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Sophos Mobile on Premise

1 このヘルプについて
このヘルプでは、Sophos Mobile Admin を使⽤する⽅法について説明します。
詳細は、次のドキュメントを参照してください。
• Sophos Mobile のインストールについては、「Sophos Mobile インストールガイド」を参照して

ください。同ガイドは、Sophos Mobile as a Service は対象にしておりません。
• スーパー管理者としてカスタマー管理のために Sophos Mobile Adminを使⽤する⽅法につい

ては、「Sophos Mobile スーパー管理者向けガイド (英語)」を参照してください。同ガイド
は、Sophos Mobile as a Service は対象にしておりません。

• 初期構成の主なステップは、「Sophos Mobile スタートアップガイド」または「Sophos Mobile
as a Service スタートアップガイド」を参照してください。

• セルフサービスポータルの詳細は、「Sophos Mobile ユーザーヘルプ」を参照してください。

このドキュメント内の記載について
このヘルプでは、以下の事柄に注意してください。
• 特に注記がない限り、「Windows Mobile」は、Windows 10 の「Mobile」と「Mobile

Enterprise」エディション、および「Windows Phone 8.1」を指します。
• 特に注記がない限り、「Windows」または「Windows 10」は、Windows 10 の「Pro」、

「Enterprise」、「Education」、「Home」および「S」エディションを指します。
• 特に注記がない限り、「Windows IoT」は、Windows 10 「IoT Core」エディションを指しま

す。
• 特に注記がない限り、すべての⼿順は、管理者アカウント権限で Sophos Mobile Adminにログイ

ンしていることを前提に書かれています。
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2 Sophos Mobile について
Sophos Mobile
Sophos Mobile は、モバイルデバイスのセキュリティ管理に割けるリソースが限られている企業に
最適な EMM ソリューションです。直感的に使⽤できるクラウド管理型の Sophos Central Admin
コンソールで、エンドポイント、ネットワーク、サーバーと併せて、モバイルデバイスのセキュリ
ティ対策も⼀元的に管理することができます。セキュア・コンテナ アプリや、iOS、ビジネス向け
Android、Samsung Knox に対応するモバイル OS のコンテナ化機能で、デバイス上の機密性が⾼い
企業データを個⼈データから確実に分離します。
トップレベルのデータ保護機能を備えているだけでなく、さまざまなセキュリティ機能を網羅して
いることや、費⽤対効果が⾮常に⾼いこと、また管理機能が柔軟であることも特⻑です。Sophos
Mobile を使えば、モバイルデバイスの使⽤を許可して⽣産性を向上する⼀⽅で、企業データを保護
し、個⼈のプライバシーを守ることも可能です。

Sophos Mobile Security
Sophos Mobile Security は、パフォーマンやバッテリーの持ちに影響を与えることなく、Android
デバイスを保護します。業界トップレベルのマルウェア対策テクノロジーを駆使し、実績あるマル
ウェア / ウイルス対策をはじめ、業務上不要と思われるアプリケーションの検出、プライバシー / セ
キュリティアドバイザー、盗難・紛失対策、Web プロテクションなど、さまざまな機能を提供しま
す。

Sophos Secure Workspace
Sophos Secure Workspace は、iOS / Android 対応のモバイルコンテンツ管理アプリです。コンテ
ナ化機能が搭載されており、業務⽂書ファイルや Web コンテンツを安全に管理、配布、保護するこ
とができます。セキュアなコンテナ環境内で Office 形式の⽂書ファイルを編集できるため、暗号化
されたコンテンツが復号化されず安全に保たれます。フィッシング対策テクノロジーを使って、⽂書
ファイル内の悪質なリンクやコンテンツからユーザーを保護します。
Sophos Mobile の管理者は、あらかじめ設定したコンプライアンス違反時のルールに応じて、
管理下にあるデバイスのコンテンツへのアクセスを簡単に制限することができます。Sophos
SafeGuard Encryption との併⽤で、ローカルやクラウド上に保存されている暗号化済みファイル
を、Windows、macOS、iOS、Android など、異なるデバイス間でシームレスに共有できるようにな
ります。

Sophos Secure Email
Sophos Secure Email は、セキュアコンテナなど、さまざまな機能を装備した Android / iOS 対
応のアプリで、Sophos Mobile で管理した場合、モバイルデバイス上の業務データ (ビジネス⽤の
メール / 予定表 / 連絡先など) と個⼈データの領域を分離することができます。すべての企業情報
は、AES-256 を使⽤して暗号化され、コンプライアンスルールに違反したデバイスのアクセスは、
簡単にブロックすることができます。また、管理者は、業務メールの⼀貫したセキュリティポリシー
を、さまざまなデバイスと OS 環境に適⽤することができます。
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3 Sophos Mobile Admin について
Sophos Mobile Adminは、Sophos Mobile でデバイスを管理するための中⼼的なツールです。これ
は、デバイス管理⽤サーバーの Web インターフェースです。デバイスを使⽤するための企業ポリ
シーを Web コンソールで設定し、それを Sophos Mobile に登録したデバイスに適⽤できます。
Sophos Mobile Admin の主な機能は次のとおりです。
• システムを設定する (例: 個⼈設定やプラットフォーム特有の設定など)。
• コンプライアンスポリシーを定義し、デバイスが指定されたルールに違反した場合に実⾏するア

クションを定義する。詳細は、コンプライアンスポリシー (p. 41)を参照してください。
• デバイスを Sophos Mobile へ登録する。詳細は、デバイスの追加 (p. 49)を参照してくださ

い。
• 新しいデバイスのプロビジョニングを⾏う。詳細は、デバイスの登録 (p. 51)を参照してくだ

さい。
• 登録済みデバイスにアプリをインストールする。詳細は、アプリ (p. 261)を参照してくださ

い。
• デバイスのプロファイルやセキュリティポリシーの定義を⾏う。詳細は、プロファイルとポリ

シー (p. 81)を参照してください。
• タスクバンドルを作成し、複数のタスクをまとめて 1回の処理でデバイスに配信する。詳細は、タ

スクバンドル (p. 249)を参照してください。
• セルフサービス ポータルを設定する。詳細は、セルフサービス ポータルの設定 (p. 22)を参照

してください。
• デバイスの管理タスクを実⾏する (例: デバイスのパスワードのリセット、デバイス盗難/紛失時

のロックやワイプ、デバイスの登録解除など)。詳細は、デバイスの管理 (p. 58)を参照してく
ださい。

• レポートを作成し、表⽰する。詳細は、レポート (p. 9)を参照してください。

3.1 GUI
Sophos Mobile Admin の GUI は、ヘッダ、メインメニュー、およびメインフレームから構成されて
います。メインフレームには、選択したメニューに対応する Sophos Mobile Admin のページが表⽰
されます。
• ヘッダ

ヘッダの右端には、次のようなリンクが表⽰されます。
̶ アカウント名とカスタマー名。
̶ 「ヘルプ」ボタン: 新しいブラウザのウィンドウで、オンラインヘルプが表⽰されます。
̶ 「ログアウト」ボタン: Sophos Mobile Admin からログオフします。

• メインメニュー
画⾯左側のメインメニューから、Sophos Mobile の主な機能にアクセスできます。

注
可能な操作は、アカウントに割り当てられている管理者ロールによって異なります。詳細
は、ユーザーのロール (p. 4)を参照してください。
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3.2 表形式によるデータの表⽰
Sophos Mobile Admin には、情報を表形式で表⽰するページが数多くあります。
各表では、以下のような共通したコントロールを使⽤して操作を実⾏できます。
表の上部:
• 「項⽬の表⽰/⾮表⽰」アイコンを使⽤して、表⽰する列を選択できます。
• 「すべてのフィールドを検索」フィールドにテキストを⼊⼒すると、いずれかの列にそのテキス

トを含む⾏のみが表⽰されます。
表の内部:
• 列のヘッダを選択して、表の⾏をヘッダの項⽬で並べ替えることができます。再度クリックする

と、並べ替えの順序を逆にすることができます。
• 項⽬名の横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックすると、その項⽬に対して、「表⽰」、「編

集」、「削除」などのアクションを実⾏できます。
表の下部:
• ナビゲーションボタンを使⽤して、表の特定のページを表⽰できます。
• 「エクスポート」アイコンを使⽤して、Microsoft Excel ファイルまたは CSV (カンマ区切り) 形

式のファイルに、表全体または現在のページをエクスポートすることができます。⾏をフィルタ
リング表⽰している場合は、現在表⽰されている⾏のみがエクスポートされます。

3.3 前提条件
Sophos Mobile Admin の使⽤を開始する前に、次の点を確認してください。
• インターネットに接続可能で Web ブラウザがインストールされているコンピュータが必要です。

使⽤可能なブラウザおよびそのバージョンについては、Sophos Mobile リリースノート (英語) を
参照してください。

• スーパー管理者はカスタマー (デバイスが Sophos Mobile の管理下にあるテナント) を作成済み
である必要があります。詳細は「Sophos Mobile スーパー管理者向けガイド (英語)」を参照して
ください。

注
Sophos Mobile as a Service では、カスタマーは事前に定義されています。Sophos Mobile
as a Service でスーパー管理者は使⽤できません。

• Sophos Mobile のユーザーアカウントと、Sophos Mobile Admin にログインするための認
証情報が必要です。認証情報は、カスタマー名、ユーザー名、パスワードから成ります。詳細
は、Sophos Mobile Admin へのログイン (p. 6)を参照してください。

3.4 ユーザーのロール
Sophos Mobile の管理者にはさまざままなロールがあります。ロールによって管理者が実⾏できる操
作が定義されます。
利⽤できるロールは次のとおりです。
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ロール 説明

Administrator すべての利⽤可能な操作を実⾏できます。

Limited Administrator デバイスの登録と管理を実⾏できますが、必要な設定を⾏った
り、他の管理者を管理したりする権限はありません。

Reporting デバイスの⼀覧を表⽰し、レポートを作成する権限があります。
たとえば、Sophos Mobile の設定を記録する必要のある監査員ま
たは従業員などに割り当てます。

Content admin ドキュメントのアップロード、更新、削除を⾏う従業員向けの
ロールです。⼀般に IT 部⾨に所属しないユーザーに割り当てま
す。表⽰の権限は制限付きで「ドキュメント」メニューのコンテ
ンツのみにアクセスできます。

Helpdesk デバイスの登録やアプリのインストールなど、ユーザーをサポー
トするための操作を実⾏できます。このロールには、各種設定の
定義や作成、デバイス/デバイスグループ/パッケージ/プロファ
イルの削除や編集など、重要な機能へのアクセス権限はありませ
ん。

Read-only Administrator ロールで利⽤できるすべての設定に、読み取り専
⽤でアクセスできます。

App Group Administrator アプリグループを管理する権限があります。Sophos Mobile の
Web サービスインターフェースにアクセスして、アプリグループ
を作成、更新、読み取る場合などに、管理者はこの権限が必要で
す。

Duo API Duo Security の認証ソフトウェアと連携させる場合に必要とな
るロールです。Duo API ロールが割り当てられている管理者
は、Sophos Mobile の Web サービスインターフェースにアクセ
スし、デバイスの管理状態を要求することができます。
詳細は、Duo Security との連携 (p. 77)を参照してください。

ヒント
Sophos Mobile 製品パッケージには、Role Editor が含まれています。Role Editor を使⽤
して、既存のユーザーロールを編集したり、カスタムロールを作成したりできます。これ
は、%MDM_HOME%\tools\Wizard フォルダにあります（%MDM_HOME% は Sophos
Mobile インストールフォルダです)。

Role Editor の使⽤⽅法の詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 122066 を参照する
か、ソフォステクニカルサポートまでお問い合わせください。

関連タスク
管理者の作成 (p. 314)
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3.5 Sophos Mobile Admin へのログイン
1. Web ブラウザで Sophos Mobile Admin を開きます。
2. ログインの画⾯でカスタマー名、ユーザー名、パスワードを⼊⼒し、「ログイン」をクリックし

ます。
カスタマーの「ダッシュボード」ページが表⽰されます。

注
Sophos Mobile Admin への初回ログイン時にパスワードの変更が促されます。

注
管理者は、たとえば、予定されているシステムのアップグレードやメンテナンスに関する情報な
どをログイン画⾯に表⽰させることができます。メッセージはクリックすると全体が表⽰されま
す。

3.6 Sophos Mobile Admin からのログアウト
Sophos Mobile Admin からログアウトするには、画⾯上部の「ログアウト」をクリックします。

3.7 パスワードの変更
Sophos Mobile Admin にログイン後、随時パスワードを変更できます。
1. サイドバーのメニューの「設定」の下で、「セットアップ > 全般」の順にクリックし、「パス

ワードの変更」タブをクリックします。
2. 「古いパスワード」と新しい「パスワード」を⼊⼒し、新しいパスワードを確認⼊⼒します。
3. 「保存」をクリックします。

3.8 パスワードの復旧
Sophos Mobile Admin のパスワードを忘れてしまった場合は、パスワードをリセットできます。
1. Sophos Mobile Admin の「ログイン」ダイアログボックスで、「パスワードを忘れた場合」をク

リックします。
「パスワードのリセット」ダイアログボックスが表⽰されます。

2. アカウント情報を⼊⼒して「パスワードのリセット」をクリックします。
パスワードのリセット⽤のリンクが記載されたメールが送信されます。

3. リンクをクリックします。
「パスワードの変更」ダイアログボックスが表⽰されます。

4. 新しいパスワードを⼊⼒し、確認のために再⼊⼒して、「パスワードの変更」をクリックしま
す。

これで、パスワードが変更され、Sophos Mobile Admin にログインされます。
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4 Sophos Mobile でデバイスを管理する
ための主な⼿順
Sophos Mobile は、デバイスの種類、社内のセキュリティポリシーや組織固有の要件に応じたモバイ
ルデバイス管理 (MDM) 機能を幅広く提供します。
Sophos Mobile でデバイスを管理するための主な⼿順は次のとおりです。
• デバイスのコンプライアンスポリシーを設定する。詳細は、コンプライアンスポリシー (p.

