLocker の使⽤に関する詳細は、BitLocker ドライブ
暗号化サポートの準備作業 (p. 40)を参照してください。
SafeGuard Enterprise がインストールされている状態で エンドポイントを Windows 7 から
Windows 8 に移⾏することはできません。Windows 10 よりも古いバージョンの OS を使⽤して
いる場合は、インストール済みの OS のサービスパック バージョンだけ更新できます。
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3 SafeGuard Management Center
SafeGuard Management Center は、SafeGuard Enterprise で暗号化されたコンピュータを⼀元
的に管理するための管理コンソールです。SafeGuard Management Center を使⽤すると、会社
規模のセキュリティ ポリシーをエンドポイントに実装・適⽤できます。SafeGuard Management
Center を使⽤して、次の操作を実⾏できます。
• 組織構造を作成またはインポートする。
• セキュリティ担当者を作成する。
• ポリシーを定義する。
• 構成をエクスポートおよびインポートする。
• 総合的なログ機能を介してコンピュータを監視する。
• パスワード、および暗号化されたエンドポイントへのアクセスを復旧する。
SafeGuard Management Center では、テナント固有の構成 (Multi Tenancy) を介して、複数の
データベースやドメインを操作できます。異なる SafeGuard Enterprise データベースを管理した
り、異なる構成を保守したりすることができます。

注
⼀部のライセンスには含まれていない機能もあります。ライセンスで使⽤が許諾されているモ
ジュールや機能の詳細は、製品の販売元にお問い合わせください。

権限のあるユーザー (セキュリティ担当者) だけが、SafeGuard Management Center にアクセス
できます。複数のセキュリティ担当者が同時にデータを操作できます。さまざまなセキュリティ担
当者が、各⾃に割り当てられているロールや権限に従って処理を実⾏できます。
SafeGuard Enterprise のポリシーや設定は、必要に応じてカスタマイズできます。データベース
に保存された新しい設定は、エンドポイントに転送できます。転送後、エンドポイントで有効にな
ります。

ヒント
このセクションでは、エンドポイントの管理に関する主な⼿順について説明しています。管理の
詳細設定は、SafeGuard Management Center - 詳細設定 (p. 81)を参照してください。

3.1 SafeGuard Management Center へのログオ
ン
SafeGuard Enterprise の初期構成時に、マスター セキュリティ担当者のアカウントが作成さ
れます。このアカウントは、SafeGuard Management Center への初回のログオン時に必要で
す。SafeGuard Management Center を開始するには、ユーザーは、証明書ストアのパスワードを
知っていることと、証明書の秘密鍵を保持している必要があります。
詳細は、MSO (マスター セキュリティ担当者) の作成 (p. 25)を参照してください。
ログオン操作は、SafeGuard Management Center を 1つのデータベースに接続する (Single
Tenancy モード)、または複数のデータベースに接続する (Multi Tenancy モード) のどちらで実⾏
するかによって異なります。
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注
2⼈のセキュリティ担当者が同じコンピュータで同じ Windows アカウントを使⽤しないようにし
てください。アクセス権限を正しく分担することができなくなります。

3.1.1 Single Tenancy モードでのログオン
1. SafeGuard Management Center を起動します。ログオン ダイアログが表⽰されます。
2. MSO (マスター セキュリティ担当者) としてログオンして、初期構成時に指定した証明書ストア

のパスワードを⼊⼒します。「OK」をクリックします。
SafeGuard Management Center が起動します。

注
間違ったパスワードを⼊⼒した場合、エラー メッセージが表⽰され、次回のログオンに遅延が発
⽣します。ログオンに失敗するたびに、遅延時間は⻑くなります。ログオンの失敗はログに記録
されます。

3.2 SafeGuard Management Center ユーザーイ
ンターフェース

1. ナビゲーション ペイン
2. ナビゲーション ウィンドウ: 管理オブジェクトが表⽰されます。
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3. 管理タスク⽤のボタン
4. ツールバー
5. タブ: タスクを選択したり、情報を表⽰したりするために選択します。
6. 処理ペイン: ナビゲーション ペインでの選択内容に応じて表⽰されます。
7. 関連ビュー: 現在処理中のオブジェクトを管理するために必要な項⽬や情報が表⽰されます。

ナビゲーション ペイン
ナビゲーション ペインには、すべての管理処理⽤の以下のボタンが含まれます。
• ユーザーとコンピュータ

Active Directory、ドメイン、または個々のコンピュータからグループおよびユーザーをイン
ポートします。

• ポリシー
ポリシーを作成します。

• 鍵と証明書
鍵とおよび証明書を管理します。

• トークン
トークンおよびスマートカードを管理します。

• セキュリティ担当者
新しいセキュリティ担当者または役割を作成し、追加認証を必要とする処理を定義します。

• レポート
セキュリティ関連のイベントすべてのレコードを⽣成・管理します。

ナビゲーション ウィンドウ
処理するオブジェクトや作成できるオブジェクト (OU、ユーザーおよびコンピュータ、ポリシー項
⽬などの Active Directory オブジェクト) がナビゲーション ウィンドウに表⽰されます。表⽰され
るオブジェクトは、選択されたタスクによって異なります。

注
「ユーザーとコンピュータ」では、ナビゲーション ウィンドウのディレクトリ ツリーに表⽰
されるオブジェクトは、各ディレクトリ オブジェクトに対するセキュリティ担当者のアクセス
権限に依存します。ディレクトリ ツリーには、ログオンしているセキュリティ担当者がアクセ
スできるオブジェクトのみが表⽰されます。ツリーのより下位にあるノードに対するアクセス
権がそのセキュリティ担当者にある場合を除き、アクセスが拒否されたオブジェクトは表⽰さ
れません。この場合、拒否されたオブジェクトはグレーアウト表⽰されます。セキュリティ担
当者に「フルアクセス権」がある場合、オブジェクトは⿊で表⽰されます。「読み取り専⽤」
アクセス権のあるオブジェクトは、⻘で表⽰されます。

処理ペイン
処理ペインで、ナビゲーション ウィンドウで選択したオブジェクトの設定を定義します。処理ペイ
ンには、オブジェクトを処理し、設定を⾏うためのさまざまなタブが含まれています。
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処理ペインには、選択したオブジェクトの情報も含まれます。

関連ビュー
これらのビューには、その他のオブジェクトや情報が表⽰されます。これらは、システム管理に役
⽴つ情報を提供し、システムを使いやすくします。たとえば、ドラッグ & ドロップを使⽤して、オ
ブジェクトに鍵を割り当てることもできます。

ツールバー
SafeGuard Management Center のさまざまな処理に使⽤するシンボルが含まれています。選択
したオブジェクトに対して使⽤できるシンボルがある場合、そのシンボルが表⽰されます。
ログオン後は、SafeGuard Management Center は必ず、前回閉じたときに使⽤していたビュー
で開きます。

3.2.1 ⾔語設定
セットアップ ウィザードと各 SafeGuard Enterprise コンポーネントの⾔語設定は次のとおりで
す。

ウィザード
インストールおよび構成ウィザードは、お使いの OS で設定されている⾔語で表⽰されます。セッ
トアップ ウィザードで OS の設定⾔語を使⽤できない場合は、⾃動的にデフォルトの英語が使⽤さ
れます。

SafeGuard Management Center
SafeGuard Management Center の⾔語は、次のようにして設定します。
• SafeGuard Management Center で、「ツール > オプション > 全般」をクリックします。

「ユーザー定義の⾔語を使⽤する」を選択し、使⽤可能な⾔語を選択します。
• SafeGuard Management Center を再起動します。選択した⾔語で表⽰されるようになります。

エンドポイントにおける SafeGuard Enterprise
エンドポイントで表⽰する SafeGuard Enterprise の⾔語を設定するには、SafeGuard
Management Center の「全般設定」タイプのポリシーで、「カスタマイズ > クライアントで使
⽤される⾔語」を指定します。
• OS の⾔語が設定されている場合、エンドポイントの OS の⾔語設定が SafeGuard Enterprise

で使⽤されます。SafeGuard Enterprise で OS の設定⾔語が使⽤できない場合、SafeGuard
Enterprise の表⽰⾔語はデフォルトで英語になります。

• 使⽤可能な⾔語が 1つ選択されると、エンドポイント上の SafeGuard Enterprise のオプション
名がその⾔語で表⽰されます。
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3.2.2 データベースの整合性の検証
データベースにログオンすると、データベースの整合性が⾃動的に検証されます。この検証でエ
ラーが発⽣した場合は、「データベースの整合性の確認」ダイアログが表⽰されます。
ログオンした後いつでもデータベースの整合性の確認を開始して、「データベースの整合性の確
認」ダイアログを表⽰することもできます。
1. SafeGuard Management Center で、「ツール > データベースの整合性」を選択します。
2. 「すべてチェック」または「選択対象をチェック」をクリックして、テーブルを確認します。
エラーが発⽣したテーブルは、ダイアログでマークされます。修復するには、「修復」をクリック
します。
テーブルを修復するには、「マスター セキュリティ担当者 (MSO)」または「データベース復旧担
当者」の権限が必要です。詳細は、事前定義済みのロール (p. 100)を参照してください。

注
SafeGuard Enterprise バックエンドのアップデート (SQL) 後、データベースの整合性の検証が
実⾏されます。アップデートを完了するには、SafeGuard Enterprise データベースごとに、⼀回
だけ検証を実⾏する必要があります。

3.3 ポリシーの使⽤について
以下のセクションでは、ポリシーに関する管理タスク (ポリシーの作成、グループ化、バックアッ
プなど) について説明します。
ポリシーの割り当て・削除・編集を⾏うには、該当するオブジェクトおよびそのポリシーが適⽤さ
れるグループに対する「フルアクセス権」が必要です。
SafeGuard Enterprise で指定できるポリシー設定の詳細は、ポリシーの種類とその設定オプショ
ン (p. 181)を参照してください。

3.3.1 ポリシーの作成
1. 初期構成中に設定したパスワードを使⽤して SafeGuard Management Center にログオンしま

す。
2. ナビゲーション エリアで、「ポリシー」をクリックします。
3. ナビゲーション ウィンドウで「ポリシー項⽬」を右クリックし、「新規作成」を選択します。
4. ポリシーの種類を選択します。

新しいポリシーの名前を⼊⼒するためのダイアログが表⽰されます。
5. 新しいポリシーの名前を⼊⼒し、必要に応じて説明を⼊⼒します。

「デバイス保護」のポリシー:
デバイス保護のポリシーを作成した場合は、デバイス保護の対象も指定する必要があります。
次の対象を選択できます。
• ⼤容量記憶装置 (ブート ボリューム/他のボリューム)
• リムーバブル メディア
• 光学式ドライブ
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• 記憶デバイス モデル
• 特定記憶デバイス
• Cloud Storage
対象ごとに、異なるポリシーを作成する必要があります。後で個別のポリシーをまとめて、た
とえば「暗号化」という名前のポリシー グループを作成できます。

6. 「OK」をクリックします。
ナビゲーション ウィンドウの「ポリシー項⽬」の下に、新しいポリシーが表⽰されます。処理エ
リアには、選択したポリシーの種類の設定すべてが表⽰され、必要に応じて変更することもできま
す。

3.3.2 ポリシー設定の編集
ナビゲーション ウィンドウでポリシーを選択すると、処理ペインでポリシー設定を編集できます。

注
「構成されていない」設定の前には⾚いアイコンが表⽰され、このポリシー設定
の値を定義する必要があることを⽰しています。ポリシーを保存するには、まず、
「未構成」以外の設定を選択する必要があります。

ポリシー設定をデフォルト値に設定する
ツール バーには、ポリシー設定に使⽤できる次のアイコンがあります。

アイコン ポリシー設定

未構成のポリシー設定のデフォルト値を表⽰します (「未構成」)。デフォルトで、ポリ
シー設定のデフォルト値が表⽰されます。アイコンをクリックすると、デフォルト値が⾮
表⽰になります。

マークされたポリシー設定を「未構成」に設定します。

ペイン内のすべてのポリシー設定を「未構成」に設定します。

マークされたポリシーにデフォルト値を指定します。

ペイン内のすべてのポリシー設定にデフォルト値を指定します。

マシン固有のポリシーとユーザー固有のポリシーを区別する

⻘字で表⽰されるポリシー項⽬ ポリシーはマシンのみに適⽤され、ユーザーに
は適⽤されません。

⿊字で表⽰されるポリシー項⽬ ポリシーはマシンとユーザーに適⽤されます。
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3.3.3 ポリシー グループ
SafeGuard Enterprise のポリシーを結合してポリシー グループに結合します。1つのポリシー グ
ループに、異なる種類のポリシーを含めることができます。SafeGuard Management Center に
は、「デフォルト」ポリシー グループがあります。これはデフォルトで、「ユーザーとコンピュー
タ」の「ルート」に割り当てられています。
同じ種類のポリシーをグループ化した場合、設定は⾃動的に結合されます。この場合、ポリシーの
設定の優先度を指定できます。優先度の⾼いポリシーの設定は、優先度の低いポリシーの設定より
も優先されます。
定義済みのポリシー設定は、次の場合、他のポリシーの設定によって上書きされます。
• その設定を持つポリシーの優先度が⾼い場合。
• ポリシーの設定が定義されていない場合 (「未構成」)。

注
重複するポリシーがグループに適⽤されている場合、優先度の算出を正しくできない場合があり
ます。⼀意のポリシー設定を使⽤するようにしてください。

ポリシーグループには常に、少なくとも 1つのポリシーが含まれている必要があります。空のポリ
シーグループは、他のポリシーの使⽤に影響を及ぼします。必ずポリシーが含まれているポリシー
グループのみ使⽤するようにしてください。
デバイス保護における例外:
デバイス保護のポリシーは、同じ対象 (例: ブート ボリューム) に対して定義されている場合のみ
に結合されます。対象が異なる場合、設定は追加されます。
管理対象外のエンドポイント
⼀般にポリシーグループは、管理対象外の Windows SafeGuard Enterprise エンドポイントの初
期構成を⾏うために使⽤されます。

 ポリシーのグループ化
前提条件: 各種のポリシーは、事前に作成しておく必要があります。
1. ナビゲーション エリアで、「ポリシー」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインで「ポリシー グループ」を右クリックし、「新規作成」を選択します。
3. 「新しいポリシー グループ」をクリックします。ポリシー グループの名前を⼊⼒するためのダイ

アログが表⽰されます。
4. ポリシー グループの名前と、必要に応じて説明を⼊⼒します。「OK」をクリックします。
5. ナビゲーション ウィンドウの「ポリシー グループ」に、新しいポリシー グループが表⽰されま

す。
6. 作成したポリシー グループを選択します。処理エリアに、ポリシーのグループ化に必要な設定す

べてが表⽰されます。
7. グループにポリシーを追加するには、使⽤できるポリシーのリストから、追加するポリシーをポ

リシー エリアにドラッグします。
8. ショートカット メニューを使⽤してポリシーを順番に並べて、各ポリシーの「優先度」を指定で

きます。
同じ種類のポリシーをグループ化した場合、設定は⾃動的に結合されます。この場合、ポリ
シーの設定の優先度を指定できます。優先度の⾼いポリシーの設定は、優先度の低いポリシー
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の設定よりも優先されます。オプションが「未構成」に設定されている場合、優先度の低いポ
リシーの設定は上書きされません。
デバイス保護における例外:
デバイス保護のポリシーは、同じ対象 (例: ブート ボリューム) に対して定義されている場合の
みに結合されます。対象が異なる場合、設定は追加されます。

9. 「ファイル > 保存」の順に選択して、ポリシーを保存します。
これでポリシー グループには、個別のポリシーの設定すべてが含まれるようになりました。

 ポリシーのグループ化の結果
ポリシーのグループ化の結果は、個別に表⽰されます。
結果を表⽰するには「結果」タブをクリックします。
• ポリシーの種類ごとに異なるタブに表⽰されます。

個別のポリシーをグループに結合した結果の設定が表⽰されます。
• デバイス保護のポリシーの場合は、ポリシーの対象 (ブート ボリューム、ドライブ X など) ご

とにタブが表⽰されます。

3.3.4 ポリシーおよびポリシー グループのバックアップ
ポリシーとポリシー グループのバックアップを XML ファイルとして作成できます。必要な場合
は、関連するポリシー/ポリシー グループをこれらの XML ファイルから復元できます。
1. ナビゲーション ウィンドウの「ポリシー項⽬」または「ポリシー グループ」で、ポリシーやポリ

シー グループを選択します。
2. 右クリックでショートカットメニューを表⽰し、「ポリシーのバックアップ」を選択します。

注
「ポリシーのバックアップ」コマンドは「処理」メニューにもあります。

3. 「名前を付けて保存」ダイアログで、XML ファイルのファイル名を⼊⼒し、ファイルの保存場所
を選択します。「保存」をクリックします。

ポリシーやポリシー グループのバックアップが、指定したディレクトリに XML ファイルとして保
存されます。
バックアップ済みのポリシー グループに追加したポリシーは、バックアップにも⾃動的に追加され
ます。

3.3.5 ポリシーおよびポリシー グループの復元
ポリシー/ポリシー グループのバックアップは、復元する際に使⽤する SafeGuard Enterprise
のバージョンと同じバージョンで作成された場合のみに復元できます。たとえば、SafeGuard
Enterprise 7.0 で作成したポリシー グループのバックアップを SafeGuard Enterprise 8.1 で復元す
ることはできません。
ポリシーやポリシー グループを XML ファイルから復元するには、次の⼿順を実⾏します。
1. ナビゲーション ウィンドウで、「ポリシー項⽬/ポリシー グループ」を選択します。
2. 右クリックでショートカット メニューを表⽰し、「ポリシーの復元」を選択します。
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注
「ポリシーの復元」コマンドは「処理」メニューにもあります。

3. ポリシーやポリシー グループの復元に使⽤する XML ファイルを選択し、「開く」をクリックし
ます。

ポリシーやポリシー グループが復元されます。

3.3.6 ポリシーの割り当て
ポリシーを割り当てるには、対象オブジェクトすべてに対する「フルアクセス権」が必要です。
1. 「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. ナビゲーション ウィンドウで、対象のコンテナ オブジェクト (OU、ドメインなど) を選択しま

す。
3. 「ポリシー」タブに切り替えます。

処理ペインにポリシーの割り当てに必要なすべての項⽬が表⽰されます。
4. ポリシーを割り当てるには、⼀覧からポリシーをドラッグし、「ポリシー」タブにドロップしま

す。
5. ショートカット メニューを使⽤してポリシーを順番に並べて、各ポリシーの「優先度」を指定

できます。優先度が⾼いポリシーの設定で優先度の低いポリシーの設定が上書きされます。ポ
リシーに対して「上書きなし」を選択すると、その設定は他のポリシーの設定で上書きされませ
ん。

注
優先度の低いポリシーに対して「上書きなし」を選択すると、優先度の⾼いポリシーよりもこ
のポリシーが優先されます。
「ユーザーとコンピュータ」でポリシーの「優先度」や「上書きなし」設定を変更するには、
ポリシーが割り当てられているオブジェクトすべてに対する「フルアクセス権」が必要です。
オブジェクトすべてに対する「フルアクセス権」がない場合、設定を編集することはできませ
ん。設定を編集しようとすると、情報メッセージが表⽰されます。

6. 有効化ペインには認証されたユーザーおよび認証されたコンピュータが表⽰されます。
OU またはドメイン内のすべてのグループにポリシーが適⽤されます。

 個々のグループに対するポリシーの有効化
ポリシーは常に OU、ドメインまたはワークグループに割り当てられます。ポリシーはコンテナ
オブジェクト内のすべてのグループに適⽤されます (認証されたユーザーおよび認証されたコン
ピュータ グループは有効化ペインに表⽰されます)。
1つまたは複数のグループに対して、ポリシーを定義し有効にすることもできます。ポリシーは、
これらのグループのみに適⽤されます。

注
個々のグループに対してポリシーを有効にするには、対象グループに対して「フルアクセス権」
が必要です。

1. グループが含まれる OU にポリシーを割り当てます。
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2. 有効化ペインには認証されたユーザーおよび認証されたコンピュータが表⽰されます。
3. この 2つのグループを有効化ペインから「使⽤できるグループ」の⼀覧にドラッグします。この状

態では、ポリシーはユーザーにもコンピュータにも有効ではありません。
4. 次に、必要なグループ (複数可) を「使⽤できるグループ」の⼀覧から有効化ペインにドラッグし

ます。
これでこのポリシーはこのグループのみに適⽤されます。
ポリシーがより上位の OU にも割り当てられた場合、OU 全体に対して定義されたポリシーに加
え、このポリシーがグループに適⽤されます。

3.3.7 ユーザーとコンピュータでポリシーを管理する⽅法
SafeGuard Management Center の「ポリシー」エリアの他、ポリシーの割り当てが⾏われる
「ユーザーとコンピュータ」でもポリシーの内容を表⽰、変更できます。
1. 「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインで、対象のコンテナオブジェクトを選択します。
3. ポリシーの表⽰/変更は次の 2箇所から実⾏できます。

• 「ポリシー」タブに切り替えます。または、
• 「RSOP」タブに切り替えます。

4. 割り当てられたポリシーや使⽤可能なポリシーを右クリックし、ショートカット メニューから
「開く」を選択します。
ポリシー ダイアログが表⽰され、ポリシーの設定を表⽰、編集できます。

5. 「OK」をクリックして変更を保存します。
6. ポリシーのプロパティを表⽰するには、ポリシーを右クリックして、ショートカット メニューか

ら「プロパティ」を選択します。
ポリシーの「プロパティ」ダイアログが表⽰されます。「全般」および「割り当て」情報を表⽰
できます。

3.4 構成パッケージについて
SafeGuard Management Center で作成できる構成パッケージは次のとおりです。
• SafeGuard Enterprise Server ⽤の構成パッケージ

正常に動作するには、SafeGuard Enterprise Server ⽤の構成パッケージを作成して、データ
ベースおよび SSL 接続を定義したり、Scripting API を有効にしたり、SafeGuard Enterprise
を Sophos Mobile と併⽤したりする必要があります。

• 管理対象エンドポイント⽤の構成パッケージ
SafeGuard Enterprise Server に接続されているエンドポイントは、このサーバー経由でポリ
シーを受信します。SafeGuard Enterprise のクライアントソフトウェアのインストール後、正
常に動作するには、管理対象コンピュータ⽤の構成パッケージを作成し、同コンピュータに展
開する必要があります。
構成パッケージを使⽤してエンドポイントを初期設定後、ポリシーを SafeGuard
Management Center の「ユーザーとコンピュータ」ペインで割り当てると、エンドポイント
は SafeGuard Enterprise Server 経由でそのポリシーを受信します。

• Mac ⽤の構成パッケージ
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Mac は、サーバーのアドレスと企業証明書をこのパッケージ経由で受信します。ステータス情
報は、SafeGuard Management Center に表⽰されます。Mac ⽤の構成パッケージの作成⽅法
の詳細は、Mac ⽤の構成パッケージの作成 (p. 73)を参照してください。

• 管理対象外のエンドポイント⽤の構成パッケージ
管理対象外のエンドポイントは SafeGuard Enterprise Server に接続されることは⼀切なく、
スタンドアロン モードで動作します。ポリシーは、構成パッケージを使⽤して受信します。正
常に動作するには、該当するポリシー グループを含む構成パッケージを作成し、社内の配布⽅
法を使⽤してエンドポイントに配布する必要があります。ポリシーの設定を変更するたびに、
新しい構成パッケージを作成して、エンドポイントに配布する必要があります。

注
管理対象外のエンドポイント⽤の構成パッケージは、Windows エンドポイントのみで使⽤
できます。

ネットワークとコンピュータを定期的に調べて、古くなったり、使⽤されていない構成パッケージ
がないか確認し、あればセキュリティ上の理由から削除してください。コンピュータやサーバーに
新しい構成パッケージをインストールする前に、必ず古い構成パッケージをアンインストールして
ください。

3.4.1 管理型エンドポイント⽤の構成パッケージを作成する
前提条件
• 「ユーザーとコンピュータ」ナビゲーション ペインの「インベントリ」タブで、新しい構成パッ

ケージを受信するエンドポイントに対して、企業証明書の変更が必要かどうかを確認します。
「現在の企業証明書」フィールドが選択されていない場合、 SafeGuard Enterprise のデータ
ベースとコンピュータにある現在アクティブな企業証明書は異なるので、企業証明書の変更が必
要となります。

1. SafeGuard Management Center の「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」をクリッ
クします。

2. 「管理型クライアント⽤パッケージ」を選択します。
3. 「構成パッケージの追加」をクリックします。
4. 構成パッケージに対して任意のパッケージ名を⼊⼒します。
5. プライマリ サーバーを割り当てます (セカンダリ サーバーは任意です)。
6. 必要に応じて、エンドポイントに適⽤する「ポリシー グループ」を指定します。このポリシー グ

ループは、SafeGuard Management Center で事前に作成しておく必要があります。エンドポイ
ントでインストール後のタスクを⾏う際にサービスアカントを使⽤する場合は、この最初のポリ
シーグループに各ポリシー設定を追加します。詳細は、SafeGuard Enterprise 8 管理者ヘルプを
参照してください。

7. SafeGuard Enterprise のデータベースにある現在アクティブな企業証明書が、新しい構成
パッケージを受信するエンドポイントにあるものと異なる場合、適切な「CCO (Company
Certificate Change Order) を選択してください。「ユーザーとコンピュータ」で、該当するド
メイン、OU、またはコンピュータの「インベントリ」タブ で、「現在の企業証明書」にチェック
マークがない場合、企業証明書の変更が必要なことを意味します。必要な CCO に関する情報は、
「ツール」メニューの「構成パッケージ ツール」の「CCO」タブを参照してください。
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注
現在アクティブな企業証明書が、SafeGuard Enterprise のデータベースとエンドポイント
で⼀致せず、適切な「CCO」が指定されていない場合、エンドポイントへの新しい構成パッ
ケージの展開は失敗します。

8. 「転送データの暗号化」モードを選択して、SafeGuard Enterprise Client と SafeGuard
Enterprise Server との間の接続を暗号化する⽅法を定義します。ソフォスの暗号化機能によるも
のと SSL 暗号化の 2種類から選択できます。
SSL の利点は、標準プロトコルであること、および SafeGuard 転送暗号化機能を使⽤する場
合と同様に接続を⾼速化できることです。SSL 暗号化は、デフォルトで選択されています。

9. 構成パッケージ (MSI) の出⼒パスを指定します。
10.「構成パッケージの作成」をクリックします。

「転送データの暗号化」モードとして SSL 暗号化を選択した場合は、サーバー接続が検証されま
す。接続に失敗すると、警告メッセージが表⽰されます。

これで、指定したディレクトリに構成パッケージ (MSI) が作成されました。このパッケージをエン
ドポイントに配布して、展開する必要があります。

3.4.2 管理対象外のエンドポイント⽤に構成パッケージを作成
する
1. SafeGuard Management Center の「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」をクリッ

クします。
2. 「スタンドアロン クライアント⽤パッケージ」を選択します。
3. 「構成パッケージの追加」をクリックします。
4. 構成パッケージに対して任意のパッケージ名を⼊⼒します。
5. エンドポイントに適⽤する「ポリシー グループ」を指定します。このポリシー グループ

は、SafeGuard Management Center で事前に作成しておく必要があります。
6. 「POA グループ」で、エンドポイントに割り当てる POA ユーザー グループを選択できま

す。POA ユーザーは、SafeGuard Power-on Authentication がアクティブ化された後に、エン
ドポイントにアクセスして管理タスクを実⾏できます。POA ユーザーを割り当てるには、POA グ
ループが SafeGuard Management Center の「ユーザーとコンピュータ」領域にあらかじめ作成
されている必要があります。

7. SafeGuard Enterprise のデータベースにある現在アクティブな企業証明書が、新しい構成パッ
ケージを受信するエンドポイントにあるものと異なる場合、適切な「CCO (Company Certificate
Change Order) を選択してください。

注
現在アクティブな企業証明書が、SafeGuard Enterprise のデータベースとエンドポイント
で⼀致せず、適切な「CCO」が指定されていない場合、エンドポイントへの新しい構成パッ
ケージの展開は失敗します。

8. 「鍵バックアップ場所」で、鍵復旧ファイルを格納するための共有ネットワーク パスを指定す
るか、または選択します。共有パスは以下の形式で⼊⼒します。\\ネットワーク コンピュータ\
(例: \\mycompany.edu\)ここでパスを指定しない場合、インストール後にエンドポイントに最
初にログオンする際、エンドユーザーはこのファイルの保存場所を⼊⼒する必要があります。
鍵復旧ファイル (XML) は、Sophos SafeGuard で保護されるエンドポイントを復旧するため
に必要で、各コンピュータ上に⽣成されます。
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注
この鍵復旧ファイルは必ずヘルプデスク担当者がアクセスできる場所に保存してください。
または、別の⽅法でヘルプデスク担当者にファイルを提供することもできます。このファイル
は、企業証明書によって暗号化されています。このため、外付けメディアまたはネットワーク
に保存しておき、復旧が必要なときにそれをヘルプデスク担当者に提供することもできます。
メールで送信することもできます。

9. 構成パッケージ (MSI) の出⼒パスを指定します。
10.「構成パッケージの作成」をクリックします。
これで、指定したディレクトリに構成パッケージ (MSI) が作成されました。このパッケージをエン
ドポイントに配布して、展開する必要があります。

3.4.3 Mac ⽤の構成パッケージの作成
Mac ⽤の構成パッケージには、サーバー情報と企業証明書が含まれます。Mac はこの情報を使⽤し
て、ステータス情報 (SafeGuard POA 有効/無効、暗号化の状態など) を報告します。ステータス情
報は、SafeGuard Management Center に表⽰されます。
1. SafeGuard Management Center の「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」をクリッ

クします。
2. 「管理型クライアント⽤パッケージ」を選択します。
3. 「構成パッケージの追加」をクリックします。
4. 構成パッケージに対して任意のパッケージ名を⼊⼒します。
5. プライマリ サーバーを割り当てます (セカンダリ サーバーは任意です)。
6. エンドポイントと SafeGuard Enterprise Server との間の接続の「転送データの暗号化」とし

て、「SSL」を選択します。Mac 環境で、「Sophos」を「転送データの暗号化」に指定するこ
とはできません。

7. 構成パッケージ (MSI) の出⼒パスを指定します。
8. 「構成パッケージの作成」をクリックします。

SSLの「転送データの暗号化」モードのサーバー接続が検証されます。接続に失敗すると、警告
メッセージが表⽰されます。

これで、指定したディレクトリに構成パッケージ (ZIP) が作成されました。次に、このパッケージ
を Mac に配布して、展開する必要があります。

3.5 認証の強化 - 「.認証されていないユーザー」
グループ
SafeGuard Enterprise にログオンしたユーザーは、鍵リングにアクセスする前に、Active
Directory で認証する必要があります。
ログオン時に認証されないユーザーは、「.認証されていないユーザー」グループに移動されます。
このグループは、グローバルのルート ノード、およびすべてのドメインやワークグループに表⽰さ
れます。認証の強化は、Windows ユーザーおよび macOS ユーザーが対象となります。
ログオン時にユーザーが認証されない場合、次のような理由が考えられます。
• ユーザーが、Active Directory に保存されているログイン情報に⼀致しないログイン情報を⼊⼒

した。
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• ユーザーが、エンドポイントのローカルユーザーである。
ドメインコントローラを使⽤して認証できるのは、Active Directory ユーザーのみなので、初
回のログオンでローカルユーザーは常に「.認証されていないユーザー」グループに移動されま
す。

• Active Directory 認証サーバーに接続できない。
• Active Directory からインポートされていないドメインに、ユーザーが所属している。

このような場合、ユーザーは、「ユーザーとコンピュータ」の「ルート」ノードの直下に表⽰
される「.認証されていないユーザー」グループに追加されます。

• 予期しないエラーが発⽣して認証に失敗した。
詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 124328 を参照してください。
「.認証されていないユーザー」グループに所属している限り、ユーザーは鍵リングにアクセスでき
ません。
「.認証されていないユーザー」グループをクリックすると、グループ内のユーザーの詳細 (例:
ユーザーがそのグループに移動された理由など) が、右側のパネルの「認証されていないユー
ザー」タブに表⽰されます。
Windows エンドポイントでは、「クライアント ステータス」ダイアログで、「SGN ユーザーの
状態」に「認証されていないユーザー」と表⽰されます。
macOS エンドポイントでは、Sophos SafeGuard 「環境設定」ペイン　の「ユーザー」タブで、
「SafeGuard ユーザーの状態」に「認証されていないユーザー」と表⽰されます。
ログ出⼒されたイベントの詳細は、監査 (p. 157)を参照してください。

認証の強化と BitLocker
SafeGuard Enterprise の管理下にある BitLocker を使⽤している場合は、新しい SGN ユーザー
の登録を「全員」に許可する必要があります。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「マシンの設定」タイプのポリシーを新しく作成する

か、既存のポリシーを選択します。
2. 「UMA (User Machine Assignment))」セクションで、「新しい SGN ユーザーの登録を許

可する」設定のドロップダウンリストで「全員」を選択します。
3. 「ユーザーとコンピュータ」で、ポリシーをユーザーグループに割り当てます。

3.5.1 ユーザーの認証
セキュリティ担当者は、「.認証されていないユーザー」グループのユーザーを認証する必要があり
ます。認証されていないユーザーに対しては、鍵リングへのアクセスを許可するために、認証操作
を実⾏する必要があります。ユーザーは、鍵リングなしでは暗号化されたデータにアクセスできま
せん。
「.認証されていないユーザー」グループにあるユーザーを認証する⽅法は次のとおりです。
1. Management Center で、「.認証されていないユーザー」グループを選択します。

Active Directory で認証されていないユーザーが表⽰されます。各ユーザーをクリックすると、
右側のペインに詳細情報が表⽰されます。

2. ユーザーが SafeGuard Enterprise の鍵リングへのアクセスが許可されているかを確認します。
3. 許可されている場合は、左側のペインの「.認証されていないユーザー」でユーザーを選択し、

「ユーザーを認証」をクリックします。
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グループ内のすべてのユーザーを⼀度に認証するには、「.認証されていないユーザー」グループ
を選択して、ショートカット メニューで「すべてのユーザーを認証」をクリックします。

認証されたユーザーは、適切な Active Directory 構造に移動され、鍵リングにアクセスできるよう
になります。
API 呼び出しをスクリプトで実⾏して、ユーザーを認証することもできます。

3.5.2 ユーザーの⾃動認証
Active Directory で認証できないユーザーを⾃動的に認証するよう、SafeGuard Enterprise を設
定できます。
「.認証されていないユーザー」グループにあるユーザーを認証する⽅法は次のとおりです。
1. Management Center の「ツール」メニューで、「オプション」を選択します。
2. 「ディレクトリ」タブを選択します。
3. 「Active Directory で認証できないユーザーを⾃動的に認証する」オプションを有効にします。
4. 「OK」をクリックします。
ログオン時に「.認証されていないユーザー」グループに移動されるユーザーはすべて⾃動的に認証さ
れ、鍵リングにアクセスできるようになります。

3.6 UMA (User Machine Assignment)
SafeGuard Enterprise では、UMA (User Machine Assignment) というリストで、どのユーザー
がどのコンピュータにログオンを許可されているかを⽰す情報が管理されます。
UMA に追加されるユーザーの条件は、SafeGuard Enterprise がインストール済みのコンピュー
タに⼀度はログオンしたことがあること、SafeGuard Management Center に SafeGuard
Enterprise の「完全なユーザー」として登録されていることです。「完全なユーザー」とは、初回
ログオンの後の証明書が作成済みのユーザー、および鍵リングが作成されているユーザーを指しま
す。ユーザー データは、これらの条件が揃ったときだけ他のコンピュータに複製できます。複製が
完了すると、当該のユーザーは、複製先のコンピュータに SafeGuard POA でログオンできます。
デフォルトでは、SafeGuard Enterprise のインストール後、コンピュータに最初にログオンした
ユーザーが、そのコンピュータの所有者として UMA に⼊⼒されます。
この特性により、所有者として登録されたユーザーは、 SafeGuard Power-on Authentication で
認証を完了すると、他のユーザーに当該のコンピュータへのログオンを許可できるようになりま
す。詳細は、SafeGuard Enterprise 8 管理者ヘルプを参照してください。そのようなユーザーも、
このコンピュータの UMA に追加されます。
このようにして、どのユーザーがどのコンピュータへログオンできるかを⽰すリストが⾃動⽣成さ
れます。このリストは SafeGuard Management Center で編集できます。

3.6.1 ユーザータイプ
SafeGuard Enterprise にはさまざまな種類のユーザーが⽤意されています。各種ユーザーのデ
フォルト設定を変更する⽅法については、ポリシーの種類とその設定オプション (p. 181)を参照
してください。
• 所有者: SafeGuard Enterprise のインストール後、最初にエンドポイントにログオンするユー

ザーは、SGN ユーザーとしてだけでなく、エンドポイントの所有者としても登録されます。デ
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フォルトの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 ユーザー:  すべての権限が付与されている SGN ユーザーは、SafeGuard Power-on
Authentication でログオンできます。また 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 Windows ユーザー:  SGN Windows ユーザーは、SafeGuard POA には追加されませ
んが、SGN 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。SGN Windows ユーザーは UMA にも追加されるため、追加されたエンドポイントで
Windows にログオンすることができます。

• SGN ゲストユーザー:  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 ゲストユーザーが Windows にログオンできないように設定する⽅法について
は、マシンの設定 - 基本設定 (p. 215)を参照してください。

• サービスアカウント:  サービス アカウントを使えば、ロールアウト担当者や IT 担当者など
のユーザーがエンドポイントに SafeGuard Enterprise をインストールした後、SafeGuard
Power-on Authentication をアクティブにしたり、コンピュータに⾃⾝をユーザー登録した
りせずに、エンドポイントにログオンできます。サービス アカウントのリストに含まれている
ユーザーは、エンドポイントで Windows にログオンした後、SGN ゲスト ユーザーとして扱わ
れます。

• POA ユーザー:  POA をアクティブ化した後も管理タスクの実⾏が必要なことがあるかもし
れません。POA ユーザーは、POA で認証可能な、事前に定義されたローカルアカウントで
す。Windows への⾃動ログオンは実⾏されません。POA ユーザー アカウントでログオンす
るユーザーは、既存の Windows アカウントで Windows にログオンします。このアカウン
ト (ユーザー ID とパスワード) は、SafeGuard Management Center の「ユーザーとコン
ピュータ」で定義され、POA グループに基づいてエンドポイントに割り当てられます。詳細
は、SafeGuard Enterprise 8 管理者ヘルプを参照してください。

3.6.2 SafeGuard Management Center での UMA (User
Machine Assignment)
SafeGuard Management Center でユーザーを特定のコンピュータに割り当てることができま
す。SafeGuard Management Center でユーザーをコンピュータに割り当てると (またはコン
ピュータをユーザーに割り当てると)、この割り当ては UMA に組み込まれます。ユーザーのデー
タ (証明書、鍵など) がこのコンピュータにレプリケーションされ、ユーザーはこのコンピュー
タにログオンできるようになります。ユーザーを UMA から削除すると、ユーザー データもすべ
て⾃動的に SafeGuard POA から削除されます。ユーザーは、ユーザー名とパスワードを使⽤し
て、SafeGuard POA でログオンできなくなります。

注
「ユーザーとコンピュータ」で、ユーザーやコンピュータの割り当てを表⽰するには、対象ユー
ザーとコンピュータのどちらかに対して、少なくとも「読み取り専⽤」アクセス権限が必要で
す。割り当てを定義または変更するには、対象ユーザーとコンピュータの両⽅に対して、「フル
アクセス権」が必要です。UMA に表⽰されるユーザー/マシン情報は、アクセス権限によって異
なります。特定のコンピュータに割り当てられているユーザー、および特定のユーザーに割り当
てられているコンピュータを表⽰する UMA グリッドでは、必要なアクセス権限のないオブジェ
クトも表⽰されますが、割り当てを変更することはできません。

ユーザーをコンピュータに割り当てる際、他のユーザーがこのコンピュータにログオンすることを
許可できるユーザーも指定できます。
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SafeGuard Management Center の「種類」に、ユーザーが SafeGuard Enterprise データベー
スに追加された⽅法が表⽰されます。「ローカル」は、ユーザーがエンドポイント上の UMA に追
加されたことを意味します。
SafeGuard Management Center で誰も割り当てられておらず、所有者として指定されている
ユーザーが存在しない場合、コンピュータに SafeGuard Enterprise をインストール後、最初にロ
グオンしたユーザーが所有者として⼊⼒されます。このユーザーは、このコンピュータに他のユー
ザーがログオンすることを許可できるようになります。後⽇、SafeGuard Management Center で
このコンピュータに割り当てられたユーザーは、SafeGuard Power-on Authentication でログオ
ンできます。ただし、こうしたユーザーは (既存の証明書と鍵を持つ) 完全なユーザーである必要が
あります。この場合、コンピュータの所有者はアクセス資格を割り当てる必要はありません。
UMA にユーザーを追加できるユーザーを指定するために、以下の設定が使⽤されます。
• 所有者になることが可能: この設定を選択すると、ユーザーをコンピュータの所有者として登録

できます。
• 所有者として登録: この設定は、このユーザーが UMA に所有者として⼊⼒済みであることを意

味します。コンピュータごとに 1名のユーザーのみを UMA に所有者として⼊⼒できます。
「マシンの設定」タイプのポリシーの「新しい SGN ユーザーの登録を許可する」ポリシー設
定で、誰が UMA に他のユーザーを追加できるかを決定します。「マシンの設定」タイプのポリ
シーの「SGN Windows ユーザーの登録を有効にする」設定で、SGN Windows ユーザーをエ
ンドポイントに登録し、UMA に追加するかを決定します。

• 新しい SGN ユーザーの登録を許可する
該当者なし
所有者として⼊⼒されたユーザーも、これ以上 UMA にユーザーを追加することはできませ
ん。所有者がユーザーを追加するオプションは無効に設定されます。
所有者 (デフォルト)

注
セキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center でいつでもユーザーを追加できま
す。

全員
所有者のみがユーザーを追加できる制限を取り払います。

注
Device Encryption モジュールがインストールされていないエンドポインで、鍵リング
にアクセスできる複数のユーザーを UMA に追加するには、「新しい SGN ユーザーの登
録を許可する」設定を「全員」に設定する必要があります。設定しない場合、ユーザーは
Management Center のみで追加できます。この設定は、管理対象エンドポイントのみで
利⽤できます。詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 110659 を参照してくだ
さい。

• SGN Windows ユーザーの登録を有効にする
「はい」を選択すると、SGN Windows ユーザーをエンドポイントに登録できるようになり
ます。SGN Windows ユーザーは、SafeGuard POA には追加されませんが、SGN 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。この設定を
⾏った場合、SGN ゲストユーザーになるはずのユーザーすべてが、SGN Windows ユーザーに
なります。ユーザーは、Windows にログオンすると、だたちに UMA に追加されます。SGN
Windows ユーザーは、管理対象エンドポイントでは⾃動的に UMA から削除できます。管
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理対象外のエンドポイントでは⼿動で削除できます。詳細は、マシンの設定 - 基本設定 (p.
215)を参照してください。

例:
以下の例は、SafeGuard Management Center で、Computer_ABC に対して 3⼈のユーザー
(User_a、User_b、User_c) にログオン資格を割り当てる⽅法について説明しています。
はじめに: 要求するレスポンスを SafeGuard Management Center で指定します。SafeGuard
Enterprise は、夜間にすべてのエンドポイントにインストールされます。翌朝、ユーザーは⾃分の
ログオン情報を使って POA にログオンすることができるはずです。
1. SafeGuard Management Center で、User_a、User_b、および User_c を Computer_ABC

に割り当てます。(「ユーザーとコンピュータ」-> computer_ABC を選択 -> ドラッグ アンド
ドロップでユーザーを割り当て」)。この操作で UMA が指定されました。

2. 「マシンの設定」タイプのポリシーで、「新しい SGN ユーザーの登録を許可する」を「該当
者なし」に設定します。User_a、User_b、および User_c には新しいユーザーの追加を許可し
ないため、ユーザーを所有者として指定する必要はありません。

3. ポリシーをコンピュータやこのコンピュータに対して有効になるディレクトリ構造内の場所に
割り当てます。

最初のユーザーが Computer_ABC にログオンすると、SafeGuard POA に⾃動ログオンが実装さ
れます。コンピュータ ポリシーがエンドポイントに送信されます。User_a は UMA に含まれてい
るため、Windows にログオンすると完全なユーザーになります。ユーザーのポリシー、証明書、
および鍵がエンドポイントに送信されます。SafeGuard POA がアクティブ化されます。

注
ユーザーは、この処理が終了したことを SafeGuard システム トレイ アイコンのステータス
メッセージ (バルーンヒント) で確認できます。

User_a は SafeGuard Enterprise の完全なユーザーとなり、初回のログオン後、SafeGuard POA
で認証を⾏うことによって⾃動的にログオンされます。
User_a がコンピュータの使⽤を終え、User_b がログオンしようとします。SafeGuard POA が有
効になっているため、これ以上⾃動ログオンは⾏われません。
User_b および User_c がこのコンピュータにアクセスする⽅法は 2つあります。
• User_a が SafeGuard POA ログオン ダイアログで「Windows へのパス スルー 」を無効に

し、ログオンします。
• User_b がチャレンジ/レスポンスを使⽤して、SafeGuard POA でログオンします。
どちらの場合も、Windows ログオン ダイアログが表⽰されます。
User_b は、⾃分の Windows ログオン情報を⼊⼒できます。ユーザーのポリシー、証明書、
および鍵がエンドポイントに送信されます。このユーザーが SafeGuard POA で有効になりま
す。User_b は SafeGuard Enterprise の完全なユーザーとなり、初回のログオン後、SafeGuard
POA で認証を⾏うことによって⾃動的にログオンされます。
コンピュータ ポリシーで誰もこのコンピュータにユーザーをインポートできないよう指定されてい
る⼀⽅、これらのユーザーはすでに UMA に存在するため、User_b および User_c は、Windows
ログオンで完全なユーザー ステータスを獲得し、SafeGuard POA で有効になります。
UMA に他のユーザーは追加されず、したがって以後、他のユーザーが SafeGuard Power-
on Authentication で認証されることはありません。Windows にログオンしようとした
User_a、User_b、User_c 以外のユーザーは、このシナリオでは UMA から除外され、SafeGuard
POA でアクティブになることはありません。
ユーザーは、いつでも後から SafeGuard Management Center で追加することができます。ただ
し、同期は初回のログオンによってのみトリガされるため、ユーザーの鍵リングは初回のログオン
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以後は使⽤できません。再度ログオンすると、その鍵リングが使⽤可能になり、ユーザーは適⽤さ
れているポリシーに従ってコンピュータにアクセスできます。エンドポイントへのログオンを完了
したことのないユーザーの場合、前述した⼿順で追加できます。

注
セキュリティ担当者やマスターセキュリティ担当者によって、最後に保存された有効な
ユーザー証明書が UMA から削除された場合、すべてのユーザーが対象のコンピュータの
SafeGuard POA を通過できるようになります。エンドポイントのドメインが変更された場合
も同様の結果となります。このような状態で、コンピュータへのログオンや SafeGuard POA
の再アクティベート、コンピュータへの新しい所有者の追加を⾏う場合は、Windows のログ
オン情報のみが必要となります。

この説明は、Windows エンドポイントのみを対象としています。Mac は対象外です。⼤規模な環
境で、Mac に複数のユーザーを追加すると、エンドポイントとサーバーとの間のポリシーの整合
性、および Management Center やタスクスケジューラにおける Active Directory の同期に深刻
なパフォーマンスの低下が⽣じる可能性があります。Management Center で、Mac にユーザーを
割り当てないことを強く推奨します。

 ユーザーのブロック
「ユーザーのブロック」列のチェック ボックスを選択すると、そのユーザーは対象コンピュータに
ログオンできなくなります。このように設定したポリシーがコンピュータで有効になった場合、当
該のユーザーがログオンしていると、⾃動的にログオフされます。

 グループ
SafeGuard Management Center で、コンピュータ グループをユーザー (アカウント) に割り当て
たり、ユーザー グループをコンピュータに割り当てたりすることができます。
グループの作成⽅法は次のとおりです。「ユーザーとコンピュータ」でグループを作成するオブ
ジェクトのノードを右クリックし、「新規作成 > 新しいグループの作成 > フルネーム」の順に選
択します。グループ名と説明 (任意) を⼊⼒します。「OK」をクリックします。
例: メンテナンス アカウント
たとえば、単⼀のサービス アカウントを使⽤して、多数のコンピュータにサービスを提供できま
す。このためには、対象のコンピュータを単⼀のグループに⼊れる必要があります。次に、このグ
ループをメンテナンス アカウント (ユーザー) に割り当てます。メンテナンス アカウントの所有者
は、このグループ内のすべてのコンピュータにログオンできるようになります。
また、異なるユーザーを含むグループをコンピュータに割り当てることにより、これらのユーザー
は、特定のコンピュータに単⼀の⼿順でログオンできるようになります。

3.6.3 ユーザーとコンピュータ グループの割り当て
「ユーザーとコンピュータ」で、ユーザーとコンピュータ グループの割り当てを表⽰するには、
対象ユーザーとコンピュータ グループのどちらかに対して、少なくとも「読み取り専⽤」アクセス
権限が必要です。割り当てを定義または変更するには、対象ユーザーとコンピュータの両⽅に対し
て、「フルアクセス権」が必要です。UMA に表⽰されるユーザー/マシン情報は、アクセス権限に
よって異なります。
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注
グループの場合と同じ⼿順を使⽤し、個々のユーザーをコンピュータに割り当てたり、コン
ピュータをユーザーに割り当てたりすることができます。

1. 「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 単⼀のユーザーにコンピュータのグループを割り当てるには、ユーザーを選択します。
3. 処理ペインで「コンピュータ」タブをクリックします。

「使⽤できるコンピュータ」の下にすべてのコンピュータおよびコンピュータ グループが表⽰
されます。

4. 「使⽤できるグループ」の⼀覧でグループを選択して、処理ペインにドラッグします。
5. そのユーザーをすべてのコンピュータの所有者にするかどうかを確認するダイアログが表⽰され

ます。
SafeGuard Management Center に指定された所有者が存在しない場合、このコンピュータに
ログオンする最初のユーザーが所有者として⾃動的に⼊⼒されます。そのユーザーには、他の
ユーザーがこのコンピュータにアクセスできるかどうかを許可する資格が与えられます。ユー
ザーは「所有者になることが可能」と設定されている必要があります。
• この質問に「はい」と答えると、このコンピュータにログオンする最初のユーザーが所有者

となり、他のユーザーにアクセスを許可できるようになります。
• この質問に「いいえ」と答えると、そのユーザーはこのコンピュータの所有者になりませ

ん。
通常、サービス アカウントの所有者はコンピュータの所有者になる必要はありません。この設
定は、初期割り当ての後に変更できます。

割り当てたグループのすべてのコンピュータが、処理ペインに表⽰されます。
ユーザーはこのようにして割り当てられたコンピュータすべてにログオンできます。
同じ⼿順を使⽤して、ユーザー グループを単⼀のコンピュータに割り当てることもできます。

3.7 Sophos SafeGuard の品質向上のために匿名
で使⽤状況データを送信する⽅法
ソフォスでは、常に SafeGuard Enterprise の品質向上に努めています。この⽬的で、お客様から
定期的にソフォス送信される、匿名化されたデータを活⽤しています。このデータは、製品を向上
する⽬的でのみ使⽤されます。収集したデータによってお客様やマシンが特定されることはありま
せん。また機密情報は送信されません。詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 123768
を参照してください。
ソフォスへのデータ送信は任意です。データはすべて匿名化されて送信されるため、データの収集
機能は、デフォルトで有効化されています。この機能は、SafeGuard Management Center で無効
化できます (「ポリシー > 全般設定 > フィードバック > Sophos SafeGuard® の品質向上のため
に匿名で使⽤状況データを送信する」で設定)。

3.7.1 匿名の使⽤状況データの送信を無効化するポリシーの作
成
匿名の使⽤状況データの送信を無効化する⽅法は次のとおりです。
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1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「全般設定」タイプのポリシーを新しく作成するか、既
存のポリシーを選択します。
「全般設定」タブが表⽰されます。

2. 「フィードバック」セクションを参照します。
3. 「Sophos SafeGuard® の品質向上のために匿名で使⽤状況データを送信する」ドロップダウ

ンリストで、「いいえ」を選択します。
4. 「ユーザーとコンピュータ」で、新しいポリシーをユーザーとコンピュータに割り当てます。

これで、この機能は無効化されました。使⽤状況データはソフォスに送信されません。

3.8 SafeGuard Management Center - 詳細設定
ここでは、詳細な管理機能について説明します。

3.8.1 データベースのメンテナンス
データベースを恒久的にオンライン バックアップすることを推奨します。データベースを定期的に
バックアップして、鍵、企業証明書、User Machine Assignments (UMA) を保護してください。
データのバックアップは、⼀定の期間 (毎⽇、毎週など) ごと、データをはじめてインポートした
後、あるいは⼤規模な変更の後などのタイミングで⾏うことをお勧めします。
詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 113001 を参照してください。

 破損したデータベース構成の修復
破損したデータベースの構成は、SafeGuard Management Center をインストールしなおして
バックアップした証明書ファイルから新しいデータベース インスタンスを作成すると修復されま
す。修復後、既存の SafeGuard Enterprise エンドポイントは、これまでどおり新しくインストー
ルしたデータベースからポリシーを取得します。
• 関連するデータベース設定の企業およびマスター セキュリティ担当者の証明書を .p12 ファイ

ルにエクスポート済みである必要があります。データは、使⽤可能で有効である必要がありま
す。

• 2つの .p12 ファイルのパスワードと証明書ストアのパスワードが必要です。
この⼿順によるデータベースの復元は、有効なデータベースのバックアップがない場合のみに推奨し
ます。修復されたバックエンドに接続するコンピュータの UMA (User Machine Assignment) はす
べて失われます。このため、⼀時的に Power-on Authentication が無効化されます。チャレンジ/レ
スポンス機能は、当該のエンドポイントから鍵情報が送信されるまで使⽤することはできません。
破損したデータベース構成を修復する⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center インストール パッケージを再インストールしま

す。SafeGuard Management Center を開きます。構成ウィザードが⾃動的に起動します。
2. 「データベース接続」で「新しいデータベースを作成する」を選択します。「データベース設

定」でデータベースの接続を設定します。「次へ」をクリックします。
3. 「セキュリティ担当者のデータ」で関連する MSO を選択し、「インポート」をクリックします。
4. 「認証証明書のインポート」で証明書ファイルのバックアップを参照します。「鍵ファイル」で

このファイル⽤のパスワードを⼊⼒・確認⼊⼒します。「OK」をクリックします。
5. MSO 証明書がインポートされます。「次へ」をクリックします。
6. 「企業証明書」で「既存の企業証明書を使⽤して復元する」を選択します。「インポート」をク

リックし、有効な企業証明書が含まれるバックアップ済み証明書ファイルを参照します。証明書
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ストアに指定されたパスワードを⼊⼒するように求められます。パスワードを⼊⼒し、「OK」を
クリックします。表⽰されるメッセージで、「はい」を⼊⼒します。
企業証明書がインポートされます。

7. 「次へ」をクリックし、さらに「完了」をクリックします。
データベース構成が修復されます。

3.8.2 複数のデータベース構成での作業 (Multi Tenancy ⽤)
前提条件:
• Multi Tenancy 機能は、インストール タイプ「完全」を選択した場合インストールされます。

詳細は、インストール (p. 4)を参照してください。
• SafeGuard Management Center の初期構成が実⾏済みの必要があります。詳細

は、SafeGuard Management Center の初期構成の開始 (p. 23)を参照してください。
Multi Tenancy を使⽤すると、異なる SafeGuard Enterprise データベースのインスタンスを設定
し、1つの SafeGuard Management Center のインスタンスで維持することができます。これは、
異なるドメイン、組織単位、または企業の場所などで異なるデータベース設定を使⽤する場合に特
に便利です。
各データベース (テナント) ごとに、異なる SafeGuard Enterprise Server インスタンスを設
定する必要があります。データベースのバージョンはすべて同じである必要があります。たとえ
ば、SGN 7 データベースと SGN 8.2 データベースを、1つの SGN 8.2 Management Center で管
理することはできません。
構成を容易にするために実⾏できる操作は次のとおりです。
• 複数のデータベース構成を作成する。
• 以前に作成されたデータベース構成を選択する。
• ⼀覧からデータベース構成を削除する。
• ファイルから、以前に作成されたデータベース構成をインポートする。
• データベース構成を、後で再利⽤するためにエクスポートする。

 追加のデータベース構成の作成

注
各データベースごとに異なる SafeGuard Enterprise Server のインスタンスを設定する必要があ
ります。

初期構成後、追加の SafeGuard Enterprise データベース構成を作成する⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center を開始します。「構成の選択」ダイアログが表⽰されます。
2. 「新規作成」をクリックします。SafeGuard Management Center 構成ウィザードが⾃動的に開

始します。
3. このウィザードでは、新しいデータベース構成を作成するために必要な⼿順を順を追って実⾏し

ます。必要に応じてオプションを選択します。新しいデータベース構成が⽣成されます。
4. SafeGuard Management Center で認証を⾏うために、この構成のセキュリティ担当者の名前

を選択し、セキュリティ担当者の証明書ストアのパスワードを⼊⼒するように求められます。
「OK」をクリックします。
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SafeGuard Management Center が起動し、新しいデータベース構成に接続します。次に
SafeGuard Management Center を起動したときに、⼀覧から新しいデータベース構成を選択でき
ます。

 SafeGuard Management Center の追加インスタンスの構成
SafeGuard Management Center の追加インスタンスを構成し、セキュリティ担当者が各コン
ピュータで管理タスクを実⾏できるようにします。SafeGuard Management Center は、データ
ベースにアクセス可能なネットワーク上のコンピュータにインストールできます。
SafeGuard Enterprise では、専⽤の証明書ディレクトリ内で SafeGuard Management Center
に対するアクセス権限が管理されます。このディレクトリには、SafeGuard Management Center
へのログオンが許可されている各セキュリティ担当者の証明書がすべて含まれている必要がありま
す。このため、SafeGuard Management Center へのログオンに必要なのは証明書ストアのパス
ワードだけです。
1. 必要な機能を備える他のコンピュータに SGNManagementCenter.msi をインストールします。
2. コンピュータで SafeGuard Management Center を起動します。構成ウィザードが起動します。

画⾯の指⽰に従って必要な⼿順を実⾏してください。
3. 「ようこそ」ページで、「次へ」をクリックします。
4. 「データベース サーバーの接続」ページの「データベース サーバー」で⼀覧から適切な SQL

データベースのインスタンスを選択します。コンピュータまたはネットワーク上で利⽤可能なす
べてのデータベース サーバーが表⽰されます。「認証」で、このデータベース サーバーのインス
タンスにアクセスする際の認証タイプを有効にします。「次のログオン情報で SQL Server 認証
を使⽤する」を選択した場合は、社内の SQL 管理者が作成した SQL のユーザーアカウント情報
を⼊⼒します。「次へ」をクリックします。

5. 「データベースの設定」ページで「使⽤可能なデータベースから選択」をクリックし、⼀覧から
該当するデータベースを選択します。「次へ」をクリックします。

6. 「SafeGuard Management Center 認証」で⼀覧から認証されているユーザーを選択しま
す。Multi Tenancy が有効の場合、ユーザーがログオンする構成がダイアログに表⽰されます。
証明書ストアのパスワードを⼊⼒・確認⼊⼒します。
現在のユーザー アカウントに対して証明書ストアが作成され、このパスワードで保護されます。
今後のログオンにはこのパスワードだけが必要になります。

7. 「OK」をクリックします。
証明書および秘密鍵が⾒つからなかったか、またはアクセスできなかったことを⽰すメッセー
ジが表⽰されます。

8. データをインポートするには「はい」をクリックします。そして、「OK」をクリックします。イ
ンポート処理が開始します。

9. 「認証鍵ファイルのインポート」で「...」をクリックし鍵ファイルを選択します。「鍵ファイル
のパスワード」を⼊⼒します。「証明書ストア パスワードまたはトークン PIN」で定義してある
証明書ストアのパスワードを⼊⼒します。「証明書ストアにインポート」を選択します。または
「トークンへコピー」を選択し、証明書をトークンに保存します。

10.パスワードをもう⼀度⼊⼒して証明書ストアを初期化します。
これで証明書および秘密鍵が証明書ストアに保存されます。SafeGuard Management Center へ
のログオンには証明書ストアへのパスワードが必要です。

 既存のデータベース構成への接続
既存の SafeGuard Enterprise データベース上で作業する⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center を起動します。

「構成の選択」ダイアログが表⽰されます。
2. ドロップダウン リストから⽬的のデータベース構成を選択し、「OK」をクリックします。
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選択したデータベース構成が SafeGuard Management Center に接続され、有効になりま
す。

3. SafeGuard Management Center で認証を⾏うために、この構成のセキュリティ担当者の名前
を選択し、セキュリティ担当者の証明書ストアのパスワードを⼊⼒するように求められます。
「OK」をクリックします。

SafeGuard Management Center が起動し、選択したデータベース構成に接続します。

 構成のファイルへのエクスポート
データベース構成を保存または再利⽤するために、ファイルにエクスポートすることができます。
1. SafeGuard Management Center を開始します。

「構成の選択」ダイアログが表⽰されます。
2. リストから該当するデータベース構成を選択し、「エクスポート...」をクリックします。
3. 構成ファイルを保護するために、構成ファイルを暗号化するパスワードを⼊⼒し、確認するよう

に求められます。
4. 「OK」をクリックします。
5. エクスポートした構成ファイル *.SGNConfig のファイル名と保存場所を指定します。

この構成ファイルがすでに存在する場合は、既存の構成ファイルを上書きするかどうか尋ねら
れます。

データベース構成ファイルが指定した保存場所に保存されます。

 ファイルからの構成のインポート
データベース構成を使⽤または変更するために、以前に作成した構成を SafeGuard Management
Center にインポートすることができます。次の 2種類の⽅法があります。
• SafeGuard Management Center を使⽤する (Multi Tenancy ⽤)。
• 構成ファイルをダブルクリックする (Single および Multi Tenancy ⽤)。

 SafeGuard Management Center での構成のインポート
1. SafeGuard Management Center を起動します。

「構成の選択」ダイアログが表⽰されます。
2. 「インポート...」をクリックし、⽬的の構成ファイルを参照して、「開く」をクリックします。
3. エクスポート中に定義された構成ファイルのパスワードを⼊⼒し、「OK」をクリックします。

選択した構成が表⽰されます。
4. 構成を有効にするには、「OK」をクリックします。
5. SafeGuard Management Center で認証を⾏うために、この構成のセキュリティ担当者の名前

を選択し、セキュリティ担当者の証明書ストアのパスワードを⼊⼒するように求められます。
「OK」をクリックします。

SafeGuard Management Center が開き、インポートされたデータベース構成に接続します。
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 構成ファイルのダブルクリックによる構成のインポート (Single および
Multi Tenancy)

注
このタスクは Single Tenancy および Multi Tenancy モードで実⾏可能です。

構成をエクスポートし、複数のセキュリティ担当者に配布することもできます。その後、セキュ
リティ担当者は、構成ファイルをダブルクリックするだけで、完全に構成された SafeGuard
Management Center を開くことができます。
使⽤例:
• SQL 認証でデータベースに接続しており、SQL パスワードを管理者全員に通知したくない場

合。
この場合は、SQL パスワードを 1回⼊⼒し、構成ファイルを作成すれば、各セキュリティ担当
者のコンピュータに、その構成ファイルを配布するだけで済みます。

• 複数のコンピュータで Web Helpdesk を実⾏する場合。
Web Helpdesk を実⾏するすべてのコンピュータで、データベースへの接続を設定する必要が
あります。構成ファイルを作成してヘルプデスク担当者に配布すれば、これらのコンピュータ
で簡単にインストールを⾏なうことができます。

前提条件: SafeGuard Management Center の初期構成が実⾏されている必要があります。詳細
は、SafeGuard Management Center の設定 (p. 22)を参照してください。
1. SafeGuard Management Center を起動します。
2. 「ツール」メニューから「オプション」を選択し、「データベース」タブを選択します。
3. SQL Database Server のログオン情報を⼊⼒し、確定します。
4. 「構成のエクスポート」をクリックして、この構成ファイルをファイルにエクスポートします。
5. 構成ファイルのパスワードを⼊⼒し、確定します。
6. ファイル名を⼊⼒し、保存場所を選択します。
7. この構成ファイルをセキュリティ担当者のコンピュータに配布します。このファイルのパスワー

ドと SafeGuard Management Center での認証に必要な証明書ストア パスワードをセキュリ
ティ担当者に知らせます。

8. セキュリティ担当者は、構成ファイルをダブルクリックするだけです。
9. セキュリティ担当者は、構成ファイルのパスワードを⼊⼒するように求められます。
10.SafeGuard Management Center で認証を⾏うために、証明書ストアのパスワードの⼊⼒が求め

られます。
SafeGuard Management Center が、インポートされた構成で開始します。この構成が、新しい
デフォルト構成です。

 データベース構成の迅速な切り替え
複数のテナントの管理タスクを簡素化するために、SafeGuard Management Center では、デー
タベース構成を迅速に切り替えることができます。

注
このタスクは Single Tenancy モードでも実⾏可能です。

Copyright © Sophos Limited 85



SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ

1. SafeGuard Management Center で、「ファイル」メニューから「構成の変更...」を選択しま
す。

2. ドロップダウン リストから切り替えるデータベースを選択し、「OK」をクリックします。
SafeGuard Management Center は、選択した構成によって⾃動的に再起動します。

 Multi Tenancy モードでのログオン
複数のデータベースを設定している場合 (Multi Tenancy)、SafeGuard Management Center に
ログオンする際の⼿順が多くなります。詳細は、複数のデータベース構成での作業 (Multi Tenancy
⽤) (p. 82)を参照してください。
1. 「開始」メニューの製品フォルダから SafeGuard Management Center を開始します。「構成の

選択」ダイアログが表⽰されます。
2. ドロップダウン リストから使⽤するデータベース設定を選択し、「OK」をクリックします。

選択したデータベース構成が SafeGuard Management Center に接続され、有効になります。
3. SafeGuard Management Center で認証を⾏うために、この構成のセキュリティ担当者の名前

を選択し、セキュリティ担当者の証明書ストアのパスワードを⼊⼒するように求められます。
「OK」をクリックします。

SafeGuard Management Center が開き、選択したデータベース構成に接続されます。

注
間違ったパスワードを⼊⼒した場合、エラー メッセージが表⽰され、次回のログオンに遅延が発
⽣します。ログオンに失敗するたびに、遅延時間は⻑くなります。ログオンの失敗はログに記録
されます。

3.8.3 企業証明書の期限切れに関する警告
企業証明書の有効期限が切れる 6ヵ⽉前から、ログオン時に SafeGuard Management Center で
警告が表⽰され、企業証明書を更新してエンドポイントに展開するよう指⽰があります。有効な企
業証明書がないと、エンドポイントはサーバーに接続することができません。
企業証明書は、随時更新することができます。すでに期限切れになっていても更新可能です。期限
切れの企業証明書に対してもメッセージボックスが表⽰されます。企業証明書を更新する⽅法の詳
細は、企業証明書を更新する (p. 129)を参照してください。

3.8.4 SafeGuard Enterprise データベースでのユーザー、コ
ンピュータ、グループの検索
「ユーザー、コンピュータ、およびグループの検索」ダイアログでオブジェクトを表⽰するには、対
象オブジェクトに対する「読み取り専⽤」権限または「フルアクセス権」が必要です。

注
オブジェクトを検索する際、セキュリティ担当者は、アクセス権限を付与されているエリア (ド
メイン) 内のみで検索を実⾏できます。ルートで検索を実⾏できるのは、マスター セキュリティ
担当者のみです。

「ユーザーとコンピュータ」でオブジェクトを検索する際、数種類のフィルタを使うことができ
ます。たとえば、AD 同期が原因で重複して存在するユーザーやコンピュータは、「重複している
ユーザーとコンピュータ」フィルタを使⽤して表⽰できます。ここでは、同じドメインにある同
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じ名前のコンピュータすべて、さらに、同じドメインにある名前、ログオン名 または Windows
2000 以前のログオン名が同じユーザーすべてがフィルタ表⽰されます。
オブジェクトを検索する⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで、「ユーザーとコンピュータ」をク

リックします。
2. 「ユーザーとコンピュータ」ナビゲーション ペインで、該当するコンテナを選択します。
3. SafeGuard Management Center で、「編集 > 検索」をクリックします。

「ユーザー、コンピュータ、およびグループの検索」ダイアログが表⽰されます。
4. 「検索」ドロップ ダウン リストから適切なフィルタを選択します。
5. 「場所」フィールドで、選択されたコンテナが表⽰されます。

これは、ドロップ ダウン リストで別のオプションを選択することで変更できます。
6. 特定のオブジェクトを検索する場合は、「検索名」フィールドに該当する検索名を⼊⼒します。
7. 「検索が終了するごとに結果をクリアする」チェックボックスで、各検索が終了するごとに結果

をクリアするかどうかを指定します。
8. 「今すぐ検索」をクリックします。
結果は、「ユーザー、コンピュータ、およびグループの検索」ダイアログに表⽰されます。このダ
イアログで結果の 1つをクリックすると、「ユーザーとコンピュータ」ツリー構造で該当するエン
トリにマークが付きます。たとえば、重複したオブジェクトを検索した場合など、エントリを容易
に削除することができます。

3.8.5 「ユーザーとコンピュータ」でのオブジェクトのプロパ
ティの表⽰
オブジェクトのプロパティを表⽰するには、対象のオブジェクトに対する「フルアクセス権」または
「読み取り専⽤」権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで「ユーザーとコンピュータ」をク

リックします。
2. 「ユーザーとコンピュータ」のナビゲーション ウィンドウで、対象オブジェクトを右クリックし

て、「プロパティ」を選択します。
選択したオブジェクトのプロパティが表⽰されます。対象オブジェクトに対して「読み取り専⽤」権
限がある場合、このダイアログで、プロパティの情報はグレーアウト表⽰され、編集することはでき
ません。

3.8.6 ポリシー展開の無効化
セキュリティ担当者は、エンドポイントへのポリシーの展開を無効にすることができま
す。SafeGuard Management Center のツールバーで「ポリシー展開のブロック/ブロック解除」
ボタンをクリックするか、「編集」メニューから「ポリシー展開のブロック/ブロック解除」を選択
します。ポリシーの展開を無効にすると、エンドポイントにポリシーは送信されなくなります。ポ
リシー展開の無効を解除するには、ボタンをクリックするか、コマンドを再度選択します。
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注
ポリシーの適⽤を無効にするには、セキュリティ担当者に「ポリシー展開のブロック/ブロック
解除」権限が必要です。デフォルトでこの権限は、事前定義済みのロール、「マスター セキュリ
ティ担当者」と「セキュリティ担当者」に割り当てられていますが、ユーザーが新たに定義した
ロールに割り当てることもできます。

ログ出⼒されたイベントの詳細は、監査 (p. 157)を参照してください。

3.8.7 ポリシーの割り当ておよび分析のルール
ポリシーの管理および分析は、このセクションで概説するルールに従って実⾏されます。

定義
ポリシーの取得元によって、ユーザー ポリシーであるかマシン ポリシーであるかが決定します。
ユーザー オブジェクトはユーザー ポリシーを持ち、コンピュータはコンピュータ ポリシーを持ち
ます。⾒⽅によって、同⼀のポリシーがコンピュータ ポリシーでもあったり、ユーザー ポリシーで
もあったりすることがあります。
• ユーザー ポリシー

分析のためにユーザーが提供する任意のポリシー。ポリシーがただ 1⼈のユーザーから実装さ
れた場合、そのポリシーのコンピュータ関連の設定は適⽤されません。つまり、コンピュータ
関連の設定は適⽤されず、デフォルト値が適⽤されます。

• コンピュータ ポリシー
分析のためにコンピュータが提供する任意のポリシー。ポリシーがただ 1つのコンピュータか
ら実装された場合、このポリシーに対するユーザー固有の設定も適⽤されます。したがって、
コンピュータ ポリシーは、すべてのユーザーに対するポリシーを意味します。

ポリシーの割り当て、有効化
ユーザーまたはコンピュータに対してポリシーを実装できるようにするには、コンテナ オブジェ
クト (ルート ノード、ドメイン、OU、組み込みコンテナ、またはワークグループ) にポリシーを
割り当てる必要があります。ユーザーまたはコンピュータに割り当てられたポリシーを有効にす
るため、階層内の任意の地点でポリシーを割り当てると、すべてのコンピュータ (認証されたコン
ピュータ) およびすべてのユーザー (認証されたユーザー) が⾃動的に有効化されます (有効化せず
に割り当てるだけでは不⼗分です)。すべてのユーザーおよびすべてのコンピュータはこれらのグ
ループにまとめられています。

ポリシーの継承
ポリシーはコンテナ オブジェクト間のみで継承できます。コンテナに他のコンテナ オブジェクト
がグループ レベルで含まれていない場合は、そのコンテナ内でポリシーを有効化できます。グルー
プ間で継承することはできません。
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ポリシーの継承階層
ポリシーが階層チェーンに沿って割り当てられる場合、ターゲット オブジェクト (ユーザー/コン
ピュータ) に最も近いポリシーが最も上位となります。したがって、ターゲットオブジェクトから
より離れるに従って、より近い別のポリシーが優先される可能性が⾼まります。

ポリシーの直接的な割り当て
ユーザーまたはコンピュータは、配置先コンテナ オブジェクトに直接割り当てられたポリシーを取
得します (別のコンテナ オブジェクトに配置されているグループのユーザーとしてのメンバーシッ
プだけでは不⼗分です)。このコンテナ オブジェクトは、このポリシーを継承していません。

ポリシーの間接的な割り当て
ユーザーまたはコンピュータは、配置先コンテナ オブジェクトが上位のコンテナ オブジェクトか
ら継承したポリシーを取得します (別のコンテナ オブジェクトに配置されているグループのユー
ザーとしてのメンバーシップだけでは不⼗分です)。

ポリシーの有効化/無効化
コンピュータ/ユーザーに対してポリシーを有効にするには、グループ レベルで有効化する必要が
あります (ポリシーはグループ レベルのみで有効化できます)。このグループが同⼀のコンテナ オ
ブジェクトに含まれているかどうかは関係ありません。重要なことは、ユーザーまたはコンピュー
タが、ポリシーに直接的に割り当てられているか、(継承によって) 間接的に割り当てられているか
という点だけです。
コンピュータまたはユーザーが OU または継承ラインの外部にあり、この OU 内にあるグループ
のメンバーである場合、有効化はこのユーザーまたはコンピュータには適⽤されません。このユー
ザーまたはコンピュータに対する有効な割り当て (直接的または間接的) がないからです。確かにグ
ループは有効化されましたが、有効化はポリシーも割り当てられているユーザーおよびコンピュー
タのみに適⽤されます。つまり、オブジェクトに対して直接的または間接的なポリシーの割り当て
が⾏われていない場合、ポリシーの有効化はコンテナの境界外には適⽤されません。
ポリシーは、ユーザー グループまたはコンピュータ グループに対して有効化されることで、有効
になります。ユーザー グループが分析され、次にコンピュータ グループ (「認証されたユーザー」
および「認証されたコンピュータ」も含む) が分析されます。両⽅の結果は論理和でリンクされま
す。この論理和リンクがコンピュータ/ユーザーの関係に対して真となった場合は、ポリシーが適⽤
されます。

注
1つのオブジェクトに対して複数のポリシーを有効にすると、前述のルールに従いながら、個々の
ポリシーが結合されます。つまり、オブジェクトの実際の設定は、複数の異なるポリシーから構
成されることがあることを意味します。

グループには、次のいずれかの有効化設定を⾏えます。
• アクティブ化

ポリシーが割り当てられています。グループは、SafeGuard Management Center の有効化ペ
インに表⽰されます。

• ⾮アクティブ化
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ポリシーが割り当てられています。グループは有効化ペインにありません。
ポリシーがコンテナに割り当てられると、グループに対する有効化設定 (アクティブ化) によって、
このコンテナに対するポリシーをポリシーの計算に含めるかどうかが決まります。
継承したポリシーはこれらの有効化では制御できません。よりローカルな OU では「ポリシー継承
のブロック」を設定する必要があるので、よりグローバルなポリシーをここで有効にすることはで
きません。

ユーザー/グループの設定
ユーザーに対するポリシーの設定 (SafeGuard Management Center で⿊で表⽰) は、コンピュー
タに対する設定 (SafeGuard Management Center で⻘で表⽰) よりも優先します。ユーザー設定
がコンピュータに対するポリシーで指定された場合、これらの設定はユーザーに対するポリシーに
よって上書きされます。

注
ユーザー設定のみが上書きされます。ユーザーに対するポリシーにコンピュータに対する設定
(⻘で表⽰されている設定) が含まれていても、この設定はユーザー ポリシーによって上書きされ
ません。

例 1:
パスワード⻑が、コンピュータ グループに対しては 4 に定義され、ユーザー グループには同じ設
定で 3 の値が割り当てられている場合、コンピュータ グループ内のコンピュータ上でこのユーザー
に対してパスワード⻑ 3 が適⽤されます。
例 2:
サーバーへの接続の間隔 (分) がユーザー グループに対しては 1分に、コンピュータグループに対
しては 3分に定義されている場合、3分の値が使⽤されます。1分の値はユーザーに対するポリシー
で定義されたコンピュータ設定であるためです。

⽭盾する暗号化ポリシー
2つのポリシー、P1 と P2 を作成した場合を想定します。P1 には E ドライブのファイル ベースの
暗号化が定義され、P2 には E ドライブのボリューム ベースの暗号化が定義されました。P1 には
OU FBE-User が割り当てられ、P2 には OU VBE-User が割り当てられています。
ケース 1︓OU FBE-User からのユーザーが、最初にクライアント W7-100 (コンテナ コンピュー
タ) にログオンします。E ドライブはファイル ベースで暗号化されます。続いて OU VBE-User か
らのユーザーがクライアント W7-100 にログオンすると、E ドライブはボリューム ベースで暗号
化されます。両⽅のユーザーが同じ鍵を持っている場合、どちらもドライブまたはファイルにアク
セスできます。
ケース 2︓OU VBE-User からのユーザーが、最初にコンピュータ W7-100 (コンテナ コンピュー
タ) にログオンします。ドライブはボリューム ベースで暗号化されます。次に OU FBE-User から
のユーザーがログオンし、OU VBE-User からのユーザーと同じ鍵を持っている場合、E ドライブ
(ボリューム ベースの暗号化は保持されます) は、ボリューム ベースの暗号化内でファイル ベース
で暗号化されます。ただし、OU FBE-User からのユーザーが同じ鍵を持っていない場合は、E ド
ライブにアクセスできません。
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割り当て内での優先度
割り当てられたポリシーのうち、最も⾼い優先度 (1) を持つポリシーが、より低い優先度を持つポ
リシーよりも優先されます。

注
優先度が低く、「上書きなし」が指定されているポリシーが、優先度の⾼いポリシーと同じ階層
に割り当てられている場合、優先度が低くても、このポリシーが優先されます。

グループ内での優先度
グループ内では、最も⾼い優先度 (1) を持つポリシーが、より低い優先度を持つポリシーよりも優
先されます。

ステータス インジケータ
ステータス インジケータを設定して、ポリシーの標準ルールを変更できます。
• ポリシー継承のブロック

上位のポリシーを適⽤したくないコンテナに対して設定します (「プロパティ」ナビゲーション
ウィンドウでオブジェクトを右クリックし、プロパティを表⽰してください)。
上位のオブジェクトからコンテナ オブジェクトにポリシーを継承しない場合は「ポリシー継承
のブロック」を選択して、継承させないようにします。コンテナ オブジェクトに対して「ポリ
シー継承のブロック」が選択されている場合、上位のポリシー設定の影響は受けません (例外:
ポリシーの割り当て時に「上書きなし」を有効にした場合)。

• 上書きなし
割り当て処理中に設定します。このポリシーは他のポリシーで上書きできません。
「上書きなし」が設定されているポリシーの割り当てがターゲット オブジェクトから遠いほ
ど、すべての下位コンテナ オブジェクトに対するこのポリシーの影響は強くなります。「上書
きなし」が適⽤された上位コンテナは、下位コンテナのポリシー設定を上書きします。たとえ
ば、OU に対して「ポリシー継承のブロック」が設定されている場合でも、設定を上書きできな
いドメイン ポリシーを定義できます。

注
優先度が低く、「上書きなし」が指定されているポリシーが、優先度の⾼いポリシーと同じ階
層に割り当てられている場合、優先度が低くても、このポリシーが優先されます。

 ポリシーの設定

マシン設定の再実⾏
この設定は、「ポリシー項⽬ > 全般設定 > 設定のロード > ポリシーのループバック」にありま
す。
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「全般設定」で「ポリシーのループバック」フィールドに「マシン設定の再実⾏」を選択し、その
ポリシーがコンピュータから取得したものである場合 (「マシン設定の再実⾏」 はユーザー ポリ
シーには影響しません)、分析の最後にこのポリシーが再び実⾏されます。すべてのユーザー設定が
上書きされ、マシン設定が適⽤されます。マシンに直接的に継承されたか、間接的に継承されたか
に関わらず、すべてのマシン設定が書き換えられます (「ポリシーのループバック」で「マシン設
定の再実⾏」が適⽤されていないポリシーを含みます)。

ユーザー設定を無視
この設定は、「ポリシー項⽬ > 全般設定 > 設定のロード > ポリシーのループバック」にありま
す。
「全般設定」の「ポリシーのループバック」フィールドでコンピュータのポリシーに対して「ユー
ザー設定を無視」を選択し、このポリシーがマシンから取得したものである場合、マシン設定のみ
が分析されます。ユーザー設定は分析されません。

ループバックなし
この設定は、「ポリシー項⽬ > 全般設定 > 設定のロード > ポリシーのループバック」にありま
す。
「ループバックなし」は標準の動作です。ユーザー ポリシーがコンピュータ ポリシーよりも優先
されます。

「ユーザー設定を無視」および「マシン設定の再実⾏」設定の分析
有効なポリシー割り当てが存在する場合、最初にマシン ポリシーが分析され統合されます。「ポリ
シーのループバック」オプションで、この個々のポリシーの組み合わせにより「ユーザー設定を無
視」の値が与えられた場合、ポリシーがユーザーに対して固定されていてもそのポリシーは分析さ
れません。つまり、ユーザーとマシンの両⽅に対して同じポリシーが適⽤されます。
個々のマシン ポリシーを結合した後「ポリシーのループバック」属性の値が「マシン設定の再実
⾏」である場合、ユーザー ポリシーはマシン ポリシーと結合されます。結合後、マシン ポリシー
は書き換えられ、該当する場合は、ユーザー ポリシーからの設定が上書きされます。両⽅のポリ
シーに設定が存在する場合は、マシン ポリシーの値がユーザー ポリシーの値を上書きします。
個々のマシン ポリシーを統合した結果、標準値になる場合 (「ポリシーのループバックなし」)、
ユーザー設定がマシン設定よりも優先されます。

ポリシーの実⾏順序
「ユーザー設定を無視」: コンピュータ
「マシン設定の再実⾏」: コンピュータ -> ユーザー -> コンピュータ。ユーザーがログオンする
前に書き込まれるポリシーの場合 (ログオン時の背景画像など)、最初の「マシン実⾏」が必要で
す。
「ループバックなし」(デフォルト設定): コンピュータ -> ユーザー

 ポリシーの種類: 暗号化なし
ポリシーが階層チェーンに沿って割り当てられる場合、ターゲット オブジェクト (ユーザーまた
はコンピュータ) に最も近いポリシーが最も上位となります。したがって、ターゲットオブジェク
トからより離れるに従って、より近いポリシーが優先されます。種類が「暗号化なし」のポリシー
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は、階層チェーンの特定の場所で、暗号化ポリシーの継承をブロックするために使⽤できます。下
位の階層にも、「暗号化なし」ポリシーが適⽤されます。
使⽤しているモジュールやバージョンに応じて、エンドポイントの動作は異なります。

Synchronized Encryption のあるエンドポイント
ポリシーの種類が「アプリケーションベース (Synchronized Encryption)」のポリシーは結合さ
れません。階層チェーンで、ターゲットオブジェクト (ユーザーまたはコンピュータ) に最も近いポ
リシーが常に適⽤されます。「暗号化なし」ポリシーが最も近い場合は、それが有効になります。
File Encryption バージョン 8 のあるエンドポイント
ポリシーの種類が「ロケーションベース」のポリシーは結合されます。複数のポリシーが割り当
てられた場合、⼀定のルールに従ってポリシーの内容が評価されます。詳細は、ポリシーの割り
当ておよび分析のルール (p. 88)を参照してください。RSOP (ポリシーの結果セット) の詳細
は、RSOP で表⽰されるロケーションベースの File Encryption ポリシー (p. 259)を参照してく
ださい。割り当てられたポリシーのうち、最も⾼い優先度 (1) を持つポリシーが、より低い優先度
を持つポリシーよりも優先されます。「暗号化なし」ポリシーの優先度が最も⾼い場合は、それが
有効になります。

バージョン 8 より前の File Encryption のあるエンドポイント
「暗号化なし」ポリシーは、このようなエンドポイントには適⽤されません。「File Encryption」
7.0 以前のあるエンドポイントに、「暗号化の種類」の設定は適⽤されません。種類が「ロケーショ
ンベース」のすべての「File Encryption」ポリシーで設定されたルールは適⽤されます。
この設定は、バージョン 8 と旧バージョンのエンドポイントを同時に処理する必要がある場合に重
要です。

3.8.8 インベントリおよびステータス データ
SafeGuard Enterprise はエンドポイントから広範なインベントリ データおよびステータス データ
を読み取ります。このデータは、各コンピュータの現在の状態を⽰します。データは、SafeGuard
Management Center の「インベントリ」タブの「ユーザーとコンピュータ」に表⽰されます。
セキュリティ担当者は、インベントリ データおよびステータス データを表⽰、エクスポート、印
刷できます。たとえば、エンドポイントが暗号化されたことを⽰すため、コンプライアンス レポー
トを作成できます。並べ替えやフィルタなどの幅広い機能を活⽤して、適切なデータを選択するこ
とができます。
たとえば、「インベントリ」は、各マシンについての次のデータを提供します。
• 適⽤されたポリシー。
• 前回サーバーに接続した⽇時。
• すべてのメディアの暗号化状態。
• POA の状態と種類。
• インストール済み SafeGuard Enterprise モジュール。
• WOL の状態。
• ユーザー データ。
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 インベントリにある Mac エンドポイント
「インベントリ」は、SafeGuard Management Center で管理される Mac のステータス データ
を提供します。詳細は、Mac のインベントリおよびステータス データ (p. 301)を参照してくださ
い。

 インベントリ データを表⽰する
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで、「ユーザーとコンピュータ」をク

リックします。
2. ナビゲーション ウィンドウで、左側の関連するコンテナ (ドメイン、ワークグループ、またはコ

ンピュータ) をクリックします。
3. 処理ペインで、右側の「インベントリ」タブに切り替えます。
4. 「フィルタ」ペインで、インベントリの表⽰に適⽤するフィルタを選択します。インベントリ

データのフィルタ表⽰ (p. 94)を参照してください。

注
特定のコンピュータを選択した場合、「インベントリ」タブに切り替えるとすぐにインベント
リ データが表⽰されます。ここでは「フィルタ」ペインは使⽤できません。

5. 「フィルタ」ペインで、検索アイコンをクリックします。
選択したコンテナ内のすべてのマシンについてのインベントリ データおよびステータス データが
概要テーブルに表⽰されます。各マシンに対して、「ドライブ」、「ユーザー」、「機能」タブも
使⽤できます。
列ヘッダーをクリックすると、選択した列の値に基づいて、インベントリ データを並べ替えること
ができます。各列のショートカット メニューには、並べ替え、グループ化、表⽰のカスタマイズな
どのいくつかの機能が⽤意されています。インベントリで表⽰されるアイテムは、アクセス権限に
応じて⾊分けされます。
• 「フルアクセス権」のあるオブジェクトのアイテムは⿊で表⽰されます。
• 「読み取り専⽤」アクセス権限のあるオブジェクトのアイテムは⻘で表⽰されます。
• アクセス権限のないオブジェクトのアイテムはグレーアウト表⽰されます。

 ⾮表⽰の列の表⽰
インベントリ データでは、デフォルトで⾮表⽰になっている列もあります。
1. インベントリ データ タブで、列のヘッダ バーを右クリックします。
2. ショートカット メニューで「ランタイムの列のカスタマイズ」を選択します。

「カスタマイズ」ウィンドウに⾮表⽰の列が表⽰されます。
3. 必要な列を「カスタマイズ」ウィンドウから列のヘッダ バーにドラッグします。
列は、インベントリ データ タブに表⽰されます。再度、⾮表⽰にする場合は、「カスタマイズ」
ウィンドウにドラッグします。

 インベントリ データのフィルタ表⽰
OU から操作する場合、フィルタを定義して、特定の条件に基づいて表⽰を制限することができま
す。
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「インベントリ」タブの「フィルタ」ペインで、フィルタを定義するために、次のフィールドを使
⽤します。

フィールド 説明

コンピュータ名 特定のコンピュータのインベントリ データとステータス データを表⽰す
るには、このフィールドにコンピュータ名を⼊⼒します。

サブコンテナを含める 表⽰にサブコンテナを含める場合は、このフィールドを有効にします。

表⽰件数 表⽰件数 (最終更新⽇順) を指定するフィールドです。

フィルタ エディタを使⽤して、ユーザー定義フィルタを作成することもできます。フィルタ エ
ディタを開くには、各列のショートカット メニューを使⽤します。「フィルタ ビルダー」ペイン
で、独⾃のフィルタを定義して、それらを関連する列に適⽤することができます。

 インベントリ データの更新
エンドポイントは、通常インベントリ データの変更時に、データの更新を送信します。
「インベントリの更新の要求」コマンドを使⽤して、コンピュータの現在のインベントリ データの
更新を⼿動で要求することができます。このコマンドは、特定のコンピュータまたはノード (オプ
ションでサブノードを含む) 内のすべてのコンピュータに対して、ショートカット メニューおよび
SafeGuard Management Center メニュー バーの「処理」メニューから使⽤します。さらに、こ
のコマンドは、⼀覧のエントリのショートカット メニューを使⽤して選択することもできます。
このコマンドを選択するか、ツール バーの「インベントリの更新の要求」アイコンをクリックする
と、関連のコンピュータが現在のインベントリ データを送信します。
SafeGuard Management Center の他のペインと同様に、「更新」コマンドを使⽤すると表⽰を
更新できます。このコマンドは、各コンピュータまたはノード内のすべてのコンピュータのショー
トカット メニュー、およびメニュー バーの「表⽰」メニューで選択できます。ツール バーにある
「更新」の 2つの⽮印アイコンを使⽤して、表⽰を更新することもできます。

 概要
概要の各列には、次の情報が表⽰されます。

注
デフォルトで⾮表⽰になっている列もあります。設定をカスタマイズして、⾮表⽰の列を表⽰す
ることもできます。詳細は、⾮表⽰の列の表⽰ (p. 94)を参照してください。

列 説明

マシン名 コンピュータ名が表⽰されます。

ドメイン コンピュータのドメイン名が表⽰されます。

Windows 2000 より前のドメ
イン

Windows 2000 より前のドメイン名が表⽰されます。

ユーザー名 (所有者) コンピュータの所有者のユーザー名が表⽰されます (表⽰可能な場合)。

名 所有者の名前 (名) が表⽰されます (表⽰可能な場合)。

姓 所有者の名前 (姓) が表⽰されます (表⽰可能な場合)。

メールアドレス 所有者のメール アドレスが表⽰されます (表⽰可能な場合)。

他の登録ユーザー コンピュータの他の登録ユーザーの名前が表⽰されます (表⽰可能な場合)。

OS コンピュータの OS が表⽰されます。

Copyright © Sophos Limited 95



SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ

列 説明

前回サーバーに接続した⽇時 コンピュータが前回サーバーに接続した⽇時が表⽰されます。

前回ポリシーを受信した⽇時 コンピュータが前回ポリシーを受信した⽇時が表⽰されます。

暗号化されたドライブ コンピュータの暗号化されたドライブが表⽰されます。

暗号化されていないドライブ コンピュータの暗号化されていないドライブが表⽰されます。

POA の種類 コンピュータが、SafeGuard Device Encryption により暗号化されて
いるコンピュータ、SafeGuard チャレンジ/レスポンスを使⽤している
BitLocker エンドポイント、FileVault 2 エンドポイント、または Opal 準拠
の⾃⼰暗号化ハード ドライブのあるエンドポイントのいずれであるかを指
定します。

POA コンピュータの SafeGuard Power-on Authentication を有効にするかどう
かを指定します。

WOL コンピュータの Wake on LAN を有効にするかどうかを指定します。

更新⽇ インベントリ更新要求またはコンピュータが新しいインベントリ データを
送信したことによって、インベントリ データが変更された⽇付が表⽰され
ます。

要求された更新 前回更新が要求された⽇付が表⽰されます。このフィールドに表⽰された値
は、コンピュータによって要求が処理されると削除されます。

親 DSN コンピュータが属するコンテナ オブジェクトの識別名が表⽰されます。こ
の列は「フィルタ」ペインの「サブコンテナを含める」フィールドを有効に
した場合にのみ表⽰されます。

現在の企業証明書 コンピュータで現在の企業証明書を使⽤するかどうかを指定します。

 「ドライブ」タブ
「ドライブ」タブには、選択したコンピュータのドライブについてのインベントリ データとステー
タス データが表⽰されます。

列 説明

ドライブ名 ドライブ名が表⽰されます。

ラベル Mac ドライブのラベルが表⽰されます。

種類 ドライブの種類 (固定、リムーバブル メディア、CD-ROM/
DVD など) が表⽰されます。
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列 説明

状態 ドライブの暗号化状態が表⽰されます。
SafeGuard BitLocker 管理がエンドポイントにインストール
されている場合、ドライブの暗号化状態として「準備されて
いません」が表⽰される場合があります。これは、必要な準
備が⾏われていないため、現在、このドライブを BitLocker
で暗号化できないことを⽰します。これは、管理対象エンド
ポイントのみに適⽤されます。管理対象外のエンドポイント
は、インベントリ データをレポートできません。
BitLocker ドライブを管理・暗号化するための前提条件
は、エンドポイントで BitLocker を管理するための前提条件
(p. 241)を参照してください。
また、この列には、ユーザーによる BitLocker の中断や再開
の有無も表⽰されます。
管理対象外のエンドポイントの暗号化状態は、SGNState コ
マンドライン ツールで確認できます。詳細は、SGNState: シ
ステム状態の表⽰ (p. 362)を参照してください。

暗号化⽅式 暗号化されたドライブの場合、このフィールドには暗号化に
使⽤されたアルゴリズムが表⽰されます。

 「ユーザー」タブ
「ユーザー」タブには、コンピュータのユーザーについてのインベントリ データとステータス
データが表⽰されます。

列 説明

ユーザー名 ユーザーのユーザー名が表⽰されます。

識別名 ユーザーの DNS 名が表⽰されます。例:
CN=Administrator,CN=Users,DC=domain,DC=mycompany,DC=net

所有者として登録 ユーザーがマシンの所有者として定義されているかどうかが表⽰されま
す。

ロックされているユーザー ユーザーがロックされているかどうかが表⽰されます。

SGN Windows ユーザー ユーザーが SGN Windows ユーザーであるかどうかが表⽰されま
す。SGN Windows ユーザーは、SafeGuard POA には追加されません
が、SGN 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。エンドポイントでの SGN Windows ユー
ザーの登録は、種類が「マシンの設定」のポリシーで有効化できます。

 「機能」タブ
「機能」タブには、コンピュータにインストールされているすべての SafeGuard Enterprise モ
ジュールの概要が表⽰されます。

列 説明

モジュール名 インストールされている SafeGuard Enterprise モジュール名が表⽰され
ます。
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列 説明

バージョン インストールされている SafeGuard Enterprise モジュールのソフトウェ
アのバージョンが表⽰され、暗号化モジュールがインストールされている
場合は、File Encryption Driver のバージョンが表⽰されます。

 「企業証明書」タブ
「企業証明書」タブには、現在使⽤している企業証明書のプロパティが表⽰され、新しい企業証明
書があるかどうかも表⽰されます。

列 説明

サブジェクト 企業証明書のサブジェクトの識別名を表⽰。

シリアル番号 企業証明書のシリアル番号を表⽰。

発⾏者 企業証明書の発⾏者の識別名を表⽰。

有効期間の開始⽇ 企業証明書の有効期間の開始⽇時を表⽰。

有効期間の終了⽇ 企業証明書の有効期間の終了⽇時を表⽰。

新しい企業証明書の有無 現在エンドポイントにある企業証明書より新しいものがあるかを表⽰。

 インベントリ レポートの作成
セキュリティ担当者は、複数の形式でインベントリ データのレポートを作成できます。たとえば、
エンドポイントが暗号化されたことを⽰すため、コンプライアンス レポートを作成できます。レ
ポートは、印刷したり、ファイルにエクスポートしたりできます。

 インベントリ レポートの印刷
1. SafeGuard Management Center で、「ファイル」をクリックします。
2. レポートを直接印刷したり、印刷プレビューを表⽰したりできます。

印刷プレビューでは、ページのレイアウト (ヘッダ、フッタなど) の編集など、さまざまな操作
を実⾏することができます。
• 印刷プレビューを表⽰するには、「印刷プレビュー」を選択します。
• 印刷プレビューを表⽰しないでドキュメントを印刷するには、「印刷」を選択します。

 インベントリ レポートのファイルへのエクスポート
1. SafeGuard Management Center で、「ファイル」をクリックします。
2. 「印刷プレビュー」を選択します。

インベントリ レポートの「プレビュー」が表⽰されます。
プレビューでは、ページのレイアウト (ヘッダ、フッタなど) の編集など、さまざまな操作を実
⾏することができます。