41)を参照してください。
• デバイスグループを作成する。詳細は、デバイスグループの作成 (p. 79)を参照してくださ

い。
デバイスグループを使⽤してデバイスを分類することができます。デバイスはグループに分類す
ることを推奨します。分類することで、個々のデバイスではなく、グループ全体に対してタスク
を実⾏できるため、管理の効率が上がります。

• デバイスを登録し、プロビジョニングを⾏う。詳細は、デバイスの追加 (p. 49)およびデバイ
スの登録 (p. 51)を参照してください。
デバイスの登録やプロビジョニングは、管理者が Sophos Mobile Admin で⾏うことも、デバイ
スのユーザーがセルフサービスポータルで⾏うこともできます。

• デバイスのプロファイルやセキュリティオプションの設定を⾏う。詳細は、プロファイルとポリ
シー (p. 81)を参照してください。

• タスクバンドルを作成する。詳細は、タスクバンドル (p. 249)を参照してください。
• セルフサービスポータルで使⽤できる機能を設定する。詳細は、セルフサービス ポータルの設定

(p. 22)を参照してください。
• 新規または更新したプロファイルやセキュリティ設定を登録済みデバイスに適⽤する。
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5 ダッシュボード
注
ここでの説明は、通常の管理者に対して表⽰される「ダッシュボード」ページを対象にしてい
ます。スーパー管理者の場合は、「ダッシュボード」ページを使⽤してカスタマーを管理できま
す。詳細は、「Sophos Mobile スーパー管理者向けガイド (英語)」を参照してください。

カスタマイズ可能な「ダッシュボード」は、Sophos Mobile の通常の起動画⾯で、重要な情報がわ
かりやすく表⽰されています。複数のウィジェットから構成され、次の項⽬に関する情報を提供しま
す。
• デバイス (すべて、またはグループ別)
• コンプライアンス状態 (OS 別、またはすべてのデバイス)
• 管理状態 (OS 別、またはすべてのデバイス)
• SSP の登録状況
• 管理対象プラットフォームの種類
また、デバイスの登録ウィザードを起動する「デバイスの追加」というウィジェットも⽤意されてい
ます。詳細は、デバイスの登録ウィザードを使⽤したデバイスの新規登録と割り当て (p. 52)を参
照してください。
「ダッシュボード」をカスタマイズするためのオプションは次のとおりです。
• ページにウィジェットを追加するには、「ウィジェットの追加」をクリックします。
• ページからウィジェットを削除するには、ヘッダにある「閉じる」ボタンをクリックします。
• ページのレイアウトをデフォルトにリセットするには、「デフォルトのレイアウトに戻す」をク

リックします。
• ページに表⽰されているウィジェットを並べ替えるには、ウィジェットのヘッダをドラッグしま

す。
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6 レポート
Sophos Mobile では、次の項⽬に関するさまざまなレポートを作成できます。
• デバイス
• アプリ/ドキュメント
• コンプライアンス
• マルウェア
• 証明書
レポートの作成⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューの「情報」の下で、「レポート」をクリックし、作成するレポートの名前

をクリックします。
2. 「形式の選択」に表⽰されるアイコンをクリックしてファイルの出⼒フォーマットを選択しま

す。
•  をクリックすると、Microsoft Excel 形式でレポートが出⼒されます。
•  をクリックすると、CSV 形式 (カンマ区切り) でレポートが出⼒されます。

使⽤している Web ブラウザの設定に応じて、レポートがローカルコンピュータに保存されます。
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7 タスク
「現在のタスク」ページには、すべての作成・開始したタスクの概要と現在のステータスが表⽰され
ます。
すべてのタスクを監視し、必要に応じて問題に対処できます。たとえば、完了できず、デバイスをブ
ロックしているタスクは削除できます。
タスクを削除するには、そのタスクの横にある「削除」アイコンをクリックします。
タスクは、種類や状態でフィルタリング表⽰できます。またデバイス名、パッケージ名、作成者、実
⾏⽇時で並び替えることもできます。

7.1 タスクの監視
Sophos Mobile Admin で、デバイスの既存のタスクすべてを監視できます。
• 「現在のタスク」ページには、すべての未完了タスクと失敗したタスク、および過去数⽇に完了

したタスクが表⽰されます。「現在のタスク」ページは⾃動的に更新されるので、タスクの最新
状態を常に把握することができます。

• 「タスクの詳細」ページには、「現在のタスク」または「過去のタスク」の各タスクに関する概
要情報が表⽰されます。

• 「過去のタスク」ページにはすべてのタスクが表⽰されます。

7.1.1 未完了のタスク、失敗したタスク、最近完了したタスク
の表⽰
1. サイドバーのメニューで、「情報」の下の「タスク」をクリックします。
2. 「現在のタスク」ページの「状態」カラムに「すべて失敗」など、各タスクの状態が表⽰されま

す。
3. 「更新間隔 (秒)」フィールドで、「現在のタスク」の表⽰画⾯を何秒間隔で更新するか選択でき

ます。
4. 各タスクについての詳細を表⽰するには、該当のタスクの横にある「表⽰」(⾍めがね) アイコン

をクリックします。
「タスクの詳細」ページが表⽰されます。タスクに関する⼀般的な情報 (デバイス名、パッケージ
名、作成者など) のほか、タイムスタンプやエラーコードなど、各タスクの状態の履歴も表⽰され
ます。デバイスで実⾏が必要なコマンドがある場合は、「タスクの詳細」ページに「詳細」ボタ
ンが表⽰されます。

5. 表⽰されている場合は、「詳細」をクリックして、デバイスで実⾏が必要なコマンドを表⽰しま
す。
コマンドは、タスクの⼀部としてデバイスに送信されます。送信されたタスクは、SMC アプリや
MDM クライアントによって実⾏されます。結果 (成功/失敗) は、サーバーに送信されます。エ
ラーが発⽣しなかった場合、エラーコードは「0」です。コマンドの実⾏に失敗した場合は、エ
ラーコードが表⽰されます。コマンドが失敗した原因と考えられる内容も通常表⽰されます。

6. 「タスクの詳細」ページに戻るには、「戻る」をクリックします。
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7.1.2 「過去のタスク」の表⽰
1. サイドバーのメニューで、「情報」の下の「タスク」をクリックします。
2. 「現在のタスク」ページで、「過去のタスク」をクリックします。

「過去のタスク」ページが表⽰されます。すべての完了済みおよび失敗したタスクが表⽰されま
す。

3. このページでは次の操作を⾏うことができます。
• 「再読み込み」をクリックすると、「過去のタスク」ページが更新されます。
• 過去のタスクを削除するには、対象のタスクの横にある「削除」アイコンをクリックします。
• タスクを選択して (複数可) 「選択した項⽬の削除」をクリックすると、⼀覧から削除されま

す。
「現在のタスク」ページに戻るには、サイドバーのメニューの「タスク」をクリックします。

7.1.3 タスクの状態
「現在のタスク」および「過去のタスク」ページに表⽰されるタスクの状態についての概要は次のと
おりです。
各状態に対して、状態のカテゴリを⽰す⾊アイコンが表⽰されます。

⾊アイコン 状態 説明

受け付け済み タスクが作成されました。

再試⾏予定 後でタスクを再試⾏します。

開始済み タスクが開始されました。

進⾏中 タスクの実⾏を準備中です。

タスクバンドル進⾏中 タスクバンドルの実⾏を準備中です。

通知済み SMC アプリに通知が送信されました。

コマンド送信済み SMC アプリはパッケージまたはコマンドを受信しまし
た。

結果の評価を開始 SMC アプリが応答し、結果の評価が開始されました。

不完全な結果 結果の評価を⾏い、まだ受信していないコマンドの結
果があることがわかりました。

ユーザーの操作待ち デバイスに待機中のユーザー操作があります。
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⾊アイコン 状態 説明

タスクの完了待ち インストールを実⾏するタスクがデバイスに配信され
ましたが、完了するまでにしばらく時間がかかる可能
性があります。

デバイスロック済み デバイスのロック解除を待機しているタスクがありま
す (iOS のみ)。

成功 パッケージがインストールされたか、またはコマンド
の実⾏に成功しました。

注
Sophos Mobile Control アプリの初期プロビジョ
ニングを⾏う場合、タスクは「インストール済
み」という状態で完了する必要があります。

インストール済み Sophos Mobile Control アプリのインストールに成功
しました。デバイスのプロビジョニングが完了しまし
た。

結果の評価に失敗 結果の評価を実⾏できませんでした。

⼀部のタスクに失敗 タスクのコマンドで実⾏できないものがありました。

遅延 後でタスクを再実⾏します。

失敗 (再試⾏待ちに追加) タスクに失敗したので、後で再試⾏します。

タスクに失敗 タスクに失敗しましたが、再試⾏しません。

すべて失敗 タスクに失敗しました。再試⾏はできません。

未開始 タスクはタスクバンドルに含まれており、まだ処理さ
れていません。

スキップ このデバイスでサポートされていないタスクです。タ
スクバンドルの次のタスクが実⾏されます。

不明 タスクの状態に関する情報がサーバーにありません。

⾊アイコン カテゴリ

開く

進⾏中

成功
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⾊アイコン カテゴリ

失敗

その他
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8 警告
「警告」ページには、対処の必要な警告が表⽰されます。
リストには、警告ごとに警告が発⽣する原因となったイベント、警告の発⽣⽇時、対象のユーザーと
デバイスが表⽰されます。
また警告の深刻度も次のように表⽰されます。

 グレーの情報マーク: 情報レベルの警告が発⽣している状態

 ⻩⾊の警告マーク: 危険度が中程度の警告が発⽣している状態

 ⾚⾊の警告マーク: 危険度の⾼い警告が発⽣している状態

警告の消去
警告をリストから消去するには、1つまたは複数の警告を選択して、「確認済みとしてマーク」をク
リックします。消去した警告を表⽰するには、⼀覧の上部にあるドロップダウンリストで「消去した
警告を表⽰」を選択します。

注
警告を消去しても、警告が表⽰される原因となったイベントは解決されません。

重要
警告は、消去しなくても、Sophos Mobile のデータベースから 90⽇後に⾃動的に削除されま
す。

警告のメールレポートのセットアップ
Sophos Mobile では、消去されていない警告すべてに対するメールレポートが送信されます。受信者
のリストと通知スケジュールの設定⽅法は、メールの設定 (p. 20)を参照してください。

警告が表⽰されるイベント
次のイベントに対して、警告が表⽰されます。
• 「警告の作成」アクションを有効にしたルールに違反したとき。詳細は、コンプライアンスポリ

シーの作成 (p. 41)を参照してください。
• コンプライアンス違反の解消
• デバイスのライフサイクルに関する変更:

̶ デバイスの追加
̶ デバイスの登録
̶ デバイスの登録解除

• 重要なデバイスのアクション:
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̶ デバイスのワイプ
̶ デバイスのロック
̶ デバイスの位置情報取得
̶ パスワードのリセット

• モバイルデータの使⽤量がしきい値を超えたとき
• タスクの成功および失敗
• プロファイルまたはポリシーでの未定義のプレースホルダの使⽤
• 期限切れが迫っている次のライセンスや証明書:

̶ Sophos Mobile のライセンス
̶ Apple Volume Purchase Program (VPP) ライセンス
̶ Apple Device Enrollment Program (DEP) ライセンス
̶ Samsung Knox Premium ライセンス
̶ Sophos Mobile サーバーの SSL/TLS 証明書
̶ Apple Push Notification service (APNs) の証明書
̶ プロファイル/ポリシーでのルート証明書/クライアント証明書の設定
̶ デバイスの証明書

• APNs 証明書に関する追加のイベント:
̶ APNs 証明書の更新
̶ APNs 証明書の無効化
̶ 設定済みの APNs 証明書がない場合

• Sophos Mobile Security のイベント:
̶ マルウェアの検出やクリーンアップ
̶ 不要と思われるアプリケーションの検出やクリーンアップ
̶ レピュテーションの低いアプリの検出やクリーンアップ

• ビジネス向け Android のイベント:
̶ Google の通信エラー
̶ 承認されていない仕事⽤アプリのタスクバンドルでの使⽤

Copyright © 2018 Sophos Limited 15



Sophos Mobile on Premise

9 全般設定
全般設定ページでは、次の操作を実⾏できます。
• 個⼈設定

̶ 個⼈設定の指定 (p. 16)
• パスワードの変更

̶ パスワードの変更 (p. 6)
• パスワードポリシー

̶ パスワードポリシーの設定 (p. 17)
• SMC アプリ

̶ SMC アプリの設定 (p. 18)
• Android

̶ Baidu Cloud Push サービスの有効化 (p. 18)
• iOS

̶ iOS の設定 (p. 18)
• Windows

̶ Windows デバイスの同期間隔の設定 (p. 19)
• メール設定

̶ メールの設定 (p. 20)
• サポート問い合わせ

̶ サポート問い合わせ先情報の設定 (p. 20)
• カスタマープロパティ

̶ カスタマープロパティの定義 (p. 20)

9.1 個⼈設定の指定
Sophos Mobile Adminをより効率よく使⽤するため、使⽤するプラットフォームのみが GUI に表⽰
されるようにカスタマイズできます。

注
ここで、プラットフォームを指定した場合、現在ログインしているユーザーだけに対して表⽰さ
れる画⾯が変更されます。ここで機能を無効にすることはできません。

1. サイドバーのメニューの「設定」の下で「セットアップ > 全般」の順にクリックし、「個⼈設
定」タブをクリックします。

2. 次の設定を⾏います。

オプション 説明

⾔語 Sophos Mobile Adminの表⽰⾔語を選択します。

タイムゾーン 画⾯に表⽰する⽇時のタイムゾーンを選択します。
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オプション 説明

単位 距離単位を選択します (「メートル」または「ヤード・ポン
ド」法)。

1ページの表⽰件数 1ページに表⽰するデータの最⼤件数を選択します。

デバイスの詳細をすべて表⽰ デバイスに関するすべての詳細情報を表⽰する場合は、この
チェックボックスを選択します。「カスタムプロパティ」タブ
と「内部プロパティ」タブが「デバイスの表⽰」ページに追加
されます。

有効なプラットフォーム このカスタマーで管理するプラットフォームを選択します。
• Android
• Android Things
• iOS
• Windows Mobile (Windows Phone 8.1 および

Windows 10 Mobile OS など)
• Windows
• Windows IoT
選択したプラットフォームに基づいて、Sophos Mobile
Adminの GUI が調整されます。選択したプラットフォームに関
連する画⾯や機能のみが表⽰されます。

注
選択可能なプラットフォームの種類は、スーパー管理者
の設定内容によって異なります。詳細は「Sophos Mobile
スーパー管理者向けガイド (英語)」を参照してください。

3. 「保存」をクリックします。

9.2 パスワードポリシーの設定
パスワードのセキュリティを強化するには、Sophos Mobile Adminのユーザーとセルフサービスポー
タルに対してパスワードポリシーを設定します。

注
パスワードポリシーは、外部 LDAP ディレクトリのユーザーには適⽤されません。外部ユーザー
の管理については、「Sophos Mobile スーパー管理者向けガイド (英語)」を参照してください。

1. サイドバーのメニューの「設定」の下で、「セットアップ > 全般」の順にクリックし、「パス
ワードポリシー」タブをクリックします。

2. 「ルール」の下では、パスワードに最低限含めなければならない⼩⽂字や数字の数など、パス
ワード要件を指定できます。

3. 「設定」の下では次の項⽬を設定します。
a) パスワードの変更頻度 (⽇数): パスワードの有効期限が切れるまでの⽇数 (1 ~ 730 の値) を

⼊⼒します。何も⼊⼒しない場合、パスワードの有効期限は無期限になります。
b) 過去のパスワード利⽤制限回数: 1〜10 までの間の値を選択します。「---」を選択した場合、

無制限になります。

Copyright © 2018 Sophos Limited 17

http://docs.sophos.com/esg/smc/8-1/admin/ja-jp/webhelp/PDF/smc_ag.pdf
http://docs.sophos.com/esg/smc/8-1/admin/ja-jp/webhelp/PDF/smc_ag.pdf
http://docs.sophos.com/esg/smc/8-1/admin/ja-jp/webhelp/PDF/smc_ag.pdf


Sophos Mobile on Premise

c) ログインの最⼤試⾏回数: アカウントがロックされるまでのログインの失敗回数 (1〜10) を選
択します。「---」を選択した場合、ログインの失敗が無制限に許可されます。

4. 「保存」をクリックします。

9.3 SMC アプリの設定
「全般設定」ページの「SMC アプリ」タブで、Android、iOS、Windows Mobile デバイスにインス
トールされている Sophos Mobile Control アプリの設定を⾏うことができます。
1. サイドバーのメニューの「設定」の下で、「セットアップ > 全般」の順にクリックし、「SMC