3. 「プレビュー」ウィンドウのツール バーで、「ドキュメントをエクスポート...」アイコンのド
ロップ ダウン リストを選択します。

4. リストから適切なファイルの種類を選択します。
5. 適切なエクスポート オプションを選択し、「OK」をクリックします。
インベントリ レポートが、指定した種類のファイルとしてエクスポートされます。
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3.8.9 SafeGuard Enterprise セキュリティ担当者
SafeGuard Enterprise は、1⼈または複数のセキュリティ担当者で管理できます。SafeGuard
Enterprise のロールベースの管理では、管理作業を複数のユーザーで分担できます。どのユーザー
にも 1つまたは複数のロールを割り当てられます。セキュリティを強化するために、処理の追加認
証を、担当者のロールに割り当てることができます。
SafeGuard Management Center の初期構成時に、すべての権限と証明書を持つ最上位の管理
者、マスター セキュリティ担当者 (MSO) が作成されます。詳細は、MSO (マスター セキュリティ
担当者) の作成 (p. 25)を参照してください。デフォルトで MSO 証明書は、5年間で有効期限が切
れ、Management Center の「セキュリティ担当者」セクションで更新できます。他のセキュリ
ティ担当者を、ヘルプデスクや監査など特定のタスクに割り当てるために作成できます。
SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで、企業の組織構造を反映するよう、
セキュリティ担当者を階層的に配置することができます。ただし、これは、権限とロールに関する
階層を意味するものではありません。

注
2⼈のセキュリティ担当者が同じコンピュータで同じ Windows アカウントを使⽤しないようにし
てください。アクセス権限を正しく分担することができなくなります。追加の認証は、セキュリ
ティ担当者が暗号化トークン/スマートカードを使って認証する必要がある場合、より安全です。

 セキュリティ担当者のロール
操作を容易にするために、SafeGuard Enterprise には、セキュリティ担当者⽤のさまざまな機能
を備えたロールが事前に定義されています。必要な権限のあるセキュリティ担当者は、処理/権限の
⼀覧から新しいロールを定義し、特定のセキュリティ担当者に割り当てることもできます。
次の種類のロールが⽤意されています。
• マスター セキュリティ担当者 (MSO) のロール
• 事前定義済みのロール
• カスタマイズされたロール

 マスター セキュリティ担当者
SafeGuard Enterprise のインストール後、SafeGuard Management Center の初期構成時に、マ
スター セキュリティ担当者 (MSO) がデフォルトで作成されます。マスター セキュリティ担当者は
最上位のセキュリティ担当者で、すべての権限と、すべてのオブジェクトに対するアクセス権が付
与されています (Windows 管理者に相当します) 。マスター セキュリティ担当者の権限は変更でき
ません。
SafeGuard Management Center の 1つのインスタンスに対して、複数のマスター セキュリティ
担当者が作成される場合があります。セキュリティ上の理由から、少なくとも 1名のマスター セ
キュリティ担当者を追加することを強く推奨します。追加したマスター セキュリティ担当者は削
除される場合がありますが、SafeGuard Enterprise のデータベースにマスタセキュリティ担当者
(MSO) として明⽰的に作成したユーザーを 1名は必ず残しておく必要があります。
マスター セキュリティ担当者は、他のユーザーにタスクを委任することができます。2つの⽅法が
あります。
• 新しいセキュリティ担当者は「セキュリティ担当者」で作成できます。
• SafeGuard Management Center でルート ディレクトリに表⽰される、Active Directory

からインポートされたコンテナ内のユーザーまたはすべてのメンバーを、「ユーザーとコン
ピュータ」でセキュリティ担当者に昇格させることができます。
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1つまたは複数のロールおよびドメインを割り当てることができます。たとえば、管理担当者の
ロールとヘルプデスク担当者のロールを 1⼈のユーザーに割り当てることができます。
また、マスター セキュリティ担当者は、カスタムロールを作成して特定のユーザーに割り当てるこ
ともできます。

 マスター セキュリティ担当者証明書のエクスポート
SafeGuard Enterprise のインストールでは、マスターセキュリティ担当者証明書は重要なため、
安全な場所にバックアップしておく必要があります。このタスクは、SafeGuard Management
Center の初期設定を終えたら、すぐに実⾏することを推奨します。
SafeGuard Management Center にログオンしている MSO のマスター セキュリティ担当者証明
書をバックアップする⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center で、「ツール > オプション」を選択します。
2. 「証明書」タブを選択し、「<管理者> の証明書」セクションで「エクスポート」をクリックし

ます。
3. エクスポートされたファイルを保護するために、パスワードを⼊⼒するように求められます。パ

スワードを⼊⼒し、確認のために再⼊⼒して、「OK」をクリックします。
4. ファイルの名前と、エクスポートされるファイルの保存場所を⼊⼒し、「OK」をクリックしま

す。
現在ログオンしている MSO のマスター セキュリティ担当者証明書が .p12 ファイルとして指定し
た場所にエクスポートされ、復旧作業に使⽤できるようになります。

 事前定義済みのロール
SafeGuard Management Center では、MSO 以外に次のセキュリティ担当者のロールが事前に定
義されています。事前定義済みのロールに割り当てられている権限を変更することはできません。
たとえば、事前定義済みのロールに「ポリシー項⽬とポリシー グループを作成する」という権限が
ある場合、この権限はロールから削除できません。事前定義済みのロールに新しい権限を追加する
こともできません。ただし、追加のセキュリティ担当者認証は、随時、事前定義済みのロールに割
り当てることができます。
• 管理担当者

管理担当者は、セキュリティ担当者ペイン内の各オブジェクトを参照できます。また、⾃分の
管理範囲に属するセキュリティ担当者を管理する権限を持っています。

• セキュリティ担当者
セキュリティ担当者は、SafeGuard Enterprise の構成、ポリシーおよび鍵の管理、監視と復旧
⽤のアクセス許可など、広範囲に渡る業務を⾏えます。

• ヘルプデスク担当者
ヘルプデスク担当者は復旧処理を実⾏する権限があります。さらに、SafeGuard Management
Center のほとんどの機能ペインを表⽰できます。

• 監査担当者
SafeGuard Enterprise を監視するため、監査担当者は SafeGuard Management Center の機
能ペインの⼤半を表⽰することができます。

• 復旧担当者
復旧担当者は SafeGuard Enterprise データベースを修復する権限があります。

 カスタム役割
必要な権限を持つセキュリティ担当者は、処理/権限の⼀覧から新しいロールを定義し、既存または
新しいセキュリティ担当者に割り当てることができます。事前定義済みのロールと同様に、ロール
の機能に対して追加のセキュリティ担当者認証をいつでも有効にすることができます。
新しいロールを割り当てるときには、追加認証について次の点に注意してください。
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注
同じ権限を持つ 2つのロールがユーザーに割り当てられている状態で、⽚⽅のロールに追加認証
を割り当てると、他⽅のロールにも⾃動的に追加認証が適⽤されます。

必要な権限のあるセキュリティ担当者は、カスタムロールに権限を追加したり、カスタムロールか
ら権限を削除したりすることができます。事前定義済みのロールとは異なり、カスタムロールは、
必要に応じて削除することもできます。ロールが削除されると、どのユーザーにも割り当てられな
くなります。ユーザーにロールが 1つしか割り当てられていないときに、そのロールが削除される
と、そのユーザーは SafeGuard Management Center にログオンできなくなります。

注
ロールとそこで定義される処理によって、ユーザーができることとできないことが決まりま
す。これは、ユーザーに複数のロールを割り当てている場合にも当てはまります。ユーザー
が Management Center にログオンした後、該当するロールの実⾏に必要なペインだけが
SafeGuard Management Center で有効になり表⽰されます。このことは、スクリプト ペイン
と API ペインにも当てはまります。したがって、各処理が定義されているペインの表⽰を常に有
効にしていることが重要です。処理は機能ペインでソートされ、階層的に構造化されます。この
構造は、他の特定の処理を実⾏する前にどの処理が必要であるかを⽰します。

 追加のセキュリティ担当者認証
追加のセキュリティ担当者認証 (「2⼈ルール」とも呼ばれます) は、ロールの特定の処理に割り
当てることができます。この場合、このロールを持つユーザーが、この特定の処理を実⾏できるの
は、別のロールを持つユーザーが存在し、処理を認証する場合のみに限られます。ユーザーがこの
アクションを実⾏するたびに、別のユーザーが処理を認証する必要があります。
追加認証は、事前定義済みのロール、およびカスタムロールの両⽅に割り当てることができます。
同じロールを持つ担当者が 2⼈以上になると、⾃⾝のロールを選択することもできるようになりま
す。
追加認証を実⾏するロールはユーザーに割り当てられる必要があり、SafeGuard Enterprise デー
タベース内に少なくとも 2⼈のセキュリティ担当者が必要です。処理⽤に追加認証が必要になる
と、この処理に追加認証が必要でない他のロールをユーザーが所有している場合でも、追加認証が
必要になります。
追加認証を変更する権限のない担当者がロールを作成する場合、新しいロールの追加認証⽤の設定
は、作成する担当者のロールと⼀致するよう事前に決められます。

 ロールの作成
前提条件: 新しい役割を作成するには、セキュリティ担当者の役割を表⽰して作成する権限が必要
です。追加認証を割り当てるには、「追加の認証設定を変更する」権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. 「カスタム ロール」を右クリックし、「新規作成 > 新しいカスタム ロール」を選択します。
3. 「新しいカスタムロール」で、ロールの名前と説明を⼊⼒します。
4. このロールに処理を割り当てます。「有効」列の必要な処理の隣にあるチェックボックスを選択

します。
処理は機能ペインでソートされ、階層的に構造化されます。この構造は、他の特定の処理を実
⾏する前にどの処理が必要であるかを⽰します。

5. 必要に応じて、「追加のセキュリティ担当者認証」を割り当てます。デフォルトの設定「なし」
をクリックし、リストから必要なロールを選択します。
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追加認証を変更する権限のない担当者がロールを作成する場合、追加認証は担当者のロールに
設定された追加認証に基づいて事前に決められます。

6. 「OK」をクリックします。
ナビゲーション ウィンドウの「カスタムロール」の下に新しいロールが表⽰されます。ロールをク
リックすると、右側の処理ペインに許可された処理が表⽰されます。

 セキュリティ担当者へのロールの割り当て
前提条件: 役割を割り当てるには、セキュリティ担当者を表⽰して変更する権限が必要です。
1. ナビゲーション ウィンドウで個々の担当者を選択します。

そのプロパティが、右側の処理ペインに表⽰されます。
2. 使⽤可能なロールの隣の該当するチェック ボックスを選択して、必要なロールを割り当てます。

事前定義済みのロールは太字で表⽰されます。
3. ツール バーの「更新」を表す、2つの⽮印のあるシンボルをクリックします。
ロールがセキュリティ担当者に割り当てられます。

注
カスタマイズしたロールが複雑な場合、SafeGuard Management Center のパフォーマンスに若
⼲の影響を与える場合があります。

 担当者とロールのプロパティの表⽰
前提条件: セキュリティ担当者のプロパティまたはロールの割り当ての概要を表⽰するには、セ
キュリティ担当者およびセキュリティ担当者のロールを表⽰する権限が必要です。
担当者とロールのプロパティを表⽰する⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで、概要を表⽰したいオブジェクトをダブルクリックします。
右側の処理ペインに表⽰される情報は、選択したオブジェクトによって異なります。

 MSO のプロパティの表⽰
MSO の全般情報および変更情報が表⽰されます。

 セキュリティ担当者のプロパティの表⽰
セキュリティ担当者の全般情報および変更情報が表⽰されます。
「プロパティ」で、「処理」タブを選択して、許可されている処理の概要およびセキュリティ担当者
に割り当てられたロールを表⽰します。

 セキュリティ担当者の権限とロールの表⽰
セキュリティ担当者に割り当てられたすべてのロールの処理の概要が表⽰されます。ツリー ビュー
に、他の特定の処理を実⾏する前にどの処理が必要であるかが表⽰されます。さらに、割り当てら
れたロールも表⽰できます。
1. 「<セキュリティ担当者名> プロパティ」ダイアログの「処理」タブで、処理を選択して、この

処理を含む割り当てられたロールすべてを表⽰します。
2. 「選択した処理の割り当てられたロール」リストで、ロールをダブルクリックします。「<セキュ

リティ担当者名> プロパティ」ダイアログが閉じ、ロールのプロパティが表⽰されます。
 ロールのプロパティの表⽰
ロールの全般情報および変更情報が表⽰されます。
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「プロパティ」で「担当者」タブを選択し、このロールに割り当てられたセキュリティ担当者を表⽰
します。

 ロールの割り当ての表⽰
「<ロール名> プロパティ」の「担当者」タブで、セキュリティ担当者をダブルクリックします。
「プロパティ」ダイアログが閉じた後、セキュリティ担当者に関する情報やロールが表⽰されます。

 ロールの変更
以下の操作を実⾏できます。
• 追加認証のみを変更する。
• ロールのすべてのプロパティを変更する。
ロールの隣にあるアイコンは、どの処理が可能かを⽰します。

アイコン 説明

ロールを変更できます (処理を追加/削除する)。

追加認証を変更できます。

両⽅の変更が可能です。

注
事前定義済みのロールや、それに割り当てられている操作は変更できません。追加認証が有効化
されると、事前定義済みのロールも含め、どのロールでも変更できます。

 追加認証のみの変更
前提条件: 追加認証を割り当てるには、「セキュリティ担当者を表⽰する」権限および「追加の認
証設定を変更する」権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. 「カスタムロール」の下のナビゲーション ウィンドウで、変更したいロールをクリックします。

右側の処理ペインで、「追加のセキュリティ担当者認証」列の必要な設定をクリックし、リスト
から異なるロールを選択します。
事前定義済みのロールは太字で表⽰されます。

3. ツール バーの「保存」アイコンをクリックし、変更をデータベースに保存します。
このロールの追加のセキュリティ担当者認証が変更されました。

 ロールのすべてのプロパティの変更
前提条件: カスタム ロールを変更するには、セキュリティ担当者のロールを表⽰して変更する権限
が必要です。追加認証を割り当て直すには、「追加の認証設定を変更する」権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. 「カスタムロール」の下のナビゲーション ウィンドウで、変更したいロールを右クリックし「カ

スタム ロールの変更」を選択します。
3. 必要に応じてプロパティを変更します。この列の値をクリックし必要なロールを選択して、追加

のセキュリティ担当者認証のプロパティを変更します。
4. ツール バーの「保存」アイコンをクリックし、変更をデータベースに保存します。
ロールが変更されました。
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 ロールのコピー
既存のロールに似たプロパティを持つ新しいロールを作成するには、既存のロールを新しいロール
のテンプレートとして使⽤できます。事前定義済みのロールまたはカスタムロールをテンプレート
として選択できます。
前提条件: 現在認証されているセキュリティ担当者が、特定のロール テンプレートに含まれる権限
をすべて持っている場合、既存のロールのみをテンプレートとして使⽤できます。そのため、可能
な処理が限られている担当者の場合にはこの機能が無効化されている場合があります。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ウィンドウで、コピーするロールを右クリックし、「新規作成 > ロールの新しい

コピー」を選択します。
「新しいカスタムロール」では、既存のロールのプロパティがすべて選択されています。

3. このロールの新しい名前を⼊⼒し、必要に応じてプロパティを変更します。
4. ツール バーの「保存」アイコンをクリックし、変更をデータベースに保存します。
新しいロールが作成されます。

 ロールの削除

注
事前定義済みのロールは削除できません。

前提条件: ロールを削除するには、セキュリティ担当者のロールを表⽰して削除する権限が必要で
す。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. 「カスタムロール」の下のナビゲーション ウィンドウで、削除したいロールを右クリックし「削

除」を選択します。ロールのプロパティに応じて、対応する警告メッセージが表⽰されます。

注
ロールを削除すると、このロールを割り当てられていたセキュリティ担当者はすべて、この
ロールを失います。そのロールがあるセキュリティ担当者に割り当てられた唯⼀のロールであ
る場合、上位のセキュリティ担当者がそのセキュリティ担当者に新しいロールを割り当てない
限り、SafeGuard Management Center にログインすることができなくなります。そのロー
ルが追加認証に使⽤される場合、追加認証を実⾏するために MSO が必要となります。

3. ロールを削除するには、警告メッセージで「はい」をクリックしてください。
4. ツール バーの「保存」アイコンをクリックし、変更をデータベースに保存します。
ロールがナビゲーション ウィンドウとデータベースから削除されます。

 マスター セキュリティ担当者の作成
前提条件: 新しいマスター セキュリティ担当者を作成するには、セキュリティ担当者を表⽰する権
限と作成する権限が必要です。

注
マスターセキュリティ担当者を作成する簡単な⽅法は、セキュリティ担当者を昇格することで
す。詳細は、セキュリティ担当者の昇格 (p. 110)を参照してください。
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1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ウィンドウで、「マスター セキュリティ担当者」ノードを右クリックし、「新規

作成 > 新しいマスター セキュリティ担当者」の順に選択します。
3. 「新しいマスター セキュリティ担当者」で必要な項⽬の⼊⼒を⾏います。

フィールド/チェッ
ク ボックス

説明

有効 ここで指定しない限り、セキュリティ担当者は有効になりません。指定しな
い場合、作成したセキュリティ担当者はシステムに存在しますが、SafeGuard
Management Center にはまだログオンできません。別のセキュリティ担当者
によって有効にされた場合のみにログオンし、⾃分の管理タスクを実⾏できま
す。

名前 SafeGuard Enterprise によって⽣成された証明書に⼊⼒されているとおりに
(「cn=」 以降)、セキュリティ担当者の名前を⼊⼒します。このセキュリティ
担当者は、SafeGuard Management Center ナビゲーション ウィンドウにも
表⽰されます。この名前は⼀意である必要があります。

最⼤値: 256⽂字

説明 任意

最⼤値: 256⽂字

携帯電話 任意

最⼤値: 128⽂字

電⼦メール 任意

最⼤値: 256⽂字

トークンを使⽤した
ログオン

次の⽅法でログオンできます。

トークンなし: セキュリティ担当者はトークンを使⽤してログオンで
きません。ログオン情報 (ユーザー名/パスワード) を⼊⼒してログオ
ンする必要があります。
任意: トークンを使⽤してログオンすることも、ログオン情報を⼊⼒
してログオンすることもできます。セキュリティ担当者が⾃由に選択
できます。
必須: ログオンにはトークンを使⽤する必要があります。この場合、
セキュリティ担当者の証明書に含まれる秘密鍵が、トークンに存在す
る必要があります。
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フィールド/チェッ
ク ボックス

説明

証明書 セキュリティ担当者が SafeGuard Management Center にログオンするには
常に証明書が必要です。SafeGuard Enterprise で作成された証明書でも、既
存の証明書でも構いません。トークンによるログオンが必須な場合は、セキュ
リティ担当者のトークンに証明書を追加する必要があります。

作成:
証明書と鍵ファイルが作成され、選択した場所に保存されます。.p12
ファイルのパスワードを⼊⼒し、確定します。セキュリティ担当者が
ログオンするときには、.p12 ファイルが必要です。作成された証明
書は、セキュリティ担当者に⾃動的に割り当てられ、「証明書」に表
⽰されます。SafeGuard Enterprise パスワード ルールが使⽤されて
いる場合は、Active Directory にあるルールを無効にする必要があり
ます。

注
保存するパスおよびファイル名の最⼤の⻑さ: 260⽂字。セキュリティ
担当者の作成時には、証明書の公開セクションだけで⼗分です。ただ
し、SafeGuard Management Center にログオンするときには、証明書
の個⼈⽤セクションである鍵ファイルも必要です。個⼈⽤セクションが
データベースに存在しない場合、メモリなどに格納してセキュリティ担当
者が使⽤できるようにする必要があります。その場合、個⼈⽤セクション
はログオン時に証明書ストアに保存されます。

証明書 インポート:

インポート中に、セキュリティ担当者に割り当てられた既存の証明書
が使⽤されます。.p12 鍵ファイルからインポートする場合、証明書
のパスワードを把握している必要があります。
PKCS#12 証明書コンテナが選択されている場合、すべての証明書
が割り当て可能な証明書のリストにロードされます。ドロップダウン
リストで証明書を選択して、インポート後に証明書が割り当てられま
す。

4. 「OK」をクリックして確認します。
「マスター セキュリティ担当者」ノードの下のナビゲーション ウィンドウに、新しいマスター セ
キュリティ担当者が表⽰されます。セキュリティ担当者のプロパティは、ナビゲーション ウィン
ドウで個々のセキュリティ担当者を選択して表⽰できます。MSO は表⽰された名前で SafeGuard
Management Center にログオンできます。

 セキュリティ担当者の作成
前提条件: セキュリティ担当者を作成するには、セキュリティ担当者を表⽰して作成する権限が必
要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ウィンドウで、新しいセキュリティ担当者を特定したい場所のセキュリティ担当

者のノードを右クリックし、「新規作成 > 新しいセキュリティ担当者」を選択します。
3. 「新しいセキュリティ担当者」ダイアログで適切に⼊⼒します。
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フィールド/チェック ボッ
クス

説明

有効 ここで指定しない限り、セキュリティ担当者は有効になりません。指
定しない場合、作成したセキュリティ担当者はシステムに存在します
が、SafeGuard Management Center にはまだログオンできません。
別のセキュリティ担当者によって有効にされた場合のみにログオンし、
⾃分の管理タスクを実⾏できます。

名前 SafeGuard Enterprise によって⽣成された証明書に⼊⼒されていると
おりに (「cn=」 以降)、セキュリティ担当者の名前を⼊⼒します。こ
のセキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center ナビゲー
ション ウィンドウにも表⽰されます。この名前は⼀意である必要があり
ます。

最⼤値: 256⽂字

説明 任意

最⼤値: 256⽂字

携帯電話 任意

最⼤値: 128⽂字

電⼦メール 任意

最⼤値: 256⽂字

有効期間 セキュリティ担当者に対して SafeGuard Management Center へログ
オンが可能となる期間 (⽇付) を選択します。

トークンを使⽤したログオ
ン

次の⽅法でログオンできます。

トークンなし: セキュリティ担当者はトークンを使⽤してログ
オンできません。ログオン情報 (ユーザー名/パスワード) を⼊
⼒してログオンする必要があります。
任意: トークンを使⽤してログオンすることも、ログオン情報
でログオンすることもできます。セキュリティ担当者が⾃由に
選択できます。
必須: ログオンにはトークンを使⽤する必要があります。この
場合、セキュリティ担当者の証明書に含まれる秘密鍵が、トー
クンに存在する必要があります。
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フィールド/チェック ボッ
クス

説明

証明書 セキュリティ担当者が SafeGuard Management Center にログオンす
るには常に証明書が必要です。SafeGuard Enterprise で作成された証
明書でも、既存の証明書でも構いません。トークンによるログオンが必
須な場合は、セキュリティ担当者のトークンに証明書を追加する必要が
あります。

作成:
証明書と鍵ファイルが新規に作成され、選択した場所に保
存されます。.p12 ファイルのパスワードを⼊⼒し、確定し
ます。セキュリティ担当者がログオンするときには、.p12
ファイルが必要です。作成された証明書は、セキュリティ
担当者に⾃動的に割り当てられ、「証明書」に表⽰されま
す。SafeGuard Enterprise パスワード ルールが使⽤されてい
る場合は、Active Directory にあるルールを無効にする必要が
あります。

注
保存するパスおよびファイル名の最⼤の⻑さ: 260⽂字。セキュリ
ティ担当者の作成時には、証明書の公開セクションだけで⼗分で
す。ただし、SafeGuard Management Center にログオンすると
きには、証明書の個⼈⽤セクションである鍵ファイルも必要です。
個⼈⽤セクションがデータベースに存在しない場合、メモリなどに
格納してセキュリティ担当者が使⽤できるようにする必要がありま
す。その場合、個⼈⽤セクションはログオン時に証明書ストアに保
存されます。

証明書 インポート:

インポート中に、セキュリティ担当者に割り当てられた既存の
証明書が使⽤されます。.p12 鍵ファイルからインポートする
場合、証明書のパスワードを把握している必要があります。
PKCS#12 証明書コンテナが選択されている場合、すべての
証明書が割り当て可能な証明書のリストにロードされます。ド
ロップダウン リストで証明書を選択して、インポート後に証明
書が割り当てられます。

セキュリティ担当者のロー
ル

ロール

あらかじめ定義されているロールまたはカスタムロールをセ
キュリティ担当者に割り当てられます。ロールごとに関連づ
けられた権限は、それぞれのロールをクリックしたとき、また
はセキュリティ担当者を右クリックして「プロパティ」-「処
理」を選択したとき、処理ペインの「処理を許可します」の下
に表⽰されます。複数のロールをユーザーに割り当てることが
できます。

4. 「OK」をクリックして確認します。
それぞれの「セキュリティ担当者」ノードの下のナビゲーション ウィンドウに、新しく作成された
セキュリティ担当者が表⽰されます。セキュリティ担当者のプロパティは、ナビゲーション ウィン
ドウで個々のセキュリティ担当者を選択して表⽰できます。セキュリティ担当者は表⽰された名前
で SafeGuard Management Center にログオンできます。次に、セキュリティ担当者にディレク
トリ オブジェクト/ドメインを割り当てて、タスクを実⾏できるようにする必要があります。
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 セキュリティ担当者へのディレクトリ オブジェクトの割り当て
セキュリティ担当者がタスクを実⾏できるようにするため、ディレクトリ オブジェクトにアクセス
する権限が必要です。アクセス権は、ドメイン、組織単位 (OU)、およびユーザー グループの他、
ルート ディレクトリ下の「.⾃動登録済み」ディレクトリに対しても付与できます。
「ユーザーとコンピュータ」で、該当するコンテナに対してフルアクセス権があり、⾃分が担当し
ているセキュリティ担当者の場合、他のセキュリティ担当者のアクセス権限を変更することができ
ます。⾃分で⾃分のアクセス権限を変更することはできません。セキュリティ担当者をディレクト
リ オブジェクトにはじめて割り当てると、そのコンテナに対する⾃分のアクセス権限が継承されま
す。

注
⾃分が持っているアクセス権限より⾼い権限を、他のセキュリティ担当者に付与することはで
きません。

前提条件: ディレクトリ オブジェクトに対するアクセス・管理権限をセキュリティ担当者に付与し
たり、取り消したりするには、「セキュリティ担当者のアクセス権限を表⽰する」および「ディレ
クトリへのアクセス権限を付与/拒否する」という「ユーザーとコンピュータ」権限が必要です。さ
らに、対象ディレクトリ オブジェクトに対する「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、必要なディレクトリ オブジェクトを選択します。

ナビゲーションツリーには、アクセスできるディレクトリ オブジェクトのみが表⽰されます。
「フルアクセス権」がある場合、オブジェクトは⿊で表⽰されます。「読み取り専⽤」アクセス
権のあるオブジェクトは、⻘で表⽰されます。グレーアウト表⽰されているノードは、表⽰され
てもアクセスできませんが、その配下にアクセス可能なノードがあることを意味します。

3. 右側の処理ペインで、「アクセス」タブをクリックします。
4. 選択したオブジェクトに権限を割り当てるには、対象とする担当者を右端から「アクセス」テー

ブルまでドラッグします。
5. 「アクセス権限」カラムで、選択したオブジェクトに対して、そのセキュリティ担当者に付与す

る権限を選択します。
• フルアクセス権
• 読み取り専⽤
• 拒否
選択したオブジェクトに対する権限の割り当てを解除するには、セキュリティ担当者をドラッグ
して「担当者」テーブに戻します。

6. ツール バーの「保存」アイコンをクリックして、変更をデータベースに保存します。
選択したオブジェクトは、対象セキュリティ担当者によって使⽤可能になります。
2⼈のセキュリティ担当者が同じ SafeGuard Enterprise のデータベースで同時に作業しており、1
⼈がアクセス権限を変更している場合、もう 1⼈のセキュリティ担当者にメッセージが表⽰され、
保存されなかった変更は失われます。セキュリティ担当者がノードに対する権限すべてを失った場
合、アクセスは許可されなくなり、それを伝える内容のメッセージが表⽰されます。ナビゲーショ
ン ウィンドウは、随時、更新されます。

 ディレクトリオブジェクトに対するセキュリティ担当者の権限の表⽰
ディレクトリオブジェクトに対して、セキュリティ担当者に割り当てられているアクセス権は、
「ユーザーとコンピュータ」の該当するオブジェクトの「アクセス」タブに表⽰されます。
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「アクセス」タブには、アクセス権限のあるコンテナのアクセス権限のみが表⽰されます。また、
担当しているセキュリティ担当者のみが表⽰されます。
「アクセス」タブには、次の情報が含まれます。
• 「担当者」カラムには、ディレクトリオブジェクトに割り当てられているセキュリティ担当者

の種類と名前が表⽰されます。
• 「割り当て元」カラムには、アクセス権を割り当てたセキュリティ担当者の名前が表⽰されま

す。
• 「割り当て⽇」
• 「アクセス権限」カラムには、付与された権限が表⽰されます。「フルアクセス権」、「拒

否」または「読み取り専⽤」。
• 「親ノード」カラムには、セキュリティ担当者にアクセス権限が割り当てられた、割り当て元

ノードの完全な名前が表⽰されます。例: 選択したディレクトリオブジェクトの親ノードに権限
が付与された場合、親ノードが表⽰されます。この場合、親ノードにアクセス権が付与された
ことで、セキュリティ担当者は、選択したディレクトリオブジェクトへのアクセス権を継承し
たことになります。

• 「状態」カラムには、セキュリティ担当者がアクセス権を取得した⽅法が表⽰されます。
̶ 「継承」(⻘い⽂字): アクセス権は親ノードから継承しました。
̶ 「上書き」(茶⾊の⽂字): アクセス権は、親ノードから継承しましたが、ノードで直接割り

当てることによって変更されました。
̶ 「個別割り当て」(⿊い⽂字): アクセス権は、ノードで直接割り当てられました。
継承した権限の場合、「状態」カラムで、権限の割り当て元をツールチップで表⽰することが
できます。

 セキュリティ担当者の昇格
以下の操作を実⾏できます。
• 「ユーザーとコンピュータ」ペインで、ユーザーをセキュリティ担当者に昇格する。
• 「セキュリティ担当者」ペインで、セキュリティ担当者をマスター セキュリティ担当者に昇格

する。

 前提条件
必要な権限を備えたセキュリティ担当者は、ユーザーをセキュリティ担当者に昇格させ、ロールを
割り当てることができます。
この⽅法で作成されたセキュリティ担当者は、Windows のログオン情報またはトークン/スマート
カード PIN を使⽤して SafeGuard Management Center にログオンできます。実⾏できる操作と
管理⽅法は、その他のセキュリティ担当者と同様です。
次の前提条件を満たす必要があります。
• 昇格するユーザーは Active Directory からインポートされ、SafeGuard Management Center

の「ユーザーとコンピュータ」ペインに表⽰されている必要があります。
• 昇格したユーザーがセキュリティ担当者として SafeGuard Management Center にログオ

ンするには、ユーザー証明書が必要です。この証明書は、ユーザーを昇格する際に作成できま
す。ユーザーをセキュリティ担当者に昇格 (p. 111)を参照してください。Windows ログオン
情報を使⽤してログオンするには、秘密鍵を含む .p12 ファイルが SafeGuard Enterprise デー
タベースに存在する必要があります。トークンまたはスマートカード PIN を使⽤してログオン
するには、秘密鍵を含む .p12 ファイルがトークンまたはスマートカードに存在する必要があり
ます。
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注
ユーザーの昇格時に証明書を作成した場合、同ユーザーは、SafeGuard Management Center
にログオンする際、証明書パスワードを使⽤する必要があります。Windows パスワードの
⼊⼒が求められますが、証明書パスワードを⼊⼒する必要があります。なお、SafeGuard
Enterprise Web Helpdesk にログオンする際も同様です。

 ユーザーをセキュリティ担当者に昇格
前提条件: ユーザーを昇格するには、マスター セキュリティ担当者 (MSO)、または必要な権限を持
つセキュリティ担当者である必要があります。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. セキュリティ担当者に昇格させるユーザーを右クリックし「このユーザーをセキュリティ担当者

に指定」を選択します。
3. 次に⾏う⼿順は、選択したユーザーに対するユーザー証明書があるかどうかによって異なりま

す。
• ユーザーに対して既にユーザー証明書が割り当てられている場合は、「ロールの選択」が表

⽰されます。ステップ 4 に進んでください。
• ユーザー証明書がない場合は、このユーザーに対して、⾃⼰署名鍵ペアを作成するかどう

かを確認するメッセージが表⽰されます。「はい」をクリックして、「新しい証明書のパス
ワード」ダイアログで、パスワードを⼊⼒し、確認⼊⼒します。次に、「ロールの選択」ダ
イアログが表⽰されます。

4. 「ロールの選択」ダイアログで、必要なロールを選択して、「OK」をクリックします。
ユーザーは昇格し、ユーザーの名前で「セキュリティ担当者」ペインに表⽰されます。担当者のプ
ロパティは、ナビゲーション ウィンドウで個々の担当者を選択して表⽰できます。ユーザーの秘密
鍵がデータベースに格納されている場合は「トークンなし」が有効になっています。ユーザーの秘
密鍵がトークンまたはスマートカードに存在する場合は、「任意」が有効になっています。
必要に応じて、「セキュリティ担当者」ツリー ビューの必要な場所にセキュリティ担当者をドラッ
グ アンド ドロップすることができます。
セキュリティ担当者は表⽰された名前で SafeGuard Management Center にログオンできます。

 セキュリティ担当者のマスター セキュリティ担当者への昇格
前提条件: セキュリティ担当者を昇格するには、セキュリティ担当者を表⽰して変更する権限が必
要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ウィンドウで、昇格するセキュリティ担当者を右クリックし、「マスター セキュ

リティ担当者 (MSO) に昇格」を選択します。
3. 昇格した担当者に⼦がある場合、⼦の新しい親ノードを選択するよう求められます。
セキュリティ担当者が昇格し、「マスター セキュリティ担当者」ノードの下に表⽰されます。マス
ター セキュリティ担当者に昇格した担当者には、すべてのオブジェクトに対する全種類の権限が付
与されるため、割り当てられているロールや「ユーザーとコンピュータ」で個別に付与されている
ドメインのアクセス権はすべて失われます。

 マスター セキュリティ担当者の降格
前提条件: マスター セキュリティ担当者をセキュリティ担当者に降格するには、マスター セキュリ
ティ担当者の権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ウィンドウで、降格するマスター セキュリティ担当者を右クリックし、「セキュ

リティ担当者に降格する」を選択します。
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3. 担当者の親ノードを選択して少なくとも 1つのロールを割り当てるよう求められます。
セキュリティ担当者が降格し、「セキュリティ担当者」ノードの下に表⽰されます。降格した担当
者はすべてのオブジェクトに対する権限すべてを失い、そのロールに割り当てられた権限だけを受
け取ります。降格した担当者には、ドメインに対する権限は何もありません。「アクセス」タブの
下にある「ユーザーとコンピュータ」ペインで、ドメイン アクセス権限を個別に付与する必要があ
ります。

 セキュリティ担当者証明書の変更
前提条件: セキュリティ担当者またはマスター セキュリティ担当者の証明書を変更するには、セ
キュリティ担当者を表⽰する権限と作成する権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ウィンドウで証明書を変更するセキュリティ担当者をクリックします。割り当て

られた現在の証明書が、右側の処理ペインの「証明書」フィールドに表⽰されます。
3. 処理ペインで、「証明書」ドロップダウン リストをクリックして異なる証明書を選択します。
4. ツール バーの「保存」アイコンをクリックして、変更をデータベースに保存します。

 セキュリティ担当者のツリー ビューでの配置
セキュリティ担当者は、企業の組織構造を反映するよう「セキュリティ担当者」のナビゲーション
ウィンドウで階層的に配置できます。
ツリー ビューで、マスター セキュリティ担当者を除くすべてのセキュリティ担当者を配置できま
す。MSO は MSO ノードの下に⾮階層的なリストで表⽰されます。セキュリティ担当者ノードは
ツリー ビューを含んでおり、各ノードがセキュリティ担当者を表します。ただし、これは、権限と
ロールに関する階層を意味するものではありません。
前提条件: セキュリティ担当者をツリー ビューで移動するには、セキュリティ担当者を表⽰して変
更する権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ウィンドウで、個々のノードに移動する担当者を選択してドラッグ アンド ド

ロップします。
選択した担当者のすべての⼦も移動します。

 セキュリティ担当者の迅速な切り替え
作業を容易にするため、SafeGuard Management Center を迅速に再起動して、別の担当者とし
てログオンできます。
1. SafeGuard Management Center で「ファイル > セキュリティ担当者を変更する」を選択しま

す。SafeGuard Management Center が再起動し、ログイン ダイアログが表⽰されます。
2. SafeGuard Management Center にログオンするために使⽤するセキュリティ担当者を選択し、

パスワードを⼊⼒します。Multi Tenancy モードで作業している場合、同じデータベース構成に
ログオンします。

SafeGuard Management Center が再起動し、ログオンした担当者に割り当てられたビューを表
⽰します。

 セキュリティ担当者の削除
前提条件: セキュリティ担当者またはマスター セキュリティ担当者を削除するには、セキュリティ
担当者を表⽰する権限と削除する権限が必要です。
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1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ウィンドウで、削除するセキュリティ担当者またはマスター セキュリティ担当者

を右クリックし、「削除」を選択します。ログオンした担当者を削除することはできません。
3. 担当者に⼦がある場合、⼦の新しい親ノードを選択するよう求められます。
担当者がデータベースから削除されます。

注
単にセキュリティ担当者に昇格されたユーザーでなく、セキュリティ担当者として明⽰的に作成
された 1⼈のマスター セキュリティ担当者が、必ずデータベースに残されている必要がありま
す。セキュリティ担当者に昇格されたユーザーがデータベースから削除されると、そのユーザー
アカウントもデータベースから削除されます。

注
追加認証を含むロールが削除する担当者に割り当てられていて、それ以外の⼈にはこのロールが
割り当てられていない場合でも、この担当者は削除されます。追加認証はマスター セキュリティ
担当者によって引き継がれます。

3.8.10 組織構造の管理
SafeGuard Management Center に組織構造を反映させるには次の 2とおりの⽅法があります。
• Active Directory などから既存の組織構造を SafeGuard Enterprise データベースにインポー

トすることができます。
• ポリシー項⽬管理⽤の構造とともにワークグループやドメインを作成して、独⾃の組織構造を

⼿動で作成できます。

 Active Directory からのインポート
Active Directory から既存の組織構造を SafeGuard Enterprise データベースにインポートするこ
とができます。

注
初期インポートは、SafeGuard Management Center 構成ウィザードによって実⾏されま
す。ウィザードを実⾏する場合、ここで説明する⼿順を⾶ばして、後で Active Directory のイ
ンポートを⼿動で設定することもできます。

すべてのインポート・同期タスクで使⽤するための、専⽤の Windows サービス アカウントを作成
することを推奨します。詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 107979 を参照してくだ
さい。
SafeGuard Management タスク スケジューラを使⽤すると、Active Directory と SafeGuard
Enterprise を⾃動同期する定期タスクを作成することができます。この⽬的で、製品配布メディ
アには、事前に定義されたスクリプトのテンプレートが含まれています。詳細は、タスクのス
ケジュール設定 (p. 149)および定期的に実⾏するタスク⽤の事前に定義されたスクリプト (p.
155)を参照してください。
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注
400,000個を超えるオブジェクトを AD にインポートする場合は、数回に分けて実⾏すること
を推奨します。ただし、1つの組織単位に 400,000個を超えるオブジェクトがある場合は除きま
す。

 セキュリティ担当者のアクセス権限と Active Directory のインポート
組織構造をインポートする際、適切なアクセス権限があることを確認する必要があります。必要な
アクセス権限の詳細は次のとおりです。
• すでに存在するドメインに Active Directory 接続を追加すると次の事柄が実⾏されます。

̶ ドメイン (DNS) に対する「フルアクセス権」がある場合、ディレクトリの接続に使⽤される
ログオン情報が更新されます。

̶ ドメイン (DNS) に対する「読み取り専⽤」権限またはそれ以下の権限がある場合、ログオン
情報は更新されませんが、既存のログオン情報を使⽤して同期を⾏うことができます。

• Active Directory のインポートおよび同期にあたり、コンテナやドメインへのアクセス権限に
よって、インポートまたは同期できるドメイン ツリーが異なります。サブツリーに対する「フル
アクセス権」がない場合、同期することはできません。変更できないサブツリーは、同期ツリー
に表⽰されません。

• ディレクトリ オブジェクトに対するセキュリティ担当者のアクセス権限に関わらず、SafeGuard
Enterprise のデータベースに存在しないドメインは、Active Directory からインポートするこ
とができます。セキュリティ担当者と上位担当者には、新しいドメインに対する「フルアクセス
権」が⾃動的に付与されます。

• サブコンテナの同期を選択した場合、ルートまでさかのぼって同期を⾏う必要があります。この
サブコンテナより上位にあるコンテナへのアクセス権限が「読み取り専⽤」または「拒否」で
あっても、同期ツリーにある該当するコンテナすべてが⾃動的に選択されます。サブコンテナを
選択から外すと、アクセス権限によっては、ルートまでさかのぼってコンテナを選択から外すこ
とが必要になる場合があります。
アクセス権限が「読み取り専⽤」または「拒否」のグループが同期の対象に含まれると、次の
事柄が実⾏されます。
̶ グループのメンバーシップは更新されません。
̶ Active Directory でそのグループが削除されても、SafeGuard Enterprise のデータベース

では削除されません。
̶ Active Directory でそのグループが移動されると、SafeGuard Enterprise でも移動されま

す。これには、グループの移動先が「フルアクセス権」のないコンテナである場合も含まれ
ます。

アクセス権が「読み取り専⽤」または「拒否」で、ルートまでさかのぼる際に通過するコンテ
ナが同期の対象に指定され、そのコンテナに「フルアクセス権」のグループが含まれている場
合、このグループは同期されます。アクセス権限が「読み取り専⽤」または「拒否」のグルー
プは同期されません。

 Active Directory 構造のインポート
SafeGuard Enterprise では、Active Directory 構造を SafeGuard Management Center に
インポートできます。初期インポートは、SafeGuard Management Center 構成ウィザードに
よって実⾏されます。詳細は、Active Directory 認証の定義 (p. 24)を参照してください。Active
Directory との同期を実⾏すると、コンピュータ、ユーザー、およびグループなどのオブジェクト
が SafeGuard Management Center にインポートされます。データはすべて SafeGuard データ
ベースに保存されます。
Active Directory を設定するには、次の⼿順を実⾏します。
1. SafeGuard Management Center を開きます。

114 Copyright © Sophos Limited



SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ

2. 証明書ストアのパスワードを使って認証します。
3. 画⾯左下の「ユーザーとコンピュータ」を選択します。
4. 左上部のペインで、「ルート [フィルタ アクティブ]」を選択します。
5. 右側のペインで、「同期」タブを選択します。「LDAP 認証」ウィザードが⾃動的に開始しま

す。
6. 「LDAP 認証」ウィザードで、同期に使⽤するログオン情報を⼊⼒し、ドメインコントローラの

サーバー名や IP アドレスを指定します。ドメインの NetBIOS 名の解決で問題が発⽣することを
避けるため、ユーザー名は、「ユーザー@ドメイン」という形式で指定する必要があります。

7. Active Directory の接続が確⽴したら、「ディレクトリ DSN」フィールドにドメインの情報が表
⽰されます。拡⼤鏡アイコンをクリックして、Active Directory を読み取ります。

8. 読み取り処理が完了すると、中央のペインにドメインの構造が表⽰されます。SafeGuard
Enterprise にインポートする組織単位を選択します。個別のマシン、グループやユーザーオブ
ジェクトを選択することはできません。しかし、組織単位を選択することはできます。

9. Active Directory グループメンバーシップを SafeGuard Management Center と同期する必要
があるかどうかを決定します。グループメンバーシップは、「メンバーシップを同期する」ボッ
クスの選択を解除することでインポートされません。グループメンバーシップをインポートせ
ず、同期しないことで、(特に⼤規模な AD 構造で) Management Center のパフォーマンスは向
上します。
デフォルトで、SafeGuard Enterprise は、インポートする各コンテナ、組織単位 (OU)、ドメイ
ンオブジェクトに対して鍵を作成します。鍵の作成には時間がかかります。したがって、特に⼤
規模な環境をインポートする場合など、必要がない限り、グループの鍵作成は有効化しないこと
を推奨します。

10.「同期」をクリックして、同期を開始します。Active Directory の詳細情報の読み取りが開始さ
れます。同期が完了すると、変更内容すべてが表⽰されます。

11.「OK」をクリックして、SafeGuard Enterprise データベースに変更内容を書き込みます。
処理が完了すると、左ペインにドメインの構造が表⽰されます。これで、SafeGuard
Management Center への Active Directory のインポートが完了しました。

 組織構造の同期
Active Directory の 1つのサブツリーから別のサブツリーに要素を移動した場合、両⽅のサブツリー
を SQL データベースと同期する必要があります。1つのサブツリーのみを同期すると、オブジェクト
は移動されず、削除されます。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、ルート ディレクトリの「ルート [フィルタ アクティブ]」

をクリックします。
3. 右側の処理ペインで、「同期」タブをクリックします。
4. 「ディレクトリ DSN」リストから必要なディレクトリを選択し、検索アイコン （画⾯右上） を

クリックします。
企業の組織単位 (OU) の Active Directory 構造が図で表⽰されます。

5. 同期する組織単位 (OU) を確認します。Active Directory の内容全体をインポートする必要はあ
りません。

6. また、メンバーシップを同期するには、「メンバーシップを同期する」チェックボックスを選択
します。

7. あるいは、ユーザーの有効・無効状態を同期するには、「ユーザーの有効化状態を同期する」
チェックボックスを選択します。

8. Active Directory で無効化されたユーザーアカウントを同期すると、アカウントは SafeGuard
Enterprise でも無効化されます。Active Directory でアカウントを再有効化して、再同期して
も、セキュリティ上の理由から、SafeGuard Enterprise のユーザーアカウントは⾃動的に有効化
されません。このようなアカウントも同期するには、「ユーザーの有効化状態を同期する」オプ
ションを有効にする必要があります。

9. 処理ペインの下部にある「同期」をクリックします。
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ユーザーとそのグループ メンバーシップを同期する際、「プライマリ グループ」のメンバー
シップはグループから認識できないので同期されません。

ドメインが同期されます。同期の詳細が表⽰されます。同期プロトコルは、左側のボタンの下のス
テータスバーに表⽰されるメッセージをクリックして表⽰できます。プロトコルをクリックして、
クリップボードにコピーし、メールやファイルに貼り付けてください。

注
Active Directory との同期中、ユーザーは⾃動的に SafeGuard Enterprise に登録されません。
同期中に登録を⾏なうユーザーは、同期が終わった後に、コンピュータを再起動して SafeGuard
Enterprise にログオンする必要があります。詳細は、新規ユーザーの⾃動登録 (p. 117)を参照
してください。

 Active Directory からの新しいドメインのインポート
1. 左側のナビゲーション ウィンドウで、ルート ディレクトリの「ルート [フィルタ アクティブ]」

をクリックします。
2. 「ファイル > 新規作成 > Active Directory からドメインをインポート」を選択します。
3. 右側の処理ペインで、「同期」タブをクリックします。
4. 「ディレクトリ DSN」リストから必要なディレクトリを選択し、検索アイコン （画⾯右上） を

クリックします。
企業の組織単位 (OU) の Active Directory 構造が図で表⽰されます。

5. 同期するドメインを確認し、ナビゲーション ペインの下部にある「同期」をクリックします。

注
Active Directory の 1つのサブツリーから別のサブツリーに要素を移動した場合、両⽅のサブツ
リーを SQL データベースと同期する必要があります。1つのサブツリーのみを同期すると、オブ
ジェクトは移動されず、削除されます。

注
ドメイン コントローラを IP アドレスを使って構成した場合、Active Directory の同期によって
Windows 2000 (NetBIOS) より前のドメイン名は同期されません。代わりに、ドメイン コント
ローラは、サーバー名 (NetBIOS または DNS) を使⽤して構成してください。Active Directory
の同期を⾏うクライアントは、ドメインに所属しているか、対象のドメインコントローラの DNS
名を名前解決できる必要があります。

 Active Directory からコンテナへのユーザーとコンピュータのインポート
SafeGuard Management Center に既存の組織構造があり、ディレクトリ オブジェクトをイン
ポートする権限がある場合は、ユーザーとコンピュータを Active Directory からコンテナにイン
ポートすることができます。選択したコンテナおよびそのサブコンテナ内の、新しいまたは移動さ
れたユーザーやコンピュータのみが同期されます。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、同期するユーザーやコンピュータが含まれるコンテナを右

クリックします。
3. ショートカット メニューで「新規」-「Active Directory からユーザーとコンピュータをイン

ポート」を順にクリックします。
「Active Directory からユーザーとコンピュータをインポート」ダイアログが表⽰され、イン
ポートが開始します。
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インポートの結果が表⽰されます。名前、ログオン名、およびインポートしたユーザーやコン
ピュータの状態が表⽰されます。「状態」は、「インポート済み」または「移動済み」のいず
れかです。

4. 「閉じる」をクリックします。
ユーザーやコンピュータは、左側のナビゲーション ウィンドウに表⽰されます。

 ユーザーとコンピュータの検索およびインポート
この操作には、ディレクトリオブジェクトを作成する権限が必要です。
SafeGuard Management Center に既存の組織構造がある場合は、Active Directory のユーザー
とコンピュータを検索して、その組織構造に直接インポートすることができます。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで、「ユーザーとコンピュータ」をク

リックします。
2. ナビゲーション ウィンドウの「ユーザーとコンピュータ」で、ルート ディレクトリの「ルート

[フィルタ アクティブ]」をクリックします。
3. SafeGuard Management Center で、「編集 > 検索」をクリックします。

「ユーザー、コンピュータ、およびグループの検索」ダイアログが表⽰されます。
4. 「Active Directory」タブを選択します。
5. 「検索」ドロップダウン リストで、適切なフィルタを選択します。
6. 「場所」ドロップダウンリストで、検索を実⾏するドメインを選択します。
7. 特定のユーザーやコンピュータを検索する場合は、「検索名」フィールドに該当する名前を⼊⼒

します。
8. 「今すぐ検索」をクリックします。

検索結果が「Active Directory」タブに表⽰されます。新たに検出されたオブジェクトの左側
に、チェックボックスが表⽰されます。

9. インポートするオブジェクトを選択します。
10.「選択項⽬のインポート」をクリックします。

オブジェクトがインポートされ、左側のナビゲーション ウィンドウに表⽰されます。
11.「閉じる」をクリックします。

 ワークグループやドメインの作成
必要な権限のあるセキュリティ担当者は、ポリシー項⽬管理⽤の構造の他、ワークグループやドメ
インを⼿動で作成できます。また、ポリシーや暗号化ポリシーをローカル ユーザーに割り当てるこ
ともできます。
AD (Active Directory) からドメインをインポートしない、またはインポートできない場合のみ
(AD が使⽤できないためなど)、ドメインを⼿動で作成することが必要になります。
ログ出⼒されたイベントの詳細は、監査 (p. 157)を参照してください。

 新規ユーザーの⾃動登録
新しいユーザーのエンドポイントが SafeGuard Enterprise Server に接続した後、そのユーザー
が SafeGuard Enterprise にログオンすると、ユーザー登録が⾏われ、SafeGuard Management
Center の「ユーザーとコンピュータ」エリアの該当するドメインやワークグループ配下に、ユー
ザーが⾃動的に表⽰されます。
これらのユーザー/コンピュータのディレクトリである「.⾃動登録済み」が、ルート ディレクトリ
の配下と、各ドメインまたはワークグループの配下に⾃動的に作成されます。このディレクトリの
名前を変更したり、移動したりすることはできません。また、このディレクトリ内のオブジェクト
を⼿動で移動することもできません。
ドメインやワークグループが存在しなければ、オブジェクトは「.⾃動登録済み」ディレクトリ内に
残ったままとなります。SafeGuard Enterprise データベースに次回接続した際に、ドメインまた
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はワークグループが同期されると、そのオブジェクトは、該当するドメイン/ワークグループに移動
されます。それ以外の場合は、「.⾃動登録済み」ディレクトリに残ります。
通常、⾃動登録済みオブジェクトを管理できるのは、マスターセキュリティ担当者のみです。
たとえば、このグループ内のコンピュータを復旧する場合など、セキュリティ担当者に「.⾃動登録
済み」ディレクトリ内のオブジェクトを管理する権限を付与する場合は、オブジェクトが属するド
メインやワークグループを⼿動で作成する必要があります。作成後、通常と同じように、作成した
ドメインやワークグループに対する権限をセキュリティ担当者に割り当てます。オブジェクトが⾃
動的にドメインに移動されます。
ローカル ユーザーは、空のパスワードで SafeGuard Enterprise にログオンできません。空のパス
ワードで SafeGuard Enterprise にログオンしたローカル ユーザーはゲストのままであり、データ
ベースに保存されません。また、これらのユーザーに対して Windows ⾃動ログオンが有効になっ
ている場合、ログオンは拒否されます。SafeGuard Enterprise へのログオンに成功するには、新
しいパスワードを作成し、エンドポイントのレジストリで Windows ⾃動ログオンを無効にする必
要があります。
Microsoft のアカウントは、常に SafeGuard Enterprise ゲスト ユーザーとして扱われます。

注
Active Directory と同期している最中は、ユーザーは⾃動的に SafeGuard Enterprise に登録さ
れません。同期中に⾃動登録されなかったユーザーは、同期が終わった後に、コンピュータを再
起動して SafeGuard Enterprise にログオンする必要があります。

 ⾃動登録の使⽤例
ここでは、⾃動登録されるオブジェクトの動作に関する 2つの使⽤例を⽰します。
Active Directory に属さないユーザーまたはコンピュータ
企業において、すべてのユーザーやコンピュータ オブジェクトが Active Directory (AD) に属する
とは限りません (例: ローカル ユーザーなど)。ワークグループが 1つまたは少数の場合、AD は必
要ありません。
このような企業が、SafeGuard Enterprise を展開し、そのユーザーまたはコンピュータ オブ
ジェクトにポリシーを追加することを想定します。この場合、企業の組織構造は、SafeGuard
Management Center を使⽤して、⼿動で次のように作成します。

オブジェクトは、「.⾃動登録済み」フォルダ内に残ります。このようなオブジェクトは、ポリシー
を「.⾃動登録済み」フォルダに適⽤することで、SafeGuard Management Center で管理できま
す。
SafeGuard Enterprise データベースと Active Directory の同期がとれていない
ユーザーが、すでに企業の Active Directory (AD) に所属していることを想定します。ただ
し、SafeGuard Enterprise のデータベースと AD の同期がとれていないとします。ユーザー
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(User 1) が SafeGuard Enterprise にログオンすると、⾃動的に SafeGuard Management
Center の「ユーザーとコンピュータ」エリア、ログオン時に指定したドメイン (ドメイン 1) 配下
に表⽰されます。

これでユーザーは、「.⾃動登録済み」フォルダに含まれるようになりました。オブジェクトは、ポ
リシーを「.⾃動登録済み」フォルダに適⽤することで、SafeGuard Management Center で管理
できます。
次回 AD と SafeGuard Enterprise のデータベースが同期されると、User 1 は、適切な組織単位
(Users) に⾃動的に移動されます。

以後、User 1 に対してポリシーを適⽤するには、組織単位 Users に割り当てる必要があります。
 ⾃動登録オブジェクトの鍵と証明書
各⾃動登録オブジェクトに対して、サーバーの要求に応じて証明書が⽣成されます。
ローカル ユーザーには次の 2つの鍵が与えられます。
• 「⾃動登録済み」コンテナの鍵
• サーバーの要求に応じて⽣成される秘密鍵
ローカル ユーザーには、割り当てられたコンテナに対する他の鍵や、ルート鍵は与えられません。
ワークグループには、鍵は与えられません。

 ⾃動登録オブジェクトのポリシー
⾃動登録オブジェクトに対して作成できるポリシーの数に制限はありません。
ローカル ユーザーは、「認証されたユーザー」グループに追加されます。コンピュータは、「認証
されたコンピュータ」グループに追加されます。各グループに対して有効にしたポリシーは、それ
ぞれのメンバーに適⽤されます。

 ワークグループの作成
必要な権限を持つセキュリティ担当者は、Windows ワークグループを表すルート ディレクトリの
下にコンテナを作成できます。ワークグループには鍵は与えられません。名前を変更することはで
きません。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ウィンドウで「ルート [フィルタ アクティブ]」を右クリックし、「新規作

成 > 新しいワークグループの作成 (⾃動登録)」の順に選択します。
3. 「⼀般情報」で、次の⼿順を実⾏します。

a) ワークグループの「フル ネーム」を⼊⼒します。
b) 必要に応じて、「説明」を追加できます。
c) オブジェクトの種類は、「接続状態」フィールドに表⽰されます。この場合は

「Workgroup」です。
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d) ポリシーが継承されないようにするには、「ポリシー継承のブロック」を選択します。
e) 「OK」をクリックします。

ワークグループが作成されます。デフォルトの「⾃動登録済み」ディレクトリが、ワークグループ
コンテナの下に⾃動的に作成されます。名前を変更することも、削除することもできません。

 ワークグループの削除
ワークグループを削除するには、対象ワークグループに対する「フルアクセス権」が必要です。
ワークグループに割り当てられたメンバーも削除されます。メンバーは、次回ログオンするときに
⾃動的に再登録されます。
ワークグループを削除するには、対象オブジェクトすべてに対する「フルアクセス権」が必要で
す。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、削除するワークグループを右クリックし、「削除」を選択

します。
3. 「はい」をクリックして確定します。
ワークグループが削除されます。所属していたメンバーも削除されます。

注
ワークグループ内のメンバーすべてに対する「フルアクセス権」がないと、ワークグループを削
除することができず、エラーメッセージが表⽰されます。

 新しいドメインの作成
必要な権限を持つセキュリティ担当者は、ルート ディレクトリの下に新しいドメインを作成できま
す。AD (Active Directory) からドメインをインポートしない、またはインポートできない場合の
み (AD が使⽤できないためなど)、新しいドメインの作成が必要になります。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ウィンドウで「ルート [フィルタ アクティブ]」を右クリックし、「新規作

成 > 新しいドメインの作成 (⾃動登録)」の順に選択します。
3. 「⼀般情報」にドメイン コントローラに関する以下の情報を⼊⼒します。

2つの名前は共に正確に⼊⼒する必要があります。正しくなければ、ドメインは同期されませ
ん。
a) フル ネーム: たとえば、computer name.domain.com、またはドメイン コントローラの IP

アドレス
b) 識別名 (読み取り専⽤): DNS 名。たとえ

ば、DC=computername3,DC=domain,DC=country
c) ドメインの説明 (任意)
d) Netbios 名: ドメイン コントローラの名前
e) オブジェクトの種類は「接続状態」の横に表⽰されます。この場合は「Domain」です。
f) ポリシーが継承されないようにするには、「ポリシー継承のブロック」を選択します。
g) 「OK」をクリックします。

新しいドメインが作成されます。ユーザーやコンピュータは、⾃動登録中に⾃動的にこのドメイン
に割り当てられます。デフォルトの「.⾃動登録済み」ディレクトリが、ドメイン コンテナの下に⾃
動的に作成されます。名前を変更することも、削除することもできません。

 ドメイン名の変更
必要な権限を持つセキュリティ担当者は、ドメイン名を変更し、追加プロパティを定義できます。
対象ドメインに対する「フルアクセス権」が必要です。
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1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、名前を変更するドメインを右クリックし、「プロパティ」

を選択します。
3. 「⼀般情報」の下の「フルネーム」でドメイン名と説明を変更します。
4. 「NetBIOS 名」でドメイン コントローラの名前を変更することもできます。
5. また、「コンテナの設定」タブで、⾃動再起動の Wake on LAN モードを定義することもできま

す。
6. 「OK」をクリックして確認します。
これで変更内容が保存されます。

 ドメインの削除
必要な権限を持つセキュリティ担当者は、ドメインを削除できます。ドメインを削除するには、対
象ドメインに対する「フルアクセス権」が必要です。ドメインに割り当てられたメンバーも削除さ
れます。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、削除するドメインを右クリックし、「削除」を選択しま

す。
3. 「はい」をクリックします。
ドメインが削除されます。所属していたメンバーも削除されます。
ドメインのメンバーすべてに対する権限が「フルアクセス権」より低い場合、ドメインを削除する
ことができず、エラーメッセージが表⽰されます。

 ⾃動登録されたコンピュータの削除
⾃動登録されたコンピュータを削除すると、このコンピュータのローカル ユーザーもすべて削除さ
れます。ユーザーは、次回このコンピュータにログオンするときに⾃動的に再登録されます。

 ローカルユーザーの表⽰と検索
「ユーザーとコンピュータ」で、左側のナビゲーション ペイン内のビューでローカル ユーザーを
フィルタするか、特定のローカル ユーザーを検索することができます。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. ナビゲーション ウィンドウの左下の「フィルタ」をクリックします。
3. 「種類」で、「ローカル ユーザー」を選択します。特定のユーザーを検索する場合は、そのユー

ザーの名前を⼊⼒します。
4. 検索アイコンをクリックします。
「ユーザーとコンピュータ」ビューが条件に応じてフィルタされます。
Microsoft アカウントは、常に SafeGuard Enterprise ゲスト ユーザーとして扱われます。

3.8.11 鍵と証明書
デフォルト設定の SafeGuard Enterprise では、ディレクトリ構造をインポートする時に、以下の
オブジェクトに対して鍵が⾃動的に⽣成されます。
• ドメイン
• コンテナ/OU
また、これらの鍵は、対応するオブジェクトに割り当てられます。必要に応じて、コンピュータ鍵
およびユーザー鍵が⽣成されます。
グループ⽤の鍵
デフォルト設定の SafeGuard Enterprise では、グループに対して鍵を⾃動的に⽣成しません。デ
フォルトで⽣成しない設定になっています。セキュリティ担当者は、「ツール > オプション」か
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ら「鍵」タブを選択して、この動作を変更できます。「鍵」タブで「グループ」を選択した場合、
データベースの同期後、SafeGuard Enterprise でグループ鍵が⾃動的に⽣成されます。「同期」
タブの下部に、同期を実⾏した後、鍵の⽣成対象の項⽬が表⽰されます。
鍵を削除することはできません。鍵は SafeGuard Enterprise Database 内に永続的に保持されま
す。
エンドポイントを初めて起動するときに、SafeGuard Enterprise によってこのエンドポイントの
コンピュータ鍵 (定義済みのマシン鍵) が⽣成されます。
定義済みのマシン鍵は、エンドポイントにボリューム ベースの暗号化機能がインストールされた場
合のみ⽣成されます。
各ユーザーは、ログオン時に各⾃のユーザー鍵リングからすべての鍵を取得します。ユーザー鍵リ
ングは、以下の鍵から構成されています。
• ユーザーがメンバーとして属するグループの鍵
• ユーザーがメンバーとして属するグループのコンテナ全体/OU の鍵
ユーザー鍵リング内の鍵によって、ユーザーがアクセスできるデータが決まります。ユーザーは、
対応する鍵のあるデータのみにアクセスできます。
ユーザーの鍵リングに表⽰する未使⽤のグループ鍵の数を制限するには、鍵を⾮表⽰にすることが
できます。詳細は、鍵の⾮表⽰ (p. 124)を参照してください。
特定のユーザーのすべての鍵を表⽰するには、「ユーザーとコンピュータ」をクリックし、「鍵」
タブを選択します。
すべての鍵を表⽰するには、SafeGuard Management Center で「鍵と証明書」をクリックし
て、「鍵」を選択します。「割り当てられた鍵」および「⾮アクティブな鍵」の⼀覧を⽣成できま
す。
「割り当てられた鍵」の⼀覧には、「読み取り専⽤」または「フルアクセス権」権限のあるオブ
ジェクトに対して割り当て済みの鍵のみが表⽰されます。「鍵」ビューには、アクセス可能かどう
かに関わらず、鍵の総数が表⽰されます。「割り当てられた鍵」の⼀覧には、アクセス権限に応じ
て使⽤可能な鍵の数が表⽰されます。
1. 「ユーザーとコンピュータ」をクリックすると表⽰が開きます。
2. 選択したオブジェクトの鍵が、処理ペインおよび個々のビューに表⽰されます。
3. 処理ペインの内容は、ナビゲーション ペインでの選択内容に応じて表⽰されます。選択したオ

ブジェクトに割り当てられたすべての鍵が表⽰されます。
4. 「使⽤できる鍵」で、使⽤できる鍵すべてが表⽰されます。選択したオブジェクトにすでに割

り当てられている鍵はグレーアウト表⽰されます。「フィルタ」を選択すると、オブジェクト
に割り当て済みの鍵 (有効) とオブジェクトに未割り当ての鍵 (無効) が切り替わります。

インポート後、各ユーザーは、データの暗号化に使⽤できる鍵をいくつか受け取ります。

 データの暗号化に使⽤する鍵
「デバイス保護」タイプのポリシーを定義すると、特定のボリュームの暗号化に使⽤する鍵がユー
ザーに割り当てられます。
「デバイス保護」タイプのポリシーで、メディアごとに「暗号化に使⽤される鍵」を指定できま
す。
ここでは、ユーザーが暗号化に使⽤できる鍵または使⽤する必要がある鍵を定義します。
• ユーザー鍵リング内の任意の鍵

Windows にログオン後、ユーザーは、個々のボリュームの暗号化に使⽤する鍵を選択できま
す。ダイアログが表⽰され、ユーザーは必要な鍵を選択できます。
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• ユーザー鍵リング内の任意の鍵 (ユーザー鍵を除く)
ユーザーはデータの暗号化に⾃⾝の個⼈⽤の鍵を使⽤できません。

• ユーザー鍵リング内の任意のグループ鍵
ユーザーは、⾃⾝のユーザー鍵リング内のグループ鍵を 1つだけ選択できます。

• 定義済みのマシン鍵
定義済みのマシン鍵は、このコンピュータを初めて起動するときに、SafeGuard Enterprise
によってこのコンピュータ専⽤に⽣成される固有の鍵です。ユーザーは他に選択することは
できません。通常、定義済みのマシン鍵が、起動およびシステム パーティション、および、
「Documents and Settings」が置かれているドライブに使⽤されます。

• ⼀覧の定義済みの鍵
ユーザーが暗号化に必要な特定の鍵を定義できます。この⽅法でユーザーに対して鍵を指定す
るには、「暗号化の定義済みの鍵」で鍵を定義する必要があります。このオプションは、「⼀
覧の定義済みの鍵」を選択すると表⽰されます。
「暗号化の定義済みの鍵」の横にある「[...]」ボタンをクリックすると、ダイアログが表⽰さ
れ、鍵を指定できます。ユーザーが対応する鍵を所有していることも確認します。
選択する鍵をハイライト表⽰し、「OK」をクリックします。選択した鍵は、エンドポイント コ
ンピュータで暗号化に使⽤されます。

 ユーザーとコンピュータで鍵を割り当てる⽅法
ユーザーに鍵を割り当てるには、対象オブジェクトに対する「フルアクセス権」が必要です。
ユーザーに新しい鍵を割り当てる⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインで、対象のオブジェクト (ユーザー、グループ、コンテナなど) を選択しま

す。
3. 「鍵」タブで右クリックして、ショートカット メニューから「新しい鍵の割り当て」を選択しま

す。
4. 「新しい鍵の割り当て」ダイアログで次の操作を⾏います。

a) 鍵の「シンボリック名」および「説明」を⼊⼒します。
b) ユーザーの鍵リングで鍵を⾮表⽰にするには、「鍵の⾮表⽰」チェック ボックスを選択しま

す。
5. 「OK」をクリックします。
鍵が割り当てられ、「鍵」タブに表⽰されます。

 ユーザーとコンピュータで鍵の割り当てを解除する⽅法
「鍵の割り当てを解除する」権限を持っていることを確認します。この権限は、「セキュリティ担
当者」のロールとして事前定義されています。
個⼈鍵の割り当てを解除するには、「個⼈鍵を管理する」権限も必要になります。この権限は、デ
フォルトでマスターセキュリティ管理者のみに付与されています。
鍵の割り当てを解除する⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインで、対象のオブジェクト (ユーザー、グループ、コンテナなど) を選択しま

す。
3. 「鍵」タブで鍵を選択します。
4. 鍵を右クリックしてショートカットメニューから「削除」を選択します。
5. 確認ダイアログボックスが表⽰されたら、「はい」をクリックします。
6. 「OK」をクリックします。
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鍵の割り当てが解除されます。「鍵」タブから削除され、「利⽤できる鍵」のリストに表⽰されま
す。

 鍵の⾮表⽰
エンドポイントでユーザーの鍵リングに表⽰する未使⽤のグループ鍵の数を制限するため、鍵を
⾮表⽰にすることができます。ユーザーの鍵リングに表⽰されていない鍵を使⽤して暗号化された
ファイルにアクセスすることはできますが、ファイルを新たに暗号化することはできません。
鍵を⾮表⽰にする⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center を開き、「鍵と証明書」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインで、「鍵 > 割り当てられた鍵」をクリックします。

「割り当てられた鍵」ビューに「鍵を表⽰しない」列が表⽰されます。
3. ⾮表⽰にする鍵を指定する⽅法には、次の 2とおりあります。

• 該当する鍵に対して「鍵を表⽰しない」チェック ボックスを選択します。
• 1つまたは複数の鍵を選択して右クリックして、ショートカット メニューを表⽰します。

「ユーザーに鍵を表⽰しない」を選択します。
4. 変更内容をデータベースに保存します。
指定した鍵は、ユーザーの鍵リングに表⽰されなくなります。
エンドポイントにてユーザーの鍵リングを表⽰することに関する詳細は、SafeGuard Enterprise
ユーザー ヘルプの「SafeGuard Enterprise 機能へのアクセス」の章を参照してください。
鍵を⾮表⽰にして暗号化することがポリシーで指定されている場合、エンドポイントにおける暗号
化で「鍵を表⽰しない」の設定内容は無視されます。

 File Encryption を使ったファイル ベースの暗号化⽤の個⼈鍵
個⼈鍵は、特定のユーザーに対して作成される特別な暗号鍵で、他のユーザーと共有することは
できません。特定のユーザーに対してアクティブな個⼈鍵は、「アクティブな個⼈鍵」と呼ばれま
す。アクティブな個⼈鍵を他のユーザーに割り当てることはできません。
「File Encryption」ポリシーでは、鍵名でなく、「個⼈鍵」プレースホルダを使⽤して暗号化
ルールを定義することができます。このようなルールでは、ユーザーのアクティブな個⼈鍵が使⽤
されます。
パス C:\encrypt を個⼈鍵を使って暗号化する暗号化ルールを定義すると、ユーザーごとに異なる
鍵が使⽤されます。したがって、特定のフォルダ内の情報は、該当するユーザーごとに機密扱いで
きます。詳細は、ロケーションベースの File Encryption (p. 249)を参照してください。
File Encryption ルールで、暗号化に使⽤する個⼈鍵が定義されている場合、アクティブな個⼈鍵を
持っていない該当ユーザーに対して、個⼈鍵が⾃動的に作成されます。
必要な権限のあるセキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center で、⼀部のユーザー
や特定のグループ内のすべてのユーザーに対して、個⼈鍵を作成することができます。また、ユー
ザーが会社を辞めた場合など、アクティブな個⼈鍵を降格することもできます。

 個⼈鍵の⾃動作成
File Encryption ルールで、暗号化に使⽤する個⼈鍵が定義されている場合、アクティブな個⼈鍵を
持っていないユーザー⽤の個⼈鍵は、SafeGuard Enterprise Server で⾃動的に作成されます。エ
ンドポイントでポリシーを受信してから、必要となるアクティブな個⼈鍵が使⽤可能になるまでの
間、ユーザーは File Encryption ルールが適⽤されているフォルダ内で新しいファイルを作成する
ことができません。
個⼈鍵を使⽤する File Encryption ポリシーを、多数のユーザー (数百⼈以上) に対して初め
て展開する場合は、SafeGuard Management Center で個⼈鍵を作成することを推奨します。
詳細は、複数のユーザーに対して個⼈鍵を作成する (p. 125)を参照してください。これによっ
て、SafeGuard Enterprise Server に与える負荷が軽減されます。
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 ユーザー 1⼈に対して個⼈鍵を作成する⽅法
個⼈鍵を作成するには、「鍵の作成」および「鍵を割り当てる」権限が必要です。さらに、対象オブ
ジェクトに対する「フルアクセス権」が必要です。アクティブな個⼈鍵を置き換えるには、「個⼈鍵
を管理する」権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインで、対象ユーザーを選択します。
3. 「鍵」タブで右クリックして、ショートカット メニューから「新しい鍵の割り当て」を選択しま

す。
4. 「新しい鍵の割り当て」ダイアログで次の操作を⾏います。

a) 個⼈鍵の説明を⼊⼒します。
b) 個⼈鍵をユーザーの鍵リングで⾮表⽰にする場合は、「鍵の⾮表⽰」を選択します。

5. アクティブな個⼈鍵を持っている、または、まだ持っていないユーザーのどちらに対して個⼈鍵
を作成しているかによって、「新しい鍵の割り当て」ダイアログに表⽰されるチェックボックス
は異なります。表⽰されるチェックボックスを選択して、新しく作成された鍵を個⼈鍵として定
義してください。
• 個⼈鍵: このチェックボックスは、まだアクティブな個⼈鍵を持っていないユーザーに対して

表⽰されます。
• アクティブな個⼈鍵を置き換える: このチェックボックスは、すでにアクティブな個⼈鍵を

持っているユーザーに対して表⽰されます。
6. 「OK」をクリックします。
選択したユーザーに対して個⼈鍵が作成されます。「鍵」タブに、作成した鍵が、ユーザーの「アク
ティブな個⼈鍵」として表⽰されます。すでにアクティブな個⼈鍵を持っていたユーザーの場合、
既存の鍵は降格され、新しい鍵が与えられます。降格された個⼈鍵は、ユーザーの鍵リングに残りま
す。アクティブな個⼈鍵を他のユーザーに割り当てることはできません。

 複数のユーザーに対して個⼈鍵を作成する
個⼈鍵を作成するには、「鍵の作成」および「鍵を割り当てる」権限が必要です。さらに、対象オブ
ジェクトに対する「フルアクセス権」が必要です。既存のアクティブな個⼈鍵を置き換えるには、
「個⼈鍵を管理する」権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 個⼈鍵を作成する対象のノードを、ナビゲーション ペインで右クリックします。

• ドメインノード
• ルートやドメイン内の「.⾃動登録済み」ノード
• 組織単位のノード

3. ショートカット メニューで「ユーザー⽤の個⼈鍵の作成」を選択します。
4. 「ユーザー⽤の個⼈鍵を作成する」ダイアログで次の操作を実⾏します。

a) 個⼈鍵の説明を⼊⼒します。
b) 個⼈鍵をユーザーの鍵リングで⾮表⽰にする場合は、「鍵の⾮表⽰」を選択します。
c) 既存のアクティブな個⼈鍵を新しいもので置き換えるには、「既存のアクティブな個⼈鍵を置

き換える」を選択します。
5. 「OK」をクリックします。
選択したノード内のユーザーすべてに対して、それぞれ個⼈鍵が作成されます。「鍵」タブに、作成
した鍵がそれぞれ、各ユーザーの「アクティブな個⼈鍵」として表⽰されます。すでにアクティブな
個⼈鍵を持っていたユーザーに対して「既存のアクティブな個⼈鍵を置き換える」を選択した場合、
既存の鍵は降格され、新しい鍵が与えられます。降格された個⼈鍵はそれぞれ、各ユーザーの鍵リン
グに残ります。個別のアクティブな個⼈鍵を他のユーザーに割り当てることはできません。
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 アクティブな個⼈鍵の降格
アクティブな個⼈鍵を⼿動で降格するには、「鍵を変更する」および「個⼈鍵を管理する」権限が必
要です。デフォルトで、「個⼈鍵を管理する」権限は、事前定義済みのロール、「マスター セキュリ
ティ担当者」に割り当てられていますが、ユーザーが新たに定義したロールに割り当てることもでき
ます。さらに、対象オブジェクトに対する「フルアクセス権」が必要です。
ユーザーが会社を辞めた場合など、アクティブな個⼈鍵を⼿動で降格することができます。「個
⼈鍵を管理する」権限がある場合、このユーザーの降格された個⼈鍵を他のユーザーに割り当て、
この鍵で暗号化されたファイルへの読み取り専⽤アクセスを与えることができます。ただし、他の
ユーザーは、この鍵を使ってファイルを暗号化することはできません。
この操作を元に戻すことはできません。降格された個⼈鍵は、いかなるユーザーに対してもアク
ティブな個⼈鍵として使⽤することはできません。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインで、対象ユーザーを選択します。
3. 「鍵」タブで、「アクティブな個⼈鍵」を右クリックし、ショートカット メニューで「個⼈鍵の

降格」を選択します。
鍵は降格されます。これは、引き続き個⼈鍵ですが、アクティブな個⼈鍵として使⽤することはでき
なくなりました。File Encryption ルールで、暗号化に使⽤する個⼈鍵が定義されている場合、アク
ティブな個⼈鍵を持っていないユーザー⽤の個⼈鍵は、SafeGuard Enterprise Server で⾃動的に作
成されます。

 証明書
• ユーザーごとに証明書 1つのみを割り当てることができます。ユーザー証明者がトークンに保存さ

れている場合、ユーザーは、そのトークン (暗号化トーク - Kerberos) を使⽤してのみ各⾃のエン
ドポイントにログオンすることができます。

• ユーザー証明書をインポートするときに、証明書の公開セクションと個⼈⽤セクションの両⽅
がインポートされることに注意してください。公開セクションしかインポートされなかった場
合には、トークン認証のみに対応します。

• CA 証明書と CRL (証明書失効リスト) の組み合わせが⼀致する必要があります。そうしない
と、ユーザーは対応するエンドポイントにログオンできません。組み合わせが正しいかどうか
を確認してください。SafeGuard Enterprise では、この確認は⾏われません。

• 証明機関 (CA) 証明書をデータベースで削除して、再使⽤しない場合は、すべての管理者コン
ピュータのローカル ストアから、これらの証明書を⼿動で削除する必要があります。
同じトークン上に古い鍵と新しい鍵が存在する場合、SafeGuard Enterprise は期限が切れてい
る証明書のみと通信できます。

• CA 証明書をトークンから取得して、データベースまたは証明書ストアに保存することはできま
せん。CA 証明書を使⽤する場合は、トークンだけでなくファイル形式でも使⽤できる必要があ
ります。これは CRL にも当てはまります。

• SafeGuard Enterprise によって⽣成される証明書は、SHA-1 または SHA-256 で署名されて
います。SHA-256 ではよりセキュリティ機能が拡張されており、デフォルトで、初回インス
トールに対して使⽤されます。SafeGuard Enterprise 6 以前のエンドポイントを管理する必要
がある場合、または以前のバージョンからアップグレードする場合は、デフォルトで SHA-1 が
使⽤されます。

• 顧客によって提供され、SafeGuard Enterprise にインポートされた証明書は、現
在、RFC3280 に基づいて検証されません。たとえば、暗号化⽬的で署名の証明書を使⽤するこ
とは禁⽌されていません。

• セキュリティ担当者のログオン証明書は「MY」証明書ストアにある必要があります。
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「鍵と証明書」にある「割り当てられた証明書」の⼀覧には、「読み取り専⽤」または「フルアク
セス権」権限のあるオブジェクトに対して割り当て済みの証明書のみが表⽰されます。「証明書」
ビューには、アクセス可能かどうかに関わらず、証明書の総数が表⽰されます。「割り当てられた
証明書」の⼀覧には、アクセス権限に応じて使⽤可能な証明書の数が表⽰されます。
証明書を変更するには、ユーザーが所属するコンテナに対する「フルアクセス権」が必要です。

 CA 証明書と証明書失効リストのインポート
CA 証明書を使⽤している場合は、証明書失効リスト (CRL) を含む、完全な CA 階層を
SafeGuard データベースにインポートしてくださ。CA 証明書をトークンから取得することはでき
ず、⼀⽅、ファイルとして SafeGuard Enterprise データベースにインポートできる必要がありま
す。証明書失効リスト (CRL) についても同様です。
1. SafeGuard Management Center を開き、「鍵と証明書」をクリックします。
2. 「証明書」をクリックして、ツールバーで「CA 証明書をインポートする」アイコンをクリックし

ます。インポートする CA 証明書ファイルを参照します。
インポートした証明書が、右側の作業ペインに表⽰されます。

3. 「証明書」をクリックして、ツールバーで「CRL のインポート」アイコンをクリックします。イ
ンポートする CRL ファイルを参照します。
インポートした CRL が、右側の作業ペインに表⽰されます。

4. CA と CRL が正しく、また⼀致することを確認してください。当該のコンピュータにユーザーが
ログオンするには、CA 証明書が CRL と⼀致する必要があります。SafeGuard Enterprise では、
この確認は⾏われません。

 ⾃⼰署名証明書のアルゴリズムの変更
• SafeGuard Enterprise のすべてのコンポーネントがバージョン 6.1 以降である必要があります。
企業証明書、マシン証明書、セキュリティ担当者証明書、ユーザー証明書など、SafeGuard
Enterprise によって⽣成される証明書は、セキュリティを強化するため、デフォルトで、初回のイ
ンストール時に「SHA-256」ハッシュ アルゴリズムで署名されます。
SafeGuard Enterprise 6 以前からアップグレードする場合、デフォルトで、「SHA-1」ハッシュ
アルゴリズムが⾃⼰署名証明書に使⽤されます。アップグレード完了後、セキュリティを強化する
ため、⼿動で「SHA-256」に変更可能です。
SafeGuard Enterprise のコンポーネントすべてとエンドポイントが、最新バージョンにアッ
プグレード済みの場合のみ、アルゴリズムを「SHA-256」に変更するようにしてください。
「SHA-256」は、SafeGuard Enterprise 6 エンドポイントが SafeGuard Management Center
7 によって管理されているなど、バージョンが混在した環境には対応していません。バージョンが
混在した環境では、ここで説明するタスクを実⾏して、アルゴリズムを「SHA-256」に変更しな
いようにしてください。
⾃⼰署名証明書のアルゴリズムを変更する⼿順は次のとおりです。
• ハッシュ アルゴリズムを変更する。
• Certificate Change Order (CCO) を作成する。
• CCO を含む構成パッケージを作成する。
• SafeGuard Enterprise (データベース) サーバーを再起動する。
• エンドポイントに構成パッケージを配布し、展開する。
⾃⼰署名証明書のアルゴリズムを変更する⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center で、「ツール > オプション」を選択します。
2. 「全般」タブの「証明書」で、必要なアルゴリズムを「証明書⽣成⽤ハッシュアルゴリズム」で

選択して、「OK」をクリックします。
3. 「証明書」タブの「要求」で、「更新」をクリックします。「企業証明書の更新」で、CCO の名

前を⼊⼒し、バックアップのパスも指定します。P12 ファイル⽤のパスワードを⼊⼒して、確認
⼊⼒します。コメントを⼊⼒した後 (任意)、「作成」をクリックします。
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4. いったんこの変更を⾏うと元に戻すことができず、また、この企業証明書の更新後に作成する構
成パッケージを、すでにインストール済みのエンドポイントで使⽤するには、この CCO を含める
必要がある、という内容のダイアログが表⽰されたら確定します。

5. 更新に成功し、すべての構成パッケージに含める必要のある CCO が作成された、という内容のダ
イアログが表⽰されたら確定します。「OK」をクリックします。

6. 「ツール」メニューの「構成パッケージ ツール」をクリックします。
7. 必要な種類のエンドポイント構成パッケージを次から選択します。「管理型クライアント⽤パッ

ケージ」、「スタンドアロン クライアント⽤パッケージ」。
8. 「構成パッケージの追加」をクリックし、任意の構成パッケージ名を⼊⼒します。
9. 先ほど作成した「CCO」を選択します。
10.必要に応じてさらに設定を⾏います。
11.構成パッケージ (MSI) の出⼒パスを指定します。
12.「構成パッケージの作成」をクリックします。

これで、指定したディレクトリに構成パッケージ (MSI) が作成されました。
13.すべての SafeGuard Enterprise (データベース) サーバーを再起動します。
14.このパッケージを SafeGuard Enterprise の管理対象エンドポイントに配布して、展開します。
SafeGuard Enterprise によって⽣成される証明書は、変更後のアルゴリズムで署名されるように
なります。詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 116791 を参照してください。

 Active Directory からの証明書の割り当て
• Active Directory に保存されている証明書は、ユーザープロパティの「公開された証明書」タブ

に表⽰されます。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 証明書を割り当てるユーザーを選択し、右側の作業ペインで「証明書」タブを開きます。
3. SafeGuard Management Center のツールバーで、「ディレクトリ内で証明書を検索」アイコン

をクリックするか、または「処理」メニューから「ディレクトリ内で証明書を検索」を選択しま
す。

4. 「ディレクトリから証明書を割り当てる」ダイアログで証明書を選択します。
5. 「OK」をクリックします。
証明書がユーザーに割り当てられます。ユーザーごとに証明書 1つのみを割り当てることができま
す。

 証明書の作成と割り当て
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 証明書を割り当てるユーザーを選択し、右側の作業ペインで「証明書」タブを開きます。
3. SafeGuard Management Center のツールバーで、「証明書の追加」アイコンをクリックする

か、または「処理」メニューから「証明書の追加」を選択します。
4. パスワードを⼊⼒して、確認します
5. 「OK」をクリックします。
証明書がユーザーに割り当てられます。ユーザーごとに証明書 1つのみを割り当てることができま
す。

 企業証明書とマスター セキュリティ担当者証明書のエクスポート
SafeGuard Enterprise のインストールでは、次の 2つのファイルは重要なため、安全な場所に
バックアップしておく必要があります。
• SafeGuard データベースに保存された企業証明書。
• SafeGuard Management Center がインストールされているコンピュータの証明書ストアにあ

るマスター セキュリティ担当者 (MSO) の証明書。
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どちらの証明書も、バックアップを⽬的として .p12 ファイルでエクスポートできます。インス
トールを復元するには、関連する企業およびセキュリティ担当者の証明書を .p12 ファイルとして
インポートし、新しいデータベースの設定時に使⽤します。このようにすると、データベース全体
を復元する必要がありません。

注
このタスクは、SafeGuard Management Center の初期設定を終えたら、すぐに実⾏することを
推奨します。

マスター セキュリティ担当者証明書をエクスポートする⽅法は、マスター セキュリティ担当者証
明書のエクスポート (p. 100)を参照してください。

 企業証明書のエクスポート
マスター セキュリティ担当者のみが、バックアップ等の⽬的のために、企業証明書をエクスポート
できます。
1. SafeGuard Management Center で、「ツール > オプション」を選択します。
2. 「証明書」タブを選択し、「企業証明書」セクションの「エクスポート」をクリックします。
3. エクスポートされたファイルを保護するために、パスワードを⼊⼒するように求められます。パ

スワードを⼊⼒し、確認のために再⼊⼒して、「OK」をクリックします。
4. ファイルの名前と保存場所を⼊⼒して、「OK」をクリックします。
企業証明書が .p12 ファイルとして指定した場所にエクスポートされ、復旧作業に使⽤できるよう
になります。

3.8.12 Company Certificate Change Order
Company Certificate Change Order (CCO) は、次の操作を⾏うために使⽤します。
• 企業証明書を更新する: 間もなく期限切れになる場合。

管理対象および管理対象外のエンドポイントの両⽅に対して企業証明書を更新できますが、操
作は管理コンソールのみで実⾏できます。

• 管理対象外のエンドポイントを別の環境に移動する: 異なる環境にある 2つの Sophos
SafeGuard を 1つの Sophos SafeGuard 環境に結合する場合などです。いずれか 1つの環境を
移動先の環境に指定します。
これを⾏うには、1つの環境の企業証明書を、移動先の環境の企業証明書と交換します。
マスター セキュリティ担当者のみが、CCO を作成できます。他のセキュリティ担当者に CCO
の作成権限を与えるには、マスター セキュリティ担当者は、カスタムロールを作成して、それ
に「CCO を管理する」権限を割り当てる必要があります。

 企業証明書を更新する
間もなく期限切れになる企業証明書は、SafeGuard Management Center で更新することがで
きます。企業証明書の有効期限が切れる 6ヵ⽉前から、ログオン時に SafeGuard Management
Center で警告が表⽰されます。有効な企業証明書がないと、エンドポイントはサーバーに接続する
ことができません。企業証明書の更新には、次の 3つのステップがあります。
• Certificate Change Order (CCO) を作成する。
• CCO を含む構成パッケージを作成する。
• サーバーを再起動し、エンドポイントに構成パッケージを配布、展開する
企業証明書を更新する⽅法は次のとおりです。
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1. SafeGuard Management Center で、「ツール > オプション」を選択します。
2. 「証明書」タブを選択し、「要求」セクションの「更新」をクリックします。
3. 「企業証明書の更新」ダイアログで、CCO の名前を⼊⼒し、バックアップのパスも指定しま

す。P12 ファイル⽤のパスワードを⼊⼒して、確認⼊⼒します。コメントを⼊⼒した後 (任意)、
「作成」をクリックします。

4. いったんこの変更を⾏うと元に戻すことができず、また、この企業証明書の更新後に作成する構
成パッケージを、すでにインストール済みのエンドポイントで使⽤するには、この CCO を含める
必要がある、という内容のダイアログが表⽰されたら確定します。

5. 更新に成功し、すべての構成パッケージに含める必要のある CCO が作成された、という内容のダ
イアログが表⽰されたら確定します。「OK」をクリックします。

6. 「ツール」メニューの「構成パッケージ ツール」をクリックします。
7. 「管理型クライアント⽤パッケージ」を選択します。
8. 「構成パッケージの追加」をクリックし、任意の構成パッケージ名を⼊⼒します。
9. 「プライマリ サーバー」を割り当てます (「セカンダリ サーバー」は任意です)。
10.企業証明書を更新するために作成した「CCO」を選択します。
11.「転送の暗号化」モードを選択して、SafeGuard Enterprise Client と SafeGuard Enterprise

Server との間の接続を暗号化する⽅法を定義します。SafeGuard 転送暗号化と SSL 暗号化の 2
種類から選択できます。
SSL の利点は、標準プロトコルであること、また SafeGuard 転送暗号化と⽐較して、より⾼速な
接続を実現できることです。SSL 暗号化は、デフォルトで選択されています。SSL を使⽤して転
送の接続を保護する⽅法の詳細は、SSL での通信内容の暗号化 (p. 30)を参照してください。

12.構成パッケージ (MSI) の出⼒パスを指定します。
13.「構成パッケージの作成」をクリックします。

「転送データの暗号化」モードとして SSL 暗号化を選択した場合は、サーバー接続が検証されま
す。接続に失敗すると、警告メッセージが表⽰されます。

これで、指定したディレクトリに構成パッケージ (MSI) が作成されました。すべての SGN サー
バーを必ず再起動してください。このパッケージを SafeGuard Enterprise の管理対象エンドポイ
ントに配布して、展開する必要があります。

 企業証明書の置き換え
エンドポイントを 1つのスタンドアロン環境からもう 1つのスタンドアロン環境に移動する場合、企
業証明書を置き換える必要があります。移動するエンドポイントには、移動先の環境の企業証明書が
必要です。そうでない場合、このエンドポイントに、新しい環境のポリシーを適⽤することができま
せん。
次の前提条件を満たす必要があります。
どちらの Management Center 環境をもとに操作を⾏うか (つまり置き換え元と置き換え先)
を決定してください。移動するエンドポイントの構成パッケージを作成したときに使⽤した
Management Center は置き換え元になります。エンドポイントの移動先にある Management
Center は置き換え先になります。
企業証明書を置き換える⽅法は次のとおりです。
1. 置き換え先の Management Center を開き、「ツール > オプション」を選択します。
2. 「証明書」タブを選択し、「企業証明書」の「エクスポート」ボタンをクリックします。
3. 証明書のバックアップ⽤パスワードを⼊⼒・確認⼊⼒して、出⼒先ディレクトリとファイル名を

選択します。
企業証明書が出⼒されます (.cer ファイル)。

4. 置き換え元の Management Center を開き、「ツール > オプション」を選択します。
5. そして、「証明書」タブを選択し、「要求」セクションの「作成...」をクリックします。
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6. 「CCO の作成」ダイアログで、置き換え先の Management Center で出⼒した企業証明書 (ス
テップ 1) を参照します。正しい証明書が選択されていることを確認します。

7. 「作成」をクリックして .cco ファイルの出⼒先ディレクトリとファイル名を選択しま
す。Company Certificate Change Order (CCO) を作成することを確認します。CCO は、特
定のエンドポイントに関連付けされていません。CCO を使⽤すれば、置き換え元の環境にある任
意のエンドポインを移動できます。

8. 置き換え先の Management Center で、置き換え元の Management Center で作成した CCO を
インポートします。

9. 「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」をクリックし、「CCO」タブを選択します。
10.「インポート」をクリックします。
11.「CCO のインポート」ダイアログで、置き換え元の Management Center で作成した CCO を選

択し、CCO 名と説明 (任意) を⼊⼒します。「OK」をクリックします。
12.置き換え先の Management Center で、構成パッケージを作成します。
13.「ツール」メニューの「構成パッケージ ツール > スタンドアロン クライアント⽤パッケージ」

をクリックして、新しい構成パッケージを追加します。
14.「CCO」カラムのドロップダウン メニューで、インポートした CCO を選択します。
15.「構成パッケージの出⼒パス」で、パスを指定します。
16.「構成パッケージの作成」をクリックします。

指定した場所に構成パッケージが作成されます。
17.この構成パッケージを、移⾏するすべてのエンドポイントにインストールします。

 Company Certificate Change Order (CCO) の管理
SafeGuard Management Center の「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」をクリッ
クします。作成された CCO すべてが、「CCO」タブに表⽰されます。
選択した CCO の詳細情報は、ダイアログの下部に表⽰されます。
企業証明書を更新するために CCO が作成された場合、更新する証明書は「元の企業証明書」で
す。エンドポイントを移動するために CCO が作成された場合は、移動先の環境の企業証明書を更
新してください。
「移動先の企業証明書」は、企業証明書を更新するため、またはエンドポイントの移動先の環境の
企業証明書を更新するために CCO が作成された場合の新しい企業証明書です。
証明書の詳細の下には、選択した CCO の対象タスクが表⽰されます。
CCO を管理するには、「CCO を管理する」権限が必要です。

インポート(I)
構成パッケージの作成時に、企業証明書を変更するために別の管理ツールを使⽤して作成した CCO
を指定するには、まず、その CCO をインポートする必要があります。
「インポート...」をクリックすると表⽰されるダイアログで、CCO を選択して、名前を付けること
ができます。ここで付けた名前は、「構成パッケージ ツール」の「CCO」タブに表⽰されます。

エクスポート
「エクスポート」機能を使って、データベースに保存されている CCO をエクスポートした
後、.cco 形式で使⽤することができます。
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3.8.13 ライセンス
SafeGuard Enterprise を SafeGuard Enterprise Management Center と共に実環境で使⽤する
には、有効なライセンスが必要です。たとえば、SafeGuard Enterprise データベースでポリシー
をエンドポイントに配布するには、有効なライセンスが必要です。トークン管理のためにも、適切
なトークン ライセンスが必要です。
ライセンス ファイルは、セールス パートナーから⼊⼿できます。インストールの後で、ライセン
ス ファイルを SafeGuard Enterprise データベースにインポートする必要があります。
ライセンス ファイルには、次のような情報が含まれます。
• モジュールあたり購⼊したライセンス数。
• ライセンス所有者名
使⽤可能なライセンス数または許容限度を超える場合は、SafeGuard Management Center を起
動するときに、関連する警告/エラー メッセージが表⽰されます。
SafeGuard Management Center の「ユーザーとコンピュータ」ペインには、インストールされ
ている SafeGuard Enterprise システムのライセンスの状態の概要が表⽰されます。ライセンス状
態は、ルート ノード、ドメイン、OU、コンテナ オブジェクト、およびワークグループの「ライ
センス」タブに表⽰されます。セキュリティ担当者は、ライセンスの状態に関する詳細をここで参
照することができます。⼗分な権限がある場合は、ライセンスを SafeGuard Enterprise のデータ
ベースにインポートすることもできます。

 ライセンス ファイル
SafeGuard Enterprise データベースへのインポート⽤に提供されるライセンス ファイルは、署名
付きの .XML ファイルです。ファイルには、次の情報が含まれます。
• 会社名
• 追加情報 (部⾨、⼦会社など)
• 発⾏⽇
• モジュールあたりのライセンスの数
• トークン ライセンス情報
• ライセンスの有効期限
• ライセンスの種類 (デモまたはフル ライセンス)
• ライセンス署名証明書による署名

 トークン ライセンス
トークンまたはスマートカードを管理するには、適切なトークン ライセンスが必要です。適切なラ
イセンスがない場合、SafeGuard Management Center でトークンのポリシーを作成することはで
きません。

 評価ライセンス
評価ライセンスファイルを使⽤して製品を評価することができます。これらのライセンスには期間
の制約があり、有効期限が設けられていますが、機能の⾯での制限はありません。
テストライセンスを通常の運⽤環境で使⽤することはできません。
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SafeGuard Management Center をインストールし、構成ウィザードを完了したら、ダウンロー
ドしたテストライセンスをインポートできます。詳細は、ライセンス ファイルのインポート (p.
134)を参照してください。
ライセンスをインポートするまで、ライセンスのインポートを促すメッセージが、SafeGuard
Management Center を開始するたびに表⽰されます。

 評価ライセンスファイル
製品をダウンロードする際、評価ラインセンスファイルも同時にダウンロードできます。この評価
ライセンス (SafeGuard Enterprise Evaluation License) には、モジュールごとに 5つのライセン
スが含まれ、対象の SafeGuard Enterprise バージョンのリリース時点から 2年間の有効期限が設
定されています。

 カスタマイズ版デモ ライセンス ファイル
評価にあたり、デフォルトのライセンス ファイルに含まれているライセンス数以上のライセンスが
必要な場合は、特定のニーズに合わせてカスタマイズされたデモ ライセンスを⼊⼿することもでき
ます。カスタマイズ版デモ ライセンス ファイルを⼊⼿するには、セールス パートナーまでお問い
合わせください。この種のデモ ライセンスにも有効期限があります。また、セールス パートナーと
取り決められたモジュールごとのライセンス数に制限されます。
SafeGuard Management Center を起動すると、デモ ライセンスを使⽤していることを警告する
メッセージが表⽰されます。デモ ライセンスで指定されている使⽤可能なライセンスの数を超えた
場合、または有効期限に達した場合は、エラー メッセージが表⽰されます。

 ライセンス状態の概要
ライセンスの状態の概要の表⽰⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで「ユーザーとコンピュータ」をク

リックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで、ルート ノード、ドメイン、OU、コンテナ オブジェクト、また

はワークグループをクリックします。
3. 処理ペインで、右側の「ライセンス」タブに切り替えます。
ライセンスの状態が表⽰されます。
表⽰は、3つのペインに分かれています。上部には、ライセンスの発⾏対象の顧客名と発⾏⽇が表
⽰されます。
中央には、ライセンスの詳細が表⽰されます。各列には、次の情報が含まれます。

列 説明

状態 (アイコン) 対象モジュールのライセンスの状態 (有効性、警告メッセージ、エ
ラーメッセージ) がアイコンで表⽰されます。

機能 インストール済みのモジュールが表⽰されます。

購⼊されたライセンス インストール済みのモジュールに対して、購⼊されたライセンス数が
表⽰されます。

使⽤されたライセンス インストール済みのモジュールに対して、使⽤されたライセンス数が
表⽰されます。

有効期限 ライセンスの有効期限が表⽰されます。

種類 ライセンスの種類 (デモまたは通常のライセンス) が表⽰されます。

ドメイン/OU の「ライセンス」タブを表⽰した場合は、関連するドメイン内のコンピュータに基づ
く概要が表⽰されます。
この概要の下には、ライセンス済みのトークン モジュールの詳細が表⽰されます。
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下部のペインには、選択しているドメインや OU に関わらず、状態を表す背景⾊ (緑 = 有効、⻩ =
警告、⾚ = エラー) とアイコンのあるメッセージで、ライセンスのグローバルな状態が表⽰されま
す。警告やエラー メッセージが表⽰されている場合は、有効なライセンス状態に戻すための⽅法も
表⽰されます。
「ライセンス」タブに表⽰されるアイコンの意味は次のとおりです。

有効なライセンス

警告

次の場合、モジュールのライセンスに対して警告が表⽰されます。
• ライセンスの数が超過した場合。
• ライセンスの有効期限が切れた場合。

エラー

次の場合、モジュールのライセンスに対してエラーが表⽰されます。
• ライセンスの有効期限が切れてから 1ヵ⽉を超える場合。

ライセンスの状態の概要を更新するには、「使⽤ライセンスの再計算」をクリックしてください。

 ライセンス ファイルのインポート
前提条件: ライセンス ファイルを SafeGuard Enterprise データベースにインポートするには、
「ライセンス ファイルのインポート」権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、ルート ノード、ドメイン、または OU をクリックします。
3. 処理ペインで、右側の「ライセンス」タブに切り替えます。
4. 「ライセンス ファイルのインポート...」ボタンをクリックします。

ライセンス ファイルを選択するためのウィンドウが開きます。
5. インポートするライセンス ファイルを選択し、「開く」をクリックします。

「ライセンスを適⽤しますか︖」ダイアログで、ライセンス ファイルの内容が表⽰されます。
6. 「ライセンスの適⽤」をクリックします。
ライセンス ファイルが SafeGuard Enterprise データベースにインポートされます。
ライセンス ファイルをインポートした後、購⼊済みのモジュールのライセンスの種類は、
「regular」になっています。ライセンスが購⼊されておらず、評価ライセンス (デフォルト ライ
センス ファイル) や個々のデモ ライセンスが使⽤されているモジュールのライセンスの種類は、
「demo」になっています。
新しいライセンス ファイルをインポートする際、そのライセンス ファイルに含まれているモ
ジュールのみが更新されます。他のモジュールのライセンス情報はすべて、データベースがら取得
したときの状態のままで保持されます。このインポート機能によって、購⼊後に、追加でモジュー
ルを評価する操作が簡略化されます。

 ライセンスの超過
ライセンス ファイルでは、購⼊したライセンス数およびライセンスの有効期限の超過に対する許容
値が設定されています。モジュールごとの有効ライセンス数または有効期限を超過した場合は、最
初に警告メッセージが表⽰されます。システムの動作に影響はなく、機能は制限されません。ライ
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センスの状態を確認し、ライセンスをアップグレードまたは更新できます。許容値は、通常、購⼊
されたライセンス数の 10% に設定されています (最⼩値: 5、最⼤値: 5,000)。
許容値を超えた場合は、エラー メッセージが表⽰されます。この場合、機能は制限されます。エン
ドポイントへのポリシーの配布は無効になります。これを SafeGuard Management Center で⼿
動で解除することはできません。ライセンスをアップグレードまたは更新しない限り、機能のすべ
てを再び使⽤することはできません。ポリシー配布が無効であることを除くと、機能の制限は、エ
ンドポイントに影響を与えません。すでに割り当てられているポリシーは有効のままです。また、
クライアントをアンインストールすることもできます。
以下のセクションでは、ライセンスを超過した場合のシステムの動作、および機能の制限を解除す
る⽅法について説明します。

 無効なライセンス: 警告
使⽤可能なライセンス数を超える場合は、SafeGuard Management Center を起動するときに警
告メッセージが表⽰されます。
SafeGuard Management Center が開くと「ユーザーとコンピュータ」ペインの「ライセンス」
タブにライセンスの状態の概要が表⽰されます。
警告メッセージで、ライセンスが無効であることが⽰されます。ライセンス ファイルについて表⽰
される詳細情報を参照して、使⽤可能なライセンスの数が超過したモジュールを確認できます。ラ
イセンスを延⻑、更新、またはアップグレードすることで、ライセンスの状態を元に戻すことがで
きます。

 無効なライセンス: エラー
ライセンスの数またはライセンスで設定されている有効期間の許容値を超えると、SafeGuard
Management Center はエラー メッセージを表⽰します。
SafeGuard Management Center では、エンドポイント コンピュータへのポリシーの配布は無効
になっています。
エラー メッセージは「ユーザーとコンピュータ」ペインの「ライセンス」タブに表⽰されます。
ライセンス ファイルについて表⽰される詳細情報を参照して、使⽤可能なライセンスの数が超過し
たモジュールを確認できます。
機能の制限を解除する⽅法は次のとおりです。
• ライセンスを再配布する

ライセンスを使⽤できるようにするには、使⽤していないエンドポイントでソフトウェアをア
ンインストールして、SafeGuard Enterprise データベースから削除します。

• ライセンスをアップグレード/更新する
ライセンスをアップグレードまたは更新するには、セールス パートナーにお問い合わせくださ
い。SafeGuard Enterprise データベースにインポートする新しいライセンス ファイルを⼊⼿
できます。

• 新しいライセンス ファイルをインポートする
ライセンスを更新またはアップグレードした場合は、ライセンス ファイルを SafeGuard
Enterprise データベースにインポートする必要があります。無効なライセンス ファイルが、新
しくインポートしたファイルに置き換わります。

ライセンスを再配布すると、または有効なライセンス ファイルをインポートすると、機能の制限が
直ちに解除され、システムは正常な動作を再開します。
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3.8.14 トークンおよびスマートカード
SafeGuard Enterprise では、トークン/スマートカードを使⽤した認証を⾏うことで、セキュリ
ティ機能を拡張しています。トークン/スマートカードは、証明書、デジタル署名、⽣体認証情報の
格納に使⽤されます。

注
macOS 搭載エンドポイントに対しては、トークンやスマートカードを設定できません。

トークンを使⽤した認証は、次のような 2段階認証の原則に基づいています。ユーザーはトーク
ンを所有し、そのトークンのパスワードを知っている場合のみに使⽤できます。トークンまたはス
マートカードを使⽤する場合、ユーザーに必要なものは、トークンと認証⽤の PIN だけです。
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、
製品およびヘルプにおいて、「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。トークンとスマートカードを使⽤するには適切なライセンスが必要で
す。詳細は、トークン ライセンス (p. 132)を参照してください。
Windows 8 以降には仮想スマートカードという機能が搭載されています。仮想スマート
カードは、従来のスマートカードの機能を TPM をベースに使ってエミュレートしたものです
が、SafeGuard Enterprise では利⽤できません。
SafeGuard Enterprise においてトークンは次の機能や場⾯でサポートされています。
• SafeGuard Power-on Authentication (Windows 8 および Windows 8.1 では利⽤できませ

ん)
• OS レベル
• SafeGuard Management Center へのログオン
トークンが SafeGuard Enterprise のユーザーに発⾏されると、メーカー、種類、シリアル番号、
ログオン データ、証明書などが、SafeGuard Enterprise データベースに格納されます。トークン
は SafeGuard Enterprise でシリアル番号を識別された後に認識されます。
このため次のような重要なメリットが得られます。
• どのトークンが発⾏されており、どのユーザーに割り当てられているかがわかる。
• 発⾏された⽇時がわかる。
• トークンを紛失した場合、セキュリティ担当者はそのトークンを特定し、ブロックできます。

これにより、データの悪⽤を防⽌します。
• ただし、セキュリティ担当者は、たとえばユーザーが PIN を忘れてしまった場合に、チャレン

ジ/レスポンスを使⽤して、トークンがなくても⼀時的にログオンを許可できます。

注
SafeGuard ボリュームベースの暗号化で、この復旧オプションは、暗号化トークン
(Kerberos) では使⽤できません。

 トークンの種類
「トークン」という⽤語は、使⽤されているすべてのテクノロジーを指し、特定の種類のデバイス
を指すものではありません。識別や認証のためにデータを保存・転送できるデバイスすべてが含ま
れます (スマートカード、USB トークンなど)。
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SafeGuard Enterprise は、認証に使⽤される次の種類のトークン/スマートカードに対応していま
す。
• ⾮暗号化

SafeGuard POA および Windows での認証は、トークンに保存されているユーザー ログオン
情報 (ユーザー ID/パスワード) を使⽤して実⾏されます。

• 暗号化 - Kerberos
SafeGuard POA および Windows での認証は、トークンに保存されている証明書を使⽤して実
⾏されます。暗号化トークンを管理対象外のエンドポイントで使⽤することはできません。

 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
ユーザーの認証が⾏われます。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。

注
暗号化トークンを管理対象外のエンドポイントで使⽤することはできません。

必要な認証データすべてを含むトークンをユーザーに提供する必要があります。詳細は、トークン
の使⽤の設定 (p. 139)を参照してください。
証明書の最低要件:
• アルゴリズム: RSA
• 鍵⻑: 最低 1024
• 鍵の使⽤法: データの暗号化または鍵の暗号化。

注
Kerberos トークンを使⽤する場合、ログオン復旧に Local Self Help やチャレンジ/レスポンス
を使⽤することはできません。仮想クライアントを使⽤したチャレンジ/レスポンスのみを使⽤で
きます。これでユーザーは、エンドポイント上の暗号化されたボリュームに再度アクセスするこ
とができるようになります。

 コンポーネント
SafeGuard Enterprise でトークン/スマートカードを使⽤するには、次が必要です。
• トークン/スマートカード
• トークン/スマートカード リーダー
• トークン/スマートカード ドライバ
• トークン/スマートカード ミドルウェア (PKCS#11 モジュール)
USB トークン
スマートカードと同様、USB トークンは、スマートカードとスマートカード リーダーから構成
され、両⽅のユニットが単⼀のケースに収められています。USB トークンを使⽤するには、USB
ポートが必要です。

 トークン/スマートカード リーダーおよびドライバ
• Windows

Windows OS レベルでは、PC/SC 互換のカード リーダーに対応しています。PC/SC インター
フェースが、コンピュータとスマートカード間の通信を制御します。これらのカード リーダー
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の多くは、すでに Windows インストールに組み込まれています。SafeGuard Enterprise で対
応するスマートカードには、PKCS#11 互換のスマートカード ドライバが必要です。

• SafeGuard Power-on Authentication
SafeGuard Power-on Authentication では、PC とスマートカード間の通信を制御する PC/
SC インターフェースに対応しています。対応するスマートカード ドライバは固定されてお
り、ユーザーが追加することはできません。適切なスマートカード ドライバは、SafeGuard
Enterprise でポリシーを使⽤して有効にする必要があります。
スマートカード リーダー⽤のインターフェースは標準化されており、多くのカード リーダーで
は USB インターフェースまたは ExpressCard/54 インターフェースを備え、CCID 標準を実
装しています。SafeGuard Enterprise では、これが SafeGuard Power-on Authentication で
対応するための前提条件になります。さらに、ドライバ側で PKCS#11 モジュールに対応して
いる必要があります。

 SafeGuard Power-on Authentication で対応しているトークン/スマートカード
SafeGuard Enterprise は SafeGuard Power-on Authentication で、多様なトークン/ス
マートカード リーダー、USB トークン、および各ドライバやミドルウェアに対応していま
す。SafeGuard Enterprise では、2.048 ビットの RSA 操作に対応したトークン/スマートカード
がサポートされます。
対応するトークン/スマートカードの種類はリリースを重ねるたびに拡張されています。SafeGuard
Enterprise の最新バージョンで対応しているトークンおよびスマートカードは、リリースノートを
参照してください。

 対応するミドルウェア
次の⼀覧にあるミドルウェアは、該当する PKCS#11 モジュールの形式で対応していま
す。PKCS#11 は、暗号化トークン/スマートカードを別のソフトウェアに接続するための標準化
されたインターフェースです。ここでは、暗号化トークン/スマートカード、スマートカード リー
ダー、および SafeGuard Enterprise 間の接続に使⽤されます。詳細は、ソフォスのサポートデー
タベースの⽂章 132376 を参照してください。

メーカー ミドルウェア

ActivIdentity ActivClient、ActivClient (PIV)

AET SafeSign Identity Client

Aladdin eToken PKI Client

A-Trust a.sign Client

Charismatics Smart Security Interface

Gemalto Gemalto Access Client、Gemalto Classic
Client、Gemalto .NET Card

IT Solution GmbH IT Solution trustWare CSP+

Nexus Nexus Personal

RSA RSA Authentication Client 2.x、RSA Smart Card
Middleware 3.x

Sertifitseerimiskeskus AS Estonian ID Card

Siemens CardOS API TC-FNMT

ATOS CardOS API TC-FNMT

FNMT Módulo PCKS#11 TC-FNMT TC-FNMT

T-Systems NetKey 3.0

Unizeto proCertum
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ライセンス
標準のオペレーティング システム⽤の各社のミドルウェアを使⽤するには、該当するメーカーとの
使⽤許諾契約が必要です。ライセンス取得⽅法の詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章
116585 を参照してください。
ミドルウェアは、「マシンの設定」ポリシータイプの SafeGuard Enterprise ポリシーの
「PKCS#11 のカスタム設定」にある、「PKCS#11 モジュール - Windows 版」または
「PKCS#11 モジュール - Power-on Authentication 版」フィールドで指定できます。該当す
る構成パッケージは、SafeGuard Management Center を稼動しているコンピュータにもインス
トールする必要があります。

 トークンの使⽤の設定
以下のユーザーに、トークンを使⽤した認証を提供するには、ここで説明する⼿順を実⾏してくださ
い。
• 管理対象エンドポイントのユーザー
• SafeGuard Management Center のセキュリティ担当者
1. 空のトークンを初期化します。

詳細は、トークンの初期化 (p. 140)を参照してください。
2. ミドルウェアをインストールします。

詳細は、ミドルウェアをインストールする (p. 140)を参照してください。
3. ミドルウェアをアクティブにします。

詳細は、ミドルウェアのアクティベート (p. 140)を参照してください。
4. ユーザーまたはセキュリティ担当者向けにトークンを発⾏します。

詳細は、トークンの発⾏ (p. 141)を参照してください。
5. ログオン モードを設定します。

詳細は、ログオンモードの設定 (p. 142)を参照してください。
6. PIN の構⽂ルールなど、その他のトークン設定を⾏います。

詳細は、PIN の管理 (p. 146)およびトークンとスマートカードを管理する (p. 147)を参照し
てください。

7. トークン/ユーザーに、証明書を割り当てます。
詳細は、証明書の割り当て (p. 143)を参照してください。

別のアプリケーションのデータを格納したトークンも、証明書およびログオン情報を格納できる⼗
分な領域があれば認証に使⽤できます。
トークンの管理を容易にするため、SafeGuard Enterprise には次の機能があります。
• トークン情報を表⽰およびフィルタする
• PIN を初期化、変更、リセット、およびブロックする
• トークン データを読み取ったり、削除したりする
• トークンをブロックする

注
トークンを発⾏・管理したり、発⾏済みトークンのデータを変更したりするには、対象ユーザー
に対する「フルアクセス権」が必要です。「発⾏されたトークン」ビューには、「読み取り専
⽤」権限や「フルアクセス権」のあるユーザーのトークンのみが表⽰されます。
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 トークン使⽤の準備
SafeGuard Enterprise でトークン/スマートカードを使⽤するための準備は次のとおりです。
• 空のトークンを初期化します。
• ミドルウェアをインストールします。
• ミドルウェアをアクティブにします。

 トークンの初期化
空のフォーマットされていないトークンを使⽤する前に、トークンのメーカーから提供された説明
書に従って、使⽤準備を⾏う (初期化する) 必要があります。初期化することにより、標準 PIN な
どの基本情報が書き込まれます。初期化は、トークンのメーカーの初期化ソフトを使⽤して⾏いま
す。
詳細は、使⽤しているトークンのメーカーにお問い合わせください。

 ミドルウェアをインストールする
まだインストールしていない場合は、正しい種類のミドルウェアを、SafeGuard Management
Center をインストール済みのコンピュータ、および該当するエンドポイントの両⽅にインストー
ルします。利⽤できるミドルウェアの詳細は、対応するミドルウェア (p. 138)を参照してくださ
い。
新しいミドルウェアをインストールしたらコンピュータを再起動します。

注
Gemalto .NET Card または Nexus Personal をインストールした場合は、コンピュータの
「システムのプロパティ」で、そのインストールパスを PATH 環境変数に追加する必要がありま
す。
• Gemalto .NET Card のデフォルトインストールパス: C:\Program Files\Gemalto

\PKCS11 for .NET V2 smart cards
• Nexus Personal のデフォルトインストールパス: C:\Program Files\Personal\bin

 ミドルウェアのアクティベート
SafeGuard Management Center でポリシーを定義して、適切なミドルウェアを PKCS#11 モ
ジュールの形式でトークンに割り当てる必要があります。これは、SafeGuard Management
Center を実⾏しているコンピュータとエンドポイントの両⽅に対して⾏う必要があります。その
後、SafeGuard Enterprise がトークンと通信できるようになります。次のように、ポリシーを使⽤
して PKCS#11 モジュールの設定を定義できます。
前提条件: 該当するコンピュータにミドルウェアがインストールされ、トークンが初期化されて
いる必要があります。SafeGuard Management Center を実⾏するコンピュータに、SafeGuard
Enterprise Client 構成パッケージもインストールされている必要があります。
1. SafeGuard Management Center で「ポリシー」をクリックします。
2. 「マシンの設定」タイプの新しいポリシーを作成するか、または既存のポリシーを選択します。
3. 右側作業ペインで、「トークン サポートの設定 > モジュール名」で、対象のミドルウェアを選択

します。設定を保存します。
4. ポリシーを割り当てます。
これで SafeGuard Enterprise は、トークンと通信できるようになりました。
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 トークンの発⾏
SafeGuard Enterprise でトークンが発⾏されると、その後認証に使⽤されるデータがトークンに
書き込まれます。このデータはログオン情報と証明書から構成されます。
SafeGuard Enterprise では、次のユーザーのロールにトークンが発⾏されます。
• 管理対象エンドポイントのエンドユーザーのトークン
• セキュリティ担当者 (SO) のトークン
ユーザーと セキュリティ担当者 (SO) はどちらもトークンにアクセスできます。トークンを使⽤
するのはユーザーです。ユーザーだけが、個⼈⽤のオブジェクトおよび鍵にアクセスできます。セ
キュリティ担当者は公開オブジェクトにしかアクセスできませんが、ユーザーの PIN をリセットで
きます。

 ユーザーにトークンまたはスマートカードを発⾏する⽅法
前提条件:
• トークンが初期化され、該当する PKCS#11 モジュールが有効になっている必要があります。
• SafeGuard Management Center を実⾏するコンピュータに、SafeGuard Enterprise Client

構成パッケージもインストールされている必要があります。
• 対象ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. トークンを USB インターフェースに挿⼊します。SafeGuard Enterprise がトークンを読み取り

ます。
3. トークンを発⾏するユーザーを選択し、右側の作業ペインで「トークン データ」ダイアログ ボッ

クスを開きます。
4. 「トークン データ」ダイアログで、次の⼿順を実⾏します。

a) 対象のユーザーのユーザー ID とドメインを選択し、Windows パスワードを⼊⼒します。
b) 「トークンの発⾏」をクリックします。
「トークンの発⾏」ダイアログが表⽰されます。

5. 「使⽤できるスロット」ドロップ ダウン リストから、トークン⽤の適切なスロットを選択しま
す。

6. 新しい「ユーザー PIN」を発⾏し、もう⼀度⼊⼒します。
7. 「セキュリティ担当者 PIN」で、メーカーから与えられた標準 PUK か、トークンを初期化した

ときに発⾏された PIN を⼊⼒します。

注
「ユーザー PIN (必須)」フィールドだけに⼊⼒した場合、ユーザー PIN は、トークンを
初期化したときに発⾏された PIN と⼀致している必要があります。この場合、ユーザー
PIN を繰り返し⼊⼒したり、セキュリティ担当者 PIN を⼊⼒したりする必要はありませ
ん。

8. 「今すぐトークンを発⾏する」をクリックします。
トークンが発⾏され、ログオン情報がトークンに書き込まれ、トークン情報が SafeGuard
Enterprise データベースに保存されます。「トークン情報」タブの「トークン」ペインにデータを
表⽰できます。
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 セキュリティ担当者にトークンまたはスマートカードを発⾏する⽅法
はじめて SafeGuard Enterprise をインストールした時点で、最初のセキュリティ担当者 (SO) は、
⾃分⾃⾝にトークンを発⾏したり、ログオン モードを指定したりすることができます。他のすべての
セキュリティ担当者のトークンは、SafeGuard Management Center で発⾏されます。
前提条件:
• トークンが初期化され、該当する PKCS#11 モジュールが有効になっている必要があります。
• セキュリティ担当者の項⽬を⼊⼒できる権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」をクリックします。
2. トークンを USB インターフェースに挿⼊します。SafeGuard Enterprise がトークンを読み取り

ます。
3. 左側のナビゲーション ウィンドウで「セキュリティ担当者」を選択し、ショートカット メニュー

から「新規作成 > 新しいセキュリティ担当者」の順に選択します。
「新しいセキュリティ担当者」ダイアログが表⽰されます。

4. 「トークン ログオン」フィールドで、セキュリティ担当者⽤のログオンの種類を選択します。
• セキュリティ担当者がトークンを使⽤しても、しなくても認証できるようにするには、「任

意」を選択します。
• セキュリティ担当者が必ずトークンを使⽤して認証するようにするには、「必須」を選択し

ます。
この設定では、個⼈⽤の鍵はトークンに残っています。トークンは常に挿⼊している必要が
あります。挿⼊していなければ、システムを再起動する必要があります。

5. 次に、セキュリティ担当者証明書を指定します。
• 新しい証明書を作成するには、「証明書」ドロップ ダウン リストの横にある「作成」ボタ

ンをクリックします。
証明書のパスワードを 2回⼊⼒し、「OK」をクリックし確定します。
証明書を保存する場所を指定します。

• 証明書をインポートするには、「証明書」ドロップ ダウン リストの横にある「インポー
ト」をクリックして、対象の証明書を開きます。
検索は最初に証明書ファイル内で⾏われ、次にトークンで⾏われます。記憶場所がどこで
あっても、証明書はその場所に残ります。

6. 「ロール」で、セキュリティ担当者に割り当てるロールをアクティブ化します。
7. 「OK」をクリックして⼊⼒を確定します。
セキュリティ担当者が作成され、トークンが発⾏されます。ログオン データがトークンに書き込
まれ (設定に依存します)、トークン情報が SafeGuard Enterprise Database に保存されます。
「トークン情報」タブの「トークン」ペインにデータを表⽰できます。

 ログオンモードの設定
エンドユーザーがトークンを使⽤してログオンする⽅法には 2とおりあります。両⽅のログオン⽅
法を組み合わせることも可能です。
• ユーザー ID/パスワードを使⽤したログオン
• トークンを使⽤したログオン

トークン/スマートカードを使⽤してログオンする場合、⾮暗号化または Kerberos (暗号化) の
どちらかを選択できます。

セキュリティ担当者は、「認証」タイプのポリシーで、使⽤するログオン モードを指定します。
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トークンを使⽤したログオン⽅法「Kerberos」を選択した場合は次の操作を実⾏してください。
• PKI の証明書を発⾏し、トークンに保存する必要があります。この証明書はユーザー ログオン情

報として SafeGuard Enterprise データベースにインポートされます。データベースに⾃動⽣成
された証明書がすでに存在する場合、インポートされた証明書によって置き換えられます。

 デフォルトのトークン PIN を使って SafeGuard POA ⾃動ログオンを有効にする⽅法
ポリシーで配布されるデフォルトのトークン PIN を使って、SafeGuard Power-on
Authentication における⾃動ユーザー ログオンを有効にすることができます。これにより、個
別にトークンを発⾏することなく、ユーザー操作なしで 、ユーザーは SafeGuard Power-on
Authentication で⾃動的にログオンできます。
ログオン時にトークンを使⽤し、コンピュータにデフォルトの PIN が割り当てられている場合、
ユーザーは PIN を⼊⼒しなくても SafeGuard Power-on Authentication でパス スルーされま
す。
セキュリティ担当者は、「認証」タイプのポリシーで特定の PIN を設定し、その PIN を別のコン
ピュータまたはコンピュータ グループ (たとえば、同じ場所に配置されているすべてのコンピュー
タ) に割り当てることができます。
デフォルトのトークン PIN を使って⾃動ログオンを有効にする⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center で「ポリシー」をクリックします。
2. 「認証」タイプのポリシーを選択します。
3. 「ログオン オプション」の「ログオン モード」で、「トークン」を選択します。
4. 「トークンによる⾃動ログオンに使⽤される PIN」で、⾃動ログオンに使⽤されるデフォルトの

PIN を指定します。この場合、PIN ルールを遵守する必要はありません。

注
この設定は、使⽤可能な「ログオン モード」で「トークン」を選択した場合のみに使⽤で
きます。

5. 「Windows へのパス スルー」で、「Windows へのパス スルーを無効にする」を設定します。
デフォルトの PIN を指定して、この設定を選択しない場合、ポリシーを保存できません。
「Windows へのパス スルー」オプションを有効にする場合は、後で「認証] タイプの別のポ
リシーを作成し、このオプションを有効にし、そのポリシーを同じコンピュータ グループに割
り当てることができます。結果として、RSOP で両⽅のポリシーがアクティブになります。

6. 必要に応じて、その他のトークンの設定を指定します。
7. 設定を保存し、該当するコンピュータまたはコンピュータ グループにポリシーを割り当てます。
エンドポイントで⾃動ログオンに成功すると、Windows が起動します。
エンドポイントで⾃動ログオンに失敗した場合、SafeGuard Power-on Authentication でトーク
ン PIN の⼊⼒を求めるメッセージが表⽰されます。

 証明書の割り当て
ログオン情報だけでなく証明書もトークンに書き込めます。証明書 (.p12 ファイル) の個⼈⽤セク
ションだけをトークンに保存できます。ただし、その場合、ユーザーはトークンを使ったログオン
しかできません。PKI 証明書の使⽤を推奨します。
次の⽅法で、認証データをトークンに割り当てることができます。
• 証明書を直接トークンで⽣成する
• トークンにすでに存在するデータを割り当てる
• ファイルから証明書をインポートする

Copyright © Sophos Limited 143



SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ

注
CA 証明書をトークンから取得して、データベースまたは証明書ストアに保存することはできま
せん。CA 証明書を使⽤する場合は、トークンだけでなくファイル形式でも使⽤できる必要があ
ります。これは、CRL (証明書失効リスト) にも適⽤されます。さらに、当該のコンピュータに
ユーザーがログオンするには、CA 証明書が CRL と⼀致する必要があります。CA および対応す
る CRL が正しいことを確認してください。SafeGuard Enterprise では、この確認は⾏われませ
ん。同じカード上に古い鍵と新しい鍵が存在する場合、SafeGuard Enterprise は期限が切れてい
る証明書のみと通信できます。

 トークンから証明書を⽣成する⽅法
トークンから証明書を⽣成するには、対象ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要です。
証明書の構造が存在しない場合など、トークンから直接新しい証明書を⽣成することができます。

注
証明書の個⼈⽤セクションだけをトークンに書き込んだ場合、ユーザーはトークンを使⽤して⾃
⾝の個⼈⽤の鍵にのみアクセスできます。この場合、個⼈⽤の鍵はトークン上のみに存在します。
トークンを紛失すると、個⼈⽤の鍵にはアクセスできなくなります。

前提条件: トークンが発⾏されている必要があります。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. トークンを USB インターフェースに挿⼊します。

SafeGuard Enterprise がトークンを読み取ります。
3. 証明書を⽣成するユーザーを選択し、右側の作業ペインで「証明書」タブを開きます。
4. 「トークンから証明書を⽣成/割り当て」をクリックします。鍵⻑がトークンのサイズと⼀致しな

ければならないことに注意してください。
5. スロットを選択し、トークンの PIN を⼊⼒します。
6. 「作成」をクリックします。
トークンで証明書が⽣成され、ユーザーに割り当てられます。

 ユーザーにトークン証明書を割り当てる⽅法
前提条件:
• トークンが発⾏されている必要があります。
• 対象ユーザーに対する「フルアクセス権」があります。
トークン上の証明書をユーザーに割り当てる⽅法は次のとおです。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. トークンを USB インターフェースに挿⼊します。

SafeGuard Enterprise がトークンを読み取ります。
3. 証明書を割り当てるユーザーを選択し、右側の作業ペインで「証明書」タブを開きます。
4. SafeGuard Management Center ツール バーの「トークンから証明書を割り当て」アイコンをク

リックします。
5. 該当する証明書を⼀覧から選択し、トークンの PIN を⼊⼒します。
6. 「OK」をクリックします。
証明書がユーザーに割り当てられます。ユーザーごとに証明書 1つのみを割り当てることができま
す。
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 ユーザーの証明書の変更
ログオンに必要な証明書は、SafeGuard Management Center で新しい証明書を割り当てること
で、変更したり、更新したりすることができます。証明書は、既存の証明書とは別にスタンバイ証
明書として発⾏されます。新しい証明書でログオンすることで、ユーザーは、エンドポイント上の
証明書を変更します。

注
ユーザーがトークンを紛失したり、トークンが危害を受けた場合などは、ここでの説明に従って、
新しい証明書を割り当て、トークンを交換しないでください。問題が発⽣する恐れがあります。た
とえば、古いトークン証明書が Windows ログオンでまだ有効な場合があります。古い証明書が有
効な限り、Windows へのログオンは可能で、コンピュータのロックを解除することができます。
このため、トークンをブロックしてログオンを阻⽌するようにしてください。

スタンバイ証明書は、次の場合に使⽤できます。
• 暗号化トークンを使⽤して⽣成された証明書を変更する。
• ⾃動⽣成された証明書から、トークンを使⽤して⽣成された証明書に切り替える。
• ユーザー名/パスワードを使⽤した認証から、暗号化トークン (Kerberos) を使⽤した認証に切

り替える。
前提条件:
• 新しいトークンが発⾏されている必要があります。
• ユーザーに証明書が 1つのみ割り当てられています。
• 対象ユーザーに対する「フルアクセス権」があります。
トークンを使⽤してログオンするためのユーザーの証明書を変更する⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center で、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. トークンを USB インターフェースに挿⼊します。

SafeGuard Enterprise がトークンを読み取ります。
3. 証明書を変更するユーザーを選択し、右側の作業ペインで「証明書」タブを開きます。
4. ツールバーで、実⾏するアクションに対応するアイコンをクリックします。
5. 該当する証明書を選択し、トークンの PIN を⼊⼒します。
6. 「OK」をクリックします。
7. ユーザーに新しいトークンを提供します。
証明書は、スタンバイ証明書としてユーザーに割り当てられます。このことは、ユーザーの「証明
書」タブの「スタンバイ」列に表⽰されるチェックマークで⽰されます。
SafeGuard Enterprise Server との同期をとった後、エンドポイントが「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、エンドポイントの状態ダイアログに⽰されます。
この後ユーザーは、証明書の変更をエンドポイント コンピュータで実⾏する必要があります。詳細
は、「SafeGuard Enterprise ユーザー ヘルプ」を参照してください。
ユーザーがエンドポイントで証明書を変更すると、次回の同期で、証明書は SafeGuard
Enterprise Server でも更新されます。これによって、SafeGuard Management Center で、ユー
サーの「証明書」タブから古いトークンが削除されます。新しいトークンが、ユーザーの標準トー
クンになります。
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注
SafeGuard Management Center で、両⽅の証明書は個別に削除できます。スタンバイ証明書し
かない場合、次に作成される証明書が標準の証明書になります。

 ファイルからトークンに証明書をインポートする⽅法
前提条件: トークンが発⾏されている必要があります。
管理対象エンドポイントで Kerberos 対応のトークンを使⽤する場合は、この操作を実⾏する必要
があります。証明書が SafeGuard Enterprise によって認識され、トークンに追加される必要があ
ります。すでに⾃動⽣成された証明書がある場合、インポートされた証明書によって上書きされま
す。
証明書 (.p12 ファイル) の個⼈⽤セクションをファイルからトークンに追加する⽅法は次のとおり
です。
1. SafeGuard Management Center で「トークン」をクリックします。
2. トークンを USB インターフェースに挿⼊します。

SafeGuard Enterprise がトークンを読み取ります。
3. 証明書の個⼈⽤セクションを追加するトークンをマークし、右側の作業ペインで「ログオン情報

および証明書」タブを開きます。
4. SafeGuard Management Center ツール バーの「P12 からトークンへ」アイコンをクリックし

ます。
5. 該当する証明書ファイルを選択します。
6. トークン PIN と .p12 ファイルのパスワードを⼊⼒し、「OK」をクリックして確定します。
証明書の個⼈⽤セクションがトークンに追加されます。次に、証明書をユーザーに割り当てる必
要があります。詳細は、ユーザーにトークン証明書を割り当てる⽅法 (p. 144)を参照してくださ
い。その場合、ユーザーはこのトークンを使ったログオンしかできません。

 PIN の管理
セキュリティ担当者は、ユーザー PIN とセキュリティ担当者 PIN の両⽅を変更でき、ユーザー
PIN の変更を強制することもできます。これは、通常、トークンが最初に発⾏されたときに必要に
なります。また、PIN を初期化する (新規に PIN を発⾏し、ブロックする) こともできます。
PIN を初期化、変更、およびブロックするには、対象ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要
です。
ポリシーを使⽤して、エンドポイントの他の PIN オプションを指定できます。

注
PIN を変更する場合、トークンのメーカーによっては独⾃の PIN ルールを指定していることがあ
り、それが SafeGuard Enterprise の PIN ルールと⽭盾する可能性があることに注意してくださ
い。このため、SafeGuard Enterprise の PIN ルールに従っていても、希望する形で PIN を変
更できないことがあります。必ずトークンのメーカーの PIN ルールを参照してください。ルール
は、SafeGuard Management Center の「トークン情報」の「トークン」ペインに表⽰されま
す。

PIN は SafeGuard Management Center の「トークン」で管理します。トークンを挿⼊すると、
左側のナビゲーション ウィンドウにマークされます。

 ユーザー PIN の初期化
前提条件:
• セキュリティ担当者 PIN を知っている必要があります。
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• 対象ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center ツール バーで、「ユーザー PIN の初期化」アイコンをクリッ

クします。
2. セキュリティ担当者 PIN を⼊⼒します。
3. 新しいユーザー PIN を 2度⼊⼒し、「OK」をクリックして確定します。
ユーザー PIN が初期化されます。

 セキュリティ担当者 PIN の変更
前提条件: 古いセキュリティ担当者 PIN を知っている必要があります。
1. SafeGuard Management Center ツール バーで、「セキュリティ担当者 PIN の変更」アイコン

をクリックします。
2. 古いセキュリティ担当者 PIN を⼊⼒します。
3. 新しいセキュリティ担当者 PIN を 2度⼊⼒し、「OK」をクリックします。
セキュリティ担当者 PIN が変更されました。

 ユーザー PIN の変更
前提条件:
• ユーザー PIN を知っている必要があります。
• 対象ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center ツール バーで、「ユーザー PIN の変更」アイコンをクリック

します。
2. 古いユーザー PIN と新しいユーザー PIN を⼊⼒し、新しいユーザー PIN をもう⼀度⼊⼒し、

「OK」をクリックします。
ユーザー PIN が変更されました。別のユーザーの PIN を変更した場合は、変更したことをその
ユーザーに通知してください。

 PIN の強制変更
PIN の変更を強制するには、対象ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要です。
SafeGuard Management Center ツール バーで、「PIN の強制変更」アイコンをクリックします。
ユーザーは、次回トークンを使⽤してログオンするときに、ユーザー PIN を変更する必要がありま
す。

 PIN の履歴
PIN の履歴を削除できます。これを⾏うには、SafeGuard Management Center ツール バーの
「PIN の履歴の削除」アイコンをクリックします。

 トークンとスマートカードを管理する
SafeGuard Management Center の「トークン」ペインで、セキュリティ担当者は次の操作を実
⾏できます。
• 発⾏済みのトークンおよび証明書の概要を表⽰する。
• 概要をフィルタする。
• 認証に対するトークンをブロックする。
• トークン上のデータの読み取りや削除を⾏う。

 トークン/スマートカード情報の表⽰
セキュリティ担当者は、発⾏されているすべてまたは個々のトークンに関する情報を表⽰できま
す。概要をフィルタすることもできます。
前提条件: トークンが挿⼊されている必要があります。
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1. SafeGuard Management Center で「トークン」をクリックします。
2. 個々のトークンに対する情報を表⽰する場合は、「トークン スロット」の下のナビゲーション ペ

インで対象のトークンを選択します。
メーカー、種類、シリアル番号、ハードウェア詳細、および PIN ルールが「トークン情報」に
表⽰されます。トークンがどのユーザーに割り当てられているかを確認することもできます。

注
「トークン スロット」には、対象ユーザーに対するアクセス権に関わらず、発⾏されたトー
クンが表⽰されるので、各トークンが使⽤されているかどうかを確認できます。割り当てら
れているユーザーに対して権限がない、または「読み取り専⽤」のアクセス権がある場合、
「トークン情報」タブおよび「ログオン情報 & 証明書」タブにあるトークン データはすべて
グレーアウト表⽰され、そのトークンを管理することはできません。

3. トークンの概要を表⽰するには、「発⾏されたトークン」を選択します。発⾏されているすべて
のトークンを表⽰したり、特定のユーザーで概要をフィルタすることができます。
トークンのシリアル番号、割り当てられているユーザー、および発⾏⽇が表⽰されます。トー
クンがブロックされているかどうかも確認できます。

注
「発⾏されたトークン」ビューには、「読み取り専⽤」権限や「フルアクセス権」のあるユー
ザーすべてのトークンのみが表⽰されます。

 トークンまたはスマートカードのブロック
セキュリティ担当者は、トークンをブロックできます。これは、トークンを紛失した場合などに便
利です。
PIN をブロックするには、対象ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「トークン」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで、「トークン スロット」で選択します。
3. ブロックするトークンを選択し、SafeGuard Management Center ツール バーの「トークンのブ

ロック」アイコンをクリックします。
トークンは認証できないようブロックされ、割り当てられたユーザーはそのトークンをログオンに
使⽤できなくなります。トークンは、セキュリティ担当者 PIN のみでブロック解除できます。

 トークン/スマートカード情報の削除
セキュリティ担当者は、SafeGuard Enterprise によってトークンに書き込まれた情報を削除でき
ます。
前提条件:
• トークンが挿⼊されている必要があります。
• 対象ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「トークン」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで、「トークン スロット」で、対象のトークンを選択します。
3. SafeGuard Management Center ツール バーで、「トークンの消去」アイコンをクリックしま

す。
4. トークンに割り当てられたセキュリティ担当者 PIN を⼊⼒し、「OK」をクリックして確定しま

す。
SafeGuard Enterprise により管理されているデータがすべて削除されます。証明書はトークンに
残ります。
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ユーザー PIN は 1234 にリセットされます。
削除したトークンは、発⾏済みトークンの⼀覧から⾃動的に削除されます。

 トークン/スマートカード情報の読み取り
セキュリティ担当者は、ユーザー PIN を使⽤して、トークン上のデータを読み取ることができま
す。
前提条件:
• トークンが挿⼊されている必要があります。セキュリティ担当者は PIN を知っている必要があ

ります。または、初期化されている必要があります。ユーザー PIN の初期化 (p. 146)を参照
してください。

• 対象ユーザーに対する「読み取り専⽤」権限または「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「トークン」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインの左側の「トークン スロット」で対象のトークンを選択し、「ログオン情

報 & 証明書」タブを選択します。
3. 「ユーザー ログオン情報の取得」アイコンをクリックし、トークンのユーザー PIN を⼊⼒しま

す。
トークン上のデータが表⽰されます。

3.8.15 タスクのスケジュール設定
SafeGuard Management Center では、「タスク スケジューラ」を使⽤して、定期的に実⾏
するタスクを作成し、スクリプトを使⽤してスケジュール設定することができます。タスクは
SafeGuard Enterprise Server のサービスによって⾃動的に実⾏され、指定されたスクリプトが実
⾏されます。
定期的に実⾏すると便利なタスクの例は次のとおりです。
• Active Directory と SafeGuard Enterprise の⾃動同期。
• イベント ログの⾃動削除。
この 2つのタスクに対して、SafeGuard Enterprise には事前に定義されたスクリプトのテンプ
レートが⽤意されています。スクリプトはそのまま使⽤したり、要件に応じて変更したりすること
もできます。詳細は、定期的に実⾏するタスク⽤の事前に定義されたスクリプト (p. 155)を参照
してください。
必要な権限のあるセキュリティ担当者は、タスク スケジューラで、タスクで使⽤するスクリプト、
ルール、頻度を指定できます。

注
SafeGuard Enterprise タスク スケジューラの実⾏に使⽤するアカウントに対して、適切な SQL
権限が指定されていることを確認してください。詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂
章 113582 を参照してください。

注
API は同時に複数のタスクを処理できません。1つのタスクに対して複数のアカウントを使⽤する
と、データベースのアクセス違反が⽣じます。

 新しいタスクの作成
「タスク スケジューラ」でタスクを作成するには、セキュリティ担当者の権限「タスク スケ
ジューラを使⽤する」および「タスクの管理」が必要です。
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1. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「ツール > タスク スケジューラ」を選択
します。
「タスク スケジューラ」ダイアログが表⽰されます。

2. 「作成...」ボタンをクリックします。
「新規タスク」ダイアログが表⽰されます。

3. 「名前」フィールドに、⼀意のタスク名を⼊⼒します。
タスク名が⼀意でない場合、タスクを保存するため「OK」をクリックすると、警告が表⽰され
ます。

4. 「SGN サーバー」フィールドのドロップ ダウン リストで、タスクを実⾏するサーバーを選択し
ます。
ドロップ ダウン リストには、スクリプトの使⽤が許可されているサーバーのみが表⽰されま
す。サーバーでのスクリプトの使⽤は、SafeGuard Management Center の「構成パッケージ
ツール」でサーバーを登録する際に許可します。
「なし」を選択すると、タスクは実⾏されません。

5. 「スクリプト」フィールドの横にある「インポート...」ボタンをクリックします。
「インポートするスクリプト ファイルの選択」ダイアログが表⽰されます。

注
SafeGuard Management Center インストール先の Script Templates サブフォルダに、事
前に定義されたスクリプトが 2つあります。「インポートするスクリプト ファイルの選択」
ダイアログで、このディレクトリが⾃動的に表⽰されます。詳細は、定期的に実⾏するタスク
⽤の事前に定義されたスクリプト (p. 155)を参照してください。

「タスク スケジューラ 」では、スクリプトをインポート、エクスポート、編集できます。詳細
は、タスク スケジューラでスクリプトを使⽤する⽅法 (p. 153)を参照してください。

6. タスクとともに使⽤するスクリプトを選択し、「OK」をクリックします。
スクリプトを選択しないと、ダイアログで「OK」ボタンが有効にならず、警告アイコンが表⽰
されます。

7. 「開始⽇時」フィールドで、選択したサーバーでタスクを実⾏する⽇時を指定します。
表⽰される⽇時は、SafeGuard Management Center を稼動しているコンピュータのローカ
ル タイムに基づいて表⽰されます。開始⽇時は、システム内部では、協定世界時 (UTC) を使⽤
して保存されます。これによって、サーバーが異なるタイム ゾーンにあってもタスクを同時に
実⾏することができます。すべてのサーバーは、データベース サーバーの現在の時刻を基にし
て、タスクの開始時刻を判断します。タスクを正確に監視できるよう、データベースの参照時
刻は、「タスク スケジューラ」ダイアログに表⽰されます。

8. 「参照」で、選択したサーバーでタスクを実⾏する頻度を指定します。
• タスクを⼀度実⾏するには、「⼀度のみ」を選択し、「⽇付指定」で⽇時を指定します。
• タスクを毎⽇実⾏するには、「毎⽇」を選択し、続いて「毎⽇ (⼟⽇を含む)」または「平

⽇ (⽉〜⾦)」を選択します。
• タスクを毎週実⾏するには、「毎週」を選択し、曜⽇を指定します。
• タスクを毎⽉実⾏するには、「毎⽉」を選択し、実⾏する⽇付を 1〜31の範囲で指定しま

す。タスクを⽉末に実⾏するには、ドロップ ダウン リストで「末⽇」を選択します。
必須のフィールドの⼊⼒が完了すると、「OK」ボタンを有効になります。

9. 「OK」をクリックします。
タスクはデータベースに保存され、「タスク スケジューラ」の概要に表⽰されます。タスクは、選択
したサーバーでスケジュール設定に従って実⾏されます。
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ログ出⼒されたイベントの詳細は、監査 (p. 157)を参照してください。

 タスク スケジューラの概要表⽰
SafeGuard Enterprise Server で実⾏するために作成したタスクは、「タスク スケジューラ」ダイ
アログに表⽰されます (「ツール > タスク スケジューラ」を選択して表⽰します)。
ダイアログでは、各タスクについて次の列が表⽰されます。

列 説明

タスク名 ⼀意のタスク名が表⽰されます。

SGN サーバー タスクが実⾏されるサーバーが表⽰されます。

スケジュール 指定されたタスクのスケジュール (実⾏⽇時と頻度) が表
⽰されます。

次回の実⾏⽇時 タスクが次回実⾏される⽇時が表⽰されます。今後タス
クが実⾏される予定がない場合、この列には「なし」と
表⽰されます。

前回の実⾏⽇時 タスクが前回実⾏された⽇時が表⽰されます。まだ実⾏
されていない場合、この列には「なし」と表⽰されま
す。
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列 説明

前回実⾏した結果 前回実⾏されたタスクの結果が表⽰されます。
• 成功

タスクのスクリプトの実⾏に成功しました。
• 失敗

タスクの実⾏に失敗しました。エラー番号が
表⽰されることがあります。

• 実⾏中
スクリプトが実⾏中です。

• 権限の不⾜
スクリプトを実⾏するために⼗分な権限がな
かったため、タスクに失敗しました。

• 中⽌
実⾏時間が 24時間を超えたため、タスクの
実⾏を中⽌しました。

• 制御の喪失
SGN スケジューラ サービスが停⽌された場
合など、タスクのスクリプト実⾏の制御が失
われました。

• スクリプトが破損しています
実⾏するスクリプトが破損しています。

• スクリプトが削除されました
タスクが実⾏キューに加わっていた間、対
応するスクリプトが SafeGuard Enterprise
データベースから削除されました。

• ランタイム エラー
スケジューラ サービスの処理中、ランタイム
エラーが検出されました。

列に表⽰されるボタンは次のとおりです。

ボタン 説明

作成... 新規タスクを作成するには、このボタンをクリックし
ます。

削除 選択されたタスクを削除するには、このボタンをク
リックします。

プロパティ 選択されタスクの「<タスク名> プロパティ」を表⽰
するには、このボタンをクリックします。このダイア
ログで、タスクの編集やスクリプトのインポート/エク
スポート/編集を実⾏できます。

更新 「タスク スケジューラ」ダイアログのタスクの⼀覧の
表⽰を更新するには、このボタンをクリックします。
別のユーザーがタスクを追加、削除した場合、タスク
の⼀覧が更新されます。
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すべてのサーバーは、データベース サーバーの現在の時刻を基にして、タスクの開始時刻を判断し
ます。したがって、タスクを正確に監視できるよう、ここではデータベース サーバーの時刻が表⽰
されます。時刻は、SafeGuard Management Center を稼動しているコンピュータのローカル タ
イム ゾーンに基づいて表⽰されます。

 タスクを編集する
「タスク スケジューラ」でタスクを編集するには、セキュリティ担当者の権限「タスク スケ
ジューラを使⽤する」および「タスクの管理」が必要です。
1. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「ツール > タスク スケジューラ」を選択

します。
「タスク スケジューラ」ダイアログで、スケジュール タスクの概要が表⽰されます。

2. タスクを選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。
「<タスク名> プロパティ」ダイアログで、タスクのプロパティが表⽰されます。

3. 随時、変更します。

注
タスク名は⼀意である必要があります。タスク名を既存のタスク名に変更した場合は、エラー
メッセージが表⽰されます。

4. 「OK」をクリックします。
変更が有効になります。

 タスクの削除
「タスク スケジューラ」でタスクを削除するには、セキュリティ担当者の権限「タスク スケ
ジューラを使⽤する」および「タスクの管理」が必要です。
1. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「ツール > タスク スケジューラ」を選択

します。
「タスク スケジューラ」ダイアログで、スケジュール タスクの概要が表⽰されます。

2. タスクを選択します。
「削除」ボタンが有効になります。

3. 「削除」ボタンをクリックして、タスクの削除を確認します。
タスクは「タスク スケジューラ」の概要ダイアログから削除され、SafeGuard Enterprise Server
で実⾏されなくなります。

注
操作中、タスクが開始された場合は、「タスク スケジューラ」の概要ダイアログから削除されま
すが、タスクは実⾏されます。

 タスク スケジューラでスクリプトを使⽤する⽅法
「タスク スケジューラ 」では、スクリプトをインポート、編集、エクスポートできます。「タス
ク スケジューラ」でスクリプトを使⽤するには、セキュリティ担当者の権限「タスク スケジューラ
を使⽤する」および「タスクの管理」が必要です。
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 スクリプトのインポート
タスクで実⾏するスクリプトを指定するには、スクリプトをインポートする必要があります。スク
リプトはタスクを作成する際にインポートできます。既存のタスクに対しても、スクリプトをイン
ポートできます。
1. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「ツール > タスク スケジューラ」を選択

します。
「タスク スケジューラ」ダイアログで、スケジュール タスクの概要が表⽰されます。

2. タスクを選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。
「<タスク名> プロパティ」ダイアログで、タスクのプロパティが表⽰されます。

3. 「スクリプト」フィールドの横にある「インポート...」ボタンをクリックします。
「インポートするスクリプト ファイルの選択」ダイアログが表⽰されます。

注
SafeGuard Management Center インストール先の Script Templates サブフォルダに、事
前に定義されたスクリプトが 2つあります。「インポートするスクリプト ファイルの選択」
ダイアログで、このディレクトリが⾃動的に表⽰されます。詳細は、定期的に実⾏するタスク
⽤の事前に定義されたスクリプト (p. 155)を参照してください。

4. インポートするスクリプトを選択し、「OK」をクリックします。
スクリプト名が、「スクリプト」フィールドに表⽰されます。

5. 「OK」をクリックします。
このスクリプトがすでにインポート済みの場合は、古いスクリプトを上書きするかどうか尋ね
られます。
インポートするファイルのサイズが 10MB を超える場合は、エラー メッセージが表⽰され、イ
ンポートは⾏われません。

スクリプトはデータベースに保存されます。
 スクリプトの編集
1. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「ツール > タスク スケジューラ」を選択

します。
「タスク スケジューラ」ダイアログで、スケジュール タスクの概要が表⽰されます。

2. タスクを選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。
「<タスク名> プロパティ」ダイアログで、タスクのプロパティが表⽰されます。

3. 「スクリプト」フィールドの横にある「編集」ドロップ ダウン ボタンをクリックします。
ドロップ ダウン リストには、スクリプトの編集に使⽤可能なすべてのエディタが表⽰されま
す。

4. 使⽤するエディタを選択します。
そのエディタでスクリプトが開きます。

5. 編集後、保存します。
エディタが閉じ、再び「<タスク名> プロパティ」ダイアログが表⽰されます。

6. 「OK」をクリックします。
変更されたスクリプトはデータベースに保存されます。

 スクリプトのエクスポート
1. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「ツール > タスク スケジューラ」を選択

します。
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「タスク スケジューラ」ダイアログで、スケジュール タスクの概要が表⽰されます。
2. タスクを選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。

「<タスク名> プロパティ」ダイアログで、タスクのプロパティが表⽰されます。
3. 「スクリプト」フィールドの横にある「エクスポート...」ボタンをクリックします。

「名前を付けて保存」ダイアログが表⽰されます。
4. スクリプトのファイル保存場所を選択し、「保存」をクリックします。

スクリプトは、指定したファイル保存場所に保存されます。

 定期的に実⾏するタスク⽤の事前に定義されたスクリプト
SafeGuard Enterprise で事前に定義されたスクリプトは次のとおりです。
• ActiveDirectorySynchronization.vbs

このスクリプトを使⽤して、Active Directory と SafeGuard Enterprise を⾃動同期できま
す。

• EventLogDeletion.vbs
このスクリプトを使⽤して、イベント ログを⾃動削除できます。

スクリプトは、SafeGuard Management Center インストール先の Script Templates サブフォル
ダに⾃動的にインストールされます。
定期的に実⾏するタスクでこれらのスクリプトを使⽤するには、「タスク スケジューラ」にイン
ポートし、使⽤する前にパラメータを必要に応じて変更してください。

Active Directory 同期⽤の事前に定義されたスクリプト
Active Directory から既存の組織構造を SafeGuard Enterprise データベースにインポートするこ
とができます。詳細は、組織構造の同期 (p. 115)を参照してください。
ディレクトリ構造をインポート後、Active Directory と SafeGuard Enterprise を⾃動同期する
定期タスクをスケジュール設定することができます。このタスクには、事前に定義されたスクリプ
ト、ActiveDirectorySynchronization.vbs を使⽤することができます。
このスクリプトは、SafeGuard Enterprise データベース内の既存のコンテナすべてを Active
Directory と同期します。
定期的に実⾏するタスクでスクリプトを使⽤する前に、次のパラメータを指定してください。

パラメータ 説明

logFileName スクリプト ログ ファイルのパスを指定します。このパラメータ
は必須です。空の場合や無効な場合、同期は⾏われず、エラー
メッセージが表⽰されます。デフォルトで、このパラメータは
空です。ログ ファイルがすでに存在する場合、新しいログは
ファイルの終わりに追加されます。

synchronizeMembership メンバーシップも同期する場合、このパラメータを 1 に設定し
ます。このパラメータを 0 に指定すると、メンバーシップは同
期されません。デフォルト設定は 1 です。

synchronizeAccountState ユーザーの有効・無効のステートも同期する場合、このパラ
メータを 1 に設定します。このパラメータを 0 に指定すると、
ユーザーのステートは最初に⾏う同期のみで同期されます。デ
フォルト設定は 0 です。
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注
Active Directory 同期に必要なアクセス権限があること、および SafeGuard Enterprise タスク
スケジューラの実⾏に使⽤するアカウントに対して、適切な SQL 権限が指定されていることを確
認してください。詳細は、セキュリティ担当者のアクセス権限と Active Directory のインポート
(p. 114)を参照してください。Active Directory アクセス権限の設定⽅法の詳細は、ソフォス
のサポートデータベースの⽂章 107979 を参照してください。SQL 権限の設定⽅法の詳細は、ソ
フォスのサポートデータベースの⽂章 113582 を参照してください。
適切な権限を設定したら、変更内容を適⽤して、次のようにしてサービスを再起動してくださ
い。SafeGuard Enterprise の Web ページをホストしているサーバーに切り替えます。「スター
ト > ファイル名を指定して実⾏ > Services.msc」をクリックして、「サービス」を開きます。
「SafeGuard ® Scheduler Service」を右クリックして、「すべてのタスク > 再起動」をク
リックします。

Active Directory は、適切な頻度 (最⾼ 1⽇ 2回) で同期し、サーバーのパフォーマンスが著しく低
下することを防ぐことを推奨します。同期した後に追加された新しいオブジェクトは、SafeGuard
Management Center の「.⾃動登録済み」配下に表⽰され、通常どおり管理することができます。

イベント ログ⾃動削除⽤の事前に定義されたスクリプト
SafeGuard Enterprise データベースでログに記録されたイベントは、EVENT テーブルに格納され
ます。ログに関する詳細は、レポート (p. 160)を参照してください。
「タスク スケジューラ」で、イベント ログを定期的に⾃動削除するタスクを作成することができ
ます。このタスクには、事前に定義されたスクリプト、EventLogDeletion.vbs を使⽤することが
できます。
スクリプトは、EVENT テーブルからイベントを削除します。また、適切なパラメータを指定した
場合は、イベントをバックアップ ログ テーブル EVENT_BACKUP に移動し、定義された数の最新
のイベントを EVENT テーブルに残します。
定期的に実⾏するタスクでスクリプトを使⽤する前に、次のパラメータを指定してください。

パラメータ 説明

maxDuration EVENT テーブルにイベントを残す⽇数を指定します。デフォル
トは 0 です。このパラメータを 0 に指定すると、EVENT テー
ブルにイベントを残す⽇数は無制限になります。

maxCount EVENT テーブルに残すイベントの数を指定します。デフォル
トは 5000 です。このパラメータを 0 に指定すると、EVENT
テーブルに残すイベントの数は無制限になります。

keepBackup 削除したイベントを EVENT_BACKUP テーブルにバックアップ
するかを指定します。デフォルトは 0 です。このパラメータを
0 に指定すると、イベントはバックアップされません。このパ
ラメータを 1 に指定すると、削除したイベントのバックアップ
が作成されます。

注
このスクリプトを使⽤してイベントを EVENT テーブルからバックアップ ログ テーブルに移動し
た場合、イベントの連結は適⽤されなくなります。イベントをクリーンアップするためのストアド
プロシージャを使⽤している状態のままで、イベントの連結を有効にしても意味がありません。詳
細は、ログ出⼒されたイベントの連結 (p. 165)を参照してください。
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 登録済みサーバーに関する制限事項
SafeGuard Management Center の「構成パッケージ ツール」でサーバーを登録する際、同じマ
シン証明書を持つサーバー テンプレートを複数登録することが可能です。しかし、マシンには、⼀
度に 1つのテンプレートしかインストールできません。
両⽅のサーバーに対して「スクリプトの使⽤を許可」チェックボックスが選択されている場合、
「タスク スケジューラ」の「新規タスク」ダイアログおよび「<タスク名> プロパティ」ダイアロ
グの「SGN サーバー」ドロップ ダウン リストに、両⽅のサーバーが表⽰されます。「タスク スケ
ジューラ」は、2つのテンプレートのどちらがマシンにインストールされているかを判断することが
できません。
この状況を避けるには、サーバーにインストール済みでないテンプレートに対しては、「スクリプ
トの使⽤を許可」チェックボックスを選択しないようにしてください。また、同じマシン証明書を
持つテンプレートを重複して登録しないようにしてください。
サーバー登録の詳細は、SafeGuard Enterprise Server の登録と設定 (p. 34)を参照してくださ
い。

3.8.16 監査

BitLocker のログ
BitLocker Client によって報告されたイベントは、他の SafeGuard Enterprise Client の場合と同
様に、ログに記録されます。そのイベントが BitLocker Client に関するものであることは、特に記
録されません。報告されたイベントは、他の SafeGuard Enterprise のクライアントのイベントと
同様に扱われます。

BitLocker の復旧鍵 ID を使⽤した復旧のログ
BitLocker の復旧鍵 ID がセキュリティ担当者に表⽰されると、ログにイベントが記録されます (イ
ベント 2088)。

⾮同期暗号化のログ
次の場合にイベントがログに記録されます。
• ⾮同期暗号化でファイルが暗号化された (イベント 3018)
• ⾮同期暗号化でファイルが復号化された (イベント 3019)
SafeGuard Management Center のイベント ビューアの「レポート」の下で、このようなイベン
トの⼀覧を確認できます。

認証されていないユーザーのログ
次の場合にイベントがログに記録されます。
• ユーザーが「認証されていないユーザー」グループに追加された (イベント 2801)
• ユーザーが認証された (イベント 2800)
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• 「Active Directory で認証できないユーザーを⾃動的に認証する」オプションが有効化された
(イベント 2802)

• 「Active Directory で認証できないユーザーを⾃動的に認証する」オプションが無効化された
(イベント 2803)

• ユーザーが⾃動的に認証された (イベント 2804)
SafeGuard Management Center のイベント ビューアの「レポート」の下で、このようなイベン
トの⼀覧を確認できます。

ドメイン、OU ノード、ワークグループの削除のログ
次の場合にイベントがログに記録されます。
• 「ドメイン、OU ノード、ワークグループの削除の防⽌」オプションが有効化された。メッ

セージには、有効化したセキュリティ担当者も表⽰されます (イベント 2805)。
• 「ドメイン、OU ノード、ワークグループの削除の防⽌」オプションが無効化された。メッ

セージには、無効化したセキュリティ担当者も表⽰されます (イベント 2806)。
SafeGuard Management Center のイベント ビューアの「レポート」の下で、このようなイベン
トの⼀覧を確認できます。

ユーザー、コンピュータ、ワークグループのログ
ユーザー、コンピュータ、またはワークグループの登録の成功/失敗が記録されます。SafeGuard
Management Center のイベント ビューアの「レポート」の下で、このようなイベントの⼀覧を確
認できます。

ポリシー展開の有効化/無効化のログ
次の場合にイベントがログに記録されます。
• セキュリティ担当者が、ポリシーの展開を無効にした。メッセージには、ポリシーの展開を無

効化したセキュリティ担当者も表⽰されます (イベント 2770)。
• セキュリティ担当者が、ポリシーの展開を有効にした。メッセージには、ポリシーの展開を有

効化したセキュリティ担当者も表⽰されます (イベント 2771)。
• ライセンス管理によって、ポリシーの展開が無効化された (イベント 2773)。考えられる理由:

̶ 無効なライセンス
̶ 期限切れライセンス
̶ ライセンス数を超過したライセンス

• ライセンス管理によって、ポリシーの展開が有効化された (イベント 2771)。
SafeGuard Management Center のイベント ビューアの「レポート」の下で、このようなイベン
トの⼀覧を確認できます。

サービス アカウントのリストのログ
サービス アカウントのリストに関連して実⾏された処理は、次のログ イベントで報告されます。
SafeGuard Management Center
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• サービス アカウントのリスト <名前> が作成されました
• サービス アカウントのリスト <名前> が変更されました
• サービス アカウントのリスト <名前> が削除されました
SafeGuard Enterprise で保護されているエンドポイント
• Windows ユーザー <ドメイン/ユーザー名> が <タイムスタンプ> にコンピュータ <ドメイン/

ワークステーション名> に SGN サービス アカウントとしてログオンしました。
• 新しいサービス アカウントのリスト <名前> がインポートされました。
• サービス アカウントのリスト <名前> が削除されました。

タスクスケジューラのログ
タスクの実⾏に関するイベントはログに記録して、トラブルシューティングなどを⾏う際に参照す
ることができます。次のイベントを記録することを定義できます。
• スケジューラ タスクの実⾏に成功しました
• スケジューラ タスクに失敗しました
• 例外が発⽣したため、スケジューラ サービスのスレッドが停⽌しました。
各イベントに対するコンソールへの出⼒た結果も、トラブルシューティング⽬的で記録されます。
ログに関する詳細は、レポート (p. 160)を参照してください。

クラウドストレージでアクセスされたファイルの追跡
SafeGuard Management Center の「レポート」機能を使⽤して、クラウドストレージでアクセ
スされたファイルを追跡することができます。ファイルは、適⽤されている暗号化ポリシーに関わ
らず、追跡できます。
「ログ」タイプのポリシーで設定できる内容は次のとおりです。
• リムーバブル メディア デバイスでファイルやディレクトリが作成された場合にイベントログに記

録する。
• リムーバブル メディア デバイスでファイルやディレクトリの名前が変更された場合にイベントロ

グに記録する。
• リムーバブル メディア デバイスからファイルやディレクトリが削除された場合にイベントログに

記録する。
詳細は、リムーバブル メディアとクラウドストレージに関するファイルアクセスのレポート (p.
164)を参照してください。

リムーバブル メディア上でアクセスされたファイルの追跡
SafeGuard Management Center の「レポート」機能を使⽤して、リムーバブル メディア上でア
クセスされたファイルを追跡することができます。アクセスされたファイルは、リムーバブル メ
ディアのファイルに対して暗号化ポリシーが適⽤されているかどうかに関わらず追跡できます。
「ログ」タイプのポリシーで設定できる内容は次のとおりです。
• リムーバブル メディア デバイスでファイルやディレクトリが作成された場合にログに記録するイ

ベント。
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• リムーバブル メディア デバイスでファイルやディレクトリの名前が変更された場合にログに記録
するイベント。

• リムーバブル メディア デバイスからファイルやディレクトリが削除された場合にログに記録する
イベント。

詳細は、リムーバブル メディアとクラウドストレージに関するファイルアクセスのレポート (p.
164)を参照してください。

 レポート
セキュリティ関連の事象を記録することは、詳細なシステム分析のための必要条件です。ログ出⼒
されたイベントは、特定のワークステーション上やネットワーク内のプロセスの正確な追跡を容易
にします。イベントをログに出⼒することで、たとえば、第三者によって⾏われたセキュリティの
侵害を検証できます。ログ機能を使⽤することで、管理者とセキュリティ担当者は、ユーザー権限
の割り当てにおけるエラーを発⾒し、修正することができます。
SafeGuard Enterprise は、すべてのエンドポイントの活動と状態情報、管理者による処理、およ
びセキュリティ関連イベントを記録し、集中的に保存します。ログ機能は、インストールされてい
る SafeGuard 製品によって実⾏されるイベントを記録します。ログの種類は、「ログ」タイプの
ポリシーで定義します。ログ ポリシーでは、ログに記録されるイベントの出⼒および保存場所も指
定します。保存場所は、エンドポイントの Windows イベント ログまたは SafeGuard Enterprise
データベースです。
必要な権限のあるセキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center に表⽰される状態情
報およびログ レポートを、表⽰、印刷、およびアーカイブできます。SafeGuard Management
Center は広範な並べ替えおよびフィルタ機能を備えており、使⽤可能な情報から関連するイベント
を選択する際に⾮常に便利です。
Crystal Reports や Microsoft System Center Operations Manager などを使⽤して、ログ デー
タベースを⾃動的に分析することもできます。SafeGuard Enterprise は、クライアントおよび
サーバー側の署名を使⽤して、不正な操作からログ エントリを保護します。
ログ ポリシーに応じて、次のカテゴリのイベントをログに取得できます。
• 認証
• 管理
• システム
• 暗号化
• クライアント
• アクセス制御
• SafeGuard Data Exchange では、該当するイベントをログに記録することで、リムーバブ

ル メディア上でアクセスされたファイルを追跡することができます。このタイプのレポートに
ついての詳細は、リムーバブル メディアとクラウドストレージに関するファイルアクセスのレ
ポート (p. 164)を参照してください。

• SafeGuard Cloud Storage では、該当するイベントをログに記録することで、クラウドスト
レージでアクセスされたファイルを追跡することができます。このタイプのレポートについて
の詳細は、リムーバブル メディアとクラウドストレージに関するファイルアクセスのレポート
(p. 164)を参照してください。

前提条件
イベントは SafeGuard Enterprise Server によって処理されます。SafeGuard Management
Center のコンポーネントまたは SafeGuard Enterprise Server そのものなど、SafeGuard
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Enterprise Client がインストールされていないコンピュータでレポート機能を有効にする場合
は、SafeGuard Enterprise Server にイベントが送信されるようにする必要があります。そのよ
うにするには、コンピュータにクライアント構成パッケージをインストールします。インストー
ルすると、コンピュータが SafeGuard Enterprise Server 上でクライアントとしてアクティブ化
し、Windows または SafeGuard Enterprise のログ機能も有効になります。
クライアント構成パッケージの詳細は、構成パッケージについて (p. 70)を参照してください。

 適⽤シナリオ
SafeGuard Enterprise のログ機能は、イベントを記録して分析するための、使いやすい包括的な
ソリューションです。以下の例では、SafeGuard Enterprise の「レポート」の代表的な使⽤シナ
リオを⽰します。

ネットワーク内のエンドポイント監視の⼀元化
セキュリティ担当者は、定期的に重要なイベント (たとえば、不正なデータ アクセスや、⼀定の時
間内に試みられて失敗したログオンの回数) についての情報を受け取ることができます。セキュリ
ティ担当者は、ログ ポリシーを使⽤して、エンドポイントで発⽣したすべてのセキュリティ関連イ
ベントをローカル ログ ファイルに記録するようログ プロセスを構成できます。このログ ファイ
ルは、イベントの数が特定の値に達すると、SafeGuard Enterprise Server によって SafeGuard
Enterprise データベースに転送されます。セキュリティ担当者は、SafeGuard Management
Center の「イベント ビューア」を使⽤して、イベントを取得、表⽰、および分析できます。各エ
ンドポイントで実⾏されたプロセスを、ユーザーの介⼊なしで、ログで⼀括して監査できます。

モバイル ユーザーの監視
通常、モバイル ユーザーは、企業内ネットワークに常時接続していません。たとえば、営業担当者
は、会議中はノート PC を切断する場合があります。このようなユーザーがネットワークに再びロ
グオンするとただちに、オフラインの間に記録された SafeGuard Enterprise のイベントが転送さ
れます。ログ機能を利⽤すれば、コンピュータがネットワークに接続されていなかった期間中にも
ユーザーの活動の概要を正確に把握できます。

 イベント ログの出⼒先
イベント ログの出⼒先は、Windows イベント ビューアまたは SafeGuard Enterprise データベー
スです。関連する出⼒先には、SafeGuard 製品に関係のあるイベントのみが書き込まれます。
ログに記録されるイベントの出⼒先は、ログ ポリシーで指定します。

Windows イベント ビューア
ログ ポリシーで出⼒先として Windows イベント ビューアを定義したイベントは、Windows イベ
ント ビューアに記録されます。Windows イベント ビューアでは、システム、セキュリティ、およ
びアプリケーションのイベントのログを表⽰および管理できます。また、これらのイベントのログ
を保存できます。これらの⼿順を実⾏するには、関連するエンドポイントの管理者アカウントが必
要です。Windows イベント ビューアでは、イベントの説明⽂の代わりにエラー コードが表⽰され
ます。
SafeGuard Enterprise イベントを Windows イベント ビューアで表⽰するための前提条件は、エ
ンドポイントにクライアントの構成パッケージがインストールされていることです。
この章では、SafeGuard Management Center でイベント ログを表⽰、管理、および分析する⽅
法について説明します。Windows イベント ビューアの詳細は、Microsoft のドキュメントを参照
してください。
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SafeGuard Enterprise データベース
ログ ポリシーで出⼒先として SafeGuard Enterprise データベースを定義したイベントは、関連
するエンドポイントのローカル キャッシュの auditing\SGMTranslog ディレクトリのローカル ロ
グ ファイルに収集されます。ログ ファイルは転送メカニズムに送信され、SafeGuard Enterprise
Server を介してデータベースに転送されます。デフォルトでは、転送メカニズムがサーバーへの
接続の確⽴に成功するとすぐに、ファイルが送信されます。ログ ファイルのサイズは、「全般設
定」タイプのポリシーでログ エントリの最⼤数を定義することで制限できます。エントリの数が指
定した値に達すると、ログ ファイルは SafeGuard Enterprise Server の転送キューに送信されま
す。データベースに記録されたイベントは、SafeGuard Enterprise の「イベント ビューア」また
は「ファイルの追跡ビューア」で表⽰できます。セキュリティ担当者は、データベースに記録され
たイベントを表⽰、分析、管理する権限が必要です。

 ログの設定の定義
レポートの設定は、次の 2つのポリシーで定義します。
• 全般設定ポリシー

「全般設定」ポリシーでは、ログ エントリの最⼤数を指定できます。この値に達すると、集
中管理⽤データベースに送るイベントを含むログ ファイルは、SafeGuard Enterprise データ
ベースに転送されます。これにより、転送される個別のログ ファイルのサイズが減ります。こ
の設定は任意です。

• ログ ポリシー
ログに記録するイベントは、ログ ポリシーで指定します。このポリシーでは、必要なポリシー
権限を持つセキュリティ担当者が、どのイベントをどの出⼒先に記録するかを定義します。

 フィードバックのためのイベント数の定義
1. SafeGuard Management Center ツール バーの「ポリシー」ボタンをクリックします。
2. 「全般設定」ポリシーを新しく作成するか、既存のポリシーを選択します。
3. 「ログ」の「フィードバックするまでのイベント数」フィールドで、ログ ファイルのイベントの

最⼤数を指定します。
4. 設定を保存します。
ポリシーを割り当てた後、指定したイベントの数が適⽤されます。

 イベントの選択
1. SafeGuard Management Center で「ポリシー」を選択します。
2. 「ログ」ポリシーを新しく作成するか、既存のポリシーを選択します。

右側の処理ペインの「ログ」の下に、ログを取得できるすべての定義済みイベントが表⽰され
ます。デフォルトで、イベントは、「レベル」でグループ分けされます (例: 「警告」、「エ
ラー」など)。しかし、並び替え⽅法は変更できます。列のヘッダをクリックすると、「ID」や
「カテゴリ」などでイベントを並べ替えることができます。

3. イベントを SafeGuard Enterprise データベースに記録するように指定するには、「データベー
スにイベントを記録する」アイコンが表⽰されている列をクリックしてイベントを選択します。
イベントを Windows イベント ビューアに記録する場合は、「イベント ログへのログ出⼒」イベ
ント ログ アイコンが表⽰されている列をクリックします。
もう 1 度クリックすると、イベントの選択を解除して無効に設定できます。イベントの設定を
定義しないと、関連するデフォルト値が適⽤されます。

4. 選択されているすべてのイベントには、該当する列に緑のチェックマーク記号が表⽰されます。
設定を保存します。

ポリシーを割り当てると、選択したイベントが該当する出⼒先に記録されます。
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注
ログに使⽤できるすべてのイベントのリストの詳細は、レポートに含めることのできるイベント
(p. 170)を参照してください。

 ログ出⼒されたイベントの表⽰
必要な権限のあるセキュリティ担当者は、セントラル データベースに記録されているイベント
を、SafeGuard Management Center のイベント ビューアで表⽰できます。
セントラル データベースに記録されているエントリを取得⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで、「レポート」をクリックします。
2. 「レポート」ナビゲーション ペインで、「イベント ビューア」を選択します。
3. 右側の処理ペインの「イベント ビューア」で、検索アイコンをクリックします。
データベースに記録されているすべてのイベントが、イベント ビューアに表⽰されます。
各列には、記録されているイベントに関する次の情報が表⽰されます。

列 説明

ID イベントを識別する番号が表⽰されます。

イベント イベントを説明するテキストが表⽰されます。

カテゴリ ソース (暗号化、認証、システムなど) によるイベントのカテゴリ
です。

アプリケーション イベント発⽣元のソフトウェアペイン
(SGMAuth、SGBaseENc、SGMAS) が表⽰されます。

コンピュータ 記録されたイベントが発⽣したコンピュータの名前が表⽰されま
す。

コンピュータ ドメイン 記録されたイベントが発⽣したコンピュータのドメインが表⽰され
ます。

ユーザー イベントが発⽣したときにログオンしていたユーザーが表⽰されま
す。

ユーザー ドメイン イベントが発⽣したときにログオンしていたユーザーのドメインが
表⽰されます。

ログ⽇時 エンドポイントでイベントが記録されたときのシステムの⽇付と時
刻が表⽰されます。

関連する列のヘッダーをクリックすると「レベル」や「カテゴリ」などでイベントを並べ替えるこ
とができます。
さらに、関連する列のショートカット メニューには、イベント ビューアの並べ替え、グループ
化、カスタマイズに関する複数の機能があります。
「イベント ビューア」のエントリをダブルクリックすると、ログ出⼒されたイベントに関するイベ
ントの詳細を表⽰できます。

 SafeGuard Enterprise イベントビューアでのフィルタ機能の使⽤
SafeGuard Management Center には、広範なフィルタ機能が⽤意されています。これらの機能
を使⽤すると、表⽰されるイベントから関連するイベントをすばやく検索できます。
「イベント ビューア」の「フィルタ」ペインには、フィルタを定義するための次のフィールドがあ
ります。
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フィールド 説明

カテゴリ このフィールドを使⽤すると「カテゴリ」列に表⽰されるソースのカテ
ゴリ (「暗号化」、「認証」、「システム」など) に従って「イベント
ビューア」をフィルタできます。フィールドのドロップダウン リストか
ら必要なカテゴリを選択します。

エラー レベル このフィールドを使⽤すると「レベル」列に表⽰される Windows イベ
ントのカテゴリ (警告、エラーなど) に従って「イベント ビューア」を
フィルタできます。フィールドのドロップダウン リストから必要なレベ
ルを選択します。

表⽰件数 このフィールドでは、表⽰するイベントの数を定義できます。記録され
た最後のイベントが、指定の数だけ表⽰されます (デフォルトでは最後
のイベント 100件)。

さらに、フィルタ エディタを使⽤して、ユーザー定義フィルタを作成できます。フィルタ エディ
タは、各レポート列のショートカット メニューで表⽰できます。「フィルタ ビルダー」ペインで
フィルタを定義して、関連する列に適⽤できます。

 リムーバブル メディアとクラウドストレージに関するファイルアクセスのレポート
SafeGuard Data Exchange および SafeGuard Cloud Storage では、リムーバブルメディ
アやクラウドストレージでアクセスされたファイルを追跡することができます。リムーバブル メ
ディアやクラウドストレージのファイルに対して暗号化ポリシーが適⽤されているかどうかに関わ
らず、次のようなイベントをログに記録できます。
• リムーバブル メディア デバイスまたはクラウドストレージでファイルやディレクトリが作成さ

れた。
• リムーバブル メディア デバイスまたはクラウドストレージでファイルやディレクトリの名前が

変更された。
• リムーバブル メディア デバイスまたはクラウドストレージでファイルやディレクトリが削除さ

れた。
ログポリシーを定義したときの設定によって、ファイルアクセスの追跡イベントは、Windows イ
ベント ビューア、または SafeGuard Enterprise の「ファイルの追跡ビューア」で表⽰できます。

 ファイルアクセスの追跡を設定する
1. SafeGuard Management Center で「ポリシー」を選択します。
2. 「ログ」ポリシーを新しく作成するか、既存のポリシーを選択します。

右側の処理ペインの「ログ」の下に、ログを取得できるすべての定義済みイベントが表⽰され
ます。列のヘッダをクリックすると、「ID」や「カテゴリ」などでイベントを並べ替えること
ができます。

3. ファイルアクセスの追跡を有効化するには、必要に応じて、次のいずれかのログ イベントを選択
してください。
• リムーバブル メディアに保存されているファイルの場合:

̶ ID 3020 リムーバブルメディア上のファイルの追跡: ファイルが作成されました。
̶ ID 3021 リムーバブルメディア上のファイルの追跡: ファイル名が変更されました。
̶ ID 3022 リムーバブルメディア上のファイルの追跡: ファイルが削除されました。

• クラウドストレージに保存されているファイルの場合:
̶ ID 3025 クラウドストレージ上のファイルの追跡: ファイルが作成されました。
̶ ID 3026 クラウドストレージ上のファイルの追跡: ファイル名が変更されました。
̶ ID 3027 クラウドストレージ上のファイルの追跡: ファイルが削除されました。
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イベントを SafeGuard Enterprise データベースに記録するように指定するには、「データベー
スにイベントを記録する」アイコンが表⽰されている列をクリックしてイベントを選択します。
イベントを Windows イベント ビューアに記録する場合は、「イベント ログへのログ出⼒」イベ
ント ログ アイコンが表⽰されている列をクリックします。
選択されているすべてのイベントには、該当する列に緑のチェックマーク記号が表⽰されます。

4. 設定を保存します。
ポリシーを適⽤後、ファイルアクセスの追跡がアクティブになり、選択したイベントが指定した出⼒
先に記録されます。

注
ファイルアクセスの追跡を有効化するとサーバーの負荷が⼤きく増加しますので注意してくださ
い。

 ファイルアクセスの追跡イベントの表⽰
ファイルアクセスの追跡のログを表⽰するには、「ファイルの追跡のイベントを表⽰する」権限が必
要です。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで、「レポート」をクリックします。
2. 「レポート」ナビゲーション ペインで、「ファイルの追跡ビューア」を選択します。
3. 右側の処理ペインの「ファイルの追跡ビューア」で、検索アイコンをクリックします。
データベースに記録されているすべてのイベントが、「ファイルの追跡ビューア」に表⽰されま
す。表⽰項⽬は、「イベント ビューア」と同じです。詳細は、ログ出⼒されたイベントの表⽰ (p.
163)を参照してください。

 レポートの印刷
SafeGuard Management Center の「イベント ビューア」や「ファイルの追跡ビューア」に表⽰
されているイベント レポートは、SafeGuard Management Center のメニュー バーの「ファイ
ル」メニューから印刷できます。
• レポートを印刷する前に印刷のプレビューを表⽰するには、「ファイル > 印刷プレビュー」を選

択します。印刷プレビューでは、複数の出⼒形式 (PDF など) に関連ドキュメントをエクスポート
したり、ページ レイアウト (ヘッダーやフッターなど) を編集したりすることができます。

• 印刷プレビューを表⽰しないでドキュメントを印刷するには、「ファイル > 印刷」を選択しま
す。

 ログ出⼒されたイベントの連結
集中管理⽤データベースに送られるイベントは、SafeGuard Enterprise データベースの EVENT
テーブルに記録されます。このテーブルには整合性保護を適⽤できます。イベントは、EVENT テー
ブル内の連結されたリストとして記録できます。連結されているため、リストの各エントリは前の
エントリに依存します。リストからエントリが削除される場合は認識でき、整合性チェックにより
検証できます。
パフォーマンスを向上させるために、デフォルトでは EVENT テーブル内のイベントの連結は無効
になっています。整合性を確認するために、ログ出⼒されたイベントの連結を有効にすることもで
きます。詳細は、ログ出⼒されたイベントの整合性の確認 (p. 166)を参照してください。

注
ログ出⼒されたイベントの連結が無効になっている場合は、EVENT テーブルに整合性保護は適⽤
されません。
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注
イベントの数が多すぎる場合、パフォーマンスに影響を与える場合があります。イベントを
クリーンアップして、パフォーマンスの問題を回避する⽅法の詳細は、スクリプトによりスケ
ジュールされたイベント クリーンアップ (p. 167)を参照してください。

 ログ出⼒されたイベントの連結の有効化
1. Web サーバーで Web サービス SGNSRV を停⽌します。
2. データベースからすべてのイベントを削除し、削除中にバックアップを作成します。詳細は、選

択されたイベントまたはすべてのイベントの削除 (p. 166)を参照してください。

注
データベースから古いイベントをすべて削除しないと、残っている古いイベントでは連結が有
効になっていないため、連結が正しく機能しません。

3. 次のレジストリ キーを 0 に設定するか、または削除します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Utimaco\SafeGuard Enterprise DWORD:
DisableLogEventChaining = 0

4. Web サービスを再開します。
ログ出⼒されたイベントの連結が有効になります。

注
イベントの連結を再び無効にするには、このレジストリ キーを 1 に設定します。

 ログ出⼒されたイベントの整合性の確認
前提条件: ログ出⼒されたイベントの整合性を確認するには、EVENT テーブル内のイベントの連結
を有効にする必要があります。
1. SafeGuard Management Center で「レポート」をクリックします。
2. SafeGuard Management Center のメニュー バーで「処理 > 整合性のチェック」を選択しま

す。
ログのイベントの整合性に関するメッセージが表⽰されます。

注
イベントの連結が無効になっている場合は、エラーが返されます。

 選択されたイベントまたはすべてのイベントの削除
1. SafeGuard Management Center で「レポート」をクリックします。
2. 「イベント ビューア」で、削除するイベントを選択します。
3. 選択されたイベントを削除するには、「処理 > イベントの削除」を選択するか、ツール バーにあ

る「イベントの削除」アイコンをクリックします。すべてのイベントを削除するには、「処理 >
すべてのイベントの削除」を選択するか、ツール バーにある「すべてのイベントの削除」アイコ
ンをクリックします。

4. 選択されたイベントを削除する前に、バックアップ ファイルを作成できるように「イベントを
バック アップ」ペインが表⽰されます。詳細は、バックアップ ファイルの作成 (p. 167)を参照
してください。

イベントが、イベント ログから削除されます。
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 バックアップ ファイルの作成
イベントを削除するときは、SafeGuard Management Center イベント ビューアに表⽰されるレ
ポートのバックアップ ファイルを作成できます。
1. 「処理 > イベントの削除」または「処理 > すべてのイベントの削除」を選択すると、イベント

が削除される前にバックアップ ファイルを作成するための「イベントをバック アップ」ペインが
表⽰されます。

2. イベント ログの .XML バックアップ ファイルを作成するには、ファイル名とファイルの場所を⼊
⼒し「OK」をクリックします。

 バックアップ ファイルを開く⽅法
1. SafeGuard Management Center で「レポート」をクリックします。
2. SafeGuard Management Center のメニュー バーで「処理 > バックアップ ファイルを開く」を

選択します。
「イベントのバックアップを開く」ペインが表⽰されます。

3. 開くバックアップ ファイルを選択し、「開く」をクリックします。
バックアップ ファイルが開き、イベントが SafeGuard Management Center 「イベント ビュー
ア」に表⽰されます。「イベント ビューア」の通常の表⽰に戻るには、ツール バーの「バックアッ
プ ファイルを開く」アイコンを再びクリックします。

 スクリプトによりスケジュールされたイベント クリーンアップ

注
SafeGuard Management Center では、「タスク スケジューラ」を使⽤して、定期的に実⾏
するタスクを作成し、スクリプトを使⽤してスケジュール設定することができます。タスクは
SafeGuard Enterprise Server のサービスによって⾃動的に実⾏され、指定されたスクリプトが
実⾏されます。

EVENT テーブルの⾃動的かつ効率的なクリーンアップのために、SafeGuard Enterprise ソフト
ウェアの配布メディア上の \tools ディレクトリに、次の 4つの SQL スクリプトが⽤意されていま
す。
• spShrinkEventTable_install.sql
• ScheduledShrinkEventTable_install.sql
• spShrinkEventTable_uninstall.sql
• ScheduledShrinkEventTable_uninstall.sql
2つのスクリプト spShrinkEventTable_install.sql と ScheduledShrinkEventTable_install.sql
は、データベース サーバーにストアド プロシージャとスケジュールされたジョブをインストールし
ます。スケジュールされたジョブによって、ストアド プロシージャは⼀定の間隔で実⾏されます。
このストアド プロシージャは、定義された数の最新のイベントを EVENT テーブルに残し、その他
のイベントを EVENT テーブルからバックアップ ログ テーブル EVENT_BACKUP に移動します。
2つのスクリプト spShrinkEventTable_uninstall.sql と
ScheduledShrinkEventTable_uninstall.sql は、ストアド プロシージャとスケジュールされたジョ
ブをアンインストールします。この 2つのスクリプトは、EVENT_BACKUP テーブルも削除しま
す。

注
ストアド プロシージャを使⽤してイベントを EVENT テーブルからバックアップ ログ テーブル
に移動した場合、イベントの連結は適⽤されなくなります。イベントをクリーンアップするため
のストアド プロシージャを使⽤している状態のままで連結を有効にしても意味がありません。詳
細は、ログ出⼒されたイベントの連結 (p. 165)を参照してください。
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 ストアド プロシージャの作成
スクリプト spShrinkEventTable_install.sql は、データを EVENT テーブルからバックアップ ロ
グ テーブル EVENT_BACKUP に移動するストアド プロシージャを作成します。EVENT_BACKUP
テーブルが存在しない場合は、⾃動的に作成されます。
最初の⾏は「USE SafeGuard」です。SafeGuard Enterprise データベースに別の名前を指定した
場合は、それに応じて名前を変更します。
このストアド プロシージャは、n個の最新のイベントを EVENT テーブルに残し、残りのイベント
を EVENT_BACKUP テーブルに移動します。EVENT テーブルに残すイベントの数はパラメータで
指定されます。
このストアド プロシージャを実⾏するには、SQL Server Management Studio (「新規クエリ」)
で次のコマンドを起動します。
exec spShrinkEventTable 1000
このコマンド例は、最新の 1000個のイベントを除くすべてのイベントを移動します。

 ストアド プロシージャを実⾏するためにスケジュール設定ジョブを作成する
EVENT テーブルを⼀定の間隔で⾃動的にクリーンアップするために、SQL Server にジョブを
作成できます。このジョブは、スクリプト ScheduledShrinkEventTable_install.sql または SQL
Enterprise Manager を使⽤して作成できます。

注
このスケジュールされたジョブは、SQL Express データベースでは動作しません。このジョ
ブを実⾏するには、SQL Server エージェントが実⾏されている必要があります。SQL Server
Express のインストールには SQL Server エージェントが存在しないため、このジョブはサポー
トされません。

• このスクリプトは msdb で実⾏する必要があります。SafeGuard Enterprise データベースとし
て SafeGuard とは別の名前を選択した場合は、それに応じて名前を変更します。
/* Default: Database name 'SafeGuard' change if required*/
SELECT @SafeGuardDataBase='SafeGuard'

• また、EVENT テーブルに残すイベントの数を指定することもできます。デフォルトは 100,000
です。
/* Default: keep the latest 100000 events, change if required*/
SELECT @ShrinkCommand='exec spShrinkEventTable 100000'

• ジョブ実⾏を NT イベント ログに記録するかどうかを指定できます。
exec sp_add_job
@job_name='AutoShrinkEventTable',
@enabled=1,
@notify_level_eventlog=3
パラメータ notify_level_eventlog には、次の値を使⽤できます。

値 結果

3 ジョブが実⾏されるたびにログに記録します。

2 ジョブが失敗した場合はログに記録します。

1 ジョブが正常に実⾏された場合はログに記録します。
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値 結果

0 ジョブ実⾏を NT イベント ログに記録しません。

• 失敗した場合にジョブ実⾏を繰り返す頻度を指定できます。
exec sp_add_jobstep
̶ @retry_attempts=3

この例では、失敗した場合にジョブ実⾏を 3 回試みることを定義しています。
̶ @retry_interval=60

この例では、再試⾏の間隔を 60 分に定義しています。
• ジョブを実⾏する時間スケジュールを指定できます。

exec sp_add_jobschedule
̶ @freq_type=4

この例では、ジョブを毎⽇実⾏するように定義しています。
̶ @freq_interval=1

この例では、ジョブを 1 ⽇に 1 回実⾏するように定義しています。
̶ @active_start_time=010000

この例では、ジョブを午前 1 時に実⾏するように定義しています。

注
上に⽰した例の値に加え、sp_add-jobschedule を使⽤して、異なるスケジュール オプション
の数値を定義できます。たとえば、ジョブを 2分おきに、または 1週間に 1回だけ実⾏するこ
とができます。詳細は、Microsoft Transact SQL のマニュアルを参照してください。

 ストアド プロシージャ、ジョブ、およびテーブルのクリーンアップ
スクリプト spShrinkEventTable_uninstall.sql は、ストアド プロシージャと EVENT_BACKUP
テーブルを削除します。スクリプト ScheduledShrinkEventTable_uninstall.sql は、スケジュール
されたジョブの登録を取り消します。

注
spShrinkEventTable_uninstall.sql を実⾏すると、EVENT_BACKUP テーブルが、そこに含まれ
ているすべてのデータとともに削除されます。

 レポートのメッセージ テンプレート
SafeGuard Enterprise データベースに記録されるイベントには、完全なイベント テキストは
含まれません。データベースのテーブルには、ID と関連するパラメータ値のみが書き込まれま
す。SafeGuard Management Center イベント ビューアでログのイベントを取得するときに、パ
ラメータ値と .dll に格納されているテキスト テンプレートが、現在の SafeGuard Management
Center システムの⾔語で完全なイベント テキストに変換されます。
イベント テキストに使⽤するテンプレートは、たとえば SQL クエリなどを使⽤して、編集および
処理できます。そのために、イベント メッセージのすべてのテキスト テンプレートを含むテーブル
を⽣成できます。その後、特定の要件に従ってテンプレートをカスタマイズできます。
個別のイベント ID のテキスト テンプレートを含むテーブルを作成する⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「ツール > オプション」を選択します。
2. 「オプション」ペインで「データベース」タブに移動します。
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3. 「レポート メッセージテンプレート」ペインで、「テーブルの作成」をクリックします。
イベント ID のテンプレートを含むテーブルが現在のシステム⾔語で作成され、カスタマイズでき
ます。

注
テンプレートが⽣成される前に、テーブルがクリアされます。特定の⾔語⽤のテンプレートを⽣
成後、ユーザーが別の⾔語のテンプレートを⽣成すると、最初の⾔語のテンプレートは削除され
ます。

 レポートに含めることのできるイベント
次の表では、ログに含めることのできるイベントすべての概要を説明します。

カテゴリ イベン
ト ID

説明

システム 1001 プロセスが開始されました。

システム 1005 サービスが開始されました。

システム 1006 サービスの開始に失敗しました。

システム 1007 サービスが停⽌しました。

システム 1016 データ ファイルの整合性テストに失敗しました。

システム 1017 ログの記録先は使⽤できません。

システム 1018 権限のないユーザーが、SafeGuard Enterprise をアンインストールしようとし
ました。

システム 1019 鍵のバックアップに失敗しました

システム 1020 「鍵のバックアップ完了」を Sophos Enterprise Console に送信できませんで
した。

システム 1021 鍵のバックアップが確認できませんでした

通信 1500 添付ファイル付きでメールが送信されました (送信元、件名、暗号化⽅法)

通信 1507 添付ファイル付きでメールが送信されました (送信元、件名、添付ファイル、暗
号化⽅法)

通信 1508 添付ファイル付きでメールが送信されました (送信元、受信者、件名、添付ファ
イル、暗号化⽅法)

認証 2001 外部 GINA が識別され、正常に統合されました。

認証 2002 外部 GINA が識別されましたが、統合に失敗しました。

認証 2003 Power-on Authentication は有効です。

認証 2004 Power-on Authentication は無効です。

認証 2005 Wake on LAN が有効化されました。

認証 2006 Wake on LAN が無効化されました。

認証 2007 チャレンジが作成されました。

認証 2008 レスポンスが作成されました。

認証 2009 ログオンに成功しました。

認証 2010 ログオンに失敗しました。

認証 2011 ログオン中にユーザーがインポートされ、所有者に指定されました。
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認証 2012 ユーザーが所有者によってインポートされ、⾮所有者としてマークされました。

認証 2013 ユーザーが⾮所有者によってインポートされ、⾮所有者としてマークされまし
た。

認証 2014 ユーザーが所有者として削除されました。

認証 2015 ログオン中のユーザーのインポートに失敗しました。

認証 2016 ユーザーがログオフしました。

認証 2017 ユーザーが強制的にログオフされました。

認証 2018 デバイスで処理が実⾏されました。

認証 2019 ユーザーがパスワード/PIN の変更を開始しました。

認証 2020 ユーザーが、ログオン後にパスワード/PIN を変更しました。

認証 2021 パスワード/PIN の品質。

認証 2022 パスワード/PIN のポリシー違反です。

認証 2023 ローカル キャッシュが破損していましたが、復元されました。

認証 2024 無効なパスワードのブラック リストの構成。

認証 2025 パスワードの表⽰をユーザーに許可するレスポンス コードを受信しました。

認証 2026 ローカル キャッシュ バックアップは正常に完了しました。

認証 2027 ローカル キャッシュ バックアップに失敗しました。

認証 2028 ログオンしているユーザーはゲスト ユーザーです。

認証 2029 事前構成済みアカウント情報で Web Helpdesk にログオンしました。

認証 2030 ログオンしているユーザーはサービス アカウントです。

認証 2031 事前構成済みアカウント情報で Web Helpdesk にログオンできませんでした。

認証 2032 Web Helpdesk の認証に失敗しました。

認証 2033 Web Helpdesk が開始しました。

認証 2035 サービス アカウントのリストがインポートされました。

認証 2036 サービス アカウントのリストが削除されました。

認証 2056 SGN Windows ユーザーを追加します。

認証 2057 すべての SGN Windows ユーザーがマシンから削除されました。

認証 2058 ⼿動による UMA ユーザーの削除が実⾏されました。

認証 2061 Computrace のチェックのリターン コードです。

認証 2062 Computrace のチェックを実⾏できませんでした。

認証 2071 カーネルの初期化が正常に完了しました。

認証 2072 カーネルの初期化に失敗しました。

認証 2073 クライアントでマシン鍵の⽣成に成功しました。

認証 2074 クライアントでマシン鍵の⽣成に失敗しました。

認証 2075 ディスク プロパティの照会または Opal ディスクの初期化に失敗しました。

認証 2079 カーネルへのユーザーのインポートが正常に完了しました。

認証 2080 カーネルからのユーザーの削除が正常に完了しました。

認証 2081 カーネルへのユーザーのインポートに失敗しました。

認証 2082 カーネルからのユーザーの削除に失敗しました。
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認証 2083 「ユーザー パスワードの表⽰」を含むレスポンスが作成されました。