アプリ」タブをクリックします。
2. 次の設定を⾏います。

オプション 説明

アプリからの登録解除を無効に
する

Sophos Mobile Control アプリから「登録解除」ボタンを削除
し、ユーザーによる Sophos Mobile Control アプリからのデバ
イスの登録解除を防ぎます。

注
ユーザーによる登録解除を完全に防⽌するには、セルフ
サービス ポータルの設定で「デバイスの登録解除」オプ
ションも無効化してください。詳細は、セルフサービス
ポータルの設定 (p. 23)を参照してください。

3. 「保存」をクリックします。

9.4 Baidu Cloud Push サービスの有効化
Sophos Mobile では、Google Cloud Messaging (GCM) サービスを使⽤して Android デバイスに
プッシュ通知を送信し、デバイスが Sophos Mobile サーバーとの接続を開始します。中国では GCM
が動作しない可能性があります。このため、Sophos Mobile では、中国版のプッシュ通知サービスで
ある「Baidu Cloud Push」を使⽤することもできます。
中国で Android デバイスを管理する場合は、次のようにして Baidu Cloud Push サービスを有効化し
てください。
1. サイドバーのメニューの「設定」の下で「セットアップ > 全般」の順にクリックし、

「Android」タブをクリックします。
2. 「Baidu Cloud Push サービス」セクションで、「Baidu Cloud Push サービスを有効にす

る」を選択します。
3. 「保存」をクリックします。
Baidu Cloud Push を有効にした場合、Sophos Mobile から GCM のほか Baidu Cloud Push を通じ
てプッシュ通知が送信されます。

9.5 iOS の設定
「全般設定」ページの「iOS」タブで、iOS デバイス固有の設定を構成します。
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1. サイドバーのメニューの「設定」の下で「セットアップ > 全般」の順にクリックし、「iOS」タ
ブをクリックします。

2. 次の設定を⾏います。

オプション 説明

アクティベーションロックのバ
イパス

「有効にする」を選択すると、監視対象デバイスの画⾯ロック
がバイパスできるようになります。
このオプションを選択した場合、アクティベーションロックを
有効化した監視対象デバイスが同期を⾏うと、Sophos Mobile
がバイパスコードを取得します。デバイスを削除する際や展
開しなおす際に必要に応じて、「デバイスの表⽰」ページか
ら「アクティベーションロックのバイパス」アクションを実⾏
し、画⾯ロックを解除することができます。
画⾯ロックは、紛失や盗難に遭ったデバイスを第三者が再アク
ティベートして使⽤できないようにする、iOS のセキュリティ
機能です。通常アクティベーションロックを解除するには、正
しい Apple ID と パスワードが必要となります。アクティベー
ションロックのバイパス機能では、バイパスコードのみを使⽤
してアクティベーションロックを解除することができます。

デバイス名の同期 「有効にする」を選択すると、デバイス上で設定されたデバイ
ス名で iOS デバイスが管理されます。
このオプションを選択した場合、デバイスと Sophos Mobile が
同期するたびに、Sophos Mobile に表⽰されるデバイス名が、
デバイス上で設定されているデバイス名に上書きされます。
このオプションの選択を外した場合は、デバイスを登録する際
にデバイス名を設定します。

3. 「保存」をクリックします。

9.6 Windows デバイスの同期間隔の設定
Windows デバイスの場合、Windows の MDM クライアントが Sophos Mobile サーバーに接続して
同期を⾏う間隔を設定することができます。通常、サーバーはプッシュ通知を送信してクライアント
にアクセスします。プッシュ通知サービスが利⽤できない場合は、安全策としてポーリングが⾏われ
ます。

注
ほとんどの場合、デフォルトの値で⼗分です。短い同期期間を指定すると、バッテリーの持ちに
影響を与えたり、サーバーへの負荷が増加したりすることに注意してください。

1. サイドバーメニューの「設定」の下で「セットアップ > 全般」の順にクリックし、
「Windows」タブをクリックします。

2. 各 Windows OS の同期間隔を選択します。以下の種類ごとに設定できます。
• Windows 10 Mobile デバイスと Windows Phone 8.1 デバイス
• Windows 10 コンピュータ

3. 「保存」をクリックします。
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9.7 メールの設定
「メール設定」タブで、Sophos Mobile からユーザーに送信するメールを設定します。
1. サイドバーのメニューの「設定」の下で「セットアップ > 全般」の順にクリックし、「メール設

定」タブをクリックします。
2. 「⾔語」で、メールの⾔語を選択します。
3. 「送信者名」に、メールの送信者として表⽰する名前を⼊⼒します。
4. 任意: 「警告メールの設定」で、管理者に送信する警告レポートを設定します。

a) 「重要度」で、レポートに含める重要度のレベルを選択します。
b) 「メール受信者」で、1つ以上の有効なメールアドレスを⼊⼒して受信者を指定します。
c) 「メールスケジュール」で、レポートを送信する時刻を⼊⼒し、「追加」をクリックします。

1⽇に数回レポートを送信する場合は、この操作を繰り返します。

注
時刻はサーバーのタイムゾーンで表⽰されます。

5. 「保存」をクリックします。

関連概念
警告 (p. 14)

9.8 サポート問い合わせ先情報の設定
ユーザーからの問い合わせに対応するテクニカルサポートの問い合わせ先や問い合わせ⽅法に関する
情報を設定できます。ここで⼊⼒する情報は、Sophos Mobile Control アプリとセルフサービス ポー
タルに表⽰されます。
1. サイドバーのメニューの「設定」の下で、「セットアップ > 全般」の順にクリックし、「サポー

ト問い合わせ」タブをクリックします。
2. 必要なサポート問い合わせ情報を⼊⼒します。
3. 「保存」をクリックします。

9.9 カスタマープロパティの定義
カスタマーレベルのプロパティを定義することができます。
my property という名前のプロパティを定義した場合、%_CUSTPROP(my property)_% というプ
レースホルダを使⽤すれば、プロファイルとポリシーのプロパティの値を参照できます。たとえば、
プレースホルダを使⽤してカスタマー固有のドメインを参照したりできます。
プロファイルやポリシーのプレースホルダの詳細については、プロファイルとポリシーのプレースホ
ルダ (p. 85)を参照してください。
カスタマープロパティを定義する⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューの「設定」の下で、「セットアップ > 全般」の順にクリックし、「カスタ

マープロパティ」タブをクリックします。
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2. 「カスタマープロパティの追加」をクリックします。
3. 新しいプロパティの名前および値を⼊⼒します。
4. 「適⽤」をクリックしてプロパティを追加します。
5. 「保存」をクリックしてカスタマー設定の変更内容を保存します。
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10 セルフサービス ポータルの設定
セルフサービス ポータルでは、ヘルプデスクの⼿を煩わせることなく、ユーザー⾃⾝でデバイスの登
録やその他のタスクを実⾏できるため、IT 部⾨の負担が軽減されます。
サイドバーのメニューで、セルフサービス ポータルを使⽤するために次のような項⽬を設定できま
す。
• 登録可能なデバイスのプラットフォームの種類。
• 使⽤可能な機能。
• セルフサービス ポータルにアクセス可能なユーザー。
セルフサービス ポータルは、次のプラットフォームで使⽤可能です。
• Android
• iOS
• Windows Mobile
• Windows

10.1 内部ユーザー管理を使⽤してセルフサービス
ポータルのグループを作成する⽅法
セルフサービス ポータルの設定は、セルフサービス ポータルのユーザーグループに適⽤されます。
内部ユーザー管理を使⽤して、セルフサービス ポータルのグループを作成し、それにユーザーを割
り当てることができます。ユーザー管理の詳細は、セルフサービス ポータルのユーザーの管理 (p.
27)を参照してください。

注
内部ユーザー管理は、スーパー管理者によって有効化された場合のみ各カスタマーで使⽤できま
す。詳細は「Sophos Mobile スーパー管理者向けガイド (英語)」を参照してください。Sophos
Mobile as a Service は対象外です。Sophos Mobile as a Service でスーパー管理者は使⽤でき
ません。Sophos Mobile as a Service でのユーザー管理の設定⽅法について、詳細は、セルフ
サービス ポータルのユーザー管理の設定 (p. 28)を参照してください。

セルフサービス ポータルのグループを作成する⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「ユーザー」をクリックします。

「ユーザーの表⽰」ページが表⽰されます。
2. 「ユーザーグループを表⽰」をクリックします。

「ユーザーグループを表⽰」ページが表⽰されます。
3. 「グループの作成」をクリックします。

「グループの編集」ページが表⽰されます。
4. 「名前」フィールドにセルフサービス ポータルの新しいユーザーグループの名前を⼊⼒します。
5. 「保存」をクリックします。
セルフサービス ポータルの新規ユーザーグループが、「ユーザーグループを表⽰」ページに表⽰され
ます。ユーザーを新規作成する際、グループに割り当てることができます。セルフサービス ポータル
の設定を定義する際、設定を割り当てるグループを選択することができます。
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10.2 セルフサービス ポータルの設定
注
セルフサービス ポータルは、内部ユーザー管理や外部ユーザー管理を無効にした場合は設定で
きません。詳細は、セルフサービス ポータルのユーザー管理の設定 (p. 28)を参照してくださ
い。

1. サイドバーのメニューの「設定」で、「セットアップ」、「セルフサービス ポータル」の順に展
開します。
「セルフサービス ポータル」ページが表⽰されます。

2. 「設定」タブで次の値を設定します。
a) 「デバイスの最⼤数」リストから、ユーザーがセルフサービスポータルで登録できるデバイス

の最⼤数を選択します。これによって、利⽤可能なライセンスの最⼤数を超えないようにでき
ます。

b) 「デバイス所有者の事前設定」リストから、新しいデバイスが企業所有のデバイスか、個⼈所
有のデバイスであるか、またユーザーがセルフサービスポータルでデバイスを登録する際にこ
の区分を変更できるかどうかを選択します。選択できるオプションは次のとおりです。
• 事前選択なし: ユーザーは、「会社貸与デバイス」または「私物デバイス」のどちらかを

選択できます。
• 企業所有 - 事前選択: 「会社貸与デバイス」が事前選択されます。ユーザーは、この選択

を「私物デバイス」に変更できます。
• 企業所有 - 固定: 「会社貸与デバイス」が選択され、ユーザーが変更することはできませ

ん。
• 個⼈所有 - 事前選択: 「私物デバイス」が事前選択されます。ユーザーは、この選択を

「会社貸与デバイス」に変更できます。
• 個⼈所有 - 固定: 「私物デバイス」が選択され、ユーザーが変更することはできません。

c) 「使⽤可能な機能」で、セルフサービス ポータルでユーザーが使⽤できる機能を選択しま
す。使⽤可能な機能は、モバイルデバイスのプラットフォームによって異なります。詳細
は、使⽤可能なセルフサービス ポータルのアクション (p. 25)を参照してください。

3. 「利⽤条件」タブで、デバイス登録時に最初にユーザーに表⽰される、モバイルデバイスに関す
るポリシー、免責事項または同意テキストを設定します。ユーザーが操作を続⾏するには、この
テキストに同意する必要があります。
HTML マークアップを使⽤して、テキストを作成できます。

4. 「ポストインストール⽤テキスト」タブで、デバイス登録後にセルフサービス ポータルに表⽰す
るテキストを⼊⼒します。たとえば、インストール後に実⾏が必要なタスクについて説明したり
できます。
HTML マークアップを使⽤して、テキストを作成できます。

5. 「グループの設定」タブで、登録したデバイスの追加先デバイスグループやデバイスに配信する
タスクバンドルの設定を⾏います。

重要
グループ設定は構成が複雑なため、実際のユーザーに設定を展開する前に、異なるユーザーグ
ループに対してデバイスの登録テストを⾏うことを推奨します。

a) 「追加」をクリックします。
「グループ設定の編集」ページが表⽰されます。
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b) 「名前」フィールドにセルフサービス ポータルの新しい設定グループの名前を⼊⼒します。
c) 「ユーザーグループ」フィールドに、定義したユーザーグループを⼊⼒するか (内部ユーザー

管理の場合)、またはフル LDAP パスやワイルドカード⽂字を使⽤して LDAP ディレクトリグ
ループを⼊⼒します (外部ユーザー管理の場合)。複数のグループを指定する際、⽂字列の最初
の 1⽂字および最後の 1⽂字としてアスタリスク (*) を使⽤できます。また、⽂字列でアスタ
リスク 1⽂字のみを指定することもできます。例: 「Dev*」と⼊⼒すると、「Dev」という⽂
字列ではじまるすべてのグループ名が対象となります。使⽤可能なグループすべてを指定する
には、* と⼊⼒します。

注
「*」は、すべてのユーザーでなく、すべてのグループを指します。グループに所属して
いないユーザーは含まれません。

d) 登録⼿順の最初のステップで、事前に設定した利⽤条件を表⽰するには、「登録時に利⽤条件
を表⽰する」を選択します。

e) 登録⼿順の最終ステップで、事前に設定したポストインストール⽤テキストを表⽰するには、
「登録時にインストールの後処理に関するテキストを表⽰する」を選択します。

f) 「初期パッケージ - 会社貸与デバイス」および「初期パッケージ - 私物デバイス」カラム
で、企業貸与デバイスと私物デバイスで実⾏するタスクバンドルやポリシーを選択します
(Android/iOS/macOS にはタスクバンドル、Windows/Windows Mobile にはポリシー)。

g) 「有効」カラムで、セルフサービス ポータルで設定可能にするプラットフォームを選択しま
す。
初期パッケージを選択すると、プラットフォームを「有効」に選択できるようになります。

h) 「追加先デバイスグループ」カラムで、デバイスの追加先グループを選択します。
デバイスのグループの詳細は、デバイスグループ (p. 79)を参照してください。

i) 「適⽤」をクリックします。
6. 「セルフサービス ポータル」ページが表⽰されます。「保存」をクリックします。

注
スーパー管理者の場合は、セルフサービス ポータルのデフォルトカスタマーを定義することも
できます。詳細は「Sophos Mobile スーパー管理者向けガイド (英語)」を参照してください。
なお、この機能は Sophos Mobile as a Service では利⽤できません。Sophos Mobile as a
Service でスーパー管理者は使⽤できません。
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10.3 使⽤可能なセルフサービス ポータルのアク
ション
このセクションでは、各プラットフォームで利⽤できるセルフサービスポータルのアクションの⼀覧
を⽰します。

アクション 説明 プラットフォーム

デバイスの位置情報取得 デバイスの盗難・紛失時に、ユーザー
はデバイスの位置情報を取得できま
す。

Android
iOS
Windows Mobile
Windows

デバイスのロック デバイスの盗難・紛失時に、ユーザー
はデバイスをロックできます。

Android
iOS
macOS
Windows Mobile

デバイスの再設定 Sophos Mobile がデバイスから削除さ
れていても、デバイスが登録されてい
る場合は、ユーザーはデバイスの再設
定を実⾏できます。

Android
iOS
macOS
Windows Mobile
Windows

コンプライアンス違反の表⽰ ユーザーは、各⾃のデバイスのコンプ
ライアンス違反を表⽰できます。

Android
iOS
macOS
Windows Mobile
Windows
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アクション 説明 プラットフォーム