認証 2084 仮想クライアントのレスポンスが作成されました。

認証 2085 スタンドアロン クライアントのレスポンスが作成されました。

認証 2086 スタンドアロン クライアント ユーザーのために新しい証明書が⽣成されまし
た。

認証 2087 証明書がスタンドアロン クライアント ユーザーに割り当てられました。このイ
ベントは、管理対象外のエンドポイントのみで発⽣するため、データベースのロ
グには記録されません。

認証 2095 Wake on LAN を有効にできませんでした。

認証 2096 Wake on LAN を無効にできませんでした。

認証 2097 ユーザーは、スタンバイ トークンをはじめて使⽤してクライアントにログイン
しました。スタンバイ トークンは、標準トークンとして設定されました。

認証 2098 スタンバイ証明書のアクティブ化に成功したことがサーバーに報告されました。

認証 2099 ユーザーは、スタンバイ トークンをはじめて使⽤してクライアントにログイン
しました。エラーが発⽣したため、スタンバイ証明書をアクティブにできません
でした。

認証 2100 サーバーでスタンバイ証明書の有効化に失敗しました。

認証 2101 トークンの PIN が変更されました。

認証 2102 トークンの PIN を変更できませんでした。

認証 2103 「証明書ベースのトークンログオンを施⾏する」ポリシーを施⾏できません

認証 2104 「証明書ベースのトークンログオンを施⾏する」ポリシーを施⾏しました

管理 2500 SafeGuard Enterprise Administration が開始されました。

管理 2501 SafeGuard Enterprise Administration へのログオンに失敗しました。

管理 2502 SafeGuard Enterprise Administration の認証に失敗しました。

管理 2502 SafeGuard Enterprise Administration の認証に失敗しました。

管理 2503 追加の認証が必要です。

管理 2504 処理に対して追加の認証が許可されました。

管理 2505 追加の認証に失敗しました。

管理 2506 ディレクトリからのデータのインポートに成功しました。

管理 2507 ディレクトリからのデータのインポートがキャンセルされました。

管理 2508 ディレクトリからデータをインポートできませんでした。

管理 2511 ユーザーが作成されました。

管理 2513 ユーザーが変更されました。

管理 2515 ユーザーが削除されました。

管理 2518 ユーザーのアプリケーションが失敗しました。

管理 2522 ユーザーを削除できませんでした。

管理 2525 マシンが適⽤されました。

管理 2529 マシンが削除されました。

管理 2532 マシンのアプリケーションに失敗しました。

管理 2536 マシンを削除できませんでした。

管理 2539 OU が適⽤されました。

172 Copyright © Sophos Limited



SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ

管理 2543 OU が削除されました。

管理 2546 OU のアプリケーションに失敗しました。

管理 2547 OU のインポートに失敗しました。

管理 2550 OU を削除できませんでした。

管理 2553 グループが適⽤されました。

管理 2555 グループが変更されました。

管理 2556 グループの名前が変更されました。

管理 2557 グループが削除されました。

管理 2560 グループのアプリケーションに失敗しました。

管理 2562 グループを変更できませんでした。

管理 2563 グループの名前を変更できませんでした。

管理 2564 グループを削除できませんでした。

管理 2573 メンバーがグループに追加されました。

管理 2575 メンバーがグループから削除されました。

管理 2576 メンバーをグループに追加できませんでした。

管理 2578 メンバーをグループから削除できませんでした。

管理 2580 グループが OU から OU に切り替えられました。

管理 2583 グループを OU から OU に切り替えられませんでした。

管理 2591 オブジェクトがグループに追加されました。

管理 2593 オブジェクトがグループから削除されました。

管理 2594 オブジェクトをグループに追加できませんでした。

管理 2596 オブジェクトをグループから削除できませんでした。

管理 2603 鍵が⽣成されました。

管理 2603 鍵が⽣成されました。

管理 2604 鍵が変更されました。

管理 2607 鍵が割り当てられました。

管理 2608 鍵の割り当てがキャンセルされました。

管理 2609 鍵を⽣成できませんでした。

管理 2610 鍵の変更に失敗しました。

管理 2613 鍵を割り当てられませんでした。

管理 2614 鍵の割り当てを削除できませんでした。

管理 2615 証明書が⽣成されました。

管理 2616 証明書がインポートされました。

管理 2619 証明書が削除されました。

管理 2621 証明書がユーザーに割り当てられました。

管理 2622 ユーザーへの証明書の割り当てがキャンセルされました。

管理 2623 証明書を作成できませんでした。

管理 2624 証明書をインポートできませんでした。

管理 2627 証明書を削除できませんでした。
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管理 2628 証明書の拡張に失敗しました。

管理 2629 証明書をユーザーに割り当てられませんでした。

管理 2630 ユーザーへの証明書の割り当てを削除できませんでした。

管理 2631 トークンがプラグインされました。

管理 2632 トークンが削除されました。

管理 2633 トークンがユーザーに発⾏されました。

管理 2634 トークンのユーザー PIN を変更します。

管理 2635 トークンのセキュリティ担当者 PIN を変更します。

管理 2636 トークンがロックされました。

管理 2637 トークンがロック解除されました。

管理 2638 トークンが削除されました。

管理 2639 ユーザーに対するトークンの割り当てが削除されました。

管理 2640 ユーザーに対してトークンを発⾏できませんでした。

管理 2641 トークンのユーザー PIN を変更できませんでした。

管理 2642 トークンのセキュリティ担当者 PIN を変更できませんでした。

管理 2643 トークンをロックできませんでした。

管理 2644 トークンをロック解除できませんでした。

管理 2645 トークンを削除できませんでした。

管理 2647 ポリシーが作成されました。

管理 2648 ポリシーが変更されました。

管理 2650 ポリシーが削除されました。

管理 2651 ポリシーが OU に割り当てられ、有効化されました。

管理 2652 割り当てられたポリシーが OU から削除されました。

管理 2653 ポリシーを作成できませんでした。

管理 2654 ポリシーを変更できませんでした。

管理 2657 OU にポリシーを割り当てて有効化することができませんでした。

管理 2658 OU からの割り当てられたポリシーの削除に失敗しました。

管理 2659 ポリシー グループが作成されました。

管理 2660 ポリシー グループが変更されました。

管理 2661 ポリシー グループが削除されました。

管理 2662 ポリシー グループを作成できませんでした。

管理 2663 ポリシー グループを変更できませんでした。

管理 2665 以下のポリシーがポリシー グループに追加されました。

管理 2667 以下のポリシーがポリシー グループから削除されました。

管理 2668 ポリシーをポリシー グループに追加できませんでした。

管理 2670 ポリシーをポリシー グループから削除できませんでした。

管理 2678 記録されたイベントがエクスポートされました。

管理 2679 記録されたイベントのエクスポートに失敗しました。

管理 2680 記録されたイベントが削除されました。
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管理 2681 記録されたイベントを削除できませんでした。

管理 2684 セキュリティ担当者によって、証明書の更新が許可されています。

管理 2685 セキュリティ担当者によって、証明書の更新が拒否されました。

管理 2686 証明書の更新設定を変更できませんでした。

管理 2687 担当者証明書が変更されました。

管理 2688 担当者証明書を変更できませんでした。

管理 2692 ワークグループの作成。

管理 2693 ワークグループの作成の失敗。

管理 2694 ワークグループの削除。

管理 2695 ワークグループの削除の失敗。

管理 2696 ユーザーの作成。

管理 2697 ユーザーの作成の失敗。

管理 2698 マシンの作成。

管理 2699 マシンの作成の失敗。

管理 2700 ライセンス違反です。

管理 2701 鍵ファイルが作成されました。

管理 2702 鍵ファイルの鍵が削除されました。

管理 2703 セキュリティ担当者がポリシーで Power-on Authentication を無効にしまし
た。

管理 2704 LSH 質問のテーマが作成されました。

管理 2705 LSH 質問のテーマが変更されました。

管理 2706 LSH 質問のテーマが削除されました。

管理 2707 質問が変更されました。

管理 2708 スタンドアロン クライアントの構成パッケージが作成されました。

管理 2709 管理型クライアントの構成パッケージが作成されました。

管理 2710 CCO がインポートされました。

管理 2711 CCO がエクスポートされました。

管理 2712 CCO が削除されました。

管理 2713 企業証明書が更新されました。

管理 2715 サービス アカウントのリストが作成されました。

管理 2716 サービス アカウントのリストが変更されました。

管理 2717 サービス アカウントのリストが削除されました。

管理 2718 Cloud Storage の定義が作成されました。

管理 2719 Cloud Storage の定義が変更されました。

管理 2720 Cloud Storage の定義が削除されました。

管理 2721 アプリケーションリストが作成されました。

管理 2722 アプリケーションリストが変更されました。

管理 2723 アプリケーションリストが削除されました。

管理 2724 ロール が作成されました。
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管理 2725 ロールが変更されました。

管理 2726 ロールが削除されました。

管理 2727 ロールがセキュリティ担当者に割り当てられました。

管理 2728 セキュリティ担当者のロールは解除されました。

管理 2729 マスターセキュリティ担当者が作成されました。

管理 2730 マスターセキュリティ担当者が変更されました。

管理 2731 マスターセキュリティ担当者が削除されました。

管理 2732 マスターセキュリティ担当者証明書が変更されました。

管理 2733 マスターセキュリティ担当者証明書の変更に失敗しました。

管理 2734 マスターセキュリティ担当者が有効になりました。

管理 2735 マスターセキュリティ担当者が無効になりました。

管理 2736 セキュリティ担当者が作成されました

管理 2737 セキュリティ担当者が変更されました。

管理 2738 セキュリティ担当者が削除されました。

管理 2739 セキュリティ担当者が削除されました。⼦に関する詳細情報。

管理 2740 セキュリティ担当者が有効になりました。

管理 2741 セキュリティ担当者が無効になりました。

管理 2742 セキュリティ担当者が移動されました

管理 2743 セキュリティ担当者がマスターセキュリティ担当者に昇格しました。

管理 2744 セキュリティ担当者がマスターセキュリティ担当者に昇格しました。⼦に関する
詳細情報。

管理 2745 マスターセキュリティ担当者がセキュリティ担当者に降格しました。

管理 2746 セキュリティ担当者のグループが作成されました。

管理 2747 セキュリティ担当者のグループが変更されました。

管理 2748 セキュリティ担当者のグループが削除されました。

管理 2749 セキュリティ担当者がセキュリティ担当者のグループに追加されました。

管理 2750 セキュリティ担当者がセキュリティ担当者のグループから削除されました。

管理 2753 コンテナの読み取りアクセスがセキュリティ担当者に付与されました。

管理 2754 コンテナの読み取りアクセスがセキュリティ担当者のグループに付与されまし
た。

管理 2755 コンテナのフル アクセスがセキュリティ担当者に付与されました。

管理 2756 コンテナのフル アクセスがセキュリティ担当者のグループに付与されました。

管理 2757 セキュリティ担当者が持つ、コンテナへのアクセスが無効になりました。

管理 2758 セキュリティ担当者のグループが持つ、コンテナへのアクセスが無効になりまし
た。

管理 2759 ポリシーの読み取りアクセスがセキュリティ担当者に付与されました。

管理 2760 ポリシーの読み取りアクセスがセキュリティ担当者のグループに付与されました

管理 2761 ポリシーのフル アクセスがセキュリティ担当者に付与されました。

管理 2762 ポリシーのフル アクセスがセキュリティ担当者のグループに付与されました。

管理 2763 セキュリティ担当者が持つ、ポリシーのアクセスが無効になりました。
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管理 2764 セキュリティ担当者のグループが持つ、ポリシーのアクセスが無効になりまし
た。

管理 2765 LSH の質問の数に関するパラメータが変更されました。

管理 2766 セキュリティ担当者に対してコンテナへのアクセスが拒否されました。

管理 2767 セキュリティ担当者に対するコンテナへのアクセス拒否が解消されました。

管理 2768 セキュリティ担当者に対するコンテナの読み取り許可が取り消されました。

管理 2769 ファイルの追跡ビューアが開きました。

管理 2770 セキュリティ担当者によって、ポリシーの展開が有効化されています。

管理 2771 セキュリティ担当者によって、ポリシーの展開が無効化されています。

管理 2772 ライセンス管理によって、ポリシーの展開が有効化されています。

管理 2773 ライセンス管理によって、ポリシーの展開が無効化されています。

管理 2800 認証されていないユーザーの認証に成功しました。

管理 2801 ユーザーは⾃動的に認証されませんでした。

管理 2810 POA ユーザーが作成されました。

管理 2811 POA ユーザーが変更されました。

管理 2812 POA ユーザーが削除されました。

管理 2815 POA ユーザーの作成に失敗しました。

管理 2816 POA ユーザーの変更に失敗しました。

管理 2817 POA ユーザーの削除に失敗しました。

管理 2820 POA グループが作成されました。

管理 2821 POA グループが変更されました。

管理 2822 POA グループが削除されました。

管理 2825 POA ユーザーグループの作成に失敗しました。

管理 2826 POA ユーザーグループの変更に失敗しました。

管理 2827 POA ユーザーグループの削除に失敗しました。

管理 2830 POA グループはコンテナに割り当てられています。

管理 2831 割り当てられていた POA グループをコンテナから削除しました。

管理 2832 POA グループをコンテナに割り当てるため、グループを有効にしました。

管理 2833 POA グループをコンテナに割り当てることができませんでした。

管理 2834 POA グループをコンテナから削除できませんでした。

管理 2835 POA グループをコンテナに割り当てるため、グループを有効にできませんでし
た。

管理 2850 例外が発⽣したため、タスク スケジューラ サービスが停⽌しました。

管理 2851 スケジューラ タスクの実⾏に成功しました。

管理 2852 スケジューラ タスクに失敗しました。

管理 2853 スケジューラ タスクを作成または変更しました。

管理 2854 スケジューラ タスクを削除しました。

管理 2855 新しい証明書の署名アルゴリズムが変更されました。

管理 2856 新しい証明書の鍵⻑が変更されました。

管理 2857 新しい証明書の有効期限が変更されました。
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管理 2858 データベースが正常にアップグレードされました

管理 2859 データベースをアップグレードできませんでした

管理 2900 Configuration Protection の中断のレスポンスが作成されました。

管理 2905 マシンの BitLocker の復旧鍵がエクスポートされました

クライアント 3003 カーネルのバックアップに成功しました。

クライアント 3005 カーネルの復元に最初の試みで成功しました。

クライアント 3006 カーネルの復元に 2 度⽬の試みで成功しました。

クライアント 3007 カーネルのバックアップに失敗しました。

クライアント 3008 カーネルの復元に失敗しました。

クライアント 3009 カーネルのバックアップに失敗しました。

クライアント 3010 POA からバックアップトークンを削除します

クライアント 3011 POA にバックアップトークンを追加します

クライアント 3018 ⾮同期的な暗号化によってファイルが暗号化されました。

クライアント 3019 ⾮同期的な暗号化によってファイルが復号化されました。

クライアント 3020 リムーバブルメディア上のファイルの追跡: ファイルが作成されました。

クライアント 3021 リムーバブルメディア上のファイルの追跡: ファイル名が変更されました。

クライアント 3022 リムーバブルメディア上のファイルの追跡: ファイルが削除されました。

クライアント 3025 クラウドストレージ上のファイルの追跡: ファイルが作成されました。

クライアント 3026 クラウドストレージ上のファイルの追跡: ファイル名が変更されました。

クライアント 3027 クラウドストレージ上のファイルの追跡: ファイルが削除されました。

クライアント 3028 ファイルの追跡: ファイルが⼿動で暗号化されました。

クライアント 3029 ファイルの追跡: ファイルが⼿動で復号化されました。

クライアント 3030 ユーザーがログオン後に LSH シークレットを変更しました。

クライアント 3035 LSH が有効化されました

クライアント 3040 LSH が無効化されました。

クライアント 3045 LSH が利⽤可能です - Enterprise クライアント。

クライアント 3046 LSH が利⽤可能です - スタンドアロン クライアント。

クライアント 3050 LSH が無効です - Enterprise クライアント。

クライアント 3051 LSH を使⽤できません - スタンドアロン クライアント

クライアント 3055 QST リスト (LSH の質問) が変更されました

クライアント 3060 ユーザーは LSH 内の回答を変更しました

クライアント 3070 指定されたネットワーク共有に鍵バックアップが保存されました。

クライアント 3071 鍵のバックアップが指定されたネットワーク共有に保存できませんでした。

クライアント 3072 ユーザーが暗号化を無効にしました。

クライアント 3080 Sophos UEFI のブートエントリの修復に成功しました。

クライアント 3081 Sophos UEFI のブートエントリの修復に失敗しました。

クライアント 3082 Outlook アドインが無効化されました。SGN ポリシーでは有効化されていま
す。

クライアント 3110 POA ユーザーが POA にインポートされました
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クライアント 3111 POA ユーザーが POA から削除されました

クライアント 3116 POA ユーザーを POA にインポートできませんでした

クライアント 3117 POA ユーザーを POA から削除できませんでした

クライアント 3200 Configuration Protection を中断しました。

クライアント 3201 Configuration Protection を中断しませんでした (間違ったレスポンス)。

クライアント 3202 Configuration Protection の中断がユーザーによって終了されました。

クライアント 3203 Configuration Protection の中断が終了しました (中断時間の終了)。

クライアント 3300 Master Application が再起動しました

クライアント 3301 Master Application が突然終了しました

クライアント 3302 Master Application の再起動に失敗しました

クライアント 3303 例外を処理できなかったため Master Application が強制終了しました。

クライアント 3304 不明な MasterApp の停⽌に失敗しました。

クライアント 3405 Configuration Protection Client をアンインストールできませんでした。

クライアント 3406 構成保護クライアントで内部エラーが発⽣しました。

クライアント 3407 構成保護クライアントで改ざんが⾏われた可能性を検出しました。

クライアント 3408 Configuration Protection Client がイベント ログの改ざんの可能性を検出しま
した。

クライアント 3409 間違ったパスフレーズが⼊⼒されました。

暗号化 3500 BitLocker 暗号化のためのハードディスクの準備が完了しました。

暗号化 3501 ドライブ上のメディアへのアクセスが拒否されました。

暗号化 3502 データ ファイルへのアクセスが拒否されました。

暗号化 3503 ドライブのセクタ ベースの初期暗号化が開始されました。

暗号化 3504 ドライブのセクタ ベースの初期暗号化が開始されました (⾼速モード)

暗号化 3505 ドライブのセクタ ベースの初期暗号化が正常に完了しました。

暗号化 3506 ドライブのセクタ ベースの初期暗号化に失敗し、閉じられました。

暗号化 3507 ドライブのセクタ ベースの初期暗号化がキャンセルされました。

暗号化 3508 ドライブのセクタベースの初期暗号化に失敗しました。

暗号化 3509 ドライブのセクタ ベースの復号化が開始されました。

暗号化 3510 ドライブのセクタベースの復号化が正常に完了しました。

暗号化 3511 ドライブのセクタ ベースの復号化に失敗し、閉じられました。

暗号化 3512 ドライブのセクタ ベースの復号化がキャンセルされました。

暗号化 3513 ドライブのセクタ ベースの復号化に失敗しました。

暗号化 3514 ドライブ上のファイルベースの初期暗号化が開始されました。

暗号化 3515 ドライブ上のファイルベースの初期暗号化が正常に完了しました。

暗号化 3516 ドライブ上のファイルベースの初期暗号化に失敗し、終了しました。

暗号化 3517 ドライブ上のファイルベースの初期暗号化がキャンセルされました。

暗号化 3519 ドライブ上のファイルベースの復号化が開始されました。

暗号化 3520 ドライブ上のファイルベースの復号化が正常に完了しました。

暗号化 3521 ドライブ上のファイルベースの復号化に失敗し、終了しました。
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暗号化 3522 ドライブ上のファイルベースの復号化がキャンセルされました。

暗号化 3524 ファイルの暗号化が開始されました。

暗号化 3525 ファイルの暗号化が正常に完了しました。

暗号化 3526 ファイルの暗号化に失敗しました。

暗号化 3540 ファイルの復号化が開始されました。

暗号化 3541 ファイルの復号化が正常に終了しました。

暗号化 3542 ファイルの復号化に失敗しました。

暗号化 3543 ブート鍵のバックアップに成功しました。

暗号化 3544 ブート アルゴリズムの最⼤数を超えています。

暗号化 3545 KSA の読み取りエラー。

暗号化 3546 定義されたポリシーに基づいたボリュームの無効化。

暗号化 3547 警告: NTFS ブート セクタのバックアップがボリュームに⾒つかりません。

暗号化 3548 ユーザーが、コンピュータを起動するための新しい BitLocker ログオン情報を
設定しました。

暗号化 3549 ユーザーが、コンピュータを起動するための新しい BitLocker ログオン情報を
設定しようとしましたが、操作に失敗しました。

暗号化 3552 ユーザーによって BitLocker 保護が中断されました。

暗号化 3553 ユーザーによって BitLocker 保護が再開されました。

暗号化 3559 ⾮同期的な暗号化のキューのアイテムが不⾜しています。

暗号化 3560 アクセス プロテクション。

暗号化 3561 コンピュータが安全な状態に変わりました。

暗号化 3562 コンピュータは安全な状態ですが、感染マシンの鍵を削除するポリシーの設定が
有効になっていません。何も操作されませんでした。

暗号化 3563 コンピュータは安全な状態ではありません。感染マシンの鍵を削除するポリシー
の設定は有効になっていません。何も操作されませんでした。

暗号化 3570 メディアの暗号鍵が割り当てられました。

暗号化 3571 メディアのパスフレーズ鍵が割り当てられました。

暗号化 3572 メディアのパスフレーズ鍵が作成されました。

暗号化 3573 メディアのパスフレーズ鍵がインポートされました。

暗号化 3574 壊れた鍵テーブルが検出されました。

暗号化 3600 ⼀般的な暗号化エラーです。

暗号化 3601 暗号化エラー - エンジン: ボリュームが存在しません。

暗号化 3602 暗号化エラー - エンジン: ボリュームがオフラインです。

暗号化 3603 暗号化エラー - エンジン: ボリュームが取り外されました。

暗号化 3604 暗号化エラー - エンジン: ボリュームが不正です。

暗号化 3605 このコンピュータは安全ではありません。対処が必要です。

暗号化 3607 暗号化エラー - 暗号鍵が存在しません。

暗号化 3610 暗号化エラー - 元の KSA ペインが壊れています。

暗号化 3611 暗号化エラー - バックアップ KSA ペインが壊れています。

暗号化 3612 暗号化エラー - 元の ESA ペインが壊れています。
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暗号化 3700 File Share によって、ポリシー内の無効なパスが破棄されました。

暗号化 3701 信頼するアプリケーションが⾒つかりませんでした。

暗号化 3710 File Share 暗号化が開始しました。

暗号化 3711 File Share 暗号化が正常に終了しました。

暗号化 3712 File Share 暗号化が完了しましたがエラーが発⽣しました。

暗号化 3713 File Share 暗号化がキャンセルされました。

暗号化 3714 初期暗号化が完了しました。

暗号化 3715 パスに対する初期暗号化が完了しました。

暗号化 3800 Cloud Storage でポリシー内の無効なパスが破棄されました。

暗号化 3900 ⾃⼰復号化型 HTML5 ファイルの暗号化が正常に完了しました。

暗号化 3999 BitLocker 暗号化のためのハードディスクの準備に失敗しました

アクセス制御 4400 ポートが正常に承認されました。

アクセス制御 4401 デバイスが正常に承認されました。

アクセス制御 4402 記憶装置が正常に承認されました。

アクセス制御 4403 WLAN が正常に承認されました。

アクセス制御 4404 ポートが正常に削除されました。

アクセス制御 4405 デバイスが正常に削除されました。

アクセス制御 4406 ストレージデバイスが正常に削除されました。

アクセス制御 4407 WLAN が正常に切断されました。

アクセス制御 4408 ポートが制限されました。

アクセス制御 4409 デバイスが制限されました。

アクセス制御 4410 ストレージデバイスが制限されました。

アクセス制御 4411 WLAN が制限されました。

アクセス制御 4412 ポートがブロックされました。

アクセス制御 4413 デバイスがブロックされました。

アクセス制御 4414 ストレージデバイスがブロックされました。

アクセス制御 4415 WLAN がブロックされました。

3.8.17 ポリシーの種類とその設定オプション
SafeGuard Enterprise ポリシーには、全社規模のセキュリティ ポリシーをエンドポイントに実装
するために必要なすべての設定が含まれます。
SafeGuard Enterprise ポリシーは、以下に関する設定を含むことができます (ポリシーの種類)。
• 全般設定

転送率、カスタマイズ、ログオン復旧、背景イメージなどの設定。
• 認証

ログオン モード、デバイスのロックなどの設定。
• PIN

使⽤する PIN の要件を定義。
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• パスワード
使⽤するパスワードの要件を定義。

• パスフレーズ
SafeGuard Data Exchange で使⽤されるパスフレーズの要件を定義。

• デバイス保護
ボリューム ベースまたはファイル ベースの暗号化の設定 (SafeGuard Data
Exchange、SafeGuard Cloud Storage および SafeGuard Portable の設定を含む) や、アル
ゴリズム、鍵、データが暗号化されるドライブなどの設定。

• マシンの設定
SafeGuard Power-on Authentication (有効/無効)、セキュアな Wake on LAN、表⽰オプ
ションなどの設定。

• ログ
ログに記録するイベントおよびログの出⼒先を定義。

• 構成保護

注
構成保護 (Configuration Protection) は、バージョン 6.0 以前の SafeGuard Enterprise
Client のみに対応しています。

ポートと周辺機器 (リムーバブル メディア、プリンタなど) の使⽤に関する設定 (許可/禁⽌)。
• ファイル暗号化

ローカルドライブやネットワーク上 (特にネットワーク共有にあるワークグループなど) で⾏う
ファイル ベースの暗号化の設定。

SafeGuard Management Center では、すべてのポリシーの種類に対して、デフォルト ポリシー
が設定されています。「デバイス保護」のポリシーの場合、フルディスク暗号化のポリシー (対象:
⼤容量記憶装置)、Cloud Storage (対象: DropBox) のポリシー、および Data Exchange (対象:
リムーバブルメディア) のポリシーを使⽤できます。これらのデフォルト ポリシーでは、オプショ
ンにデフォルト値が指定されています。デフォルトの値は、要件に従って変更できます。デフォル
ト ポリシーのポリシー名は、「<ポリシーの種類> (デフォルト)」と表⽰されます。

注
デフォルト ポリシーの名前は、インストール時の⾔語設定に依存します。インストール後
SafeGuard Management Center の表⽰⾔語を変更しても、デフォルト ポリシーのポリシー名
は、インストール時の⾔語で表⽰されます。

 全般設定

ポリシー設定 説明

以下の設定オプションは、SafeGuard Enterprise Management Center に表⽰される順に説
明しています。

設定のロード
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ポリシー設定 説明

ポリシーのループバック マシン設定の再実⾏
「ポリシーのループバック」フィールドで「マシン設定の再
実⾏」を選択し、そのポリシーがマシンから取得したもので
ある場合 (ユーザー ポリシーの「マシン設定の再実⾏」は
無効)、最後にこのポリシーが再び実装されます。すべての
ユーザー設定が上書きされ、マシン設定が適⽤されます。
ユーザー設定を無視
「ポリシーのループバック」フィールドでポリシー (マシン
ポリシー) に対して「ユーザー設定を無視」を選択し、その
ポリシーがマシンから取得したものである場合、マシン設定
のみが分析されます。ユーザー設定は分析されません。
ループバックなし
「ループバックなし」は標準の動作です。ユーザー ポリ
シーがマシン ポリシーよりも優先されます。
「ユーザー設定を無視」設定と「マシン設定の再実⾏」設定
が分析される⽅法
有効なポリシー割り当てが存在する場合、最初にマシン ポ
リシーが分析され統合されます。さまざまなポリシーを統合
した結果「ポリシーのループバック」で「ユーザー設定を無
視] 属性になる場合、ユーザーに適⽤されるはずだったポリ
シーは分析されなくなります。つまり、ユーザーに対して、
マシンと同じポリシーが適⽤されます。
「ポリシーのループバック」で「マシン設定の再実⾏」値
が適⽤される場合、個々のマシン ポリシーが統合された
後に、ユーザー ポリシーがマシン ポリシーと結合されま
す。統合後、マシン ポリシーが書き換えられ、すべての
ユーザー ポリシー設定を上書きします。つまり、両⽅のポ
リシーに設定が存在する場合、マシン ポリシーの値がユー
ザー ポリシーの値を上書きします。個々のマシン ポリシー
を統合した結果、「未構成」になる場合、設定の優先順位は
次のとおりです。ユーザー設定がマシン設定よりも優先され
ます。

転送率

サーバーへの接続の間隔 (分) SafeGuard Enterprise Client が、SafeGuard Enterprise
Server にポリシー (変更) の問い合わせを送信する間隔を分
単位で指定します。
多数のクライアントがサーバーに同時に接続するのを防ぐた
めに、通信は設定された接続間隔の +/- 50% の間隔で実⾏
されます。例: 「90分」に設定すると、45分から 135分の
間隔ごとにサーバーとの通信が⾏われます。

フィードバック
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ポリシー設定 説明

Sophos SafeGuard® の品
質向上のために匿名で使⽤状
況データを送信する

ソフォスでは、常に SafeGuard Enterprise の品質向上に努
めています。この⽬的で、お客様から定期的にソフォスに送
信される、匿名化されたデータを活⽤しています。このデー
タは、製品を向上する⽬的でのみ使⽤されます。収集した
データによってお客様やマシンが特定されることはありませ
ん。また機密情報は送信されません。
データはすべて匿名化されて送信されるため、データの収集
機能は、デフォルトで有効化されています。
このオプションを「いいえ」に設定すると、使⽤状況データ
はソフォスに送信されません。

ログ

フィードバックするまでのイ
ベント数

Win32 サービスの「SGM LogPlayer」として実装され
ているログ システムは、SafeGuard Enterprise で⽣成
されるログを集中管理⽤データベースに収集し、ローカ
ルのログファイルに保存します。これらのファイルは、
ローカルキャッシュの「Auditing」ディレクトリ内の
SGMTransLog に置かれます。ファイルは転送メカニズムに
転送され、SafeGuard Enterprise Server を介してデータ
ベースに送られます。転送は、転送メカニズムによりサー
バーへの接続が確⽴されると実⾏されます。したがって、
接続が確⽴されるまで、ログ ファイルのサイズが増⼤して
いきます。各ログ ファイルのサイズを制限するために、ポ
リシーでログ エントリの最⼤数を設定できます。事前に設
定されたエントリ数に達すると、ログ出⼒システムはログ
ファイルを SafeGuard Enterprise Server の転送キューに
置き、新しいログ ファイルを開始します。

カスタマイズ

クライアントで使⽤される⾔
語

エンドポイントで SafeGuard Enterprise の設定を表⽰する
⾔語。
対応している⾔語を選択するか、エンドポイントの OS と同
じ⾔語を指定することが可能です。

ログオン復旧

Windows ローカル キャッ
シュの破損後、ログオン復旧
をアクティブにする

Windows ローカル キャッシュは、エンドポイントとサー
バー間でデータ交換するための開始および終了ポイントで
す。ここに、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。ローカル キャッシュに格
納されたデータはすべて署名されていて、⼿動で変更するこ
とはできません。
デフォルトでローカル キャッシュが破損した後のログ
オン復旧は⾮アクティブです。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、Windows 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。Windows ローカル キャッ
シュがチャレンジ/レスポンスを通じて修復される場合は、
このフィールドを明⽰的に「はい」に設定します。
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ポリシー設定 説明

Local Self Help

Local Self Help の有効化 ユーザーがパスワードを忘れた場合に、Local Self Help を
使⽤して⾃分のエンドポイントにログオンすることを許可す
るかどうかを決定します。Local Self Help を使⽤すると、
ユーザーは SafeGuard Power-on Authentication で、指定
された数の以前に定義された質問に答えることによってログ
オンできます。電話もインターネット接続も使⽤できない場
合でも、ユーザーは⾃分のコンピュータに再びアクセスでき
るようになります。
ユーザーが Local Self Help を使⽤できるようにするに
は、Windows への⾃動ログオンを有効にする必要がありま
す。そうしないと、Local Self Help が機能しません。

回答の最⼩⻑ Local Self Help のために回答の最低⽂字数を定義します。

Windows の「ようこそ」テ
キスト

エンドポイントで Local Self Help ウィザードを起動したと
きに最初のダイアログに表⽰されるカスタム テキストを指
定します。ここでテキストを指定する前に、「ポリシー」ナ
ビゲーション ペインの「 テキスト」で、テキストを作成、
登録する必要があります。

ユーザーが独⾃の質問を定義
できる

セキュリティ担当者は、回答される⼀連の質問を⼀元的に定
義し、ポリシーを介してそれをエンドポイントに配布できま
す。ただし、独⾃の質問を定義する権限をユーザーに付与す
ることもできます。ユーザーに独⾃の質問を定義することを
許可するには、オプション「はい」を選択します。

チャレンジ/レスポンス (C/R)

C/R によるログオン復旧を有
効にする

チャレンジ/レスポンスを通じて⾃分のコンピュータに
再びアクセスできるようになるために、SafeGuard POA
(Power-on Authentication) でユーザーにチャレンジの⽣成
を許可するかどうかを指定します。
はい: ユーザーはチャレンジを⽣成できます。この場合、
ユーザーは緊急時にチャレンジ/レスポンスを通じて⾃分の
コンピュータに再びアクセスできるようになります。
いいえ: ユーザーはチャレンジの発⾏を許可されていませ
ん。この場合、ユーザーは緊急時に⾃分のコンピュータに
再びアクセスできるようにするための C/R を開始できませ
ん。
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ポリシー設定 説明

Windows への⾃動ログオン
を許可する

チャレンジ/レスポンスを使⽤して認証を⾏ったユーザー
に、Windows への⾃動ログオンを許可します。
はい: ユーザーは Windows に⾃動的にログオンします。
いいえ: Windows ログオン画⾯が表⽰されます。
例: ユーザーがパスワードを忘れた場合、チャレンジ/レス
ポンスの実⾏後、SafeGuard Enterprise では SafeGuard
Enterprise パスワードなしでユーザーがエンドポイントに
ログオンできます。この場合、Windows への⾃動ログオン
はオフになっており、Windows のログオン画⾯が表⽰され
ます。ユーザーは⾃分の SafeGuard Enterprise パスワー
ド (Windows パスワードと同じ) を知らないため、ログオ
ンできません。「はい」を選択すると、⾃動ログオンが許可
され、ユーザーは Windows のログオン画⾯で⾜⽌めされな
くなります。

情報テキスト SafeGuard POA でチャレンジ/レスポンスが開始されたと
きに情報テキストを表⽰します。例: 「サポート デスク (電
話 01234-56789) にご連絡ください。」
ここでテキストを指定する前に、「ポリシー」ナビゲーショ
ン ペインの「テキスト] で、表⽰するテキストをテキスト
ファイルとして作成する必要があります。

イメージ

前提条件:
新しい画像は、SafeGuard Management Center の「ポリ
シー」ナビゲーション ペインの「イメージ」で登録する必
要があります。画像は登録後のみに使⽤します。対応してい
る形式: .BMP、.PNG、.JPEG

POA の背景イメージ
POA の背景イメージ (低解像
度)

SafeGuard Enterprise の⻘い背景を、カスタム版背景イ
メージで置き換えます。たとえば、SafeGuard POA およ
び Windows ログオンで⾃社のロゴを使⽤することができ
ます。すべての背景ビットマップの最⼤ファイル サイズ:
500KB
標準:
• 解像度: 1024x768 (VESA モード)
• ⾊: 制限なし
低:
• 解像度: 640x480 (VGA モード)
• ⾊: 16⾊
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ポリシー設定 説明

POA のログオン イメージ
POA のログオン イメージ
(低解像度)

SafeGuard POA のログオン時に表⽰される SafeGuard
Enterprise のイメージを、企業のロゴなど、カスタム版イ
メージで置き換えます。
標準:
• 解像度: 413 x 140 ピクセル
• ⾊: 制限なし
低:
• 解像度: 413 x 140 ピクセル
• ⾊: 16⾊

ファイル暗号化

信頼するアプリケーション File Encryption や SafeGuard Data Exchange を使った
ファイル ベースの暗号化では、アプリケーションを「信頼
するアプリケーション」と指定して、暗号化ファイルへのア
クセスを許可することができます。これは、たとえば、ウイ
ルス対策ソフトが暗号化ファイルを検索する場合などに必要
です。
このフィールドのエディタのリストボックスに、信頼するア
プリケーションとして定義するアプリケーションを⼊⼒しま
す。アプリケーション名は、完全修飾パスとして指定する必
要があります。

無視するアプリケーション File Encryption や SafeGuard Data Exchange を使った
ファイル ベースの暗号化では、アプリケーションを「無視
するアプリケーション」と指定して、透過的な暗号化/復号
化から除外することができます。たとえば、バックアッププ
ログラムを無視するアプリケーションに指定すると、このプ
ログラムによってバックアップされた暗号化データは復号化
されません。
このフィールドのエディタのリストボックスに、無視するア
プリケーションとして定義するアプリケーションを⼊⼒しま
す。アプリケーション名は、完全修飾パスとして指定する必
要があります。

無視するデバイス File Encryption や SafeGuard Data Exchange を使った
ファイル ベースの暗号化では、ファイル ベースの暗号化
からデバイス全体 (例: ディスク) を除外することができま
す。
エディタのリストボックスで、「ネットワーク」を選択し
て、事前に指定されたデバイスを選択するか、デバイス名を
⼊⼒して、特定のデバイスを暗号化から除外します。
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ポリシー設定 説明

永続暗号化を有効にする File Encryption や SafeGuard Data Exchange を使った
ファイル ベースの暗号化では、永続暗号化を設定すること
ができます。永続暗号化の場合、暗号化ルールが適⽤されて
いない場所が保存先であっても、暗号化ファイルのコピーは
暗号化されます。
このポリシーの設定は、デフォルトで有効化されています。

ユーザーはデフォルトの鍵を
設定できる

Cloud Storage を使ったファイル ベースの暗号化では、暗
号化のためのデフォルトの鍵を、ユーザーが設定することが
できるかどうかを設定できます。許可する場合、「デフォル
トの鍵を設定する」コマンドが、Cloud Storage 同期フォル
ダの 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。ユーザーはこのコマンドを使⽤して、暗号
化する同期フォルダごとに、異なるデフォルトの鍵を指定す
ることができます。

感染マシンの鍵を削除する このポリシー設定は、セキュリティの状態を報告する
Sophos Endpoint Security 製品 (例: Sophos Central 版
の Endpoint Security and Control) で保護されているコン
ピュータのみに適⽤されます。このポリシーが有効化されて
いると、感染したコンピュータの鍵は削除されます。感染コ
ンピュータに指定されているコンピュータに鍵が割り当てら
れることはありません。

ユーザーはファイルの復号化
を許可されている

Synchronized Encryption では、ユーザーが⼿動でファイ
ルを復号化するのを防ぐことができます。このオプションを
「いいえ」に設定すると、ファイルの右クリックメニュー
に「選択したファイルの復号化」オプションが表⽰されな
くなります。詳細は、ファイルの⼿動暗号化/復号化 (p.
340)を参照してください。
この場合、ファイルはポリシーの設定によってのみ復号化す
ることができます。
Mac OS では、マシンにポリシーが割り当てられている場合
のみ、この設定が適⽤されます。ユーザーに割り当てても、
何も効果はありません。

ユーザーはパスワード保護さ
れたファイルの作成を許可さ
れている

Synchronized Encryption、File Encryption、Cloud
Storage、Data Exchange によるファイルベースの暗号化
では、ユーザーがファイルをパスワード保護できるかどうか
を設定することができます。このオプションを「はい」に設
定すると、ファイルの右クリックメニューに「ファイルのパ
スワード保護」オプションが表⽰されるようになります。詳
細は、ファイルの⼿動暗号化/復号化 (p. 340)を参照して
ください。

メールアドインの設定
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ポリシー設定 説明

メールのアドインを有効にす
る

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。このオプションを「はい」に設定すると、ユーザーが
添付ファイルのあるメールを送信するたびに、添付ファイル
の処理について、ユーザーの操作が必要になります。
さらに、ドメインを指定し、そのドメインに添付ファイルが
送信された場合の対処⽅法を指定することもできます。

ホワイトリストに登録済みドメインの設定

ホワイトリストに登録済みの
ドメインの暗号化⽅法

添付ファイルの処理⽅法をドロップダウンリストから選択し
ます。
暗号化する: 指定されたドメインに送信するメールの添付
ファイルは、すべて暗号化されます。ユーザーに確認メッ
セージは表⽰されません。
暗号化しない: 指定されたドメインに送信するメールの添付
ファイルは、暗号化されません。ユーザーに確認メッセージ
は表⽰されません。
変更しない: 暗号化されたファイルは暗号化されたままで送
信され、平⽂ファイルは平⽂のままで送信されます。ユー
ザーに確認メッセージは表⽰されません。
常に確認する: ユーザーが、添付ファイルのあるメールを指
定されたドメインに送信するたびに、添付ファイルの処理に
ついて確認メッセージが表⽰されます。

ドメインのホワイトリスト 暗号化⽅法を指定するドメインを⼊⼒します (複数可)。ド
メインを複数⼊⼒する場合は、コンマで区切って⼊⼒しま
す。ワイルドカード⽂字を使⽤したり、ドメインの⼀部のみ
を⼊⼒することはできません。

 認証
ポリシー設定 説明

以下の設定オプションは、SafeGuard Enterprise Management Center に表⽰される順に説
明しています。

アクセス
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ポリシー設定 説明

ユーザーは内部ハード ディスクのみ
から起動できる 注

この設定は、バージョン 6.1 より前の SafeGuard
Enterprise がインストールされているエンドポイントのみで
使⽤できます。外部メディアを使ったエンドポイントの起動
をユーザーに許可することで復旧を実⾏しました。バージョ
ン 6.1 以降がインストールされているエンドポイントは、
この設定は無視されます。複雑な障害が発⽣した際の復旧に
は、仮想クライアントを使⽤した復旧を使⽤できます。詳細
は、SafeGuard Enterprise 8 管理者ヘルプを参照してくださ
い。

ユーザーがハード ドライブと別のメディアの両⽅または
⼀⽅からコンピュータを起動できるどうかを指定します。
はい: ユーザーはハード ディスクのみから起動できま
す。SafeGuard POA には、フロッピー ディスクまたは他
の外部メディアからコンピュータを起動するオプションは
表⽰されません。
いいえ: ユーザーはハード ディスク、フロッピー ディ
スク、または外部メディア (USB、CD など) からコン
ピュータを起動できます。

ログオン オプション

190 Copyright © Sophos Limited

https://docs.sophos.com/esg/sgn/8-0/admin/win/ja-jp/webhelp/index.htm#concepts/RecoveryVirtualClientAbout.htm


SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ

ポリシー設定 説明

ログオン モード SafeGuard POA でユーザーが⾃⾝を認証する⽅法を指定
します。
• ユーザー ID/パスワード

ユーザーは、ユーザー名とパスワードを⼊⼒してログ
オンする必要があります。

• トークン
ユーザーはトークンまたはスマートカードを使⽤し
てのみ、SafeGuard POA でログオンできます。この
処理では、より⾼度なセキュリティが実現されます。
ユーザーはログオン時にトークンの挿⼊を求められま
す。ユーザーの ID は、トークンの所有と PIN の提
⽰によって確認されます。ユーザーが正しい PIN を
⼊⼒すると、ユーザー ログオン データが SafeGuard
Enterprise によって⾃動的に読み込まれます。

注
このログオン プロセスを選択すると、ユーザーは既存の発⾏
されたトークンを使⽤してのみログオンできます。

「ユーザー ID/パスワード」と「トークン」の設定を組
み合わせることも可能です。トークンを使⽤したログオ
ンが機能するかどうかをテストするには、まず両⽅の設定
を選択します。トークンを使⽤した認証が成功した場合の
み、「ユーザー ID/パスワード」ログオン モードを選択
から外します。ログオンモードを切り替えるために、2つ
の設定を組み合わせる間、ユーザーに⼀度ログオンを許可
します。許可しない場合、ログオンのデッドロックが発⽣
する可能性があります。また、トークンを使⽤したログオ
ンで Local Self Help を許可するには、両⽅の設定を組み
合わせる必要があります。
• 指紋

この設定を選択して、Lenovo 指紋リーダーによるロ
グオンを有効にします。このポリシーをユーザーに
適⽤すると、指紋またはユーザー名とパスワードを
使⽤してログオンできるようになります。この⼿順
では、最⾼レベルのセキュリティが提供されます。
ログオン時に、ユーザーは指紋リーダーに指を通しま
す。指紋の認識に成功すると、SafeGuard Power-on
Authentication プロセスがユーザーのログオン情報を
読み取り、ユーザーは Power-on Authentication に
ログオンします。その後、システムによってログオン
情報が Windows に転送され、ユーザーがコンピュー
タにログオンします。

注
このログオン⼿順を選択した場合、ユーザーは事前に登
録された指紋によるか、ユーザー名とパスワードによっ
てのみログオンできます。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。
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ポリシー設定 説明

このユーザーの失敗したログオンを表
⽰する

「はい」に設定した場合: SafeGuard POA と Windows でログオ
ンした後、前回の失敗したログオンについての情報 (ユーザー名/
⽇付/時刻) を含むダイアログが表⽰されます。

前回のユーザー ログオンを表⽰する 「はい」に設定した場合: SafeGuard POA と Windows でログオ
ンした後、以下の情報を含むダイアログが表⽰されます。

• 前回の成功したログオン (ユーザー名/⽇付/時刻)
• 前回ログオンしたユーザーのユーザー ログオン情報

ワークステーション ロックで「強制
ログオフ」を無効化する 注

この設定は Windows XP 環境のエンドポイントのみに適⽤
されます。SafeGuard Enterprise 6.1 から、Windows XP
はサポートしていません。このポリシー設定は、SafeGuard
Enterprise 6 クライアントを 7.0 Management Center で
管理するため、引き続き SafeGuard Management Center
に表⽰されます。

ユーザーが短期間だけエンドポイントから離れる場合は、「ワー
クステーションのブロック」をクリックして、他のユーザーに対
してコンピュータをロックできます。ロックは、ユーザー パス
ワードを⼊⼒することで解除できます。いいえ: コンピュータを
ロックしたユーザーと、管理者がロックを解除できます。管理
者がコンピュータのロックを解除すると、現在ログオンしている
ユーザーは⾃動的にログオフされます。はい: この動作が変更され
ます。この場合は、ユーザーのみがコンピュータのロックを解除
できます。管理者はロックを解除できず、ユーザーが⾃動的にロ
グオフされることはありません。

ユーザー/ドメインの事前設定をアク
ティブにする

はい: SafeGuard POA は、前回ログオンしたユーザーのユーザー
名およびドメインを保存します。したがって、ユーザーは、ログ
オンするごとにユーザー名を⼊⼒する必要がありません。

いいえ: SafeGuard POA は、前回ログオンしたユーザー
のユーザー名およびドメインを保存しません。

サービス アカウントのリスト SafeGuard Enterprise で保護されたエンドポイントで管理上
の処理を実⾏した結果、Power-on Authentication がアクティ
ブ化され、導⼊担当者がユーザーとしてエンドポイントに追加
されてしまうことを防⽌するために、SafeGuard Enterprise で
は、SafeGuard Enterprise エンドポイント向けに Windows ロ
グオン⽤のサービス アカウントのリストを作成することができま
す。リストに含まれるユーザーは SafeGuard Enterprise ゲスト
ユーザーとして扱われます。

ここでリストを選択する前に、「ポリシー」ペインの
「サービス アカウントのリスト」でリストを作成する必
要があります。
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ポリシー設定 説明

Windows へのパス スルー
注
⾃分のコンピュータにアクセスする権限を他のユーザーに付
与できるユーザーには、Windows へのログオン パススルー
を無効にできることが必要です。

• ユーザーに⾃由な選択を許可する
ユーザーは、SafeGuard POA のログオン ダイ
アログでこのオプションを選択または選択解除し
て、Windows への⾃動ログオンを実⾏するかどうか
を決定できます。

• Windows へのパススルーを無効にする
SafeGuard POA へのログオン後、Windows の
ログオン ダイアログが表⽰されます。ユーザーは
Windows に⼿動でログオンする必要があります。

• Windows へのパススルーを強制する
ユーザーは常に Windows に⾃動的にログオンしま
す。

BitLocker オプション
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ポリシー設定 説明

BitLocker ログオン モード:
ブートボリューム⽤

以下のオプションから選択できます。

• TPM: ログオン鍵は TPM (Trusted Platform
Module) チップに格納されます。

• TPM および PIN: ログオン鍵は TPM チップに格納
され、ログオンに PIN も要求されます。

• スタートアップ キー: ログオン鍵は USB メモリに格
納されます。

• TPM + スタートアップ キー: ログオン鍵は TPM
チップおよび USB メモリに格納されます。両⽅ログ
インに必要です。

注
「TPM + PIN」、「TPM + スタートアップ キー」、
または「スタートアップ キー」ログオンモードを使⽤
するには、Active Directory またはローカルコンピュー
タのグループ ポリシーで、「スタートアップ時に追
加の認証を要求する」を有効にしてください。「ロー
カル グループ ポリシー エディター」(gpedit.msc)
で、「グループ ポリシー」の場所は、以下のとおりで
す。「ローカル コンピュータ ポリシー - コンピュータ
の構成 - 管理⽤テンプレート - Windows コンポーネン
ト - BitLocker ドライブ暗号化 - オペレーティング シ
ステム ドライブ」

「スタートアップ キー」を使⽤する場合は、グルー
プポリシーで、追加で「互換性のある TPM が装備
されていない BitLocker を許可する」も有効にして
ください。

注
現在システムで有効のログオンモードが、許可されてい
る代替ログオンモードの場合、ここで指定したログオン
モードは施⾏されません。
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ポリシー設定 説明

BitLocker 代替ログオン モード:
ブートボリューム⽤

「BitLocker ログオン モード: ブートボリューム⽤」で定義され
ている設定を適⽤できない場合、SafeGuard Enterprise では次の
ログオンオプションが利⽤できます。

• パスワード: ユーザーはパスワードの⼊⼒を求められ
ます。

• スタートアップ キー: ログオン鍵は USB メモリに格
納されます。

• パスワードまたはスタートアップ キー: クライア
ントの OS がパスワードに対応していない場合に限
り、USB メモリが使⽤されます。

• エラー: エラーメッセージが表⽰され、ボリュームは
暗号化されません。

注
バージョン 6.1 以前がインストールされているクライア
ントでは、「パスワードまたは スタートアップ キー」
および「パスワード」は、「USB メモリ」および「エ
ラー」に置き換えられます。

注
パスワードは Windows 8 以降でのみサポートされてい
ます。
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ポリシー設定 説明

BitLocker ログオン モード: ブート
ボリューム以外のボリューム⽤

ブートボリューム以外のボリューム (固定データドライブ) に対し
ては、次のオプションを利⽤できます。

• ⾃動ロック解除: ブートボリュームが暗号化される
と、外部鍵が作成されブートボリュームに保存されま
す。その後、固定データドライブが⾃動的に暗号化さ
れます。固定データドライブのロックは、BitLocker
の⾃動ロック解除機能でログオン時に⾃動的に解除さ
れます。⾃動ロック解除機能はブートボリュームが暗
号化されている場合のみに利⽤できる点に注意してく
ださい。そうでない場合、代替ログオンモードに切り
替わります。

• パスワード: ユーザーは各固定データドライブに対し
てパスワードの⼊⼒を求められます。

• スタートアップ キー: 固定データドライブのロックを
解除するキーが USB メモリに保存されます。

注
バージョン 6.1 以前がインストールされているクライア
ントでは、このポリシーの設定は無視されます。代わり
に「ログオン モード: ブートボリューム⽤」で設定され
ている内容が適⽤されます。固定データドライブに対し
ては TPM を使⽤できないため、このような場合は USB
メモリまたはエラーメッセージが適⽤されます。

注
パスワードは Windows 8 以降でのみサポートされてい
ます。

注
現在システムで有効のログオンモードが、許可されてい
る代替ログオンモードの場合、ここで指定したログオン
モードは施⾏されません。
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ポリシー設定 説明

BitLocker 代替ログオン モード:
ブートボリューム以外のボリューム⽤

「BitLocker ログオン モード: ブートボリューム以外のボリュー
ム⽤」で定義されている設定を適⽤できない場合、SafeGuard
Enterprise では次の設定が利⽤できます。

• パスワード: ユーザーは各固定データドライブに対し
てパスワードの⼊⼒を求められます。

• スタートアップ キー: USB メモリに鍵が保存されま
す。

• パスワードまたはスタートアップ キー: クライア
ントの OS がパスワードに対応していない場合に限
り、USB メモリが使⽤されます。

注
バージョン 6.1 以前がインストールされているクライア
ントでは、このポリシーの設定は無視されます。代わり
に「代替ログオン モード: ブートボリューム⽤」で設定
されている内容が適⽤されます。パスワードが利⽤でき
ないため、代わりに USB メモリまたはエラーメッセージ
が適⽤されます。

注
パスワードは Windows 8 以降でのみサポートされてい
ます。

ログオンの失敗

失敗したログオンの最⼤数 無効なユーザー名またはパスワードを使⽤してユーザーがログ
オンを試みることができる回数を指定します。たとえば、誤った
ユーザー名またはパスワードを連続して 3回⼊⼒すると、4回⽬の
試⾏でコンピュータがロックされます。

POA の「ログオン失敗」メッセージ
の表⽰

ログオン失敗に関するメッセージの詳細レベルを定義します。

• 標準: 概要を表⽰します。
• 詳細: より詳細な情報を表⽰します。

トークン オプション

トークンのログオン状態が失われた場
合の処理

トークンをコンピュータから取り外した後の動作を定義します。

以下の動作が可能です。
• コンピュータをロックする
• PIN ダイアログを表⽰する
• 処理なし

トークンのブロック解除を許可する ログオン時にトークンのブロックを解除できるかどうかを指定し
ます。

ロック オプション
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ポリシー設定 説明

⾮アクティブ後、画⾯をロックするま
での待ち時間 (分)

使⽤されなくなったデスクトップを⾃動的にロックするまでの時
間を指定します。

デフォルト値は 0分です。値を変更していない場合、デス
クトップはロックされません。

トークンの取り外し時に画⾯をロック
する

セッション中にトークンが取り外された場合に画⾯をロックする
かどうかを指定します。

再開後に画⾯をロックする コンピュータがスタンバイ モードから復帰する場合に画⾯をロッ
クするかどうかを指定します。

 PIN の構⽂ルール
「PIN」タイプのポリシーで、トークンの PIN の設定を定義します。この設定は BitLocker で暗
号化されているエンドポイントのログオン⽤ PIN には適⽤されません。BitLocker の PIN の詳細
は、PIN およびパスワード (p. 239)を参照してください。
PIN には、数字、⽂字、および特殊⽂字 (+、-、; など) を含めることができます。ただし、新し
い PIN を発⾏するときは、ALT + <⽂字> キーの組み合わせを使⽤する⽂字を使⽤しないでくださ
い。この⼊⼒モードは、SafeGuard Power-on Authentication では使⽤できません。

注
PIN のルールは、SafeGuard Management Center か Active Directory のいずれか 1つのみで
定義してください。

ポリシー設定 説明

以下の設定オプションは、SafeGuard Enterprise Management Center に表⽰される順に説明し
ています。

PIN

PIN の最⼩の⻑さ ユーザーがパスワードを変更するときに、PIN を最⼩何⽂字で構成する
必要があるかを指定します。必要な値を直接⼊⼒するか、⽮印ボタンを
使⽤して数字を増減します。

PIN の最⼤の⻑さ ユーザーが PIN を変更するときに、PIN を最⼤何⽂字で構成できるかを
指定します。必要な値を直接⼊⼒するか、⽮印ボタンを使⽤して数字を
増減します。

⽂字の最⼩数

数字の最⼩数
特殊⽂字の最⼩数

これらの設定は、PIN が⽂字のみ、数字のみ、または特殊⽂字のみで構
成されることは許可されず、少なくとも 2つの組み合わせで構成される
必要があることを指定します (15flower など)。ここでの設定は、最⼩
PIN ⻑を 2 より⼤きく定義した場合のみに有効です。

キーボード⾏を禁⽌する 「123」または「qwe」などキーボード上で⾏として⾏として連続する
キーを指します。キーボード上に左右にある最⼤ 2⽂字を⼊⼒できま
す。連続するキー シーケンスは、キーボードの英数字部分のみを指しま
す。

キーボード列を禁⽌する 「xsw2」または「3edc」など、キーボード上で列として連続するキー
を指します (「xdr5」や「cft6」は違います)。単⼀のキーボード列内
の上下にある最⼤ 2⽂字を⼊⼒できます。キーボード列を禁⽌すると、
これらのような組み合わせは PIN として拒否されます。連続するキー
シーケンスは、キーボードの英数字部分のみを指します。
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ポリシー設定 説明

3⽂字以上の連続する⽂字を禁⽌す
る

このオプションを有効にすると、次のキー シーケンスが禁⽌されます。
• 昇順または降順の連続した 3つ以上の ASCII ⽂字 (「abc」

または「cba」など)
• 3つ以上の同じ ASCII ⽂字 (「aaa」や「111」)

PIN と同じユーザー名を禁⽌する ユーザー名と PIN を同じにできるかどうかを指定します。

はい: Windows ユーザー名と PIN は違うものにする必要があ
ります。
いいえ: ユーザーは、PIN として Windows ユーザー名と同じ
⽂字列を使⽤することができます。

禁⽌ PIN ⼀覧を使⽤する PIN に特定の⽂字列を使⽤できないようにするかどうかを指定します。
⽂字列は、「禁⽌ PIN のリスト」 (.txt ファイルなど) に保存されま
す。

禁⽌ PIN のリスト PIN で使⽤できないようにする⽂字列を定義します。ユーザーが禁⽌
PIN を使⽤すると、エラー メッセージが表⽰されます。

前提条件:
Management Center のポリシー ナビゲーション ペインの
「テキスト」で、禁⽌する PIN の⼀覧を登録する必要があり
ます。詳細は、ポリシーで使⽤する禁⽌ PIN ⼀覧を作成する
(p. 201)を参照してください。⼀覧は登録後のみに使⽤できま
す。
• 最⼤ファイル サイズ: 50 KB
• 対応している形式: Unicode
禁⽌ PIN を定義する
⼀覧内で、禁⽌パスワードは、改⾏によって区切ります。
ワイルドカード: ワイルドカード⽂字「*」は、PIN で 1⽂字
以上の任意の⽂字列を表します。したがって、*123* は、123
を含むすべての⽂字列が PIN として禁⽌されることを意味しま
す。
注:
• ⼀覧にワイルドカードのみが含まれる場合、パスワードの

変更を強制された後にユーザーはシステムにログオンできな
くなります。

• ユーザーにこのファイルへのアクセスを許可しないでくだ
さい。

• 「禁⽌ PIN ⼀覧を使⽤する」オプションを有効にする必要
があります。
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ポリシー設定 説明

⼤⽂字と⼩⽂字を区別する この設定は「禁⽌ PIN ⼀覧を使⽤する」および「PIN と同じユーザー
名を禁⽌する」のみで有効です。

例 1: 禁⽌ PIN の⼀覧に「board」と⼊⼒しました。「⼤⽂字
と⼩⽂字を区別する」オプションを「はい」に設定すると、⼤
⽂字/⼩⽂字が異なる PIN (BOARD や BoaRD など) は承諾さ
れず、ログオンが拒否されます。
例 2: ユーザー名として「EMaier」を⼊⼒しました。「⼤⽂字
と⼩⽂字を区別する」オプションを「はい」に設定し、「PIN
と同じユーザー名を禁⽌する」オプションを「いいえ」に設定
すると、ユーザー EMaier は⼤⽂字/⼩⽂字を変更したユーザー
名 (「emaier」や「eMaiER」など) を PIN として使⽤できま
せん。

変更

PIN の変更を許可するまでの⽇数 PIN を変更できない期間を指定します。この設定は、ユーザーが⼀定の
期間内に頻繁にパスワードを変更することを防⽌します。

例:
ユーザー Miller が新しい PIN (たとえば「13jk56」) を定義し
ます。このユーザー (またはこのユーザーが割り当てられたグ
ループ) の最⼩変更間隔は 5⽇間に指定されています。2⽇後、
このユーザーは PIN を「13jk56」に変更しようとします。
ユーザー Miller は 5⽇間が経過するまで、新しい PIN を定義で
きないため、この新しい PIN の変更は拒否されます。

PIN が期限切れになるまでの⽇数 設定されている期間が経過すると、ユーザーは新しい PIN を定義する必
要があります。⽇数を「999⽇」に設定すると、PIN の変更が不要にな
ります。

期限切れの通知⽇数 (⽇前) PIN の有効期限が切れる「n」⽇前に警告メッセージが表⽰され、ユー
ザーに「n」⽇が経過する前に PIN を変更するように促します。また
は、ユーザーは、PIN をすぐに変更することもできます。

全般

POA で PIN を隠す PIN を⼊⼒する際、⼊⼒した数字を⾮表⽰にするかどうかを指定しま
す。有効にすると、POA で PIN を⼊⼒する際に⼊⼒した内容がまった
く表⽰されなくなります。無効な場合は、⼊⼒した PIN がアスタリスク
で表⽰されます。

PIN 履歴の⻑さ 以前に使⽤した PIN をいつ再び使⽤できるようになるかを指定します。
履歴の⻑さは「PIN が期限切れになるまでの⽇数」設定と組み合わせて
定義してください。

例:
ユーザー Miller に対して、PIN 履歴の⻑さを 4、ユーザーが
PIN を変更しなければならない⽇数として 30⽇後が指定され
ています。ユーザー Miller は、現在、PIN 「Informatics」
を使⽤してログオンしています。期限の 30⽇が経過すると、
ユーザー Miller に対して PIN の変更が求められます。ユーザー
Miller は、新しい PIN として「Informatics」と⼊⼒します
が、この PIN はすでに使⽤されているので新しい PIN を⼊⼒
する必要があることを⽰すエラー メッセージが表⽰されます。
ユーザー Miller は 4回⽬の PIN 変更要求後まで (つまり PIN
履歴の⻑さが 4)、PIN 「Informatics」を使⽤することはでき
ません。
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 ポリシーで使⽤する禁⽌ PIN ⼀覧を作成する
「PIN」タイプのポリシーのために禁⽌ PIN ⼀覧を作成して、PIN で使⽤を禁⽌する⽂字列を定義
できます。PIN は、トークンを使⽤してログオンする際に使⽤されます。詳細は、トークンおよび
スマートカード (p. 136)を参照してください。
SafeGuard Management Center で登録する前に、必要な情報を含むテキスト ファイルを作成
しておく必要があります。テキストファイルの最⼤ファイル サイズは、50KB です。SafeGuard
Enterprise は、Unicode UTF-16 でエンコーディングされたテキストのみを使⽤します。別のエン
コーディング形式でテキスト ファイルを作成すると、登録時に⾃動的に変換されます。

注
⼀覧内で、禁⽌ PIN は、改⾏によって区切ります。

テキスト ファイルを登録する⽅法は次のとおりです。
1. ポリシーのナビゲーション ペインで、「テキスト」を右クリックし、「新規作成 > テキスト」を

選択します。
2. 「テキスト項⽬名」フィールドに表⽰するテキスト名を⼊⼒します。
3. 「[...]」をクリックして、作成済みのテキスト ファイルを選択します。ファイルの変換が必要な

場合は、メッセージが表⽰されます。
4. 「OK」をクリックします。
ポリシーのナビゲーション ペインの「テキスト」のサブノードに、新しいテキスト項⽬が表⽰され
ます。テキスト項⽬を選択すると、その内容がペインの右側に表⽰されます。これで、ポリシーの
作成時に、このテキスト項⽬を選択できます。
その他のテキスト項⽬も、前述の操作で登録してください。登録したすべてのテキスト項⽬はサブ
ノードとして表⽰されます。

注
「テキストの変更」ボタンを使⽤すると、既存のテキストに新しいテキストを追加できます。こ
のボタンをクリックすると、別のテキスト ファイルを選択するためのダイアログが表⽰されま
す。このファイルに含まれるテキストは、既存のテキストの末尾に追加されます。

 パスワードの構⽂ルール
「パスワード」タイプのポリシーで、システムにログオンするためのパスワードのルールを定義し
ます。この設定は BitLocker で暗号化されているエンドポイントのログオン⽤パスワードには適⽤
されません。BitLocker のパスワードの詳細は、PIN およびパスワード (p. 239)を参照してくだ
さい。
パスワードには、数字、⽂字、および特殊⽂字 (+、-、; など) を含めることができます。ただし、
新しいパスワードを発⾏するときは、ALT + <⽂字> キーの組み合わせを使⽤する⽂字を使⽤しな
いでください。この⼊⼒モードは、SafeGuard Power-On Authentication では使⽤できません。
システムへのログオンに使⽤するパスワードのルールは、「パスワード」タイプのポリシーで定義
します。

注
強⼒なパスワードポリシーの適⽤について詳細は、セキュリティの設定について (p. 342)およ
び「SafeGuard Enterprise 認証取得のための操作マニュアル (英語)」を参照してください。
SGN 資格情報プロバイダを⼀貫して使⽤していない限り、パスワードのルールや履歴の施⾏は保
障されません。パスワードのルールは、SafeGuard Management Center か Active Directory の
いずれか 1つのみで定義してください。
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ポリシー設定 説明

以下の設定オプションは、SafeGuard Enterprise Management Center に表⽰される順に説明し
ています。

パスワード

パスワードの最⼩の⻑さ ユーザーがパスワードを変更するときに、パスワードを最⼩何⽂字で
構成する必要があるかを指定します。必要な値を直接⼊⼒するか、⽮
印ボタンを使⽤して数字を増減します。

パスワードの最⼤の⻑さ ユーザーがパスワードを変更するときに、パスワードを最⼤何⽂字で
構成できるかを指定します。必要な値を直接⼊⼒するか、⽮印ボタン
を使⽤して数字を増減します。

⽂字の最⼩数

数字の最⼩数
特殊⽂字の最⼩数

これらの設定は、パスワードが⽂字のみ、数字のみ、または特殊⽂字
のみで構成されることは許可されず、少なくとも 2つの組み合わせで
構成される必要があることを指定します (15flower など)。ここでの
設定は、最⼩パスワード⻑を 2 より⼤きく定義した場合のみに有効で
す。

キーボード⾏を禁⽌する 「123」または「qwe」などキーボード上で⾏として⾏として連続す
るキーを指します。キーボード上に左右にある最⼤ 2⽂字を⼊⼒でき
ます。連続するキー シーケンスは、キーボードの英数字部分のみを指
します。

キーボード列を禁⽌する 「xsw2」または「3edc」など、キーボード上で列として連続する
キーを指します (「xdr5」や「cft6」は違います)。単⼀のキーボード
列内の上下にある最⼤ 2⽂字を⼊⼒できます。キーボード列を禁⽌す
ると、これらのような組み合わせはパスワードとして拒否されます。
連続するキー シーケンスは、キーボードの英数字部分のみを指しま
す。

3⽂字以上の連続する⽂字を禁⽌する このオプションを有効にすると、次のキー シーケンスが禁⽌されま
す。
• 昇順または降順の連続した 3つ以上の ASCII ⽂字

(「abc」または「cba」など)
• 3つ以上の同じ ASCII ⽂字 (「aaa」や「111」)

パスワードと同じユーザー名を禁⽌す
る

ユーザー名をパスワードとして使⽤できるかどうかを指定します。

はい: Windows ユーザー名とパスワードは違うものにする
必要があります。
いいえ: ユーザーは、パスワードとして Windows ユーザー
名を使⽤することができます。

禁⽌パスワードの⼀覧を使⽤する パスワードとして特定の⽂字列を使⽤できないようにするかどうかを
指定します。⽂字列は、禁⽌パスワードの⼀覧 (.txt ファイルなど)
に保存されます。
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ポリシー設定 説明

禁⽌パスワードの⼀覧 パスワードで使⽤できないようにする⽂字列を定義します。ユーザー
が禁⽌パスワードを使⽤すると、エラー メッセージが表⽰されます。

SafeGuard Management Center のポリシー ナビゲーショ
ン ペインの「テキスト」で、禁⽌するパスワードの⼀覧を登
録する必要があります。詳細は、ポリシーで使⽤する禁⽌パ
スワード⼀覧を作成する (p. 205)を参照してください。⼀
覧は登録後のみに使⽤できます。
最⼤ファイル サイズ: 50 KB
対応している形式: Unicode
禁⽌パスワードを定義する
⼀覧内で、禁⽌パスワードは、改⾏によって区切ります。ワ
イルドカード: ワイルドカード⽂字「*」は、パスワードで
1⽂字以上の任意の⽂字列を表します。したがって、*123*
は、123 を含むすべての⽂字列がパスワードとして禁⽌され
ることを意味します。
注:
• ⼀覧にワイルドカードのみが含まれる場合、パスワード

の変更を強制された後にユーザーはシステムにログオン
できなくなります。

• ユーザーにこのファイルへのアクセスを許可しないでく
ださい。

• 「禁⽌パスワードの⼀覧を使⽤する」オプションを有効
にする必要があります。

⼤⽂字と⼩⽂字を区別する この設定は「禁⽌パスワードの⼀覧を使⽤する」および「パスワード
と同じユーザー名を禁⽌する」のみで有効です。

例 1: 禁⽌パスワードの⼀覧に「board」と⼊⼒しました。
「⼤⽂字と⼩⽂字を区別する」オプションを「はい」に設定
すると、⼤⽂字/⼩⽂字が異なる PIN (BOARD や BoaRD な
ど) は承諾されず、ログオンが拒否されます。
例 2: ユーザー名として「EMaier」を⼊⼒しました。「⼤
⽂字と⼩⽂字を区別する」オプションを「はい」に設定し、
「パスワードと同じユーザー名を禁⽌する」オプションを
「いいえ」に設定すると、ユーザー EMaier は⼤⽂字/⼩⽂字
を変更したユーザー名 (「emaier」や「eMaiER」など) をパ
スワードとして使⽤できません。

変更
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ポリシー設定 説明

パスワードの変更を許可するまでの⽇
数

パスワードを変更できない期間を指定します。この設定は、ユーザー
が⼀定の期間内に頻繁にパスワードを変更することを防⽌します。
ユーザーが Windows によってパスワードの変更を強制された場合
や、数⽇後にパスワードの期限が切れることを知らせる警告メッセー
ジが表⽰された後でユーザーがパスワードを変更した場合、この設定
は評価されません。

例:
ユーザー Miller が新しいパスワード (たとえば「13jk56」)
を定義します。このユーザー (またはこのユーザーが割り当
てられたグループ) の最⼩変更間隔は 5⽇間に指定されてい
ます。2⽇後、このユーザーはパスワードを「3jk56」に変更
しようとします。ユーザーは 5⽇間が経過するまで、新しい
パスワードを定義できないため、このパスワードの変更は拒
否されます。

パスワードが期限切れになるまでの⽇
数

このオプションを設定すると、設定されている期間が経過した後に、
ユーザーは新しいパスワードを定義する必要があります。

期限切れの通知⽇数 (⽇前) パスワードの有効期限が切れる「n」⽇前に警告メッセージが表⽰さ
れ、ユーザーに「n」⽇が経過する前にパスワードを変更するように
促します。または、ユーザーは、パスワードをすぐに変更することも
できます。

全般

POA でパスワードを隠す パスワードを⼊⼒する際、⼊⼒した⽂字を⾮表⽰にするかどうかを指
定します。有効にすると、POA でパスワードを⼊⼒する際に⼊⼒した
内容がまったく表⽰されなくなります。無効な場合は、⼊⼒したパス
ワードがアスタリスクで表⽰されます。

パスワード履歴の⻑さ 以前に使⽤したパスワードをいつ再び使⽤できるようになるかを指定
します。履歴の⻑さは「パスワードが期限切れになるまでの⽇数」の
設定と組み合わせて定義してください。

例:
ユーザー Miller に対して、パスワード履歴の⻑さを 4、ユー
ザーがパスワードを変更しなければならない⽇数として 30
⽇後が指定されています。ユーザー Miller は、現在、パス
ワード「Informatics」を使⽤してログオンしています。期限
の 30⽇が経過すると、ユーザー Miller に対してパスワード
の変更が求められます。ユーザー Miller は、新しいパスワー
ドとして「Informatics」と⼊⼒しますが、このパスワード
はすでに使⽤されているので新しいパスワードを⼊⼒する必
要があることを⽰すエラー メッセージが表⽰されます。ユー
ザー Miller は 4回⽬のパスワード変更要求後まで (つまり、
パスワード履歴の⻑さが 4)、パスワード「Informatics」を
使⽤することはできません。

注
パスワード履歴の⻑さを 0 に設定した場合、ユーザーは古いパ
スワードを新しいパスワードとして設定できます。セキュリティ
上の理由から、この設定の使⽤は極⼒避けてください。
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ポリシー設定 説明

他の SGN クライアントへのユーザー
のパスワード同期

このフィールドは、複数の SafeGuard Enterprise エンドポ
イントを操作し、それらのエンドポイントのユーザーとして
定義されているユーザーがパスワードを変更した場合に、パ
スワードを同期させる⼿順を指定します。以下のオプション
から選択できます。
• 低速 (ユーザーのログオンを待機)

ユーザーが SafeGuard Enterprise エンドポイントで
パスワードを変更し、そのユーザーが登録されている別
のエンドポイントにログオンしようとする場合、まず
SafeGuard Power-on Authentication で古いパスワード
を使⽤してログオンする必要があります。パスワードの
同期は、まず古いパスワードを使⽤してログオンした後
のみに実⾏されます。

• ⾼速 (マシンの接続を待機)
ユーザーが SafeGuard Enterprise エンドポイントでパ
スワードを変更する場合、そのユーザーが登録されてい
る別のエンドポイントとのパスワードの同期は、別のエ
ンドポイントがサーバーへの接続を確⽴するとただちに
実⾏されます。たとえば、エンドポイントのユーザーと
して登録されている別のユーザーが、その間にエンドポ
イントにログオンした場合などです。

 ポリシーで使⽤する禁⽌パスワード⼀覧を作成する
「パスワード」タイプのポリシーのために禁⽌パスワード ⼀覧を作成して、パスワードで使⽤を禁
⽌する⽂字列を定義できます。

注
⼀覧内で、禁⽌パスワードは、改⾏によって区切ります。

SafeGuard Management Center で登録する前に、必要な情報を含むテキスト ファイルを作成
しておく必要があります。テキストファイルの最⼤ファイル サイズは、50KB です。SafeGuard
Enterprise は、Unicode UTF-16 でエンコーディングされたテキストのみを使⽤します。別のエン
コーディング形式でテキスト ファイルを作成すると、登録時に⾃動的に変換されます。
ファイルが変換された場合は、メッセージが表⽰されます。
テキスト ファイルを登録する⽅法は次のとおりです。
1. ポリシーのナビゲーション ペインで、「テキスト」を右クリックし、「新規作成 > テキスト」を

選択します。
2. 「テキスト項⽬名」フィールドに表⽰するテキスト名を⼊⼒します。
3. 「[...]」をクリックして、作成済みのテキスト ファイルを選択します。ファイルの変換が必要な

場合は、メッセージが表⽰されます。
4. 「OK」をクリックします。
ポリシーのナビゲーション ペインの「テキスト」のサブノードに、新しいテキスト項⽬が表⽰され
ます。テキスト項⽬を選択すると、その内容がペインの右側に表⽰されます。これで、ポリシーの
作成時に、このテキスト項⽬を選択できます。
その他のテキスト項⽬も、前述の操作で登録してください。登録したすべてのテキスト項⽬はサブ
ノードとして表⽰されます。
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注
既存のテキストに新しいテキストを追加するには、「テキストの変更」ボタンを使⽤します。こ
のボタンをクリックすると、別のテキスト ファイルを選択するためのダイアログが表⽰されま
す。このファイルに含まれるテキストは、既存のテキストの末尾に追加されます。

 SafeGuard Data Exchange ⽤のパスフレーズ
ユーザーはパスフレーズを⼊⼒する必要があります。パスフレーズは、SafeGuard Data
Exchange と安全にデータを交換するためのローカル鍵の⽣成に使⽤されます。エンドポイントで
⽣成された鍵は、SafeGuard Enterprise のデータベースにも格納されます。「パスフレーズ」タ
イプのポリシーで、該当する要件を定義します。
SafeGuard Data Exchange の詳細は、SafeGuard Data Exchange (p. 267)を参照してくださ
い。
エンドポイントの SafeGuard Data Exchange と SafeGuard Portable の詳細は、「SafeGuard
Enterprise ユーザーヘルプ」の「SafeGuard Data Exchange」の章を参照してください。

ポリシー設定 説明

以下の設定オプションは、SafeGuard Enterprise Management Center に表⽰される順に説明しています。

パスフレーズ

パスフレーズの最⼩の⻑さ 鍵の⽣成元になるパスフレーズの最⼩⽂字数を定義します。必要な値を
直接⼊⼒するか、⽮印ボタンを使⽤して数字を増減します。

パスフレーズの最⼤の⻑さ パスフレーズの最⼤⽂字数を定義します。必要な値を直接⼊⼒するか、
⽮印ボタンを使⽤して数字を増減します。

⽂字の最⼩数

数字の最⼩数
特殊⽂字の最⼩数

この設定は、パスフレーズが⽂字のみ、数字のみ、または記号のみで構
成されることは許可されず、少なくとも 2つの組み合わせで構成される
必要があることを指定します (15flower など)。ここでの設定は、最⼩
パスフレーズ⻑を 2 より⼤きく定義した場合のみに有効です。

キーボード⾏を禁⽌する 「123」または「qwe」などキーボード上で⾏として⾏として連続する
キーを指します。キーボード上に左右にある最⼤ 2⽂字を⼊⼒できま
す。連続するキー シーケンスは、キーボードの英数字部分のみを指し
ます。

キーボード列を禁⽌する 「xsw2」または「3edc」など、キーボード上で列として連続するキー
を指します (「xdr5」や「cft6」は違います)。単⼀のキーボード列内
の上下にある最⼤ 2⽂字を⼊⼒できます。キーボード列を禁⽌すると、
こうした組み合わせはパスフレーズに対して拒否されます。連続する
キー シーケンスは、キーボードの英数字部分のみを指します。

3⽂字以上の連続する⽂字を禁⽌する このオプションを有効にすると、次のキー シーケンスが禁⽌されま
す。
• 昇順または降順の連続した 3つ以上の ASCII ⽂字

(「abc」または「cba」など)
• 3つ以上の同じ ASCII ⽂字 (「aaa」や「111」)

パスフレーズと同じユーザー名を禁⽌
する

ユーザー名とパスフレーズを同じにできるかどうかを指定します。

はい: Windows ユーザー名とパスフレーズを違うものにする
必要があります。
いいえ: ユーザーは、パスフレーズとして Windows ユーザー
名を使⽤することができます。
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ポリシー設定 説明

⼤⽂字と⼩⽂字を区別する この設定は「パスフレーズと同じユーザー名を禁⽌する」が有効な場合
に有効です。

例: ユーザー名として「EMaier」を⼊⼒しました。「⼤⽂字と
⼩⽂字を区別する」オプションを「はい」に設定し、「パスフ
レーズと同じユーザー名を禁⽌する」を「いいえ」に設定する
と、ユーザー EMaier は⼤⽂字/⼩⽂字を変更したユーザー名
(emaier や eMaiER など) をパスフレーズとして使⽤できませ
ん。

 ファイルベース暗号化で使⽤するデバイス保護ポリシー⽤ White List
SafeGuard Management Center で、ファイルベース暗号化で使⽤する、「デバイス保護」タイ
プのポリシー⽤ White List を選択できます。これによって、特定のデバイスの種類のモデルや特定
のデバイス⽤に、暗号化ポリシーを作成することができます。
「デバイス保護」ポリシーで使⽤する White List を選択する前に、SafeGuard Management
Center でそのリストを作成し、登録する必要があります。特定記憶デバイス モデル (iPod や特定
のベンダの USB デバイス) や、固有のシリアル番号を基にした特定記憶デバイスを対象に White
List を定義できます。デバイスは、⼿動で White List に追加したり、Safend Auditor のスキャン
の結果を利⽤したりすることができます。詳細は、Safend Auditor のドキュメントを参照してくだ
さい。
後で、「デバイス保護」ポリシーを作成する際に、作成した White List を選択できます。

注
「デバイス保護」タイプのポリシーで使⽤する White List を選択した場合、「メディアの暗号化
モード」では、「ファイル ベース」 または「暗号化なし」のみ選択できます。White List のあ
る「デバイス保護」ポリシーで「暗号化なし」を選択した場合、ボリューム ベースの暗号化が別
のポリシーによって指定されている場合、デバイスは暗号化から除外されません。

注
BlockMaster 製の SafeStick デバイスには、特別の要件があります。このデバイスでは、管
理者権限のないユーザーと管理者に対して、それぞれ異なる ID が使⽤されます。SafeGuard
Enterprise で⼀貫した処理を⾏うため、両⽅の ID を White List に追加してくださ
い。SafeGuard PortAuditor (国内未販売) は、SafeGuard PortAuditor スキャン対象コン
ピュータで少なくとも 1回 SafeStick デバイスを開いた場合、この両⽅の ID を検出します。

 ファイルベース暗号化のためにデバイス保護ポリシー⽤ White List を作成する⽅法
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「White List」を選択します。
2. 「White List」のショートカット メニューで、「新規作成 > White List」の順にクリックしま

す。
3. White List の種類を選択します。

• 特定のデバイス モデル⽤に White List を作成するには、「記憶デバイス モデル」を選択
します。

• シリアル番号に基き特有のデバイス⽤に White List を作成するには、「特定記憶デバイ
ス」を選択します。

4. 「White List のソース」で、White List の作成⽅法を指定します。
• デバイスを⼿動で⼊⼒するには、「White List を⼿動で作成」を選択します。
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「OK」をクリックすると、空の White List が SafeGuard Management Center で開きま
す。この空の White List に、エントリを⼿動で作成できます。新しいエントリを追加する
には、SafeGuard Management Center ツール バーにある緑⾊の「追加 (挿⼊)」アイコ
ンをクリックします。

注
Windows デバイス マネージャにて、デバイスの必要な情報を⼊⼿するには、デバイス
の「プロパティ」ウィンドウを開き、「ハードウェア ＩＤ」および「デバイス インスタ
ンス パス 」プロパティを参照してください。次のインターフェースのみに対応していま
す。USB、1394、PCMCIA およびPCI。

• Safend Auditor で⾏ったエンドポイントのスキャン結果を使⽤する場合は、「Safend
Auditor の結果からインポート」を選択します。
White List を作成するためのソースとして使⽤する場合は、Safend Auditor のスキャン結
果 (XML ファイル) が使⽤できる状態になっている必要があります。ファイルを選択するに
は、「[...]」ボタンをクリックします。
詳細は、Safend Auditor のドキュメントを参照してください。
「OK」をクリックすると、インポートされたファイルの内容が SafeGuard Management
Center に表⽰されます。

「ポリシー」ナビゲーション ペインの「White List」の下に、ホワイト リストが表⽰されます。
これは、ファイル ベースの暗号化で使⽤する、「デバイス保護」タイプのポリシーを作成する際に
選択できます。

 ファイルベース暗号化のためにデバイス保護ポリシー⽤ White List を選択する⽅法
前提条件: 必要な White List が、SafeGuard Management Center で作成済みである必要があり
ます。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで、「ポリシー」をクリックします。
2. ナビゲーション ウィンドウで「ポリシー項⽬」を右クリックし、「新規作成」を選択します。
3. 「デバイス保護」を選択します。

新しいポリシーの名前を⼊⼒するためのダイアログが表⽰されます。
4. 新しいポリシーの名前を⼊⼒し、必要に応じて説明を⼊⼒します。
5. 「デバイス保護の対象」で、該当する White List を選択します。

• 記憶デバイス モデル⽤ White List を作成した場合、リストは「記憶デバイス モデル」の
下に表⽰されます。

• 特定の記憶デバイス モデル⽤ White List を作成した場合、リストは「特定記憶デバイス」
の下に表⽰されます。

6. 「OK」をクリックします。
「デバイス保護」ポリシーの対象としてホワイト リストが選択されました。ポリシーがエンドポイ
ントに転送された後、ポリシーで設定した暗号化モードが適⽤されます。

 デバイス保護
「デバイス保護」タイプのポリシーには、SafeGuard Data Exchange および SafeGuard
Portable の設定も含まれます。多様な鍵およびアルゴリズムを使⽤して、ボリューム ベースまた
はファイル ベースの暗号化を実⾏できます。「デバイス保護」タイプのポリシーには、SafeGuard
Data Exchange、SafeGuard Cloud Storage および SafeGuard Portable の設定も含まれます。
詳細は、SafeGuard Data Exchange (p. 267)およびCloud Storage (p. 260)を参照してく
ださい。エンドポイント上の SafeGuard Data Exchange、SafeGuard Cloud Storage および
SafeGuard Portable の詳細は、「SafeGuard Enterprise ユーザーヘルプ」を参照してください。
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デバイス保護のポリシーを作成するときは、まずデバイス保護の対象を指定する必要があります。
次の対象を選択できます。
• 内部記憶装置 (ブートボリューム/ブートボリューム以外のボリューム)
• Windows エンドポイント上のリムーバブルメディア

macOs の場合、「ファイル暗号化」という種類のポリシーで「<Removables>」プレースホ
ルダを指定。リムーバブルメディアにあるファイルを暗号化するには、「パス」の指定が必要
です。詳細は、ロケーションベースの File Encryption ルールのパスで指定するプレースホルダ
(p. 253)を参照してください。

• 光学式ドライブ
• ドライブ⽂字
• 記憶デバイス モデル
• 特定記憶デバイス
• Cloud Storage の定義
対象ごとに、異なるポリシーを作成します。

注
リムーバブルメディア: リムーバブル メディアのボリューム ベースの暗号化を指定し、⼀覧から
ユーザーに鍵の選択 (例: 「ユーザー鍵リング内の任意の鍵」) を許可するポリシーが指定されて
いる場合、ユーザーは、鍵を選択しないことでこのポリシーを迂回することができます。リムー
バブル メディアが常に暗号化されているようにするには、ファイル ベースの暗号化ポリシーを使
⽤するか、ボリューム ベースの暗号化ポリシーで鍵を特定してください。
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ポリシー設定 説明

以下の設定オプションは、SafeGuard Enterprise Management Center に表⽰される順に説明し
ています。

メディアの暗号化モード デバイス (デスクトップ PC、ノート PC など) や、各種のリムーバブル
メディアを保護するために使⽤されます。

この設定は必須です。
その主な⽬的は、ローカルまたは外付けの記憶デバイスに格
納されているすべてのデータを暗号化することです。透過的に
実⾏されるため、ユーザーは、Microsoft Office などの通常の
アプリケーションをいつもどおりに使⽤し続けることができま
す。
透過的な暗号化とは、暗号化されたすべてのデータが (暗号化
されたディレクトリ内かボリューム内かを問わず)、プログラム
で開かれるとすぐにメイン メモリ内で⾃動的に復号化されるこ
とを意味します。ファイルは、保存されるときに⾃動的に再暗
号化されます。
以下のオプションから選択できます。
• 暗号化なし
• ボリューム ベース (透過的なセクタベースの暗号化)

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
考慮したりしなくても、すべてのデータが暗号化されます
(起動ファイル、スワップファイル、アイドル 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)。

• ファイル ベース (透過的なファイル ベースの暗号化 (ス
マート メディアの暗号化))
すべてのデータが暗号化されます (起動メディアおよび
ディレクトリ情報以外)。CD/DVD などの光学式メディア
も暗号化され、(ポリシーで許可されていれば) SafeGuard
Enterprise がインストールされていない外部コンピュータ
とデータを交換できるという利点があります。

注
ホワイトリストのデバイスを保護対象にした場合、「暗号化なし」
または「ファイル ベース」のみ選択できます。

全般設定

暗号化に使⽤されるアルゴリズム 暗号化アルゴリズムを設定します。

使⽤できるすべてのアルゴリズムとその規格を以下に⽰しま
す。
AES256: 256ビットの鍵⻑
AES128: 16バイト (128ビット)
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ポリシー設定 説明

以下の設定オプションは、SafeGuard Enterprise Management Center に表⽰される順に説明し
ています。

暗号化に使⽤される鍵 暗号化に使⽤される鍵を定義します。特定の鍵 (マシン鍵や定義済みの
鍵など) を定義することや、ユーザーが鍵を選択できるようにすること
が可能です。また、ユーザーが使⽤できる鍵を制限することもできま
す。

以下のオプションから選択できます。
• ユーザー鍵リング内の任意の鍵

ユーザーの鍵リングのすべての鍵が表⽰され、ユーザーは
任意の鍵を選択できます。

注
SafeGuard Enterprise (スタンドアロン型) で保護された⾮管
理対象エンドポイントでファイル ベースの暗号化に対するポリ
シーを定義する場合は、このオプションを選択する必要があり
ます。

• ユーザー鍵リング内の任意の鍵 (ユーザー鍵を除く)
ユーザー鍵を除き、ユーザーの鍵リングのすべての鍵が表
⽰され、ユーザーは任意の鍵を選択できます。

• ユーザー鍵リング内の任意のグループ鍵
ユーザーの鍵リングのすべてのグループ鍵が表⽰され、
ユーザーは任意の鍵を選択できます。

• 定義済みのマシン鍵
マシン鍵が使⽤されており、ユーザーは鍵を選択できませ
ん。
ボリュームベースの暗号化機能 (BitLocker または
SafeGuard フルディスク暗号化) がインストールされてい
るエンドポイントのみで利⽤できます。
「定義済みのマシン鍵」をファイルベースの暗号化
(SafeGuard Data Exchange など) に使⽤する鍵として定
義するポリシーは、ボリュームベースの暗号化が設定されて
いないエンドポイントでは有効になりません。データは暗号
化できません。

注
SafeGuard Enterprise (スタンドアロン型) で保護された⾮管
理対象エンドポイントでボリューム ベースの暗号化に対する
ポリシーを定義する場合は、このオプションを選択する必要が
あります。ただし、「ユーザー鍵リング内の任意の鍵」を選択
し、かつユーザーがボリューム ベースの暗号化のためのローカ
ルで作成された鍵を選択した場合、このボリュームへのアクセ
スは拒否されます。

• 鍵リング内の任意の鍵 (ローカルで作成された鍵を除く)
ローカルで⽣成された鍵を除いて、鍵リングのすべての鍵
が表⽰され、ユーザーは任意の鍵を選択できます。

• ⼀覧の定義済みの鍵
管理者は、Management Center でポリシーの設定時に使
⽤可能な任意の鍵を選択できます。
鍵は「暗号化の定義済みの鍵」で選択する必要がありま
す。

SafeGuard Enterprise (スタンドアロン型) で保護された⾮管
理対象エンドポイントのポリシー:

注
⾮管理型エンドポイントのポリシーを作成する場合、「ユーザー鍵
リング内の任意の鍵」オプションしか使⽤できません。また、ロー
カル鍵の作成がこのタイプのエンドポイント コンピュータに許可さ
れている必要があります。

管理下にないエンドポイントではグループ鍵が使⽤できないた
め、管理下にないエンドポイントでメディア パスフレーズ機能
がアクティブ化されている場合は、メディア暗号鍵が「暗号化
の定義済みの鍵」として⾃動的に使⽤されます。管理下にない
エンドポイントのリムーバブル メディア ポリシーを作成すると
きに「暗号化の定義済みの鍵」で別の鍵を選択しても無効にな
ります。
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ポリシー設定 説明

以下の設定オプションは、SafeGuard Enterprise Management Center に表⽰される順に説明し
ています。

暗号化の定義済みの鍵 「[...]」をクリックして「鍵の検索」ダイアログを表⽰します。「今す
ぐ検索」をクリックして鍵を検索し、表⽰された⼀覧から鍵を選択しま
す。

対象が「リムーバブル メディア」である「デバイス保護」タイ
プのポリシーの場合、メディア パスフレーズ機能が有効になっ
ていると (「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」: 「はい」)、メディア暗号鍵を暗号化するた
めにこの鍵が使⽤されます。
この種類のポリシーに対しては、「暗号化に使⽤される鍵」お
よび「暗号化の定義済みの鍵」の両⽅の設定を構成する必要が
あります。
SafeGuard Enterprise (スタンドアロン型) で保護された⾮
管理対象エンドポイントのポリシー:
管理下にないエンドポイントではグループ鍵が使⽤できないた
め、管理下にないエンドポイントでメディア パスフレーズ機能
がアクティブ化されている場合は、メディア暗号鍵が「暗号化
の定義済みの鍵」として⾃動的に使⽤されます。

ユーザーはローカル鍵を作成できる この設定は、ユーザーが⾃らのコンピュータでローカル鍵を⽣成できる
かどうかを指定します。デフォルトの設定は「はい」で、ユーザーは
ローカル鍵を作成できます。

注
ユーザーがローカル鍵を作成することを禁⽌するポリシー (「ユー
ザーはローカル鍵を作成できる」 が「いいえ」に設定されている)
は、Windows エンドポイントのみに適⽤されます。

ローカル鍵は、ユーザーが⼊⼒するパスフレーズに基づいて、
エンドポイント上で⽣成されます。パスフレーズの要件は、
「パスフレーズ」タイプのポリシーで設定できます。
これらの鍵はデータベースにも保存されます。ユーザーはログ
オンした任意のエンドポイントでそれらの鍵を使⽤します。
ローカル鍵は、SafeGuard Data Exchange (SG DX) を介し
た安全なデータ交換に使⽤します。詳細は、ローカル鍵 (p.
271)を参照してください。

ボリューム ベースの設定

ユーザーは暗号化されたボリューム
の鍵を追加または削除できる

はい: エンドポイントのユーザーが、鍵リングに鍵を追加または削除で
きます。ダイアログは、ショートカット メニューのコマンドの「プロパ
ティ > 暗号化」タブを選択すると表⽰されます。

いいえ: エンドポイントのユーザーは鍵を追加できません。
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ポリシー設定 説明

以下の設定オプションは、SafeGuard Enterprise Management Center に表⽰される順に説明し
ています。

暗号化されていないボリュームに対
する反応

暗号化されていないメディアを SafeGuard Enterprise で処理する⽅法
を定義します。

以下のオプションから選択できます。
• 拒否 (テキスト メディアは暗号化されません)
• 空のメディアのみを承諾して暗号化する
• すべてのメディアを承諾して暗号化する

ユーザーはボリュームを復号化でき
る

ユーザーに、Windows エクスプローラのショートカット メニューのコ
マンドを使⽤したボリュームの復号化を許可します。

⾼速初期暗号化 ボリューム ベースの暗号化に対する⾼速初期暗号化が有効になります。
このモードは、エンドポイントで⾏う初期暗号化に必要な時間を短縮し
ます。

注
このモードを使⽤すると安全性が低下する場合があります。詳細
は、SafeGuard Enterprise 8 管理者ヘルプを参照してください。

不良セクタを無視する 不良セクタが検出された場合に暗号化を続⾏するかどうかを指定しま
す。デフォルト設定は「はい」です。

ファイル ベースの設定

すべてのファイルの初期暗号化 ユーザーのログオン開始後、ボリュームの初期暗号化が⾃動的に開始さ
れます。ユーザーは事前に鍵リングから鍵を選択する必要があります。

ユーザーは初期暗号化をキャンセル
できる

ユーザーによる初期暗号化のキャンセルを可能にします。

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

ユーザーがボリューム上の暗号化されていないデータにアクセスできる
かどうかを指定します。

ユーザーはファイルを復号化できる ユーザーは個々のファイルまたはディレクトリ全体を復号化できます
(Windows エクスプローラの拡張機能「右クリック」を使⽤します)。

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

ユーザーが⾃分のコンピュータ上でメディア パスフレーズを定義できる
ようにします。メディア パスフレーズを使⽤すると、SafeGuard Data
Exchange がインストールされていないコンピュータ上で、SafeGuard
Portable を使って、使⽤されているすべてのローカル鍵に容易にアクセ
スできます。
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ポリシー設定 説明

以下の設定オプションは、SafeGuard Enterprise Management Center に表⽰される順に説明し
ています。

SafeGuard Portable を対象にコ
ピーする

このオプションを選択すると、暗号化されたメディアやフォルダに書き
込みが⾏われると、エンドポイントに接続された任意のリムーバブル メ
ディアや、SafeGuard Cloud Storage ⽤に Cloud Storage の定義で指
定された任意の同期フォルダに、SafeGuard Portable がコピーされま
す。

SafeGuard Portable を使⽤すると、受け取る側に SafeGuard
Enterprise がインストールされていなくても、リムーバブル メ
ディアや Cloud Storage を使⽤して暗号化データを交換できま
す。
受け取る側は、SafeGuard Portable および対応するパスフ
レーズを使⽤して、暗号化されたファイルを復号化および再暗
号化することができます。受け取る側は、SafeGuard Portable
を使⽤してファイルを再暗号化することも、暗号化に元の鍵を
使⽤することもできます。
SafeGuard Portable は、受け取る側のコンピュータにインス
トールまたはコピーする必要はなく、リムーバブル メディア、
または Cloud Storage の同期フォルダから直接使⽤します。

デフォルトの初期暗号鍵 ファイル ベースの初期暗号化に使⽤される鍵を選択するダイアログを表
⽰できます。ここで鍵を選択すると、ユーザーは初期暗号化の起動時に
鍵を選択できません。初期暗号化はユーザー操作なしで起動します。