データの更新 ユーザーは⾃分のデバイスを Sophos
Mobile サーバーと⼿動で同期できま
す。これは、デバイスの電源が⻑期間
オフになっていたため、サーバーと同
期されていない場合などに便利です。
この場合、デバイスがコンプライアン
スに準拠していない可能性があり、再
度準拠させるにはサーバーとの同期が
必要になります。

注
この機能は、Sophos コンテナの
みが Sophos Mobile の管理下に
あるデバイスでは使⽤できませ
ん。

Android
iOS
macOS
Windows Mobile
Windows

パスワードのリセット ユーザーは画⾯ロックのパスワード
をリセットできます。Android およ
び iOS デバイスの場合、セルフサー
ビス ポータルに⼀時パスワードが表
⽰されます。このパスワードでのみデ
バイスのロックを解除できます。ユー
ザーは、デバイスのロックを解除し
たら、新しいパスワードを設定できま
す。iOS の場合、パスワードが完全に
削除されます。ユーザーは 60分内に新
しいパスワードを設定する必要があり
ます。

Android
iOS
Windows Mobile

ワイプ デバイスの盗難・紛失時に、ユーザー
は登録済みのデバイスを出荷時の状態
にリセット (ワイプ) できます。デバ
イス上のすべてのデータが削除されま
す。

Android
iOS
macOS
Windows Mobile
Windows

Android の仕事⽤プロファイルのワイ
プ

ユーザーは、⾃分のデバイスから仕事
⽤プロファイルを削除できます。こ
の操作によって、デバイスは Sophos
Mobile からも登録解除されます。

Android

デバイスの登録解除 ユーザーは、使⽤しなくなったデバイ
スを使⽤停⽌にできます。これは、セ
ルフサービスポータルで登録できるデ
バイスの数に制限がある場合や、ユー
ザーが新しいデバイスを取得した場合
などに便利です。

Android
iOS
macOS
Windows Mobile
Windows
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アクション 説明 プラットフォーム

管理下にないデバイスの削除 ユーザーは、使⽤停⽌にしたデバイス
を削除できます。

Android
iOS
macOS
Windows Mobile
Windows

アプリのロックのパスワードのリセッ
ト

Android デバイスのアプリのロック
(App Protection) のパスワードをリ
セットできます。アプリのロックのパ
スワードは、保護対象に指定したアプ
リの誤⽤を防ぎ、アプリを起動するた
びにユーザー⼊⼒が必要です。リセッ
トするとパスワードが削除され、ユー
ザーは新しいパスワードを設定する必
要があります。

Android

Sophos コンテナのパスワードのリ
セット

ユーザーは、Sophos コンテナのパス
ワードをリセットできます。ユーザー
は、いずれかの Sophos コンテナアプ
リを起動するたびに、Sophos コンテ
ナのパスワードを⼊⼒する必要があり
ます。リセットするとパスワードが削
除され、ユーザーは新しいパスワード
を設定する必要があります。

Android
iOS

SMC アプリの再設定 ユーザーは、インストール済みの
Sophos Mobile Control アプリを再設
定できます。

iOS
Windows Mobile

管理型紛失モード ユーザーは管理型紛失モードを有効/無
効に設定できます。

iOS

紛失モードのサウンドの再⽣ ユーザーは管理型紛失モードで⾳を鳴
らすことができます。

iOS

関連タスク
セルフサービス ポータルの設定 (p. 23)

10.4 セルフサービス ポータルのユーザーの管理
Sophos Mobile では次のいずれかの⽅法でセルフサービス ポータルのユーザーを管理できます。
• 内部ユーザー管理: 内部ユーザー管理の場合、Sophos Mobile に⼿動でユーザーを追加する

か、CSV (カンマ区切り) 形式のファイルからユーザーを⼀括インポートしてユーザーを作成でき
ます。

• 外部ユーザー管理:  外部ユーザー管理の場合、外部ディレクトリのメンバー情報に準じて、デバ
イスをグループやプロファイルに割り当てることができます。
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ユーザーの管理⽅法は、カスタマーごとに異なります。Sophos Mobile on Premise の場合、カスタ
マー作成時にスーパー管理者によって定義されます。Sophos Mobile as a Service の場合は、ユー
ザーを追加する前に定義する必要があります。詳細は、セルフサービス ポータルのユーザー管理の設
定 (p. 28)を参照してください。

10.4.1 セルフサービス ポータルのユーザー管理の設定

注
Sophos Mobile on Premise の場合、セルフサービスポータルのユーザー管理は、カスタマー作
成時にスーパー管理者が設定します。詳細は、「Sophos Mobile スーパー管理者向けガイド (英
語)」を参照してください。

1. サイドバーのメニューの「設定」で、「セットアップ」、「システム セットアップ」の順に展開
します。
「システム セットアップ」ページが表⽰されます。

2. 「ユーザー設定」タブを選択します。このタブで Sophos Mobile で管理するセルフサービス
ポータル (SSP) のユーザーのデータソースを選択します。
• なし。SSP、ユーザー固有のプロファイル、LDAP 管理者は利⽤できません。: ユーザー管理

を無効にする場合に選択します。
• 内部ディレクトリ: セルフサービスポータルのユーザーに対して内部ユーザー管理を使⽤する

場合に選択します。
• 外部 LDAP ディレクトリ: セルフサービスポータルのユーザーに対して外部ユーザー管理を使

⽤する場合に選択します。
「外部 LDAP の設定」をクリックして、サーバーの詳細を指定します。詳細は、外部ディレ
クトリの接続の設定 (p. 28)を参照してください。

3. 「保存」をクリックします。
「内部ディレクトリ」または「外部 LDAP ディレクトリ」を選択した場合は、「ユーザー設定」
タブに選択したオプションと「なし。SSP、ユーザー固有のプロファイル、LDAP 管理者は利⽤
できません。」が表⽰されます。後で設定を変更するには、はじめに、「なし。SSP、ユーザー
固有のプロファイル、LDAP 管理者は利⽤できません。」を選択し、すべてのオプションを利⽤
できるようにします。

注
ユーザー管理の設定は、ディレクトリに接続しているデバイスがあると変更できません。デバ
イスが接続されているにもかかわらず設定を変更しようとすると、エラーメッセージが表⽰さ
れます。

10.4.2 外部ディレクトリの接続の設定
外部の LDAP ディレクトリを使⽤して Sophos Mobile Admin とセルフサービス ポータルのユー
ザーアカウントを管理する場合は、Sophos Mobile から LDAP サーバーのデータを取得できるよう
ディレクトリとの接続を設定する必要があります。Sophos Mobile on Premise の場合、これは、カ
スタマー作成時にスーパー管理者によって実⾏されます。
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注
LDAP ディレクトリと Sophos Mobile は同期されません。Sophos Mobile は、ユーザー情報を
参照する⽬的のみで LDAP ディレクトリにアクセスします。LDAP ユーザーの変更は、Sophos
Mobile のデータベースに反映されません。また、その逆も反映されません。

1. 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、「ユーザー設定」タブをクリックします。

2. 「外部 LDAP ディレクトリ」を選択します。
3. 「外部 LDAP の設定」をクリックして、サーバーの詳細を指定します。
4. 「サーバーの詳細」ページで次の項⽬を設定します。

a) 「LDAP の種類」フィールドで、LDAP サーバーの種類を選択します。
• Active Directory
• IBM Domino
• NetIQ eDirectory
• Red Hat Directory Server
• Zimbra

b) 「プライマリ URL」フィールドに、プライマリ ディレクトリ サーバーの URL を⼊⼒しま
す。サーバーの IP アドレスやサーバー名を⼊⼒できます。SSL または TLS (サーバーの対応
状況に依存) でサーバーに接続するには、「SSL/TLS」を選択します。Sophos Mobile as a
Service の場合、「SSL/TLS」の選択を外すことはできません。

c) 任意: 「セカンダリ URL」フィールドに、プライマリサーバーに接続できない場合のフォール
バック設定として、セカンダリ ディレクトリ サーバーの URL を⼊⼒します。サーバーの IP
アドレスやサーバー名を⼊⼒できます。SSL または TLS (サーバーの対応状況に依存) でサー
バーに接続するには、「SSL/TLS」を選択します。Sophos Mobile as a Service の場合、
「SSL/TLS」の選択を外すことはできません。

d) 「ユーザー」フィールドにディレクトリサーバーで検索するアカウントを⼊⼒しま
す。Sophos Mobile ではディレクトリサーバーへの接続にアカウント情報が使⽤されます。
Active Directory の場合はドメインも⼊⼒する必要があります。次の形式で⼊⼒してくださ
い。
• <ドメイン名>\<ユーザー名>
• <ユーザー名>@<ドメイン名>.<ドメインコード>

注
セキュリティ上の理由から、ディレクトリサーバーに対して読み取り権限のみを持ち、書
き込み権限を持たないユーザーを指定することを推奨します。

e) 「パスワード」フィールドにユーザーのパスワードを⼊⼒します。
「次へ」をクリックします。

5. 「検索のベース」ページで、検索ベースの DN (Distinguished Name) を⼊⼒します。
検索ベースは、ユーザーやグループの検索を開始する外部ディレクトリの場所です。

6. 「検索フィールド」では、プロファイルやポリシーの %_USERNAME_% や
%_EMAILADDRESS_% を表⽰するために使⽤するディレクトリのフィールドを設定します。必
要なフィールド名を⼊⼒するか、または「ユーザー名」と「メール」リストから選択します。
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注
リストには、現在 LDAP ディレクトリに接続しているユーザー (前述のステップ 4.d (p.
29) で指定) に対して設定されているフィールドのみが表⽰されます。たとえば、ユー
ザーに対してメールのフィールドが設定されていない場合などは、「メール」フィールドに必
要な値を⼿動で⼊⼒する必要があります。

Active Directory の場合、フィールドに対応する属性は以下のとおりです。
• ユーザー名: sAMAccountName
• 名: givenName
• 姓: sn
• メール: mail

7. 「SSP 設定」ページで、セルフサービスポータルへのログインを許可するユーザーを指定しま
す。次のいずれかの⽅法で「LDAP ディレクトリグループ」フィールドに関連する情報を⼊⼒し
ます。
• アスタリスク「*」を⼊⼒すると、LDAP ディレクトリグループのメンバーすべてに、セルフ

サービス ポータルへのログインが許可されます。

注
「*」は、すべてのユーザーでなく、すべてのグループを指します。LDAP ディレクトリ
グループに所属していないユーザーは含まれません。

• ディレクトリサーバーで定義されているグループ名を⼊⼒すると、グループのすべてのメン
バーにセルフサービス ポータルへのログインが許可されます。グループ名を⼊⼒したら、
「グループの名前解決」をクリックしてグループ名を識別名 (DN: Distinguished Name) と
して表⽰します。

• ⼊⼒欄を空⽩のままにすると、ディレクトリサーバーに登録されているすべてのユーザー
がセルフサービス ポータルにログインできなくなります。セルフサービス ポータルではな
く、Sophos Mobile Adminに対する外部ユーザー管理を有効にする場合は、このように設定
してください。

注
ここで指定するグループは、「セルフサービス ポータル」ページの「グループの設定」タブ
で指定するユーザーグループに関連しません。SSP ページでは、各ユーザーグループに対す
る、タスクバンドル、Sophos Mobile のグループメンバーシップ、有効なデバイスのプラッ
トフォームなどを指定します。

8. 「適⽤」をクリックします。
9. 「ユーザー設定」タブで「保存」をクリックします。

10.4.3 セルフサービス ポータル ユーザーの作成
このセクションは、内部ユーザー管理 (LDAP ディレクトリを使⽤してユーザーアカウントを管理し
ない場合) のみを対象としています。
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Sophos Mobile on Premise でのユーザー管理の設定⽅法の詳細は、「Sophos Mobile スーパー管理
者向けガイド (英語)」を参照してください。
Sophos Mobile as a Service でのユーザー管理の設定⽅法の詳細は、セルフサービス ポータルの
ユーザー管理の設定 (p. 28)を参照してください。
セルフサービス ポータルのアカウントを作成する⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「ユーザー」をクリックします。

「ユーザーの表⽰」ページが表⽰されます。
2. 「ユーザーの作成」をクリックします。

「ユーザーの編集」ページが表⽰されます。
3. 「登録メールの送信」チェックボックスを選択します。
4. 次の情報を⼊⼒します。

a) ユーザー名
b) 名
c) 姓
d) メールアドレス
e) グループ (任意)

注
「ユーザー名」フィールドには、⽂字 (ローマ字)、数字、スペース⽂字、記号 (\!._-#) のみ
を含めることができます。

5. 「保存」をクリックします。
セルフサービス ポータルの新規ユーザーが、「ユーザーの表⽰」ページに表⽰されます。新しいユー
ザーに登録を案内するメールが送信されます。
該当するユーザーの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックすると、ユーザーの詳細を表⽰したり
(「表⽰」)、ユーザーを「編集」または「削除」したりできます。

注
ユーザー名をクリックすると、「ユーザーの表⽰」ページが表⽰されます。ページには、ユー
ザーが登録メールを受信しなかった場合やメールを紛失した場合に使⽤できる、「登録メールの
再送信」ボタンも表⽰されます。

10.4.4 セルフサービス ポータル ユーザーのインポート
このセクションは、内部ユーザー管理 (LDAP ディレクトリを使⽤してユーザーアカウントを管理し
ない場合) のみを対象としています。
Sophos Mobile on Premise でのユーザー管理の設定⽅法の詳細は、「Sophos Mobile スーパー管理
者向けガイド (英語)」を参照してください。
Sophos Mobile as a Service でのユーザー管理の設定⽅法の詳細は、セルフサービス ポータルの
ユーザー管理の設定 (p. 28)を参照してください。
最⼤ 500名のセルフサービス ポータルの新規ユーザーを、⽂字コードが UTF-8 の CSV (カンマ区切
り) ファイルから⼀括インポートして、追加できます。
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注
CSV ファイルの編集には、テキストエディタを使⽤してください。Microsoft Excel を使⽤する
と、⼊⼒した値が正しく表⽰されない場合があります。ファイルを保存する際は、拡張⼦が .csv
になっていることを確認してください。

ヒント
正しい列名と列の順序の例として、「ユーザーのインポート」ページからサンプルファイルをダ
ウンロードできます。

CSV ファイルからユーザーをインポートする⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューの「管理」の下の「ユーザー」をクリックして、「ユーザーのインポー

ト」をクリックします。
2. 「ユーザーのインポート」ページで「登録メールの送信」を選択します。
3. 「ファイルのアップロード」をクリックして⽤意した CSV ファイルを参照します。

ファイルから項⽬が読み込まれ、画⾯に表⽰されます。
4. データの形式が正しくない場合や、データに不整合がある場合は、ファイル全体が取り込めなく

なります。この場合、問題のある項⽬の右側に表⽰されるエラーメッセージを確認し、CSV ファ
イルの内容を修正したら、ファイルをアップロードしなおします。

5. 「完了」をクリックしてユーザーアカウントを作成します。
ユーザーがインポートされ、「ユーザーの表⽰」ページに表⽰されます。セルフサービス ポータルの
ログイン情報が記載されたメールがユーザーに届きます。

10.4.5 ユーザーの詳細の表⽰
1. サイドバーのメニューの「管理」で、「ユーザー」をクリックします。

セルフサービス ポータルのユーザーアカウントすべてが「ユーザーの表⽰」ページに表⽰されま
す。

2. 詳細を表⽰するユーザーの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックし、「表⽰」をクリックし
ます。

アカウントの詳細と、ユーザーの割り当て先デバイスが表⽰されます。
内部ユーザー管理の場合 (LDAP ディレクトリを使⽤してユーザーアカウントを管理しない場合)、
「編集」をクリックしてアカウントの詳細を編集できます。
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11 システム セットアップ
システム セットアップページでは、次の操作を実⾏できます。
• ライセンス

̶ ライセンスの確認 (p. 33)
• APNs

̶ APNs 証明書の作成 (p. 34)
̶ APNs 証明書の更新 (p. 35)
̶ 別のカスタマーへの APNs 証明書のコピー (p. 36)

• iOS AirPlay
̶ iOS AirPlay の出⼒先の設定 (p. 38)

• ビジネス向け Android
̶ ビジネス向け Android の設定 - 概要 (p. 285)

• Apple VPP
̶ VPP sToken の設定 (p. 273)
̶ VPP アプリの⾃動割り当て (p. 275)
̶ VPP ライセンス情報の同期 (p. 277)

• Apple DEP
̶ Apple DEP の設定 (p. 71)

• Apple DEP プロファイル
̶ DEP プロファイルの作成 (p. 72)

• Samsung Knox ライセンス
̶ Samsung Knox ライセンスの登録 (p. 38)

• SCEP
̶ SCEP の設定 (p. 39)

• ユーザー設定
̶ ユーザー設定の実⾏ (p. 40)

• SGN
̶ 社内鍵リングの同期の有効化 (p. 325)

11.1 ライセンスの確認
Sophos Mobile のライセンス体系はユーザー単位です。1つのユーザーライセンスで、ユーザーに割
り当てられているすべてのデバイスを保護できます。ユーザーに割り当てられていないデバイスは、1
台につき 1つのライセンスが必要です。
利⽤可能なライセンスを確認する⽅法は次のとおりです。
1. 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

リックします。
2. 「システムセットアップ」ページで「ライセンス」タブをクリックします。
次の情報が表⽰されます。
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• ライセンスの最⼤数: 管理可能なデバイスユーザー (および割り当てられていないデバイス) の最
⼤数。
スーパー管理者がカスタマーに対する上限を設定しなかった場合、ライセンスの最⼤数
は、Sophos Mobile サーバーの総数となります。

• 使⽤中のライセンス数: 現在使⽤されているライセンスの数。
• 有効期限: ライセンスの有効期限。
• Advanced ライセンス: スーパー管理者によって、そのカスタマーの Mobile Advanced ライセ

ンスが有効/無効に設定されているかを⽰すステータス。
表⽰されるライセンス情報に関する質問やご不明な点は、ソフォス営業部までお問い合わせくださ
い。

11.2 Apple Push Notification Service の証明書
iOS や macOS デバイスに組み込まれているモバイルデバイス管理 (MDM) プロトコルを使⽤するに
は、iOS Push Notification Service (APNs) を使⽤して、Sophos Mobile に登録されているデバイス
との通信を可能にする必要があります。
APNs 証明書は 1年間有効です。
以下のセクションでは、独⾃のクライアント証明書を使⽤して APNs サーバーへの取得するのに必要
な要件と操作⼿順を説明しています。

11.2.1 要件
Apple Push Notification Service (APNs) と通信を⾏うには、以下の TCP ポートへの送受信接続を
許可する必要があります。
• Sophos Mobile サーバーが接続するサーバー: gateway.push.apple.com:2195 TCP

(17.0.0.0/8)
• Wi-Fi のみで接続する各 iOS デバイスが接続するサーバー: *.push.apple.com:5223 TCP

(17.0.0.0/8)

11.2.2 APNs 証明書の作成
この⼿順は、Sophos Mobile に Apple Push Notification Service (APNs) の証明書がアップロード
されていないことを前提としています。
既存の証明書の更新について詳細は、APNs 証明書の更新 (p. 35)を参照してください。

ヒント
複数のカスタマーに対して同じ証明書を使⽤できます。詳細は、別のカスタマーへの APNs 証明
書のコピー (p. 36)を参照してください。

1. サイドバーのメニューの「設定」の下の「セットアップ > システム セットアップ」をクリック
し、「APNs」タブをクリックします。
タブに表⽰されている説明に従って、Apple から証明書をリクエストし、Sophos Mobile にアッ
プロードします。

2. 「証明書署名要求のダウンロード」ステップで、「証明書署名要求のダウンロード」をクリック
します。
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「apple.csr」という証明書要求ファイルがローカルコンピュータに保存されます。証明書要求
ファイルは、カスタマーごとに固有のものです。

3. Apple ID を⽤意します。既に Apple ID をお持ちの場合でも、Sophos Mobile ⽤に新しい ID を
作成することを推奨します。「Apple ID の作成」ステップで、「新しい Apple ID の作成」を
クリックします。
「Apple ID を作成」という Apple 社の Web ページが開くので、ここで会社⽤の Apple ID を作
成します。

注
作成したアカウントのログイン情報は、担当者がアクセスできる、安全な場所に保管します。
このログイン情報は、毎年証明書を更新する際に必要となります。

4. 「APNs」タブの上部の「Apple ID」フィールドに新しい Apple ID を⼊⼒しておくと、必要な
ときに参照できます。
毎年証明書を更新する際、常に同じ Apple ID を使⽤する必要があります。

5. 「APNs 証明書の作成または更新」ステップで、「Apple Push Certificates Portal」をクリッ
クします。
Apple Push Certificates Portal が開きます。

6. Apple ID でログインし、証明書署名要求ファイル「apple.csr」をアップロードします。
7. 「.pem」という拡張⼦の APNs 証明書ファイルをダウンロードしてコンピュータに保存します。
8. 「APNs 証明書のアップロード」ステップで、「証明書のアップロード」をクリックし、Apple

Push Certificates Portal から取得した「.pem」ファイルを参照します。
9. 「保存」をクリックすると、APNs 証明書が Sophos Mobile に追加されます。
Sophos Mobile は証明書を読み取り、「APNs」タブに証明書情報を表⽰します。

11.2.3 APNs 証明書の更新
この⼿順は、期限切れ間近で更新が必要な Apple Push Notification Service (APNs) 証明書
を、Sophos Mobile にアップロードしたことを前提としています。
新しい証明書を作成し、アップロードする⽅法の詳細は、APNs 証明書の作成 (p. 34)を参照して
ください。

重要
Apple のポータルで、更新する APNs 証明書を正しく選択する必要があります。更新する証明書
を間違えると、すべての iOS デバイスと macOS デバイスの再登録が必要になる場合がありま
す。

1. サイドバーのメニューの「設定」の下の「セットアップ > システム セットアップ」をクリック
し、「APNs」タブをクリックします。

2. 「証明書署名要求のダウンロード」ステップで、「証明書署名要求のダウンロード」をクリック
します。
「apple.csr」という証明書要求ファイルがローカルコンピュータに保存されます。

3. 「Apple ID の作成」ステップをスキップします。このステップは、Sophos Mobile ⽤の APNs
証明書を新規作成する場合のみに必要です。

4. 「APNs 証明書の作成または更新」ステップで、「Apple Push Certificates Portal」をクリッ
クします。
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Apple Push Certificates Portal が開きます。
5. Apple ID を使ってログインします。これは、APNs 証明書を新規作成した際に使⽤した ID と同

じ ID である必要があります。
6. Apple Push Certificates Portal で、該当する Sophos Mobile APNs 証明書の横にある

「Renew」(更新) をクリックします。
7. 先に⽤意しておいた証明書署名要求ファイル「apple.csr」をアップロードします。
8. 「.pem」という拡張⼦の APNs 証明書ファイルをダウンロードしてコンピュータに保存します。
9. 「APNs 証明書のアップロード」ステップで、「証明書のアップロード」をクリックし、Apple

Push Certificates Portal から取得した「.pem」ファイルを参照します。
10.「保存」をクリックします。
11.スーパー管理者としてログインしている場合、スーパー管理者カスタマーと同じ APNs 証明書を

使⽤しているすべてのカスタマーの⼀覧が別のダイアログに表⽰されます。つまり、トピック属
性が同じ証明書です。
• これらすべてのカスタマーに対して APNs 証明書を更新する場合は、「該当するすべてのカス

タマーに対して保存」をクリックします。
• スーパー管理者カスタマーのみに対して APNs 証明書を更新する場合は、「スーパー管理者カ

スタマーのみに対して保存」をクリックします。

重要
次のメッセージが表⽰されると、更新する証明書が正しく選択されなかったことを意味します。

新しい証明書のトピックが、古い証明書のトピックに対応しません。古い証明書でデバイスを設
定した場合は、設定し直す必要があります。変更内容を保存しますか︖
このメッセージは、別の識別⼦で新しい APNs 証明書が作成されることを意味します。メッセー
ジを確定すると、すべての既存の iOS デバイスと macOS デバイスは管理できなくなり、再び登
録が必要になります。
証明書を正しく選択する⽅法の詳細は、更新する APNs 証明書の確認 (p. 37)を参照してくだ
さい。

11.2.4 別のカスタマーへの APNs 証明書のコピー
Apple Push Notification Service (APNs) の証明書は、同じまたは異なる Sophos Mobile がインス
トールされている別のカスタマーにコピーすることができます。

重要
保存先の場所に既に APNs 証明書がある場合は、コピーする証明書の「トピック」プロパティ
が、既存の証明書の「トピック」と同じである必要があります。間違った証明書をコピーする
と、カスタマーのすべての iOS デバイスと macOS デバイスの再登録が必要になる場合がありま
す。

コピー元の場所から証明書をダウンロードします。
1. APNs 証明書をコピーするカスタマーの管理者権限で、Sophos Mobile Admin にログインしま

す。
2. サイドバーのメニューの「設定」の下の「セットアップ > システム セットアップ」をクリック

し、「APNs」タブをクリックします。
3. 証明書の詳細に表⽰される「トピック」の値をメモします。
4. 「PKCS #12 形式で証明書をダウンロード」をクリックします。
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5. 確認ダイアログで、証明書ファイルのパスワードが表⽰されます。パスワードをメモしてから
「ダウンロード」をクリックします。
「apns_cert.p12」という証明書ファイルが、ローカルコンピュータに保存されます。

保存先の場所に証明書をアップロードします。
6. 証明書をアップロードするカスタマーの管理者権限で、Sophos Mobile Admin にログインしま

す。
7. サイドバーのメニューの「設定」の下の「セットアップ > システム セットアップ」をクリック

し、「APNs」タブをクリックします。
8. 既に APNs 証明書がある場合は、「トピック」の値が、コピー元の証明書の値と⼀致することを

確認します。
9. 「APNs 証明書のアップロード」ステップで、「証明書のアップロード」をクリックし、ダウン

ロード済みの「apns_cert.p12」ファイルを参照します。
10.パスワードを⼊⼒し、「適⽤」をクリックします。
11.「保存」をクリックします。

11.2.5 更新する APNs 証明書の確認
APNs 証明書の更新 (p. 35)の説明に従って、Sophos Mobile サーバー⽤の Apple Push
Notification service (APNs) 証明書を更新する際、Apple のポータルで、更新する APNs 証明書を正
しく選択する必要があります。
ここでは、現在、Sophos Mobile サーバーにアップロードされている APNs 証明書を確認する⽅法に
ついて説明します。
証明書の識別⼦の取得:
1. APNs 証明書を更新するカスタマーの管理者アカウントで Sophos Mobile Admin にログインしま

す。
2. サイドバーのメニューの「設定」の下の「セットアップ > システム セットアップ」をクリック

し、「APNs」タブをクリックします。
3. 「Apple Push Notification キーストアの内容」セクションに、アップロード済みの APNs 証明

書のプロパティが表⽰されます。
4. 「トピック」に対して表⽰されている値をメモします。

これが、APNs 証明書の識別⼦です。
証明書の識別:
5. Web ブラウザを使⽤して、Apple Push Certificates Portal の URL を開きます。https://

identity.apple.com/pushcert/
Apple のポータルを Microsoft の Internet Explorer で上⼿く閲覧できない場合は、最新バー
ジョンの Firefox、Opera、Chrome、または Safari といったブラウザを使⽤することを推奨しま
す。

6. APNs 証明書を新規作成した際に使⽤した Apple ID を使⽤してログインします。
7. APNs 証明書のリストで、証明書エントリの横にある「証明書情報」アイコン  をクリックし

ます。
証明書の詳細が表⽰されます。

8. 「サブジェクト DN」フィールドで、⽂字列「UID=」の後に表⽰されている値を参照します。こ
の値が Sophos Mobile Admin で定義した識別⼦と⼀致する場合は、証明書が正しく選択されて
いることを意味します。
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11.2.6 デバイスの APNs 接続の確認
iOS ⽤ Sophos Mobile Control アプリのユーザーは、使⽤しているデバイスが、Apple Push
Notification Service (APNs) サーバーに接続できるかどうかを確認できます。
1. Sophos Mobile Control アプリで「情報」アイコンをタップして、「バージョン情報」画⾯を開

きます。
2. 「APNs の確認」をタップします。
アプリは、Apple APNs サーバーに接続しようとします。予想されるサーバーの応答時間は 5秒以内
です。
APNs サーバーに接続できることが、アプリによって通知されたら、APNs 経由でデバイスが Sophos
Mobile サーバーからコマンドを受信できることを意味します。
APNs サーバーに接続できないことが、アプリによって通知されたら、ネットワークで APNs 通信が
許可されないため、Sophos Mobile は iOS デバイスを管理できないことを意味します。通信できるよ
うにするには、要件 (p. 34)にある条件が満たされるように設定してください。

11.3 iOS AirPlay の出⼒先の設定
Sophos Mobile では、iOS デバイスと、事前に指定した AirPlay の出⼒先 (例: AppleTV) との間の
AirPlay ミラーリングをリモートで開始できます。

注
AirPlay は、同じネットワーク上のデバイス間のみで動作します。

AirPlay ミラーリングの出⼒先を指定できます。
1. サイドバーのメニューの「設定」で、「セットアップ」、「システムセットアップ」の順に展開

し、「iOS AirPlay」タブを開きます。
2. 「AirPlay の出⼒先」セクションで、「AirPlay の出⼒先の作成」をクリックします。

「AirPlay の出⼒先」ページが表⽰されます。
3. デバイス名、さらに任意で AirPlay の出⼒先デバイスの Mac アドレスを⼊⼒します。必要に応じ

て、デバイスのパスワードを⼊⼒します。
4. 「適⽤」をクリックします。

デバイスは、「システム セットアップ」ページの「iOS AirPlay」タブの、「AirPlay の出⼒
先」に表⽰されます。

5. 「保存」をクリックします。
iOS デバイスとこの出⼒先との間の AirPlay ミラーリングは、「デバイスの表⽰」ページにある「ア
クション」メニューの「AirPlay ミラーリングの要求」をクリックして開始できます。

11.4 Samsung Knox ライセンスの登録
Samsung Knox Premium 機能のライセンスを購⼊している場合は、Sophos Mobile を使って
Samsung Knox デバイスにある Knox コンテナを管理できるよう、「Samsung Knox ライセン
ス」タブで、ライセンスキー、ライセンス数、および有効期限を⼊⼒してください。
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11.5 SCEP (Simple Certificate Enrollment
Protocol)
証明書を提供するために、SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) を設定できます。これに
よって、デバイスは SCEP を使⽤して認証局 (CA) から証明証を取得できるようになります。
SCEP を使って認証局 (CA) サーバーにアクセスするために必要な設定すべては、Sophos Mobile
Admin で設定できます。
必要な設定は、Android/iOS デバイスの場合はデバイスのプロファイルの「SCEP」ページ、また
Windows Mobile デバイスの場合はポリシーの「SCEP」ページで定義できます。