選択した鍵は、常に初期暗号化で使⽤されます。
例:
前提条件: 初期暗号化のデフォルトの鍵が設定されています。
ユーザーがコンピュータに USB デバイスを接続すると、⾃動
的に初期暗号化が起動します。定義済みの鍵が使⽤され、ユー
ザーによる介⼊は必要ありません。その後、ファイルの再暗号
化や USB デバイスへの新しいファイルの保存をする場合、ユー
ザーは任意の鍵を選択できます (許可されていて、使⽤可能な
場合)。ユーザーが別の USB デバイスを接続すると、初期暗号
化のために定義された鍵が再び使⽤されます。この鍵は、ユー
ザーが別の鍵を明⽰的に選択しない限り、後続のすべての暗号
化処理にも使⽤されます。

注
メディアパスフレーズ機能がアクティブになっていると、このオプ
ションが無効になります。「暗号化の定義済みの鍵」が使⽤されま
す。

⾮暗号化フォルダ すべてのリムーバブル メディア、⼤容量記憶装置、および Cloud
Storage の同期フォルダに対して、ここで指定されたフォルダが作成
されます。このフォルダにコピーされたファイルは、常に平⽂のままで
す。
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ポリシー設定 説明

以下の設定オプションは、SafeGuard Enterprise Management Center に表⽰される順に説明し
ています。

ユーザーは暗号化を実⾏するか決定
できる

ユーザーは、リムーバブル メディア (Windows のみ) および⼤容量記憶
装置上のファイルの暗号化を実⾏するか決定できます。
• このオプションを「はい」に設定すると、ユーザーは、データを暗

号化するかを決定することができます。⼤容量記憶装置の場合、ロ
グオンするたびにメッセージが表⽰され、リムーバブル メディアの
場合、リムーバブル メディアを差し込んだときにメッセージが表⽰
されます。

• このオプションを「はい - ユーザーの設定を保存する」に設定する
と、「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」
オプションを選択し、該当するデバイスに対する設定内容を記憶さ
せることができます。この場合、ダイアログは、該当するデバイス
に対して次回表⽰されません。

エンドポイントに表⽰されるダイアログでこのオプションを「いいえ」
に設定すると、初期暗号化も透過的な暗号化も実⾏されません。

 マシンの設定 - 基本設定
ポリシー設定 説明

以下の設定オプションは、SafeGuard Enterprise Management Center に表⽰される順に説明していま
す。

Power-On Authentication (POA)

POA (Power-on Authentication) を有効にする SafeGuard POA を有効/無効にするかどうかを定
義します。

重要
セキュリティ上の理由から、SafeGuard POA
は常に有効にしておくことを強く推奨しま
す。SafeGuard POA を⾮アクティブ化する
と、システム セキュリティが Windows ログ
オン セキュリティのみに低下し、暗号化され
たデータに不正アクセスされる可能性が増加し
ます。

アクセスが拒否されるまでのサーバー未接続⽇数
(0=拒否しない)

エンドポイントがサーバーに接続していない期間が
設定された期間を超えた場合に、SafeGuard POA
へのログオンを拒否します。
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ポリシー設定 説明

セキュアな Wake on LAN (WOL) 「セキュアな Wake on LAN (WOL)」を使⽤
して、エンドポイントにソフトウェアを集中イン
ストールする際の事前準備ができます。該当する
Wake on LAN 設定がエンドポイントに適⽤される
場合、必要なパラメータ (SafeGuard POA の⾮ア
クティブ化や Wake on LAN の時間帯など) は、エ
ンドポイントに直接転送され、パラメータはそこで
分析されます。

重要
たとえ限られた起動処理回数であって
も、SafeGuard POA を⾮アクティブ化する
と、システムのセキュリティ レベルが低下し
ます。

セキュアな Wake on LAN (WOL) の詳細
は、SafeGuard Enterprise 8 管理者ヘル
プを参照してください。

⾃動ログオンの数 Wake on LAN のために SafeGuard Power-on
Authentication が無効になっている間の再起動の
回数を定義します。

⾃動ログオンが事前に設定されている回数に
達するまで、この設定は「POA (Power-on
Authentication) を有効にする」設定を⼀
時的に上書きします。その後、SafeGuard
Power-on Authentication が再度アクティ
ブ化されます。
⾃動ログオンの回数を 2に設定し、「POA
(Poweron Authentication) を有効
にする」が有効な場合、エンドポイント
は、SafeGuard POA での認証なしに、2回
起動します。
Wake on LAN の場合、予期しない問題が起
こったときにコンピュータを操作できるよう
にするために、再起動の回数を必要な数より
3回多く設定することを推奨します。

WOL 中にローカル Windows ログオンを許可する Wake On LAN 中にローカル Windows ログオンを
許可するかどうかを決定します。
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ポリシー設定 説明

外部からの WOL 起動タイム スロットの開始⽇時

外部からの WOL 起動タイム スロットの終了
⽇時

Wake on LAN (WOL) の開始および終了の⽇付と
時刻を選択するか、または⼊⼒できます。

⽇付の形式: YYYY/MM/DD
時間の形式: HH:MM
以下の⼊⼒の組み合わせが可能です。
• WOL の開始および終了を定義。
• WOL の終了は定義し、開始は定義しな

い。
• ⼊⼒なし: 時間帯を設定しない。
ソフトウェアの展開が計画されている場合、
セキュリティ担当者は WOL の時間帯を設定
して、スケジューリング スクリプトが⼗分
な余裕をもって早期に開始され、すべてのエ
ンドポイントに起動する⼗分な時間があるよ
うにする必要があります。
WOLstart: スケジューリング スクリプ
ト内の WOL の開始⽇時は、ポリシーに
設定された時間帯内である必要がありま
す。時間帯が定義されないと、WOL は
SafeGuard Enterprise で保護されたエンド
ポイントのローカルでアクティブ化されませ
ん。WOLstop: このコマンドは、WOL に設
定された終了⽇時に関係なく実⾏されます。

User Machine Assignment (UMA)

SGN ゲスト ユーザーのログオンを禁⽌する
注
この設定は、管理対象エンドポイントのみに
適⽤されます。

エンドポイントで、ユーザーに Windows へのログ
オン資格を与えるかどうかを定義します。

注
Microsoft のアカウントは、常に SafeGuard
Enterprise ゲスト ユーザーとして扱われま
す。
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ポリシー設定 説明

新しい SGN ユーザーの登録を許可する SGN ユーザーを SafeGuard POA および/または
UMA に追加できるユーザーを指定します (OS への
パススルーを無効にすることで実⾏)。

注
Device Encryption モジュールがインストー
ルされていないエンドポインで、鍵リングに
アクセスできる複数のユーザーを UMA に追
加するには、「新しい SGN ユーザーの登録
を許可する」設定を「全員」に設定する必要
があります。設定しない場合、ユーザーは
Management Center のみで追加できます。
この設定は、管理対象エンドポイントのみで
利⽤できます。詳細は、ソフォスのサポート
データベースの⽂章 110659 を参照してくだ
さい。

「該当者なし」が設定されている場
合、POA はアクティブになりません。ユー
ザーは、Management Center で⼿動で割
り当てる必要があります。

SGN Windows ユーザーの登録を有効にする SGN Windows ユーザーをエンドポイントに登
録できるかどうかを指定します。SGN Windows
ユーザーは、SafeGuard POA には追加されません
が、SGN 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。
この設定を⾏った場合、SGN ゲストユーザーにな
るはずのユーザーすべてが、SGN Windows ユー
ザーになります。ユーザーは、Windows にログオ
ンすると、だたちに UMA に追加されます。
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ポリシー設定 説明

スタンドアロン型エンドポイント⽤に対する⼿動の
UMA クリーンアップを有効化する 注

この設定は、管理対象外のエンドポイントの
みに適⽤されます。

ユーザーが、SGN ユーザーや SGN
Windows ユーザーを、User Machine
Assignment から削除できるかどうかを指
定します。「はい」を選択すると、「User
Machine Assignments」コマンドが、エ
ンドポイントのシステムトレイ アイコンの
メニューに表⽰されるようになります。この
コマンドを指定すると、SafeGuard Power-
on Authentication で SGN ユーザーとして
ログオンできるユーザー、および Windows
で SGN Windows ユーザーとしてログオン
できるユーザーの⼀覧が表⽰されます。表⽰
されるダイアログで、ユーザーをリストから
削除することができます。削除された SGN
ユーザーや SGN Windows ユーザーは、以
後、SafeGuard Power-on Authentication
や Windows でログオンすることはできませ
ん。

⾃動クリーンアップ前に登録可能な SGN
Windows ユーザーの最⼤数 注

この設定は、管理対象エンドポイントのみに
適⽤されます。

これを使⽤して、管理対象エンドポイン
ト上の SafeGuard Enterprise Windows
ユーザーの⾃動クリーンアップを有効にで
きます。SafeGuard Enterprise Windows
ユーザーの数が、ここで指定した最⼤数を
超えると、新規ユーザー以外の、既存の
SafeGuard Enterprise Windows ユーザー
すべてが、User Machine Assignment から
削除されます。デフォルト値は 10 です。

表⽰オプション

マシンの識別情報を表⽰する SafeGuard POA のタイトル バーにコンピュータ名
または定義されたテキストを表⽰します。

Windows ネットワーク設定にコンピュータ
名が含まれる場合、これは基本設定に⾃動的
に組み込まれます。

マシンの識別情報のテキスト SafeGuard POA のタイトル バーに表⽰されるテキ
ストです。

「マシンの識別情報を表⽰する」フィールド
で「定義済みの名前」を選択した場合には、
この⼊⼒フィールドにテキストを⼊⼒できま
す。

Copyright © Sophos Limited 219



SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ

ポリシー設定 説明

利⽤条件を表⽰する SafeGuard POA での認証前に表⽰される構成可能
なコンテンツが含まれたテキスト ボックスを表⽰
します。⼀部の国では、特定のコンテンツを含むテ
キスト ボックスの表⽰が法律で義務づけられてい
ます。

ユーザーは、システムの起動を続ける前に、
このボックスを確認する必要があります。
表⽰するテキストを指定する前に、「ポリ
シー」のナビゲーション ペインの「テキス
ト」で、テキストを登録する必要がありま
す。

利⽤条件のテキスト 利⽤条件として表⽰されるテキストです。

「ポリシー」ナビゲーション ペインの「テ
キスト」で登録したテキスト項⽬を選択でき
ます。

詳細情報を表⽰する 利⽤条件の後に表⽰される (アクティブ化されてい
る場合) 構成可能なコンテンツが含まれたテキスト
ボックスを表⽰します。

詳細情報を表⽰するかどうかを定義できま
す。
• なし
• すべてのシステム起動
• すべてのログオン
表⽰するテキストを指定する前に、「ポリ
シー」のナビゲーション ペインの「テキス
ト」で、テキストを登録する必要がありま
す。

詳細情報テキスト 詳細情報として表⽰されるテキストです。

「ポリシー」ナビゲーション ペインの「テ
キスト」で登録したテキスト項⽬を選択でき
ます。

表⽰時間 (秒) 詳細情報を表⽰する時間 (秒単位) を定義できま
す。

詳細情報のテキスト ボックスが⾃動的に閉
じられるまでの秒数を指定できます。ユー
ザーは「OK」をクリックすれば、いつで
もテキスト ボックスを閉じることができま
す。
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ポリシー設定 説明

システム トレイ アイコンを有効化して表⽰する SafeGuard Enterprise システム トレイ アイコン
を使⽤すると、ユーザーはエンドポイントで、すべ
てのユーザー機能に迅速、容易にアクセスできま
す。また、エンドポイントの状態についての情報
(新しいポリシーの受信など) をツールチップで表⽰
できます。

はい:
システム トレイ アイコンがタスク バーの情
報ペインに表⽰され、ユーザーはツールチッ
プを介して SafeGuard Enterprise で保護
されたエンドポイントの状態を常時通知しま
す。
いいえ:
システム トレイ アイコンは表⽰されませ
ん。ツールチップを介してユーザーに状態情
報は提供されません。
サイレント:
システム トレイ アイコンがタスク バーの情
報ペインに表⽰されますが、ユーザーにツー
ルチップを介して状態情報は提供されませ
ん。

エクスプローラにオーバーレイ アイコンを表⽰する ボリューム、デバイス、フォルダ、およびファイル
の暗号化の状態を⽰す鍵アイコンを表⽰するかどう
かを定義します。

POA の仮想キーボードを表⽰する 要求されたときに SafeGuard POA のダイアログに
パスワード⼊⼒⽤の仮想キーボードを表⽰できるよ
うにするかどうかを定義します。

インストール オプション

アンインストールを許可する SafeGuard Enterprise のアンインストールをエン
ドポイントで許可するかどうかを指定します。「ア
ンインストールを許可する」を「いいえ」に設定す
ると、この設定が有効である限り、管理者権限を持
つユーザーも SafeGuard Enterprise をアンインス
トールすることはできません。
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ポリシー設定 説明

ソフォス タンパー プロテクションを有効にする ソフォスのタンパー プロテクション機能を有効/無
効にします。ポリシー設定「アンインストールを許
可する」によって SafeGuard Enterprise のアンイ
ンストールを許可している場合でも、このポリシー
設定を「はい」に設定することで、このソフトウェ
アが誤って削除されることがないようにアンインス
トール操作をチェックすることができます。

ソフォスのタンパー プロテクション機能に
よってアンインストールを許可しない場合
は、アンインストール操作はキャンセルされ
ます。
「ソフォス タンパー プロテクションを有
効にする」を「いいえ」に設定している場
合は、SafeGuard Enterprise のアンインス
トール操作はチェック (防⽌) されません。

注
この設定は、Sophos Endpoint Security and
Control バージョン 9.5 以降がインストール
されているエンドポイントにのみ適⽤されま
す。

資格情報プロバイダの設定
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ポリシー設定 説明

資格情報プロバイダをラップする SafeGuard Enterprise で、Windows 資格情報プ
ロバイダとは異なる、別のログオン情報プロバイ
ダーを使⽤するよう設定できます。対応しているロ
グオン情報プロバイダーのテンプレートは、ソフォ
スの Web サイトからダウンロードできます。検証
済みのログオン情報プロバイダーのテンプレートの
⼀覧や、ダウンロード元を⼊⼿するには、ソフォス
テクニカルサポートにお問い合わせください。

テンプレートのインポートや、エンドポイン
トへの展開は、「ログオン情報プロバイダ」
ポリシー設定を使⽤して実⾏できます。「テ
ンプレートのインポート」をクリックして、
テンプレートファイルを参照してください。
インポートされたテンプレートと、その内容
は、「ログオン情報プロバイダ」フィールド
に表⽰され、ポリシーとして指定されます。
テンプレートを削除するには、「テンプレー
トのクリア」をクリックします。

注
ダウンロードしたテンプレートは編集しない
でください。これらのファイルの XML 構造が
変更されると、エンドポイントで設定が認識さ
れず、代わりに、デフォルトの Windows 資
格情報プロバイダが使⽤されてしまう恐れがあ
ります。

通常、設定を⾏なうには、ソフォスのプロ
フェッショナルサービスのプロジェクト⽀援
が必要となります。ソフォスのサポートにお
問い合わせください。

トークン サポートの設定
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ポリシー設定 説明

トークン ミドルウェア モジュール名 トークンの PKCS#11 モジュールを登録します。

以下のオプションから選択できます。
• ActiveIdentity ActivClient
• ActiveIdentity ActivClient (PIV)
• AET SafeSign Identity Client
• Aladdin eToken PKI Client
• a.sign Client
• ATOS CardOS API
• Charismatics Smart Security

Interface
• Estonian ID-Card
• Gemalto Access Client
• Gemalto Classic Client
• Gemalto .NET Card
• IT Solution trustware CSP+
• Módulo PKCS#11 TC-FNMT
• Nexus Personal
• RSA Authentication Client 2.x
• RSA Smart Card Middleware 3.x
• Siemens CardOS API
• T-Systems NetKey 3.0
• Unizeto proCertum
• PKCS#11 のカスタム設定...
• 「PKCS#11 のカスタム設定...」を選択

すると、「PKCS#11 のカスタム設定」
が有効化されます。
その後、使⽤するモジュール名を⼊⼒で
きます。
̶ PKCS#11 モジュール - Windows 版
̶ PKCS#11 モジュール - Power-on

Authentication 版

注
Nexus Personal または Gemalto .NET
Card ミドルウェアをインストールした場合
は、コンピュータの「システムのプロパティ」
で、そのインストールパスを PATH 環境変数
に追加する必要があります。
• Gemalto .NET Card のデフォルトイ

ンストールパス: C:\Program Files\
Gemalto\PKCS11 for .NET V2 smart
cards

• Nexus Personal のデフォルトインス
トールパス: C:\Program Files\Personal
\bin

ライセンス:

標準のオペレーティング システム⽤の各社
のミドルウェアを使⽤するには、該当する
メーカーとの使⽤許諾契約が必要です。詳細
は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章
116585 を参照してください。
Siemens ライセンスについては以下にお問
い合わせください。
Atos IT Solutions and Services GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
D-81739 Muenchen
Germany
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ポリシー設定 説明

待機するサービス この設定は特定のトークンに関する問題を解決す
るために使⽤されます。必要に応じて、サポート
チームに該当する設定をお問い合わせください。

 Windows エンドポイント⽤のログ
SafeGuard Enterprise のイベントは、Windows イベント ビューアまたは SafeGuard Enterprise
データベースに記録できます。記録するイベントとその記録先を指定するには、「ログ」タイプの
ポリシーを作成し、⽬的のイベントをクリックして選択します。
さまざまなカテゴリ (認証、暗号化など) のさまざまなイベントから選択できます。ログ記録の⽬的
を明確にし、報告および監査要件に基づいて必要なイベントを決定することを推奨します。
詳細は、レポート (p. 160)を参照してください。

3.8.18 破損した Management Center の修復
データベースが破損していない場合、破損した SafeGuard Management Center のインストール
は簡単に修復できます。この場合、マスターセキュリティ担当者の証明書のバックアップと既存の
データベースを使⽤して、SafeGuard Management Center をインストールし直します。
• 関連するデータベース設定の企業およびマスター セキュリティ担当者の証明書を .p12 ファイ

ルにエクスポート済みである必要があります。データは、使⽤可能で有効である必要がありま
す。

• .p12 ファイルのパスワードと証明書ストアのパスワードが必要です。
破損した SafeGuard Management Center を修復する⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center インストール パッケージを再インストールしま

す。SafeGuard Management Center を開きます。構成ウィザードが⾃動的に起動します。
2. 「データベース接続」で関連するデータベースサーバーを選択し、必要に応じてデータベースへ

の接続を設定します。「次へ」をクリックします。
3. 「データベースの設定」で「使⽤可能なデータベースから選択」をクリックし、⼀覧から関連す

るデータベースを選択します。
4. 「セキュリティ担当者のデータ」で次のいずれかを実⾏します。

• 証明書ファイルのバックアップがコンピュータにある場合は、そのファイルが表⽰されま
す。SafeGuard Management Center で認証に使⽤するパスワードを⼊⼒します。

• バックアップした証明書ファイルがコンピュータ上に⾒つからない場合は、「インポート」
を選択します。バックアップした証明書ファイルを参照し、「開く」をクリックします。選
択した証明書ファイルのパスワードを⼊⼒します。「はい」をクリックします。SafeGuard
Management Center で認証に使⽤するパスワードを⼊⼒・確認⼊⼒します。

5. 「次へ」をクリックします。そして、「完了」をクリックし、 SafeGuard Management Center
の設定を完了します。

破損した SafeGuard Management Center が修復されます。
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3.8.19 トラブルシューティング

 エラーコード
 Windows イベント ログ内の SGMERR コード
Windows イベント ログには、以下の様なメッセージが表⽰されます。
「ユーザー ... に対する SafeGuard Enterprise Administration の認証に失敗しました...理由:
SGMERR[536870951]」
番号「536870951」の定義については、以下の表を参照してください。たとえば、番号
「536870951」の意味は次のとおりです。「⼊⼒された PIN が間違っています。ユーザーを認証
できませんでした。」

エラー ID 表⽰

0 OK

21 内部エラーが検出されました

22 モジュールは初期化されませんでした

23 ファイル I/O エラーが検出されました

24 キャッシュを割り当てられません

25 ファイル I/O 読み取りエラー

26 ファイル I/O 書き込みエラー

50 操作は実⾏されませんでした

101 ⼀般的なエラー

102 アクセス拒否

103 ファイルはすでに存在します

1201 レジストリ エントリを開くことができませんでした。

1202 レジストリ エントリを読み取れませんでした。

1203 レジストリ エントリを書き込めませんでした。

1204 レジストリ エントリを削除できませんでした。

1205 レジストリ エントリを作成できませんでした。

1206 システム サービスまたはドライバへのアクセスが不可能でした。

1207 システム サービスまたはドライバをレジストリに追加できませんでした。

1208 システム サービスまたはドライバをレジストリから削除できませんでした。

1209 システム サービスまたはドライバのエントリがレジストリにすでに存在します。

1210 Service Control Manager へのアクセス権限がありません。

1211 セッションのレジストリ エントリが⾒つかりませんでした。

1212 レジストリ エントリが無効または不正です

1301 ドライブへのアクセスに失敗しました。

1302 ボリュームに関する情報がありません。

1303 ボリュームへのアクセスに失敗しました。

1304 無効なオプションが定義されています。
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エラー ID 表⽰

1305 無効なファイル システム タイプです。

1306 ボリューム上の既存のファイルシステムと定義済みファイル システムが異なります。

1307 ファイル システムで使⽤される既存のクラスタ サイズと定義済みクラスタ サイズが異
なります。

1308 ファイル システムで使⽤される無効なセクタ サイズが定義されています。

1309 無効な開始セクタが定義されています。

1310 無効なパーティション タイプが定義されています。

1311 必要なサイズの、断⽚化されていない未使⽤ペインがボリュームに⾒つかりません。

1312 ファイル システムのクラスタに使⽤中のマークを付けることができませんでした。

1313 ファイル システムのクラスタに使⽤中のマークを付けることができませんでした。

1314 ファイル システムのクラスタに正常のマークを付けることができませんでした。

1315 ファイル システムのクラスタに不正のマークを付けることができませんでした。

1316 ファイルシステムのクラスタに関する情報がありません。

1317 不正マークのペインがボリューム上に⾒つかりませんでした。

1318 定義されているボリュームエリアのサイズが無効です。

1319 ハード ディスクの MBR セクタは上書きできませんでした。

1330 割り当てまたは解放の不正なコマンドが定義されています。

1351 無効なアルゴリズムが定義されています。

1352 システム カーネルへのアクセスに失敗しました。

1353 システム カーネルがインストールされていません。

1354 システム カーネルへのアクセス中にエラーが発⽣しました。

1355 システム設定の変更が無効です。

1401 ドライブへのデータの書き込みに失敗しました。

1402 ドライブからのデータの読み取りに失敗しました。

1403 ドライブへのアクセスに失敗しました。

1404 無効なドライブが定義されています。

1405 ドライブ上の位置の変更に失敗しました。

1406 ドライブの準備ができていません。

1407 ドライブのマウント解除に失敗しました。

1451 ファイルを開くことができませんでした。

1452 ファイルが⾒つかりませんでした。

1453 無効なファイル パスが定義されています。

1454 ファイルを作成できませんでした。

1455 ファイルをコピーできませんでした。

1456 ボリュームに関する情報がありません。

1457 ファイル内の位置を変更できませんでした。

1458 ファイルからのデータの読み取りに失敗しました。

1459 ファイルへのデータの書き込みに失敗しました。
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エラー ID 表⽰

1460 ファイルを削除できませんでした。

1461 無効なファイル システムです

1462 ファイルを閉じることができませんでした。

1463 ファイルへのアクセスは許可されません。

1501 メモリが不⾜しています。

1502 無効または不正なパラメータが定義されています。

1503 データのバッファ サイズを超えています

1504 DLL モジュールをロードできませんでした。

1505 関数またはプロセスが中⽌されました。

1506 アクセスは許可されません。

1510 システム カーネルがインストールされていません。

1511 プログラムを起動できませんでした。

1512 関数、オブジェクト、またはデータが使⽤できません。

1513 無効なエントリが検出されました。

1514 オブジェクトはすでに存在します。

1515 無効な関数呼び出しです。

1516 内部エラーが発⽣しました。

1517 アクセス違反が発⽣しました。

1518 関数またはモードがサポートされていません。

1519 アンインストールに失敗しました。

1520 例外エラーが発⽣しました。

1550 ハード ディスクの MBR セクタは上書きできませんでした。

2850 例外が発⽣したため、タスク スケジューラ サービスが停⽌しました。

2851 スケジューラ タスクの実⾏に成功しました。

2852 スケジューラ タスクに失敗しました。

2853 スケジューラ タスクを作成または変更しました。

2854 スケジューラ タスクを削除しました。

20001 不明

20002 プロセスが終了しました

20003 ファイルが検証されませんでした

20004 無効なポリシーです

30050 コマンドを開けませんでした。

30051 メモリ不⾜です

30052 プロセス通信の⼀般的なエラー

30053 リソースは⼀時的に使⽤できません。これは⼀時的な状態であり、後でアクセスを試み
ると正常に完了する可能性があります。

30054 ⼀般的な通信エラー

30055 予期しない戻り値
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エラー ID 表⽰

30056 カードリーダーが接続されていません

30057 バッファ オーバーフロー

30058 カードに電源が供給されていません

30059 タイムアウトが発⽣しました

30060 無効なカードの種類

30061 現時点/この OS/この状況などで、要求された機能はサポートされていません

30062 無効なドライバ

30063 このソフトウェアでは、接続されたハードウェアのファームウェアを使⽤できません。

30064 ファイルを開けませんでした

30065 ファイルが⾒つかりません

30066 カードが挿⼊されていません

30067 無効な引数

30068 セマフォは現在使⽤中です

30069 セマフォは現在使⽤中です

30070 ⼀般的なエラーです。

30071 現在、要求された処理を実⾏するための権限がありません。通常は、事前にパスワード
を⼊⼒する必要があります

30072 サービスは現在使⽤できません

30073 項⽬ (特定の名前の鍵など) が⾒つかりませんでした

30074 ⼊⼒されたパスワードが間違っています。

30075 パスワードが複数回間違って⼊⼒されたため、ロックされています。通常は、適切な管
理者ツールを使⽤してロック解除します。

30076 ID が、定義されているクロスチェック ID と⼀致しません

30077 複数のエラーが発⽣しました。異なるさまざまなエラーが発⽣し、このエラー コードが
エラー コードを取得する唯⼀の⽅法の場合は、これを使⽤します。

30078 いくつかの項⽬が残っているため、ディレクトリ構造などを削除できません。

30079 ⼀貫性のチェック中にエラーが発⽣しました

30080 ID がブラックリストに含まれているため、要求された処理は許可されません。

30081 無効なハンドル

30082 無効な構成ファイル

30083 セクタが⾒つかりません。

30084 エントリが⾒つかりません。

30085 これ以上セクションはありません

30086 ファイルの末尾に到達しました。

30087 指定した項⽬はすでに存在します。

30088 パスワードが短すぎます。

30089 パスワードが⻑すぎます。

30090 項⽬ (証明書など) は期限切れです。

30091 パスワードはロックされていません。

Copyright © Sophos Limited 229



SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ

エラー ID 表⽰

30092 パスが⾒つかりません。

30093 ディレクトリは空ではありません。

30094 これ以上データがありません

30095 ディスクがいっぱいです

30096 操作が中⽌されました

30097 読み取り専⽤のデータです。書き込み操作に失敗しました

12451840 鍵を使⽤できません。

12451842 鍵が定義されていません。

12451842 暗号化されていないメディアに対するアクセスが拒否されました。

12451843 暗号化されていないメディアに対するアクセスは、空でない限り拒否されます。

352321637 ファイルは暗号化されていません。

352321638 鍵を使⽤できません。

352321639 正しい鍵を使⽤できません。

352321640 ファイル ヘッダーでチェックサム エラーが発⽣しました

352321641 CBI 関数にエラーがあります。

352321642 無効なファイル名です。

352321643 ⼀時ファイルの読み取り/書き込み中にエラーが発⽣しました。

352321644 暗号化されていないデータへのアクセスは許可されません。

352321645 鍵記憶域 (KSA) がいっぱいです。

352321646 ファイルは別のアルゴリズムですでに暗号化されています。

352321647 ファイルは NTFS で圧縮されており、暗号化できません。

352321648 ファイルは EFS で暗号化されています︕

352321649 無効なファイル所有者です︕

352321650 無効なファイル暗号化モードです︕

352321651 CBC の操作にエラーがあります︕

385875969 整合性違反です。

402653185 トークンにログオン情報が含まれていません。

402653186 ログオン情報をトークンに書き込めません。

402653187 TDF タグを作成できませんでした。

402653188 TDF タグに必須データが含まれていません。

402653189 トークン上にオブジェクトがすでに存在します。

402653190 有効なスロットが⾒つかりません。

402653191 シリアル番号を読み取れませんでした

402653192 トークンの暗号化に失敗しました。

402653193 トークンの復号化に失敗しました。

536870913 鍵ファイルに有効なデータが含まれていません。

536870914 RSA 鍵ペアの⼀部が無効です。

536870915 鍵ペアをインポートできませんでした。
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536870916 鍵ファイルの形式が無効です。

536870917 使⽤できるデータがありません。

536870918 証明書のインポートに失敗しました。

536870919 モジュールはすでに初期化されています。

536870920 モジュールはまだ初期化されていません。

536870921 ASN.1 暗号化が破損しています。

536870922 データの⻑さが間違っています。

536870923 署名が間違っています。

536870924 間違った暗号化メカニズムが適⽤されました。

536870925 このバージョンはサポートされていません。

536870926 スペース エラーです。

536870927 無効なフラグです。

536870928 証明書は期限が切れており、有効ではありません。

536870929 時刻が間違っています。証明書がまだ無効です。

536870930 証明書が取り消されました。

536870931 証明書チェーンが無効です。

536870932 証明書チェーンを作成できません。

536870933 CDP に連絡できませんでした。

536870934 最終データ単位としてのみ使⽤できる証明書が CA として使⽤されているか、またはそ
の逆です。

536870935 チェーン内の証明書の⻑さの有効性に問題があります。

536870936 ファイルを開くときにエラーが発⽣しました。

536870937 ファイルの読み取り中にエラーが発⽣しました。

536870938 エラーか、または関数に割り当てられた複数のパラメータが間違っています。

536870939 関数の出⼒がキャッシュに収まりません。

536870940 トークンの問題および/またはスロットの違反です。

536870941 要求された関数を実⾏するのに⼗分なメモリ容量がトークンにありません。

536870942 関数の実⾏中に、トークンがスロットから取り外されました。

536870943 要求された関数を実⾏できませんでしたが、このエラーの原因に関する情報がありませ
ん。

536870945 CBI のコンパイルが実⾏されているコンピュータに、要求された関数を実⾏するのに⼗
分なメモリがありません。この関数は部分的にのみ完了した可能性があります。

536870946 要求された関数は、CBI コンパイルではサポートされていません。

536870947 設定または変更できないオブジェクトに対して、値を設定しようとしました。

536870948 オブジェクトに対して無効な値です。

536870949 オブジェクトの値を取得しようとしましたが、オブジェクトがセンシティブか、または
アクセスできないため、失敗しました。

536870950 ⼊⼒された PIN の有効期限が切れています。(通常ユーザーの PIN が発⾏されたトーク
ンで有効かどうかは、トークンによって異なります)。

536870951 ⼊⼒された PIN が間違っています。ユーザーを認証できませんでした。
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536870952 ⼊⼒した PIN に無効な⽂字が含まれています。このレスポンス コードは、PIN の設定
を試みるユーザーにのみ適⽤されます。

536870953 ⼊⼒した PIN が⻑すぎるか、短すぎます。このレスポンス コードは、PIN の設定を試
みるユーザーのみに適⽤されます。

536870954 選択した PIN はブロックされており、使⽤できません。ユーザーの認証試⾏が特定の
数に達したため、トークンによって以降の試⾏が許可されない場合に、このようになり
ます。

536870955 無効なスロット ID です。

536870956 リクエスト時に、トークンがそのスロット内にありませんでした。

536870957 CBI アーカイブまたはスロットがスロット内のトークンを認識できませんでした。

536870958 トークンが書き込み保護されているため、要求された処理を実⾏できません。

536870959 ⼊⼒したユーザーは、すでにセッションにログオンしているため、ログオンできませ
ん。

536870960 別のユーザーがすでにセッションにログオンしているため、⼊⼒したユーザーはログオ
ンできません。

536870961 ⼀致するユーザーがログオンしていないため、要求された処理を実⾏できません。たと
えば、ログオンしているユーザーが存在するセッションはログオフできません。

536870962 通常のユーザー PIN は、CBIInitPin で初期化されていません。

536870963 複数の異なるユーザーが同じトークンに同時にログオンしようとして許可されました。

536870964 CBIUser として無効な値が⼊⼒されました。有効な種類はユーザーの種類で定義されて
います。

536870965 指定した ID のオブジェクトがトークンに⾒つかりませんでした。

536870966 操作がタイムアウトしました。

536870967 このバージョンの IE はサポートされていません。

536870968 認証に失敗しました。

536870969 基本証明書は保護されています。

536870970 CRL が⾒つかりませんでした。

536870971 アクティブなインターネット接続がありません。

536870972 証明書の時刻の値にエラーがあります。

536870973 選択した証明書を確認できませんでした。

536870974 証明書の期限の状態が不明です。

536870975 モジュールは終了しました。以降のリクエストは許可されません。

536870976 ネットワーク関数の要求中にエラーが発⽣しました。

536870977 無効な関数リクエストを受け取りました。

536870978 オブジェクトが⾒つかりません。

536870979 ターミナル サーバー セッションが中断されました。

536870980 無効な操作です。

536870981 オブジェクトは使⽤中です。

536870982 乱数ジェネレータは初期化されていません。(CBIRNDInit ( ) が要求されていません。)

536870983 不明なコマンドです (CBIControl ( ) を参照)。

536870984 UNICODE はサポートされていません。
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536870985 乱数ジェネレータにはさらにシードが必要です。

536870986 オブジェクトはすでに存在します

536870987 無効なアルゴリズムの組み合わせです。(CBIRecrypt ( ) を参照)。

536870988 Cryptoki モジュール (PKCS#11) は初期化されていません。

536870989 Cryptoki モジュール (PKCS#11) は初期化されています。

536870990 Cryptoki モジュール (PKCS#11) をロードできません。

536870991 証明書が⾒つかりません。

536870992 信頼されていません。

536870993 無効な鍵です。

536870994 鍵をエクスポートできません。

536870995 ⼊⼒したアルゴリズムは⼀時的にサポートされていません。

536870996 ⼊⼒した復号化モードはサポートされていません。

536870997 GSENC コンパイル エラーです。

536870998 データのリクエスト形式が認識されません。

536870999 証明書に秘密鍵がありません。

536871000 無効なシステムの設定です。

536871001 アクティブな操作が 1つ存在します

536871002 チェーン内の証明書は、適切に時刻でネストされていません

536871003 CRL を置き換えられませんでした

536871004 ユーザー PIN はすでに初期化されています

805306369 この処理を⾏う⼗分な権限がありません。アクセスは許可されません︕

805306370 無効な操作です

805306371 無効なパラメータが使⽤されています

805306372 オブジェクトはすでに存在します

805306373 オブジェクトが⾒つかりませんでした。

805306374 データベース例外

805306375 ユーザーによって処理がキャンセルされました。

805306376 トークンが特定のユーザーに割り当てられていません。

805306377 トークンが複数のユーザーに割り当てられています。

805306378 データベースでトークンが⾒つかりませんでした。

805306379 トークンが正常に削除され、データベースから削除されました。

805306380 データベースのトークンを識別できません。

805306381 ポリシーがポリシー グループに割り当てられています。ポリシーを削除する前に、割り
当てを削除する必要があります。

805306382 ポリシーが OU に割り当てられています。まず割り当てを削除してください。

805306383 この担当者の証明書は無効です。

805306384 この担当者の証明書は期限切れです。

805306385 データベースで担当者が⾒つかりませんでした。
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805306386 選択された担当者は⼀意ではありません。

805306387 担当者はブロックされており、認証できません。

805306388 担当者は期限切れか、まだ有効になっていません。

805306389 担当者の正当性を確認できませんでした。作業時間外に要求されました。

805306390 担当者が⾃⾝を削除することはできません。

805306391 追加認証には 2⼈⽬のマスター セキュリティ担当者が必要であるため、マスター セ
キュリティ担当者を削除することはできません。

805306392 追加認証には 2⼈⽬のセキュリティ担当者が必要なので、セキュリティ担当者を削除で
きません。

805306393 追加認証には 2⼈⽬の監査担当者が必要なので、監査担当者を削除できません。

805306394 追加認証には 2⼈⽬の復旧担当者が必要なので、復旧担当者を削除できません。

805306395 追加認証には 2⼈⽬のヘルプデスク担当者が必要なので、ヘルプデスク担当者を削除で
きません。

805306396 追加認証には 2⼈⽬のマスター セキュリティ担当者が必要なので、マスター セキュリ
ティ担当者の役割を削除できません。

805306397 追加認証には 2⼈⽬のセキュリティ担当者が必要なので、セキュリティ担当者の役割を
削除できません。

805306398 追加認証には 2⼈⽬の監査担当者が必要なので、監査担当者の役割を削除できません。

805306399 追加認証には 2⼈⽬の復旧担当者が必要なので、復旧担当者の役割を削除できません。

805306400 追加認証には 2⼈⽬のヘルプデスク担当者が必要なので、ヘルプデスク担当者の役割を
削除できません。

805306401 追加認証に使⽤できる、必要な役割を持つ追加の担当者はいません。

805306402 イベント ログ

805306403 中央イベント ログの整合性が正常に確認されました。

805306404 整合性違反です︕チェーンの先頭から 1つまたは複数のイベントが削除されました。

805306405 整合性違反です︕チェーンから 1つまたは複数のイベントが削除されました。チェーン
の切断が検出された箇所のメッセージがハイライト表⽰されています。

805306406 整合性違反です︕チェーンの末尾から 1つまたは複数のイベントが削除されました。

805306407 イベントをファイルにエクスポートできませんでした。理由:

805306408 現在のビューには未保存のデータが含まれています。このビューを終了する前に変更内
容を保存しますか?

805306409 ファイルをロードできなかったか、ファイルが破損しています。理由:

805306410 ログの整合性に違反しています︕1つまたは複数のイベントが削除されました。

805306411 削除する前にイベントをファイルに保存しますか︖

805306412 ジョブ表⽰

805306413 データベースで複数の CRL が⾒つかりました。CRL を削除できません。

805306414 データベースで CRL が⾒つかりませんでした。

805306415 証明書が割り当てられているユーザーがデータベースで⾒つかりませんでした。

805306416 証明書の割り当てには P7 Blob が必須です。

805306417 証明書が割り当てられたユーザーの名前が⼀意ではありません。

805306418 証明書の割り当てが⾒つかりません。
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805306419 証明書の割り当てが⼀意ではありません。削除する証明書を判別できません。

805306420 証明書を作成する対象のユーザーがデータベースで⾒つかりませんでした。

805306421 証明書を割り当てるユーザーに⼀意の名前を付けられません。

805306422 証明書はすでに別のユーザーに割り当てられています。証明書は 1⼈のユーザーのみに
割り当てることができます。

805306423 証明書を割り当てるマシンがデータベースで⾒つかりませんでした。

805306424 証明書を割り当てるマシンを⼀意に識別できませんでした。

805306425 インポートされた証明書は、SGN で拡張できません。

805306426 証明書データに不整合が⾒つかりました

805306427 証明書の拡張はセキュリティ担当者によって承認されていません。

805306428 トークンの削除時にエラーが発⽣しました

805306429 現在のユーザーの正当性確認に使⽤されている証明書であるため、その証明書をトーク
ンから削除できません。

805306430 この名前のシステム アクセスはすでに存在します。別の名前を選択してください。

805306431 セキュリティ担当者に役割が割り当てられていません。ログオンを実⾏できません。

805306432 ライセンス違反です。

805306433 ライセンスが⾒つかりませんでした。

805306435 存在しない、または無効なログファイルのパスです。

2415919104 ポリシーが⾒つかりません。

2415919105 構成ファイルがありません。

2415919106 サーバーへの接続がありません。

2415919107 これ以上データがありません。

2415919108 サーバーへの送信に無効な優先度が使⽤されています。

2415919109 さらに多くのデータが保留中です。

2415919110 ⾃動登録が保留中です。

2415919111 データベース認証に失敗しました。

2415919112 不正なセッション ID です。

2415919113 データ パケットがドロップされました。

3674210305 ドメインが⾒つかりません。

3674210306 マシンが⾒つかりません。

3674210307 ユーザーが⾒つかりません。

3758096385 パスワードの⽂字が不⾜しています

3758096386 パスワードの数字が不⾜しています

3758096387 パスワードの特殊⽂字が不⾜しています

3758096388 パスワードとユーザー名が同じです

3758096389 パスワードに連続する⽂字が含まれています

3758096390 パスワードとユーザー名が似すぎています

3758096391 パスワードが、禁⽌パスワードの⼀覧で⾒つかりました

3758096392 パスワードと古いパスワードが似すぎています
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3758096393 パスワードに 2⽂字を超えるキーボード シーケンスが含まれています

3758096394 パスワードに 2⽂字を超えるキーボード列が含まれています

3758096395 パスワードはまだ有効ではありません

3758096396 パスワードの有効期限が切れました

3758096397 パスワードは有効期間の最⼩⽇数に達していません

3758096398 パスワードは有効期間の最⼤⽇数を過ぎました

3758096399 今後のパスワードの変更に関する情報を表⽰する必要があります

3758096400 初回ログオン時に変更する必要があります

3758096401 パスワードが履歴に⾒つかりました

3758096402 指定されたブラックリストとの⽐較検証中にエラーが発⽣しました。

4026531840 「プラットフォーム」が⾒つかりません。

4026531841 ドキュメントがありません。

4026531842 XML 解析エラー。

4026531843 ドキュメント オブジェクト モデル (XML) エラー

4026531844 <DATAROOT> タグが⾒つかりません。

4026531845 XML タグが⾒つかりません。

4026531846 「nostream」エラー。

4026531847 「printtree」エラー。

 BitLocker エラーコード
次の SafeGuard イベントにて、BitLocker エラーがレポートされます。
• カーネルの初期化に失敗しました。内部コード: <エラーコード>。
• ドライブ <ドライブ⽂字> のセクタ ベースの初期暗号化に失敗し、閉じられました。理由: <

エラーコード>
BitLocker noエラーコードの⼀覧は、次の表を参照してください。

エラーコード (16
進)

エラーコード (10
進)

説明

0x00000000 –
0x000032C8

0 – 15999 マイクロソフトの「システム エラー コード」(英語) を参照してくだ
さい。

0x00BEB001 12496897 カーネルの初期化中、エラーが発⽣したため、暗号化を実⾏できませ
ん。

0x00BEB002 12496898 ブート マネージャがシステムボリュームにある場合、暗号化を実⾏で
きません。

0x00BEB003 12496899 対応していないバージョンの Windows が、ハードディスクで⾒つか
りました。最低 Windows Vista が必要です。

0x00BEB004 12496900 指定された認証⽅法には対応していません。

0x00BEB005 12496901 PIN ダイアログが正常に完了しませんでした。

0x00BEB006 12496902 パス ダイアログが正常に完了しませんでした。

0x00BEB007 12496903 PIN ダイアログまたはパス ダイアログにて、プロセス間の通信でエ
ラーが発⽣しました。
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0x00BEB008 12496904 PIN ダイアログまたはパス ダイアログで、ハンドルされない例外が発
⽣しました。ダイアログが表⽰されましたが、ユーザーがログオフし
たか、「タスク マネージャ」によって停⽌されました。

0x00BEB009 12496905 ポリシーで定義されている暗号化アルゴリズムが、暗号化されている
ドライブのアルゴリズムと⼀致しません。デフォルトを未変更の場
合、ネイティブの BitLocker では AES-128 が使⽤され、SGN ポリ
シーでは AES-256 が使⽤されます。

0x00BEB00A 12496906 ボリュームがダイナミックボリュームです。ダイナミックボリューム
はサポートされていません。

0x00BEB00B 12496907 ハードウェアに問題があるためハードウェアテストに失敗しました。

0x00BEB00C 12496908 TPM の初期化とアクティブ化を実⾏中、エラーが発⽣しました。

0x00BEB00D 12496909 Safeguard Enterprise の暗号化アルゴリズムが GPO の暗号化アルゴ
リズムと競合しています。

0x00BEB00E 12496910 ドライブ <ドライブ⽂字> のセクタベースの初期暗号化に失敗しまし
た。

0x00BEB00F 12496911 Active Directory に復旧鍵のバックアップを保存する必要があります
が、使⽤できるドメインコントローラがありません。

0x00BEB010 12496912 Active Directory に保存された復旧鍵のバックアップは、BitLocker
チャレンジ/レスポンスと互換性がありません。

0x00BEB102 12497154 UEFI バージョンを検証できなかったため、BitLocker はレガシ モー
ドで実⾏されます。

0x00BEB202 12497410 クライアントの構成パッケージが、まだインストールされていませ
ん。

0x00BEB203 12497411 UEFI バージョンに対応していないため、BitLocker はレガシ モード
で実⾏されます。最低必要なバージョンは 2.3.1 です。

0x80280006 -2144862202 TPM が⾮アクティブです。

0x80280007 -2144862201 TPM が無効です。

0x80280014 -2144862188 TPM にはすでに所有者があります。

0x80310037 -2144272329 FiPS 準拠のグループポリシーの設定では、ローカル復旧パスワード
の⽣成や、鍵バックアップファイルへの書き込みが阻⽌されます。な
お、暗号化は続⾏します。

0x8031005B -2144272293 指定された認証⽅法のグループポリシーが設定されていません。
グループポリシーで、「互換性のある TPM が装備されていない
BitLocker を許可する」を有効にしてください。

0x8031005E -2144272290 TPM が装備されていない暗号化のグループポリシーが設定されてい
ません。グループポリシーで「スタートアップ時に追加の認証を要
求する」を有効にして、「互換性のある TPM が装備されていない
BitLocker を許可する」チェックボックスも選択してください。

0x80280000 –
0x803100CF

-2144862208 –
-2144272177

詳細は、マイクロソフトの COM エラーコード (TPM、PLA、FVE) (英
語) を参照してください。
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4 Windows エンドポイントの管理
⼀般的制限事項
SafeGuard Enterprise の使⽤にあたり、次の制限事項があることに注意してください。
• SafeGuard Enterprise for Windows は、Apple 社のハードウェアに対応していないため、Boot

Camp 環境にインストールすることはできません。代わりに、仮想 Windows クライアントを使
⽤してください。

• SafeGuard ボリュームベース暗号化や BitLocker サポートなどの SafeGuard フルディスク暗号
化モジュールは、SCSI バスで接続されたハード ドライブが搭載されているシステムには対応し
ていません。

• 「ユーザーの簡易切り替え」には対応していません。
• ターミナルサーバー環境で SafeGuard Enterprise を操作することはできません。
• POA 機能のあるエンドポイントで Intel Advanced Host Controller Interface (AHCI) を使⽤し

ている場合、スロット 0 を起動ドライブにする必要があります。
• POA 機能のあるエンドポイントでは、SafeGuard のボリュームベースの暗号化は、ダイナミック

ディスクおよび GPT (GUID パーティションテーブル) ディスクに存在するボリュームでは利⽤で
きません。このような環境の場合、インストールが中⽌されます。インストール後に、エンドポ
イントにこのようなディスクが⾒つかった場合でも、サポートされません。

• 複数の物理ディスクが搭載されているエンドポイントで SafeGuard ボリュームベースの暗号化を
使⽤する場合は、最初のディスクに暗号化ソフトウェアをインストールする必要があります。

• SafeGuard フルディスク暗号化は、Windows 7 BIOS エンドポイントのみで利⽤できま
す。Windows 7 UEFI または新しいバージョンの Windows を使⽤している場合は、Windows
搭載の BitLocker ドライブ暗号化機能を使⽤してください。詳細は、BitLocker ドライブ暗号
化の管理 (p. 238)を参照してください。
SafeGuard Enterprise フルディスク暗号化の詳細は、「SafeGuard Enterprise 8 管理者ヘル
プ」を参照してください。

4.1 BitLocker ドライブ暗号化の管理
最も信頼性の⾼いフルディスク暗号化を実現するために、SafeGuard Enterprise では OS
に標準搭載されている暗号化機能を利⽤します。BitLocker で暗号化されたドライブに対し
て、SafeGuard Management Center からシームレスに鍵管理と復旧を実⾏できます。
BitLocker ドライブ暗号化は、Microsoft の Windows OS に搭載されている機能で、プリブート認
証でディスク全体を暗号化します。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。Windows 8 以降では、SafeGuard フルディスク暗号化で
はなく、BitLocker ドライブ暗号化を使⽤する必要があります。
SafeGuard Enterprise ではコンピュータ上の BitLocker 暗号化機能を管理できます。BitLocker
暗号化を有効化したり、すでに BitLocker で暗号化されているドライブの管理を引き継いだりでき
ます。
エンドポイントへのインストールと初回の再起動を⾏う際、SafeGuard Enterprise は、ハード
ウェアが SafeGuard チャレンジ/レスポンスを使⽤する BitLocker のハードウェア要件を満たし
ているかを判断します。満たしていない場合、SafeGuard Enterprise BitLocker 管理は、チャレ
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ンジ/レスポンスなしで実⾏されます。この場合、BitLocker 復旧鍵は、SafeGuard Management
Center を使って取得できます。

4.1.1 BitLocker ドライブ暗号化を使⽤した認証
BitLocker ドライブ暗号化には、ブートボリュームや固定データドライブ (ブートボリューム以外
のボリューム) に対するさまざまな認証オプションが⽤意されています。
セキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center で、各種のログオン モードをポリシー
で設定し、それを BitLocker エンドポイントに配布することができます。
SafeGuard Enterprise の BitLocker ユーザー⽤に、次のログオン モードがあります。
• TPM: ログオン鍵は TPM (Trusted Platform Module) チップに格納されます。
• TPM および PIN: ログオン鍵は TPM チップに格納され、ログオンに PIN も要求されます。
• スタートアップ キー: ログオン鍵は USB メモリに格納されます。
• TPM + スタートアップ キー: ログオン鍵は TPM チップおよび USB メモリに格納されます。

両⽅ログインに必要です。
• パスワード: ユーザーはパスワードの⼊⼒を求められます。
• パスワードまたはスタートアップ キー: クライアントの OS がパスワードに対応していない場合

に限り、USB メモリが使⽤されます。
• ⾃動ロック解除: ブートボリュームが暗号化されると、外部鍵が作成されブートボリュームに保

存されます。その後、固定データドライブが⾃動的に暗号化されます。固定データドライブの
ロックは、BitLocker の⾃動ロック解除機能でログオン時に⾃動的に解除されます。

ポリシーにおけるログオンモードの設定の詳細は、認証 (p. 189)を参照してください。

 Trusted Platform Module (TPM)
TPM は、暗号化やデジタル署名を⾏うスマートカードに似たモジュールで、マザーボード上に実装
されています。ユーザー鍵を作成、格納、および管理することができます。TPM は各種の攻撃から
保護されています。

 PIN およびパスワード
BitLocker の PIN とパスワードの要件は、Windows グループポリシーで定義されていま
す。SafeGuard Enterprise の設定では定義できません。
パスワードは Windows 8 以降のみでサポートされています。
関連するパスワードの設定はローカル グループ ポリシー エディタ (gpedit.msc) から⾏えます。
「ローカル コンピュータ ポリシー > コンピュータの構成 > 管理⽤テンプレート > Windows コ
ンポーネント > BitLocker ドライブ暗号化 > オペレーティング システム ドライブ > システムド
ライブのパスワードの使⽤を構成する」および
「ローカル コンピュータ ポリシー > コンピュータの構成 > 管理⽤テンプレート > Windows コ
ンポーネント > BitLocker ドライブ暗号化 > 固定データドライブ > 固定データドライブのパス
ワードの使⽤を構成する」
この設定は Active Directory のグループ ポリシー オブジェクト (GPO) 経由で適⽤することもで
きます。
デフォルトで、SafeGuard Enterprise では拡張 PIN が許可されています。ユーザーは、数字、⽂
字、特殊⽂字/記号など、キーボードにある⽂字すべてを使⽤できます。
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BitLocker は「EN-US」のキーボードレイアウトのみに対応しています。このため、ユーザーが拡
張 PIN や複雑なパスワードを⼊⼒する際、問題が⽣じる可能性があります。BitLocker の新しい
PIN やパスワードを指定する前にキーボードレイアウトを「EN-US」に変更しなかった場合は、
キーボード上の実際の配置と異なるキーを押さなくてはならないこともあります。したがって、
ブートボリュームを暗号化する前に、起動時にユーザーが PIN やパスワードを正しく⼊⼒できるよ
うに再起動が実⾏されます。
Windows 10 RS2 以降、PIN の最低⽂字数は 6⽂字です。

4.1.2 ベスト プラクティス: ポリシーの設定とユーザーエクス
ペリエンス
セキュリティ担当者は暗号化するドライブに対する暗号化ポリシーと認証ポリシーを設定しま
す。TPM は可能な限り使⽤する必要がありますが、TPM がなくてもブートボリュームは暗号化さ
れます。ユーザーによる操作は最⼩限に抑える必要があります。
これらの要件にもとづき、セキュリティ担当者は次の認証設定を選択します (これらはデフォルト
の設定でもあります)。
• BitLocker ログオン モード: ブートボリューム⽤: TPM + PIN
• BitLocker 代替ログオン モード: ブートボリューム⽤: パスワードまたはスタートアップ キー
• BitLocker ログオン モード: ブートボリューム以外のボリューム⽤: ⾃動ロック解除
• BitLocker 代替ログオン モード: ブートボリューム以外のボリューム⽤: パスワードまたはス

タートアップ キー
セキュリティ担当者は、ターゲットを「内部記憶装置」に設定したデバイス保護ポリシーを作成
し、暗号化モードを「ボリュームベース」に設定します。その後、両⽅のポリシーは暗号化するエ
ンドポイントに適⽤されます。
SafeGuard Enterprise の BitLocker ユーザーのログオンシナリオは次のとおりです。
ケース 1: ユーザーが TPM を使⽤してエンドポイントにログオンする場合。
1. ユーザーはブートボリュームに対する PIN の⼊⼒を求められます (例: C: ドライブなど)。
2. ユーザーは PIN を⼊⼒し、「再起動＆暗号化」をクリックします。
3. システムでハードウェアがテストされ、ユーザーが PIN を正しく⼊⼒できるかどうかがチェック

されます。システムが再起動し、ユーザーに PIN の⼊⼒が求められます。
• ユーザーが⼊⼒した PIN が正しい場合、エンドポイントが起動します。
• ユーザー⼊⼒した PIN が正しくない場合 (たとえば、キーボードレイアウトの設定が間

違っているなど)、ユーザーは BitLocker のプリブート環境で「Esc」キーを押してテスト
とエンドポイントの起動をキャンセルできます。

• TPM が正常に動作していないなど、ハードウェアに問題がある場合は、テストとエンドポ
イントの起動は中⽌されます。

4. ユーザーが再びログオンします。
5. ハードウェアテストが成功すると (ユーザーの⼊⼒した PIN が正しく、TPM にも問題がない場

合)、ブートボリュームの暗号化が開始します。ハードウェアテストに失敗すると、エラーメッ
セージが表⽰され、ボリュームの暗号化は⾏われません。ユーザーがプリブート環境で「Esc」
キーを押したためにテストに失敗した場合は、再び PIN の⼊⼒が促され、再起動が⾏われます
(ステップ 2 に該当。ステップ 3、4、5 が繰り返されます)。

6. ブートボリュームの暗号化が開始します。
7. データボリュームの暗号化も開始します。ユーザーの操作は必要ありません。
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ケース 2: ユーザーが Windows 8 環境のエンドポイントに TPM を使⽤せずログオンする場合。
1. ユーザーはブートボリュームのパスワードの⼊⼒を求められます。
2. ユーザーはパスワードを⼊⼒し、「再起動＆暗号化」をクリックします。
3. システムが再起動し、ハードウェアがテストされます。前述のケースのようにユーザーは再びロ

グオンします (ケース 1 のステップ 3 から 6 に該当。ただし、TPM は使⽤せず、PIN はパス
ワードに置き換える)。

4. ブートボリュームの暗号化が開始します。
5. データボリュームの暗号化も開始します。ユーザーの操作は必要ありません。
ケース 3: ユーザーが Windows 7 環境のエンドポイントに TPM を使⽤せずログオンする場合。
1. ユーザーはブートボリュームの暗号鍵を USB メモリに保存するよう求められます。
2. ユーザーは USB メモリを挿⼊し、「保存＆再起動」を押します。
3. システムが再起動し、ハードウェアテストが実施されます。ユーザーが再びログオンします。(前

述のケースと同様の⼿順ですが、コンピュータを起動する際、USB メモリを挿⼊する必要があり
ます。BitLocker プリブート環境から USB メモリが読み取れないというハードウェアに関するエ
ラーが発⽣することもあります)

4. ブートボリュームの暗号化が開始します。
5. データボリュームの暗号化も開始します。ユーザーの操作は必要ありません。
ケース 4: セキュリティ担当者が「BitLocker 代替ログオン モード: ブートボリューム⽤」のポリ
シーの設定を「パスワード」に変更し、ユーザーが Windows 7 環境のエンドポイントに TPM を
使⽤せずログオンする場合。
1. エンドポイントに TPM が搭載されておらず、また Windows 7 ではブートボリュームにパスワー

ドを設定できないため、ブートボリュームは暗号化されません。
2. ブートボリューム以外の各ボリュームに対して、ユーザーは USB メモリに外部鍵を保存するよう

求められます。ユーザーが「保存」をクリックすると、各ボリュームの暗号化が開始します。
3. コンピュータを起動する際に鍵を保存した USB メモリを挿⼊し、ブートボリューム以外のボ

リュームのロックを解除する必要があります。

4.1.3 エンドポイントで BitLocker を管理するための前提条件
• 「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」ログオンモードを使⽤するには、Active Directory またはローカルコンピュータの
グループ ポリシーで、「スタートアップ時に追加の認証を要求する」を有効にする必要があり
ます。「ローカル グループ ポリシー エディター」(gpedit.msc) で、「グループ ポリシー」の
場所は、以下のとおりです。
「ローカル コンピュータ ポリシー > コンピュータの構成 > 管理⽤テンプレート > Windows
コンポーネント > BitLocker ドライブ暗号化 > オペレーティング システム ドライブ」
「スタートアップ キー」を使⽤する場合は、グループポリシーで「互換性のある TPM が装備
されていない BitLocker を許可する」を有効にする必要があります。

• タブレット PC で「TPM + PIN」を使⽤する場合は、グループポリシーで「スレートでプリブー
トキーボード⼊⼒が必要な BitLocker 認証を使⽤できるようにする」を有効にする必要がありま
す。
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注
これらのグループポリシーは、エンドポイントへのインストール時に⾃動的に有効化されま
す。設定内容が、別のグループポリシーによって上書きされないようにしてください。

• BitLocker のデバイス保護ポリシーは TPM ベースの認証 (TPM、TPM + PIN、TPM + スター
トアップ キーなど) の構成を開始するため、TPM のアクティブ化は⾃動的に開始します。TPM
のアクティブ化が必要であるということと、TPM の使⽤状況に応じてシステムを再起動または
シャットダウンする必要があるということがユーザーに通知されます。

注
SafeGuard BitLocker 管理がエンドポイントにインストールされている場合、ドライブの暗号
化状態として「準備されていません」が表⽰される場合があります。詳細は、「ドライブ」タ
ブ (p. 96)を参照してください。これは、必要な準備が⾏われていないため、現在、このドラ
イブを BitLocker で暗号化できないことを⽰します。これは、管理対象エンドポイントのみに
適⽤されます。管理対象外のエンドポイントは、インベントリ データをレポートできません。
SGNState コマンドラインツールを使⽤すると (管理者権限が必要です)、BitLocker 暗号
化を実⾏するための準備がエンドポイントで⾏われたかどうかを確認できます。Windows
BitLocker ドライブ準備ツールを実⾏する必要がある場合もあります。

 BitLocker ⽤の SafeGuard チャレンジ/レスポンス
SafeGuard Enterprise BitLocker チャレンジ/レスポンスを使⽤するための条件は次のとおりで
す。
• 64ビット Windows
• UEFI バージョン 2.3.1 以降
• Microsoft UEFI 証明書を使⽤できる、またはセキュア ブートが無効化されている
• Windows から NVRAM のブートエントリにアクセスできる
• Windows が GPT モードでインストールされている
• ハードウェアが POACFG.xml ファイルに記載されていない

ソフォスのセットアップ ファイルには、デフォルトの POACFG.xml ファイルが埋め込まれ
ています。最新版のファイルをダウンロードして、インストールで使⽤するようにしてくださ
い。

エンドポイントへのインストールと初回の再起動を⾏う際、SafeGuard Enterprise は、ハード
ウェアが SafeGuard チャレンジ/レスポンスを使⽤する BitLocker のハードウェア要件を満たし
ているかを判断します。満たしていない場合、SafeGuard Enterprise BitLocker 管理は、チャレ
ンジ/レスポンスなしで実⾏されます。この場合、BitLocker 復旧鍵は、SafeGuard Management
Center を使って取得できます。

4.1.4 SafeGuard Enterprise での BitLocker ドライブ暗号化
の管理
SafeGuard Enterprise は BitLocker を透過的に⼀元管理できるので、さまざまな環境で使⽤する
ことが可能です。SafeGuard Enterprise は、BitLocker の機能を⼤幅に拡張します。BitLocker の
セキュリティ ポリシーは、SafeGuard Enterprise を使⽤して⼀元的に配布できます。BitLocker
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を SafeGuard Enterprise で管理すると、鍵の管理や復旧などの重要な処理も実⾏できるようにな
ります。
SafeGuard Enterprise を使⽤すると、BitLocker ドライブ暗号化を SafeGuard Management
Center で管理することができます。セキュリティ担当者は暗号化と認証のポリシーを設定
し、BitLocker 搭載エンドポイントに適⽤できます。
BitLocker エンドポイントが SafeGuard Management Center に登録されると、ユーザー、コン
ピュータ、ログオン モード、および暗号化の状態に関する情報が表⽰されます。BitLocker エンド
ポイントに関するイベントもログに記録されます。
BitLocker で暗号化されているエンドポイントに対しては、SafeGuard Full Disk Encryption で
暗号化されているエンドポイントに対する管理と同様の管理が実⾏されます。コンピュータの種類
は、「ユーザーとコンピュータ」にある「インベントリ」セクションで確認できます。「暗号化の
種類」の列に、コンピュータが BitLocker エンドポイントであるかどうかが表⽰されます。

注
BitLocker 管理を有効にするには、SafeGuard Enterprise Client を Windows 7 にインス
トールする際に BitLocker 機能を選択する必要があります。

BitLocker To Go および SafeGuard Enterprise に関する詳細は、BitLocker To Go (p. 246)を
参照してください。

4.1.5 SafeGuard Enterprise の管理下にある BitLocker を使
⽤した暗号化
SafeGuard Enterprise は BitLocker ドライブ暗号化に対応しているため、BitLocker の暗号化機
能と鍵を使⽤してブートボリュームやブートボリューム以外のボリュームを暗号化できます。ま
た SafeGuard Enterprise のファイルベースの暗号化機能と暗号鍵を使⽤して、ディスク以外の
データ (リムーバブルメディアなど) を暗号化することもできます。この機能は BitLocker ではな
く SafeGuard Enterprise で提供される機能です。
ログ出⼒されたイベントの詳細は、監査 (p. 157)を参照してください。

 BitLocker 暗号鍵
ブート ボリュームまたはその他のボリュームを SafeGuard Enterprise 経由で BitLocker を使⽤
して暗号化する場合、暗号鍵は常に BitLocker によって⽣成されます。鍵は BitLocker によってボ
リュームごとに⽣成され、他の⽬的に再利⽤することはできません。
SafeGuard Enterprise を介して BitLocker を使⽤する場合、復旧鍵が SafeGuard Enterprise
Database に格納されます。これにより、SafeGuard Enterprise のチャレンジ/レスポンスと同様
のヘルプデスク⽀援や復旧メカニズムの導⼊が可能になります。
ただし、SafeGuard Device Encryption により暗号化されている SafeGuard Enterprise Client
のように、鍵を⾃由に選択したり、再利⽤したりすることはできません。また、これらの鍵は
SafeGuard Management Center に表⽰されません。

注
BitLocker では、Active Directory に鍵をバックアップすることもできます。この操作がグルー
プ ポリシー オブジェクト (GPO) で有効化されている場合、BitLocker でボリュームが暗号化さ
れる際に⾃動で⾏われます。ボリュームがすでに暗号化されている場合は、Windows Manage-
BDE ツール ("manage-bde -protectors -adbackup -?" を参照) を使って、復旧鍵を⼿動で
バックアップすることができます。
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 SafeGuard Enterprise の BitLocker で使⽤できるアルゴリズム
BitLocker は、次の Advanced Encryption Standard (AES) アルゴリズムに対応しています。
• AES-128
• AES-256
ディフューザと組み合わせた AES-128 や AES-256 への対応は終了しました。なお、ディ
フューザと組み合わせたアルゴリズムを使ってすでに暗号化されているドライブは、SafeGuard
Enterprise で管理できます。

 BitLocker ドライブ暗号化⽤の暗号化ポリシー
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。この場合、ポリ
シーで指定されたドライブに対して BitLocker 暗号化が実⾏されます。
SafeGuard Management Center では BitLocker クライアントが透過的に管理されるため、
セキュリティ担当者が BitLocker の特殊な暗号化設定を⾏う必要はありません。SafeGuard
Enterprise はクライア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。BitLocker クライアントが SafeGuard Enterprise とともにインストールされ、ボリューム暗
号化がアクティブ化されると、ボリュームは BitLocker Drive Encryption によって暗号化されま
す。
BitLocker エンドポイントでは、種類が「デバイス保護」および「認証」のポリシーが処理されま
す。
エンドポイントで、以下の設定を使⽤できます。
• 種類が「デバイス保護」のポリシー内の設定:

̶ ターゲット: ローカル記憶デバイス、内部記憶装置、ブート ボリューム、起動に使⽤しない
ボリューム、ドライブ⽂字 A: 〜 Z:

̶ メディアの暗号化モード: ボリューム ベースの暗号化、暗号化なし
̶ 暗号化に使⽤されるアルゴリズム: AES128、AES256
̶ ⾼速初期暗号化: はい、いいえ

詳細は、デバイス保護 (p. 208)を参照してください。
• 種類が「認証」のポリシー内の設定:

̶ BitLocker ログオン モード: ブートボリューム⽤: TPM、TPM + PIN、TPM + スタート
アップ キー、スタートアップ キー

̶ BitLocker 代替ログオン モード: ブートボリューム⽤: パスワード、スタートアップ
キー、パスワードまたはスタートアップ キー、エラー

̶ BitLocker ログオン モード: ブートボリューム以外のボリューム⽤: ⾃動ロック解除、パス
ワード、スタートアップ キー

̶ BitLocker 代替ログオン モード: ブートボリューム以外のボリューム⽤: パスワード、パス
ワードまたはスタートアップ キー、スタートアップキー

詳細は、認証 (p. 189)を参照してください。
それ以外の設定は、BitLocker エンドポイントですべて無視されます。
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 BitLocker で保護されているコンピュータでの暗号化
暗号化が開始する前に、BitLocker によって暗号鍵が⽣成されます。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 のあるエンドポイント
セキュリティ担当者が BitLocker クライアントに対して TPM を使⽤するログオンモード
(TPM、TPM + PIN、または TPM + スタートアップ キー) を設定している場合は、TPM のアクティ
ブ化は⾃動的に開始します。
TPM (Trusted Platform Module) は BitLocker が暗号鍵の格納に使⽤するマイクロチップです。
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。ユーザーが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。

TPM のないエンドポイント
エンドポイントに TPM が搭載されていない場合は、BitLocker スタートアップキーを使⽤するか、
エンドポイントが Windows 8 の場合は、ログインモードとしてパスワードを使⽤できます。
BitLocker スタートアップキーは、USB メモリを使⽤して作成し、暗号鍵を格納できます。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。
SafeGuard Enterprise で BitLocker をアクティブにすると、ユーザーは BitLocker のスタート
アップ キーを保存するよう求められます。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。
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、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。ポリシーで「⾃動ロック解除」が設定されている場合、この操作は⾃
動で⾏われます。

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 で暗号化されているエンドポイントの復旧 (p. 247)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や、復旧鍵の取得を⾏うには、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、特定の鍵復旧ファイルに保存さ
れます。

注
チャレンジ/レスポンスなしの SafeGuard BitLocker 管理をスタンドアロン モードで使⽤する
場合、復旧操作によって復旧鍵は変更されません。
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注
コンピュータの BitLocker で暗号化されたハード ディスクが、BitLocker で暗号化された新しい
ハード ディスクに交換され、新しいハード ディスクに以前のハード ディスクと同じドライブ⽂
字が割り当てられた場合、SafeGuard Enterprise は新しいハード ディスクの復旧鍵のみを保存
します。

すでに BitLocker で暗号化されているドライブを管理する
すでに BitLocker で暗号化されたドライブのあるコンピュータに SafeGuard Enterprise をインス
トールした場合、このようなドライブの管理は SafeGuard Enterprise によって引き継がれます。
暗号化済みブート ドライブ
• SafeGuard Enterprise の BitLocker 対応機能によっては、コンピュータの再起動が必要になる場

合があります。コンピュータは、なるべく早く再起動するようにしてください。
• SafeGuard Enterprise 暗号化ポリシーが暗号化ドライブに適⽤されている場合:

̶ SafeGuard Enterprise BitLocker チャレンジ/レスポンスをインストールした場合: 管理は
引き継がれ、SafeGuard Enterprise チャレンジ/レスポンスを使⽤できます。

̶ SafeGuard Enterprise BitLocker がインストールされている場合: 管理は引き継がれ、復
旧を使⽤できます。

• SafeGuard Enterprise 暗号化ポリシーが暗号化ボリュームに適⽤されていない場合:
̶ SafeGuard Enterprise BitLocker チャレンジ/レスポンスをインストールした場合: 管理は

引き継がれず、SafeGuard Enterprise チャレンジ/レスポンスは使⽤できません。
̶ SafeGuard Enterprise BitLocker をインストールした場合: 復旧を使⽤できます。

暗号化済みデータ ドライブ
• SafeGuard Enterprise 暗号化ポリシーが暗号化ドライブに適⽤されている場合:

管理は引き継がれ、復旧を使⽤できます。
• SafeGuard Enterprise 暗号化ポリシーが暗号化ボリュームに適⽤されていない場合:

SafeGuard Enterprise 復旧を使⽤できます。

 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 Drive Encryption、または Microsoft の
「manage-bde」コマンドラインツールを使⽤できます。
BitLocker で暗号化されているドライブをユーザーが⼿動で復号化するには、BitLocker 暗号化ド
ライブに対する暗号化ルールが指定されてないポリシーをエンドポイントに適⽤する必要がありま
す。この場合、ユーザーは「コントロールパネル」の「BitLocker ドライブ暗号化」で対象ドライ
ブに対して BitLocker を無効化したり、「manage-bde」を使⽤したりして、復号化を開始できま
す。

4.1.6 BitLocker To Go
BitLocker To Go は、SafeGuard Enterprise のクライアントコンポーネントを BitLocker 対応を
有効にしてインストール済みの場合、リムーバブルメディア上のボリュームを暗号化するために使
⽤できます。なお、BitLocker To Go は SafeGuard Enterprise で管理できません。
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BitLocker To Go を無効化する⽅法は、BitLocker To Go 暗号化の⾮アクティブ化 (p. 247) を参
照してください。
BitLocker To Go は、SafeGuard フルディスク暗号化 (ボリュームベースのフルディスク暗号化)
と互換性がありません。SafeGuard フルディスク暗号化をインストールすると、BitLocker To Go
は無効化されます。すでに BitLocker To Go で暗号化されていたボリュームとリムーバブル メディ
アは、引き続きアクセス可能です。

 BitLocker To Go 暗号化の⾮アクティブ化
1. Windows のグループ ポリシー エディタで、「ローカル コンピュータ ポリシー > コンピュータ

の構成 > 管理⽤テンプレート > Windows コンポーネント > BitLocker ドライブ暗号化 > リ
ムーバブル データ ドライブ」を選択します。

2. 「リムーバブル ドライブでの BitLocker の使⽤を制御する」を右クリックして、「編集」を選択
します。

3. 「有効」を選択します。
4. 「オプション」で、「リムーバブル データ ドライブに BitLocker 保護を適⽤できるようにす

る」を選択から外します。
5. 「オプション」で、「リムーバブル データ ドライブの BitLocker 保護を中断および暗号化解除

できるようにする」を選択します。
6. 「OK」をクリックします。
エンドポイント上の BitLocker To Go 暗号化が⾮アクティブ化されます。それ以降、ユーザーは
BitLocker To Go で新しいボリュームを暗号化できなくなります。すでに BitLocker To Go で暗号
化されていたボリュームとリムーバブル メディアは、引き続きアクセス可能です。

4.1.7 BitLocker で暗号化されているエンドポイントの復旧
使⽤しているシステムに応じて、SafeGuard Enterprise では、チャレンジ/レスポンスを使⽤して
復旧を実⾏したり、ヘルプデスク担当者から BitLocker 復旧鍵を取得したりできます。SafeGuard
Enterprise チャレンジ/レスポンスの要件は、BitLocker ⽤の SafeGuard チャレンジ/レスポンス
(p. 242)を参照してください。

 BitLocker 復旧鍵 ID を使⽤した復旧
BitLocker で暗号化されたコンピュータの場合、アクセスできなくなったボリュームは、BitLocker
復旧鍵 ID を使⽤して復旧することができます。
ユーザーはこの ID を提供する必要があります。ユーザーが復旧操作を開始すると、システムド
ライブ⽤の BitLocker 復旧鍵 ID が、BitLocker 復旧画⾯に表⽰されます。データドライブの場
合、BitLocker 復旧鍵 ID は、BitLocker で暗号化されているドライブのロックを解除するために、
ユーザーがウィザードで「その他のオプション - 回復キーを⼊⼒する」の順にクリックすると表⽰
されます。

重要
復旧鍵は、セキュリティ担当者が、そのコンピュータを管理する権限がある場合のみに表⽰さ
れます。コンピュータが Management Center で削除された場合、復旧鍵にアクセスするに
は、「復旧ツールを使⽤する」ことが許可されている必要があります。

1. SafeGuard Management Center で、「ツール > 復旧」を選択し、「復旧ウィザード」を開き
ます。

2. 「復旧の種類」ページで、「BitLocker 復旧鍵 ID (管理型)」を選択し、「次へ」をクリックし
ます。
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3. 「[...]」をクリックして、復旧鍵 ID を検索します。
4. 「BitLocker 復旧鍵の検索」ページで、BitLocker 復旧鍵 ID の少なくとも最初の 4桁の数字を

「検索名」フィールドに⼊⼒し、「今すぐ検索」をクリックします。
検索に⼀致した鍵すべてが表⽰されます。
アクティブな鍵と⾮アクティブな鍵が表⽰されます。割り当て済みコンピュータが
Management Center で削除された場合でも、その復旧鍵は表⽰されます。その場合、コン
ピュータ名を識別できないため、「コンピュータ」カラムに「該当なし」と表⽰されます。

5. 対象の鍵を選択し、「OK」をクリックします。
「BitLocker 復旧鍵の検索」ページに、鍵に関する情報が表⽰されます。

6. 「次へ」をクリックします。
「BitLocker の復旧」ページに、48桁の BitLocker 復旧鍵が表⽰されます。

7. 鍵をユーザーに渡します。
ログ出⼒されたイベントの詳細は、監査 (p. 157)を参照してください。

 バージョン 7 より前の SafeGuard Enterprise エンドポイント⽤の復旧
鍵
BitLocker で暗号化されたコンピュータの場合、アクセスできなくなったボリュームを復旧するこ
とができます。
ユーザーは、コンピュータ名を提供することで復旧鍵を⼊⼿し、その後、それを復旧画⾯に⼊⼒す
ることができます。
1. SafeGuard Management Center で、「ツール > 復旧」を選択し、「復旧ウィザード」を開き

ます。
2. 「復旧の種類」ページで「SafeGuard Enterprise Client (管理型)」を選択します。
3. 「ドメイン」で、リストから対象のドメインを選択します。
4. 「コンピュータ」で、コンピュータ名を⼊⼒するか、対象のコンピュータ名を選択します。これ

にはいくつかの⽅法があります。
• 名前を選択するには、「[...]」をクリックします。次に「今すぐ検索」をクリックします。

コンピュータのリストが表⽰されます。⽬的のコンピュータを選択し、「OK」をクリック
します。コンピュータ名が「コンピュータ」の下の「復旧の種類」ウィンドウに表⽰されま
す。

• コンピュータの短い名前を、フィールドに直接⼊⼒します。「次へ」をクリックすると、
データベースでこの名前が検索されます。⾒つかった場合は、コンピュータの識別名が表⽰
されます。

• 次のように、識別名の形式でコンピュータ名を直接⼊⼒します。
CN=Desktop1,OU=Development,OU=Headquarter,DC=Utimaco,DC=edu

5. 「次へ」をクリックします。
6. アクセスするボリュームをリストから選択して、「次へ」をクリックします。
7. 復旧ウィザードは、対応する 48桁の復旧鍵を表⽰します。
8. この鍵をユーザーに渡します。
ユーザーはこの鍵を⼊⼒して、エンドポイント上の BitLocker で暗号化されたボリュームを復旧で
きます。

 BitLocker ⽤のチャレンジ/レスポンス
特定の要件を満たす UEFI エンドポイントに対して、SafeGuard Enterprise チャレンジ/レスポンス
の復旧機能を使⽤することができます。
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ユーザーは、BitLocker 復旧画⾯に表⽰されるチャレンジ コードを提供することでレスポンスを⼊
⼿し、その後、それを復旧画⾯に⼊⼒することができます。
要件を満たさない UEFI エンドポイントに対しては、チャレンジ/レスポンスなしの SafeGuard
BitLocker 管理が⾃動的にインストールされます。このようなエンドポイントを復旧するに
は、BitLocker 復旧鍵 ID を使⽤した復旧 (p. 247)および バージョン 7 より前の SafeGuard
Enterprise エンドポイント⽤の復旧鍵 (p. 248)を参照してください。
1. SafeGuard Management Center で、「ツール > 復旧」を選択し、「復旧ウィザード」を開き

ます。
2. 「復旧の種類」ページで「SafeGuard Enterprise Client (管理型)」を選択します。
3. 「ドメイン」で、リストから対象のドメインを選択します。
4. 「コンピュータ」で、コンピュータ名を⼊⼒するか、対象のコンピュータ名を選択します。これ

にはいくつかの⽅法があります。
• 名前を選択するには、「[...]」をクリックします。次に「今すぐ検索」をクリックします。

コンピュータのリストが表⽰されます。⽬的のコンピュータを選択し、「OK」をクリック
します。コンピュータ名が「復旧の種類」ページに表⽰されます。

• コンピュータの短い名前を、フィールドに直接⼊⼒します。「次へ」をクリックすると、
データベースでこの名前が検索されます。⾒つかった場合は、コンピュータの識別名が表⽰
されます。

• 次のように、識別名の形式でコンピュータ名を直接⼊⼒します。
CN=Desktop1,OU=Development,OU=Headquarter,DC=Sophos,DC=edu

5. 「次へ」をクリックします。
6. アクセスするボリュームをリストから選択して、「次へ」をクリックします。
7. 「次へ」をクリックします。

チャレンジコードを⼊⼒できるページが表⽰されます。
8. ユーザーから伝えられたチャレンジ コードを⼊⼒し「次へ」をクリックします。
9. レスポンス コードが⽣成されます。このレスポンスコードをユーザーに提供します。スペル⽀援

を利⽤できます。また、レスポンス コードはクリップボードにコピーすることもできます。
ユーザーはレスポンス コードを⼊⼒して、エンドポイントに再びアクセスできるようになります。

4.2 ロケーションベースの File Encryption
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
(特にネットワーク共有にあるワークグループなど) にあるデータをロケーションベースで暗号化す
る機能です。
SafeGuard Management Center にある「File Encryption」ポリシーで、ファイルベース暗
号化のルールを定義します。File Encryption ルールでは、File Encryption で暗号化するフォル
ダ、暗号化モード、および暗号化に使⽤する鍵を指定します。「全般設定」ポリシーでは、File
Encryption にあたり、エンドポイントにある各アプリケーションおよびファイルシステムの処理⽅
法を定義します。無視するアプリケーションや信頼するアプリケーションの他、無視するデバイス
も指定できます。File Encryption では、永続暗号化を有効にすることもできます。
暗号化では個⼈鍵を使⽤することができます。特定のユーザーに対して有効な個⼈鍵は、そのユー
ザーのみが使⽤でき、他のユーザーと共有したり、割り当てたりすることはできません。個⼈鍵
は、SafeGuard Management Center の「ユーザーとコンピュータ」で作成できます。
File Encryption ポリシーをエンドポイントに適⽤すると、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。
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• 暗号化されたファイルに対する鍵があるユーザーは、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ユーザーは、ファイルにアクセスできません。
• ユーザーが、 File Encryption がインストールされていないエンドポイント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。
ポリシーの対象の場所にある既存のファイルは、⾃動的に暗号化されません。ユーザーは、エンド
ポイントの「SafeGuard ファイル暗号化ウィザード」で、初期暗号化を⾏う必要があります。詳
細は、SafeGuard Enterprise ユーザー ヘルプを参照してください。

注
SafeGuard File Encryption は、Windows 内蔵の暗号化機能 EFS やファイル圧縮機能とは互換
性がありません。EFS が有効になっている場合、適⽤可能な File Encryption ルールよりも優先さ
れ、フォルダ内に作成されたファイルを File Encryption を使って暗号化することはできません。
圧縮が有効になっている場合、File Encryption が優先され、ファイルが暗号化されますが、圧縮
されません。File Encryption を使ってファイルを圧縮するには、まず、EFS 暗号化機能やデータ
圧縮機能を削除する必要があります。これは、⼿動、または SafeGuard Enterprise 初期暗号化
ウィザードを使⽤して実⾏できます。
SafeGuard ファイル暗号化では、Windows 10 以降に搭載されている Files On-Demand 機能は
サポートされません。

Mac エンドポイントや SafeGuard File Encryption for Mac を使⽤する⽅法の詳細は、SafeGuard
File Encryption for Mac について (p. 288)および SafeGuard Enterprise for Mac ユーザーヘル
プを参照してください。

4.2.1 ロケーションベースの File Encryption ポリシーでの暗
号化ルールの設定
ネットワーク上で⾏うファイルベースの暗号化で使⽤するルールは、「File Encryption」タイプ
のポリシーで定義します。

注
⼀部のフォルダ (例: C:\Program Files) では、暗号化されると OS やアプリケーションの実⾏
が阻⽌される場合があります。暗号化ルールを定義する際、そのようなフォルダが暗号化されて
いないことを確認してください。

1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「File Encryption」タイプのポリシーを新しく作成す
るか、既存のポリシーを選択します。
「ファイル暗号化」タブが表⽰されます。

2. 「暗号化の種類」ドロップダウンリストから「ロケーションベース」を選択します。
エンドポイントコンピュータで、ロケーションベースのファイル暗号化を適⽤する場所を指定す
るパネルが表⽰されます。

注
バージョン 8.0 より前 SafeGuard Enterprise に、「暗号化の種類」オプションはありま
せんでした。Management Center をアップデートした場合、既存の File Encryption ポリ
シーは、種類が「ロケーションベース」の File Encryption ポリシーに変換されます。「暗号
化の種類 > 暗号化なし」の詳細は、ポリシーの種類: 暗号化なし (p. 92)を参照してくださ
い。

3. 「パス」列で、File Encryption で処理するパス （つまりフォルダ） を指定します。
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• ドロップダウン ボタンをクリックし、使⽤可能なフォルダ名のプレースホルダのリストから
選択します。
リストの各エントリの上にカーソルを移動すると、エンドポイントで、通常どのようにし
てプレースホルダが置き換えられるかがツールチップで表⽰されます。有効なプレースホル
ダのみ⼊⼒できます。すべての使⽤可能なプレースホルダの説明は、ロケーションベースの
File Encryption ルールのパスで指定するプレースホルダ (p. 253)を参照してください。

重要
プレースホルダ <User Profile> を使⽤してユーザー プロファイル全体を暗号化すると、
エンドポイントで Windows のデスクトップが不安定になることがあります。

• 「参照」ボタンをクリックし、ファイルシステムを参照して、必要なフォルダを選択します。
• または、単にパスを⼊⼒します。
File Encryption ルールでパスを設定することに関する詳細は、ロケーションベースの File
Encryption ルールでパスを設定するための追加情報 (p. 252)を参照してください。

4. 「範囲」カラムで次のいずれかを選択します。
• このフォルダのみ: 「パス」カラムで指定したフォルダのみにルールを適⽤する場合。
• サブフォルダを含める: すべてのサブフォルダにもルールを適⽤する場合。

5. 「動作モード」カラムで、「パス」カラムにあるフォルダを File Encryption で処理する⽅法とし
て次のいずれかを選択します。
• 暗号化: フォルダ内の新しいファイルが暗号化されます。適切な鍵を持つユーザーがアクセス

すると、現在暗号化されているファイルのコンテンツは復号化されます。適切な鍵がないユー
ザーのアクセスは拒否されます。

• 除外: フォルダ内の新しいファイルは暗号化されません。このオプションは、「暗号化」オプ
ションが指定されているルールが親フォルダに適⽤されている場合に、サブフォルダを暗号化
から除外するために使⽤できます。

• 無視: フォルダ内のファイルは File Encryption によって処理されません。新しいファイルは
暗号化されずに保存されます。このフォルダ内の既存の暗号化されたファイルにユーザーがア
クセスすると、適切な鍵を持っているかどうかに関わらず、暗号化されたコンテンツが表⽰さ
れます。

6. 「鍵」カラムで、「暗号化」モードで使⽤する鍵を選択します。「ユーザーとコンピュータ」で
作成・適⽤した鍵を使⽤できます。
• 「参照」ボタンをクリックして、「鍵の検索」ダイアログを開きます。「今すぐ検索」をク

リックして、使⽤できる鍵の⼀覧を表⽰し、必要な鍵を選択します。

注
⼀覧にマシン鍵は表⽰されません。マシン鍵は特定の 1台のコンピュータでしか使⽤でき
ないため、File Encryption で複数のユーザーが同じデータにアクセスするためにマシン
鍵を使⽤することはできません。

• 鍵アイコンのある「個⼈鍵」ボタンをクリックして、「鍵」カラムに「個⼈鍵」プレースホ
ルダを挿⼊してください。エンドポイントで、このプレースホルダは、ログオンしている
SafeGuard Enterprise ユーザーのアクティブな個⼈鍵に置き換えられます。対象ユーザー
にアクティブな個⼈鍵がない場合は、⾃動的に作成されます。個⼈鍵は、「ユーザーとコン
ピュータ」で、1⼈または複数のユーザー⽤に作成できます。詳細は、File Encryption を使っ
たファイル ベースの暗号化⽤の個⼈鍵 (p. 124)を参照してください。
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7. 「システム」の種類 (「Windows」、「macOS」、または「すべてのシステム」[Windows と
macOS]) が⾃動的に割り当てられます。

8. 必要に応じて他の暗号化ルールを追加し、変更内容を保存します。

注
ポリシーによって適⽤され、「ユーザーとコンピュータ」のさまざまなノードにあるユー
ザー/コンピュータに対して有効化される File Encryption ルールは、すべて蓄積されます。
「File Encryption」ポリシーで指定されている複数の暗号化ルールは、その順番に関係な
くエンドポイントで使⽤されます。ルールは、より⾒やい順番に、「File Encryption」ポリ
シーでドラッグして並べ替えることができます。

 ロケーションベースの File Encryption ルールでパスを設定するための
追加情報
File Encryption ルールでパスを設定する場合は、次の点に注意してください。
• パスには、ファイルシステムでも使⽤できる⽂字のみを指定してください。<、>、* および $ な

どの⽂字は指定できません。
• 有効なプレースホルダのみ⼊⼒できます。使⽤可能なプレースホルダの⼀覧は、ロケーション

ベースの File Encryption ルールのパスで指定するプレースホルダ (p. 253)を参照してくださ
い。
環境変数の名前は、SafeGuard Management Center によって検証されません。エンドポイン
トに存在することのみが要求されます。

• 「パス」フィールドには、必ずフォルダを指定してください。ファイル 1つに対するルールを指定
したり、フォルダ名、ファイル名やファイルの拡張⼦で、ワイルドカード⽂字を使⽤したりする
ことはできません。

• 絶対ルールと相対ルール
絶対ルールと相対ルールの 2種類を定義できます。絶対ルールでは、特定のフォルダを指定
します。たとえば、C:\encrypt などです。相対ルールでは、UNC サーバー/共有情報、ド
ライブ⽂字、または親フォルダ情報は指定しません。相対ルールで使⽤されるパスの例とし
て、encrypt_sub があります。この場合、すべてのドライブ上 (ネットワークドライブも含む)
の encrypt_sub フォルダ (またはそのサブフォルダ) 内のすべてのファイルがルールの対象に
なります。

注
相対パスは Windows 8 エンドポイントコンピュータのみで使⽤できます。

• ⻑いフォルダ名と 8.3 形式
⻑いフォルダ名に対応する 8.3 形式のフォルダ名はコンピュータによって異なることがあるた
め、File Encryption では、必ず⻑いフォルダ名を⼊⼒してください。適⽤されたポリシーの
ルールに 8.3 形式の名前が含まれている場合、SafeGuard Enterprise によって保護されている
エンドポイントによって⾃動検出されます。アプリケーションで、ファイルのアクセスに⻑い
フォルダ名または 8.3 形式のどちらが使⽤されていても、結果は同じである必要があります。
相対ルールを指定する場合は、8.3 形式を使⽤してください。アプリケーションで、どちらの形
式のフォルダ名が使⽤されている場合でも、ルールを施⾏することができます。

• UNC または割り当てられたドライブ⽂字
ルールの管理で、UNC または割り当てられたドライブ⽂字のどちらを使⽤するかは、次のよう
に環境に依存します。
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̶ サーバー名や共有名が変更される可能性が少なく、割り当てられたドライブ⽂字がユーザーご
とに異なる可能性がある場合は、UNC を使⽤してください。

̶ ドライブ⽂字は変更されないが、サーバー名が変更される可能性がある場合は、割り当てられ
たドライブ⽂字を使⽤してください。

UNC を使⽤する場合は、サーバー名と共有名を指定してください。たとえば、\\サーバー\共
有 などです。
File Encryption では、UNC 名と割り当てられたドライブ⽂字が、内部で照合されます。した
がってルールでパスを定義する場合、UNC パスとして指定するか、割り当てられたドライブ⽂
字を使⽤して指定する必要があります。

注
ドライブ⽂字はユーザーによって変更される可能性があるため、セキュリティ上の理由か
ら、File Encryption ルールでは UNC パスを使⽤することを推奨します。

• オフラインのフォルダ
Windows の「オフラインで使⽤する」機能を有効にしている場合、フォルダのローカル (オフ
ライン) コピー⽤に特別のルールを作成する必要はありません。オフラインで使⽤可能なフォル
ダのローカルコピー内の新規ファイルは、元の (ネットワーク) ドライブに適⽤されていたルー
ルに従って暗号化されます。

ファイルやパスの命名規則の詳細は次のサイト (英語) を参照してください。 http://
msdn.microsoft.com/en-us/library/aa365247.aspx

 ロケーションベースの File Encryption ルールのパスで指定するプレー
スホルダ
「File Encryption」ポリシー内の暗号化ルールでパスを指定する際に使⽤できるプレースホルダ
は次のとおりです。プレースホルダは、「パス」フィールドのドロップダウンボタンをクリックし
て指定することができます。
パスの区切り⽂字として、必ずバックスラッシュを使⽤してください。macOS ⽤の File
Encryption ルールを作成する場合も同様です。これによって、Windows と macOS の両⽅の OS
にルールを適⽤することができます。macOS エンドポイントで、macOS の OS 要件を満たすた
め、バックスラッシュは⾃動的にスラッシュに変換されます。プレースホルダに関するエラーはす
べてログに記録されます。無効な File Encryption ルールはログに記録された後、エンドポイント
で破棄されます。
例: Windows パス <ユーザープロファイル>\Dropbox\personal は、Mac で次のように変換され
ます。/Users/<ユーザー名>/Dropbox/personal

パスのプレースホルダ OS (すべて =
Windows、macOS)

エンドポイントで置き換えられる値

<%環境変数名%> すべて 環境変数の値。例: <%USERNAME%>

注
環境変数に複数の場所が含まれている場合
(PATH 環境変数など)、パスは複数のルー
ルに分割されません。したがって、エラー
が発⽣し、暗号化ルールは無効になりま
す。
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パスのプレースホルダ OS (すべて =
Windows、macOS)

エンドポイントで置き換えられる値

<Desktop> すべて エンドポイントのデスクトップを表す仮想フォ
ルダ。

<Documents> すべて 「マイ ドキュメント」のデスクトップを表す
仮想フォルダ (CSIDL_MYDOCUMENTS に相
当)。通常: C:\Documents and Settings\ユー
ザー名\My Documents

<Downloads> すべて デフォルトで、ダウンロードファイルが保存
されるフォルダ。Windows の場合、通常、C:
\Users\username\Downloads

<Music> すべて ミュージックファイルのデータレポジトリとし
て使⽤されるファイル システム ディレクトリ。
通常: C:\Documents and Settings\ユーザー
名\My Documents\My Music

<Network Shares> すべて

<Pictures> すべて イメージファイルのデータレポジトリとして使
⽤されるファイル システム ディレクトリ。通
常: C:\Documents and Settings\ユーザー名
\My Documents\My Pictures

注
Mac での <Pictures> フォルダ全体の
暗号化はサポートされていません。ただ
し、<Pictures>\enc などのサブフォルダ
は暗号化できます。

<Public> すべて すべてのユーザー⽤のドキュメントファイルの
共通レポジトリとして使⽤されるファイル シ
ステム ディレクトリ。通常: C:\Users\<ユー
ザー名>\Public

<Removables> すべて すべてのリムーバブルメディアのルートフォル
ダを指定。

<User Profile> すべて ユーザーのプロファイル フォルダ。通常: C:
\Users\ユーザー名

注
ユーザープロファイル全体の暗号化はサ
ポートされていません。ただし、<User
Profile >\enc などのサブフォルダは暗号
化できます。

<Videos> すべて すべてのユーザー⽤のビデオファイルの共通
レポジトリとして使⽤されるファイル システ
ム ディレクトリ。通常: C:\Documents and
Settings\All Users\Documents\My Videos

<Cookies> Windows インターネットのクッキーの共通レポジトリと
して使⽤されるファイル システム ディレクト
リ。通常: C:\Documents and Settings\ユー
ザー名\Cookies
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パスのプレースホルダ OS (すべて =
Windows、macOS)

エンドポイントで置き換えられる値

<Favorites> Windows ユーザーのお気に⼊りアイテムの共通レポジト
リとして使⽤されるファイル システム ディレク
トリ。通常: \Documents and Settings\ユー
ザー名\Favorites

<Local Application Data> Windows ローカル (ローミングしない) アプリケーション
のデータレポジトリとして使⽤されるファイル
システム ディレクトリ。通常: C:\Documents
and Settings\ユーザー名\Local Settings
\Application Data

<Program Data> Windows すべてのユーザー⽤のアプリケーション デー
タを含むファイル システム ディレクトリ。通
常: C:\Documents and Settings\All Users
\Application Data

<Program Files> Windows Program Files フォルダ。通常: \Program
Files64ビットシステムの場合、32ビットアプリ
ケーション⽤と 64ビットアプリケーション⽤の
2種類のルールに展開されます。

<Public Music> Windows すべてのユーザー⽤のミュージックファイルの
共通レポジトリとして使⽤されるファイル シス
テム ディレクトリ。通常: C:\Documents and
Settings\All Users\Documents\My Music

<Public Pictures> Windows すべてのユーザー⽤のイメージファイルの共通
レポジトリとして使⽤されるファイル システ
ム ディレクトリ。通常: C:\Documents and
Settings\All Users\Documents\My Pictures

<Public Videos> Windows すべてのユーザー⽤のビデオファイルの共通
レポジトリとして使⽤されるファイル システ
ム ディレクトリ。通常: C:\Documents and
Settings\All Users\Documents\My Videos

<Roaming> Windows アプリケーション特有のデータの共通レポジト
リとして使⽤されるファイル システム ディレ
クトリ。通常: C:\Documents and Settings
\ユーザー名\Application Data

<System> Windows Windows のシステムフォルダ。通常: C:
\Windows\System3264ビットシステムの場
合、32ビット⽤と 64ビット⽤の 2種類のルール
に展開されます。

<Temporary Burn Folder> Windows CD への書き込みを待機しているファイルのス
テージング エリアとして使⽤されるファイル
システム ディレクトリ。通常: C:\Documents
and Settings\ユーザー名\Local Settings
\Application Data\Microsoft\CD Burning

<Temporary Internet Files> Windows インターネット⼀時ファイルの共通レポジトリ
として使⽤されるファイル システム ディレクト
リ。通常: C:\Documents and Settings\ユー
ザー名\Local Settings\Temporary Internet
Files

<Windows> Windows Windows ディレクトリまたは SYSROOT。環境
変数 %windir% または %SYSTEMROOT% に
それぞれ対応します。通常: C:\Windows
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パスのプレースホルダ OS (すべて =
Windows、macOS)

エンドポイントで置き換えられる値

<Root> macOS macOS のルートフォルダ。機能的には可能です
が、ルートフォルダにポリシーを設定すること
は推奨されません。

4.2.2 ロケーションベースの File Encryption 設定の「全般設
定」ポリシーでの指定
「暗号化の種類 > ロケーションベース」の「File Encryption」ポリシーで定義する暗号化ルール
の他に、「全般設定」タイプのポリシーで、次の「File Encryption」設定を指定できます。
• 信頼するアプリケーション
• 無視するアプリケーション
• 無視するデバイス
• 永続暗号化を有効にする