11.5.1 前提条件
SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) を使⽤するための前提条件は次のとおりです。
• SCEP に対応した Windows CA が環境にある。
• チャレンジコードを作成できるユーザーのログイン情報がある。
• Sophos Mobile サーバーは、次のサイトに http または https で接続できます。

̶ https://SCEP サーバー名/CertSrv/MSCEP_ADMIN
̶ https://SCEP サーバー名/CertSrv/MSCEP

11.5.2 SCEP の設定
1. サイドバーのメニューの「設定」で、「セットアップ > システムセットアップ」の順に展開し、

「SCEP」タブを開きます。
2. 次のように設定します。

a) 「SCEP サーバーの URL」フィールドに、次のように⼊⼒します。https://SCEP サーバー
名/CertSrv/MSCEP

b) 「チャレンジ URL」フィールドに、次のように⼊⼒します。https://SCEP サーバー名/
CertSrv/MSCEP_ADMIN

注
Windows 2003 Server を SCEP サーバーとして使⽤している場合は、次のように⼊⼒し
ます。https://SCEP サーバー名/CertSrv/MSCEP

c) 「ユーザー」および「パスワード」フィールドに、チャレンジコードを作成できるユーザーの
ログイン情報を⼊⼒します。

注
「ユーザー」フィールドに、証明書の登録権限を持つユーザーを⼊⼒します。「ユーザー
名@ドメイン」というログイン形式で指定します。

d) 「チャレンジの⽂字」フィールドで、チャレンジパスワードで使⽤する⽂字の種類を選択しま
す。

Copyright © 2018 Sophos Limited 39



Sophos Mobile on Premise

e) 「チャレンジの⽂字数」フィールドで、デフォルトの⽂字数を指定します。
f) 任意: Sophos Mobile が SCEP サーバーに接続する際、HTTP プロキシをバイパスするよう

に設定するには、「HTTP プロキシを使⽤」オプションを選択解除します。このオプション
は、HTTP プロキシが有効化されている場合のみに使⽤できます。
Sophos Mobile on Premise の場合、スーパー管理者は、送信時の HTTP および SSL/TLS
接続に Sophos Mobile で使⽤される HTTP プロキシを設定することができます。詳細は、
「Sophos Mobile スーパー管理者向けガイド (英語)」を参照してください。
Sophos Mobile as a Service の場合、HTTP プロキシは常に有効になっています。

3. 「保存」をクリックします。
Sophos Mobile は、SCEP サーバーへの接続をテストします。

SCEP を使⽤してプロファイルをインストールするには、Android/iOS デバイスのプロファイル、ま
たは Windows Mobile ポリシーに、「SCEP」設定を追加する必要があります。

11.6 ユーザー設定の実⾏
「ユーザー設定」タブで、ユーザー管理の設定を変更できます。詳細は、セルフサービス ポータルの
ユーザーの管理 (p. 27)、および「Sophos Mobile スーパー管理者向けガイド (英語)」を参照してく
ださい。
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12 コンプライアンスポリシー
コンプライアンスポリシーでは以下の設定を⾏うことができます。
• デバイスに対して特定の設定を許可、禁⽌、または強制的に適⽤する。
• コンプライアンスルールに違反した際に実⾏するアクションを定義する。
コンプライアンスポリシーは、デバイスグループ別に作成・適⽤できます。このため、管理下のデバ
イスに異なるレベルのセキュリティを適⽤することが可能です。

ヒント
会社貸与と私物の両⽅のデバイスを管理する場合は、少なくともこの 2種類のデバイスに対して
異なるコンプライアンスポリシーを指定することを推奨します。

12.1 コンプライアンスポリシーの作成
1. サイドバーのメニューで、「デバイス設定」の下の「コンプライアンスポリシー」をクリックし

ます。
2. 「コンプライアンスポリシー」ページで「コンプライアンスポリシーの作成」をクリックした

後、ポリシーの基となるテンプレートを選択します。
• デフォルトテンプレート: コンプライアンスルールが選択されていますが、アクションは定義

されていません。
• PCI テンプレート、HIPAA テンプレート: それぞれ、HIPAA および PCI DSS のセキュリ

ティ基準に基づいた、コンプライアンスルールおよびアクションが選択されています。
ここでどのテンプレートを選択しても、後で設定できるオプションは同じです。

3. 新しいコンプライアンス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。
必要なプラットフォームすべてに対して次の⼿順を繰り返します。
4. 各タブの「有効化する」チェックボックスが選択されていることを確認します。

このチェックボックスが選択されていないと、対応するプラットフォームに対してコンプライア
ンスチェックが⾏われません。

5. 「ルール」で選択したプラットフォームに対するコンプライアンスルールを設定します。

注
各コンプライアンスルールには重要度のレベルが設定されており (⾼、中、低)、⻘い⾊の
バーで表⽰されます。重要度のレベルは、ルールの重要性や違反時に実⾏するアクションを評
価するうえで役⽴ちます。

注
デバイス全体ではなく、Sophos コンテナのみが Sophos Mobile の管理下にあるデバイスの
場合は、コンプライアンスルールは⼀部分のみが適⽤されます。「ルールのハイライト表⽰」
で、項⽬をハイライト表⽰する管理タイプを選択します。
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6. 「違反時のアクション」の下の項⽬では、ルール違反が発⽣した場合に実⾏するアクションを設
定します。

オプション 説明

メール接続を拒否 メールへのアクセスを禁⽌します。
このアクションは、スーパー管理者が、内部 EAS プロキシまた
はスタンドアロンの EAS プロキシとの接続を設定した場合のみ
に実⾏できます。詳細は、「Sophos Mobile スーパー管理者向
けガイド (英語)」を参照してください。
このアクションは、Android デバイス、iOS デバイ
ス、Windows デバイス、および Windows Mobile デバイスの
みに対して実⾏できます。

コンテナをロック Sophos Secure Workspace および Secure Email アプリを
無効化します。無効化により、これらのアプリで管理されるド
キュメント、メール、および Web サイトの閲覧に影響が⽣じ
ます。
このアクションは、Mobile Advanced ライセンスをアクティ
ベートした場合のみに実⾏できます。
このアクションは、Android デバイスおよび iOS デバイスのみ
に対して実⾏できます。

ネットワーク接続を拒否 ネットワークへのアクセスを禁⽌します。
このアクションは、スーパー管理者がネットワーク アクセス
コントロールを設定した場合のみに実⾏できます。詳細は、
「Sophos Mobile スーパー管理者向けガイド (英語)」を参照し
てください。

警告の作成 警告が作成されます。
⽣成された警告は、「警告」ページに表⽰されます。

タスクバンドルの配信 特定のタスクバンドルをデバイスに配信します。
ドロップダウンリストから、コンプライアンスルールに違反し
たときに配信するタスクバンドルを選択します。「なし」を選
択すると何も配信されません。
このアクションは、Android デバイス、iOS デバイス、macOS
デバイス、および Windows デバイスのみに対して実⾏できま
す。

重要
タスクバンドルを誤って配信すると、デバイスの設定が変
更されたり、ワイプされてしまうこともあります。コンプ
ライアンス設定のルールに正しいタスクバンドルを割り当
てるには、システムに関する深い知識が必要です。

7. 必要なプラットフォームすべての設定が完了したら、「保存」をクリックして指定した名前でコ
ンプライアンスポリシーを保存します。
「コンプライアンスポリシー」ページに新しいコンプライアンスポリシーが表⽰されます。
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12.2 利⽤可能なコンプライアンスルール
このセクションでは、プラットフォームごとに選択できるコンプライアンスルールの⼀覧を⽰しま
す。

ルール 説明 プラットフォーム

管理状態にある 管理下にないデバイスに対して実⾏す
るアクションを指定します。

Android
Android Things
iOS
macOS
Windows Mobile
Windows
Windows IoT

SMC アプリの最低バージョン デバイスにインストールする Sophos
Mobile Control アプリの最低必要な
バージョンを⼊⼒します。

Android
Android Things
iOS
Windows Mobile

ルートアクセスを許可する root 権限を持つデバイスを許可するか
を選択します。

注
Enterprise API バージョン 4 以降が
搭載されている Sony デバイス、およ
び Knox バージョン 5.5 以前が搭載
されている Samsung デバイスの場
合、ブートローダのロックが解除され
ていることなどが原因で、MDM API
によって「安全ではない」と分類され
たデバイスも含みます。

Android

発⾏元が不明のアプリを許可する 提供元が不明のアプリを許可するかを
選択します。
このルールは、Android 7.x 以前の
バージョンのデバイスのみに適⽤され
ます。Android 8 では、アプリのイン
ストール元を制限するシステム設定が
削除されています。

Android

Android Debug Bridge (ADB) を
許可する

Android Debug Bridge (ADB) 機能を
許可するかを選択します。

Android
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ルール 説明 プラットフォーム

Jailbreak を許可する Jailbreak されたデバイスを許可するか
を選択します。

iOS

画⾯ロックが設定されている デバイスのパスワードや他の画⾯ロッ
クの⽅法 (パターン、PIN など) を指
定する必要があるかを選択します。
Android の場合、画⾯ロックの⽅法と
して「パターン」、「PIN」、「パス
ワード」を指定できますが、「スワイ
プ」は指定できません。
パスワードポリシーが割り当てられて
いない Windows Mobile デバイスは、
常に⾮準拠として表⽰されます。これ
は、Windows の制限事項です。

Android
iOS
Windows Mobile
Windows

OS の最低バージョン 最低必要な OS のバージョンを選択し
ます。

Android
Android Things
iOS
macOS
Windows Mobile
Windows
Windows IoT

OS の最⼤バージョン 利⽤可能な OS の最⼤バージョンを選
択します。

Android
Android Things
iOS
macOS
Windows Mobile
Windows
Windows IoT

必要な OS のアップデート デバイスに、最新の使⽤可能なアップ
デートまたは最新の必須アップデート
がインストールされている必要がある
かどうかを選択します。
iOS アップデートのなかには、Apple
によって必須と指定されているもの
もあります。最新の使⽤可能なアップ
デートは、最新の必須アップデートよ
り新しい場合もあります。

iOS
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ルール 説明 プラットフォーム

許容する最⼤同期間隔 デバイスの同期プロセス間隔の最⼤値
を指定します。

Android
Android Things
iOS
macOS
Windows Mobile
Windows
Windows IoT

許容する SMC アプリの最⼤同期間隔 アプリの同期プロセス間隔の最⼤値を
指定します。

iOS
Windows Mobile

SMSec 検索の最⼤間隔 デバイスにある Sophos Mobile
Security アプリによって実⾏される
マルウェア検索の最⼤間隔を指定しま
す。

Android

SMSec のアクセス権限の拒否を許可
する

Sophos Mobile Security がデバイスで
正常に動作するには、アクセス権限が
必要です。ユーザーは、アプリのイン
ストール後、このようなアクセス権限
を付与する必要があります。
必要なアクセス権限を拒否すると、コ
ンプライアンス違反になるかを指定し
てください。

Android

悪質アプリを許可する Sophos Mobile Security によって検出
された悪質アプリを許可するかどうか
を指定します。

Android

疑わしいアプリを許可する Sophos Mobile Security によって検出
された疑わしいアプリを許可するかど
うかを指定します。

Android

不要と思われるアプリを許可する Sophos Mobile Security によって検出
された不要と思われるアプリを許可す
るかどうかを指定します。

Android
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ルール 説明 プラットフォーム

暗号化が必要である 暗号化が必要かを選択します。
Android 5 以降を搭載しているデバ
イスで画⾯ロックを設定する際、ユー
ザーは、「端末を起動するには PIN
が必須とする」または「端末を起動
するにはパスワードが必須とする」設
定も有効化する必要があります。詳細
は、ソフォスのサポートデータベース
の⽂章 123947 を参照してください。
macOS の場合、この設定は FileVault
のフルディスク暗号化に適⽤されま
す。
Windows Mobile の場合は、「暗号
化されていないデバイスを禁⽌」が同
時に設定されている場合のみにコンプ
ライアンス違反が報告されます。これ
は、Windows の制限事項です。

Android
iOS
macOS
Windows Mobile
Windows

データローミングを許可する データローミングを許可するかを選択
します。

Android
iOS

コンテナが設定されている デバイスでコンテナを設定し、有効
にする必要があるかどうかを選択し
ます。Sophos コンテナ、Samsung
Knox コンテナまたは Android 仕事⽤
プロファイルがあります。

Android

位置情報のパーミッションが必要であ
る

これは、位置情報取得機能を指しま
す。コンプライアンスに準拠するため
に、Sophos Mobile Control アプリで
位置情報を取得することをユーザーが
インストール時に許可する必要がある
かを指定します。

Android

SMC のアクセス権限の拒否を許可する Sophos Mobile Control アプリがデバ
イスで正常に動作するには、アクセス
権限が必要です。ユーザーは、アプリ
のインストール後、このようなアクセ
ス権限を付与する必要があります。
必要なアクセス権限を拒否すると、コ
ンプライアンス違反になるかを指定し
てください。

Android

アプリによる位置情報の取得を可能に
する

位置情報サービスが有効になってお
り、Sophos Mobile Control アプリに
よる使⽤が許可されている必要があり
ます。
Windows Mobile の場合、このルール
は Windows Phone 8.1 デバイスに対
してのみ適⽤されます。

iOS
Windows Mobile
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ルール 説明 プラットフォーム

ファイアウォールが必要である macOS のファイアウォールを有効に
設定する必要があります。

macOS

システム整合性保護が必要である 「システム整合性保護」を有効に設定
する必要があります。

注
「システム整合性保護」は、ルート
ユーザーが実⾏できる操作を制限す
る macOS のセキュリティ機能で
す。「システム整合性保護」は、
「macOS 復元」から Mac を起動する
と設定できます。

macOS

セキュリティアップデートが必要であ
る

macOS のセキュリティアップデート
の⾃動インストールを有効に設定する
必要があります。

macOS

許可するアプリ / 禁⽌するアプリ 「許可するアプリ」または「禁⽌する
アプリ」のいずれかを指定できます。
必要なオプションを 1つ⽬のドロップ
ダウンリストから選択し、2つ⽬のド
ロップダウンリストから、許可する/禁
⽌するアプリを含むアプリグループを
選択します。アプリグループを作成す
る⽅法の詳細は、アプリグループ (p.
279)を参照してください。
「許可するアプリ」を指定すると、リ
ストにあるアプリのみが許可されま
す。それ以外のアプリが検出される
と、デバイスはコンプライアンス違反
になります。

注
Android のシステムアプリは⾃動
的に許可されます。

「禁⽌するアプリ」を指定すると、そ
のようなアプリが検出されると、デバ
イスはコンプライアンス違反になりま
す。

Android
iOS
macOS

必須アプリ インストール必須のアプリを指定しま
す。必須アプリを含むアプリグルー
プを、ドロップダウンリストから選
択します。アプリグループを作成す
る⽅法の詳細は、アプリグループ (p.
279)を参照してください。

Android
iOS
macOS
Windows
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ルール 説明 プラットフォーム