 File Encryption で信頼するアプリケーションと無視するアプリケーショ
ンを設定する
アプリケーションを「信頼するアプリケーション」と指定して、暗号化ファイルへのアクセスを許
可することができます。これは、たとえば、ウイルス対策ソフトが暗号化ファイルを検索する場合
などに必要です。
また、アプリケーションを「無視するアプリケーション」と指定して、透過的な暗号化/復号化から
除外することができます。たとえば、バックアッププログラムを無視するアプリケーションに指定
すると、このプログラムによってバックアップされた暗号化データは復号化されません。

注
⼦プロセスを信頼したり無視したりすることはできません。

1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「全般設定」タイプのポリシーを新しく作成するか、既
存のポリシーを選択します。

2. 「ファイル暗号化」で、「信頼するアプリケーション」または「無視するアプリケーション」
フィールドのドロップダウン ボタンをクリックします。

3. エディタのリストボックスに、信頼/無視するアプリケーションを⼊⼒します。
• 1つのポリシーで、複数の信頼/無視するアプリケーションを定義することができます。エディ

タのリストボックスの 1⾏でアプリケーション 1つを定義します。
• 拡張⼦ .exe で終わるアプリケーション名を⼊⼒してください。
• アプリケーション名は、ドライブ/ディレクトリ情報を含む、完全修飾パスとして指定する必

要があります。例: c:\dir\example.exe。ファイル名 (例: example.exe) を⼊⼒するだけで
は不⼗分です。アプリケーションの⼀覧を 1⾏ずつ表⽰するビューの場合、⾒やすくするた
め、セミコロンで区切ったファイル名のみが表⽰されます。

• アプリケーション名では、Windows シェルのフォルダや環境変数⽤のプレースホルダとし
て、File Encryption ポリシーの暗号化ルールと同じプレースホルダを指定することができま
す。すべての使⽤可能なプレースホルダの説明は、ロケーションベースの File Encryption
ルールのパスで指定するプレースホルダ (p. 253)を参照してください。

4. 変更内容を保存します。
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注
「信頼するアプリケーション」および「無視するアプリケーション」ポリシー設定は、マシンの
設定です。したがって、ポリシーはユーザーでなく、マシンに適⽤する必要があります。そうで
ない場合、設定は有効になりません。

 無視するデバイスの設定

1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「全般設定」タイプのポリシーを新しく作成するか、既
存のポリシーを選択します。

2. 「ファイル暗号化」で、「無視するデバイス」フィールドのドロップダウン ボタンをクリックし
ます。

3. エディタのリストボックスに、次のように⼊⼒します。
a) ネットワーク上のデータすべてを暗号化から除外するには、「ネットワーク」を選択します。
b) 暗号化から除外するデバイス名を⼊⼒します。これは、サードパーティコンポーネントを除外

する場合などに便利です。
Microsoft の Fltmc.exe コントロールプログラム (fltmc ボリューム、fltmc インスタンス)
を使⽤して、システムで現在使⽤されているデバイスの名前を表⽰することができます。詳
細は、https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/drivers/ifs/development-
and-testing-toolsを参照してください。

個別の (ネットワーク) ディスクドライブを暗号化から除外するには、「File Encryption」ポリ
シーで File Encryption ルールを作成し、暗号化の「動作モード」を「無視」に指定してくださ
い。この設定は、Windows 環境のドライブのみに適⽤できます。macOS ボリュームには適⽤で
きません。

 File Encryption での永続暗号化の設定
ユーザーが適切な鍵を持っている場合、File Encryption で暗号化されたファイルのコンテンツは、
リアルタイムで復号化されます。暗号化ルールが適⽤されていない場所にコンテンツが新規ファイ
ルとして保存された場合、そのファイルは暗号化されません。
永続暗号化の場合、暗号化ルールが適⽤されていない場所が保存先であっても、暗号化ファイルの
コピーは暗号化されます。
永続暗号化は、「全般設定」タイプのポリシーで設定できます。デフォルトで、「永続暗号化を有
効にする」オプションは有効化されています。

注
ファイルのコピー先や移動先が、無視するデバイスの場合、または動作モード「無視」でポリシー
が適⽤されているフォルダの場合、「永続暗号化を有効にする」設定は効果を⽰しません。
ZIP 圧縮ファイルは、永続暗号化の対象外です。

4.2.3 ロケーションベース暗号化⽤の Outlook アドイン
バージョン 8.1 以降では、ロケーションベースの暗号化で、Windows ⽤の SafeGuard
Enterprise Outlook アドインを使⽤できます。これは、ロケーションベースのいずれかの File
Encryption モジュールをインストールすると、エンドポイントで使⽤できます。
⼀般に、外部メールを送信する機能は、アプリケーションベース暗号化での機能と同じです。し
かし、ホワイトリストに登録済みのドメインに添付ファイルのあるメールを送信する場合、ロケー
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ションベースの暗号化の機能、および複数の鍵に対応する Synchronized Encryption の機能上、
注意する点がいくつかあります。
「デフォルトの全般設定」ポリシーで、ホワイトリストに登録済みのドメイン (通常、社内のドメ
イン) に送信されるメールの添付ファイルの処理⽅法を指定できます。「ホワイトリストに登録済
みドメインの設定」で使⽤できるオプションは次のとおりです。
• 暗号化する
• 暗号化なし
• 常に確認する
• 変更しない (Synchronized Encryption)
「暗号化なし」または「常に確認する」を選択した際の動作は、すべての File Encryption モ
ジュールで同じです。
「暗号化する」または「変更しない (Synchronized Encryption)」を選択した際の動作
は、Synchronized Encryption またはロケーションベースの暗号化のどちらで使⽤されるかによっ
て異なります。

暗号化する
• Synchronized Encryption

暗号化されたファイルは暗号化されたままで残り、暗号化鍵は変更されません。ファイル
拡張⼦が IN アプリの⼀覧で定義されている場合に限って、暗号化されていないファイルは
「Synchronized Encryption 鍵」で暗号化されます。

• ロケーションベースの暗号化
ファイル拡張⼦や暗号化の状態に関わらず、添付ファイルはすべて、「Synchronized
Encryption 鍵」で暗号化されます。

変更しない (Synchronized Encryption)
• Synchronized Encryption

暗号化されたファイルは暗号化されたままで送信され、平⽂ファイルは平⽂のままで送信され
ます。

• ロケーションベースの暗号化
すべてのファイルは、「Synchronized Encryption 鍵」で暗号化されます。

 SafeGuard Enterprise の Outlook アドインを有効化するポリシーの作
成
ロケーションベースの File Encryption ⽤の SafeGuard Enterprise アドインを有効化する⽅法は次
のとおりです。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「全般設定」タイプのポリシーを新しく作成するか、既

存のポリシーを選択します。
「全般設定」タブが表⽰されます。

2. 「メールアドインの設定」セクションを参照します。
3. 「メールアドインの設定」ドロップダウンリストで、「はい」を選択します。

これでアドインが有効になりました。ユーザーが添付ファイルのあるメールを送信するたびに、
添付ファイルの処理について、ユーザーの操作が必要になります。
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さらに、ドメインを指定し、そのドメインに添付ファイルが送信された場合の対処⽅法を指定
することもできます。

4. 添付ファイルの処理⽅法を、「ホワイトリストに登録済みのドメインの暗号化⽅法」ドロップダ
ウンリストから選択します。
• 暗号化する: ファイル拡張⼦や暗号化の状態に関わらず、添付ファイルはすべて、

「Synchronized Encryption 鍵」で暗号化されます。
• 暗号化しない: 指定されたドメインに送信されるメールの添付ファイルは暗号化されます。

ユーザーにメッセージは表⽰されません。
• 変更しない (Synchronized Encryption): すべてのファイルは、「Synchronized

Encryption 鍵」で暗号化されます。
• 常に確認する: ユーザーが、添付ファイルのあるメールを指定されたドメインに送信するたび

に、添付ファイルの処理について確認メッセージが表⽰されます。
5. 暗号化⽅法を指定するドメインを⼊⼒します (複数可)。ドメインを複数⼊⼒する場合は、コンマ

で区切って⼊⼒します。ワイルドカード⽂字を使⽤したり、ドメインの⼀部のみを⼊⼒すること
はできません。

6. 「全般設定」タブの設定を終えると、変更内容を保存するようメッセージが表⽰されます。
7. 「はい」をクリックします。
8. 「ユーザーとコンピュータ」で、新しいポリシーをユーザーグループに割り当てます。

4.2.4 複数のロケーションベースの File Encryption ポリシー
ポリシーによって適⽤され、SafeGuard Management Center の「ユーザーとコンピュータ」の
さまざまなノードにあるユーザー/コンピュータに対して有効化される File Encryption ルールはす
べて蓄積されます。
すべてのユーザーに関連するルールを含む⼀般的な「File Encryption」ポリシーをルート ノード
に適⽤し、より特化されたポリシーを該当する各サブノードに適⽤することができます。ユーザー/
コンピュータに割り当てられている、すべてのポリシー内のすべてのルールは蓄積され、エンドポ
イントで施⾏されます。

 RSOP で表⽰されるロケーションベースの File Encryption ポリシー
複数の「File Encryption」ポリシーがユーザーまたはコンピュータに適⽤される場合、
「ユーザーとコンピュータ」にある「RSOP」(ポリシーの⼀覧) タブには、すべての「File
Encryption」ポリシー内のすべての File Encryption ルールが表⽰されます。ルールは、エンドポ
イントコンピュータで暗号化ルールが評価される順に並び替えられます。詳細は、エンドポイント
におけるロケーションベースの File Encryption ルールの評価 (p. 259)を参照してください。
「ポリシー名」カラムには、各ルールが指定されているポリシーが表⽰されます。
重複するルールの場合、2つ⽬ (および 3つ⽬以降) のルールは、アイコンでマークされます。アイ
コンのツールチップには、そのルールが、より優先順位の⾼いルールの複製であるため、エンドポ
イントで破棄されることも表⽰されます。

4.2.5 エンドポイントにおけるロケーションベースの File
Encryption ルールの評価
File Encryption ルールは、エンドポイントで、より特化して指定された場所が先に評価されるよう
な順に並び替えられます。
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• 「パス」と「範囲」が同じ 2つのルールが、別々のノードに割り当てられているポリシーにそ
れぞれ含まれている場合、「ユーザーとコンピュータ」でユーザーに最も近いポリシーに含ま
れるルールが適⽤されます。

• 「パス」と「範囲」が同じ 2つのルールが、同じノードに割り当てられているポリシーにそれ
ぞれ含まれている場合、最も優先順位の⾼いポリシーに含まれるルールが適⽤されます。

• 絶対ルールは相対ルールより先に評価されます。たとえば、c:\encrypt は encrypt より先に
評価されます。詳細は、ロケーションベースの File Encryption ルールでパスを設定するための
追加情報 (p. 252)を参照してください。

• パスのサブディレクトリの階層がより深いルールは、階層の浅いパスのルールより先に評価さ
れます。

• UNC で定義されているルールは、ドライブ⽂字情報で定義されているルールより先に評価され
ます。

• 「このフォルダのみ」が有効化されているルールは、このオプションが無効のルールより先に
評価されます。

• 動作モードが「無視」のルールは、動作モードが「暗号化」または「除外」のルールより先に
評価されます。

• 動作モードが「除外」のルールは、動作モードが「暗号化」のルールより先に評価されます。
• ここで説明する条件がすべて等しいルールが 2つある場合、ルール名のアルファベット順に

ルールが評価されます。

4.2.6 競合するロケーションベースの File Encryption ルール
複数の File Encryption ポリシーを 1⼈のユーザーまたは 1台のコンピュータに割り当てることが
できるので競合することがあります。2つのルールで、パス、動作モードおよびサブディレクトリが
同じだが、使⽤する鍵が異なる場合、それは競合するといいます。この場合、より優先順位の⾼い
File Encryption ポリシーに含まれるルールが適⽤されます。残りのルールは破棄されます。

4.2.7 ロケーションベースの File Encryption と SafeGuard
Data Exchange
SafeGuard Data Exchange は、コンピュータに接続されたリムーバブル メディアに保存されてい
るデータを暗号化し、これらのデータを他のユーザーと交換するために使⽤されます。SafeGuard
Data Exchange では、ファイル ベースの暗号化が使⽤されます。
エンドポイントに、SafeGuard Data Exchange とロケーションベースの File Encryption の両⽅
がインストールされている場合、SafeGuard Data Exchange 暗号化ポリシーがコンピュータの
ドライブに対して定義され、ロケーションベースの File Encryption ポリシーが同ドライブのフォ
ルダに対して定義されるという状況が発⽣する可能性があります。この場合、SafeGuard Data
Exchange 暗号化ポリシーが、File Encryption ポリシーより優先されます。新しいファイル
は、SafeGuard Data Exchange 暗号化ポリシーに準じて暗号化されます。
SafeGuard Data Exchange の詳細は、SafeGuard Data Exchange (p. 267)を参照してくださ
い。

4.3 Cloud Storage
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。
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機能導⼊後も、通常と同じ⽅法でクラウド上のデータを利⽤できます。クラウドとのデータ送
受信に、ユーザーがベンダ特有の同期アプリケーションを使⽤することには変わりはありませ
ん。Cloud Storage モジュールによって、クラウドに保存されているデータのローカルコピーは透
過的に暗号化されます。これによって、常に暗号化された形でクラウドに保存されることになりま
す。
SafeGuard Management Center で Cloud Storage の定義 (CSD)を作成した後、それを
「デバイス保護」ポリシーの対象として使⽤します。事前に定義された Cloud Storage の定義
を、Dropbox や Egnyte などの複数のクラウド ストレージ プロバイダに対して使⽤できます。
エンドポイントに Cloud Storage ポリシーが適⽤されると、そのポリシーの対象の場所にあるファ
イルは、ユーザー介⼊なしで透過的に暗号化されます。
• 暗号化されたファイルは、クラウドと同期されます。
• クラウドから取得した暗号化されたファイルは、従来のアプリケーションを使って変更可能で

す。
エンドポイントにある Cloud Storage によって暗号化されたファイルに、SafeGuard Enterprise
Cloud Storage なしでアクセスするには、SafeGuard Portable を使⽤してファイルを読み取るこ
とができます。

注
Cloud Storage はクラウドに新しく保存されるデータのみを暗号化します。Cloud Storage を
インストールする前にすでにクラウドに保存されていたデータは、⾃動的には暗号化されませ
ん。このようなデータを暗号化するには、いったんクラウドからデータを削除してから、保存
し直すようにしてください。

クラウドストレージでアクセスされたファイルを追跡する⽅法は、監査 (p. 157)を参照してくださ
い。

4.3.1 クラウドストレージ⽤ベンダソフトの要件
クラウドに保存されているデータの暗号化を可能にするには、クラウドストレージ ベンダ提供のソ
フトウェアが次の要件を満たす必要があります。
• Cloud Storage モジュールをインストール済みのコンピュータで稼動する。
• 保存先がローカルファイルシステムで、クラウドとローカルシステムでデータを同期するアプ

リケーション (またはシステムサービス) がある。
• 同期したデータをローカルファイルシステムに保存する。

4.3.2 Cloud Storage の定義 (CSD) を作成する
SafeGuard Management Center では、事前に定義された Cloud Storage の定義を、Dropbox
や Egnyte などの複数のクラウド ストレージ プロバイダに対して使⽤できます。事前に定義され
ている Cloud Storage の定義にあるパスを必要に応じて変更したり、新しく定義を作成して、事前
に定義されているものから値をコピーしたりできます。これは、クラウドストレージのデータの⼀
部のみを暗号化する場合などに便利です。また、Cloud Storage の定義を⾃分で作成することもで
きます。
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注
⼀部のフォルダ (例: Dropbox のインストールフォルダ) では、暗号化されると OS やアプリ
ケーションの実⾏が阻⽌される場合があります。「デバイス保護」ポリシー⽤に Cloud Storage
の定義を作成する際は、そのようなフォルダが暗号化されていないことを確認してください。

1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「Cloud Storage の定義」を右クリックします。
2. 「新規作成 > Cloud Storage の定義」を選択します。
3. 「新しい Cloud Storage の定義」ダイアログが表⽰されます。Cloud Storage の定義の名前を

⼊⼒します。
4. 「OK」をクリックします。作成した名称の Cloud Storage の定義が、「ポリシー」ナビゲー

ション ペインの「Cloud Storage の定義」ルート ノードの下に表⽰されます。
5. 作成した Cloud Storage の定義を選択します。右側の作業ペインで、Cloud Storage の定義の内

容が表⽰されます。
• ターゲット名:

⼊⼒した名前です。「デバイス保護」タイプのポリシーの対象として、Cloud Storage の定義
を参照する際に使⽤されます。

• 同期アプリケーション:
クラウドとデータを同期するアプリケーションの名前とパスを⼊⼒します (例: <デスクトッ
プ>\dropbox\dropbox.exe)。ローカルドライブにあるアプリケーションのみ指定できま
す。

• 同期フォルダ:
クラウドと同期するフォルダ (複数可) を⼊⼒します。ローカルパスのみ指定できます。

注
「同期アプリケーション」と「同期フォルダ」でパスを指定する際、File Encryption と
同様のプレースホルダを使⽤できます。詳細は、ロケーションベースの File Encryption
ルールのパスで指定するプレースホルダ (p. 253)を参照してください。

 クラウドストレージ プロバイダ⽤のプレースホルダ
セキュリティ担当者は、クラウドストレージ プロバイダ⽤のプレースホルダを使⽤して、同期す
るアプリケーションや同期するフォルダを定義できます。ここで、プレースホルダは、対応してい
るサードパーティ製のクラウドストレージ アプリケーションを表します。プレースホルダを使⽤
して、特定のサードパーティ製アプリケーションを同期アプリケーションとして指定できます。ま
た、同じプレースホルダを使⽤して、同期を⾏う際にサードパーティ製アプリケーションで実際に
使⽤される同期フォルダを指定することもできます。
クラウドストレージ プロバイダ⽤のプレースホルダは、<! と !> で囲って指定します。
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プロバイダ プレースホルダ Cloud Storage の定義で使⽤
可能

置き換え後

Box <!Box!> 同期アプリケーション、同期
フォルダ

同期アプリケーションの
場合: Box ソフトウェアに
よって使⽤される、同期
アプリケーションの完全
修飾パス名。

同期フォルダの場合:
Box ソフトウェアに
よって使⽤される、同
期フォルダの完全修飾
パス名。

Dropbox <!Dropbox!> 同期アプリケーション、同期
フォルダ

同期アプリケーションの
場合: Dropbox ソフト
ウェアによって使⽤され
る、同期アプリケーショ
ンの完全修飾パス名。

同期フォルダの場合:
Dropbox ソフトウェ
アによって使⽤され
る、同期フォルダの完
全修飾パス名。

<!Egnyte!> 同期アプリケーション Egnyte ソフトウェアに
よって使⽤される、同期
アプリケーションの完全
修飾パス名。

<!EgnytePrivate!> 同期フォルダ Egnyte クラウドストレー
ジ上のすべてのプライ
ベートフォルダ。Egnyte
標準ユーザーの場合、こ
れは通常 1つのフォルダ
です。Egnyte 管理者の場
合、このプレースフォル
ダによって、通常、複数
のフォルダが置き換えら
れます。

Egnyte

Windows の
み

<!EgnyteShared!> 同期フォルダ Egnyte クラウドストレー
ジ上のすべての共有フォ
ルダ。
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プロバイダ プレースホルダ Cloud Storage の定義で使⽤
可能

置き換え後

注
Egnyte フォルダの構造を変更した場合 (プライベートフォルダや共有フォルダの
追加・削除を含む)、⾃動的に検出されます。該当するポリシーは⾃動的に調整さ
れます。

注
Egnyte 同期フォルダがネットワークに存在する場合もあり、その場合は、「同
期フォルダ」設定にネットワークパスを⼊⼒できます。SafeGuard Enterprise
Cloud Storage モジュールは、デフォルトで、ネットワーク ファイル システムに
接続します。これが不要な場合は、「全般設定」ポリシーの「無視するデバイス」
で「ネットワーク」を選択して、無効にしてください。

Google ドライ
ブ

<!GoogleDrive!> 同期アプリケーション、同期
フォルダ

同期アプリケーション
の場合: Google ドライ
ブ ソフトウェアによって
使⽤される、同期アプリ
ケーションの完全修飾パ
ス名。

同期フォルダの場合:
Google ドライブ ソフ
トウェアによって使⽤
される、同期フォルダ
の完全修飾パス名。

<!OneDrive!> 同期アプリケーション、同期
フォルダ

同期アプリケーションの
場合: OneDrive ソフト
ウェアによって使⽤され
る、同期アプリケーショ
ンの完全修飾パス名。

同期フォルダの場合:
OneDrive ソフトウェ
アによって使⽤され
る、同期フォルダの完
全修飾パス名。

OneDrive

注
SafeGuard Enterprise は、Microsoft のアカウントには対応していませ
ん。Windows 8.1 環境では、Windows ユーザーがドメインユーザーの場合のみ
に OneDrive を使⽤できます。Windows 8.1 環境で SafeGuard Enterprise は、
ローカルユーザーに対して OneDrive に対応していません。
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プロバイダ プレースホルダ Cloud Storage の定義で使⽤
可能

置き換え後

<!
OneDriveForBusiness!
>

同期アプリケーション、同期
フォルダ

同期アプリケーションの
場合: OneDrive ソフト
ウェアによって使⽤され
る、同期アプリケーショ
ンの完全修飾パス名。

同期フォルダの場合:
OneDrive ソフトウェ
アによって使⽤され
る、同期フォルダの完
全修飾パス名。

OneDrive for
Business

注
OneDrive for Business クラウドでは、暗号化されたファイルをローカルフォル
ダに保存して、それを同期することのみ実⾏できます。Microsoft Office 2013 ア
プリケーションの暗号化ファイルを、直接 OneDrive for Business クラウドや
SharePoint Server に保存することはできません。このようなファイルは、暗号
化されていない状態でクラウドに保存されます。

OneDrive for Business クラウドにある、SafeGuard Enterprise で暗号
化されたファイルは、Microsoft Office 365 で開くことはできません。

<!SkyDrive!> 同期アプリケーション、同期
フォルダ

同期アプリケーションの
場合: OneDrive ソフト
ウェアによって使⽤され
る、同期アプリケーショ
ンの完全修飾パス名。

同期フォルダの場合:
OneDrive ソフトウェ
アによって使⽤され
る、同期フォルダの完
全修飾パス名。

SkyDrive

Windows の
み

Microsoft は、SkyDrive を OneDrive に名前変更しましたが、<!SkyDrive!> プレー
スホルダは引き続き使⽤可能です。

このため、バージョン 7 より前のプレースホルダや SafeGuard Enterprise
エンドポイントを使⽤していて、<!OneDrive!> プレースホルダを使⽤
できない古いポリシーも変更なしで使⽤することができます。SafeGuard
Enterprise バージョン 7 のエンドポイントでは、両⽅のプレースホルダを使
⽤できます。

例
クラウドストレージ プロバイダに Dropbox を使⽤している場合は、「同期アプリケーション」と
して「<!Dropbox!>」を⼊⼒してください。同期フォルダを指定しない場合、「同期フォルダ」
の下にあるフォルダの⼀覧にも <!Dropbox!> がコピーされます。
次のような環境を想定します。
• Cloud Storage の定義で、同期アプリケーションにプレースホルダ <!Dropbox!> を指定し、同

期フォルダに <!Dropbox!>\encrypt を指定します。
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• エンドポイントには Dropbox がインストールされています。
• Dropbox と同期するフォルダとして、d:\dropbox が指定されています。
上記のような CSD (Cloud Storage の定義) を持つポリシーを SafeGuard Enterprise エンドポイ
ントに適⽤すると、CSD 内の同期アプリケーション⽤プレースホルダが Dropbox.exe のパスに⾃
動的に置き換えられ、Dropbox の設定の読み込みやフォルダ d:\dropbox\encrypt に対する暗号
化ポリシーの設定が⾏われます。

 Cloud Storage の定義のエクスポート、インポート
セキュリティ担当者は、Cloud Storage の定義 (CSD) をエクスポートしたり、インポートしたり
できます。CSD は、XML ファイルとしてエクスポートされます。
• CSD をエクスポートするには、「ポリシー」エリアの該当する Cloud Storage の定義の

ショートカット メニューで、「Cloud Storage の定義のエクスポート...」をクリックしま
す。

• CSD をインポートするには、「ポリシー」エリアの Cloud Storage の定義のノードのショート
カット メニューで、「Cloud Storage の定義のインポート...」をクリックします。

この 2つのコマンドはともに、SafeGuard Management Center の「処理」メニューからも選択
できます。

4.3.3 対象が Cloud Storage の定義のデバイス保護ポリシーの
作成
Cloud Storage の定義が作成済みである必要があります。事前に定義された Cloud Storage の定義
を、Dropbox や Egnyte などの複数のクラウド ストレージ サービスに対して使⽤できます。
Cloud Storage のデータの暗号化の設定は、「デバイス保護」タイプのポリシーで定義します。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「デバイス保護」タイプの新しいポリシーを作成しま

す。
2. 対象として、Cloud Storage の定義を選択します。
3. 「OK」をクリックします。ナビゲーション ウィンドウの「ポリシー項⽬」の下に、新しいポリ

シーが表⽰されます。処理エリアには、「デバイス保護」ポリシーの設定すべてが表⽰され、必
要に応じて変更することもできます。

4. 「メディアの暗号化モード」で、「ファイル ベース」を選択します。ボリューム ベースの暗号化
には対応していません。

5. 「暗号化に使⽤されるアルゴリズム」で、CSD で定義された同期フォルダにあるデータの暗号化
に使⽤するアルゴリズムを選択します。

6. 「暗号化に使⽤される鍵」および「暗号化の定義済みの鍵」の設定は、暗号化で使⽤する鍵 (複数
可) を定義するために使⽤されます。詳細は、デバイス保護 (p. 208)を参照してください。

7. 「SG Portable を対象にコピーする」を有効化すると、各同期フォルダに書き込みが⾏われ
ると、そこに SafeGuard Portable がコピーされます。SafeGuard Portable は、SafeGuard
Enterprise がインストールされていない Windows コンピュータにある、暗号化されたファイル
の読み取りに使⽤できるアプリケーションです。

注
クラウドに保存されている暗号化データを SafeGuard Enterprise のないユーザーと共有す
る場合、ユーザーはローカル鍵を作成することができます。詳細は、ローカル鍵 (p. 271)を
参照してください。
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8. 「⾮暗号化フォルダ」では、暗号化の対象から除外するフォルダを定義することができま
す。ここで指定した⾮暗号化フォルダのサブフォルダにあるデータも、暗号化から除外されま
す。SafeGuard Cloud Storage では、「Cloud Storage の定義」で定義されたすべての同期
フォルダ内に、空の⾮暗号化フォルダが⾃動作成されます。

4.4 SafeGuard Data Exchange
SafeGuard Data Exchange は、コンピュータに接続されたリムーバブル メディアに保存されてい
るデータを暗号化し、これらのデータを他のユーザーと交換するために使⽤されます。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。
⼀元管理では、リムーバブル メディア上のデータの処理⽅法を定義します。
セキュリティ担当者は、「デバイス保護対象」が「リムーバブル メディア」の「デバイス保護」タ
イプのポリシーで設定を定義します。
SafeGuard Data Exchange では、「メディアの暗号化モード」として、「ファイル ベース」を使
⽤する必要があります。
リムーバブルメディアでアクセスされたファイルを追跡する⽅法は、監査 (p. 157)を参照してくだ
さい。

4.4.1 ベスト プラクティス
ここでは、SafeGuard Data Exchange の代表的な使⽤例と、適切なポリシーを作成して導⼊する
⽅法を例をあげながら説明します。
Bob と Alice の⼆⼈は同じ会社の同僚で、コンピュータには SafeGuard Data Exchange がインス
トールされています。Joe は社外のパートナーで、コンピュータに SafeGuard Enterprise はイン
ストールされていません。

 社内のみでの使⽤
Bob は、リムーバブル メディア上の暗号化されたデータを Alice と共有したいと考えています。2
⼈は同じグループに属しているため、SafeGuard Enterprise 鍵リング内に対応するグループ鍵を
持っています。グループ鍵を使⽤しているため、パスフレーズを⼊⼒することなく、暗号化された
ファイルに透過的にアクセスできます。
これらの設定は、「デバイス保護 > リムーバブル メディア」タイプのポリシーで指定する必要が
あります。
• メディアの暗号化モード: ファイル ベース
• 暗号化に使⽤される鍵: ⼀覧の定義済みの鍵

̶ ⼀覧の定義済みの鍵: <グループ/ドメイン鍵> (たとえば group_users_Bob_Alice@DC=...)
2⼈が同じ鍵を共有できるようにする

会社のポリシーでさらに、どのような状況でもリムーバブル メディア上のすべてのファイルを暗号
化する必要があることが定義されている場合は、次の設定を追加します。
• すべてのファイルの初期暗号化: はい

メディアが初めてシステムに接続されるとすぐに、リムーバブル メディア上のファイルが暗号
化されることを確認します。
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• ユーザーは初期暗号化をキャンセルできる: いいえ
ユーザーは初期暗号化を (たとえば、延期するために) キャンセルできません。

• 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: いいえ
リムーバブル メディア上に平⽂のファイルが検出された場合、それらのファイルへのアクセス
は拒否されます。

• ユーザーはファイルを復号化できる: いいえ
ユーザーは、リムーバブル メディア上のファイルの復号化を許可されません。

• SG Portable を対象にコピーする: いいえ
リムーバブル メディア上のデータがワークグループ内で共有されている限り、SafeGuard
Portable は必要ありません。また、SafeGuard Enterprise がインストールされていないコン
ピュータ上では SafeGuard Portable でもファイルを復号化できます。

ユーザーは、デバイスを交換するだけでデータを共有できます。そのデバイスを⾃分のコンピュー
タに接続すると、暗号化されたファイルに透過的にアクセスできます。

注
この使⽤例は、リムーバブル メディア デバイス全体がセクタベースで暗号化される SafeGuard
Enterprise Device Encryption を使⽤することによって実現できます。

 ホーム オフィスまたはサードパーティ製 PC での個⼈的な使⽤
• ホーム オフィス:

Bob は、SafeGuard Enterprise がインストールされていない⾃分のホーム PC 上で、暗号
化されたリムーバブル メディアを使⽤したいと考えています。⾃分のホーム PC 上で、Bob
は SafeGuard Portable を使⽤してファイルを復号化します。Bob のすべてのリムーバブル
メディアに対して 1つのメディア パスフレーズを定義することにより、Bob は SafeGuard
Portable を開き、メディア パスフレーズを⼊⼒するだけで済みます。その後、暗号化のために
使⽤されているローカル鍵には関係なく、Bob はすべての暗号化されたファイルに透過的にア
クセスできるようになります。

• サードパーティ製 PC での個⼈的な使⽤
Bob は、リムーバブル メディア デバイス上に格納されている暗号化されたファイルにアクセ
スするために、そのデバイスを Joe (社外のパートナー) のコンピュータに差し込み、メディア
パスフレーズを⼊⼒します。Bob はここで、Joe のコンピュータにファイル (暗号化されている
ファイルや暗号化されていないファイル) をコピーできます。

エンドポイント上での動作:
• Bob が初めてリムーバブル メディア デバイスを差し込みます。
• デバイスごとに⼀意のメディア暗号鍵が⾃動的に作成されます。
• Bob は、SafeGuard Portable を介してオフラインで使⽤するためのメディア パスフレーズを

⼊⼒するよう求められます。
• 使⽤する鍵や鍵リングに関する知識を持ったユーザーを煩わす必要はありません。データ暗

号化には、ユーザー介⼊なしで、メディア暗号鍵が常に使⽤されます。メディア暗号鍵はユー
ザーに表⽰されることさえなく、⼀元的に定義されたグループ/ドメイン鍵のみが表⽰されま
す。

• 同じグループまたはドメインに属している Bob と Alice は、同じグループ/ドメイン鍵を共有
しているため、透過的にアクセスできます。
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• SafeGuard Data Exchange がインストールされていないコンピュータ上で、リムーバブル メ
ディア デバイス上の暗号化されたファイルにアクセスする場合、Bob は SafeGuard Portable
内のメディア パスフレーズを使⽤できます。

これらの設定は、「デバイス保護 > リムーバブル メディア」タイプのポリシーで指定する必要が
あります。
• メディアの暗号化モード: ファイル ベース
• 暗号化に使⽤される鍵: ⼀覧の定義済みの鍵

⼀覧の定義済みの鍵: <グループ/ドメイン鍵> (たとえば group_users_Bob_Alice@DC=...)
2⼈が同じ鍵を共有できるようにする。

• 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: はい
ユーザーは、⾃分のコンピュータ上で、すべてのリムーバブル メディアに有効な 1つのメディ
ア パスフレーズを定義します。

• SG Portable を対象にコピーする: はい
SafeGuard Portable では、SafeGuard Data Exchange がインストールされていないシステム
上で 1つのメディア パスフレーズを⼊⼒することによって、ユーザーがリムーバブル メディア
上のすべての暗号化されたファイルにアクセスできるようにします。

会社のポリシーでさらに、どのような状況でもリムーバブル メディア上のすべてのファイルを暗号
化する必要があることが定義されている場合は、次の設定を追加します。
• すべてのファイルの初期暗号化: はい

メディアが初めてシステムに接続されるとすぐに、リムーバブル メディア上のファイルが暗号
化されることを確認します。

• ユーザーは初期暗号化をキャンセルできる: いいえ
ユーザーは初期暗号化を (たとえば、延期するために) キャンセルできません。

• 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: いいえ
リムーバブル メディア上に平⽂のファイルが検出された場合、それらのファイルへのアクセス
は拒否されます。

• ユーザーはファイルを復号化できる: いいえ
ユーザーは、リムーバブル メディア上のファイルの復号化を許可されません。

会社では、Bob や Alice はリムーバブル メディア上の暗号化されたファイルに透過的にアクセスで
きます。⾃宅またはサードパーティ製 PC 上では、SafeGuard Portable を使⽤して、暗号化された
ファイルを開くことができます。ユーザーはメディア パスフレーズを指定するだけで、すべての暗
号化されたファイルにアクセスできます。これは、すべてのリムーバブル メディア上のデータを暗
号化するための、単純ではあるが、効率的な⽅法です。この構成の⽬的は、リムーバブル メディア
上のすべてのファイルを暗号化し、ユーザーがそれらの暗号化されたファイルにオフライン モード
でアクセスできるようにしながら、ユーザーによる操作を最⼩限に削減することにあります。ユー
ザーは、リムーバブル メディア上のファイルの復号化を許可されません。

注
この構成では、その使⽤例には必要ないため、ユーザーはローカル鍵の作成を許可されません。
この操作は、「デバイス保護対象 > ローカル記憶デバイス」タイプのポリシーで指定する必要が
あります (「全般設定 > ユーザーはローカル鍵を作成できる > いいえ)。

• SG Portable をリムーバブル メディアにコピーする: いいえ
リムーバブル メディア上のデータがワークグループ内で共有されている限り、SafeGuard
Portable は必要ありません。また、SafeGuard Enterprise がない場合は SafeGuard Portable
でもファイルを復号化できます。
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会社では、ユーザーはリムーバブル メディア上の暗号化されたファイルに透過的にアクセスできま
す。⾃宅では、SafeGuard Portable を使⽤して、暗号化されたファイルを開きます。ユーザーは
メディア パスフレーズを⼊⼒するだけで、暗号化に使⽤されている鍵には関係なく、すべての暗号
化されたファイルにアクセスできます。

 外部の当事者とリムーバブル メディアを共有する

注
ここで説明する例は、Windows エンドポイントのみに適⽤されます。

Bob は、暗号化されたデバイスを、SafeGuard Data Exchange がインストールされていないた
めに SafeGuard Portable を使⽤する必要のある Joe (外部の当事者) に渡したいと考えていま
す。Joe にリムーバブル メディア上のすべての暗号化されたファイルへのアクセスを許可したく
ない場合、Bob はローカル鍵を作成し、このローカル鍵でこれらのファイルを暗号化することがで
きます。それにより、Joe が SafeGuard Portable を使⽤して、ローカル鍵のパスフレーズを介し
て、暗号化されたファイルを開けるようになるのに対して、Bob は引き続き、メディア パスフレー
ズを使⽤して、リムーバブル デバイス上の任意の暗号化されたファイルにアクセスできます。
コンピュータ上での動作
• Bob が初めてリムーバブル メディア デバイスを差し込みます。デバイスごとに⼀意のメディ

ア暗号鍵が⾃動的に作成されます。
• Bob は、オフラインで使⽤するためのメディア パスフレーズを⼊⼒するよう求められます。
• データ暗号化には、ユーザー介⼊なしで、メディア暗号鍵が使⽤されます。
• Bob はここで、Joe と交換される特定のファイルの暗号化のための (たとえば、JoeKey という

名前の) ローカル鍵を作成または選択することができます。
• 同じグループまたはドメインに属している Bob と Alice は、同じグループ/ドメイン鍵を共有

しているため、透過的にアクセスできます。
• SafeGuard Data Exchange がインストールされていないコンピュータ上で、リムーバブル メ

ディア デバイス上の暗号化されたファイルにアクセスする場合、Bob は SafeGuard Portable
内のメディア パスフレーズを使⽤できます。

• Joe は、リムーバブル メディア全体にはアクセスできなくても、JoeKey のパスフレーズを⼊
⼒することによって特定のファイルにアクセスできます。

これらの設定は、「デバイス保護 > リムーバブル メディア」タイプのポリシーで指定する必要が
あります。
• メディアの暗号化モード: ファイル ベース
• 暗号化に使⽤される鍵: ユーザー鍵リング内の任意の鍵

ユーザーに、リムーバブル メディア上のファイルを暗号化するための異なる鍵の選択を許可し
ます。

暗号化の定義済みの鍵: <グループ/ドメイン鍵> (たとえば
group_users_Bob_Alice@DC=...)。ユーザーがワークグループ内で確実にデータを共有でき
るようにするとともに、リムーバブル メディアを会社にある⾃分のコンピュータに接続した
ときにそのリムーバブル メディアに透過的にアクセスできるようにする。

• 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: はい
ユーザーは、⾃分のコンピュータ上で、すべてのリムーバブル メディアに有効な 1つのメディ
ア パスフレーズを定義します。

• SG Portable を対象にコピーする: はい
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SafeGuard Portable では、SafeGuard Data Exchange がインストールされていないシステム
上で 1つのメディア パスフレーズを⼊⼒することによって、ユーザーがリムーバブル メディア
上のすべての暗号化されたファイルにアクセスできるようにします。

会社のポリシーでさらに、どのような状況でもリムーバブル メディア上のすべてのファイルを暗号
化する必要があることが定義されている場合は、次の設定を追加します。
• すべてのファイルの初期暗号化: はい

メディアが初めてシステムに接続されるとすぐに、リムーバブル メディア上のファイルが暗号
化されることを確認します。

• ユーザーは初期暗号化をキャンセルできる: いいえ
ユーザーは初期暗号化を (たとえば、延期するために) キャンセルできません。

• 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: いいえ
リムーバブル メディア上に平⽂のファイルが検出された場合、それらのファイルへのアクセス
は拒否されます。

• ユーザーはファイルを復号化できる: いいえ
ユーザーは、リムーバブル メディア上のファイルの復号化を許可されません。

会社では、Bob や Alice はリムーバブル メディア上の暗号化されたファイルに透過的にアクセスで
きます。⾃宅では、SafeGuard Portable を使⽤してメディア パスフレーズを⼊⼒することによっ
て、暗号化されたファイルを開くことができます。Bob または Alice が、リムーバブル メディアを
SafeGuard Data Exchange がインストールされていないサードパーティ製コンピュータに渡した
いと考えている場合は、ローカル鍵を使⽤して、外部の当事者が⼀部の特定のファイルにのみアク
セスできることを保証できます。これは⾼度な構成です。つまり、ユーザーに⾃分のコンピュータ
上でのローカル鍵の作成を許可するため、ユーザー介⼊が増えます。

注
この例の前提条件は、ユーザーがローカル鍵を作成できることです (SafeGuard Enterprise のデ
フォルト設定)。

4.4.2 グループ鍵
暗号化されたデータをユーザー間で交換するには、SafeGuard Enterprise のグループ鍵を使⽤す
る必要があります。そのグループ鍵がユーザーの鍵リングに含まれていると、それらのユーザー
は、⾃分のコンピュータに接続されたリムーバブル メディアに完全に透過的にアクセスできます。
SafeGuard Enterprise がインストールされていないコンピュータでは、メディア パスフレーズと
ともに使⽤できる⼀元的に定義されたドメイン/グループ鍵を除き、リムーバブル メディア上の暗
号化されたデータにはアクセスできません。

注
SafeGuard Enterprise がインストールされていないコンピュータで、リムーバブル メディア上
の暗号化されたデータを使⽤/共有するには、SafeGuard Portable を使⽤できます。SafeGuard
Portable では、ローカル鍵またはメディア パスフレーズを使⽤する必要があります。

4.4.3 ローカル鍵
SafeGuard Data Exchange では、ローカル鍵を使⽤した暗号化がサポートされています。ローカ
ル鍵はコンピュータ上で作成され、リムーバブル メディア上のデータを暗号化するために使⽤で

Copyright © Sophos Limited 271



SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ

きます。ローカル鍵はパスフレーズを⼊⼒することによって作成され、SafeGuard Enterprise の
データベース内にバックアップされます。

注
デフォルトでは、ユーザーはローカル鍵を作成できます。ユーザーがローカル鍵を作成できない
ようにする場合は、このオプションを無効に設定する必要があります。この操作は、「デバイス
保護対象」が「ローカル記憶デバイス」である「デバイス保護」タイプのポリシーで実⾏する必
要があります (「全般設定 > ユーザーはローカル鍵を作成できる > いいえ)。

リムーバブル メディア上のファイルがローカル鍵を使⽤して暗号化されている場合は、SafeGuard
Data Exchange がインストールされていないコンピュータ上で SafeGuard Portable を使⽤して
これらのファイルを復号化できます。SafeGuard Portable でファイルが開かれると、ユーザー
は、この鍵が作成されたときに設定されたパスフレーズを⼊⼒するよう求められます。ユーザーが
このパスフレーズを知っている場合は、ファイルを開くことができます。
SafeGuard Portable を使⽤すると、パスフレーズを知っているすべてのユーザーがリムーバ
ブル メディア上の暗号化されたファイルにアクセスできます。また、これにより、SafeGuard
Enterprise がインストールされていないパートナーとの暗号化されたデータの共有も可能になりま
す。パートナーには、SafeGuard Portable と、アクセスが必要なファイルのパスフレーズを提供
するだけで済みます。
リムーバブル メディア上のファイルを暗号化するために異なるローカル鍵が使⽤されている場合
は、ファイルへのアクセスを制限することもできます。例: my_localkey というパスフレーズの
鍵を使⽤して USB メモリ上のファイルを暗号化し、partner_localkey というパスフレーズを使
⽤して ForMyPartner.doc という名前の単⼀のファイルを暗号化する場合を考えてみます。その
USB メモリをパートナーに渡し、パスフレーズ partner_localkey を提供すると、そのパートナー
は ForMyPartner.doc にのみアクセスできます。

注
デフォルトで、暗号化ルールが適⽤されているメディアに書き込みが⾏われると、SafeGuard
Portable が、システムに接続されているリムーバブル メディアに⾃動的にコピーされま
す。SafeGuard Portable がリムーバブル メディアにコピーされないようにする場合は、「デバ
イス暗号化」タイプのポリシーで「SG Portable を対象にコピーする」オプションを無効にしま
す。

4.4.4 メディア パスフレーズ
SafeGuard Data Exchange では、エンドポイント上のすべてのリムーバブル メディア (光学
メディアを除く) に対して 1つのメディア パスフレーズを作成する必要があることを指定できま
す。このメディア パスフレーズは、⼀元的に定義されたドメイン/グループ鍵、および SafeGuard
Portable で使⽤されているすべてのローカル鍵へのアクセスを提供します。ユーザーは、1つの
パスフレーズを⼊⼒するだけで、暗号化に使⽤されているローカル鍵には関係なく、SafeGuard
Portable 内のすべての暗号化されたファイルにアクセスできるようになります。
すべてのエンドポイント上で、各デバイスに対して、データ暗号化のための⼀意のメディア暗号鍵
が⾃動的に作成されます。この鍵は、メディア パスフレーズで保護された、⼀元的に定義されたド
メイン/グループ鍵です。そのため、SafeGuard Data Exchange がインストールされているコン
ピュータ上では、リムーバブル メディア上の暗号化されたファイルにアクセスするためにメディア
パスフレーズを⼊⼒する必要はありません。対応する鍵がユーザーの鍵リングに含まれている場合
は、アクセスが⾃動的に許可されます。
使⽤されるドメイン/グループ鍵を「暗号化の定義済みの鍵」で指定する必要があります。
メディア パスフレーズ機能は、「デバイス保護」タイプのポリシーで「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」オプションを有効にしている場合に使⽤できます。
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この設定がエンドポイント上で有効になると、ユーザーはリムーバブル メディアに初めて接続する
とき、⾃動的にメディア パスフレーズを⼊⼒するよう求められます。メディア パスフレーズは、
ユーザーがログオンを許可されているすべての Windows エンドポイント上で有効です。また、
ユーザーはメディア パスフレーズを変更することもでき、コンピュータ上の既知のパスフレーズと
リムーバブル メディアのメディア パスフレーズの同期がとれていない状態になると⾃動的に同期さ
れます。
ユーザーがメディア パスフレーズを忘れた場合は、ヘルプデスク担当者の⽀援を受けなくても、そ
のユーザー⾃⾝が復旧できます。

注
メディア パスフレーズを有効にするには、「デバイス保護」タイプのポリシーで 「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」オプションを有効にします。この設定は、
使⽤可能な「デバイス保護の対象」として「リムーバブル メディア」が選択されている場合のみ
に使⽤します。
Mac でメディアパスフレーズを使⽤することはできません。

 メディア パスフレーズおよび⾮管理対象エンドポイント
⾮管理対象エンドポイントはローカル鍵のみを使⽤するため、インストールが完了した後、メディ
ア パスフレーズ機能が有効になっていない⾮管理対象エンドポイント (スタンドアロン モードで動
作しているコンピュータ) に使⽤可能な鍵はありません。暗号化を使⽤する前に、ユーザーは鍵を
作成する必要があります。
このようなエンドポイントに対して、リムーバブル メディア ポリシーでメディア パスフレーズ
機能が有効になっている場合は、そのエンドポイント上にメディア暗号鍵が⾃動的に作成され、イ
ンストールが完了するとすぐに暗号化に使⽤できるようになります。そのメディア暗号鍵は、ユー
ザー鍵リング内の「事前に定義された鍵」として使⽤可能になり、鍵選択のダイアログで <ユー
ザー名> として表⽰されます。
使⽤可能な場合、そのメディア暗号鍵は、すべての初期暗号化タスクにも使⽤されます。

4.4.5 SafeGuard Data Exchange で信頼するアプリケーショ
ンと無視するアプリケーションを設定する
アプリケーションを「信頼するアプリケーション」と指定して、暗号化ファイルへのアクセスを許
可することができます。これは、たとえば、ウイルス対策ソフトが暗号化ファイルを検索する場合
などに必要です。
また、アプリケーションを「無視するアプリケーション」と指定して、透過的な暗号化/復号化から
除外することができます。たとえば、バックアッププログラムを無視するアプリケーションに指定
すると、このプログラムによってバックアップされた暗号化データは復号化されません。

注
⼦プロセスを信頼したり無視したりすることはできません。

1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「全般設定」タイプのポリシーを新しく作成するか、既
存のポリシーを選択します。

2. 「ファイル暗号化」で、「信頼するアプリケーション」または「無視するアプリケーション」
フィールドのドロップダウン ボタンをクリックします。

3. エディタのリストボックスに、信頼/無視するアプリケーションを⼊⼒します。
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• 1つのポリシーで、複数の信頼/無視するアプリケーションを定義することができます。エディ
タのリストボックスの 1⾏でアプリケーション 1つを定義します。

• 拡張⼦ .exe で終わるアプリケーション名を⼊⼒してください。
• アプリケーション名は、ドライブ/ディレクトリ情報を含む、完全修飾パスとして指定する必

要があります。ファイル名 (例: example.exe) を⼊⼒するだけでは不⼗分です。アプリケー
ションの⼀覧を 1⾏ずつ表⽰するビューの場合、⾒やすくするため、セミコロンで区切った
ファイル名のみが表⽰されます。

4. 変更内容を保存します。

注
「信頼するアプリケーション」および「無視するアプリケーション」ポリシー設定は、マシンの
設定です。したがって、ポリシーはユーザーでなく、マシンに適⽤する必要があります。そうで
ない場合、設定は有効になりません。

4.4.6 SafeGuard Data Exchange で無視するデバイスを設定
する
デバイスを「無視するデバイス」と指定して、ファイル暗号化から除外することができます。除外
する際、デバイス全体のみ除外できます。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「全般設定」タイプのポリシーを新しく作成するか、既

存のポリシーを選択します。
2. 「ファイル暗号化」で、「無視するデバイス」フィールドのドロップダウン ボタンをクリックし

ます。
3. エディタのリストボックスで、暗号化から除外するデバイス名を⼊⼒します。これは、サード

パーティコンポーネントを除外する場合などに便利です。

注
Microsoft の Fltmc.exe コントロールプログラム (fltmc ボリューム、fltmc インスタンス)
を使⽤して、システムで現在使⽤されているデバイスの名前を表⽰することができます。詳
細は、https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/drivers/ifs/development-
and-testing-toolsを参照してください。

4.4.7 SafeGuard Data Exchange での永続暗号化の設定
永続暗号化の場合、暗号化ルールが適⽤されていない場所が保存先であっても、暗号化ファイルの
コピーは暗号化されます。
永続暗号化は、「全般設定」タイプのポリシーで設定できます。デフォルトで、「永続暗号化を有
効にする」オプションは有効化されています。
暗号化されたファイルをユーザーが、暗号化ルールが適⽤されていない場所に別のファイル名で
「名前を付けて保存」した場合、そのファイルは暗号化されません。
ファイルのコピー先や移動先が、無視するデバイスや場所の場合、「永続暗号化を有効にする」設
定は効果を⽰しません。無視する場所は、ポリシータイプ「File Encryption > ロケーションベー
ス > 動作モード > Ignore」で定義できます。
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4.4.8 SafeGuard Data Exchange と File Encryption
SafeGuard Enterprise のモジュール「File Encryption」は、ネットワーク上 (特にネットワーク
共有にあるワークグループなど) にあるデータをファイル ベースで暗号化する機能です。
エンドポイントに、SafeGuard Data Exchange と File Encryption の両⽅がインストールされて
いる場合、SafeGuard Data Exchange 暗号化ポリシーがコンピュータのドライブに対して定義さ
れ、File Encryption ポリシーが同ドライブのフォルダに対して定義されるという状況が発⽣する可
能性があります。この場合、SafeGuard Data Exchange 暗号化ポリシーが、File Encryption ポリ
シーより優先されます。新しいファイルは、SafeGuard Data Exchange 暗号化ポリシーに準じて
暗号化されます。
詳細は、ロケーションベースの File Encryption (p. 249)を参照してください。

4.5 SafeGuard Enterprise と Opal 準拠の⾃⼰暗
号化ハードドライブ
⾃⼰暗号化ハード ドライブは、データがハード ディスクに書き込まれると同時にハードウェア
ベースで暗号化します。Opal は Trusted Computing Group (TCG) によって策定・公開されてい
る、特定のベンダに依存しない暗号化標準仕様です。さまざまなベンダ製のハードドライブが Opal
仕様に準拠しています。SafeGuard Enterprise は Opal 仕様に対応しており、Opal 準拠の⾃⼰暗
号化ハードドライブを実装したエンドポイントを管理できます。詳細は、ソフォスのサポートデー
タベースの⽂章 113366 を参照してください。

4.5.1 SafeGuard Enterprise による Opal 準拠ハード ディス
クの統合⽅法
SafeGuard Enterprise では、SafeGuard Enterprise によって保護される他のエンドポイントと
同様、Opal 準拠の⾃⼰暗号化ハード ドライブのあるエンドポイントも SafeGuard Management
Center で管理することが可能です。
Opal 準拠のハード ドライブは、SafeGuard Enterprise で完全かつ透過的に⼀元管理できるの
で、さまざまな IT 環境での使⽤が可能になります。Opal 仕様に対応することで、SafeGuard
Enterprise のフル機能を、Opal 準拠の⾃⼰暗号化ハード ドライブのコーポレート ユーザーに提供
しています。SafeGuard Enterprise と組み合わせることで、Opal 準拠のハード ドライブのセキュ
リティ機能を拡張しています。

4.5.2 SafeGuard Enterprise による Opal 準拠ハード ドライ
ブの拡張
SafeGuard Enterprise と Opal 準拠の⾃⼰暗号化ハード ドライブを組み合わせて使⽤すると、次
のような利点が提供されます。
• エンドポイントの⼀元管理
• GUI による SafeGuard Power-on Authentication
• 複数ユーザーに対応
• トークン/スマートカードを使⽤したログオン
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• 指紋を使⽤したログオン
• Local Selp Help やチャレンジ/レスポンスによる復旧
• ⼀元監査
• SafeGuard Data Exchange を使⽤したリムーバブル メディア (USB メモリなど) の暗号化

4.5.3 Opal 準拠のハード ドライブのあるエンドポイントの
SafeGuard Enterprise による管理
SafeGuard Management Center では、Opal 準拠の⾃⼰暗号化ハード ドライブのあるエンドポイ
ントを、SafeGuard Enterprise によって保護される他のエンドポイントと同様に管理できます。
セキュリティ担当者は、認証ポリシーなど、セキュリティ ポリシーを定義し、エンドポイントに配
布することができます。
Opal 準拠のハード ドライブのあるエンドポイントが SafeGuard Enterprise に登録されると、
ユーザー、コンピュータ、ログオン モード、および暗号化の状態に関する情報が表⽰されます。さ
らに、イベントも記録されます。
Opal 準拠の⾃⼰暗号化ハード ドライブのあるエンドポイントの管理は、SafeGuard Enterprise
で透過的に⾏われます。⼀般に、SafeGuard Enterprise によって保護される他のエンドポイント
と同様に管理されます。コンピュータの種類は、「ユーザーとコンピュータ」のコンテナの「イン
ベントリ」で確認できます。「POA の種類」列に、各コンピュータが、SafeGuard Enterprise に
よって暗号化されているか、Opal 準拠の⾃⼰暗号化ハード ドライブを使⽤しているかが表⽰され
ます。

4.5.4 Opal 準拠のハード ドライブの暗号化
Opal 準拠のハード ドライブは、⾃⼰暗号化機能を備えています。データはハード ディスクに書き
込まれるときに⾃動的に暗号化されます。
ハード ドライブは、Opal パスワードとして使⽤される AES 128/256 鍵を使ってロックされま
す。このパスワードは、暗号化ポリシーを使って SafeGuard Enterprise によって管理されます。
詳細は、Opal 準拠のハード ドライブのロック (p. 276)を参照してください。

4.5.5 Opal 準拠のハード ドライブのロック
Opal 準拠のハード ドライブをロックするには、暗号化ポリシーで、ハード ドライブ上の最低 1つ
のボリュームに対してマシン鍵を定義する必要があります。暗号化ポリシーにブート ボリュームも
含まれている場合、マシン鍵は⾃動的に定義されます。
1. SafeGuard Management Center で、「デバイス保護」タイプのポリシーを作成します。
2. 「メディアの暗号化モード」フィールドで、「ボリューム ベース」を選択します。
3. 「暗号化に使⽤される鍵」フィールドで、「定義済みのマシン鍵」を選択します。
4. 変更内容をデータベースに保存します。
5. ポリシーを該当するエンドポイントに配布します。
これで、Opal 準拠のハード ドライブはロックされ、SafeGuard Power-on Authentication でコ
ンピュータにログオンした場合のみにアクセスできるようになりました。
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4.5.6 Opal 準拠のハード ドライブのロック解除をユーザーに
許可する⽅法
セキュリティ担当者は、Windows エクスプローラの右クリック メニューの「復号化」コマンドを
使って、エンドポイントに搭載されている Opal 準拠ハード ドライブのロック解除をユーザーに許
可できます。
前提条件: Opal 準拠のハード ドライブに適⽤するデバイス保護ポリシーで、「ユーザーはボ
リュームを復号化できる」を必ず「はい」に設定する必要があります。
1. SafeGuard Management Center で、「デバイス保護」タイプのポリシーを作成し、Opal 準拠

のハード ドライブ上のボリュームすべてを保護の対象にします。
2. 「メディアの暗号化モード」フィールドで、「暗号化なし」を選択します。
3. 変更内容をデータベースに保存します。
4. ポリシーを該当するエンドポイントに配布します。
これでユーザーがエンドポイント上の Opal 準拠ハード ドライブのロックを解除できるようになり
ます。⼀⽅、ハード ドライブは、ロックされた状態のままで残ります。

4.5.7 Opal 準拠のハード ドライブを搭載しているエンドポイ
ントのイベントの記録
SafeGuard Enterprise によって保護される他のエンドポイントと同様、Opal 準拠の⾃⼰暗号化
ハード ドライブのあるエンドポイントで報告されるイベントは記録されます。各イベントで、コン
ピュータの種類は明記されません。報告されるイベントは、SafeGuard Enterprise によって保護
される他のエンドポイントと同様のものです。
詳細は、レポート (p. 160)を参照してください。

4.6 SafeGuard Configuration Protection
SafeGuard Configuration Protection モジュールは、SafeGuard Enterprise 6.1 より使⽤できな
くなりました。該当するポリシーと中断ウィザードは、Configuration Protection をインストール
済みの SafeGuard Enterprise 6 または 5.60 クライアントを 8.2 Management Center で管理す
るため、引き続き SafeGuard 8.2 に表⽰されます。
SafeGuard Configuration Protection の詳細は、SafeGuard Enterprise 6 管理者ヘルプを
参照してください。http://www.sophos.com/ja-jp/medialibrary/PDFs/documentation/
sgn_60_h_eng_admin_help.pdf。

4.7 アンインストールについて
SafeGuard Enterprise の暗号化ソフトをエンドポイントからアンインストールする主なステップ
は次のとおりです。
• 暗号化データを復号化する。
• 構成パッケージをアンインストールする。
• 暗号化ソフトをアンインストールする。
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エンドポイントで復号化やアンインストールを実⾏するには、該当するポリシーが適⽤されている
必要があります。
アンインストール後、管理者権限のあるユーザーがエンドポイントにログインすると、バックグラ
ウンドでクリーンアップツールが起動します。クリーンアップを完了するには、再起動が必要であ
るというメッセージが表⽰されます。
クリーンアップツールは、こちらにあります。C:\Program Files (x86)\Sophos\SafeGuard
Enterprise\SGNCleanUp.exe

4.7.1 アンインストールの開始
次の前提条件を満たす必要があります。
• 暗号化されたデータに後でアクセスできるようにするには、データを完全に復号化する必要があ

ります。復号化処理が完了している必要があります。正しい復号化の処理は、Active Directory
によってアンインストールが開始された場合など、特に重要です。

また、SafeGuard Enterprise で保護している、アクセス可能な最後のエンドポイントから暗
号化ソフトをアンインストールする前に、暗号化されたリムーバブル メディアすべてを復号
化する必要があります。このようにしない場合、ユーザーが、以後データにアクセスできなく
なる場合があります。SafeGuard Enterprise データベースが存在する限り、リムーバブル メ
ディア上のデータを復旧することができます。

• SafeGuard フルディスク暗号化をアンインストールするには、ボリューム ベースで暗号化されて
いるボリュームすべてに、ドライブ⽂字が割り当てられている必要があります。

• 常に、インストール済みの機能すべてを含むパッケージ全体をアンインストールするようにし
てください。

1. SafeGuard Management Center で、「マシンの設定」タイプのポリシーを編集します。「アン
インストールを許可する」を「はい」に指定します。

2. 「ユーザーとコンピュータ」で、復号化するコンピュータ⽤のグループを作成します。グループ
を作成するドメインのノードを右クリックします。「新規作成 > 新しいグループを作成する」を
選択します。

3. このグループのドメインのノードを選択し、「使⽤できるポリシー」リストから「ポリシー」タ
ブにポリシーをドラッグしてアンインストールポリシーを適⽤します。「使⽤できるグループ」
の⼀覧から「有効化」ペインにグループをドラッグしてポリシーを有効化します。ドメイン ノー
ドの「ポリシー」タブで、優先度が 1 に設定されていることを確認し、「上書きなし」がアク
ティブ化されていることを確認します。ドメイン ノードの「有効化」ペインで、グループのメン
バーのみに、このポリシーが適⽤されていることを確認します。

4. アンインストールを⾏うエンドポイントをこのグループに追加します。
5. アンインストールを開始するには、次のいずれか 1つの⽅法を使⽤します。

• エンドポイントでローカル アンインストールを⾏うには、SafeGuard Enterprise Server と
の同期を実⾏し、サーバーから最新のポリシーを取得し、有効な状態になっているようにしま
す。そして、Sophos SafeGuard Client ソフトウェアを削除します。

• ⼀元アンインストールするには、任意のソフトウェア展開ツールを使⽤してください。アンイ
ンストールを開始する前に、すべてのデータが完全に復号化されていることを確認してくださ
い。

4.7.2 エンドポイントでのアンインストールの防⽌
エンドポイントコンピュータの保護を強化するため、ローカルマシンでの SafeGuard Enterprise
のアンインストールを防⽌することを推奨します。「マシンの設定」ポリシーの「アンインストー
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ルを許可する」オプションを「いいえ」に設定し、このポリシーをエンドポイントに適⽤します。
アンインストールを試みるとキャンセルされ、不正な操作はログに記録されるようになります。
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5 Mac エンドポイントの管理
次のソフォス製品をインストール済みの Mac は、SafeGuard Enterprise で管理したり、ステータ
ス状態情報をレポートしたりできます。ステータス情報は、SafeGuard Management Center に表
⽰されます。
• Sophos SafeGuard File Encryption for Mac 6.1 以降
• Sophos SafeGuard Native Device Encryption 7.0 以降
• Sophos SafeGuard Disk Encryption for Mac 6.1

5.1 Mac ⽤の構成パッケージの作成
Mac ⽤の構成パッケージには、サーバー情報と企業証明書が含まれます。Mac はこの情報を使⽤し
て、ステータス情報 (SafeGuard POA 有効/無効、暗号化の状態など) を報告します。ステータス情
報は、SafeGuard Management Center に表⽰されます。
1. SafeGuard Management Center の「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」をクリッ

クします。
2. 「管理型クライアント⽤パッケージ」を選択します。
3. 「構成パッケージの追加」をクリックします。
4. 構成パッケージに対して任意のパッケージ名を⼊⼒します。
5. プライマリ サーバーを割り当てます (セカンダリ サーバーは任意です)。
6. エンドポイントと SafeGuard Enterprise Server との間の接続の「転送データの暗号化」とし

て、「SSL」を選択します。Mac 環境で、「Sophos」を「転送データの暗号化」に指定するこ
とはできません。

7. 構成パッケージ (MSI) の出⼒パスを指定します。
8. 「構成パッケージの作成」をクリックします。

SSLの「転送データの暗号化」モードのサーバー接続が検証されます。接続に失敗すると、警告
メッセージが表⽰されます。

これで、指定したディレクトリに構成パッケージ (ZIP) が作成されました。次に、このパッケージ
を Mac に配布して、展開する必要があります。

5.2 SafeGuard Native Device Encryption for
Mac について
Sophos SafeGuard Native Device Encryption for Mac は、Windows ユーザー向けの
SafeGuard Enterprise のディスク暗号化機能と同等のデータ保護機能を macOS ユーザーに提供
します。
SafeGuard Native Device Encryption for Mac は、macOS に搭載されているフルディスク暗号
化テクノロジーを利⽤します。FileVault 2 を使⽤してハードディスク全体を暗号化し、コンピュー
タの盗難や紛失によるデータ漏えいを防⽌しますが、ネットワーク全体に対してディスク暗号化を
提供し、管理することもできます。
暗号化は透過的に⾏われます。ファイルを開くとき、編集するとき、または保存するときに、暗号
化や復号化の指⽰はユーザーに表⽰されません。
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SafeGuard Enterprise Management Center から、さまざまな管理操作、たとえば暗号化を実⾏
するコンピュータ (Mac、Windows の両⽅) の指定、暗号化ステータスの監視、ユーザーがパス
ワードを忘れたときの復旧などを実⾏できます。

5.2.1 SafeGuard Management Center で FileVault 2 搭載エ
ンドポイントを管理する⽅法
SafeGuard Management Center では、FileVault 2 エンドポイントを、SafeGuard Enterprise
Device Encryption により暗号化されている SafeGuard エンドポイントと同様に管理できます。
セキュリティ担当者は、FileVault 2 エンドポイントの暗号化ポリシーを設定し、配布します。
FileVault 2 エンドポイントが SafeGuard Enterprise に登録されると、ユーザー、コンピュータ、
ログオン モード、および暗号化の状態に関する情報が表⽰されます。FileVault 2 クライアントに
関するイベントもログに記録されます。
SafeGuard Enterprise で、FileVault 2 の管理は透過的に実⾏されます。つまり⼀般
に、SafeGuard Device Encryption により暗号化される SafeGuard Enterprise Client に対する
管理と同様の管理が FileVault 2 に対して⾏われます。コンピュータの種類は、「ユーザーとコ
ンピュータ」にある「インベントリ」で確認できます。「POA の種類」の列に各コンピュータが
FileVault 2 クライアントであるかどうかが表⽰されます。

5.2.2 FileVault 2 フルディスク暗号化⽤の暗号化ポリシー
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、FileVault 2 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。
SafeGuard Management Center では FileVault 2 エンドポイントが透過的に管理されるた
め、セキュリティ担当者が FileVault の特殊な暗号化設定を⾏う必要はありません。SafeGuard
Enterprise はクライアントの状態を認識しており、それに応じて FileVault 2 暗号化を選択しま
す。
FileVault 2 エンドポイントでは、ポリシーの種類が「デバイス保護」で、「ブート ボリューム」
および「メディアの暗号化モード」が「ボリューム ベース」または「暗号化なし」に設定されてい
るポリシーのみが処理されます。それ以外のポリシーはすべて無視されます。
• ボリューム ベース: エンドポイントで FileVault 2 をアクティブにします。
• 暗号化なし: ユーザーによる Mac の復号化を許可します。

5.2.3 ポリシー
Sophos SafeGuard Native Device Encryption for Mac OS X では、「デバイス保護」と「全般設
定」という種類のポリシーのみが使⽤され、「ターゲット」、「メディアの暗号化モード」、およ
び「サーバーへの接続の間隔 (分)」以外のポリシー設定はすべて無視されます。

 ⼀元管理される環境設定オプション
ポリシーは SafeGuard Management Center で⼀元的に設定されます。フルディスク暗号化を⾏
うには、次のような設定が必要です。
1. 「デバイス保護」という種類の新しいポリシーを作成します。「デバイス保護の対象」で、

「ローカル記憶デバイス」、「内部記憶装置」または「ブート ボリューム」を選択します。ポリ
シーの名前を⼊⼒し、「OK」をクリックします。

2. 「メディアの暗号化モード」で、「ボリュームベース」を選択します。
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これで、Mac のフルディスク暗号化⽤の新しいデバイス保護ポリシーが作成・設定されました。

注
暗号化するクライアントに、このポリシーを割り当てるようにします。ポリシーは、ドメインや
ワークグループの最上部に割り当てることができます。IT 管理者がインストールを⾏う場合、
エンドユーザーにエンドポイントコンピュータを渡す前に、ポリシーを割り当てないようにして
ください。エンドポイントの暗号化がただちに⾏われ、エンドユーザーの代わりに IT 管理者が
FileVault 2 に登録されてしまう可能性があります。

5.2.4 暗号化について
FileVault 2 では、ハード ドライブ上のすべてのデータが、XTS-AES-128 アルゴリズムを使⽤し
てディスクレベルで暗号化されます。このアルゴリズムは、512 バイトブロックのために最適化さ
れています。平⽂から暗号テキストへの変換は、⾃動的にバックグラウンドで実⾏され、ユーザー
の作業を妨げることもありません。
これまで、フルディスク暗号化を使⽤した場合に問題となったのは、暗号化されたブートボリュー
ムのロックを解除する際 (POA)、およびデスクトップにログオンする際の合計 2回、エンドユー
ザーが認証を⾏う必要があるということでした。
しかし、その必要はなくなりました。起動前のログオン時にユーザーがパスワードを⼊⼒するだけ
で、システムは OS 起動後にログオン情報が必要になるとパスワードを転送します。パスワードを
転送することで、コールドブート後、ユーザーが 2回ログオン操作を⾏う必要がなくなりました。
ユーザーは、ボリュームを再暗号化することなく、いつでもパスワードをリセットできます。これ
は、マルチレベルの鍵システムが使⽤されていることによります。ユーザーに表⽰される鍵 (例:
ログオン鍵や復旧鍵) は、派⽣暗号鍵なので、変更が可能です。真のボリューム暗号鍵は、決して
ユーザーに渡されません。
FileVault 2 の詳細は、Apple Web サイトからダウンロード可能な「Apple テクニカル ホワイト
ペーパー - FileVault 2 の導⼊に関するベストプラクティス (2012年 8⽉)」を参照してください。

5.2.5 初期暗号化
システムディスクのボリュームベースの暗号化がポリシーで定義されている場合、ユーザーがエン
ドポイントを再起動すると、ディスク暗号化が⾃動的に開始します。ユーザーは次の⼿順を実⾏す
る必要があります。
1. macOS パスワードを⼊⼒します。
2. Mac が再起動するのを待機します。

注
暗号化を有効化できない場合は、エラーメッセージが表⽰されます。詳細はログファイルを参
照してください。デフォルトの保存場所は /var/log/system.log です。fdesetup というキー
ワードを検索します。

3. ディスク暗号化が開始し、バックグラウンドで実⾏されます。ユーザーはそのまま作業を継続で
きます。

ユーザーは、このエンドポイントの最初の FileVault 2 ユーザーとして登録されます。
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5.2.6 復号化
通常、復号化の操作は必要はありません。暗号化済みの Mac クライアントに対して、「暗号化な
し」とポリシーで指定した場合でも、暗号化された状態が維持されます。ただし、この場合、ユー
ザーは復号化することを選択できます。環境設定ペインの「Disk Encryption」タブに該当するボタ
ンがに表⽰されます。
ローカル管理者権限のあるユーザーが、付属の FileVault 2 機能を使って、⼿動でハードディス
クを復号化することを阻⽌することはできません。しかし、復号化の完了には再起動が必要とな
ります。Mac の再起動が完了すると、ポリシーで設定済みの場合、SafeGuard Native Device
Encryption for Mac によって暗号化が施⾏されます。

5.2.7 FileVault 2 ユーザーを追加する
macOS 10.13 以降のバージョンを実⾏しているエンドポイントでは、エンドポイント上のすべて
のユーザーアカウントが、⾃動的に FileVault に追加されます。
macOS 10.12 以前のバージョンを実⾏しているエンドポイントの場合は、各ユーザーごとにログ
インし、FileVault に追加する必要があります。FileVault にユーザーを追加する⽅法は次のとおり
です。
1. Mac 稼働中、FileVault に登録するユーザーとしてログインします。
2. 「Enable Your Account」(アカウントの有効化) ダイアログにユーザーのログオン情報を⼊⼒

します。
ユーザーは、ディスク暗号化を意識することなく、通常どおりログインすることができます。
Management Center でユーザーをエンドポイントに割り当てて、FileVault 2 を使⽤できるよう
にすることはできません。

5.2.8 FileVault 2 ユーザーを削除する
SafeGuard Management Center では、Mac に割り当てられているユーザーの⼀覧からユー
ザーを削除することができます。削除されたユーザーは、次回同期を⾏う際に、エンドポイントの
FileVault 2 ユーザーの⼀覧からも削除されます。しかし、このユーザーは引き続き Mac にログオ
ンすることができます。新規ユーザーと同様、稼働中の Mac にログオンするだけで再度認証されま
す。
特定のユーザーによる Mac の起動を禁⽌するには、Management Center でユーザーをブロック
することを指定してください。ユーザーは、クライアントの FileVault 2 ユーザーの⼀覧から削除
され、新たに認証を受けることはできなくなります。
FileVault 2 ユーザーを削除する場合、少なくとも 1名の FileVault 2 ユーザーを残す必要がありま
す。所有者を削除した場合は⼀覧で次に表⽰されているユーザーが所有者になります。SafeGuard
Native Device Encryption for Mac では、所有者に指定されているユーザーに特別な権限はありま
せん。

5.2.9 バックエンドとの同期
同期が⾏われる際、クライアントの状態が SafeGuard Enterprise バックエンドに報告され、ポリ
シーがアップデートされ、User Machine Assignment がチェックされます。
次の情報がクライアントから送信され、SafeGuard Management Center に表⽰されます。
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• エンドポイントが暗号化されると、ただちに「POA」がチェックされます。他に、ドライブ名、
ラベル、種類、状態、アルゴリズム、および OS も表⽰されます。

• FileVault 2 の新規ユーザーは、Management Center にも追加されます。

注
エンドポイントから SafeGuard Enterprise Client ソフトウェアを削除しても、このエンドポイ
ントとユーザーは、引き続き SafeGuard Management Center に表⽰されます。しかし、前回
サーバーに接続した⽇時は更新されなくなります。

クライアント側で変更される内容は次のとおりです。
• Management Center で変更されたポリシーは、クライアントにも適⽤されます。
• Management Center で削除/ブロックされたユーザーは、クライアントの FileVault 2 ユーザー

の⼀覧からも削除されます。

5.2.10 コマンドライン オプション
「ターミナル」アプリケーションを使⽤して、コマンドやコマンドライン オプションを⼊⼒するこ
とができます。使⽤できるコマンドライン オプションは次のとおりです。

コマンド名 定義 追加パラメータ (任意)

sgdeadmin 簡単なヘルプ情報の他、使⽤
可能なコマンドの⼀覧を表⽰す
る。

--help

sgdeadmin --version インストール済み製品のバー
ジョンおよび著作権情報を表⽰
する。

sgdeadmin --status バージョン、サーバー、証明書
情報などのシステムの状態に関
する情報を表⽰する。

sgdeadmin --list-user-details 現在ログオンしているユーザー
に関する情報を表⽰する。

--all: すべてのユーザーに関す
る情報を表⽰する (sudo 権限
が必要)
--xml: xml 形式で出⼒結果を
表⽰する

sgdeadmin --list-policies ポリシーに関連した情報を表
⽰する。可能な場合、鍵 GUID
は鍵名に解決されます。太字は
個⼈鍵を指します。

--all: すべてのユーザーに関す
る情報を表⽰する (sudo 権限
が必要)
--xml: xml 形式で出⼒結果を
表⽰する

sgdeadmin --synchronize サーバーに強制的に接続する
(有効なサーバー接続が必要)。
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コマンド名 定義 追加パラメータ (任意)

sgdeadmin --import-
recoverykey ["復旧鍵ファイル
名"]

FileVault 2 復旧鍵をインポー
トして、既存の復旧鍵を上書き
する。

--force: 確認メッセージなし
で既存の復旧鍵を上書きする
"復旧鍵ファイル名": ここで指
定しないと、ユーザー⼊⼒が必
要

sgdeadmin --import-config "/対
象/ファイル/への/パス"

指定した構成 ZIP ファイルを
インポートする。このコマンド
の実⾏には管理者権限 (sudo)
が必要です。

注
ドラッグ＆ドロップ機
能を使⽤して、完全なパ
スを、Finder などから
「ターミナル」アプリケー
ションにドラッグ＆ドロッ
プできます。

sgdeadmin --enable-server-
verify

SafeGuard Enterprise Server
に接続するための SSL サー
バー検証を有効にする。インス
トール後、SSL サーバー検証が
有効になります。このコマンド
の実⾏には管理者権限 (sudo)
が必要です。

sgdeadmin --disable-server-
verify

SafeGuard Enterprise Server に接
続するための SSL サーバー検証を無
効にする。このコマンドの実⾏には
管理者権限 (sudo) が必要です。

注
このコマンドは、セキュリ
ティの脆弱性につながる恐れ
があるので推奨されません。
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コマンド名 定義 追加パラメータ (任意)

sgdeadmin --update-machine-
info [--domain "ドメイン名"]

現在保存されているマシン
の情報を更新する。マシンの
情報は対象のクライアントを
SafeGuard Enterprise Server
に登録する際に使⽤されます。
このコマンドの実⾏には管理者
権限 (sudo) が必要です。

注
このコマンドは、コンピュー
タが所属するドメインまたは
ワークグループが変更された
後のみに使⽤してください。
コンピュータが複数のドメイ
ンまたはワークグループに所
属している場合、このコマン
ドを実⾏すると、ドメインの
登録が変更されたり、個⼈鍵
や FileVault 2 ユーザーが削
除されたりする場合がありま
す。

--domain "ドメイン名"

SafeGuard Enterprise Server
への登録にクライアントが使
⽤するドメインを指定する。こ
のパラメータはコンピュータが
複数のドメインに参加している
場合のみに必要です。必ずコン
ピュータが所属しているドメイ
ンを指定してください。そうで
ない場合、コマンドの実⾏に失
敗します。

sgdeadmin --enable-
systemmenu

エンドポイントのシステムメニュー
を有効化する。

sgdeadmin --disable-
systemmenu

エンドポイントのシステムメニュー
を無効化する。

sgdeadmin --synchronize ポリシーや鍵などのデータベース情
報を SafeGuard Enterprise バック
エンドと同期する。

5.2.11 Mac エンドポイント⽤の復旧鍵
FileVault 2 で暗号化されている SafeGuard Enterprise Client にアクセスできなくなった場合、使
⽤できる状態に戻す⽅法は以下のとおりです。
1. SafeGuard Management Center で、「ツール > 復旧」を選択し、「復旧ウィザード」を開き

ます。
2. 「復旧の種類」ページで「SafeGuard Enterprise Client (管理型)」を選択します。
3. 「ドメイン」で、リストから対象のドメインを選択します。
4. 「コンピュータ」で、コンピュータ名を⼊⼒するか、対象のコンピュータ名を選択します。これ

にはいくつかの⽅法があります。
• 名前を選択するには、「[...]」をクリックします。次に「今すぐ検索」をクリックします。

コンピュータのリストが表⽰されます。⽬的のコンピュータを選択し、「OK」をクリック
します。コンピュータ名が「ドメイン」の下の「復旧の種類」ウィンドウに表⽰されます。

• コンピュータの短い名前を、フィールドに直接⼊⼒します。「次へ」をクリックすると、
データベースでこの名前が検索されます。⾒つかった場合は、コンピュータの識別名が表⽰
されます。

• 次のように、識別名の形式でコンピュータ名を直接⼊⼒します。
CN=Desktop1,OU=Development,OU=Headquarter,DC=Utimaco,DC=edu

286 Copyright © Sophos Limited



SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ

5. 「次へ」をクリックします。
6. 復旧ウィザードは、対応する 24桁の復旧鍵を表⽰します。
7. この鍵をユーザーに渡します。
ユーザーは復旧鍵を⼊⼒して Mac エンドポイントにログオンし、パスワードをリセットします。

5.2.12 復旧鍵について
システムで、FileVault に登録済みのユーザーすべてがパスワードを忘れ、他に使⽤できるアカウン
ト情報が存在せず、使⽤できる復旧鍵もない場合、暗号化されたボリュームは復号化できず、デー
タはアクセス不可能になります。このような場合、データが永続的に失われてしまう可能性もある
ので、それを防ぐため、適切な復旧計画を⽴てることは重要です。
ディスク暗号化を有効化するたびに、新しい復旧鍵が⽣成されます。Sophos SafeGuard Native
Device Encryption がインストールされていない状態で暗号化を有効にすると、復旧鍵はユー
ザーに表⽰されるので、ユーザーはそれを紛失せずに保管する必要があります。⼀⽅、Sophos
SafeGuard Native Device Encryption がインストール済みの場合は、復旧鍵は安全に SafeGuard
Enterprise バックエンドに送信され、⼀元的に格納されます。セキュリティ担当者は、それをいつ
でも取得できます。詳細は、パスワードを忘れた場合のリセット⽅法 (p. 299) を参照してくださ
い。
FileVault の復旧鍵は取得後、SafeGuard Management Center によって⾃動的に変更されます。
なお、Sophos SafeGuard Native Device Encryption がインストールされていない状態でディス
クを暗号化した場合でも、復旧鍵を⼀元管理することはできます。その場合、インポートする必
要があります。sgdeadmin --import-recoverykey コマンドライン オプションを使⽤してくださ
い。詳細は、コマンドライン オプション (p. 284)も参照してください。復旧鍵はすべて⼤⽂字と
して送信されます。
存在する場合は、マスター復旧鍵を使⽤して復旧することもできます。詳細は、http://
support.apple.com/kb/HT5077?viewlocale=ja_JPを参照してください。

5.2.13 パスワードについて
Sophos SafeGuard 鍵リングは、ユーザー証明書で保護されています。対応する秘密鍵
は、macOS パスワードによって保護されます。
SafeGuard Enterprise でユーザーが作成されていない場合、このパスワードは証明書を⽣成する
ために必要です。

ローカルでパスワードを変更する
ユーザーは、「システム環境設定 > ユーザーとグループ」で、パスワードをローカルで変更するこ
とができます。これ以外の⼿順は不要です。

パスワードが別のエンドポイントで変更された場合

注
パスワードは、Windows エンドポイントおよび Mac エンドポイントで変更できます。

このエンドポイントでは変更されたパスワードが不明なため、次の⼿順を実⾏する必要があります。
1. 新しいパスワードで macOS にログオンします。
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2. 「The system was unable to unlock your keychain」(キーチェーンのロックを解除でき
ませんでした) が表⽰されます。

3. 「Update Keychain Password」(キーチェーン パスワードの変更) を選択します。
4. 古いパスワードを⼊⼒します。
忘れたパスワードをリセットする⽅法の詳細は、パスワードを忘れた場合のリセット⽅法 (p.
299)を参照してください。

5.3 SafeGuard File Encryption for Mac について
Sophos SafeGuard File Encryption for Mac は、Sophos SafeGuard Enterprise によって
Windows 環境に提供されるデータ保護機能を Mac 環境に拡張したものです。ローカルドライブ、
ネットワーク共有、リムーバブルドライブ、およびクラウドストレージにあるファイルを暗号化し
ます。
SafeGuard File Encryption for Mac を使⽤して暗号化・復号化したファイルは、他の Mac ユー
ザーや Windows PC ユーザーと安全に交換することができます。
SafeGuard Enterprise で暗号化されたファイルをモバイルデバイスで読む場合は、Sophos
Secure Workspace for iOS または Android を使⽤してください。

暗号化ルールの設定
SafeGuard Management Center にあるファイル暗号化ポリシーで、ファイルベース暗号化の
ルールを定義します。ファイル暗号化ポリシーでは、File Encryption で暗号化するフォルダ、暗
号化モード、および暗号化に使⽤する鍵を指定します。この集中管理機能により、複数のプラット
フォームで、常に同じフォルダや暗号鍵を使⽤することができます。詳細は、ロケーションベース
の File Encryption ポリシーでの暗号化ルールの設定 (p. 250)を参照してください。

除外するフォルダ
暗号化から除外されるフォルダは次のとおりです。
• 除外されるフォルダ (サブフォルダは除外されない):

̶ <ルート>/
̶ <ルート>/Volumes/
̶ <ユーザープロファイル>/

• 除外されるフォルダ (サブフォルダも除外される):
̶ <ルート>/bin/
̶ <ルート>/sbin/
̶ <ルート>/usr/
̶ <ルート>/private/
̶ <ルート>/dev/
̶ <ルート>/Applications/
̶ <ルート>/System/
̶ <ルート>/Library/
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̶ <ユーザープロファイル>/Library/
̶ /<リムーバブル>/SGPortable/
̶ /<リムーバブル>/System Volume Information/

たとえば、追加パーティションのルート (<ルート>/Volmues) に暗号化ルールを適⽤した場合、
受信したポリシーとして表⽰されるものの、効果はありません。
また、<ルート>/abc に適⽤した暗号化ルールは有効ですが、<ルート>/private/abc に適⽤した
暗号化ルールは無効になります。

管理負荷を抑えるには
• マウントポイント (つまり、保護されたフォルダ) の数を最⼩限に抑えてください。
• 「モバイルアカウントを作成する前に確認を要求」オプションを無効にします。

Mac エンドポイント⽤のモバイルアカウントを作成/使⽤する場合、「モバイルアカウントを作
成する前に確認を要求」を無効にするようにしてください。このオプションが有効になってい
ると、ユーザーは、「Don't Create」(作成しない) を選択することができます。これによっ
て、ローカル ホーム ディレクトリのないユーザーなど、不完全な macOS ユーザーが作成され
てしまいます。
このオプションを無効にするには、次の⼿順を実⾏してください。
1. 「システム環境設定」を開いて、「ユーザーとグループ」をクリックします。
2. ロックアイコンをクリックして、パスワードを⼊⼒します。
3. ユーザーを選択します。
4. 「ログインオプション」をクリックします。
5. 「ネットワークアカウントサーバ」で、「編集...」をクリックします。
6. Active Directory ドメインを選択します。
7. 「ディレクトリユーティリティを開く...」をクリックします。
8. ロックアイコンをクリックして、パスワードを⼊⼒し、「設定を変更」をクリックします。
9. Active Directory を選択して、編集アイコンをクリックします。
10.「詳細オプションを表⽰」の横にある⽮印をクリックします。
11.「ログイン時にモバイルアカウントを作成」を選択し、「モバイルアカウントを作成する前に

確認を要求する」を選択から外します。
12.「OK」をクリックします。

制限事項
• クライアントで設定できる保護されたフォルダ (マウントポイント) の最⼤数

各 macOS クライアントで指定できる保護されたフォルダ (マウントポイント) の数は、最⼤
24個です。1台のマシンに複数のユーザーがログインしている場合は、ログインしているユー
ザーすべてのマウントポイントを加算する必要があります。

• ファイルの検索
̶ Spotlight

デフォルトでは、暗号化対象フォルダにあるファイルを Spotlight を使って検索することは
できません。
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Spotlight の検索を有効にするには、次のターミナルコマンドを実⾏します。 sgfsadmin --
enable-spotlight
Spotlight の検索を無効にするには、次のターミナルコマンドを実⾏します。 sgfsadmin --
disable-spotlight

注
Spotlight を Sophos SafeGuard と併⽤すると、検索速度が遅くなる可能性がありま
す。

̶ ラベルの付いたファイル
暗号化対象フォルダで、ラベルの付いたファイルを検索することはできません。

• 暗号化対象フォルダから暗号化済みファイルを移動した場合
暗号化済みのファイルを暗号化対象フォルダから暗号化対象ではないフォルダへ移動すると、
ファイルの暗号化は維持されますが、ファイルにアクセスできなくなります。ファイルを開く
には、はじめにファイルを⼿動で復号化する必要があります。
暗号化済みのファイルを暗号化対象フォルダで開き、暗号化対象ではないフォルダに保存する
と、ファイルは⾃動で復号化されます。

• 保護されたフォルダで、バージョン履歴を保存できない
暗号化対象フォルダでは、標準機能の「すべてのバージョンをブラウズ...」が利⽤できませ
ん。

• 暗号化対象フォルダの共有
暗号化対象フォルダをネットワーク上で共有することはできません。

• CD への書き込み
暗号化されたデータを CD に書き込むことはできません。

• ファイルを削除する
保護されたフォルダ (マウントポイント) からファイルを削除する場合、削除を確認するメッ
セージが表⽰されます。削除されたファイルはゴミ箱フォルダに移動されないため、復元する
ことはできません。

• SafeGuard Portable
SafeGuard Portable は、Mac では使⽤できません。

• AirDrop の使⽤
AirDrop を使⽤して、暗号化されたファイルを転送できます。転送先ドライブが、暗号化され
たファイルを処理できることを確認してください。できない場合、予期しない動作が発⽣する
ことがあります。

• Handoff
暗号化したファイルに対して Handoff を使⽤することはできません。

• autofs でマウントされるネットワークファイル共有
ポリシーが適⽤済みで、起動時に⾃動的にマウントされるネットワークファイル共有
は、Sophos SafeGuard File Encryption によって検出されません。元のマウントポイントを置
き換えることができないため、このようなマウントポイントを処理することはできません。
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5.3.1 ⼀元管理される環境設定オプション
以下のオプションは、Management Center で⼀元的に設定されます。
• ポリシー
• 鍵
• 証明書

SafeGuard Enterprise バックエンドは、X.509 証明書をユーザーに提供します。初回ログイ
ン後、証明書が⽣成されます。証明書は、ユーザーの鍵リングを保護します。

• サーバーへの接続の間隔

5.3.2 ポリシー
SafeGuard File Encryption for Mac では、「File Encryption」および「General Settings」
という種類のポリシーのみが使⽤されます。つまり、ローカルファイルシステム、リムーバブルメ
ディア、ネットワーク共有、およびクラウドストレージにあるデータの暗号化の管理には、「File
Encryption」ポリシーのみが必要です。
「Device Protection」ポリシー (「Cloud Storage」ポリシーおよび「Removable Media
Encryption」ポリシーを含む) は、SafeGuard File Encryption for macOS では無視されます。
「File Encryption」ポリシーは、必ずユーザーオブジェクトに割り当てるようにしてください。
エンドポイントに割り当てられた「File Encryption」ポリシーは、macOS エンドポイントで無視
されます。

注
SafeGuard Management Center では、バックスラッシュを使⽤してパスを⼊⼒する必要があり
ます。バックスラッシュは、Mac エンドポイントでスラッシュに⾃動変換されます。

5.3.3 クラウドストレージ上のファイルの暗号化
SafeGuard Enterprise では、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こと
ができます。
この機能を導⼊した後も、通常と同じ⽅法でクラウド上のデータを利⽤できます。クラウドとの
データ送受信に、ユーザーがベンダー特有の同期アプリケーションを使⽤することには変わりはあ
りません。クラウドに保存されているデータのローカルコピーは透過的に暗号化されるため、デー
タは常に暗号化されたかたちでクラウドに保存されます。
Mac 版の SafeGuard Enterprise では、次のクラウドストレージサービスが⾃動的に検出されま
す。
• Box
• Dropbox (Dropbox Business を含む)
• Google ドライブ
• OneDrive
• OneDrive for Business
これらのサービスに対して⾏う必要があるのは、ロケーションベースの「File Encryption」ポリ
シーで同期フォルダのパスを指定するだけです。
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クラウドストレージ上のファイルをアプリケーションベースで暗号化する場合は、プレースホルダ
を使⽤できます。詳細は、クラウドに対するアプリケーションベースのファイル暗号化の設定 (p.
324)を参照してください。
エンドポイントにポリシーが適⽤されると、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。
• 暗号化されたファイルは、クラウドと同期されます。
• クラウドから取得した暗号化済みのファイルは、普段使うアプリケーションで扱うことができ

ます。
暗号化を有効に設定する前にクラウドに保存したデータは、⾃動的に暗号化されません。コン
ピュータ上の機密性の⾼いファイルをすべて暗号化するには、初期暗号化を実⾏します。詳細
は、初期暗号化 (p. 293)を参照してください。

 クラウドに対するロケーションベースのファイル暗号化の設定

1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「File Encryption」タイプのポリシーを新しく作成す
るか、既存のポリシーを選択します。
「ファイル暗号化」タブが表⽰されます。

2. 「暗号化の種類」ドロップダウンリストから「ロケーションベース」を選択します。
エンドポイントコンピュータで、ロケーションベースのファイル暗号化を適⽤する場所を指定す
るパネルが表⽰されます。

3. 「パス」カラムで、たとえば、<User Profile>\Dropbox など、クラウドストレージの同期フォ
ルダのパスを設定します。
• ドロップダウン ボタンをクリックし、使⽤可能なフォルダ名のプレースホルダのリストか

ら選択します。
リストの各エントリの上にカーソルを移動すると、エンドポイントで、通常どのようにし
てプレースホルダが置き換えられるかがツールチップで表⽰されます。有効なプレースホル
ダのみ⼊⼒できます。すべての使⽤可能なプレースホルダの説明は、ロケーションベースの
File Encryption ルールのパスで指定するプレースホルダ (p. 253)を参照してください。

• または、パスとフォルダ名を⼊⼒します。

注
ローカルの同期フォルダをユーザーが変更することはできません。フォルダを変更した場合、
クラウドに保存されているファイルの暗号化が⾏なわれなくなります。
エンドポイント上の同期フォルダが変更された場合は、それに合わせて暗号化ルールで指定さ
れているパスも変更する必要があります。

4. 「範囲」カラムで次のいずれかを選択します。
• このフォルダのみ: 「パス」カラムで指定したフォルダのみにルールを適⽤する場合。
• サブフォルダを含める: すべてのサブフォルダにもルールを適⽤する場合。

5. 「動作モード」カラムで、「暗号化」を選択します。
6. 「鍵」カラムで、「暗号化」モードで使⽤する鍵を選択します。「ユーザーとコンピュータ」で

作成・適⽤した鍵を使⽤できます。
• 「参照」ボタンをクリックして、「鍵の検索」ダイアログを開きます。「今すぐ検索」をク

リックして、使⽤できる鍵の⼀覧を表⽰し、必要な鍵を選択します。
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注
⼀覧にマシン鍵は表⽰されません。マシン鍵は特定の 1台のコンピュータでしか使⽤でき
ないため、File Encryption で複数のユーザーが同じデータにアクセスするためにマシン
鍵を使⽤することはできません。

• 鍵アイコンのある「個⼈鍵」ボタンをクリックして、「鍵」カラムに「個⼈鍵」プレースホ
ルダを挿⼊してください。エンドポイントで、このプレースホルダは、ログオンしている
SafeGuard Enterprise ユーザーのアクティブな個⼈鍵に置き換えられます。対象ユーザー
にアクティブな個⼈鍵がない場合は、⾃動的に作成されます。個⼈鍵は、「ユーザーとコン
ピュータ」で、1⼈または複数のユーザー⽤に作成できます。詳細は、File Encryption を使っ
たファイル ベースの暗号化⽤の個⼈鍵 (p. 124)を参照してください。

7. その他のパスも必要に応じて追加します。
8. 変更内容を保存します。
9. 「ユーザーとコンピュータ」で、新しいポリシーをユーザーグループに割り当てます。

 トラブルシューティングと追加のクラウドストレージサービス
Sophos SafeGuard では通常、クラウド同期フォルダは⾃動的に検出されます。ただし、クラウド
ストレージサービスから新しいバージョンのソフトウェアがリリースされたことにより、デフォル
トの設定が⼀部変更された場合などは、⾃動検出に失敗することがあります。
その場合は、ソフォスのテクニカルサポートより設定ファイルを⼊⼿してください。詳細は、サ
ポートデータベースの⽂章 126321 を参照してください。
また、この設定ファイルに、別の別のクラウドストレージサービスを追加して、それらの項⽬を⾃
動的に検出することもできます。

5.3.4 初期暗号化
ファイルの初期暗号化は、環境設定ペインまたはコマンドラインツールから開始できます。ローカ
ルドライブやリムーバブルメディアにあるファイルの初期暗号化は、管理者とエンドユーザーの両
⽅が実⾏できます。ネットワーク共有は、管理者のみが暗号化できます。
初期暗号化を⾃動的に開始するか、また、ローカルフォルダ、リムーバブルメディア、クラウド ス
トレージ サービスを暗号化するかどうかは、ポリシーによって指定されます。
エンドポイントで初期暗号化を⼿動で開始する⽅法は次のとおりです。
1. 「システム環境設定」を開きます。
2. Sophos SafeGuard アイコンをクリックします。
3. 「Policies」(ポリシー) タブを選択します。
4. まだ開いていない場合は、「Locally Translated Path」(ローカル変換されたパス) ビューに切

り替えます。次のいずれかの操作を実⾏できます。
a) ウィンドウの下部にある「 Enforce all policies」(すべてのポリシーの適⽤) ボタンをク

リックして、すべてのポリシーを適⽤します。
または

b) ポリシーを 1つ選択して、「Enforce policy」(ポリシーの適⽤) ボタンをクリックします。

注
初期暗号化の実⾏中は、デバイスを切断しないようにしてください。
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注
ローカル変換されたパスの詳細やコンテンツを表⽰するには、⼀覧から該当するパスを選択し
て、「Finder に表⽰」をクリックします。

5.3.5 ユーザーの簡易切り替え
ユーザーの簡易切り替えは、SafeGuard File Encryption for Mac でも有効です。これによって、
アプリケーションを閉じたり、マシンからログアウトしたりせずに、1台のエンドポイントでユー
ザーアカウントを切り替えることができます。

5.3.6 ローカル鍵の使⽤

注
ローカル鍵を SafeGuard Synchronized Encryption で使⽤することはできません。

ローカル鍵は、リムーバブルデバイスやクラウド ストレージ サービス上の指定されているフォルダ
内のファイルを暗号化する際に使⽤します。このディレクトリは、暗号化ポリシーで指定されてい
ます。
ローカル鍵を作成する⽅法は次のとおりです。
1. ファイルまたは複数のファイルを右クリックして、「新しい鍵の作成」を選択します。
2. 鍵の名前とパスフレーズを⼊⼒して「OK」をクリックします。

鍵名には、「Local_」という⽂字が先頭に、⽇時が末尾に、それぞれ追加されます。
ローカル鍵が作成され、環境設定ペインに表⽰されます。ユーザーは、リムーバブデバイスやクラウ
ド ストレージ サービスのディレクトリの暗号化に、ローカル鍵を使⽤できるようになりました。

5.3.7 コマンドライン オプション
「ターミナル」アプリケーションを使⽤して、コマンドやコマンドライン オプションを⼊⼒するこ
とができます。使⽤できるコマンドライン オプションは次のとおりです。

コマンド名 定義 追加パラメータ (任意)

sgfsadmin 簡単なヘルプ情報の他、
使⽤可能なコマンドの⼀覧
を表⽰する。

--help

sgfsadmin --version インストール済み製品の
バージョンおよび著作権情
報を表⽰する。

sgfsadmin --status バージョン、サーバー、
証明書情報などのシステム
の状態に関する情報を表⽰
する。
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コマンド名 定義 追加パラメータ (任意)

sgfsadmin --list-user-details 現在ログオンしている
ユーザーに関する情報を表
⽰する。

--all: すべてのユーザーに関す
る情報を表⽰する (sudo 権限
が必要)
--xml: xml 形式で出⼒結果を
表⽰する

sgfsadmin --list-keys 鍵ストアにある、既存の
鍵の GUID と名前の⼀覧
を表⽰する。

--all: すべてのユーザーに関す
る情報を表⽰する (sudo 権限
が必要)
--hidden-keys:: ⾮表⽰に指
定されている鍵のみを表⽰する
--xml: xml 形式で出⼒結果を
表⽰する

sgfsadmin --list-policies ポリシーに関連した情報
を表⽰する。可能な場合、
鍵 GUID は鍵名に解決さ
れる。太字は個⼈鍵を指し
ます。

--all: すべてのユーザーに関す
る情報を表⽰する (sudo 権限
が必要)
--xml: xml 形式で出⼒結果を
表⽰する
--raw: SafeGuard
Management Center サー
バー側で設定した状態のポリ
シーを表⽰する。

sgfsadmin --enforce-policies 暗号化ポリシーを適⽤す
る。

--all: 適⽤可能なすべてのディ
レクトリにポリシーを適⽤する
"ディレクトリ名": ポリシーを
適⽤するディレクトリを指定す
る。

sgfsadmin --file-status "ファイル名
1" ["ファイル名2"..."ファイル名N"]

ファイルや複数のファイ
ルに関する暗号化情報を表
⽰する。ワイルドカードを
使⽤できます。

--xml: xml 形式で出⼒結果を
表⽰する

sgfsadmin --import-config "/対象/
ファイル/への/パス"

指定した構成 ZIP ファイ
ルをインポートする。この
コマンドの実⾏には管理者
権限 (sudo) が必要です。

注
ドラッグ＆ドロップ
機能を使⽤して、完全
なパスを、Finder な
どから「ターミナル」
アプリケーションにド
ラッグ＆ドロップでき
ます。
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コマンド名 定義 追加パラメータ (任意)

sgfsadmin --enable-server-verify SafeGuard Enterprise
Server に接続するため
の SSL サーバー検証を有
効にする。インストール
後、SSL サーバー検証が
有効になります。このコマ
ンドの実⾏には管理者権限
(sudo) が必要です。

sgfsadmin --disable-server-verify SafeGuard Enterprise Server
に接続するためのサーバー検証
を無効にする。このコマンドの
実⾏には管理者権限 (sudo) が
必要です。

注
このコマンドは、セキュ
リティの脆弱性につなが
る恐れがあるので推奨さ
れません。

sgfsadmin --update-machine-info
[--domain "ドメイン名"]

現在保存されているマシ
ンの情報を更新する。マ
シンの情報は対象のクラ
イアントを SafeGuard
Enterprise Server に登録
する際に使⽤されます。
このコマンドの実⾏には管
理者権限 (sudo) が必要で
す。

注
このコマンドは、コン
ピュータが所属するドメ
インまたはワークグルー
プが変更された後のみ
に使⽤してください。コ
ンピュータが複数のドメ
インまたはワークグルー
プに所属している場合、
このコマンドを実⾏する
と、ドメインの登録が変
更されたり、個⼈鍵や
FileVault 2 ユーザーが
削除されたりする場合が
あります。

--domain "ドメイン名"

SafeGuard Enterprise Server
への登録にクライアントが使⽤
するドメインを指定する。この
パラメータはコンピュータが複
数のドメインに参加している
場合のみに必要です。必ずコン
ピュータが所属しているドメイ
ンを指定してください。そうで
ない場合、コマンドの実⾏に失
敗します。
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コマンド名 定義 追加パラメータ (任意)

sgfsadmin --dump-unprivileged-
applications [パス]

暗号化されているファイルへ
のアクセスが許可されていな
いアプリケーションのパスを収
集する。この情報を基に、アプ
リケーションをアプリケーショ
ンのリストに追加できます。特
定のパスにあるアプリケーショ
ンのみを収集することもできま
す。

注
この機能
は、Synchronized
Encryption のみで使⽤で
きます。

sgfsadmin --synchronize ポリシー、鍵、証明書な
どのデータベース情報を
SafeGuard Enterprise バック
エンドと同期する。

sgfsadmin --enable-spotlight Spotlight の検索を有効にしま
す。

sgfsadmin --disable-spotlight Spotlight の検索を無効にしま
す。

5.3.8 Time Machine の使⽤

注
ここでの説明は、<Removables> に対して暗号化ルールが設定されている場合のみを対象にし
ています。

Time Machine のバックアップで新しいディスクを使⽤する場合、ディスクが⾃動的に指定されない
場合は、 「ターミナル」アプリケーションで次のコマンドを使⽤してください。
sudo tmutil setdestination -a "/Volumes/.sophos_safeguard_{ディスク名}/"
暗号化されたフォルダに対して Time Machine を使⽤すると旧バージョンは表⽰されません。ただ
し、バックアップは隠しフォルダに保存されます。隠しパスにあるファイルのコンテンツを読むこ
とはできません。バックアップには暗号化されたデータのみが含まれ、ファイルの内容は安全に保
護されます。ファイルを復元するには、次の⼿順を実⾏します。
1. Time Machine を開きます。

ルートフォルダのコンテンツが表⽰されます。
2. 「Shift - Command - G」キー (「フォルダへ移動」オプション) を押して、復元対象の暗号化

されているフォルダへの隠しパスを⼊⼒します。
通常使⽤している暗号化フォルダが /Users/admin/Documents の場合は、/Users/
admin/.sophos_safeguard_Documents/ と⼊⼒します。

3. 復元するファイルを参照し、Time Machine メニューバーの⽮印アイコンをクリックして、「<
ファイル名> を復元...」を選択します。

Time Machine からデスクトップに戻ると、ファイルは復元されているので復号化することができま
す。
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注
SafeGuard File Encryption の新規インストール後に最初に実⾏される Time Machine のバック
アップは、従来より時間がかかり、より多くのディスク容量を必要とします。これは、macOS
ではスタック型のファイルシステムは許可されず、暗号化対象のマウントポイントが作成された
すべてのローカルディレクトリ (Documents、Music、Movies など) のコンテンツが、バック
アップディスクで複製されることが原因です。しかし、最初のバックアップが隠しフォルダに保
存されると、古いバックアップは削除され、ディスク容量は再び解放されます。

5.3.9 リムーバブルメディアの使⽤
リムーバブルメディアにあるファイルの暗号化を有効にするには、「File Encryption」タイプの
ポリシーで、「<Removables>」プレースホルダを「パス」に指定する必要があります。詳細
は、ロケーションベースの File Encryption ルールのパスで指定するプレースホルダ (p. 253)を参
照してください。
リムーバブルデバイスにあるデータを他のユーザーと交換・変更するには、両ユーザーに適切なポ
リシーおよび鍵が割り当てられている必要があります。個⼈鍵を使⽤することはできません。

macOs と Windows 間でのリムーバブルメディア上のデータの交換
Windows エンドポイントと macOS エンドポイントとの間でデータ交換を⾏うには、FAT32 形式
でリムーバブルメディアをフォーマットする必要があります。Mac ユーザーは、ディスクユーティ
リティを使⽤して、リムーバブルメディアのフォーマットを確認できます。
Windows エンドポイントでは、ポリシータイプが「デバイス保護」(「デバイス保護の対象」
で「リムーバブルメディア」を選択、デバイス保護 (p. 208) を参照)、またはポリシータイプが
「ファイル暗号化」(「パス」で「<Removables>」プレースホルダを選択) のデータ交換ポリ
シーが必要です。
データ交換ポリシーでは、データを暗号化するかどうか、およびその選択内容をポリシーに保存す
るかどうかをユーザーが選択することが可能です。このポリシー設定は、Windows マシンのみで
有効です。したがって、Mac でリムーバブルメディアを使⽤した後に Windows エンドポイントに
戻った場合、ユーザーは、暗号化するかどうかを再選択する必要があります。また、メディア パス
フレーズ機能は、Windows のみで使⽤できます。
ベスト プラクティス:
Mac エンドポイントと Windows エンドポイントの両⽅に対して単⼀のポリシーを適⽤できるた
め、ポリシータイプが「ファイル暗号化」のポリシーを定義するほうが望ましいことが考えられま
す。
なお、この場合、ポリシータイプが「ファイル暗号化」のポリシーに「ユーザーは暗号化を実⾏す
るか決定できる」オプションはないため、Windows ユーザーは、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なくなります。
読み取り専⽤のリムーバルメディア (書き込み禁⽌設定された SD など) では、暗号化されたマウ
ントポイントは正しく作成されません。読み込みと書き込みの両⽅が可能なリムーバブルメディア
のみを使⽤するようにしてください。

5.4 トラブルシューティング
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5.4.1 パスワードを忘れた場合のリセット⽅法

注
ここで説明する⼿順は、SafeGuard Disk Encryption に加え、SafeGuard File Encryption ま
たは Synchronized Encryption が Mac にインストールされていることを前提に書かれていま
す。上記のいずれか 1つのみを使⽤している場合は、⼿順が異なることがあります。

ユーザーが macOS ログオンパスワードを忘れた場合は、次の⼿順を実⾏します。
1. ログオンダイアログを開いて「?」をクリックするようユーザーに伝えます。

パスワードのヒントが表⽰され、復旧鍵を使⽤してパスワードをリセットすることを促すメッ
セージがユーザーに表⽰されます。

2. メッセージの横にある三⾓アイコンをクリックして、その次の⼿順に進むようユーザーに伝えま
す。

3. SafeGuard Management Center で、「ツール > 復旧」を選択して、該当するマシンの復旧鍵
を表⽰します。

4. ログオンダイアログで⼊⼒する復旧鍵をユーザーに伝えます。
復旧鍵は、システムを起動するために 1回使⽤されると、新しいものでただちに置き換えられま
す。新しい復旧鍵が⾃動的に⽣成され、SafeGuard Enterprise バックエンドに送信され、次回の
復旧操作に備えて保管されます。

5. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックし、ユーザーの証明
書を削除します。

6. ローカルユーザーに対しては、次の⼿順を実⾏します。
a) 新しいパスワードとパスワードのヒントを⼊⼒するようユーザーに伝えます。
b) SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ > .認証されていないユー

ザー」をクリックして、ユーザーを認証します。
c) 環境設定ペインの「Server」(サーバー) タブを開き、「Synchronize」(同期) をクリック

するようユーザーに伝えます。
7. Active Directory ユーザーに対しては、次の⼿順を実⾏します。

a) ユーザーの管理環境で既存のパスワードをリセットし、⼀時的なパスワードを⽣成します。次
回ログオンする際、ユーザーによるパスワード変更が必要となるよう、該当するオプションを
選択します。

b) ユーザーに⼀時的なパスワードを伝えます。
c) 「Reset Password」(パスワードのリセット) ダイアログで「Cancel」(キャンセル) をク

リックして、⼀時的なパスワードを⼊⼒するようユーザーに伝えます。
d) 新しいパスワードとパスワードのヒントを⼊⼒し、「パスワードのリセット」をクリックする

ようユーザーに伝えます。
8. 次のダイアログで、「Create New Keychain」(キーチェーンの新規作成) をクリックするよう

ユーザーに伝えます。
9. 新しいパスワードを⼊⼒し、SafeGuard ユーザー証明書を作成するようユーザーに伝えます。
ユーザーの鍵は、新しいキーチェーンに⾃動的に取り込まれるため、すべてのドキュメントにこれま
で通りにアクセスできます。
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注
復旧鍵を渡す相⼿には、⼗分注意してください。復旧鍵は、ユーザー特有ではなくマシン特有
です。したがって、復旧鍵を使⽤して、同じマシン上の別のユーザーの機密情報に不正アクセ
スが⾏われないように注意してください。

5.4.2 データアクセス時に発⽣する問題
ユーザーが、データにアクセスする際に問題が発⽣する場合は、次のような原因が考えられます。
• まだユーザーが認証されていない。

認証されていないユーザーの詳細は、認証の強化 - 「.認証されていないユーザー」グループ
(p. 73)を参照してください。

注
ローカルユーザーは、常に、認証されていないユーザーです。

• ユーザーの鍵リングに必要な鍵がない。
ユーザーへの鍵の割り当てに関する詳細は、ユーザーとコンピュータで鍵を割り当てる⽅法 (p.
123)を参照してください。

• セキュリティに問題があるため、鍵が⼀時的に無効になった。エンドポイントが安全でない (感
染している) と判断されたことを意味します。

5.4.3 仮想マシンの使⽤に関する問題
VMware Fusion や Parallels などの仮想化アプリケーションを、SafeGuard Enterprise のマウン
トポイントで使⽤することはできません。代わりに、隠しフォルダから仮想マシンを起動すること
を推奨します。
例:
~/Documents/Virtual Machines/ ではなく、パス ~/.sophos_safeguard_documents/Virtual
Machines から仮想マシンを起動します。

5.4.4 SafeGuard で復旧されたファイル
⼀部の状況で、Sophos SafeGuard Recovered Files というフォルダがフォルダ内に作成さ
れる場合があります。このフォルダは、SafeGuard File Encryption が保護されたフォルダ (マウ
ントポイント) を新規作成しようとしたが、暗号化されたコンテンツの保存に必要な隠しフォル
ダ (例: /Users/admin/.sophos_safeguard_Documents/) がすでに存在し、それが空でない場
合に作成されます。この場合、元のフォルダ (例: /Users/admin/Documents) のコンテンツは
Sophos SafeGuard Recovered Files フォルダに移動され、隠しフォルダのコンテンツのみが表
⽰されるようになります。

5.4.5 セキュリティトークンがない場合
セキュリティトークンを持たないユーザーは FileVault を有効にできません。
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セキュリティトークンを持たないユーザーがログインした場合、ポリシーで FileVault の有効化が
義務付けられていると、セキュリティトークンが⾒つからないため、FileVault を有効に設定できな
いという内容のメッセージが表⽰されます。ユーザーはシステム管理者に問い合わせるよう求めら
れます。
この問題を解消する⽅法については、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 128052 を参照して
ください。

5.5 Mac のインベントリおよびステータス データ
Mac の「インベントリ」は、各マシンについての次のデータを提供します。表⽰されるデータは、
インストール済みのソフォス製品によって異なる場合があります。
• Mac のマシン名
• OS
• POA の種類
• 暗号化されたドライブの数
• 暗号化されていないドライブの数
• 前回サーバーに接続した⽇時
• 更新⽇
• 現在の企業証明書の使⽤、未使⽤

5.6 Mac エンドポイント上の SafeGuard Native
Device Encryption のアンインストール
このソフトウェアをクライアントからアンインストールする必要がある場合は、次の⼿順を実⾏し
てください。
1. Mac クライアントで /Library に移動します。
2. /Sophos SafeGuard DE フォルダを選択します。
3. Sophos SafeGuard DE Uninstaller.pkg ファイルを選択してダブルクリックします。
4. ウィザードの指⽰に従ってアンインストールを⾏います。
最後の Sophos SafeGuard 製品が削除されると、クライアント構成も削除されます。
ソフトウェアをアンインストールする前に、ディスクを復号化する必要はありません。
管理者権限のあるユーザーによるソフトウェアのアンインストールを阻⽌することはできません。
(この操作を Windows クライアントで阻⽌するポリシーは、Mac クライアントでは効果を⽰しま
せん。)
アンインストーラパッケージは署名付きで、macOS はこの署名を検証しようとします。この操作
には数分かかる場合があります。
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5.7 Mac エンドポイント上の File Encryption の
アンインストール
このソフトウェアをクライアントからアンインストールする必要がある場合は、次の⼿順を実⾏し
てください。
1. Mac クライアントで /Library に移動します。
2. Sophos SafeGuard FS フォルダを開きます。
3. Sophos SafeGuard FS Uninstaller.pkg ファイルを選択してダブルクリックします。
4. ウィザードの指⽰に従ってアンインストールを⾏います。
5. Mac で作業を続⾏する前に、システムを再起動してください。
最後の Sophos SafeGuard 製品が削除されると、クライアント構成も削除されます。

注
アンインストーラパッケージは署名付きで、macOS はこの署名を検証しようとします。この
操作には数分かかる場合があります。
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6 Synchronized Encryption
ここでの説明は、Windows と macOS の両⽅を対象にしています。どちらか⼀⽅のみに該当する
場合は、そのように記載されています。

モジュール
• 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。このようなアプリケーションに対する暗号化は⾃動的に実⾏されます。このようなア
プリケーションは、IN アプリとも呼ばれます。
たとえば、ファイル暗号化を有効にするアプリケーションとして Microsoft Word を指定した
場合、Microsoft Word で作成/保存されたファイルはすべて⾃動的に暗号化されます。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る限り、誰でもこのファイルにアクセスで
きます。
デフォルトで SafeGuard Enterprise は、Synchronized Encryption 鍵を使⽤してファイルを
暗号化します。詳細は、Synchronized Encryption 鍵 (p. 311)を参照してください。

さらに次の操作も実⾏できます。
• 「Synchronized Encryption 鍵」以外の鍵 (例:「個⼈鍵」) を使⽤して暗号化を実⾏する場所

を定義する。
• 暗号化からフォルダを除外する。
• 「指定した場所のみ」を使⽤する。指定したアプリケーションを使⽤してデータが暗号化されま

す。
• Outlook アドイン - Windows 向け

Synchronized Encryption には Outlook アドインがあり、エンドユーザーが社外に添付ファ
イル付きのメールを送信しようとすると、⾃動的に検知します。検知されると、「パスワード
保護する」と「パスワード保護しない」のどちらのオプションを選択するかメッセージが表⽰
されます。ユーザーは必要に応じて、表⽰されているダイアログ内でパスワードを設定できま
す。または、ユーザーの介⼊なしでデフォルトの操作が⾃動的に実⾏されるようにポリシーで
指定できます。

• Sophos Central Endpoint Protection との統合。感染したマシン上の鍵を削除します。
Sophos Central Endpoint Protection と連係して、エンドポイントで悪質な動作が検出された
ら、鍵を⾃動的に削除します。
この機能は、SafeGuard Enterprise と共に Web ベースの Sophos Central Endpoint
Protection を使⽤している場合のみに使⽤できます。

• SafeGuard Enterprise と Sophos Mobile で鍵リングを共有
SafeGuard Enterprise 鍵リングにある暗号鍵は、Sophos Mobile の管理下にある Sophos
Secure Workspace アプリで使⽤できるように設定できます。アプリのユーザーは、このよう
な鍵を使⽤して、ドキュメントを復号化して表⽰したり、ドキュメントを暗号化したりできま
す。したがって、すべての SafeGuard Enterprise ユーザーと SSW ユーザー間で安全にファイ
ルを共有できます。
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6.1 ベストプラクティス: Synchronized
Encryption で複数の鍵に対応
SafeGuard Enterprise では、Synchronized Encryption を使⽤している場合、特定の場所に対し
て使⽤する、暗号化鍵を追加で設定することができます。
ここでの説明では、以下のシナリオを想定しています。
• ⼀般に使⽤されるアプリケーションで作成されたファイルすべてを、デフォルトの

「Synchronized Encryption 鍵」を使⽤して「アプリケーションベース (Synchronized
Encryption)」で暗号化することが社内ポリシーで選択されました。

• ユーザーの「ドキュメント」フォルダにあるファイルは、「個⼈鍵」で暗号化します。
̶ 暗号化されていないファイルを保存できる /unencrypted フォルダを、ユーザーの「ド

キュメント」フォルダに含める必要があります。
• エンドポイント上のファイルすべてが、社内ポリシーに準じて暗号化されているようにするた

め、初期暗号化を有効にする必要あります。

6.1.1 複数の鍵ファイルのある暗号化ポリシーの作成

1. Management Center で、「(デフォルト) ファイル暗号化」ポリシーを選択して、「暗号化の種
類」で「 アプリケーションベース (Synchronized Encryption)」を選択します。

2. 「アプリケーションリスト」で、「テンプレート」を選択します。
デフォルトでアプリケーションリストは「テンプレート」と呼ばれます。最も⼀般的に使⽤され
るアプリケーションが含まれています。

3. 「暗号化の適⽤先」で、「すべて」を選択します。これは、通常 Windows エンドポイントに対
して使⽤される、最も安全なオプションです。
これによって、あらゆる場所にあるファイルを「Synchronized Encryption 鍵」で暗号化する
ルールが作成されます。ルールは、アプリケーションベースの暗号化が適⽤される場所の⼀覧に
追加されます。
次に、別の暗号化鍵で暗号化する場所に対する、特別のルールを追加できます。ローカルまた
はネットワークにある場所のどちらでも指定できます。事前に定義した値を使⽤して指定する
こともできます。
ここでは、ユーザーの「ドキュメント」フォルダを暗号化する例について説明します。

4. ルールを追加するには、「パス」編集フィールドをクリックして、ドロップダウンメニューで「<
ドキュメント>」を選択します。

注
暗号化の適⽤先を変更することはできません。

デフォルトの鍵は「Synchronized Encryption 鍵」ですが、それ以外の鍵を選択することも
できます。たとえば、ドメイン鍵または組織単位の鍵を選択できます。また、ユーザーごとに
固有の「個⼈鍵」を選択することもできます。

5. 「鍵」編集フィールドで、「個⼈鍵」アイコンをクリックしてユーザーの個⼈鍵を選択し、「ド
キュメント」フォルダを暗号化します。鍵アイコンにカーソルを移動すると、その機能の説明が
表⽰されます。
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暗号化しないフォルダを設定するには、そのフォルダに対する例外ルールを定義する必要があ
ります。

6. 「パス」編集フィールドをクリックし、ドロップダウンメニューで「<ドキュメント>」を選択
し、「<Documents> プレースホルダの後に \unencrypted と⼊⼒します。

7. 「動作モード」カラムで、ドロップダウンメニューから「除外」を選択します。
8. エンドポイントで初期暗号化を有効にするには、「初期暗号化: 次のような既存ファイルを⾃動的

に暗号化する」の下にある「ローカルディスクに保存されているファイル」を「はい」に設定し
ます。

9. ポリシーを保存して、適⽤します。

注
このようなポリシー (別の暗号化鍵で暗号化する場所に対する特別なルールを含む)
を、SafeGuard Enterprise 8.0 がインストールされているエンドポイントに適⽤した場合、設定
したルールは正しく適⽤されます。指定したすべての場所は、選択した鍵で暗号化されます。た
だし、ポリシーの設定に「暗号化の適⽤先」を「すべて」に指定している項⽬が含まれている場
合は、「Synchronized Encryption 鍵」が使⽤されます。指定した場所に保存されているファ
イルもすべて「Synchronized Encryption 鍵」で暗号化されます。

6.2 要件
Synchronized Encryption の機能を使⽤するための条件は次のとおりです。
• SafeGuard Enterprise Server、データベース、および Management Center を正しく設定済み

であること。
• 「Synchronized Encryption」コンポーネントが Windows エンドポイントにインストール済

みで、「SafeGuard File Encryption」が macOS エンドポイントにインストール済みであるこ
と。
̶ Windows エンドポイントで、Synchronized Encryption は、他の SafeGuard Enterprise

File Encryption モジュールすべてを置き換えます。Data Exchange、File Encryption、
または Cloud Storage モジュールに加えてインストールすることはできません。このよう
なロケーションベースのモジュールで使⽤されるファイル暗号化ポリシーは、新しいアプ
リケーションベースの Synchronized Encryption ポリシーと互換性がありません。ロケー
ションベースのポリシーを削除せずに、SafeGuard Enterprise File Encryption モジュー
ルから Synchronized Encryption モジュールに移⾏した場合、両⽅の種類のポリシーが
SafeGuard Management Center の RSOP に表⽰されますが、アプリケーションベースの
ポリシーのみが有効になります。RSOP をポーリングする際、どのモジュールがエンドポイ
ントにインストールされているかを把握できないため、両⽅の種類のポリシーが表⽰されま
す。

̶ Synchronized Encryption モジュールは、SafeGuard LAN Crypt と互換性がありません。
• 各機能を有効化するには、次の⼿順を実⾏する必要があります。

̶ アプリケーションリストを作成する。
̶ アプリケーションベースのファイル暗号化ポリシー (Synchronized Encryption) を作成す

る。
̶ Outlook アドイン (ポリシーに従って、メールの添付ファイルを暗号化する機能) を有効化す

るためのポリシーを作成する。
̶ Sophos Endpoint Protection と統合 (エンドポイントで悪質な動作が検出されたら、鍵を削

除) するためのポリシーを作成する。
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̶ SafeGuard Enterprise 鍵リングを、Sophos Mobile の管理下にあるモバイルデバイスと共有
できるように設定する。

̶ ポリシーを適⽤する。
Mac では、ユーザーポリシーのみが適⽤されます。マシンポリシーは無視されます。

6.2.1 エンドポイントのインストール
OS 別のインストーラを実⾏します。
• Windows エンドポイントの場合は、「Synchronized Encryption」コンポーネントを選択

します。
• Mac の場合は、「SafeGuard File Encryption」をインストールします。

6.2.2 エンドポイントのアップグレード
• Windows

SafeGuard Enterprise 8.0 以降のエンドポイントをアップグレードして、Synchronized
Encryption モジュールをインストールするには、該当する OS ⽤のクライアントインストー
ラを実⾏して、画⾯の指⽰に従ってください。インストール済みのモジュールは、バージョン
8.20 にアップグレードされます。Synchronized Encryption モジュールをインストールする
には、インストールを再実⾏して、「インストールの変更、修復、または削除」ダイアログで
「変更」を選択して、「Synchronized Encryption」を選択します。ロケーションベースの
ファイル暗号化がインストールされている場合は削除します。

• macOS
クライアントインストーラを実⾏して、画⾯の指⽰に従ってください。

6.2.3 既存の File Encryption モジュールからの移⾏:
Windows エンドポイント
ユーザーは、SafeGuard Enterprise File Encryption モジュールから Synchronized Encryption
モジュールに移⾏できます。既に暗号化されているファイルは、移⾏後も暗号化状態が維持され、
アクセスが可能です。移⾏後に変更・保存されたファイルは、Synchronized Encryption 鍵で再暗
号化されます。ポリシーで初期暗号化を指定すると、Synchronized Encryption 鍵でファイルを再
暗号化できます。

前提条件
必要な鍵すべて (「File Encryption」モジュールでファイル暗号化に使⽤された「古い」鍵と、「新
しい」 Synchronized Encryption 鍵) が、ユーザーの鍵リングに含まれていることを確認する必要が
あります。
• 必要に応じて、Management Center でユーザーに鍵を割り当ててください。
• ユーザーが、エンドポイントの鍵リングに、ユーザー定義のローカル鍵をインポートすることが

必要な場合もあります。詳細は、SafeGuard Enterprise ユーザーヘルプの「ファイルから鍵を
インポートする」セクションを参照してください。これによって、ローカル鍵は、SafeGuard
Management Center からも使⽤できるようになります。そして、随時、ユーザーに割り当てる
ことができます。
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移⾏の実⾏
以下の⼿順に従います。
1. Synchronized Encryption モジュールをエンドポイントにインストールします。このモジュー

ルは、既存の File Encryption モジュールを置き換えます。
2. ユーザーの鍵リングにあった File Encryption ⽤の鍵すべてが、移⾏後も鍵リングに含まれてい

ることを確認します。これにより、ユーザーは、Synchronized Encryption で既に暗号化され
ているファイルにアクセスできます。

3. Management Center で、新しい Synchronized Encryption ポリシーを作成します。
• 暗号化されたファイルへのアクセスを許可するアプリケーションは、すべて Synchronized

Encryption ポリシーの「アプリケーションリスト」で指定する必要があります。
• Synchronized Encryption ポリシーの「暗号化の適⽤先」は、ロケーションベースの File

Encryption ポリシーと同じである必要があります。
• 初期暗号化を設定します。初期暗号化は、エンドポイントにポリシーが適⽤されると、直ち

に開始され、 すべてのファイルを Synchronized Encryption 鍵で暗号化または再暗号化し
ます。これによって、すべてのファイルがポリシーに準じて暗号化されます。

注
初期暗号化は、Windows 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 > ポリシーに基づいて暗号化) から開始することもできます。

4. ポリシーを適⽤します。

結果
• Synchronized Encryption ポリシーの適⽤先にある、暗号化されているファイル

は、Synchronized Encryption 鍵で再暗号化されます。
• Synchronized Encryption のアプリケーションリストにあるアプリケーションで作成・変更し

たファイルは、Synchronized Encryption 鍵で暗号化されます。
• Synchronized Encryption ポリシーの適⽤先にない、暗号化されているファイルは、以前の

File Encryption 鍵で暗号化された状態が維持されます。必要な鍵が鍵リングにある限り、暗号
化ポリシーの適⽤対象でないファイルでも、ユーザーは、常に⼿動で復号化できます。

6.2.4 既存の File Encryption モジュールからの移⾏: macOS
エンドポイント
Sophos SafeGuard Enterprise macOS エンドポイントは、「アプリケーションベース」タイプの
Synchronized Encryption ポリシー、および「ロケーションベース」タイプの File Encryption ポ
リシーの両⽅を処理できます。適⽤されたポリシーに応じて、Synchronized Encryption エンドポ
イントまたは SafeGuard File Encryption エンドポイントとして動作します。
バージョン 7 からアップグレードした後も、エンドポイントは、引き続き File Encryption ロケー
ションベース モードで動作します。
Synchronized Encryption アプリケーションベース モードに移⾏するには、次の⼿順を実⾏しま
す。
移⾏の実⾏
1. Management Center で、新しい Synchronized Encryption ポリシーを作成します。
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• 暗号化されたファイルへのアクセスを許可するアプリケーションは、すべて Synchronized
Encryption ポリシーの「アプリケーションリスト」で指定する必要があります。

• Synchronized Encryption ポリシーの「暗号化の適⽤先」は、ロケーションベースの File
Encryption ポリシーと同じである必要があります。

• 初期暗号化を設定します。初期暗号化は、エンドポイントにポリシーが適⽤されると、直ち
に開始され、 すべてのファイルを Synchronized Encryption 鍵で暗号化または再暗号化し
ます。これによって、すべてのファイルがポリシーに準じて暗号化されます。

注
ユーザーは、環境設定ペインの「Policies」(ポリシー) タブの「Enforce all
policies」(すべてのポリシーの適⽤) をクリックして初期暗号化を開始したり、初期暗
号化⽤のターミナルコマンドを実⾏したりできます。

2. ポリシーを適⽤します。
3. ポリシーが適⽤されると、ユーザーは、ログオフしてから再びログオンする必要があります。

結果
• Synchronized Encryption ポリシーの適⽤先にある、暗号化されているファイル

は、Synchronized Encryption 鍵で再暗号化されます。
• Synchronized Encryption のアプリケーションリストにあるアプリケーションで作成・変更し

たファイルは、Synchronized Encryption 鍵で暗号化されます。
• Synchronized Encryption ポリシーの適⽤先にない、暗号化されているファイルは、File

Encryption 鍵で暗号化された状態が維持されます。必要な鍵が鍵リングにある限り、暗号化ポ
リシーの適⽤対象でないファイルでも、ユーザーは、常に⼿動で復号化できます。

6.2.5 Synchronized Encryption の段階的ロールアウト
SafeGuard Enterprise Synchronized Encryption を段階的にロールアウトする場合、共有されて
いる暗号化データに、すべてのユーザーがアクセスできるようにする必要があります。
社内で暗号化機能を段階的に有効にする場合は、たとえば、マーケティング部⾨など、まず、
特定のエンドポイントのみに対して、暗号化を実⾏する Synchronized Encryption ポリシーを
適⽤します。このようなエンドポイントでは、Synchronized Encryption ポリシーに従って、
ファイルが暗号化されます。⼀⽅、他の部⾨のエンドポイントのユーザーは、エンドポイントに
Synchronized Encryption ポリシーが適⽤されていないため、暗号化されたファイルにアクセスで
きません。この状態を避けるには、暗号化ファイルの読み取りを許可する、読み取り専⽤ポリシー
を他のエンドポイントに適⽤できます。データは暗号化されませんが、暗号化ファイルを読み取る
ことはできます。
前提条件:
• SafeGuard Enterprise のサーバー、データベース、および Management Center を正しく設

定済みであること。
• Synchronized Encryption モジュールがすべてのエンドポイントにインストール済み

で、Management Center に接続できる (構成パッケージがインストール済みである) こと。
• アプリケーションリストを作成済みで、データを暗号化するエンドポイントに適⽤する

Synchronized Encryption ポリシーを作成済みであること。
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 段階的ロールアウトの操作⼿順

1. SafeGuard Management Center で、Synchronized Encryption (アプリケーションベース) ポ
リシーを作成します。

2. データを暗号化するユーザーのエンドポイントに、ポリシーを適⽤します。上の例では、マーケ
ティング部⾨のエンドポイントです。

3. 読み取り専⽤ポリシーを作成します。

注
Windows エンドポイントと Mac エンドポイント対して、それぞれ異なるポリシーを作成す
る必要があります。

4. 読み取りアクセスのみが必要な Windows エンドポイントと Mac エンドポイントに、読み取り専
⽤ポリシーを適⽤します。上の例では、マーケティング部⾨以外のエンドポイントすべてです。

 読み取り専⽤ポリシーの作成: Windows エンドポイント
1. Management Center で、「ポリシー」を開きます。
2. 「ポリシー項⽬」を右クリックして、「新規作成 - ファイル暗号化」をクリックします。
3. 新しいポリシーの名前を⼊⼒し、「OK」をクリックします。
4. 「ファイル暗号化」タブで、「暗号化の種類」ドロップダウンリストから「アプリケーション

ベース (Synchronized Encryption)」を選択します。
「アプリケーションリスト」および「暗号化の適⽤先」オプションが表⽰されます。

5. 「アプリケーションリスト」ドロップダウンリストから、作成済みのリストを選択します。
6. 「暗号化の適⽤先」ドロップダウンリストから、「指定した場所のみ」を選択します。
7. 「ファイル暗号化」タブの設定を終えると、変更内容を保存するようメッセージが表⽰されま

す。
8. 「はい」をクリックします。
9. 「ユーザーとコンピュータ」で、暗号化データの読み取りを許可するが、データの暗号化は許可

しない Windows エンドポイントのユーザーに、新しいポリシーを適⽤し、有効化します。

注
このポリシーは、macOS エンドポイントには適⽤しないようにしてください。これには、
「認証されたコンピュータ」のみに対してポリシーを有効化します (macOS エンドポイント
には、ユーザー設定のみが適⽤されます)。「.認証されたユーザー」グループを、ポリシーの
有効化ペインから「使⽤できるグループ」の⼀覧にドラッグしてください。

 読み取り専⽤ポリシーの作成: Mac エンドポイント
1. Management Center で、「ポリシー」を開きます。
2. 「ポリシー項⽬」を右クリックして、「新規作成 - ファイル暗号化」をクリックします。
3. 新しいポリシーの名前を⼊⼒し、「OK」をクリックします。
4. 「ファイル暗号化」タブで、「暗号化の種類」ドロップダウンリストから「ロケーションベー

ス」を選択します。
ロケーションベースの暗号化のパスを指定する⼀覧が表⽰されます。

5. 次のパスを指定して、暗号化から除外します。
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• ネットワーク共有: <Network Shares> プレースホルダを使⽤して、 すべての macOS ネッ
トワーク共有のルートフォルダを指定します。

• リムーバブルメディア: <Removables> プレースホルダを使⽤して、すべての macOS リ
ムーバブルメディアのルートフォルダを指定します。

• クラウドサービスの同期フォルダ:クラウドサービスと同期するフォルダ (複数可) を⼊⼒しま
す。ローカルパスのみ指定できます。

• 次のパスは、Microsoft Outlook for Mac 2011 を使⽤している場合のみ必要です。
<User Profile>\Library\Caches\TemporaryItems\Outlook Temp\

• 次のパスは、Microsoft Outlook for Mac 2016 を使⽤している場合のみ必要です。
<%TMPDIR%>\com.microsoft.Outlook\Outlook Temp\

• 次のパスは、Apple Mail を使⽤している場合のみ必要です。
<User Profile>\Library\Containers\com.apple.mail\Data\Library\Mail Downloads\
<%TMPDIR%>\com.apple.mail\com.apple.mail\

6. すべてのパスが、暗号化の除外対象に指定されていることを確認します。各パスに対して「暗号
化モード」が「除外」に設定されています。

7. 「ファイル暗号化」タブの設定を終えると、変更内容を保存するようメッセージが表⽰されま
す。

8. 「はい」をクリックします。
9. 「ユーザーとコンピュータ」で、暗号化データの読み取りを許可するが、データの暗号化は許可

しない Mac エンドポイントのユーザーに、新しいポリシーを適⽤します。

6.3 データの暗号化
SafeGuard Enterprise Synchronized Encryption には、⽤途の広いファイル暗号化モジュールが
含まれています。Synchronized Encryption では、ファイルの作成や変更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。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。通常、特定の種類のファイルは、ポリシーの設定内容に基づいて⾃動的に暗
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。Windows エクスプローラおよび macOS の Finder 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。
ユーザーが⼿動でファイルを復号化するのを防ぐ⽅法については、ユーザーによる⼿動でのファイ
ル復号化の防⽌ (p. 341)を参照してください。

場所に応じて異なる暗号鍵を使⽤するデータの暗号化
保存場所に応じて、異なる暗号化鍵を使⽤するように指定できます。詳細は、アプリケーション
ベースのファイル暗号化ポリシーの作成 (p. 317)を参照してください。

ポリシー
• Synchronized Encryption ポリシーは結合されません。階層チェーンで、ターゲットオブジェ

クト (ユーザーまたはコンピュータ) に最も近いポリシーが常に適⽤されます。ユーザーやコン
ピュータに現在適⽤されているポリシーは、「ユーザーとコンピュータ」の「RSOP」タブに表⽰
されます。
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永続暗号化
Windows
• 暗号化されたファイルを、暗号化対象フォルダから暗号化対象ではないフォルダへ移動して

も、ファイルの暗号化は維持されます。ファイルは開いて編集できます。ファイルを変更して
保存しても、ファイルの暗号化は維持されます。

macOS
• 暗号化対象フォルダから暗号化済みファイルを移動した場合

セキュリティ担当者は、Mac の暗号化対象フォルダの場所を指定します。Synchronized
Encryption を使⽤している場合、暗号化対象フォルダ内のすべての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を、暗号化対象フォルダから暗号化対象ではないフォルダへ移動して
も、ファイルの暗号化は維持されます。ファイルを開くことはできますが、暗号化された内容
が表⽰されます。ファイルを開くには、まず、⼿動で復号化する必要があります。
暗号化済みのファイルを暗号化対象フォルダで開き、暗号化対象ではないフォルダに保存する
と、ファイルは⾃動で復号化されます。

バックアップ
「ファイル履歴」(Windows 8.x/Windows 10 の場合) や Time Machine (macOS の場合) など
のバックアップソフトウェアを使⽤している場合、暗号化対象ファイルの古いバージョン (バック
アップ) が存在することが考えられます。このようなファイルは Synchronized Encryption で暗
号化できません。既存のバックアップファイルを削除するか、⼿動でバックアップし、⾃動バック
アップ機能を無効化してください。

6.3.1 Synchronized Encryption 鍵
デフォルトで、SafeGuard Enterprise Synchronized Encryption で
は、Synchronized Encryption 鍵を使⽤してファイルの暗号化が⾏なわれます。
(Root_Synchronized_Encryption@SGN。)この鍵は、⾃動的に割り当てられ、すべてのユーザー
が利⽤することができます。
異なる鍵を使⽤することが設定されている保存場所を指定しない限り、Synchronized Encryption
鍵が使⽤されます。このような場所では、利⽤可能な鍵すべてを使⽤できます。詳細は、鍵と証明
書 (p. 121)を参照してください。

6.3.2 ポリシーに準じてファイルを⾃動的に⾮同期暗号化
常に、特定の場所に適⽤されるポリシーに準じてファイルが暗号化されるよう、Synchronized
Encryption では⾮同期暗号化を使⽤できます。
ユーザーが次のいずれか 1つの操作を実⾏すると、⾮同期暗号化が適⽤されます。
• Windows エクスプローラまたは macOS の Finder でファイルをコピーまたは移動する。
• ファイル暗号化が有効化されていないアプリケーションで、「アプリケーションリスト」に指

定されている拡張⼦を持つファイルを作成する。
結果:
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• 暗号化対象でないフォルダから、暗号化ルールが適⽤されるフォルダにコピー/移動したファイ
ルは、暗号化されます。

• 暗号化対象フォルダから暗号化対象でないフォルダにコピー/移動したファイルは、復号化され
ます。
SafeGuard Enterprise では、ユーザーが、1つまたは複数のファイルを、暗号化対象でない
場所に配置した場合に限り、ファイルが⾃動的に復号化されます。ユーザーが、フォルダを
除外対象フォルダに移動したり、除外対象フォルダと同じ名前にフォルダの名前を変更した場
合は、誤操作の可能性があるため、フォルダ内のファイルは⾃動的に復号化されません。ユー
ザーは、⼿動でファイルを復号化したり、フォルダの「SafeGuard ファイル暗号化」ショート
カット メニューで、「ポリシーに基づいて暗号化」オプションを使⽤したりできます。

• 暗号化対象フォルダから、別の暗号化ルールが適⽤されているフォルダにコピー/移動したファ
イルは、対象のフォルダに適⽤されている暗号化ルールに従って暗号化されます。

• ファイル暗号化が有効化されていないアプリケーションでファイルが作成され、そのファイル
の拡張⼦が「アプリケーションリスト」で指定されている場合、ファイルは暗号化され、作成
に使⽤されたアプリケーションで開くことができなくなります。具体例としては、ユーザーが
OpenOffice で .doc ファイルを作成し、OpenOffice が「アプリケーションリスト」で指定さ
れていない場合などです。

重要
ファイルのコピーや移動が、再起動などによって中断されたり、ユーザーがダイアログをキャ
ンセルしたり、コンピュータからログオフしたり、コンピュータの電源を切ったりした場合、
操作は⾃動的には再開されません。結果として、意図せずに、ファイルが暗号化されない状態
で残る可能性があります。

推奨事項
社内ポリシーに準じて常にファイルが暗号化されているようにするには、次の操作を実⾏します。
• ポリシーを使⽤して、エンドポイントの初期暗号化 (ローカル暗号化) を有効化します。詳細

は、アプリケーションベースのファイル暗号化ポリシーの作成 (p. 317)を参照してくださ
い。

• ネットワーク共有の場合、SGFileEncWizard.exe コマンドラインツールを使⽤して、ファイル
の暗号化状態を確認し、復元します。詳細は、ネットワーク共有の初期暗号化 (p. 315)を参
照してください。

⾮同期暗号化のログ
ログ出⼒されたイベントの詳細は、監査 (p. 157)を参照してください。

6.3.3 アプリケーションリスト
アプリケーションベースのファイル暗号化を実⾏するには、「アプリケーションリスト」を作成
する必要があります。リストには、ファイルが作成・保存されると暗号化が実⾏されるアプリケー
ションの⼀覧が表⽰されます。「アプリケーションリスト」にあるアプリケーションのみを使⽤し
て、暗号化データにアクセスできます。それ以外のアプリケーションを使⽤すると、読み取りでき
ない暗号化された内容が表⽰されます。SafeGuard Enterprise では、アプリケーションリストの
テンプレートを必要に応じてカスタマイズして使⽤できます。テンプレートには、アプリケーショ
ンベースのファイル暗号化を適⽤可能な、⼀般的なアプリケーションが含まれています。グループ
内の個別のアプリケーション、またはグループ全体を有効化/無効化できます。
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注
「アプリケーションベース (Synchronized Encryption)」ポリシーを作成するには、まず
「アプリケーションリスト」を作成する必要があります。

Mac ⽤のアプリケーションリスト
⼀部の macOS アプリケーションでは、正常に機能するよう、暗号化の対象から特定の場所を除
外する必要があります。たとえば、Microsoft Office 2011 の場合、<ドキュメント>\Microsoft
User Data を除外する必要があります。テンプレートで、このパスは既に除外対象に指定されてい
ます。

 アプリケーションリストの作成

1. Management Center で、「ポリシー」を開きます。
2. 「ポリシー」画⾯で、「アプリケーションリスト」を参照します。
3. 「テンプレート」を右クリックして「アプリケーションリストの複製」をクリックします。

「テンプレート_1」が表⽰されます。
または、アプリケーションリストを新規作成することもできます。

4. 「テンプレート_1」を右クリックし、「プロパティ」をクリックして、新しい名前を⼊⼒しま
す。

5. 「OK」をクリックします。
6. 新しいアプリケーションリストをクリックします。

右側のペインに、テンプレートの内容が表⽰されます。
7. Mac ⽤の「アプリケーションリスト」を作成する場合は、「OS X」タブに切り替えます。
8. リスト内の項⽬を参照して、暗号化しないアプリケーションを無効化します。「アプリケーショ

ングループ名」の右側にある「有効化」オプションの選択を解除すると、グループ内のアプリ
ケーションすべてが無効化されます。グループ内の特定のアプリケーションの右側にある「有効
化」オプションの選択を解除すると、そのアプリケーションのみが無効化されます。

9. 既存のグループにさらにアプリケーションを追加します。

a) アプリケーションを追加するグループを右クリックして、「新規作成 - アプリケーション」を
クリックします。

b) 「アプリケーション名」フィールドに、アプリケーションの名前を⼊⼒します。
c) 「プロセスの場所」に、実⾏ファイルのパスを指定します。例: <Program Files>\Adobe

\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe。パスは⼿動で⼊⼒したり、ドロップダウンリストに
あるプレースホルダを使⽤したりできます。
1つの「アプリケーション名」に対して、そのアプリケーションのすべてのバージョンを指
定できます。たとえば、「アプリケーション名: Reader」の下に Acrobat Reader 11.0 と
Acrobat Reader DC を指定できます。

d) ファイル拡張⼦: ここで指定するファイル拡張⼦は、既存のファイルの初期暗号化、および⾮
同期暗号化のみに適⽤され、「アプリケーションベース (Synchronized Encryption)」の
ファイル暗号化には適⽤されません。
• 初期暗号化

暗号化ポリシーが適⽤されている既存のファイルは、⾃動的に暗号化されません。こ
のようなファイルを暗号化するには、エンドポイントで初期暗号化を実⾏する必要が
あります。ここで拡張⼦が指定されたファイルは、初期暗号化の際に Synchronized
Encryption 鍵で暗号化されます。ファイル拡張⼦を⼊⼒する際、ファイル拡張⼦の前に
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ピリオドを付けても付けなくてもかまいません (例: 「.txt」または「txt」)。ワイルド
カード⽂字は使⽤できません。
初期暗号化の対象となる場所は、「アプリケーションベース (Synchronized
Encryption)」のファイル暗号化⽤のポリシーを作成する際に指定する必要がありま
す。ローカルディスク、リムーバブルデバイス、および⾃動的に検出されるクラウド ス
トレージ サービスを対象にできます。

• ⾮同期暗号化
常に、特定の場所に適⽤されるポリシーに準じてファイルが暗号化されるようにしてく
ださい。ユーザーが次の操作を実⾏したときに適⽤されます。
̶ Windows エクスプローラまたは macOS の Finder でファイルをコピーまたは移動

する。
̶ ファイル暗号化が有効化されていないアプリケーションで、「アプリケーションリ

スト」に指定されている拡張⼦を持つファイルを作成する。
詳細は、ポリシーに準じてファイルを⾃動的に⾮同期暗号化 (p. 311)を参照してくだ
さい。

アプリケーショングループを無効化すると、グループ内の初期暗号化⽤に指定したファイル拡
張⼦も無効化されます。

10.macOS ⽤のアプリケーションリスト (「OS X」タブ): 必要に応じて、暗号化から除外する場所
を「除外する場所」の⼀覧に追加します。

11.さらにアプリケーショングループを追加します。
1つのアプリケーショングループの下に、ソフトウェアスイートの製品すべてを指定できます。こ
れにより、グループを無効化するだけで、すべての製品を無効化することができます。
a) 「テンプレート」ツリービューを右クリックして、「新規作成 - アプリケーショングループ」

をクリックします。
b) 「アプリケーショングループ名」フィールドに、グループの名前を⼊⼒します。
c) グループにさらにアプリケーションを追加します。

12.テンプレート画⾯の設定を終えると、変更内容を保存するようメッセージが表⽰されます。「は
い」をクリックします。

「ポリシー」画⾯の「アプリケーションリスト」に、新しいアプリケーションリストが表⽰されま
す。アプリケーションリストをさらに作成して、アプリケーションベースのファイル暗号化の別のポ
リシーで使⽤することができます。

重要
1つのアプリケーションリストには、同じ種類のファイル (例: .docx) を処理できるアプリケー
ションのみを追加することを推奨します。インターネットを介してデータを共有するアプリ
ケーション (例: メールクライアント、ブラウザなど) は追加しないようにしてください。

6.3.4 初期暗号化
初期暗号化を実⾏すると、新たに作成したファイルに加え、既存のデータもすべて暗号化されま
す。ファイルは、組織のポリシーに従って暗号化されます。初期暗号化により、組織のデータを漏
れなくすべて暗号化することができます。
初期暗号化では次の条件に基づいてファイルが処理されます。
• 「アプリケーションリスト」で指定した拡張⼦。詳細は、アプリケーションリストの作成 (p.

313)を参照してください。
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• Synchronized Encryption ポリシーの設定内容。詳細は、アプリケーションベースのファイル
暗号化ポリシーの作成 (p. 317)を参照してください。

初期暗号化は、ポリシーの設定で⾃動的に実⾏することも、ユーザーが⼿動で実⾏することもでき
ます。また、ポリシーで指定されているすべての場所が対象となります。

注
ネットワーク共有の初期暗号化は、コマンドライン ツール「SGFileEncWizard.exe」によって
のみ実⾏できます。詳細は、ネットワーク共有の初期暗号化 (p. 315)を参照してください。

⾃動的に実⾏する場合、初期暗号化はバックグラウンドで実⾏されます。終了すると、ログが⽣成
されます。
⼤量のデータがある場合、初期暗号化の実⾏によって、エンドポイントのパフォーマンスが低下す
る恐れがあることに注意してください。
初期暗号化は、次のいずれかのイベントが発⽣したときに開始します。
• ユーザーがログオンしたとき
• エンドポイントに新規または更新されたポリシーが適⽤されたとき
• リムーバブルメディアが接続されたとき
• マウントポイントが作成されたとき (macOS)
初期暗号化では次の処理が⾏われます。
• ポリシーの設定内容に従って平⽂のファイルが暗号化されます。
• ポリシーで指定されているものと別の鍵を使⽤して暗号化されたファイルは、ポリシーで指定さ

れている鍵で再暗号化されます。(両⽅の鍵がユーザーの鍵リングにある場合)。
• ファイルの暗号化に使⽤された鍵がユーザーの鍵リングに含まれていない場合、ファイルは変更

されません。
• 暗号化済みのファイルが復号化されることはありません。
Windows の場合、ユーザーが⼿動で初期暗号化を開始するには、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に、データの処理量、タスクの進⾏状況、お
よびその結果が表⽰されます。
Mac では、「システム環境設定」を開き、Sophos SafeGuard アイコンをクリックして
「Policies」(ポリシー) タブを選択し、「Locally Translated Path」(ローカル変換されたパス)
ビューに切り替え、「Enforce all policies」(すべてのポリシーの適⽤) をクリックします。

 ネットワーク共有の初期暗号化
ネットワーク共有の初期暗号化は、⾃動的に実⾏されるようポリシーで設定することはできませ
ん。セキュリティ担当者は、SafeGuard Enterprise エンドポイントソフトウェアをインストール
済みで、これらのネットワーク共有にアクセス可能なコンピュータから、SGFileEncWizard.exe コ
マンドラインツールを使⽤して、ネットワーク共有の初期暗号化を実⾏できます。
SafeGuard Enterprise のインストール済みのコンピュータで、このツールは <SYSTEM>:
\Program Files (x86)\Sophos\SafeGuard Enterprise\Client\ にあります。
ネットワーク共有の初期暗号化を実⾏する前に、次の事柄を考慮してください。
• この操作を実⾏すると、Synchronized Encryption モジュールがインストールされていない、

または Synchronized Encryption ポリシーが適⽤されていないエンドポイントのユーザーで問
題が発⽣する可能性があります。このようなユーザーは、Synchronized Encryption で暗号化
されたファイルを復号化できません。このようなファイルへのアクセスが必要なユーザーのエ
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ンドポイントに、Synchronized Encryption モジュールがインストール済みで、ポリシーが適
⽤されていることを確認してください。

• ネットワーク共有上の既に暗号化されているファイルを再暗号化する場合は、初期暗号化を開
始する際に、ファイルの暗号化に使⽤された鍵すべてが鍵リングにある必要があります。暗号
鍵がないファイルは、「古い」鍵で暗号化された状態が維持されます。

ネットワーク共有の初期暗号化の要件
• 初期暗号化は、SafeGuard Enterprise エンドポイントソフトウェアがインストール済みのコン

ピュータで実⾏する必要があります。
• エンドポイントは、暗号化するネットワーク共有すべてにアクセスできる必要があります。
• 暗号化するネットワーク共有すべてを対象にする Synchronized Encryption ポリシーは、エンド

ポイントに適⽤する必要があります。
• ネットワーク共有にある既存のファイルを暗号化するために使⽤する鍵は、すべて鍵リングに含

まれている必要があります。

SGFileEncWizard を使⽤した初期暗号化
SGFileEncWizard.exe は、次のようなパラメータを指定して使⽤できます。
SGFileEncWizard.exe [<パス>] [%POLICY] [/V0 | /V1 | /V2 | /V3] [/X] [/L<ログファイル
>]
• <パス>: ここで指定したパスとサブフォルダが処理されます。複数のパスを指定する場合は、

空⽩で区切ってください。

注
ネットワーク共有を初期暗号化する場合は、暗号化するネットワーク共有すべてを個別に指定
する必要があります。ここで指定されたパスのみが処理されます。ネットワーク共有に割り当
てられたドライブ⽂字がユーザーごとに異なる問題を避けるため、パスは UNC を使⽤して指
定してください。絶対パスのみを使⽤できます。

• %POLICY: 指定された場所に Synchronized Encryption ポリシーを適⽤して、必要に応じて
ファイルを再暗号化します。SGFileEncWizard.exe が起動されたエンドポイントに割り当てられ
ているポリシーが使⽤されます。

注
ネットワーク共有の初期暗号化を実⾏する場合は、このパラメータを省略できます。

• パラメータ /V0: メッセージを⼀切報告しません。
• パラメータ /V1: エラーのみログに記録します。
• パラメータ /V2: 変更されたファイルをログに記録します。
• パラメータ /V3: 処理したファイルすべてをログに記録します。
• パラメータ /L<パス+ログファイル名>: 指定されたログファイルに出⼒します。
• パラメータ /X: ウィザードのウィンドウを⾮表⽰にします。
例:

316 Copyright © Sophos Limited



SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ

SGFileEncWizard.exe \\my-filer-1\data1\users \\my-filer-1\data2 %POLICY /V3 /X /LC:
\Logging\mylogfile.xml
\\my-filer-1\data1\users および \\my-filer-1\data2 にあるファイルに対して初期暗号化が実
⾏されます。ウィザードは表⽰されず、処理したファイルすべてに関する情報は mylogfile.xml に
記録されます。

6.3.5 アプリケーションベースのファイル暗号化ポリシーの作
成
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「ファイル暗号化」タイプの新しいポリシーを作成しま

す。
「ファイル暗号化」タブが表⽰されます。

2. 「暗号化の種類」ドロップダウンリストから「アプリケーションベース (Synchronized
Encryption)」を選択します。
「アプリケーションリスト」および「暗号化の適⽤先」オプションが表⽰されます。
「暗号化なし」という暗号化の種類の詳細は、ポリシーの種類: 暗号化なし (p. 92)を参照して
ください。

3. ドロップダウンリストから、作成済みの「アプリケーションリスト」を選択します。
4. 「暗号化の適⽤先」ドロップダウンリストから、次のいずれか 1つを選択します。

• すべて: ローカルドライブ、リムーバブルメディア、クラウドストレージ、ネットワーク共
有で暗号化が実⾏されます。
これによって、あらゆる場所にあるファイルを「Synchronized Encryption 鍵」で暗号
化するルールが作成されます。アプリケーションベースのファイル暗号化の対象から除外す
る場所や、別の暗号鍵を使⽤する場所を指定できます。

注
macOS 環境で「すべて」を選択すると、事前定義済みの場所にあるすべてのファイルが
暗号化され、アプリケーションリストにあるアプリケーションのみによって使⽤可能にな
ります。事前定義済みの場所は次のとおりです。
̶ <Desktop> フォルダ
̶ <Documents> フォルダ
̶ <Downloads> フォルダ
̶ <Music> フォルダ
̶ <Videos> フォルダ
̶ すべてのネットワーク共有
̶ すべてのリムーバブルデバイス
̶ 対応するすべてのクラウド ストレージ サービス
̶ Microsoft Outlook や Apple Mail がメールの添付ファイルを保存する⼀時フォルダ
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重要
Synchronized Encryption をネットワーク共有に適⽤すると、⼀部のユーザーで問題
が発⽣することがあります。Synchronized Encryption 鍵が鍵リングにあるユーザーに
よってネットワーク共有のファイルが暗号化された場合、その鍵のないユーザーは、ファ
イルを復号化できません。このような状態を避けるには、まず、ネットワーク共有を暗号
化の対象から除外し、すべてのユーザーが Synchronized Encryption 鍵を受け取ってか
ら除外を解除してください。ユーザーは、エンドポイントに Synchronized Encryption
ポリシーが適⽤されたときに鍵を受け取ります。また、Management Center にて、⼿動
で鍵を割り当てることもできます。

• 指定した場所のみ: 暗号化を適⽤するパスを指定できます。パスの指定には、プレースホルダ
を使⽤できます。パスは、暗号化の対象、または除外対象として指定できます。

5. 「暗号化の適⽤先」の選択内容によって、アプリケーションベースの暗号化が適⽤されるパスを
指定したり (指定した場所のみ を選択した場合)、パスをアプリケーションベースの暗号化の対象
から除外したりできます (すべて を選択した場合)。

注
各ポリシーで、Windows と macOS の両⽅のパスを指定できます。「パス」ドロップダウン
リストでは、OS 別のプレースホルダを選択できます。「システム」カラムには、パスが有効
な OS (すべてのシステム、Windows、macOS) が表⽰されます。「Cloud Storage」の
プレースホルダの上にカーソルを移動すると、プレースホルダの対象 OS がツールチップで
表⽰されます。

6. 「パス」カラムで、「アプリケーショベース (Synchronized Encryption)」のファイル暗号化
を適⽤するパスを指定します。
• ドロップダウン ボタンをクリックし、使⽤可能なフォルダ名のプレースホルダのリストから

選択します。
リストの各エントリの上にカーソルを移動すると、エンドポイントで、通常どのようにして
プレースホルダが置き換えられるかがツールチップで表⽰されます。各 OS に対して、有効
なプレースホルダのみ選択できます。すべての使⽤可能なプレースホルダの説明は、アプリ
ケーションベースの File Encryption ルールのパスで指定するプレースホルダ (p. 319)を
参照してください。

重要
プレースホルダ <User Profile> を使⽤してユーザー プロファイル全体を暗号化すると、
エンドポイントで Windows のデスクトップが不安定になることがあります。

• 「参照」ボタンをクリックし、ファイルシステムを参照して、必要なフォルダを選択します。
• または、単にパスを⼊⼒します。

7. 暗号化モードを選択します。
• 「暗号化の適⽤先 > 指定した場所のみ」を選択した場合: このパス配下にあるファイルをア

プリケーションリストにあるアプリケーションを使⽤して暗号化する場合は、「暗号化」を
選択します。また、このようなアプリケーションを使⽤して、パス配下にあるファイルを暗
号化しない場合は、「除外」を選択します。たとえば、D:\Documents を暗号化して、D:
\Documents\Plain を除外することを指定できます。

• 「暗号化の適⽤先 > すべて」を選択した場合: 暗号化の対象からパスを「除外」したり、
「Synchronized Encryption 鍵」以外の鍵を使⽤するパスを指定したりすることができま
す。

8. 「鍵」カラムで、「暗号化」モードで使⽤する鍵を選択します。
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• 指定したパスに対して「Synchronized Encryption 鍵」を使⽤するには、「鍵」編集
フィールドで「Synchronized Encryption 鍵」アイコンをクリックします。鍵アイコンに
カーソルを移動すると、その機能の説明が表⽰されます。

• ユーザーの個⼈鍵を使⽤するには、「鍵」編集フィールドで「個⼈鍵」アイコンをクリックし
ます。エンドポイントで、このプレースホルダは、ログオンしている SafeGuard Enterprise
ユーザーのアクティブな個⼈鍵に置き換えられます。

• 「参照」ボタンをクリックして、「鍵の検索」ダイアログを開きます。「今すぐ検索」をク
リックして、使⽤できる鍵の⼀覧を表⽰し、必要な鍵を選択します。

注
⼀覧にマシン鍵は表⽰されません。マシン鍵は特定の 1台のコンピュータでしか使⽤でき
ないため、File Encryption で複数のユーザーが同じデータにアクセスするためにマシン
鍵を使⽤することはできません。

9. その他のパスも必要に応じて追加します。
10.初期暗号化を設定します。既存のファイルの保存場所 (ローカルディスクに保存されているファイ

ル、リムーバブルデバイスに保存されているファイル、⾃動検出されるクラウド ストレージ サー
ビスに保存されているファイル) によって、初期暗号化を実⾏するかどうかを指定します。初期暗
号化は、エンドポイントにポリシーが適⽤された場合、ユーザーがログオンするたび、またはエ
ンドポイントにリムーバルデバイスを取り付けた場合に開始されます。

11.変更内容を保存します。
「ファイル暗号化」タブの設定を終えると、変更内容を保存するようメッセージが表⽰されま
す。

12.「ユーザーとコンピュータ」で、新しいポリシーをユーザーグループに割り当てます。

 アプリケーションベースの File Encryption ルールのパスで指定するプ
レースホルダ
「File Encryption」ポリシー内の暗号化ルールでパスを指定する際に使⽤できるプレースホルダ
は次のとおりです。プレースホルダは、「パス」フィールドのドロップダウンボタンをクリックし
て指定することができます。
パスの区切り⽂字として、必ずバックスラッシュを使⽤してください。macOS ⽤の File
Encryption ルールを作成する場合も同様です。これによって、Windows と macOS の両⽅の OS
にルールを適⽤することができます。macOS エンドポイントで、macOS の OS 要件を満たすた
め、バックスラッシュは⾃動的にスラッシュに変換されます。プレースホルダに関するエラーはす
べてログに記録されます。無効な File Encryption ルールはログに記録された後、エンドポイント
で破棄されます。
例: Windows パス <ユーザープロファイル>\Dropbox\personal は、Mac で次のように変換され
ます。/Users/<ユーザー名>/Dropbox/personal

パスのプレースホルダ OS (すべて =
Windows、macOS)

エンドポイントで置き換えられる値

<%環境変数名%> すべて 環境変数の値。例: <%USERNAME%>

環境変数に複数の場所が含まれている場
合 (PATH 環境変数など)、パスは複数の
ルールに分割されません。したがって、
エラーが発⽣し、暗号化ルールは無効に
なります。
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パスのプレースホルダ OS (すべて =
Windows、macOS)

エンドポイントで置き換えられる値

<Desktop> すべて エンドポイントのデスクトップを表す仮想フォ
ルダ。

<Documents> すべて 「マイ ドキュメント」のデスクトップを表す
仮想フォルダ (CSIDL_MYDOCUMENTS に相
当)。通常: C:\Users\ユーザー名\Documents

<Downloads> すべて デフォルトで、ダウンロードファイルが保存
されるフォルダ。Windows の場合、通常、C:
\Users\username\Downloads

<Music> すべて ミュージックファイルのデータレポジトリとし
て使⽤されるファイル システム ディレクトリ。
通常: C:\Users\ユーザー名\Music

<Network Shares> すべて

<Pictures> すべて イメージファイルのデータレポジトリとして使
⽤されるファイル システム ディレクトリ。通
常: C:\Users\ユーザー名\Pictures

注
Mac での <Pictures> フォルダ全体の
暗号化はサポートされていません。ただ
し、<Pictures>\enc などのサブフォルダ
は暗号化できます。

<Public> すべて すべてのユーザー⽤のドキュメントファイルの
共通レポジトリとして使⽤されるファイル シ
ステム ディレクトリ。通常: C:\ユーザー名
\Public

<Removables> すべて すべてのリムーバブルメディアのルートフォル
ダを指定。

<User Profile> すべて ユーザーのプロファイル フォルダ。通常:
C:\Users\ユーザー名

注
ユーザープロファイル全体の暗号化はサ
ポートされていません。ただし、<User
Profile >\enc などのサブフォルダは暗号
化できます。

<Videos> すべて ユーザー⽤のビデオファイルの共通レポジトリ
として使⽤されるファイル システム ディレクト
リ。通常: C:\Users\ユーザー名\Videos

<Cookies> Windows インターネットのクッキーの共通レポジトリと
して使⽤されるファイル システム ディレクト
リ。

<Favorites> Windows ユーザーのお気に⼊りアイテムの共通レポジト
リとして使⽤されるファイル システム ディレク
トリ。通常: C:\Users\ユーザー名\Favorites

<Local Application Data> Windows ローカル (ローミングしない) アプリケーション
のデータレポジトリとして使⽤されるファイル
システム ディレクトリ。通常: C:\Users\ユー
ザー名\AppData\Local
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パスのプレースホルダ OS (すべて =
Windows、macOS)

エンドポイントで置き換えられる値

<Program Data> Windows すべてのユーザー⽤のアプリケーション データ
を含むファイル システム ディレクトリ。通常:
C:\ProgramData

<Program Files> Windows Program Files フォルダ。通常: \Program
Files64ビットシステムの場合、32ビットアプリ
ケーション⽤と 64ビットアプリケーション⽤の
2種類のルールがあります。

<Public Music> Windows すべてのユーザー⽤のミュージックファイルの
共通レポジトリとして使⽤されるファイル シ
ステム ディレクトリ。通常: C:\Users\Public
\Music

<Public Pictures> Windows すべてのユーザー⽤のイメージファイルの共
通レポジトリとして使⽤されるファイル シス
テム ディレクトリ。通常: C:\Users\Public
\Pictures

<Public Videos> Windows すべてのユーザー⽤のビデオファイルの共通レ
ポジトリとして使⽤されるファイル システム
ディレクトリ。通常: C:\Users\Public\Videos

<Roaming> Windows アプリケーション特有のデータの共通レポジト
リとして使⽤されるファイル システム ディレ
クトリ。通常: C:\Users\ユーザー名\AppData
\Roaming

<System> Windows Windows のシステムフォルダ。通常: C:
\Windows\System3264ビットシステムの場
合、32ビット⽤と 64ビット⽤の 2種類のルール
があります。

<Temporary Burn Folder> Windows CD への書き込みを待機しているファイルのス
テージング エリアとして使⽤されるファイル
システム ディレクトリ。通常: C:\Users\ユー
ザー名\AppData\Local\Microsoft\Windows
\CD Burning

<Temporary Internet Files> Windows インターネット⼀時ファイルの共通レポジトリ
として使⽤されるファイル システム ディレクト
リ。

<Windows> Windows Windows ディレクトリまたは SYSROOT。環境
変数 %windir% または %SYSTEMROOT% に
それぞれ対応します。通常: C:\Windows

<Root> macOS macOS のルートフォルダ。機能的には可能です
が、ルートフォルダにポリシーを設定すること
は推奨されません。
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Cloud Storage のプレースホルダ

プロバイダ Cloud Storage のプ
レースホルダ

CSD (Cloud Storage の定
義) で使⽤可能

置き換え後

Box <!Box!> 同期アプリケーション、同期
フォルダ

同期アプリケーションの場
合: Box ソフトウェアによっ
て使⽤される、同期アプリ
ケーションの完全修飾パス
名。

同期フォルダの場合:
Box ソフトウェアによっ
て使⽤される、同期フォ
ルダの完全修飾パス名。

Dropbox <!Dropbox!> 同期アプリケーション、同期
フォルダ

同期アプリケーションの場
合: Dropbox ソフトウェアに
よって使⽤される、同期アプ
リケーションの完全修飾パス
名。

同期フォルダの場合:
Dropbox ソフトウェア
によって使⽤される、同
期フォルダの完全修飾パ
ス名。

<!Egnyte!> 同期アプリケーション Egnyte ソフトウェアによっ
て使⽤される、同期アプリ
ケーションの完全修飾パス
名。

<!EgnytePrivate!
>

同期フォルダ Egnyte クラウドストレージ
上のすべてのプライベート
フォルダ。Egnyte 標準ユー
ザーの場合、これは通常 1つ
のフォルダです。Egnyte 管
理者の場合、このプレース
フォルダによって、通常、複
数のフォルダが置き換えられ
ます。

<!EgnyteShared!
>

同期フォルダ Egnyte クラウドストレージ
上のすべての共有フォルダ。

Egnyte

Windows のみ

Egnyte フォルダの構造を変更した場合 (プライベートフォルダや共有
フォルダの追加・削除を含む)、⾃動的に検出されます。該当するポリ
シーは⾃動的に更新されます。
Egnyte 同期フォルダがネットワークに存在する場合もあり、その
場合は、「同期フォルダ」設定にネットワークパスを⼊⼒できま
す。SafeGuard Enterprise Cloud Storage モジュールは、デフォルト
で、ネットワーク ファイル システムに適⽤されます。これが不要な場合
は、「全般設定」ポリシーを定義して、「無視するデバイス」で「ネット
ワーク」を選択ることで、この動作を無効にできます。
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プロバイダ Cloud Storage のプ
レースホルダ

CSD (Cloud Storage の定
義) で使⽤可能

置き換え後

Google ドライブ <!GoogleDrive!> 同期アプリケーション、同期
フォルダ

同期アプリケーションの場
合: Google ドライブ ソフト
ウェアによって使⽤される、
同期アプリケーションの完全
修飾パス名。

同期フォルダの場合:
Google ドライブ ソフト
ウェアによって使⽤され
る、同期フォルダの完全
修飾パス名。

<!OneDrive!> 同期アプリケーション、同期
フォルダ

同期アプリケーションの場
合: OneDrive ソフトウェア
によって使⽤される、同期ア
プリケーションの完全修飾パ
ス名。

同期フォルダの場合:
OneDrive ソフトウェア
によって使⽤される、同
期フォルダの完全修飾パ
ス名。

OneDrive

注
SafeGuard Enterprise は、Microsoft のアカウントには対応していませ
ん。Windows 8.1 環境では、Windows ユーザーがドメインユーザーの
場合のみに OneDrive を使⽤できます。Windows 8.1 環境で SafeGuard
Enterprise は、ローカルユーザーに対して OneDrive に対応していません。

<!
OneDriveForBusiness!
>

同期アプリケーション、同期
フォルダ

同期アプリケーションの場
合: OneDrive ソフトウェア
によって使⽤される、同期ア
プリケーションの完全修飾パ
ス名。

同期フォルダの場合:
OneDrive ソフトウェア
によって使⽤される、同
期フォルダの完全修飾パ
ス名。

OneDrive for
Business

注
OneDrive for Business クラウドでは、暗号化されたファイルをローカルフォ
ルダに保存して、それを同期することのみ実⾏できます。Microsoft Office
2013 アプリケーションの暗号化ファイルを、直接 OneDrive for Business ク
ラウドや SharePoint Server に保存することはできません。このようなファイ
ルは、暗号化されていない状態でクラウドに保存されます。

OneDrive for Business クラウドにある、SafeGuard Enterprise で暗
号化されたファイルは、Microsoft Office 365 で開くことはできませ
ん。
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 クラウドに対するアプリケーションベースのファイル暗号化の設定
SafeGuard Enterprise では、次のクラウドストレージサービスが⾃動的に検出されます。
• Box
• Dropbox (Dropbox Business を含む)
• Google ドライブ
• OneDrive
• OneDrive for Business
• Egnyte (Windows のみ)
これらのサービスには、事前定義済みのプレースホルダが⽤意されています。同期フォルダのパス
は⾃動的に設定されます。
ローカルの同期フォルダは、ユーザーによる変更が可能です。ユーザーが変更を⾏なう
と、SafeGuard Enterprise で変更先が検出され、変更後の場所に保存されているファイルが暗号
化されます。

注
「アプリケーションベース (Synchronized Encryption)」ポリシーは結合されません。このタ
イプのポリシーがすでに作成されている場合は、作成済みのポリシーに、クラウドストレージの
暗号化ルールを追加する必要があります。

1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「File Encryption」タイプのポリシーを新しく作成す
るか、既存のポリシーを選択します。
「ファイル暗号化」タブが表⽰されます。

2. 「暗号化の種類」ドロップダウンリストから「アプリケーションベース (Synchronized
Encryption)」を選択します。
「アプリケーションリスト」および「暗号化の適⽤先」オプションが表⽰されます。

3. ドロップダウンリストから、作成済みの「アプリケーションリスト」を選択します。
4. 「暗号化の適⽤先」ドロップダウンリストから、「指定した場所のみ」を選択します。
5. 初期暗号化を設定します。同期フォルダ内の既存のファイルを暗号化するには、「⾃動検出され

るクラウド ストレージ サービスに保存されているファイル」を選択します。初期暗号化は、エン
ドポイントにポリシーが適⽤された場合、ユーザーがログオンするたび、またはエンドポイント
にリムーバルデバイスを取り付けた場合に開始されます。

6. 「パス」カラムのドロップダウンボタンをクリックし、「Cloud Storage」のプレースホルダを
選択します。
クラウドストレージのプレースホルダの⼀覧は、アプリケーションベースの File Encryption ルー
ルのパスで指定するプレースホルダ (p. 319)を参照してください。
サポートされるすべてのストレージサービスの暗号化を有効にするには、「<!All supported
cloud storages!>」を選択します。
「Cloud Storage」のプレースホルダの上にカーソルを移動すると、プレースホルダの対象
OS がツールチップで表⽰されます。

7. 「範囲」カラムで次のいずれかを選択します。
• このフォルダのみ: 「パス」カラムで指定したフォルダのみにルールを適⽤する場合。
• サブフォルダを含める: すべてのサブフォルダにもルールを適⽤する場合。

8. 「動作モード」カラムで、「暗号化」を選択します。
9. 「鍵」カラムで、「暗号化」モードで使⽤する鍵を選択します。「ユーザーとコンピュータ」で

作成・適⽤した鍵を使⽤できます。
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• 「参照」ボタンをクリックして、「鍵の検索」ダイアログを開きます。「今すぐ検索」をク
リックして、使⽤できる鍵の⼀覧を表⽰し、必要な鍵を選択します。

注
⼀覧にマシン鍵は表⽰されません。マシン鍵は特定の 1台のコンピュータでしか使⽤でき
ないため、File Encryption で複数のユーザーが同じデータにアクセスするためにマシン
鍵を使⽤することはできません。

• 鍵アイコンのある「個⼈鍵」ボタンをクリックして、「鍵」カラムに「個⼈鍵」プレースホ
ルダを挿⼊してください。エンドポイントで、このプレースホルダは、ログオンしている
SafeGuard Enterprise ユーザーのアクティブな個⼈鍵に置き換えられます。対象ユーザー
にアクティブな個⼈鍵がない場合は、⾃動的に作成されます。個⼈鍵は、「ユーザーとコン
ピュータ」で、1⼈または複数のユーザー⽤に作成できます。詳細は、File Encryption を使っ
たファイル ベースの暗号化⽤の個⼈鍵 (p. 124)を参照してください。

10.その他のパスも必要に応じて追加します。
11.変更内容を保存します。
12.「ユーザーとコンピュータ」で、新しいポリシーをユーザーグループに割り当てます。

6.4 Synchronized Encryption の Outlook アドイ
ン

注
Outlook アドインは、Windows エンドポイントのみで利⽤できます。

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、添付
ファイルは⾃動的に暗号化されます。暗号化や復号化の操作は必要はありません。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。

6.4.1 SafeGuard Enterprise の Outlook アドインを有効化す
るポリシーの作成
SafeGuard Enterprise Synchronized Encryption の Outlook アドインを有効化する⼿順は次のとお
りです。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「全般設定」タイプのポリシーを新しく作成するか、既

存のポリシーを選択します。
「全般設定」タブが表⽰されます。

2. 「メールアドインの設定」セクションを参照します。
3. 「メールアドインの設定」ドロップダウンリストで、「はい」を選択します。

これでアドインが有効になりました。ユーザーが添付ファイルのあるメールを送信するたびに、
添付ファイルの処理について、ユーザーの操作が必要になります。
さらに、ドメインを指定し、そのドメインに添付ファイルが送信された場合の対処⽅法を指定
することもできます。
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4. 添付ファイルの処理⽅法を、「ホワイトリストに登録済みのドメインの暗号化⽅法」ドロップダ
ウンリストから選択します。
• 暗号化する: 指定されたドメインに送信するメールの添付ファイルは、すべて暗号化されま

す。ユーザーにメッセージは表⽰されません。
暗号化されたファイルは暗号化されたままで残り、暗号化鍵は変更されません。ファイル
拡張⼦が IN アプリの⼀覧で定義されている場合に限って、暗号化されていないファイルは
「Synchronized Encryption 鍵」で暗号化されます。

• 暗号化しない: 指定されたドメインに送信するメールの添付ファイルは、暗号化されません。
ユーザーにメッセージは表⽰されません。

• 変更しない (Synchronized Encryption): 暗号化されたファイルは暗号化されたままで送信
され、平⽂ファイルは平⽂のままで送信されます。ユーザーにメッセージは表⽰されません。

• 常に確認する: ユーザーが、添付ファイルのあるメールを指定されたドメインに送信するたび
に、添付ファイルの処理について確認メッセージが表⽰されます。

5. 暗号化⽅法を指定するドメインを⼊⼒します (複数可)。ドメインを複数⼊⼒する場合は、コンマ
で区切って⼊⼒します。ワイルドカード⽂字を使⽤したり、ドメインの⼀部のみを⼊⼒すること
はできません。

6. 「全般設定」タブの設定を終えると、変更内容を保存するようメッセージが表⽰されます。
7. 「はい」をクリックします。
8. 「ユーザーとコンピュータ」で、新しいポリシーをユーザーグループに割り当てます。

6.5 Sophos Central Endpoint Protection の統合
SafeGuard Enterprise Synchronized Encryption は、エンドポイントで悪質な動作が検出される
と、鍵を削除してデータを保護します。

重要
この機能は、SafeGuard Enterprise と Sophos Central Endpoint Protection を併⽤してい
る場合のみに使⽤できます。

これによって、Sophos SafeGuard と Sophos Central Endpoint Protection は通信が可能になり
ます。SafeGuard Enterprise と Sophos Central Endpoint Protection は、システムのセキュリ
ティ状態を共有します。システムが感染すると、SafeGuard Enterprise は、機密ファイルを保護
します。暗号鍵がない場合、暗号化データにアクセスすることができません。
その場合、システムが感染しており、SafeGuard によって暗号化ファイルが保護されたため、⼀
時的にファイルにアクセスできないことがユーザーに報告されます。セキュリティが確保されるま
で、エンドポイントのこの状態は維持されます。その後、SafeGuard Enterprise は再び鍵を提供
します。エンドポイントが安全であり、暗号化ファイルに再びアクセスできることがユーザーに報
告されます。
エンドポイントのセキュリティ状態の表⽰はまだ危険な状態であるが、実際にはエンドポイントは
すでに危険な状態ではないと判断した場合は、「感染マシンの鍵を削除する」オプションを「いい
え」に設定して、鍵リングへのアクセスをユーザーに許可し、変更したポリシーをユーザーグルー
プに割り当ててください。詳細は、感染マシンの鍵を削除するポリシーの作成 (p. 327)を参照し
てください。

重要
「感染マシンの鍵を削除する」を無効化すると、セキュリティ上のリスクが⽣じる可能性があ
ることにご注意ください。操作を実⾏する前に、状況を注意深く分析・判断してください。
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コンピュータのセキュリティ状態は、エンドポイントの「Sophos SafeGuard クライアント ス
テータス」ダイアログに表⽰されます。

前提条件
• Windows エンドポイントの場合、「Synchronized Encryption」モジュールがインストー

ル済みである。
• macOS エンドポイントの場合、「SafeGuard File Encryption」モジュールがインストール

済みである。
• Sophos Central Endpoint Protection 1.0.3 以降が、エンドポイントにインストールされてい

る。
• 種類が「全般設定」で、「感染マシンの鍵を削除する」オプションが有効化されているポリ

シーが適⽤されている。

6.5.1 感染マシンの鍵を削除するポリシーの作成
エンドポイントで悪質な動作が検出された場合にデータを保護する⽅法は次のとおりです。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「全般設定」タイプのポリシーを新しく作成するか、既

存のポリシーを選択します。
「全般設定」タブが表⽰されます。

2. 「ファイル暗号化」セクションを参照します。
3. 「感染マシンの鍵を削除する」ドロップダウンリストで、「はい」を選択します。

これによって、エンドポイントで悪質な動作が検出されると、鍵は削除されるようになります。
これは、ログに記録されます。

注
「感染マシンの鍵を削除する」オプションの設定に関わらず、悪質な動作は、常に
SafeGuard Enterprise データベースのログに記録されます。

4. 「全般設定」タブの設定を終えると、変更内容を保存するようメッセージが表⽰されます。
5. 「はい」をクリックします。
6. 「ユーザーとコンピュータ」で、新しいポリシーをユーザーグループに割り当てます。

6.6 Sophos Mobile の管理下にあるモバイルデバ
イスとの SafeGuard Enterprise 鍵リングの共有
SafeGuard Enterprise 鍵リングにある暗号鍵は、Sophos Secure Workspace アプリで使⽤でき
るように設定できます。アプリのユーザーは、このような鍵を使⽤して、ドキュメントを復号化し
て表⽰したり、ドキュメントを暗号化したりできます。
鍵リングは、SafeGuard Enterprise と Sophos Mobile で同期されます。Sophos Mobile サー
バーに鍵は保存されません。鍵は、Sophos Secure Workspace アプリのみで復号化できます。

要件
鍵リングの同期の要件は次のとおりです。
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• SafeGuard Enterprise Management Center で統合を設定済みである。
• Sophos Mobile 6.1 以降を使⽤している。
• Sophos Mobile のドキュメントに従って、SafeGuard Enterprise で設定済みの Active

Directory ユーザーのデータベースを使⽤して、Sophos Mobile Control セルフサービス ポータ
ルの外部ユーザー管理を設定済みである。

• Sophos Secure Workspace が Sophos Mobile の管理下にある。
• Sophos Mobile で統合を設定済みである。
• ユーザーが Sophos Mobile で鍵リングを使⽤するには、少なくとも 1回 SafeGuard Enterprise

にログインする必要がある。

モバイルデバイスにある機能
鍵リングの同期に含まれる機能は次のとおりです。
• ユーザーの SafeGuard Enterprise 鍵リングにある鍵は、Sophos Secure Workspace 鍵リング

(SSW 鍵リング) で使⽤可能です。
• ユーザーは、鍵リングの同期が設定される前に SSW 鍵リングにあったローカル鍵を、引き続き使

⽤することができます。
• 鍵リングの同期を設定後は、ユーザーは新しいローカル鍵を作成できなくなります。
• Sophos コンテナがロックされると、セキュリティ上の理由から、SafeGuard Enterprise 鍵リン

グの鍵はデバイスから削除されます。
詳細は、SSW での復旧鍵の表⽰、およびSSW での鍵の管理を参照してください。

6.6.1 鍵リングの同期の設定
鍵リングの同期を設定すると、SafeGuard Enterprise ユーザーは鍵リングを Sophos Secure
Workspace アプリで使⽤できるようになります。
Sophos Mobile と Sophos SafeGuard Enterprise 間の接続の設定⽅法は次のとおりです。

注
ここでの操作で、ユーザーの鍵リングはモバイルデバイスで使⽤できるようになります。モバ
イルデバイスが Sophos Mobile ルールに準拠する場合、暗号化されたファイルにアクセスでき
ます。したがって、Sophos Mobile 管理者と協⼒して、不正アクセスを阻⽌できるコンプライ
アンスルールを指定してください。

1. Sophos Mobile コンソールで、Sophos Mobile サーバーの証明書ファイルをダウンロードしま
す。
Sophos Mobile コンソールのサイドバーのメニューの「設定」の下で、「セットアップ > システ
ムセットアップ」の順にクリックし、「SGN」タブをクリックします。

2. SafeGuard Management Center の「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」をクリッ
クします。

3. 「サーバー」を選択します。
4. 「追加」をクリックします。

「サーバーの登録」ダイアログが表⽰されます。
5. 「参照」ボタンをクリックし、ダウンロードした Sophos Mobile サーバーの証明書を参照しま

す。
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重要
「サーバー名:」フィールドの名前は変更しないようにしてください。

6. 「OK」をクリックします。
Sophos Mobile サーバーが、「構成パッケージツール」の「サーバー」タブに表⽰されます。

7. 任意で、「モバイルデバイスを使⽤した復旧」チェックボックスを選択します。
これによって、BitLocker 復旧鍵と FileVault 2 復旧鍵が、Sophos Mobile サーバーに送信されま
す。Sophos Mobile の管理下にある Sophos Secure Workspace のユーザーは、復旧⽬的でこの
鍵を表⽰できるようになります。詳細は、モバイルデバイスを使⽤した復旧 (p. 359)を参照し
てください。

注
モバイルデバイスを使⽤した復旧は、Sophos Secure Workspace バージョン 6.2 以降で
対応しています。

復旧鍵の情報は、ポリシーに準拠しているモバイルデバイスのみで取得できます。最⼤限の安
全性を確保するため、Sophos Mobile 管理者と共に、デバイスのコンプライアンス設定を再確
認するようにしてください。

8. 「管理型クライアント⽤パッケージ」を選択します。
9. 「構成パッケージの追加」をクリックします。
10.構成パッケージに対して任意のパッケージ名を⼊⼒します。
11.「プライマリ サーバー」カラムで、ドロップダウンリストから Sophos Mobile サーバーを選択

します。「セカンダリ サーバー」の設定は不要です。
12.「転送データの暗号化」カラムで、「SSL」を選択します。
13.構成パッケージ (MSI) の出⼒パスを指定します。
14.「構成パッケージの作成」をクリックします。

「転送データの暗号化」モードとして SSL 暗号化を選択した場合は、サーバー接続が検証されま
す。接続に失敗すると、警告メッセージが表⽰されます。

これで、指定したディレクトリに構成パッケージ (MSI) が作成されました。次に、構成パッケージを
Sophos Mobile にアップロードします。

6.7 信頼するアプリケーションおよび無視するデ
バイスの設定
「暗号化の種類」が「アプリケーションベース」の「File Encryption」ポリシーで定義する暗号
化ルールの他に、「全般設定」タイプのポリシーで、次の「File Encryption」設定を指定できま
す。
• 信頼するアプリケーション (通常、マルウェア対策ソフト)

アプリケーションを「信頼するアプリケーション」と指定して、暗号化ファイルへのアクセス
を許可することができます。これは、たとえば、ウイルス対策ソフトが暗号化ファイルを検索
する場合などに必要です。
⼦プロセスを信頼することはできません。

• 無視するデバイス
デバイスを「無視するデバイス」と指定して、ファイル暗号化から除外することができます。
除外する際、デバイス全体のみ除外できます。
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6.7.1 アプリケーションベースのファイル暗号化⽤の信頼する
アプリケーションを設定する

1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「全般設定」タイプのポリシーを新しく作成するか、既
存のポリシーを選択します。

2. 「ファイル暗号化」で、「信頼するアプリケーション」フィールドのドロップダウンボタンをク
リックします。

3. エディタのリストボックスに、信頼するアプリケーションを⼊⼒します。
• 1つのポリシーで、複数の信頼するアプリケーションを定義することができます。エディタの

リストボックスの 1⾏でアプリケーション 1つを定義します。
• 拡張⼦ .exe で終わるアプリケーション名を⼊⼒してください。
• アプリケーション名は、ドライブ/ディレクトリ情報を含む、完全修飾パスとして指定する必

要があります。例: c:\dir\example.exe。ファイル名 (例: example.exe) を⼊⼒するだけで
は不⼗分です。アプリケーションの⼀覧を 1⾏ずつ表⽰するビューの場合、⾒やすくするた
め、セミコロンで区切ったファイル名のみが表⽰されます。

• macOS の場合: アプリケーションバンドル (例: /Applications/Scanner.app) を⼊⼒するだ
けでは不⼗分です。アプリケーションは、/Applications/Scanner.app/Contents/MacOS/
Scanner のように指定する必要があります。

• アプリケーション名では、Windows シェルのフォルダや環境変数⽤のプレースホルダとし
て、File Encryption ポリシーの暗号化ルールと同じプレースホルダを指定することができま
す。すべての使⽤可能なプレースホルダの説明は、ロケーションベースの File Encryption
ルールのパスで指定するプレースホルダ (p. 253)を参照してください。

4. 変更内容を保存します。

注
「信頼するアプリケーション」ポリシー設定は、マシンの設定です。したがって、ポリシーは
ユーザーでなく、マシンに適⽤する必要があります。そうでない場合、設定は有効になりませ
ん。

6.7.2 無視するデバイスの設定

1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「全般設定」タイプのポリシーを新しく作成するか、既
存のポリシーを選択します。

2. 「ファイル暗号化」で、「無視するデバイス」フィールドのドロップダウン ボタンをクリックし
ます。

3. エディタのリストボックスに、次のように⼊⼒します。
a) ネットワーク上のデータすべてを暗号化から除外するには、「ネットワーク」を選択します。
b) 暗号化から除外するデバイス名を⼊⼒します。これは、サードパーティコンポーネントを除外

する場合などに便利です。
Microsoft の Fltmc.exe コントロールプログラム (fltmc ボリューム、fltmc インスタンス)
を使⽤して、システムで現在使⽤されているデバイスの名前を表⽰することができます。詳
細は、https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/drivers/ifs/development-
and-testing-toolsを参照してください。
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個別の (ネットワーク) ディスクドライブを暗号化から除外するには、「File Encryption」ポリ
シーで File Encryption ルールを作成し、暗号化の「動作モード」を「無視」に指定してくださ
い。この設定は、Windows 環境のドライブのみに適⽤できます。macOS ボリュームには適⽤で
きません。

6.8 RSOP で表⽰されるアプリケーションベース
の File Encryption ポリシー
Synchronized Encryption ポリシーは結合されないため、ユーザーやコンピュータに現在適⽤さ
れているポリシーが、常に、「ユーザーとコンピュータ」の「RSOP」タブにある「ファイル暗号
化」タブに表⽰されます。
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7 詳細管理

7.1 ベストプラクティスと推奨事項

7.1.1 ロールアウト

⼀般的な推奨事項
• SafeGuard Enterprise の新しい Synchronized Encryption モジュールと以前の File Encryption

モジュールを取り混ぜてロールアウトしないでください。
• 段階的にロールアウトするには、特に AD のグループメンバーシップが複雑に⼊れ⼦になってい

る場合など、各段階でテスト運⽤や検証が必要となります。
• ユーザートレーニングは円滑な導⼊/運⽤の鍵となります。
• ロールアウトの対象部⾨とその後の作業⼿順を明確に通知することは重要です。
• IT 部⾨とサポート部⾨に⼗分な⼈員を配置する必要があります。

前提条件
• SafeGuard Enterprise Server および SafeGuard Management Center をインストールする

には、.NET 4.5 が必要です。
• すべてのエンドポイントに がインストールされている必要があります。インストールされてい

ない場合、透過的に暗号化されたファイルを共有することができなくなり、⽇常業務に⽀障を
きたします。

• 暗号化されたファイルをモバイルデバイスで閲覧する場合 (SafeGuard Enterprise 8 の新機
能)、Sophos Secure Workspace アプリもロールアウトする必要があります。

注
暗号化されたファイルをモバイルデバイスで閲覧するには、Sophos Mobile で集中管理さ
れている Sophos Secure Workspace を使⽤する必要があります。

• 外出の多いユーザーは、VPN または Direct Access (Windows) 経由で SafeGuard Enterprise
のサーバーに定期的に接続し、最新の暗号化ポリシーが適⽤されていることを確認します。

 段階的なロールアウト
多くの場合、新機能の Synchronized Encryption モジュールは、すべての従業員に短期間
で⼀⻫ロールアウトして有効化することはできません。このような場合は、Synchronized
Encryption を有効化していない SafeGuard Enterprise エンドポイントを使⽤している場合で
も、ユーザーが暗号化済ファイルを閲覧できるようにしておくことが重要です。そのためには読み
取り専⽤のポリシーが必要になります。
ユーザーに読み取り許可を付与するには次の項⽬が必要です。
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• Synchronized Encryption 鍵
この鍵はデフォルトで、Management Center のルートノードに割り当てられており、社内の
すべての従業員は、この鍵を⾃動的に取得します。

• アプリケーションリストと固有の読み取り専⽤ポリシー
詳細については、Synchronized Encryption の段階的ロールアウト (p. 308) を参照してくだ
さい。

 Synchronized Encryption と SafeGuard Enterprise File Encryption
が混在する環境について

注
⽤途に応じて Synchronized Encryption と File Encryption の両⽅を使⽤する場合は、円滑な
導⼊を図るために次の事柄を考慮してください。

Synchronized Encryption では、1つの暗号鍵を社内全体で使⽤します。このため、管理やイン
ストールが⾮常に簡単です。⼈事や財務など⼀部の部署では、部署内に限定してデータを共有する
ために個別の暗号化が必要になることもあります。
このような場合は、SafeGuard Enterprise File Encryption (ファイル暗号化) モジュール (File
Share、Cloud Storage、Data Exchange) を使⽤します。これらのモジュールを使えばファ
イル暗号化に異なる鍵を使⽤することができます。Synchronized Encryption モジュールと
SafeGuard Enterprise File Encryption モジュールを同じコンピュータにインストールすることは
できません。
Synchronized Encryption モジュールと SafeGuard Enterprise File Encryption モジュールの両
⽅を導⼊するには、別途、次の管理タスクを実⾏する必要があります。
1. SafeGuard Enterprise のロールアウトにあたり、異なるモジュールのインストールが必要な部

署について考慮してください。
2. 特別な要件のある部署には、Synchronized Encryption がインストールされているエンド

ポイントに適⽤されているポリシーとは異なるポリシーを⽤意する必要があります。Active
Directory のディレクトリ構造をインポートすれば、このようなポリシーを該当するユーザーや
コンピュータに簡単に適⽤できるようになります。

3. SafeGuard Enterprise モジュールは、適⽤されているポリシーに基づいてロールアウト/イン
ストールする必要があります。すなわち、適切なポリシーを正しいコンピュータに適⽤してく
ださい。

注
Outlook アドインは、SafeGuard Enterprise File Encryption モジュールでは利⽤できま
せん。このため、Synchronized Encryption がインストールされているエンドポイントと
File Encryption がインストールされているエンドポイントとの間で、暗号化された添付
ファイルを透過的に共有することはできません。

推奨事項
• SafeGuard Enterprise File Encryption モジュールのユーザーには、Synchronized

Encryption の鍵を配布する必要があります。Synchronized Encryption の鍵で暗号化され
たファイルを透過的に閲覧できるようになります。

• 暗号化済ファイルの共有:
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SafeGuard Enterprise File Encryption モジュールのユーザーを対象に、「転送⽤」ファイ
ル保存先の共有に対して Synchronized Encryption 鍵の使⽤を指定するポリシーを作成
することを推奨します。この共有で作成されたファイルや、この共有に移動されたファイル
は、すべて Synchronized Encryption 鍵で暗号化されるようになります。Synchronized
Encryption のユーザーは、これらのファイルを閲覧できます。

• 平⽂のファイル (暗号化されていないファイル) の共有:
SafeGuard Enterprise File Encryption モジュールのユーザーには、任意のフォルダを暗号化
の対象から除外するよう設定したポリシーを使⽤できます (「暗号化の種類: ロケーションベー
ス」、「動作モード: 除外」)。

• SafeGuard Enterprise File Encryption モジュールのユーザーが Synchronized Encryption
モジュールのユーザーとファイルを共有する場合は、まずはファイルを復号化する必要があり
ます。その後、復号化したファイルを送信するか、または Synchronized Encryption 鍵で暗号
化しなおしてファイルを共有します。

 ユーザー証明書の有効期限の確認
SafeGuard Enterprise の BitLocker 管理機能のみを使⽤しており、Synchronized Encryption
を追加する場合、ユーザー証明書の有効期限を確認することは特に重要です。
証明書は、SafeGuard Management Center の「鍵と証明書 > 証明書 > 割り当てられた証明
書」で確認できます。
期限切れの証明書や期限が迫っている証明書は、「有効期限」カラムの内容が⾚で表⽰されます。
期限が迫っている証明書を更新するには、「更新」カラムのチェックボックスにチェックを⼊れま
す。証明書の有効期限がすでに切れている場合は、新しい証明書を⼊⼿する必要があります。失効
している証明書は削除してください。削除すると、該当するユーザーは、SafeGuard Enterprise
への次回ログオン時に、⾃動で新しい証明書を受信します。
SafeGuard Enterprise には、このタスクを⾃動化する UserCertficateRenewal.vbs という
データベーススクリプトが⽤意されています。このスクリプトを SafeGuard Enterprise または
Windows の「タスクスケジューラ」で使⽤すれば、証明書が定期的にチェックされ、必要に応じ
て更新されます。詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 118878 を参照してください。