Windows Defender が有効になって
いる

Windows Defender の「リアルタイム
保護」が有効になっている必要があり
ます。

Windows

Windows Defender で状態が「保
護」と表⽰される

Windows Defender に警告が表⽰さ
れている場合、デバイスをコンプライ
アンス⾮準拠に指定するかを選択しま
す。

Windows

Windows Defender の定義ファイル
が最新である

Windows Defender が最新のスパイ
ウェア定義ファイルを使⽤する必要が
あるかを選択します。

Windows

12.3 コンプライアンスポリシーをデバイスグルー
プに適⽤する⽅法
1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイスグループ」をクリックします。

「デバイスグループ」ページが表⽰されます。
2. コンプライアンスポリシーを適⽤するグループの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックし、

「編集」をクリックします。
「Default」というデバイスグループは必ず表⽰されます。デバイスグループを作成する⽅法の詳
細は、デバイスグループの作成 (p. 79)を参照してください。

3. 「コンプライアンスポリシー」で、会社貸与デバイスと私物デバイスに適⽤するコンプライアン
スポリシーを選択します。

4. 「保存」をクリックします。
選択したコンプライアンスポリシーが、「デバイスグループ」ページで、対象のデバイスグループの
「コンプライアンスポリシー (会社)」または「コンプライアンスポリシー (個⼈)」に表⽰されます。

12.4 デバイスのコンプライアンスの確認
コンプライアンスポリシーを指定した後、登録済みのデバイスが、指定したポリシーに準拠している
かどうかを確認できます。
1. サイドバーのメニューで、「デバイス設定」の下の「コンプライアンスポリシー」をクリックし

ます。
2. 「今すぐチェック」をクリックします。
すべての登録済みデバイスのコンプライアンスが確認されます。指定されたアクションが実⾏されま
す。
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13 デバイス

13.1 デバイスの追加
Sophos Mobile にデバイスを追加する⽅法は次のとおりです。
• デバイスを⼿動で追加する。詳細は、デバイスの追加 (p. 49)を参照してください。
• CSV (カンマ区切り) 形式のファイルからデバイスを⼀括インポートする。詳細は、デバイスのイ

ンポート (p. 50)を参照してください。
• デバイスの登録ウィザードを使⽤して、デバイスを Sophos Mobile に追加し、ユーザーへの割り

当て、デバイスの登録、および登録⽤のタスクバンドルの配信を実⾏してください。詳細は、デ
バイスの登録ウィザードを使⽤したデバイスの新規登録と割り当て (p. 52)を参照してくださ
い。

• ユーザーがセルフサービスポータルで⾃分のデバイスを登録できるようにする。詳細は、セルフ
サービス ポータルの設定 (p. 22)を参照してください。ユーザーは、セルフサービス ポータルを
使⽤することで、ヘルプデスク担当者の⽀援なしでタスクを実⾏できるので、IT 部⾨の作業負担
が軽減されます。定義済みのタスクバンドルを実⾏して、デバイスのプロビジョニングを実⾏で
きます。詳細は、タスクバンドル (p. 249)を参照してください。

デバイスの管理を容易にするため、デバイスグループを使⽤することを推奨します。詳細は、デバイ
スグループ (p. 79)を参照してください。

13.1.1 デバイスの追加
Sophos Mobile にはじめてデバイスを追加する際は、事前に 1つ以上のデバイスグループを作成して
おくことを推奨します。こうすることで、各デバイスをデバイスグループに追加できるため、デバイ
ス管理がより簡単になります。詳細は、デバイスグループの作成 (p. 79)を参照してください。
Sophos Mobile に新しいデバイスを追加する⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイス」をクリックします。

「すべてのデバイス」ページが表⽰されます。
2. 「追加」をクリックして「デバイスの⼿動追加」の下からプラットフォームを選択します。

「デバイスの編集」ページが表⽰されます。
3. 「デバイスの編集」ページで、次のようなデバイスの詳細を指定します。

a) 「名前」フィールドに新しいデバイスの固有の名称を⼊⼒します。
b) 「説明」フィールドに新しいデバイスの説明を⼊⼒します。
c) 「所有者」で、「会社」または「個⼈」を選択します。
d) 「メールアドレス」フィールドに、メールアドレスを⼊⼒します。
e) 「電話番号」フィールドに、新しいデバイスの電話番号を⼊⼒します。電話番号は、

「+491701234567」など、国際電話番号形式で⼊⼒してください。
f) 「デバイスグループ」で、デバイスの追加先グループを選択します。

デバイスグループを作成する⽅法の詳細は、デバイスグループの作成 (p. 79)を参照してく
ださい。

4. ユーザーをデバイスに割り当てるには、「ユーザー」の右側に表⽰されている「ユーザーの割り
当ての編集」アイコン  をクリックして「ユーザーのデバイスへの割り当て」をクリックしま
す。詳細は、デバイスへのユーザーの割り当て (p. 63)を参照してください。
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5. デバイスにカスタムプロパティを追加するには、「カスタムプロパティ」タブで「カスタムプロ
パティの追加」をクリックします。詳細は、デバイスのカスタムプロパティの定義 (p. 64)を
参照してください。

6. 必要なデバイスの詳細をすべて指定したら、「保存」をクリックします。
新しいデバイスが Sophos Mobile に追加され、「管理」の「すべてのデバイス」ページに表⽰されま
す。次に、デバイスのプロビジョニングを⾏い、管理してください。

注
iOS デバイスの場合、デバイス名を同期するように Sophos Mobile を設定していると (iOS の設
定 (p. 18)を参照)、「名前」フィールドに⼊⼒したデバイス名は、同期中に設定される名前で置
き換えられます。

13.1.2 デバイスのインポート
UTF-8 形式の CSV ファイル (カンマ区切り) をインポートして、新規デバイスを追加できます (1
ファイルにつき最⼤ 500件)。

注
CSV ファイルの編集には、テキストエディタを使⽤してください。Microsoft Excel を使⽤する
と、⼊⼒した値が正しく表⽰されない場合があります。ファイルを保存する際は、拡張⼦が .csv
になっていることを確認してください。

注
CSV ファイルで指定したユーザーは、Sophos Mobile に登録済みである必要があります。

ヒント
このファイルで指定する列名や列順は、「デバイスのインポート」ページからダウンロードでき
るサンプルファイルにて確認できます。

CSV ファイルからデバイスをインポートする⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイス」をクリックします。
2. 「すべてのデバイス」ページで、「追加 > デバイスのインポート」の順にクリックします。
3. 「デバイスのインポート」ページで、「ファイルのアップロード」をクリックして⽤意した CSV

ファイルを参照します。
ファイルから項⽬が読み込まれ、画⾯に表⽰されます。

4. データの形式が正しくない場合や、データに不整合がある場合は、ファイル全体が取り込めなく
なります。この場合、問題のある項⽬の右側に表⽰されるエラーメッセージを確認し、CSV ファ
イルの内容を修正したら、ファイルをアップロードしなおします。

5. 「完了」をクリックしてデバイスを作成します。
CSV ファイルに列挙されているデバイスがインポートされ、「すべてのデバイス」ページに表⽰され
ます。次に、デバイスの登録と設定を⾏ってください。

50 Copyright © 2018 Sophos Limited



Sophos Mobile on Premise

13.2 デバイスの登録
Sophos Mobile Admin に新しいデバイスを追加した後、Sophos Mobile に登録する必要がありま
す。

登録タイプ
Sophos Mobile には、次の 2種類の登録タイプがあります。

デバイスの登録 この登録タイプは、MDM (モバイルデバイス
管理) のすべての機能を提供します。Sophos
Mobile でデバイス全体を管理することができま
す。

Sophos コンテナの登録 Sophos Mobile は、デバイス上の Sophos コン
テナのみを管理し、デバイス⾃体は管理しませ
ん。
Sophos コンテナは、Android および iOS のみ
で利⽤できます。
次のような場合は、Sophos コンテナに登録する
と便利です。
• BYOD (Bring Your Own Device) シナリオ

を管理する。Sophos コンテナの登録の場
合、限られたデバイス情報のみが組織のシス
テム管理者に表⽰され、個⼈アプリやデータ
は表⽰されません。

• デバイスがソフォス以外の MDM ソフ
トウェアの管理下にあるが、SafeGuard
Enterprise を使⽤した社内鍵リングの同期
など、Sophos コンテナにある機能も使⽤す
る。

• デバイスがソフォス以外の MDM ソフトウェ
アの管理下にあるが、追加メールアカウント
を設定する。例: コンサルティング企業の従
業員が、顧客の Exchange サーバーにアクセ
スする必要がある場合など。

登録⽅法
デバイスを登録するためのオプションは次のとおりです。
• 「デバイス」機能を使⽤して、管理下にないデバイスを個別に登録できます。詳細は、デバイス

の登録 (p. 52)を参照してください。
• デバイスの登録ウィザードを使⽤して、デバイスを Sophos Mobile に追加し、ユーザーへの割り

当て、デバイスの登録、および登録⽤のタスクバンドルの配信を実⾏できます。詳細は、デバイ
スの登録ウィザードを使⽤したデバイスの新規登録と割り当て (p. 52)を参照してください。
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注
必要に応じて、デバイスの登録ウィザードや⾃動登録機能を使⽤して、Apple ID を使⽤し
ないで iOS デバイスを登録できます。これは、ユーザーに配布する前に、デバイスを事前に
設定する場合などに便利です。詳細は、Apple ID を使⽤しないで iOS デバイスを登録 (p.
55)を参照してください。

推奨事項
複数のデバイスの登録や設定を効率よく⾏うには、次の⽅法を推奨します。
• デバイスの登録、必要なポリシーの適⽤、および必要なアプリ (例: iOS デバイス⽤の管理対象ア

プリなど) のインストールに必要なタスクすべてをまとめてタスクバンドルを作成できます。詳細
は、タスクバンドル (p. 249)を参照してください。

• ユーザーに対して、セルフサービスポータルでのデバイスの登録を許可できます。許可するに
は、セルフサービスポータルの使⽤を設定する際に登録⽤のタスクバンドルを追加します。登録
に必要なタスクバンドルの作成⽅法の詳細は、「Sophos Mobile スタートアップガイド」または
「Sophos Mobile as a Service スタートアップガイド」を参照してください。セルフサービス
ポータルでタスクバンドルを選択する⽅法の詳細は、セルフサービス ポータルの設定 (p. 23)を
参照してください。

13.2.1 デバイスの登録

1. サイドバーのメニューの「管理」で「デバイス」をクリックし、登録するデバイスをクリックし
ます。

2. 「デバイスの表⽰」ページで、登録タイプを選択します。
• デバイスを Sophos Mobile に登録するには、「アクション > 登録」をクリックします。
• Sophos コンテナを登録するには、「アクション > Sophos コンテナの登録」をクリックし

ます。
3. Sophos コンテナを登録するには、タスクバンドルやポリシーを選択します。
登録タスクが開始され、「現在のタスク」ページに表⽰されます。登録⼿順を含むメールがユーザー
に送信されます。

注
Mac では、Sophos Mobile の管理対象ユーザーが登録⼿順を実⾏する必要があります。登録プロ
ファイルをインストールする際、ユーザーは管理者パスワードを⼊⼒する必要があります。

13.2.2 デバイスの登録ウィザードを使⽤したデバイスの新規登
録と割り当て
デバイスの新規登録は、デバイス登録ウィザードを利⽤すると、簡単に登録できます。画⾯の案内に
従って次の⼀連の操作を⾏うことができます。
• Sophos Mobile に新しいデバイスを追加する。
• 任意: デバイスをユーザーに割り当てる。
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• デバイスを登録する。
• 任意: タスクバンドルをデバイスに配信する。
デバイスの登録ウィザードを起動する⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューの「管理」の下の「デバイス」をクリックして、「追加 > 登録ウィザー

ド」をクリックします。

ヒント
ウィザードは「ダッシュボード」ページからも起動できます。その場合は「デバイスの追加」
というウィジェットをクリックします。

2. 「ユーザー検索情報の⼊⼒ 」画⾯で、デバイスを割り当てるユーザーの検索条件を⼊⼒します。
ユーザーへの割り当てなしでデバイスを登録する場合は、「ユーザーの割り当てをスキップ」を
選択します。

3. 検索条件を⼊⼒すると、⼀致するユーザーが画⾯に表⽰されます。必要なユーザーを選択しま
す。

4. 「デバイスの詳細」画⾯で、次の項⽬を設定します。

オプション 説明

プラットフォーム デバイスのプラットフォーム。
ログインしているカスタマーに対して有効化されているプラッ
トフォームのみ選択できます。

名前 Sophos Mobile で管理するデバイスの⼀意の名前。

説明 デバイスの概略 (任意)。

電話番号 電話番号 (任意)。番号は「+491701234567」など、国際電話
番号形式で⼊⼒してください。

メールアドレス 登録⼿順の送信先メールアドレス。
カスタマーのユーザー管理を設定している場合は、デバイスに
割り当てられているユーザーのメールアドレスです。
ユーザー管理を設定していない場合は、ここにメールアドレス
を⼊⼒してください。

所有者 デバイスの所有者のタイプ。「会社」または「個⼈」のいずれ
かを選択。

デバイスグループ デバイスの割当先グループ。デバイスグループを作成していな
い場合は、常にリストに表⽰される「Default」というデバイ
スグループを選択できます。

5. Sophos コンテナの登録を設定済みの場合は、デバイスを登録するか、Sophos コンテナのみを登
録するかを選択します。
詳細は、「Sophos コンテナ登録の設定 (p. 321)」を参照してください。

6. デバイスの登録後に配信するタスクバンドルを選択します。または、タスクバンドルの配信なし
でデバイスを登録する場合は、「デバイスの登録のみ」を選択します。
Sophos コンテナを登録する場合は、タスクバンドルの代わりにポリシーを選択できます。
「次へ」をクリックすると、デバイスが Sophos Mobile に追加されます。

7. 「登録」画⾯で、指⽰に従って登録の操作を完了します。
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注
Mac では、Sophos Mobile の管理対象ユーザーが登録⼿順を実⾏する必要があります。登録
プロファイルをインストールする際、ユーザーは管理者パスワードを⼊⼒する必要がありま
す。

8. 登録の操作が正常に完了したら「完了」をクリックしてデバイスの登録ウィザードを閉じます。

注
• すべてのセクションの設定が終了したら、「完了」ボタンが表⽰される前にウィザードを閉じ

ても問題ありません。登録タスクの作成や処理はバックグラウンドで⾏われます。
• 登録後にデバイスに配信するタスクバンドルを選択した場合は、「現在のタスク」ページでタ

スクのステータスを確認できます。詳細は、未完了のタスク、失敗したタスク、最近完了した
タスクの表⽰ (p. 10)を参照してください。

• iOS デバイスの場合、デバイス名を同期するように Sophos Mobile を設定していると (iOS
の設定 (p. 18)を参照)、「名前」フィールドに⼊⼒するデバイス名は無視され、代わりにデ
バイスで設定されている名前が使⽤されます。

13.2.3 iOS デバイスの⾃動登録
デバイスを有効化する際に、iOS デバイスが Sophos Mobile に⾃動登録されるように設定できます。
これには、Apple Configurator 2 を使⽤して、デバイスを Sophos Mobile MDM サーバーに関連付
けます。ユーザーがデバイスの電源をはじめて⼊れると、iOS の設定アシスタントが起動します。設
定時に、デバイスは Sophos Mobile に⾃動登録されます。