 すべてのユーザーが認証されていることの確認
SafeGuard Enterprise では、新しいユーザーを SafeGuard Management Center 、また
は Active Directory のどちらかで認証する必要があります。ほとんどのユーザーは、Active
Directory ユーザーであるため、⾃動的に認証されます。しかし、ローカルユーザーなどの⼀部の
ユーザーは⼿動で認証する必要があります。認証されていないユーザーは、「SGN ユーザー」にな
らないため、Synchronized Encryption 鍵が配信されません。Windows と macOS、どちらのエ
ンドポイントでも同様です。
最初に展開するポリシーは、読み取り専⽤に設定することを推奨します。すべてのエンドポイント/
ユーザーが鍵を受信してから、暗号化ポリシーを有効化します。このようにすれば、ユーザーが暗
号化ポリシーを受信する前にすべてのユーザーを認証することができます。未認証のユーザーに関
する問題を未然に防ぐことができます。

 macOS エンドポイント⽤ポリシー
ファイル暗号化では、暗号化の種類に「アプリケーションベース (Synchronized Encryption)」
を選択し、「暗号化の適⽤先」を「指定した場所のみ」に設定し、まずは数箇所のみを⾃動暗号化
の適⽤先として指定します。このようにすることで、従業員や⽇々の業務へ及ぼす影響を最⼩限に
抑えることができます。
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ポリシーの管理をするうえで、Windows エンドポイントと macOS エンドポイントを識別しや
すくするために、macOS ユーザーとコンピュータに対して個別の Active Directory グループや
SafeGuard Enterprise グループを使⽤します。macOS ⽤のポリシーは、macOS ユーザーとコン
ピュータのみに対して有効化します。

 macOS の Synchronized Encryption ポリシーの推奨事項

IN アプリ
ファイルを作成・保存時に暗号化する必要のあるアプリケーションは、「アプリケーションリスト」
に追加します。
• メール

注
macOS の場合、Outlook アドインは利⽤できません。しかし、Outlook や Apple Mail をア
プリケーションリストに追加すれば、暗号化されたファイルを閲覧できないユーザーに、意
図せず暗号化済みのファイルを送信することを防⽌できます。リストに追加したメールアプリ
は、すべての添付ファイルを暗号化されていない状態で送信し、受信したメールの暗号化され
た添付ファイルは暗号化された状態で、暗号化されていないファイルは平⽂で保存します。

̶ /Applications/Microsoft Outlook.app/Contents/MacOS/Microsoft Outlook
̶ /Applications/Microsoft Office 2011/Microsoft Outlook.app/Contents/MacOS/Microsoft

Outlook
̶ Applications/Mail.app/Contents/MacOS/Mail

• macOS のプレビュー、および Finder と Apple Mail のプレビュー機能を有効化するには、次の
プロセスを追加する必要があります。
̶ /Applications/Preview.app/Contents/MacOS/Preview
̶ /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/

quicklookd.app/
Contents/XPCServices/QuickLookSatellite.xpc/Contents/MacOS/QuickLookSatellite

̶ /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/
QuickLookUI.framework/Versions/A/Resources/QuickLookUIHelper.app/Contents/
MacOS/
QuickLookUIHelper

̶ /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/
quicklookd.app/
Contents/MacOS/quicklookd

暗号化の適⽤先: 指定した場所のみ のパス
• 暗号化:

̶ <Documents>\Encrypted
• ユーザーがメールクライアントで暗号化済ファイルをダブルクリックして開けるようにするに

は、Mail などのメールクライアントのアプリケーションをアプリケーションリストに追加し、
その⼀時フォルダのパスを場所の⼀覧に追加する必要があります。
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リストに追加する Mac のメールクライアントのパスは以下のとおりです。
̶ <%TMPDIR%>\com.apple.mail\com.apple.mail
̶ <User Profile>\Library\Containers\com.apple.mail\Data\Library\Mail Downloads
Outlook for macOS の場合は、次のパスを追加します。
̶ <User Profile>\Library\Caches\TemporaryItems\Outlook Temp\
̶ <%TMPDIR%>com.microsoft.Outlook\Outlook Temp\

7.1.2 バックエンド

Active Directory との同期に使⽤する読み取り専⽤ユーザー

注
接続のセキュリティを強化するために、Active Directory との同期には SSL 暗号化通信を利⽤す
ることを推奨します。

Active Directory のインポートと同期には、読み取り専⽤のユーザーアカウントを使⽤します。
ユーザーがドメインとその⼦オブジェクトにアクセスするには、読み取り権限が必要です。
権限を付与する⽅法は次のとおりです。
1. 「Active Directory ユーザーとコンピュータ」 の管理ウィンドウを開き、「⾼度な機能」に

移動します。
2. ドメインを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
3. ユーザー (またはグループ) を追加して「読み取り」権限に対応する「許可」チェックボックス

を選択します。
4. 「詳細設定」をクリックし、ユーザー (またはグループ) を選択して「編集」をクリックしま

す。
5. 「<ドメイン名>のアクセス許可エントリ」ダイアログで、「適⽤先:」ドロップダウンリスト

から「このオブジェクトとすべての⼦オブジェクト」を選択します。
結果は次のようになります。
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Management Center に「#」付きで表⽰されるユーザー
ドメインコントローラを利⽤せず SafeGuard Enterprise に登録されたユーザーは、「#」付きで
Management Center に表⽰されます。

7.1.3 ポリシー

 暗号化の対象から除外するフォルダ
Synchronized Encryption を使⽤する場合は、次のパスを暗号化の対象から除外するようにして
ください。

Windows
• <Local Application Data\Temp>

理由: アプリケーションのなかには、サイズの⼩さい⼀時ファイルを多数作成するものがありま
す。このフォルダを除外しない場合、これらの⼀時ファイルすべてがポリシーに基づいて暗号
化されることになります。パフォーマンスの低下を避けるため、このフォルダを暗号化の対象
から除外します。

• <Local Application Data>\Microsoft and subdirs
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理由: アプリケーションのなかには、他のアプリケーションを呼び出すものがあります (たとえ
ば、Microsoft PowerPoint に埋め込んだ動画など)。呼び出し元のアプリケーションで作成す
るファイルが暗号化の対象に指定されている場合、⼀時ファイル (この場合は動画) は暗号化さ
れます。呼び出されたアプリケーション (この場合はブラウザ) が、暗号化を実⾏しないアプリ
ケーションの場合 (アプリケーションリストに追加されていない場合)、暗号化されたファイル
を実⾏することはできません。

• <Program Files>
理由: このフォルダへのアクセスには管理者権限が必要です。アクセス権がないた
め、SafeGuard Initial Encryption でこのフォルダ内のファイルを暗号化することはできませ
ん。このフォルダを暗号化の対象から除外しておけば、暗号化に失敗したという⼤量のイベン
トメッセージで SafeGuard のデータベースが⼀杯になることを未然に防⽌できます。

すべてのシステム
• <!cloud storage providers!>

クラウドストレージは、基本的に暗号化することをお勧めしますが、社外とのデータ共有に
使⽤する特定のクラウドストレージサービスを暗号化の対象から除外することもできます。除
外することにより、既知のクラウドストレージの同期フォルダが暗号化されないようになりま
す。このため、クラウドとの同期で問題なく社外とデータをやり取りすることができるように
なります。社外とのデータのやり取りにクラウドストレージを使⽤しない場合は、これらのク
ラウドストレージフォルダを除外する必要はありません。

• <Music>
理由: 通常これらのファイルの暗号化は不要です。このフォルダを暗号化の対象から除外したく
ない場合は、これらのファイルを開く際に使⽤するアプリケーションをアプリケーションリス
トに追加する必要があります。

• <User Profile>\AppData\Roaming\AppleComputer
理由: Windows エンドポイント上の iCloud とのローカルの同期フォルダです。このフォルダ
は、<!cloud storage providers!> を除外するのと同様の理由により、暗号化の対象から除外
する必要があります。

 ポリシーの推奨設定

「Unencrypted」フォルダを設定する
「Unencrypted」(暗号化対象外) フォルダは、たとえば社内の Linux コンピュータと平⽂ファイ
ルを共有する際や、部分的に展開する場合に利⽤できます。詳細は、Synchronized Encryption の
段階的ロールアウト (p. 308)を参照してください。
• Windows

すべてのエンドポイントで「Unencrypted」フォルダを暗号化の対象から除外するには、
ポリシーの「暗号化の適⽤先」を「すべて」設定したうえで、相対パスとしてフォルダ名
「Unencrypted」を除外する場所として指定します。指定すると、保存場所にかかわら
ず、Unencrypted という名前のフォルダ内のすべてのファイルが暗号化されなくなります。

• macOS
相対パスは、macOS に対しては使⽤できません。ポリシーの「暗号化の適⽤先」を「すべて」
に設定したうえで、除外する場所として <Documents>\Unencrypted を指定することを推奨
します。
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Outlook アドイン
「全般設定」ポリシーの「ホワイトリストに登録済みのドメインの暗号化⽅法」オプションを「変
更しない」に設定することを推奨します。

感染マシンの鍵を削除する
SafeGuard Enterprise Synchronized Encryption がインストールされているエンドポイント
は、Sophos Central Endpoint Protection よりコンピュータの感染ステータスを受信します。
「感染マシンの鍵を削除する」オプションは、「いいえ」に設定することを推奨しま
す。SafeGuard Management Center の「レポート」を開き、問題が発⽣しているエンドポイント
を確認し、対処が必要な項⽬を⾒つけます。次に、必要に応じてエンドポイントを確認し、クリー
ンアップします。最後に、「感染マシンの鍵を削除する」オプションを「はい」に設定します。

 ゲストユーザー
SafeGuard Enterprise の BitLocker 管理のみがインストールされているエンドポイントでは、
「新しい SGN ユーザーの登録を許可する」オプションが「所有者」に設定されている場合があり
ます。
SafeGuard Enterprise の POA を使⽤しておらず、BitLocker 管理またはファイル暗号化モジュー
ルがインストールされているエンドポイントに対しては、「新しい SGN ユーザーの登録を許可す
る」オプションを「全員」に設定する必要があります。このオプションが「全員」に設定されてい
ない場合、新しく追加するユーザーのステータスは「SGN ゲスト」に設定されます。SGN ゲスト
は証明書を取得できないため、Synchronized Encryption などの暗号化モジュールをインストー
ルしてもファイルの暗号化ができません。

 macOS ⽤ポリシーと RSOP
macOS では、ユーザーに適⽤されているポリシーのみが評価されます。コンピュータにポリシー
を適⽤しても macOS のエンドポイントでポリシーが受信されません。
ただし、ポリシーが有効にならないにもかかわらず、Management Center の RSOP タブには現在
Mac に適⽤されているポリシーが表⽰されます。

 ファイルの追跡
SafeGuard Enterprise のファイル追跡機能は、各国の国内法による規制を受けます。合法的に追
跡できる事柄を事前に確認してください。

 パスワード変更の通知
SafeGuard Enterprise Credential Provider を使⽤している場合、ユーザーのパスワードが期限切
れに近づくと表⽰される Windows のポップアップリンドウは、表⽰されなくなります。
ユーザーにパスワードの変更を通知するには、SafeGuard Enterprise で「パスワード」という種
類のポリシーを作成して必要な設定を⾏い、ユーザーに適⽤する必要があります。詳細は、パス
ワードの構⽂ルール (p. 201)を参照してください。
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7.1.4 エンドポイント - すべてのプラットフォーム

 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。

• 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。このオプションは、「全般設定」ポリシーで無効に設定することができま
す。詳細は、全般設定 (p. 182)を参照してください。

• 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。
̶ このオプションは、「全般設定」ポリシーで無効に設定することができます。詳細は、全般

設定 (p. 182)を参照してください。
̶ 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。

̶ 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。

̶ 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。
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 ユーザーによる⼿動でのファイル復号化の防⽌
ポリシーの設定を利⽤して、ユーザーが⼿動でファイルを復号化するのを防ぐことができます。
ユーザーによるファイルの復号化の防⽌は、コンプライアンス遵守の⽬的や、組織のポリシーで定
められているなどの理由で、必要となる場合があります。⼿順は次のとおりです。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「全般設定」ポリシーを新規作成するか、既存のポリ

シーを選択します。
「全般設定」タブが表⽰されます。

2. 「ファイル暗号化」セクションを参照します。
3. 「ユーザーはファイルの復号化を許可されている」オプションを「いいえ」に設定します。
4. 「全般設定」タブの設定を終えると、変更内容を保存するようメッセージが表⽰されます。
5. 「はい」をクリックします。
6. 「ユーザーとコンピュータ」で、新しいポリシーをユーザーグループに割り当てます。

重要
Mac OS では、マシンにポリシーが割り当てられている場合のみ、この設定が適⽤されます。
ユーザーに割り当てても、何も効果はありません。

「選択したファイルの復号化」オプションは、ファイルの右クリックメニューに表⽰されなくなりま
す。暗号化と復号化は、ポリシーの設定によってのみ制御されます。

 エンドポイントのセキュリティステータスが正常に戻らない - クリーン
アップに失敗する
Next-Generation Data Protection は、Sophos SafeGuard と Sophos Endpoint Protection
との連携を実現します (利⽤可能な場合)。これは Synchronized Security の拡張の 1つで
す。Sophos SafeGuard と Endpoint Protection はハートビートを使⽤してシステムのセキュリ
ティステータスを共有します。
システムがマルウェアに感染すると、機密ファイルを保護するためにシステムがロックダウンされ
ます。
この事態が発⽣すると、Sophos Endpoint Protection は、セキュリティステータスが危険な状態
(レッド) になっていることをユーザーに通知します。また Sophos SafeGuard は、暗号化済ファ
イルにアクセスできなくなったことをユーザーに通知します。暗号化済ファイルにアクセスできな
い状態は、システムのセキュリティステータスが正常な状態 (グリーン) に戻るまで続きます。ス
テータスが正常な状態に回復すると、Sophos SafeGuard はバックエンドと同期を⾏い、ユーザー
は再び暗号化済ファイルにアクセスすることが許可されます。
このような通知が表⽰された後、システムのセキュリティステータスがすぐに回復しなければ、
ユーザーはシステム管理者に問い合わせる必要があります。
エンドポイントのセキュリティステータスが正常に戻らない場合は、Sophos Anti-Virus が
クリーンアップに失敗したことを意味します (Sophos Central でクリーンアップは⾃動に設
定されています)。クリーンアップに失敗する場合は、システム管理者によるマルウェアの駆
除など、別途対応が必要となります。詳細は、https://www.sophos.com/ja-jp/support/
knowledgebase/112129.aspx を参照してください。

7.1.5 Windows エンドポイント
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 ⾃動転送ルールによって送信されるメール
⾃動転送や転送のルールをクライアント側で指定した場合、⾃動送信されるメールはログに記録さ
れません。

7.1.6 macOS エンドポイント

 デスクトップ上のアイコンの位置
SafeGuard Enterprise for Mac を使⽤している場合、デスクトップ上のアイコンの位置が正しく
記憶されないことがあります。アイコンの位置を変更したにもかかわらず、コンピュータを再起動
したり、ログオンしなおしたりすると、アイコンが元の位置に戻ることがあります。
アイコンの位置を正しく記憶させるには、次の⼿順を実⾏してください。
1. Mac で Terminal アプリケーションを起動します。
2. 次のコマンドを⼊⼒します。

defaults write com.sophos.encryption MountDesktopAsNetworkVolume 1
3. ログオフして、Mac にログオンしなおします。
デスクトップアイコンの位置が正しく記憶されるようになります。

重要
このコマンドを実⾏すると、ゴミ箱の機能が変更されます。削除したファイルは、ゴミ箱を経
由せず、そのまま完全に削除されます。この設定を解除するには、Terminal アプリケーション
で次のコマンドを実⾏します。
defaults remove com.sophos.encryption MountDesktopAsNetworkVolume

7.2 セキュリティの設定について
ここで説明する簡単な⼿順に従うことによって、リスクを軽減し、企業のデータを常に安全に保護
することができます。

暗号化のベストプラクティス
• すべてのドライブにドライブ⽂字が割り当てられているようにする。

暗号化/復号化の対象になるのは、ドライブ⽂字が割り当てられているドライブのみです。割り
当てられていない場合、そのドライブから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。ドライブ⽂字の割り当ての変更をユーザーに許可しない。ユー
ザーの権限を随時変更してください。Windows の⼀般ユーザーにはデフォルトでこの権限はあ
りません。

• ⾼速初期暗号化は注意して使⽤する。
SafeGuard Enterprise では、⾼速初期暗号化を使⽤して、実際に使⽤されている領域のみに
アクセスすることで、ボリュームの初期暗号化の時間を短縮します。SafeGuard Enterprise
で暗号化する前にボリュームを使⽤していた場合は、このモードを使⽤すると安全性が低下し
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ます。構造上、SSD (Solid State Disk) は、通常のハードディスクと⽐較してより⼤きな影響
を受けます。このモードは、デフォルトで無効になっています。詳細は、ソフォスのサポート
データベースの⽂章 113334 を参照してください。

• データ暗号化には、アルゴリズム AES-256 のみ使⽤する。
• クライアント/サーバー通信の保護に、SSL/TLS (SSL バージョン 3 以降) を使⽤する。

詳細は、SSL での通信内容の暗号化 (p. 30)を参照してください。
• アンインストールを防⽌する。

エンドポイントの保護を強化するため、「マシンの設定」ポリシーで、ローカルマシンでの
SafeGuard Enterprise のアンインストールを防⽌できます。「アンインストールを許可する」
を「いいえ」に指定し、このポリシーをエンドポイントに適⽤します。アンインストールを試
みるとキャンセルされ、不正な操作はログに記録されるようになります。
デモバージョンを使⽤している場合は、デモバージョンの有効期限が切れる前に、「アンイン
ストールを許可する」を「はい」に指定する必要があります。
Sophos Endpoint Security and Control バージョンを使⽤しているエンドポイントでは、タン
パー プロテクション機能を有効にしてください。

スリープモードの使⽤は避ける
SafeGuard Enterprise で保護されているエンドポイントであっても、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終了しないことがあるので、
攻撃者が暗号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。
正しい操作についてユーザー認識の向上を図るか、使⽤していないまたはアイドル状態のエンドポ
イントで、スリープモードを⼀元的に無効化することを考慮してください。
• 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。

ハイブリッド スリープ モードは、休⽌状態とスリープを組み合わせたモードです。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。

• 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。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。

• 常にエンドポイントをシャットダウンまたは休⽌状態にする。コンピュータを次に使⽤する
際、SafeGuard Power-on Authentication が有効化されるので、より⾼レベルの保護を提供で
きます。

注
休⽌状態ファイルは、暗号化されたボリュームに保存する必要があります。通常、保存先
は C:\ ドライブです。

適切な電源管理は、「グループ ポリシー オブジェクト」で⼀元設定するか、各エンドポイント
の「コントロール パネル」にある「電源オプション」ダイアログを使⽤してローカル設定でき
ます。電源ボタンの操作を「休⽌状態」または「シャットダウン」に指定してください。

強⼒なパスワードポリシーを導⼊する
強⼒なパスワードポリシーを導⼊し、特にエンドポイントへのログオンパスワードなど、パスワー
ドの定期的な変更を強制してください。
パスワードは、他⼈と共有したり、書き留めたりしないでください。

Copyright © Sophos Limited 343

https://community.sophos.com/kb/ja-jp/113334
https://community.sophos.com/kb/ja-jp/113334


SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ

強⼒なパスワードの設定について、ユーザー認識の向上を図ってください。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。
• ⼗分な⻑さがある。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。

SafeGuard Power-on Authentication を無効化しない
SafeGuard Power-on Authentication は、エンドポイントでのログオン時に追加保護を提供しま
す。SafeGuard のフルディスク暗号化では、デフォルトでインストール、有効化されます。⾼レベ
ルの保護を提供するためには、無効にしないでください。詳細は、ソフォスのサポートデータベー
スの⽂章 110282 を参照してください。

コード注⼊攻撃に対して保護する
DLL のプリロード攻撃などのコード注⼊攻撃は、SafeGuard Enterprise 暗号化ソフトが正規の
コードを探すディレクトリに、実⾏可能ファイルなど悪意のあるコードを攻撃者が配置することに
よって実⾏されます。防⽌対策は次のとおりです。
• 暗号化ソフトによってロードされるミドルウェア (例: トークンのミドルウェアなど) を、外部

攻撃者がアクセスできないディレクトリにインストールする。これは、通常、Windows およ
び Program Files ディレクトリのサブフォルダすべてです。

• 外部攻撃者がアクセス可能なフォルダを指定するコンポーネントは、PATH 環境変数に含めな
い (上記参照)

• ⼀般ユーザーに管理者権限を与えない。

7.3 SafeGuard Enterprise データベースの複製
SafeGuard Enterprise 8.1 より、SafeGuard Enterprise のデータベースを複製することはできな
くなりました。

7.4 Web Helpdesk
SafeGuard Enterprise には、社内ワークフローを効率化し、ヘルプデスクの運⽤コストを削減す
る、管理型クライアント⽤の Web ベースの復旧ソリューション、Web Helpdesk が⽤意されてい
ます。Web Helpdesk は、ユーザーがコンピュータにログオンできない場合や、暗号化されたデー
タにアクセスできない場合に、簡単で使いやすいチャレンジ/レスポンス機能でユーザーを⽀援する
システムです。

チャレンジ/レスポンスの利点
チャレンジ/レスポンス機能は、安全性および効率性の⾼い緊急事態対応⽤システムです。
• Web Helpdesk は HTTPS のみで接続可能なので、すべてのプロセスで機密データが交換される

ときは、必ず暗号化された状態で交換されます。HTTP での接続は、⾃動的に HTTPS にリダイレ
クトされます。
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• 後でデータを使⽤したり、他のデバイスで使⽤したりできないようになっているため、第三者が
この処理を傍受したとしても問題はありません。

• エンドポイントにアクセスするときに、ネットワーク接続は必要ありません。
• ユーザーはすばやく作業を再開できます。パスワードを忘れただけなので、暗号化されたデータ

が失われているわけではありません。

チャレンジ/レスポンスのワークフロー
チャレンジ/レスポンスを実⾏すると、エンドポイント上にチャレンジ コード (ASCII ⽂字列) が⽣
成され、ユーザーはこのコードをヘルプデスク担当者に伝えます。ヘルプデスク担当者は、チャレ
ンジコードをもとに、ユーザーにエンドポイントでの特定の操作を許可するレスポンス コードを⽣
成します。

緊急にヘルプデスクの⽀援を必要とする状況の⼀般的な例
• ユーザーがログオンのためのパスワードを忘れ、エンドポイントがロックされてしまった場合。
• ユーザーがトークン/スマートカードを忘れた場合/紛失した場合。
• Power-on Authentication のローカル キャッシュが部分的に破損した場合。
• 病気または休暇で持ち主が不在のエンドポイントにあるデータにアクセスする必要がある場合。
• あるユーザーが暗号化されたボリュームにアクセスしたいものの、エンドポイント上に当該の鍵

がない場合。
SafeGuard Enterprise Web Helpdesk には、このようなよくある緊急事態が発⽣した際、ユー
ザーがエンドポイントへのアクセスを取り戻すための、さまざまな復旧ワークフローが⽤意されて
います。

7.4.1 Web Helpdesk について
Web Helpdeesk は、HTTPS で接続可能な Web ベースのインターフェースを通じて SafeGuard
Enterprise のチャレンジ/レスポンス機能を提供します。Web Helpdeesk を使⽤すれば、社内
のヘルプデスク担当者に問い合わせをすることなく、ユーザー⾃⾝でフレキシブルに問題を解決
できるようになります。この際、ヘルプデスク担当者が機密性の⾼い設定内容や、SafeGuard
Management Center にアクセスする必要はありません。
Web サイトは、SafeGuard Enterprise Server を実⾏しているコンピュータ上のインターネット
インフォメーション サービス (IIS) 上でホストする必要があります。

注
企業イントラネット上だけで Web Helpdesk を利⽤できるようにすることをお勧めします。セ
キュリティ上の理由から、 Web Helpdesk はインターネット上に配置しないでください。

Web Helpdesk の主な機能:
• 管理型エンドポイント (SafeGuard Enterprise Client - 管理型) の復旧処理 (p. 350)

SafeGuard Management Center が⼀元管理するエンドポイント⽤のログオン復旧。管理下の
エンドポイントは SafeGuard Management Center の「ユーザーとコンピュータ」領域に表⽰
されます。
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• 仮想クライアントを使⽤した復旧 (p. 353)
POA が破損したときなど、⼀般にチャレンジ/レスポンスがサポートされない状況でも、暗号化
されているボリュームを簡単に復旧できます。

• ⾮管理型エンドポイント (Sophos SafeGuard クライアント - スタンドアロン) の復旧処理 (p.
356)
ローカルで管理されているエンドポイント⽤のログオン復旧。

7.4.2 SafeGuard Enterprise のないユーザーに Web
Helpdesk へのログオンを許可
Web Helpdesk は SafeGuard Enterprise のクライアントがインストールされていないコンピュー
タでも利⽤できます。
アクセス許可は、Windows ユーザーやグループを追加・削除することで管理できます。

注
この機能は Windows 認証を利⽤します。Windows 認証を有効にした場合、Active Directory
ユーザーから昇格されたセキュリティ担当者は従来の⽅法でログインできなくなります。

 前提条件
SafeGuard Enterprise のクライアントがインストールされていないコンピュータからログインす
るには、次の前提条件が満たされいてる必要があります。
• IIS サーバーで HTTPS が有効になっていること。
• Web Helpdesk へのアクセスが許可されているユーザーを含む Windows のユーザーグループ

が設定されていること。詳細は、SafeGuard Web Helpdesk ⽤の Windows ユーザーグループ
の設定 (p. 346)を参照してください。

• SafeGuard Management Center で Web Helpdesk での Windows 認証が有効に設定されて
いること (ツール > 構成パッケージツール > サーバー > Windows 認証 WHD)。

• アプリケーションプールを実⾏するアカウントにデータベースへのアクセス権が付与されてい
ること。

 SafeGuard Web Helpdesk ⽤の Windows ユーザーグループの設定
SafeGuard Web Helpdesk で使⽤する Windows のユーザーグループを設定する⼿順は、次のと
おりです。
1. 「Active Directory ユーザーとコンピュータ」ツールを開き、対象のドメインを選択します。
2. ドメインを右クリックして「新規作成 > 組織単位 (OU)」を選択します。
3. 新しい組織単位の名前を⼊⼒し、「OK」をクリックして確定します。
4. ドメインを展開して、「Managed Service Accounts」を右クリックします。
5. 「新規作成 > グループ」を選択し、グループ名 (WHD ユーザーなど) を⼊⼒して「OK」をク

リックします。
6. ステップ 3 で作成した組織単位を右クリックして「新規作成 > ユーザー」を選択します。
7. ユーザーの名前とログオン名を⼊⼒して「次へ」をクリックします。
8. パスワードを設定し、次回ログオンしたときにユーザーがパスワードを変更する必要があるかど

うかを指定します。
新しい組織単位に新規ユーザーが作成されます。
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9. ステップ 5 で作成したグループにユーザーを追加します。
10.Microsoft SQL Server Management Studio を開き、画⾯左側の「オブジェクト エクスプロー

ラ」を選択します。
11.「セキュリティ」を選択し、「ログイン」を右クリックして「新しいログイン...」をクリックし

ます。
12.「ログイン名」フィールドで「検索」ボタンをクリックします。
13.次に表⽰されるダイアログで、「オブジェクトの種類...」ボタンをクリックして、すべての

チェックボックスを選択します。
14.画⾯の下部にあるテキストフィールドに、ステップ 5 で指定した不ループ名を⼊⼒して、「名前

の確認」をクリックします。
15.正しいグループ名が表⽰されたら、「OK」で確定します。

「ログイン - 新規作成」ダイアログの「ログイン名」フィールドにドメイン名とグループ名が挿
⼊されます。

16.画⾯の左上部にある「ページの選択」フィールドで「ユーザーマッピング」を選択します。
17.「このログインにマップされたユーザー」フィールドで、「SafeGuard」を選択します。
18.「db_datareader」および「db_datawriter」をデータベースロールのメンバーシップとして

指定し、「OK」で確定します。

 SafeGuard Web Helpdesk のための Windows 認証の有効化

1. 「インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャ」を開きます。
2. 左側の「接続」ペインで、「サイト > 既定の Web サイト > SGNWHD」を選択します。
3. 「IIS」の下のワークスペースで「認証」をダブルクリックし、「Windows 認証」を選択しま

す。
4. 右側の「操作」バーで、「有効にする」をクリックします。「状態」に「有効」と表⽰されるこ

とを確認します。
5. 概要に戻り、「ASP.NET」で、「.NET の承認規則」をダブルクリックして、3つの .NET 承認規

則を追加します。

注
Windows 2008 Server R2 では、IIS に「.Net 承認規則」のアイコンは表⽰されません。
「承認の規則」というリンクがあります。これらの規則を編集するには、「URL 承認」ロー
ルがインストールされている必要があります (「IIS > セキュリティ > URL 承認」)。

6. 「操作」バーで「拒否規則の追加...」をクリックします。
7. 「すべての匿名ユーザー」を選択して、「OK」をクリックして確定します。
8. 「操作」バーで「許可規則の追加...」をクリックします。
9. 「役割またはユーザー グループの指定」を選択します。ドメイン名を含めたユーザーグループ名

をフィールドに⼊⼒して (例: <ドメイン名>\WHD Users)、ユーザーグループに特定のユーザー
グループに対するアクセスを許可します。
詳細は、SafeGuard Web Helpdesk ⽤の Windows ユーザーグループの設定 (p. 346)を参照し
てください。

10.「OK」をクリックして確定します。
11.「操作」バーで「拒否規則の追加...」をクリックします。
12.「すべてのユーザー」を選択して、「OK」をクリックして確定します。
13.項⽬の順序が次のようになっていることを確認します。

• 拒否 - 匿名ユーザー - ローカル
• 許可 - <ドメイン名>\<グループ名> - ローカル
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• 拒否 - すべてのユーザー - ローカル
• 許可 - すべてのユーザー - 継承

この機能をテストするには、Windows 認証が有効化されているログオン (p. 348)の説明に従って
ログオンします。サーバーへの接続をテストするには、「接続」ペインで「SGNWHD」を選択し
て、左側の「操作」ペインで、「*:443 (https) の参照」をクリックします。
Active Directory ユーザーから昇格されたセキュリティ担当者が従来の⽅法でログオンできるように
Windows 認証を無効にする必要がある場合は、「拒否 - すべての匿名ユーザー」という規則を削除
します。

注
Windows 認証は、C:\Program Files (x86)\Sophos\SafeGuard Enterprise\SGNWHD 配下
にある、web.config ファイルを編集することでも有効にできます。例:

 Windows 認証が有効化されているログオン
次の⼿順を実⾏します。
1. ブラウザを開いて URL を⼊⼒します。
2. URL を⼊⼒してアプリケーションを起動します。https://<ホスト ID または IP アドレス>/

SGNWHD
3. 「復旧」を選択して、次の該当するセクションの⼿順を実⾏します。

• 管理型エンドポイント (SafeGuard Enterprise Client - 管理型) の復旧処理 (p. 350)
• 仮想クライアントを使⽤した復旧 (p. 353)
• ⾮管理型エンドポイント (Sophos SafeGuard クライアント - スタンドアロン) の復旧処理

(p. 356)

7.4.3 認証
セキュリティ担当者が Web ベースの復旧ウィザードを使⽤するには、Web Helpdesk で
SafeGuard Enterprise Server に対して認証を⾏う必要があります。セキュリティ担当者は⾃分の
ユーザー名とパスワードを使って Web Helpdesk にログオンします。
認証⽅法は、次の 2とおりに分かれます。
• SafeGuard Management Center でセキュリティ担当者に昇格されたユーザーは、Windows 認

証を使わない Web Helpdesk へのログオン (p. 349)の説明に従ってログオンします。
• Windows 認証が有効化されている特定の Web Helpdesk ユーザーグループに属するユーザー

は、Windows 認証が有効化されているログオン (p. 348)の説明に従ってログオンします。
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 SafeGuard Management Center 内での準備
Windows 認証を有効にせず Web Helpdesk でユーザー認証を⾏うには、SafeGuard Management
Center で次の⼿順を⾏う必要があります。
1. Web Helpdesk のユーザーを Active Directory から SafeGuard Enterprise のデータベースにイ

ンポートします。
2. このようなユーザーにユーザー証明書を割り当てます。証明書 (.p12 ファイル) がデータベース

で利⽤可能になっている必要があります。
3. Web Helpdesk にアクセスするユーザーを右クリックして、「このユーザーをセキュリティ担当

者に指定」を選択して、セキュリティ担当者に昇格します。
4. Web Helpdesk で認証されるように、セキュリティ担当者に「ヘルプデスク担当者」のロールを

割り当てます。
昇格したセキュリティ担当者は、定義済みのセキュリティ担当者名を使⽤して Web Helpdesk
にログオンできます。この名前は、Windows ユーザー名と、ユーザーに割り当てられているド
メインの名前の組み合わせになっています。要求されるパスワードは、証明書を保護している
Windows パスワードです。

注
ユーザーの昇格時に証明書を作成した場合、ユーザーは SafeGuard Management Center
にログオンする際、証明書パスワードを使⽤する必要があります。Windows パスワードの
⼊⼒が求められますが、証明書パスワードを⼊⼒する必要があります。

5. 操作を実⾏するオブジェクト (ドメインや組織単位など) に対する権限を許可します。
Web Helpdesk に該当するドメインが表⽰されていない場合は、次の⼿順を実⾏します。

6. SafeGuard Management Center を開き、「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
7. 左側のツリー構造で、ドメインを選択します。
8. 「アクセス」タブを選択して、アクセス権を許可するユーザーが表⽰されていることを確認しま

す。

注
Web Helpdesk のセキュリティ担当者は、SafeGuard Enterprise Server に対してユーザー認証
を⾏なう必要があるため、Web Helpdesk でトークン認証を⾏なうことはできません。

 Windows 認証を使わない Web Helpdesk へのログオン
1. ブラウザを起動します。
2. 次の URL を⼊⼒してアプリケーションを起動します。 https://<ホスト ID または IP アドレス

>/SGNWHD
3. 「ようこそ」ページで、SafeGuard Management Center 内に定義されているセキュリティ担当

者名を次の形式で⼊⼒します。<ユーザー名>@<ドメイン名> 例: WHDOfficer@MYDOMAIN
4. Windows のパスワードを⼊⼒します。

注
ユーザーの昇格時に証明書を作成した場合、ユーザーは SafeGuard Management Center に
ログオンする際、証明書パスワードを使⽤する必要があります。Windows パスワードの⼊⼒
が求められますが、証明書パスワードを⼊⼒する必要があります。

5. 「ログオン」をクリックします。
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Web Helpdesk にログオンされます。

7.4.4 管理型エンドポイント (SafeGuard Enterprise Client -
管理型) の復旧処理
SafeGuard Enterprise には、さまざまな障害復旧シナリオに基づいた、SafeGuard Enterprise
で保護されている管理型エンドポイントを復旧するための機能 (パスワードで復旧したり、外部メ
ディアから起動してデータにアクセスしたりなど) が⽤意されています。
SafeGuard Enterprise フルディスク暗号化で暗号化されているのか、または BitLocker Drive
Encryption が使⽤されているのかが⾃動的に判断され、それに応じて復旧ワークフローが調整され
ます。

 管理型エンドポイントの復旧処理
復旧ワークフローは、どのような種類の SafeGuard Enterprise Client の復旧が要求されたかに
よって異なります。

注
BitLocker で暗号化されたエンドポイントの復旧処理では、特定のボリュームを暗号化するため
に使⽤された鍵が復旧されるだけです。パスワードは復旧されません。

 POA レベルでのパスワードの復旧
最も⼀般的な状況の 1つは、ユーザーがパスワードを忘れてしまった場合です。SafeGuard
Enterprise をインストールすると、デフォルトでは Power-on Authentication (POA) が有効にな
ります。エンドポイントにアクセスするための POA パスワードは、Windows パスワードと同じで
す。
ユーザーが POA レベルのパスワードを忘れてしまった場合、ヘルプデスク担当者は「ユーザーロ
グオンありの SGN Client の起動」⽤のレスポンスを⽣成できます。このとき、ユーザーのパス
ワードは表⽰されません。ただし、この場合、レスポンスコードを⼊⼒した後にオペレーティング
システムが起動するので、ドメインの設定状況に応じて、ユーザーが Windows レベルでパスワー
ドを変更する必要があります。それ以降は、その新しいパスワードを使って Windows と Power-
on Authentication にログオンできます。
POA レベルのパスワードを復旧する場合の推奨事項
注: ユーザーがパスワードを忘れた場合は、次の⽅法を使⽤することをお勧めします。ヘルプデス
ク担当者がパスワードをリセットする必要がなくなります。
• Local Self Help を使⽤する。ユーザーは Local Self Help で既存のパスワードを表⽰でき、

そのパスワードを引き続き使⽤できます。したがって、パスワードの再設定を⾏ったり、ヘル
プデスク担当者に依頼したりする必要がなくなります。

• SafeGuard Enterprise Client (管理型) ⽤のチャレンジ/レスポンスを使⽤する。チャレン
ジ/レスポンスを⾏う前に、Active Directory で管理者がパスワードをリセットすることは推奨
しません。リセットしないことで、Windows と SafeGuard Enterprise の間でパスワードが同
期されたままになります。Windows のヘルプデスク担当者にこの情報を伝えてください。

注
チャレンジ/レスポンスによるパスワードのリセットは、Windows エンドポイントからの
み利⽤できます。
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SafeGuard Enterprise ヘルプデスク担当者は、レスポンスに対する処理として「ユーザーログオ
ンありの SGN Client の起動」と「ユーザーパスワードの表⽰」を選択してレスポンスコードを⽣
成してください。これにより、Active Directory でユーザーのパスワードをリセットする必要がな
くなります。ユーザーが希望している場合は、既存のパスワードをそのまま使⽤してもらい、後で
ローカルで変更してもらうこともできます。

注
この機能は、BitLocker または FileVault2 で保護されているエンドポイントに対しては使⽤で
きません。

 外部メディアから起動してデータにアクセス
チャレンジ/レスポンスを使⽤して、WinPE などの外部メディアからエンドポイントを起動するこ
ともできます。そのためには、ユーザーは、POA ログオン ダイアログの「以下から起動を続⾏ :
フロッピー ディスク/外部メディア」を選択して、チャレンジを開始する必要があります。レス
ポンスを受け取ったユーザーは、ログオン情報を通常どおり POA に⼊⼒すれば、引き続き外部メ
ディアから起動できます。

注
この機能は、BitLocker または FileVault2 で保護されているエンドポイントに対しては使⽤でき
ません。

暗号化されたボリュームにアクセスするための条件は次のとおりです。
• 使⽤するデバイスに SafeGuard Enterprise のフィルタ ドライバが含まれている必要がありま

す。詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 108805 を参照してください。
• ユーザーは外部メディアからエンドポイントを起動する必要があります。そのための権限をユー

ザーに付与するには、SafeGuard Management Center でポリシーを定義してエンドポイントに
適⽤します (「ポリシー > 認証 > アクセス > ユーザーは内部ハードディスクのみから起動でき
る > いいえ」)。

• エンドポイントでは外部メディアからの起動が許可されている必要があります。
• 定義済みのマシン鍵で暗号化されたボリュームだけにアクセスできます。この鍵暗号化タイプ

は、SafeGuard Management Center 内のデバイス暗号化ポリシーに定義した上で、エンドポイ
ントに割り当てることができます。

注
WinPE などの外部メディアを使って暗号化されたドライブにアクセスすると、⼀部のボリューム
だけにアクセスが許可されます。

 SafeGuard Enterprise ポリシーキャッシュの復元
SafeGuard Enterprise ポリシーキャッシュが破損している場合、Power-on Authentication にロ
グオンするときに、チャレンジ/レスポンスを開始するよう⾃動的にメッセージが表⽰されます。

 管理型コンピュータ⽤のレスポンスの作成
管理型コンピュータ (SafeGuard Enterprise Client) ⽤のレスポンスを作成するには、コンピュータ
名とドメイン名が必要です。
1. 「復旧の種類」ページで「SafeGuard Enterprise Client」を選択します。
2. リストから対象のドメイン名を選択します。
3. ⽬的のコンピュータ名を⼊⼒します。これにはいくつかの⽅法があります。
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• 次の⽅法で名前を選択する。「...」をクリックし、ポップアップウィンドウで「検索」を
クリックします。コンピュータのリストが表⽰されます。⽬的のコンピュータを選択し、
「OK」をクリックします。コンピュータ名が「ドメイン」の下の「復旧の種類」ウィンドウ
に表⽰されます。

• コンピュータの短い名前を⼊⼒します。「次へ」をクリックすると、データベースでこの名前
が検索されます。⾒つかった場合は、コンピュータの識別名が表⽰されます。

• 次のように、識別名の形式でコンピュータ名を直接⼊⼒します。
CN=Desktop1,OU=Development,OU=Headquarter,DC=Utimaco,DC=com

4. 「次へ」をクリックします。
コンピュータで SafeGuard Enterprise フルディスク暗号化で暗号化されているのか、または
BitLocker Drive Encryption が使⽤されているのかが⾃動的に判断され、それに応じて復旧ワーク
フローが調整されます。
• SafeGuard Enterprise で保護されているコンピュータの場合は、次の⼿順でユーザー情報を選

択する必要があります。
• BitLocker で暗号化されたコンピュータの場合は、アクセスできなくなったボリュームを復旧で

きる場合があります。次の⼿順で復号化するボリュームを選択する必要があります。
 SafeGuard Enterprise のフルディスク暗号化で保護されるコンピュータ⽤のレスポンスの作成
1. 「ドメイン」でそのユーザーが必要とするドメインを選択します。ローカル ユーザーの場合は、

「<コンピュータ名> のローカルユーザー」を選択します。
2. ⽬的のユーザー名を検索します。次のいずれか 1つを実⾏します。

• 「表⽰名で検索」をクリックします。リストから⽬的の名前を選択し、「OK」をクリックし
ます。

• 「ログオン名で検索」をクリックします。リストから⽬的の名前を選択し、「OK」をクリッ
クします。

• ユーザー名を直接⼊⼒します。つづりが正しいことを確認してください。
3. 「次へ」をクリックします。チャレンジコードを⼊⼒できるペインが表⽰されます。
4. ユーザーから伝えられたチャレンジ コードを⼊⼒し「次へ」をクリックします。チャレンジ コー

ドが検証されます。⼊⼒したコードに誤りがある場合、コードが間違っているブロックの下に
「無効」と表⽰されます。

5. 正しいチャレンジコードを⼊⼒すると、SafeGuard Enterprise Client が要求する復旧処理と、エ
ンドポイント上で実⾏できる復旧処理が表⽰されます。レスポンスに対して選択できる処理は、
チャレンジコードを呼び出したときにエンドポイントが要求した処理によって異なります。たと
えば、「要求した暗号トークン」が要求された場合には、レスポンスに表⽰される処理は「ユー
ザーログオンありの SGN クライアントの起動」と「ユーザーログオンなしの SGN クライアント
の起動」です。

6. ユーザーが実⾏する必要のある処理を選択します。
7. 上記の「ユーザーログオンありの SGN Client の起動」がレスポンス処理として選択されている

場合は「ユーザーパスワードの表⽰」を選択すると、対象のエンドポイント上でパスワードを表
⽰させることができます。

8. 「次へ」をクリックします。レスポンス コードが⽣成されます。
9. ⽣成されたレスポンスコードをユーザーに伝えます。スペル⽀援を利⽤できます。また、レスポ

ンス コードはクリップボードにコピーすることもできます。
ユーザーがレスポンス コードをエンドポイントに⼊⼒すると、承認された処理が実⾏できるようにな
ります。

 BitLocker Drive Encryption で保護されるコンピュータ⽤のレスポンスの作成
1. アクセスするボリュームをリストから選択して「次へ」をクリックします。Web Helpdesk に対

応する 48桁の復旧鍵が表⽰されます。
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2. この鍵をユーザーに渡します。
ユーザーがこの鍵を⼊⼒すると、エンドポイント上の BitLocker で暗号化されたボリュームにアクセ
スできるようになります。

7.4.5 仮想クライアントを使⽤した復旧
SafeGuard Enterprise で仮想クライアントを使って復旧を⾏うと、復旧が困難な状況でも再び暗
号化されたボリュームにアクセスできるようになります。
このタイプの復旧は次のような状況で適⽤できます。
• Power-on Authentication が破損している場合。
• ボリュームがコンピュータに定義されているマシン鍵ではなく別の鍵で暗号化されている場合。

必要な鍵はユーザー環境にはありません。このため、データベース内で鍵を特定してエンドポイ
ントに安全な⽅法で転送する必要があります。

注
仮想クライアントの復旧は、複雑な復旧に関する問題を解決する場合にだけ使⽤してください。
前述の両⽅の問題に該当する場合には、仮想クライアントによる復旧をお勧めします。しかし、
ボリュームの復旧に必要な鍵がないだけの場合、ボリュームを復旧する最適な⽅法は、当該の鍵
を各ユーザーの鍵リングに割り当てることです。

このような場合のために、SafeGuard Enterprise には次のソリューションが⽤意されています。
このような状況でチャレンジ/レスポンスを有効にするには、仮想クライアントという特定のファイ
ルを SafeGuard Management Center で作成し、ユーザーに配布後、チャレンジ/レスポンスセッ
ションを開始します。これらの仮想クライアントファイル、鍵復旧ツール RecoverKeys.exe、お
よび SafeGuard Enterprise 向けに変更された WinPE の CD によって、エンドポイント上でチャ
レンジ/レスポンスを開始できます。その後、ヘルプデスク担当者は⽬的の鍵を選択してレスポンス
コードを⽣成します。ユーザーがレスポンスコードを⼊⼒すると、必要な鍵がレスポンスにより転
送され、暗号化されたボリュームにアクセスできるようになります。

注
Web Helpdesk は、仮想クライアントを使った⾮管理型エンドポイント (Sophos SafeGuard
Client スタンドアロン型) の復旧はサポートしません。代わりに SafeGuard Management
Center を使⽤してください。

 仮想クライアントを使⽤した復旧ワークフロー
詳細は「SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ」を参照してください。
1. ヘルプデスク担当者は、SafeGuard Management Center の「鍵と証明書」エリアで仮

想クライアントを作成し、それらをファイルにエクスポートします。必ず、このファイル
(recoverytoken.tok) をユーザーに配布して使⽤できる状態にしてから、チャレンジ/レスポンス
セッションを開始してください。

2. 配布後、ユーザーは SafeGuard Enterprise リカバリ CD または SafeGuard Enterprise 向け
に変更された WinPE が含まれるその他の CD をコンピュータ上から POA ログオンなしで起動
し、SafeGuard Enterprise 鍵復旧ツールを使⽤してチャレンジ/レスポンスセッションを開始す
る必要があります。
利⽤できないユーザー名やコンピュータ名については、その代わりに SafeGuard Enterprise
データベース内で仮想クライアント ファイルが使⽤され、チャレンジに記述されます。
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3. 鍵復旧ツールによって、どのボリュームが暗号化されていて、それらのボリュームのためにどの
鍵が使⽤されているかがユーザーに報告されます。ユーザーはこの情報をヘルプデスク担当者に
伝えます。

4. ヘルプデスク担当者は、データベース内の仮想クライアントを特定し、暗号化されたボリューム
へのアクセスに必要な鍵を選択します。これは、1つの鍵または鍵ファイルにエクスポートされた
複数の鍵のいずれかです。そして、ヘルプデスク担当者がレスポンスコードを⽣成します。

5. ユーザーがレスポンス コードを⼊⼒します。レスポンスコード内で必要な鍵が転送されます。
ユーザーがレスポンス コードを⼊⼒してコンピュータを再起動することによって、再び暗号化さ
れたボリュームにアクセスできるようになります。

 仮想クライアントを使⽤した復旧処理
ユーザーが使⽤できない鍵で暗号化されているボリュームにアクセスするには、正しい暗号化鍵を
データベースからユーザー環境に転送する必要があります。
このため、チャレンジ/レスポンスは仮想クライアントを使⽤する次の 2 つの処理に対応していま
す。
• 1 つの鍵の転送
• 暗号化された鍵ファイル内の複数の鍵の転送

 1つの鍵の転送
暗号化されたボリュームにアクセスするために必要な 1つの鍵を復旧するために、チャレンジ/レス
ポンスを開始できます。ヘルプデスク担当者は、データベース内で必要な鍵を選択し、レスポンス
コードを⽣成する必要があります。レスポンスコードを⼊⼒することによって、鍵が暗号化され、
エンドポイントに転送されます。レスポンスコードが正しい場合は、転送された鍵がローカル鍵ス
トアにインポートされます。それ以降は、この鍵を使⽤して暗号化されているすべてのボリューム
にアクセスできるようになります。

 暗号化された鍵ファイル内の複数の鍵の転送
暗号化されたボリュームにアクセスするために必要な複数の鍵を復旧するために、チャレンジ/レス
ポンスを開始できます。鍵は、パスワードで暗号化された 1つのファイルに保存されます。この処
理を⾏うには、ヘルプデスク担当者が保存する 1つ以上の必要な鍵を 1つのファイルにエクスポー
トする必要があります。このファイルは、データベースに保存されているランダムなパスワードを
使⽤して暗号化されます。このパスワードは作成される鍵ファイルごとに⼀意です。
暗号化された鍵ファイルをユーザー環境に転送して、ユーザーが使⽤できる状態にする必要があり
ます。この鍵ファイルを復号化するには、ユーザーは鍵復旧ツール RecoverKeys.exe を使⽤して
チャレンジ/レスポンスを開始し、そこでパスワードを⽬的のコンピュータに転送する必要がありま
す。このセッションの間、対象のエンドポイントにパスワードが転送されます。ヘルプデスク担当
者は、レスポンスを⽣成し、鍵ファイルを復号化するための各パスワードを選択します。パスワー
ドはレスポンス コード内で⽬的のエンドポイントに転送されます。そのパスワードを使って鍵ファ
イルを復号化できます。
鍵ファイル内の鍵は、エンドポイント上の鍵記憶域にインポートされます。すると、使⽤できる鍵
で暗号化されたすべてのボリュームに再びアクセスできるようになります。

注
Web Helpdesk では、データベース内の鍵ファイルと対応するパスワードは、チャレンジ/レスポ
ンス セッションで正常に使⽤された後は削除されます。そのため、チャレンジ/レスポンス セッ
ションが正常に終了するたびに、新しい鍵ファイルとパスワードを作成する必要があります。

 仮想クライアントを使⽤したレスポンス
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 前提条件
• 仮想クライアントが SafeGuard Management Center の「鍵と証明書」で作成済みである必要が

あります。
• ヘルプデスク担当者は、データベース内の仮想クライアントを特定できる必要があります。仮想

クライアントは名前によって⼀意に識別されます。
• 仮想クライアントファイル recoverytoken.tok は、ユーザーが使⽤できる状態でなければなり

ません。このファイルは、鍵復旧ツールと同じフォルダに保存される必要があります。このファ
イルは USB メモリに保存することをお勧めします。

• 複数の鍵を復旧することが要求されたときは、ヘルプデスク担当者は事前に SafeGuard
Management Center の「鍵と証明書」で必要な復旧鍵が含まれる鍵ファイルを作成しておく必
要があります。鍵ファイルは、復旧の前にユーザーが利⽤できる状態でなければなりません。こ
の鍵ファイルを暗号化しているパスワードが、データベースで⼊⼿できる状態になっている必要
があります。

• ユーザーが鍵復旧ツールを起動して、チャレンジ/レスポンスセッションを開始している必要があ
ります。

• レスポンスは割り当てられた鍵に対してのみ開始できます。鍵が有効ではない場合、つまり鍵が
少なくとも 1⼈のユーザーに割り当てられていない場合は、仮想クライアントのレスポンスは不可
能です。このような場合は、無効な鍵を他のユーザーに割り当て直し、この鍵に対するレスポン
スを再び⽣成することができます。

 仮想クライアントを使⽤したレスポンスの作成
1. ヘルプデスク担当者は、「復旧の種類」ページで「仮想クライアント」を選択します。
2. ユーザーから取得した仮想クライアント名を⼊⼒します。これには次の 2種類の⽅法があります。

• ⼀意の名前を直接⼊⼒する。
• 次の⽅法で名前を選択する。「...」をクリックし、ポップアップウィンドウで「検索」をク

リックします。仮想クライアントのリストが表⽰されます。対象の名前を選択し、「OK」を
クリックします。仮想クライアント名が「復旧の種類」ウィンドウの「仮想クライアント」に
表⽰されます。

3. 「次へ」をクリックします。復旧処理を選択できるページが表⽰されます。
4. ユーザーが実⾏する復旧処理を選択し、「次へ」をクリックします。

• 1 つの復旧鍵だけを転送する必要のある場合は、「要求された鍵」を選択します。リストから
必要な鍵を選択します。「...」をクリックします。鍵は鍵 ID またはシンボリック名で表⽰で
きます。「検索」をクリックして鍵を選択し、「OK」をクリックします。

• 複数の復旧鍵が⼊っている鍵ファイルをユーザーが必要としている場合は、「要求された鍵
ファイルのパスワード」を選択してその暗号化鍵ファイルのパスワードをユーザーに転送しま
す。必要な鍵ファイルを選択します。「...」をクリックし、「検索」をクリックします。鍵
ファイルを選択し、「OK」をクリックします。

「要求された鍵ファイルのパスワード」は、鍵ファイルが SafeGuard の「鍵と証明書」ですで
に作成されていて、鍵ファイルを暗号化しているパスワードがデータベースに保存されていな
いと選択できません。Web Helpdesk では、データベース内の鍵ファイルと対応するパスワー
ドは、チャレンジ/レスポンスセッションで正常に使⽤された後は削除されます。このため、
チャレンジ/レスポンス セッションが正常に終了するたびに、新しい鍵ファイルとパスワードを
作成する必要があります。

5. 「次へ」をクリックします。チャレンジコードを⼊⼒するページが表⽰されます。
6. ユーザーから伝えられたチャレンジ コードを⼊⼒し「次へ」をクリックします。チャレンジ コー

ドが検証されます。コードが間違って⼊⼒された場合、エラー表⽰の下に「無効」と表⽰されま
す。

7. チャレンジ コードが正しく⼊⼒されている場合は、レスポンス コードが⽣成されます。このレス
ポンスコードをユーザーに伝えます。スペル⽀援を利⽤できます。また、レスポンス コードはク
リップボードにコピーすることもできます。
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• 1つの鍵が要求された場合は、⽣成された鍵がレスポンスコード内で転送されます。
• 暗号化された鍵ファイルのパスワードが要求された場合は、パスワードがレスポンスコード内

で転送されます。鍵ファイルはその後に削除されます。
8. ユーザーはエンドポイントコンピュータ上でレスポンスコードを⼊⼒する必要があります。
9. ユーザーが各ボリュームにアクセスするには、コンピュータを再起動してログオンし直す必要が

あります。
ボリュームに再びアクセスできるようになります。

7.4.6 ⾮管理型エンドポイント (Sophos SafeGuard クライア
ント - スタンドアロン) の復旧処理
SafeGuard Enterprise では、⾮管理型エンドポイント (Sophos SafeGuard クライアント - スタ
ンドアロン) に対してチャレンジ/レスポンス認証を⾏うこともできます。⾮管理型エンドポイン
トは、SafeGuard Enterprise Server に接続しておらず、ローカルで管理されます。SafeGuard
Enterprise のデータベースに登録されていないので、チャレンジ/レスポンスに必要なエンドポイ
ントの識別情報は⼊⼿できません。したがって、⾮管理型エンドポイントのチャレンジ/レスポン
スは、エンドポイントの設定時に作成された鍵復旧ファイル (XML) に基づいて⾏われます。詳細
は、管理対象外のエンドポイント⽤に構成パッケージを作成する (p. 72)を参照してください。こ
の鍵復旧ファイルは、⾮管理型エンドポイントごとに⽣成され、会社の証明書を使って暗号化さ
れた定義済みのマシン鍵を持っています。チャレンジ/レスポンスの実⾏中は、鍵復旧ファイルを
USB メモリやネットワーク共有などに保存し、ヘルプデスク担当者がアクセスできる状態にする
必要があります。ヘルプデスク担当者が復旧鍵にアクセスできる場合は、レスポンスが⽣成されま
す。ファイルにアクセスできない場合、復旧は実⾏できません。

 ⾮管理型エンドポイントの復旧処理
⾮管理型エンドポイント (Sophos SafeGuard クライアント - スタンドアロン型) のチャレンジ/レ
スポンスは、次のようなときに開始する必要があります。
• ユーザーが間違ったパスワードを何度も⼊⼒した場合。
• ユーザーがパスワードを忘れた場合。
• 破損したローカル キャッシュを修復する必要がある場合。
⾮管理型エンドポイントの場合、データベースからユーザー鍵を⼊⼿することはできません。この
ため、チャレンジ/レスポンスセッションで実⾏できる復旧オプションは、「ユーザー ログオンな
しで Sophos SafeGuard クライアントを起動」だけです。
チャレンジ/レスポンスを実⾏すると、ユーザーが Power-on Authentication でログオンできるよ
うになります。また、Windows パスワードのリセットが必要な場合でも、ユーザーは Windows
にログオンできます。

 ユーザーが間違ったパスワードを何度も⼊⼒した場合
この場合、パスワードをリセットする必要はありません。ユーザーはチャレンジ/レスポンスで
Power-on Authentication にログオンできるようになります。この後、ユーザーが Windows ログ
インで正しいパスワードを⼊⼒すると、再びエンドポイントを使⽤できるようになります。
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 ユーザーがパスワードを忘れた場合

注
パスワードを忘れた場合、通常 Local Self Help を使⽤して復旧することをお勧めします。ユー
ザーは Local Self Help で既存のパスワードを表⽰でき、そのパスワードを引き続き使⽤できま
す。したがって、パスワードの再設定を⾏ったり、ヘルプデスク担当者に依頼したりする必要が
なくなります。

忘れたパスワードをチャレンジ/レスポンスで復旧するときは、パスワードのリセットが必要です。
1. チャレンジ/レスポンスでは、コンピュータを Power-on Authentication で起動できます。
2. Windows のログオン画⾯でも、ユーザーは正しいパスワードがわからないため、Windows

レベルでパスワードを変更する必要があります。変更するには、SafeGuard Enterprise 以外
に、Windows 標準の⽅法による復旧処理が必要になります。Windows レベルでパスワードをリ
セットするときは、以下の⽅法をお勧めします。
• コンピュータ上で使⽤できるサービスまたは管理者アカウントのうち、必要な Windows 権限

を持つアカウントを使⽤する。
• Windows のパスワード リセット ディスクを使⽤する。
ヘルプデスク担当者は、どちらの⼿続きを使⽤した⽅がいいかをユーザーに伝えて、追加の
Windows ログオン情報または必要なディスクを提供することをお勧めします。

3. ユーザーは、ヘルプデスク担当者から⼊⼿した新しいパスワードを Windows のログオン画⾯で
⼊⼒します。その後、このパスワードをすぐに⾃分だけが知っているパスワードに変更します。

4. 新しいパスワードを選択すると、POA で現在使⽤されている SafeGuard Enterprise パスワード
と⼀致していないことが検出されます。すると、古い SafeGuard Enterprise パスワードの⼊⼒
を求められます。このパスワードを忘れた場合は、「キャンセル」をクリックする必要がありま
す。

5. SafeGuard では、古いパスワードを⼊⼒せずに新しいパスワードを設定するには、新しい証明書
が必要になります。

6. 新しいユーザー証明書は、新しく設定された Windows パスワードに基づいて作成されます。こ
の結果、ユーザーは再度コンピュータにログオンできるようになり、新しいパスワードを使って
Power-on Authentication にログオンできます。
SafeGuard Data Exchange の鍵
ユーザーが Windows パスワードを忘れ、リセットした場合、当該のユーザーは、対応するパ
スフレーズなしで SafeGuard Data Exchange に対して既に作成されている鍵を使⽤すること
はできません。既存の SafeGuard Data Exchange のユーザー鍵を引き続き使⽤できるように
するには、SafeGuard Data Exchange のパスフレーズを思い出して、これらの鍵を再び有効
にする必要があります。

 ⾮管理型コンピュータ⽤のチャレンジ/レスポンス
⾮管理型コンピュータに対してチャレンジ/レスポンスセッションでレスポンスを⽣成するには、復旧
ファイル (.xml ファイル) の名前が必要です。
1. Web Helpdesk の「ツール」メニューから「復旧」をクリックします。
2. 「復旧の種類」から「スタンドアロンクライアント」を選択します。
3. 「参照」をクリックし、必要な鍵復旧ファイル (.xml) を参照します。
4. ユーザーから伝えられたチャレンジコードを⼊⼒します。
5. ユーザーが⾏う処理を選択し、「次へ」をクリックします。
6. レスポンス コードが⽣成されます。このレスポンスコードをユーザーに伝えます。スペル⽀援を

利⽤できます。また、レスポンス コードはクリップボードにコピーすることもできます。
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ユーザーは、レスポンス コードを⼊⼒し、必要な処理を実⾏して、作業を再開できます。

7.4.7 Web Helpdesk のイベントのログ出⼒
Web Helpdesk のイベントは、Windows イベントビューアや SafeGuard Enterprise データベー
スでログ出⼒できます。Web Helpdesk にログオンしたユーザー、チャレンジ要求したユーザー、
要求した復旧アクションなど、Helpdesk のアクティビティに関するすべてのイベントをログに記
録できます。
Web Helpdesk のイベントログを有効化するには、SafeGuard Management Center でポリシー
を構成パッケージに含め、Web Helpdesk サービス上でデプロイする必要があります。
SafeGuard Enterprise のデータベースにログとして記録されたイベントは、SafeGuard
Management Center の「イベント ビューア」を使って表⽰できます。

 Web Helpdesk のイベントログの有効化
Web Helpdesk のログは SafeGuard Management Center で構成します。
ポリシーの作成およびイベントの表⽰には権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center の「ポリシー」というナビゲーションペインで、「ログ」とい

う種類のポリシーを作成します。ログ出⼒するイベントを選択します。変更内容を保存します。
2. 新しい「ポリシー グループ」を作成します。このグループに作成した「ログ」という種類のポリ

シーを追加します。変更内容を保存します。
3. 「ツール」メニューの「構成パッケージ ツール」をクリックします。「構成パッケージの作成

(管理型)」を選択し、「構成パッケージの追加」をクリックします。作成したポリシー グループ
を選択し、構成パッケージに含めます。保存先を選択し、「構成パッケージの作成」をクリック
します。

4. SafeGuard Management Center で、ポリシー グループを Web Helpdesk サーバーのあるドメ
インに割り当てます。そして、有効化します。詳細については、ポリシーの割り当て (p. 69) を
参照してください。

5. Web Helpdesk サーバー上に作成した構成パッケージをインストールします。サービスを再起動
します。
Web Helpdesk のイベントログが有効化されます。

6. Web Helpdesk にログオンし、チャレンジ/レスポンスを実⾏します。
7. SafeGuard Management Center で「レポート」タブをクリックします。右側の「イベント

ビューア」というアクションエリアで、拡⼤アイコンをクリックし、Web Helpdesk のイベント
ログを表⽰します。

7.5 復旧
SafeGuard Enterprise は、次のようなシナリオで復旧を実⾏できます。
• モバイルデバイスを使⽤した復旧 (p. 359)
• BitLocker で暗号化されているエンドポイントの復旧 (p. 247)
• Mac エンドポイント⽤の復旧鍵 (p. 286)
• SafeGuard フルディスク暗号化対応の POA の復旧。詳細は、SafeGuard Enterprise 8 管理者

ヘルプを参照してください。
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7.5.1 チャレンジ/レスポンスのワークフロー
チャレンジ/レスポンスは、次の 2つのコンポーネントに基づいて実⾏されます。
• チャレンジ コードが⽣成されるエンドポイント。
• SafeGuard Management Center で、⼗分な権限を持つヘルプデスク担当者がレスポンス

コードを作成する。レスポンス コードは、要求した処理をユーザーが⾃分のコンピュータで実
⾏することを承認します。

注
チャレンジ/レスポンス を実⾏するには、対象コンピュータ/ユーザーに対する「フルアクセ
ス権」が必要です。

1. エンドポイント上で、ユーザーがチャレンジ コードを要求します。この処理を SafeGuard
Power-on Authentication で要求できるか、または KeyRecovery ツールを使⽤して要求できる
かは、復旧の種類によって決まります。
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。

2. ユーザーはヘルプデスク担当者に連絡を取り、必要な識別情報とチャレンジ コードを伝えます。
3. ヘルプデスク担当者は、SafeGuard Management Center で「復旧ウィザード」を起動します。
4. ヘルプデスク担当者は、適切な復旧の種類を選択し、識別情報とチャレンジ コードを確認して、

必要な復旧処理を選択します。
ASCII ⽂字列形式のレスポンス コードが⽣成され、表⽰されます。

5. ヘルプデスク担当者は、電話またはテキスト メッセージを使って、ユーザーにレスポンス コード
を提供します。

6. ユーザーがレスポンス コードを⼊⼒します。この処理を SafeGuard POA で実⾏できるか、また
は KeyRecovery ツールを使⽤して実⾏できるかは、復旧の種類によって決まります。
ユーザーは、承認された処理を実⾏できるようになります。たとえば、パスワードをリセット
して作業を再開できます。

7.5.2 復旧ウィザードの起動
復旧⼿順を実⾏するには、必要な権限およびアクセス許可を備えている必要があります。
1. SafeGuard Management Center にログオンします。
2. メニュー バーで「ツール > 復旧」をクリックします。
「復旧ウィザード」が起動します。使⽤する復旧の種類を選択することができます。

7.5.3 モバイルデバイスを使⽤した復旧
BitLocker 復旧鍵と FileVault 2 復旧鍵は、Sophos Mobile サーバーに送信できます。このよう
な復旧鍵は、SafeGuard Enterprise の鍵リングに追加され、Sophos Mobile の管理下にある
Sophos Secure Workspace のユーザーは、復旧操作を⾏うために、ポリシーに準拠したモバイル
デバイスで表⽰できます。モバイルデバイスを使⽤した復旧は、Sophos Secure Workspace バー
ジョン 6.2 以降で対応しています。詳細は、Sophos Secure Workspace 6.2 ユーザーヘルプを参
照してください。
要件︓
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• SafeGuard Enterprise と Sophos Mobile 間の鍵リングの共有が設定されている必要がありま
す。「モバイルデバイスを使⽤した復旧」オプションが有効化されている必要があります。詳
細は、Sophos Mobile の管理下にあるモバイルデバイスとの SafeGuard Enterprise 鍵リング
の共有 (p. 327)を参照してください。

• Sophos Secure Workspace 6.2 をモバイルデバイスで使⽤している必要があります。
• ユーザーは、エンドポイントで SGN ユーザーに指定されている必要があります。ユーザーは、

該当するエンドポイントの UMA (User Machine Assignments) リストに追加されている必要
があります。

• ユーザーは、フルディスク暗号化の鍵を取得する、特定のコンピュータにログインしている必
要があります。

注
転送するデータの量を制限するために、SafeGuard Enterprise 鍵リングには、エンドポイン
ト 10台の鍵のみが追加されます。これは、最も最近サーバーに接続したコンピュータ 10台で
す。

 復旧鍵をモバイルデバイスで表⽰する⽅法

注
Sophos Secure Workspace が Sophos Mobile コンテナ内にインストールされている必要があ
ります。

コンピュータ⽤の復旧鍵を表⽰する⽅法は次のとおりです。
1. メニューの「復旧鍵」をタップして割り当てられているコンピュータのリストを表⽰します。
2. コンピュータ名をタップして復旧鍵を表⽰します。
3. コンピュータをロック解除するには、コンピュータの BitLocker (Windows の場合) または

FileVault (macOS の場合) の画⾯に表⽰される⼿順に従ってください。

7.6 ツール
ここでは、SafeGuard Enterprise で提供されるツールの使⽤⽅法について説明します。
ツールは、SafeGuard Enterprise ソフトウェアの Tools ディレクトリにあります。

対象読者
このガイドは、セキュリティ担当者として SafeGuard Enterprise を扱う管理者を対象としていま
す。

7.6.1 Windows ⽤の Client/Server Connectivity Check ツー
ル

ユーザー環境でエンドポイントとサーバーの同期で問題が発⽣している場合は、Client/Server
Connectivity Check ツールを使⽤して、エンドポイントと SafeGuard サーバー間の通信に失敗す
る原因を解析できます。このツールは、関連するすべての接続を検証し、結果を⼀覧表⽰します。
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ツールで通信エラーが検出された場合は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 109662 にてト
ラブルシューティングを参照してください。

 サーバーへの接続の確認

Windows
C:\Program Files (x86)\Sophos\SafeGuard Enterprise\Client を開いて、SGNCSCC.exe アプ
リケーションを実⾏します。

Mac
/Library/Application Support/Sophos Encryption/ を開いて、SGNConnectivityTool アプリ
ケーションを実⾏します。

7.6.2 エンドポイントでの Synchronized Encryption ポリ
シーの表⽰
SafeGuard Enterprise には、エンドポイントに現在適⽤されている SafeGuard Enterprise ポリ
シーを表⽰するためのコマンド ライン ツール ShowSyncEncPolicyn.exe が⽤意されています。
このツールは、常に、適切な権限で実⾏する必要があります。たとえば、ユーザー A のエンドポイ
ントで、管理者権限でツールを実⾏した場合、ユーザー A のエンドポイントに適⽤されているポリ
シーは表⽰されません。
表⽰される項⽬は次のとおりです。
• アプリケーションリスト。ファイル暗号化が⾃動的に実⾏されるアプリケーションすべてが含

まれます (IN アプリ)。
• 初期暗号化および⾮同期暗号化の対象となるファイル拡張⼦のリスト。
• Synchronized Encryption の暗号化ルール。暗号化の対象パスや除外パス、および該当する暗

号化鍵に関する情報が含まれます。

パラメータ
ShowSyncEncPolicyn.exe は、次のようなパラメータを指定して使⽤できます。
ShowSyncEncpolicyn.exe [-h] [-A] [-a] [-e] [-d]
• パラメータ -h: ヘルプを表⽰します。
• パラメータ -A: アプリケーションリスト、ファイル拡張⼦、および暗号化ルールを表⽰しま

す。
• パラメータ -a: アプリケーションリストを表⽰します。
• パラメータ -e: ファイル拡張⼦を表⽰します。
• パラメータ -d: 暗号化ルールを表⽰します。
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例

ShowSyncEncPolicyn.exe -A

次の項⽬が表⽰されます。
• ツールを適切な権限で実⾏することを促すメッセージ。
• ポリシーで定義されている暗号化の適⽤先。例: すべて。
• 暗号化の対象パス、および各パスで使⽤される暗号化鍵。
• 暗号化から除外するディレクトリ。
• 初期暗号化および⾮同期暗号化の対象となるファイル拡張⼦のリスト。
• IN アプリのリスト。

7.6.3 SGNState: システム状態の表⽰
SafeGuard Enterprise には、エンドポイントにある SafeGuard Enterprise の現在の状態に関
する情報 (暗号化やその他の詳細なステータス情報) を表⽰するためのコマンド ライン ツール
SGNState が⽤意されています。

レポート
SGNState は、以下のようなレポート機能も提供できます。
• SGNState のリターンコードは、サードパーティの管理ツールを使⽤してサーバーで評価でき

ます。
• SGNState /LD を指定すると、LANDesk ⽤にフォーマットされた出⼒結果が返され、ファイル

に保存できます。

パラメータ
SGNState は、次のようなパラメータを指定して使⽤できます。
SGNState [/?][/H/Type|Status] [/L] [/LD] [/USERLIST]
• /? パラメータは、使⽤可能な SGNState コマンド ライン パラメータに関するヘルプ情報を表

⽰します。
• /H Type パラメータは、ドライブの種類に関する追加のヘルプ情報を表⽰します。
• /H Status パラメータは、ドライブの状態に関する追加のヘルプ情報を表⽰します。
• /L パラメータは、次の情報を表⽰します。

OS
製品バージョン
暗号化の種類 [SGN | Opal | BitLocker | BitLocker-C/R | 不明または旧バージョンの SGN]
Power On Authentication [はい | いいえ | 該当なし]
WOL (Wake on LAN の状態) [はい | いいえ | 該当なし]
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サーバー名
セカンダリ サーバー名
ログオン モード [SGN、⾃動ログオンなし | UID/パスワード | トークン/PIN | 指紋 | BL
(BitLocker)]
クライアント有効化の状態 [エンタープライズ | オフライン]
前回のデータ レプリケーション [⽇時]
POA での証明書ベースのトークンログオンの施⾏ [はい | いいえ | 該当なし]
FIPS モードの有効化設定 [はい | いいえ ]
ユーザー証明書の種類 [0 | 1 | 2 | 3 | 該当なし | ?]
リターンコード [リターンコード]
ファイル暗号化ドライバのバージョン [ドライバのバージョン]
ボリューム情報:

名前 種類 状態 暗号化⽅式

<名前> [HD-Part | ...] [暗号化済み | 暗号化なし | ...] [<アルゴリズム名> | n/a | ...]

FLOPPY アクセスできない

REMOV.PART エラー発⽣のため停⽌

REM_PART 暗号化の開始中

HD-PART 暗号化の進⾏中

UNKNOWN 復号化の開始中

復号化の進⾏中

準備されていません

• /LD パラメータは、これらの情報を LANDesk ⽤の形式で返します。
/L の出⼒形式と似ていますが、各⾏は Sophos SafeGuard ではじまります。
例:
Sophos SafeGuard - OS = Windows 10 Enterprise
Sophos SafeGuard - 製品バージョン = 8.20.0.64
Sophos SafeGuard - 暗号化タイプ = BitLocker
...

• パラメータ /USERLIST を使⽤して SGNState を呼び出した場合は、UMA 内のユーザーの⼀覧、
および適⽤されている証明書の種類が追加で表⽰されます。
証明書の種類:

0 ユーザーに証明書が割り当てられていません

1 P7 証明書 (例: P12 のあるスマートカードを使⽤したログオン)

2 P12 証明書

3 P7 および P12 証明書 (通常の SGN ユーザー)

該当
なし

証明書の種類を特定できません
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? 証明書の組み合わせが不明です

• リターンコード

0 暗号化されたボリュームはありません

1 少なくも 1つのボリュームが暗号化されています

-1 エラーが発⽣しました (例: SafeGuard Enterprise デバイス暗号化がインストールさ
れていません)

7.6.4 SGNRollback: 失敗したインストールのロールバック

注
SGNRollback は、BitLocker のない Windows 7 環境のみで使⽤してください。

エンドポイントへの SafeGuard Enterprise のインストールに失敗すると、エンドポイントを起動
できなくなったり、リモート管理のためにアクセスできなくなったりすることがあります。
エンドポイントへの SafeGuard Enterprise インストールに失敗した場合、次の状況で
SGNRollback は復旧することができます。
• Power-on Authentication が最初の起動中にフリーズし、コンピュータが起動できなくなる。
• ハード ドライブが暗号化されていない。
SGNRollback は、SafeGuard Enterprise インストールの失敗による影響を、次のようにして⾃動
的に元に戻します。
• 起動できなくなったコンピュータを起動できるようにする。
• SafeGuard Enterprise をアンインストールする。
• システム動作に関する他の OS コンポーネントに対する修正を元に戻す。
SGNRollback を Windows ベースの復旧システムである Windows PE または BartPE から起動し
ます。

 前提条件
SGNRollback の使⽤にあたり、前提条件は次のとおりです。
• SGNRollback が、復旧システム WinPE または BartPE で動作する。SGNRollback を使って復

旧操作を⾏うには、使⽤する復旧システムに統合してください。詳細は、該当する復旧システ
ムのドキュメントを参照してください。
SGNRollback を⾃動起動する場合、SGNRollback を使⽤する管理者は、該当する設定を
SGNRollback の⾃動起動を有効にする (Windows PE の場合) (p. 365)の説明に従って
WinPE で定義するか、SGNRollback の⾃動起動を有効にする (BartPE の場合) (p. 365)の説
明に従って BartPE で定義する必要があります。

• SafeGuard Enterprise のフルディスク暗号化がインストールされます。

注
SafeGuard Easy から SafeGuard Enterprise に移⾏した場合の復旧には対応していません。
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 復旧システムで SGNRollback を起動する
SGNRollback は⼿動で起動したり、復旧システムの⾃動起動に追加したりすることができます。

 SGNRollback の⾃動起動を有効にする (Windows PE の場合)
Windows PE で SGNRollback の⾃動起動を有効にするには、Microsoft の Windows ⾃動インス
トール キットをインストールします。「Windows プレインストール環境 (Windows PE) ユーザー
ズガイド」で説明されている、Windows PE 環境の構築⽅法と、アプリケーションを⾃動的に起動
する⽅法を参照してください。

 SGNRollback の⾃動起動を有効にする (BartPE の場合)
1. BartPEBuilder バージョン 3.1.3 以降を使⽤して、PE イメージを作成します。詳細は、BartPE

のドキュメントを参照してください。
2. BartPE Builder で、「Custom」(カスタム) フィールドに復旧ツール フォルダを追加します。
3. イメージを作成します。
4. SafeGuard Enterprise メディアから、BartPE が準備した Windows 版の i386 フォルダに

AutoRun0Recovery.cmd ファイルをコピーします。
5. 以下の 2⾏の⽂字列を実⾏して AutoRun0Recovery.cmd を作成します。

\Recovery\recovery.exe
exit

6. 次のようにして、コマンド ラインから PEBuilder ツールを実⾏します。
Pebuilder -buildis
新しい ISO イメージが構築され、それには⾃動起動ファイルが含まれます。

7. 結果イメージを復旧メディアに保存します。
このイメージを起動すると、SGNRollback が⾃動的に起動します。

 パラメータ
SGNRollback は、次のパラメータを指定して起動できます。

-drv WinDrive 復旧対象である SafeGuard Enterprise がインストー
ルされたドライブ⽂字を⽰します。このパラメータは
復旧モードのみで使⽤できます。正しいドライブ⽂字
を表⽰するためには、マルチブートシステムで使⽤す
る必要があります。

 失敗したインストールを元に戻す
エンドポイントで失敗した SafeGuard Enterprise のインストールを元に戻す⽅法は次のとおりで
す。
1. SGNRollback を含む復旧システムの保存された復旧メディアを使って、コンピュータを起動しま

す。
2. 復旧システムで SGNRollback を起動します。⾃動起動が有効になっている場合、SGNRollback

は⾃動的に起動します。SGNRollback は SafeGuard Enterprise をアンインストールするた
め、OS の準備を⾏います。

3. 次に、復旧メディアを取り出すように指⽰するメッセージが表⽰されます。メディアを取り出し
た後、コンピュータは OS のセーフ モードで再起動します。

変更された設定内容はすべて元に戻され、SafeGuard Enterprise がアンインストールされます。
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7.6.5 KeyRecovery ツール: コンピュータへのアクセスの復旧
KeyRecovery ツールは、POA が破損し SafeGuard の復旧ディスクからコンピュータを起動する
必要があるような複雑な状況下で、コンピュータへのアクセス復旧のために使⽤します。ツールは
チャレンジ/レスポンスを⾏う際に起動されます。

注
ツールに関する詳細な説明は、SafeGuard Enterprise の管理者ヘルプの「仮想クライアントを使
⽤したチャレンジ/レスポンス」を参照してください。

7.6.6 Windows BIOS の SafeGuard フルディスク暗号化シス
テムの復元

注
ここでの説明は、SafeGuard フルディスク暗号化と SafeGuard Power-on Authentication のあ
る Windows BIOS エンドポイントを対象にしています。

SafeGuard Enterprise は、ファイルおよびドライブを透過的に暗号化します。起動ボリュームも
暗号化できます。このため、コード、暗号化アルゴリズム、暗号化鍵などの復号化機能は、起動の
初期段階で使⽤できる必要があります。したがって、復号化に必要な SafeGuard Enterprise モ
ジュールが使⽤不可能または機能しない場合は、暗号化された情報にアクセスできなくなります。

 破損した MBR を復元する
SafeGuard Enterprise の Power-on Authentication は、コンピュータのハード ディスクの MBR
からロードされます。インストールが完了すると SafeGuard Enterprise は、インストール前のオ
リジナルの状態の MBR のコピーを、⾃⾝のカーネル内に保存し、LBA 0 の PBR ローダーを変更
します。変更された MBR の LBA 0 には、SafeGuard Enterprise カーネルの第 1セクタのアドレ
スとその合計サイズが含まれます。
MBR の問題は、SafeGuard Enterprise 復元ツール be_restore.exe を使⽤して解決できます。こ
のツールは Win32 アプリケーションであり、DOS からではなく、Windows から実⾏する必要が
あります。
MBR ローダーが破損している場合、システムを起動できません。復元するには次の 2つの⽅法があ
ります。
• バックアップから MBR を復元する
• MBR を修復する
破損した MBR を復元する前に、まず次の準備を⾏ってください。
1. Windows PE (プレインストール環境) CD を作成することをお勧めします。
2. 復旧ツール be_restore.exe を使⽤するには、いくつかの追加ファイルが必要になります。

このツールと必要なファイルは、SafeGuard Enterprise ソフトウェア ディレクトリの Tools
\KeyRecovery and Restore 配下にあります。このフォルダ内のすべてのファイルをメモリに
コピーします。ファイルはすべて、メモリの同じフォルダ内に格納してください。同じフォル
ダ内にない場合、復元ツールは正しく起動しません。
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注
Windows PE 環境で be_restore.exe を起動するには、Windows ファイルである
OLEDLG.dll が必要です。このファイルは、Tools\KeyRecovery and restore フォルダに含
まれていません。Windows インストール先から、リカバリ CD 上の復旧ツール フォルダに
追加してください。

3. 必要に応じて、BIOS で起動順序を変更し、CD-ROM が最初になるようにします。

注
be_restore.exe では、ディスク 0 上の MBR のみを復元または修復できます。2台のハード
ディスクを使⽤しており、システムが他のハード ディスクから起動する場合は、MBR を復元ま
たは修復することはできません。これは、リムーバブル ハード ディスクを使⽤している場合でも
同じです。

 以前に保存した MBR のバックアップを復元する
各 SafeGuard Enterprise エンドポイントは、マシン固有の SafeGuard Enterprise MBR
(SafeGuard Enterprise で変更後の起動ハード ディスクの LBA 0) を SafeGuard Enterprise デー
タベースに保存します。保存されたデータは、SafeGuard Management Center からファイルにエ
クスポートできます。
以前に保存した MBR のバックアップを復元する⽅法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックし、ナビゲーション

ペインで対象のコンピュータを選択します。
2. コンピュータを右クリックしてショートカット メニューを表⽰し、「プロパティ > マシンの設定

> バックアップ > エクスポート」を選択して、MBR をエクスポートします。保存先を指定する
と、.BKN という拡張⼦を持つ MBR を含む 512バイトのファイルが作成されます。

3. 他の SafeGuard Enterprise ファイルが配置されているメモリ上のフォルダにこのファイルをコ
ピーします。

4. 次に Windows PE 起動 CD をドライブに挿⼊し、SafeGuard Enterprise ファイルを格納したメ
モリを差し込みます。コンピュータの電源を投⼊し、CD から起動します。

5. コンピュータの準備が完了したら、コマンド ボックスを起動し、メモリ上の SafeGuard
Enterprise ファイルのあるディレクトリに移動し、be_restore.exe を実⾏します。

6. バックアップから復元するよう、「Restore MBR」(MBR を復元する) を選択し、作成し
た .BKN ファイルを選択します。

ツールは、選択した .BKN ファイルがコンピュータと⼀致するかをチェックした後、保存された
MBR を復元します。

 バックアップを使⽤しないで MBR を修復する
使⽤できる MBR バックアップ ファイルがローカルにない場合でも、be_restore.exe を使って、
破損した MBR ローダーを修復できます。be_restore.exe の「Repair MBR」(MBR を修復する)
オプションは、ハード ディスク上の SafeGuard Enterprise カーネルを探し、そのアドレスを使⽤
して MBR ローダーが再作成します。
この⽅法は、コンピュータ固有の MBR バックアップ ファイルがローカルになくても修復できる
ため⾮常に便利です。ただし、ハードディスク上の SafeGuard Enterprise カーネルを検索するた
め、時間がかかります。
修復するには、破損した MBR を復元する (p. 366) にある準備を⾏った後、be_restore.exe の
実⾏時に「Repair MBR」(MBR を修復する) オプションを選択してください。
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複数のカーネルが検出された場合は、be_restore.exe の「Repair MBR」(MBR を修復する) オプ
ションでは、タイム スタンプが最も新しいものが使⽤されます。

 パーティション テーブル
SafeGuard Enterprise では、新しいプライマリ パーティションまたは拡張パーティションを作成
することができます。この場合、パーティションのあるハード ディスク上のパーティション テーブ
ルが変更されます。
MBR のバックアップを復元する際、ツールは、破損した MBR の LBA 0 のパーティション テーブ
ルと、復元する MBR バックアップ ファイル (*.BKN) のパーティション テーブルが異なっている
ことを検出します。ユーザーは、表⽰されるダイアログで、使⽤するテーブルを指定できます。

 パーティション テーブルが破損している MBR を修復する
パーティション テーブルが破損していると、POA へ正常にログオンした後、OS が起動できなくな
ることがあります。
この問題は、be_restore.exe を使って、以前保存した MBR を復元するか、バックアップがない場
合は MBR を修復することで解決できます。
バックアップがある場合は、「Restore MBR」(MBR を復元する) オプションについて記載された
⼿順を実⾏します。
バックアップがない場合は、次の⼿順を実⾏します。
1. Windows PE 起動 CD をドライブに挿⼊し、SafeGuard Enterprise ファイルを格納したメモリ

を差し込みます。コンピュータの電源を投⼊し、CD から起動します。
2. コンピュータの準備が完了したら、コマンド プロンプトを起動し、メモリ上の SafeGuard

Enterprise ファイルのあるディレクトリに移動し、be_restore.exe を実⾏します。
3. 「Repair MBR」(MBR を修復する) を選択します。be_restore.exe が、現在の MBR とミラー

リングされた MBR のパーティション テーブルに差異を検出した場合は、パーティション テーブ
ルを選択するためのダイアログが表⽰されます。
ミラーリングされた MBR は、SafeGuard Enterprise Client の設定中に保存されたオリジナ
ルの Microsoft MBR で、クライアントをアンインストールした場合など、復元が可能となり
ます。Windows でパーティションに変更が⽣じた場合、ミラーリングされた MBR のパーティ
ション テーブルは SafeGuard Enterprise によって更新されます。

4. 「From Mirrored MBR」(ミラーリングされた MBR から) を選択します。

重要
「From Current MBR」(現在の MBR から) を選択しないでください。選択すると、現
在の MBR の破損したパーティション テーブルが使⽤されてしまいます。結果として、シ
ステムが起動できない状態が続くだけでなく、ミラーリングされた MBR も破損した MBR
で更新されてしまいます。

 Windows のディスク署名
Windows のハード ディスクにファイル システムが新規作成されると、ハード ディスクに署名が
書き込まれます。この署名は、ハード ディスクの MBR 内のオフセット 0x01B〜0x01BB に保存
されます。ハード ディスクの論理ドライブ⽂字などは、Windows のディスク署名に依存すること
にご注意ください。
したがって、「FDISK/MBR」などを使⽤してディスク署名を変更しないようにしてください。変
更すると、次回の Windows 起動時に、時間のかかるハードディスクのスキャンモードが開始さ
れ、ドライブの⼀覧が復元されます。
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SafeGuard Enterprise でドライブ⽂字の再構築が⾏われても、SafeGuard Enterprise のフィルタ
ドライバ「BEFLT.sys」はロードされません。これにより、システムを起動できなくなります。コ
ンピュータには、ブルースクリーンで「STOP 0xED “Unmountable Boot Volume”」と表⽰され
ます。
SafeGuard Enterprise でこの状態を修復するには、オリジナルの Windows のディスク署名を
ハード ディスクの MBR に復元する必要があります。
この操作にも be_restore.exe を使⽤します。

注
他のツールを使⽤して MBR を修復しないようにしてください。たとえば、古い MS DOS
FDISK.exe を使⽤して MBR ローダーを書き換えると (FDISK /MBR コマンド)、Windows
ディスク署名のない MBR ローダーが作成されることがあります。Windows のディスク署名が
削除される可能性に加え、古いツールによって作成された「新しい」MBR ローダーは、現在の
⼀般的なハード ディスク サイズを処理できないことがあります。修復ツールは、必ず最新の
バージョンを使⽤するようにしてください。

 ブート セクタ
暗号化処理時にボリュームのブートセクタは、SafeGuard Enterprise のブートセクタと置き換え
られます。SafeGuard Enterprise のブートセクタには、プライマリ/バックアップ KSA の位置お
よびサイズに関する情報が含まれています。位置は、パーティションの開始位置を基にした、クラ
スタおよびセクタで特定されます。SafeGuard Enterprise のブートセクタが破損しても、暗号化
されたボリュームにはアクセスできません。破損したブートセクタは、be_restore ユーティリティ
を使⽤して復元できます。

7.6.7 Windows UEFI BitLocker チャレンジ/レスポンスの復
元
ソフォスの復元ツール BLCRBackupRestoren.exe を使⽤して、Windows UEFI BitLocker システ
ムを復元することができます。このツールを使⽤して次の操作を実⾏できます。
• BitLocker チャレンジ/レスポンスに関連したデータをバックアップする:

これは、⾃動バックアップに失敗した場合のみに必要です。(ログイベント 3071: 「鍵のバッ
クアップが指定されたネットワーク共有に保存できませんでした。」)

• 以前作成したバックアップを⼿動で復元して、NVRAM の起動順序を修復する:
これは、BitLocker チャレンジ/レスポンスに関連したデータが破損した、または削除された疑
いがある場合のみに必要です。
BLCRBackupRestoren.exe は、Windows PE 環境で起動する必要があります。このツール
は、ソフォスの仮想クライアント CD に含まれています。

 コマンド ライン ツールを開始する

構⽂
blcrbackuprestoren [-?][-B [-T <ファイルパス>]] [-R [-K <ファイル名>] [-S <ファイル名>]]
[-I] [-D]
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オプション
• -?

ヘルプを表⽰します
• -B

バックアップ
• -T <ファイルパス>

既存の対象パス (任意)
• -R

復元
• -K <ファイル名>

鍵のパス\ファイル名 (任意)
任意の鍵ファイルは、SafeGuard Management Center からエクスポートする必要のあ
る .BKN ファイルです。
エクスポートする⽅法は次のとおりです。
̶ SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックし、ナビゲー

ション ペインで対象のコンピュータを選択します。
̶ コンピュータを右クリックしてショートカット メニューを表⽰し、「プロパティ > マシン

の設定 > バックアップ > エクスポート」を選択します。
BitLocker チャレンジ/レスポンスに関連したデータを正常にバックアップしている場合は、-R
オプションを使⽤することで⼗分です。

• -S <ファイル名>
ソースパス\ファイル名 (任意)

• -I
ブートエントリをインストールします。

• -D
ブートエントリを削除します。

注
⾃動復旧に失敗した場合、ドライブ⽂字の割り当てのない復旧パーティションにあるバック
アップファイルを使⽤するには、次の操作を実⾏してください。
• 復旧パーティションにドライブ⽂字を割り当てる
• バックアップファイルの完全修飾パス名を指定する
指定できるファイルは常に 1つだけあります: <ドライブ⽂字>:\SOPHOS\<ファイル名>.cps

例
• バックアップ

̶ blcrbackuprestoren -b (デフォルトの場所にアーカイブを作成します。)
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̶ blcrbackuprestoren -b -T <USB メモリのドライブ名>:\Backup\ (外部ドライブにアー
カイブを作成します。)

• 復元
̶ blcrbackuprestoren -r (デフォルトの場所からアーカイブを抽出します。)
̶ blcrbackuprestoren -r -k X:\example\example.BKN (デフォルトの場所からアーカイブ

を抽出し、鍵ファイルを再構成します。)

7.6.8 暗号化ボリュームの無効化
SafeGuard Enterprise で保護されているコンピュータでは、コマンドライン ツー
ル、beinvvol.exe を利⽤できます。このツールは、暗号化済みボリューム (ハードディスク、USB
メモリなど) を安全に無効化できるツールです。このコマンド ライン ツールは DoD 標準
(5220.22-M) に準じており、鍵ストアの安全な削除に使⽤できます。この標準では、ランダム パ
ターンと代替パターンによる 7回の上書きサイクルが実⾏されます。
このコマンド ライン ツールは、次の条件を満たすコンピュータで使⽤してください。
• SafeGuard Enterprise がインストールされている。
• ⼀部のハードディスク ボリュームが暗号化されている。
このツールは、SafeGuard Enterprise の暗号化ドライバが有効になっていないシステムで実⾏す
る必要があります。これは誤ってデータが無効化されることを防⽌するためです。他のシステムで
使⽤した場合、ツールは動作せずエラーメッセージが表⽰されます。

注
Windows PE の CD など外部メディアからシステムを起動し、コマンドライン ヘルプの説明に
従ってツールを使⽤することを推奨します。

無効化が完了すると、対象のボリュームを読み取ることができなくなります。
また、DoD 標準 (5220.22-M) に基づいて、各暗号化ボリュームの SafeGuard Enterprise のブー
トセクタ、および KSA (鍵記憶域) (元の KSA およびバックアップ) を 7回上書きして、永続的に
削除します。各ボリュームのランダムなデータ暗号化鍵は SafeGuard Enterprise Client の⼀元化
されたデータベースにバックアップされされないため、以後、ボリュームには⼀切アクセスできな
くなります。セキュリティ担当者でも再度アクセスすることができなくなります。
また、このコマンド ライン ツールでは、利⽤可能なボリュームに関する情報が画⾯に表⽰されま
す。表⽰される情報は、ボリュームの名前やサイズ、およびブートセクタや KSA の情報などです。
この情報は任意でファイルに保存することもできます。保存先として、無効化するボリュームは指
定しないようにしてください。

注
⼀度削除したデータを復旧することはできません。

 コマンド ライン ツールを開始する

構⽂
• xl[ボリューム]

Copyright © Sophos Limited 371



SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ

対象ボリュームの情報を⼀覧表⽰します。対象ボリュームを指定しないと、すべてのボリュー
ムの情報が⼀覧表⽰されます。

• xi<ボリューム>
対象ボリュームが完全に SGN 暗号化されている場合、そのボリュームを無効にします。このコ
マンドでは、対象 <ボリューム> を指定する必要があります。

• <ボリューム>
対象ボリュームを指定します (a, b, c, ..., z から指定)。<*> はすべてのボリュームを意味し
ます。

オプション
• -g0

ログ機能を無効にします。
• -ga[ファイル]

ログモード: 末尾に追加。対象ログ ファイルの末尾にログ エントリを追加し、ファイルが存在
しない場合は作成します。

• -gt[ファイル]
ログモード: 切り捨て。対象ログ ファイルがすでに存在する場合は切り捨て、存在しない場合
は作成します。

• [ファイル]
対象ログ ファイルを指定します。指定しないと、デフォルトで、現在のパスに対象ログ ファイ
ル BEInvVol.log が作成されます。無効化されるボリュームにあるログ ファイルは指定しない
ようにしてください。

• -?、h
ヘルプを表⽰します。

例
> beinvvol -h
> beinvvol xld
> beinvvol xle -ga"c:\subdir\file.log"
> beinvvol xl* -gt"c:\subdir\file.log"
> beinvvol xif -gt"c:\my subdir\file.log"
> beinvvol xig -g0
> beinvvol xi*

7.6.9 Opal 準拠の⾃⼰暗号化ハード ドライブの無効化
⾃⼰暗号化ハード ドライブは、データがハード ディスクに書き込まれると同時にハードウェア
ベースで暗号化します。Opal は Trusted Computing Group (TCG) によって策定・公開されてい
る、特定のベンダに依存しない暗号化標準仕様です。SafeGuard Enterprise は Opal 仕様に対応し
ており、Opal 準拠の⾃⼰暗号化ハードドライブを実装したエンドポイントを管理できます。
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Opal 準拠のハードドライブについて詳細は、「SafeGuard Enterprise 管理者ヘルプ」の
「SafeGuard Enterpriseと⾃⼰暗号化 Opal 準拠のハードドライブ」を参照してください。
SafeGuard Enterpriseで保護されているコンピュータでは、コマンドライン ツー
ル、opalinvdisk.exe を利⽤できます。

 前提条件と推奨事項
opalinvdisk.exe を使⽤する際の前提条件および推奨事項は次のとおりです。
• opalinvdisk.exe を使⽤する前に、Opal 準拠のハードドライブを復号化する必要がありま

す。復号化するには、エンドポイントで Windows エクスプローラの右クリックメニューから
SafeGuard Enterprise の「復号化」コマンドを実⾏します。詳細については、「SafeGuard
Enterprise 管理者ヘルプ」の「Opal 準拠のハード ドライブのロック解除をユーザーに許可す
る」および「SafeGuard Enterprise ユーザーヘルプ」の「Opal 準拠のハード ドライブのある
エンドポイント のシステム トレイ アイコンとエクスプローラのショートカット メニュー」を
参照してください。

• 管理者権限が必要です。
• Windows PE 環境で opalinvdisk.exe というツールを使⽤することをお勧めします。
• opalinvdisk.exe は、RevertSP という任意のサービス (パラメータ名: KeepGlobalRangeKey

値: False) を起動します。実際の無効化の処理は特定のハードドライブに依存する RevertSP
によって実⾏されます。詳細については、www.trustedcomputinggroup.org にある「Opal
standard TCG Storage Security Subsystem Class: Opal, Specification Version 1.00,
Revision 3.00」の 5.2.3項 (英語) を参照してください。

 opalinvdisk.exe を実⾏する
1. コマンド プロンプトを開き、管理者権限で opalinvdisk.exe を起動します。

ツールに関する情報と使⽤⽅法が表⽰されます。
2. コマンド プロンプトで、 opalinvdisk.exe <対象デバイス名> と⼊⼒します。

例: opalinvdisk.exe PhysicalDrive0
必要な前提条件が満たされていると、<対象デバイス名> で指定したハードドライブ上で
RevertSP が起動します。前提条件が満たされていない場合、またはハードドライブが RevertSP
に対応していない場合は、エラーメッセージが表⽰されます。
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8 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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9 利⽤条件
Copyright © 2019 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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