注
Apple Configurator 2 の詳細は、Apple Configurator 2 ヘルプを参照してください。

iOS デバイスの Sophos Mobile への⾃動登録を設定する⽅法は次のとおりです。
1. ⾃動登録の準備をするための 1回限りの⼿順として、Sophos Mobile への⾃動登録時にデバイス

に割り当てるデバイスグループを作成します。デバイスグループのプロパティで、「iOS の⾃動
登録を有効にする」オプションを選択します。詳細は、デバイスグループの作成 (p. 79)を参
照してください。

2. デバイスグループの「⾃動登録の URL」フィールドに表⽰される URL をメモします。
この URL は、Apple Configurator 2 でデバイスを設定する際に必要となります。

3. Apple Configurator 2 がインストールされている Mac の USB ポートに、⾃動登録する iOS デ
バイスを接続します。

4. Apple Configurator 2 の準備アシスタントを使⽤してデバイスの構成を設定します。
5. 「⼿動登録」を選択して、デバイスグループの⾃動登録の URL を⼊⼒します。
6. 準備アシスタントの⼿順に従います。任意で、次のデバイスの有効化オプションを設定すること

もできます。
• デバイスの監視モードを有効化する。
• USB ポートを使⽤して、デバイスを接続できるホストコンピュータを設定する。
• 監視対象デバイスの場合、「監視識別情報」を⽣成または選択する。
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• iOS 設定アシスタントの設定⼿順を無効化する。
設定が完了したら、デバイスをユーザーに配布します。ユーザーがデバイスの電源をはじめて⼊れる
と、設定内容に応じて、iOS の設定と Sophos Mobile の登録が実⾏されます。

ヒント
デフォルトで Sophos Mobile は、デバイス ID とデバイスの種類から作成された名前を使って、
⾃動登録されたデバイスを管理します。また、Sophos Mobile は、デバイス上で設定された名前
を使⽤することもできます。iOS の設定 (p. 18)の「デバイス名の同期」オプションを参照して
ください。

13.2.4 Apple ID を使⽤しないで iOS デバイスを登録
Apple ID に関連付けられていない iOS デバイスを Sophos Mobile に登録することができます。これ
は、ユーザーに配布する前に、デバイスを事前に設定する場合などに便利です。
通常、デバイスを登録するには、Sophos Mobile Control アプリをデバイスにインストールします。
アプリは App Store からインストールされ、App Store へのアクセスには Apple ID が必要となるた
め、登録を開始する前に、デバイスに Apple ID を関連付ける必要があります。
⼀⽅、Sophos Mobile Control アプリをインストールせずに iOS デバイスを登録する⽅法がありま
す。この場合、デバイスに Apple ID を関連付ける必要がありません。次のような⽅法があります。
• ⾃動登録。詳細は、iOS デバイスの⾃動登録 (p. 54)を参照してください。
• デバイスの登録ウィザード。詳細は、デバイスの登録ウィザードを使⽤したデバイスの新規登録

と割り当て (p. 52)を参照してください。
デバイスの登録ウィザードで、次の操作を実⾏します。
1. 「登録」ページで、「Apple ID を使⽤しない登録」タブを選択します。
2. デバイスの Web ブラウザを使⽤して、登録⽤ URL にアクセスします。Sophos Mobile の登録

フォームが表⽰されます。
3. フォームでトークンを⼊⼒して、「登録」をクリックします。
4. デバイスに表⽰される⼿順に従って、登録⽤のタスクバンドルをインストールします。

13.2.5 Android Things デバイスの登録
このセクションでは、デバイスの登録ウィザードを使⽤して Android Things デバイスを登録する⽅
法について説明します。
前提条件:
• ローカル IP ネットワークに接続しており、Android Debug Bridge コマンドラインツール

(adb) がインストール済みのコンピュータ (ホストコンピュータと呼びます) を設定済みであ
る。adb は、Android SDK Platform-Tools パッケージに含まれています。このパッケージ
は、Android SDK の⼀環として、またはスタンドアロンパッケージとしてインストールできま
す。詳細は、Android の開発者向けドキュメントを参照してください。

• 登録するデバイスに Android Things のイメージファイルを書き込んでいる。
• イーサネットや Wi-Fi 経由で、デバイスをローカル IP ネットワークに接続済みである。
Android Things デバイスを Sophos Mobile に登録する⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューの「管理」の下の「デバイス」をクリックして、「追加 > 登録ウィザー

ド」の順にクリックします。
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2. デバイスの登録ウィザードを使⽤したデバイスの新規登録と割り当て (p. 52)の説明に従って
デバイスの登録ウィザードを使⽤して、登録⼿順を開始します。Android Things デバイスで、次
の操作を実⾏します。
a) ウィザードの「デバイスの詳細」の「プラットフォーム」フィールドで、「Android

Things」を選択します。
b) ウィザードの「登録」で「Sophos Mobile ダウンロードエリアを開く」をクリックして、最

新版の SMC Android Client の APK ファイルをダウンロードします。
3. APK ファイルをホストコンピュータに保存します。

ヒント
登録するすべての Android Things デバイスで、同じ APK ファイルを使⽤できます。

4. ホストコンピュータで、adb コマンドラインツールを使⽤して Android Things デバイスに接続
します。ここで <IP アドレス> は、デバイスの IP アドレスです。

adb connect <IP アドレス>
connected to <IP アドレス>:5555

5. 次の adb コマンドを使⽤して、Sophos Mobile Control アプリを Android Things デバイスにイ
ンストールします。

adb install <APK ファイルのパス>

6. 次の adb コマンドなどを使⽤して、デバイスを再起動します。

adb reboot

注
Sophos Mobile Control アプリに必要なパーミッションを許可するには、再起動が必要で
す。

7. 再起動後、デバイスに再接続します。

adb connect <ip-address>

8. デバイスの登録ウィザード、または登録⼿順を説明したメールにある adb コマンドを使⽤し
て、Sophos Mobile Control アプリを設定します。

adb shell am start -d "<configuration-parameters>"

注
次のようなシステムメッセージが表⽰されることがあります。「Warning: Activity not
started, its current task has been brought to the front.」これは無視して構いません。

Android Things デバイスの Sophos Mobile Control アプリは、Sophos Mobile サーバーに接続しま
す。登録処理が完了すると、デバイスは Sophos Mobile に「管理状態にある」というステータスで表
⽰されます。
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13.2.6 Windows IoT デバイスの登録
このセクションでは、デバイスの登録ウィザードを使⽤して Windows IoT デバイスを登録する⽅法
について説明します。
前提条件:
• 登録するデバイスに Windows 10 IoT Core のイメージファイルを書き込んでいる。
• イーサネットや Wi-Fi 経由で、デバイスをローカル IP ネットワークに接続済みである。
Windows IoT デバイスを Sophos Mobile に登録する⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューの「管理」の下の「デバイス」をクリックして、「追加 > 登録ウィザー

ド」の順にクリックします。
2. デバイスの登録ウィザードを使⽤したデバイスの新規登録と割り当て (p. 52)の説明に従って

デバイスの登録ウィザードを使⽤して、登録⼿順を開始します。Windows IoT デバイスで、次の
操作を実⾏します。
a) ウィザードの「デバイスの詳細」の「プラットフォーム」フィールドで、「Windows IoT」

を選択します。
b) ウィザードの「登録」で「プロビジョニングパッケージのダウンロード」をクリックし

て、Sophos Mobile ⽤のプロビジョニングパッケージを含む .ppkg ファイルをダウンロード
します。このリンクは、登録⼿順を説明したメールにもあります。

3. Windows IoT デバイスと同じローカルネットワークに接続している Windows コンピュータ
で、Windows エクスプローラを使⽤してデバイスに接続します。
エクスプローラのアドレスバーに次のアドレスを⼊⼒します。ここで <ip-address> は、デバイ
スの IP アドレスです。

\\<ip-address>\c$

指⽰に従って、デバイスの管理者のユーザー名とパスワードを⼊⼒します。
4. 登録ウィザードからダウンロードした .ppkg ファイルをデバイスの c:\Windows\Provisioning

\Packages フォルダにコピーします。

注
このフォルダに保存できるファイルは .ppkg ファイル 1つのみです。

5. デバイスを再起動します。
再起動後、Windows IoT デバイスはプロビジョニングパッケージを実⾏して、Sophos Mobile サー
バーに接続します。登録処理が完了すると、デバイスは Sophos Mobile に「管理状態にある」という
ステータスで表⽰されます。

重要
「デバイスの表⽰」ページで、「「管理状態にない」に設定」や「削除」アクションは、デバイ
スの登録解除が完了するまで実⾏しないようにしてください。実⾏してしまうと、デバイスを
再登録する前にワイプする必要があります。ワイプするには、Windows 10 IoT Core イメージ
ファイルを、デバイスに再度書き込む必要があります。
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13.3 デバイスの登録解除
新しいデバイスに変えたなどして使わなくなったユーザーのデバイスは、登録を解除することができ
ます。この機能は、ユーザーがセルフサービスポータルで登録できるデバイスの数に制限がある場合
などに便利です。
1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイス」をクリックします。
2. 登録するデバイスを選択して「アクション」をクリックした後、「登録解除」をクリックしま

す。
デバイスの登録を解除することを確認するメッセージが表⽰されます。

注
同時に複数のデバイスを選択して、登録解除することもできます。

3. 「はい」をクリックします。
デバイスの登録が解除されます。この操作の結果は次のとおりです。
• Android デバイス:

̶ Sophos Mobile Control のデバイス管理機能が無効化されます。
̶ サーバーへのログインデータや、受信した他のデータすべてが削除されます。
̶ Sophos コンテナアプリ (Sophos Secure Workspace および Sophos Secure Email) と

Sophos Mobile Security アプリはリセットされます。
• iOS デバイス:

̶ すべてのプロファイルが削除されます。
̶ すべての管理対象アプリが削除されます。
̶ モバイルデバイス管理 (MDM) から受信した証明書はすべて削除されます。
̶ Sophos コンテナアプリ (Sophos Secure Workspace および Sophos Secure Email) はリ

セットされます。
• Mac:

̶ すべてのポリシーが削除されます。
̶ モバイルデバイス管理 (MDM) から受信した証明書はすべて削除されます。

注
ビジネス向け Android のデバイス所有者モードで Sophos Mobile に登録しているデバイスの
場合、登録を解除する機能は特にありません。登録を解除するにはデバイスをワイプしてくださ
い。

13.4 デバイスの管理
サイドバーのメニューの「管理 > デバイス」または「デバイスグループ」で、デバイスやデバイスグ
ループの状況を把握して、さまざまな管理タスクを実⾏できます。Sophos Mobile にデバイスを追加
すると、次の操作を実⾏できます。
• デバイスの詳細を表⽰・編集する。
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• デバイスのメールアクセスを許可または禁⽌する。
• デバイスをリモートロックまたはロックをリモート解除する。
• デバイスのパスワードをリセットする。
• デバイスの紛失・盗難時にデバイスをワイプする。
• デバイスを使⽤停⽌にする (Android および iOS)。
• デバイスを削除する。

13.4.1 デバイスの表⽰
1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイス」をクリックします。
2. 必要なデバイスを参照し、デバイス名をクリックします。

選択したデバイスに対する「デバイスの表⽰」ページが表⽰されます。

ヒント
「デバイス」ページで、以下のアイコンにカーソルを合わせて追加情報を表⽰できます。

• デバイスの「管理状態にない」アイコン: 登録解除 または チェックアウト済みなど、実際の
状態を表⽰できます。

• デバイスの「⾮準拠」アイコン: 重要度のレベル (⾼、中、低) を表⽰できます。

13.4.2 「デバイスの表⽰」ページ
「デバイスの表⽰」ページでは、各デバイスの該当する情報すべてが表⽰されます。
ページ上部にデバイスの重要な情報がわかりやすく表⽰されます。
ページ下部には、デバイスの詳細情報が複数のタブに表⽰されます。表⽰されるタブおよび情報は、
デバイスのプラットフォームによって異なります。
「デバイスの表⽰」ページから、「デバイスの編集」ページへ直接切り替えることができます。表⽰
したデバイスを編集するには、「編集」をクリックします。

ステータス
管理タイプ、管理ステータス、コンプライアンス状態など、デバイスの基本的な情報が表⽰されま
す。

プロファイル
デバイスにインストール済みのプロファイル (プロビジョニング プロファイルを含む) が表⽰されま
す。
タブには、デバイスにプロファイルをインストールしたり、削除したりするコマンドも含まれていま
す。
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注
次の設定のみを含む iOS デバイスのプロファイルは、「プロファイル」タブには表⽰されませ
ん。

• ローミング/インターネット共有
• 壁紙

このような設定は、プロファイルとしてデバイスにインストールされません。ユーザーが後で変
更可能なオプションのみが設定されます。

ヒント
⼀覧に ID は表⽰されませんが、検索フィールドで、プロファイル ID で検索を実⾏できます。

ポリシー
デバイスに割り当て済みのポリシーが表⽰されます。
このタブには、デバイスにポリシーを割り当てるための「ポリシーの割り当て」ボタンが表⽰されま
す。

デバイスのプロパティ
モデルごとのプロパティ、モデル名、OS のバージョンなど、デバイスのプロパティが表⽰されま
す。Android デバイスの場合、root 権限のあるスマートフォンが検出され、該当するプロパティが表
⽰されます。iOS デバイスの場合、Jailbreak されたスマートフォンが検出され、該当するプロパティ
がこの画⾯に表⽰されます。

カスタムプロパティ
デバイスのカスタムプロパティが表⽰されます。これはユーザーが作成できるプロパティです。デバ
イスのカスタムプロパティは、Active Directory に接続できない場合などに、プレースホルダで使⽤
できます。デバイスを編集する際、ユーザー固有の情報をここに追加することもできます。

内部プロパティ
許可されている ActiveSync のトラフィックや IMEI など、デバイスの内部プロパティが表⽰されま
す。

コンプライアンス違反
このタブは、コンプライアンス⾮準拠のデバイスのみに対して表⽰されます。デバイスのコンプライ
アンス違反の内容と、違反時のアクションが表⽰されます。
このようなアクションの設定については、コンプライアンスポリシーの作成 (p. 41)を参照してくだ
さい。
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インストール済みのアプリ
デバイスにインストール済みのソフトウェアが表⽰されます。プラットフォームごとに異なる情報が
表⽰されます。
「サイズ」カラムには、アプリ⾃⾝によって使⽤されるディスク領域が表⽰されます。「データ」カ
ラムには、ユーザーのデータ、設定など、アプリによって追加で使⽤されるディスク領域が表⽰され
ます。
「アプリのインストール」ボタンをクリックすると、デバイスにソフトウェアをインストールできま
す。また、各アプリの横にある「削除」アイコンをクリックして、デバイスからアプリを削除するこ
ともできます。

注
• Sophos コンテナのみが Sophos Mobile の管理下にあるデバイスの場合、Sophos コンテナ

外のアプリは表⽰されません。これには、Enterprise App Store からユーザーがインストー
ルしたアプリも含まれます。

• iOS の場合、「管理状態にある」と表⽰されるアプリはユーザーの操作なしで削除することが
できます。詳細は、iOS ⽤の管理対象アプリ (p. 271)を参照してください。

• Mac の場合、すべてのユーザーアカウントのアプリが表⽰されます。
• Window の場合、Sophos Mobile によってインストールされたアプリのみ削除できます。

ユーザーによってインストールされたアプリを削除しようとすると、タスクは失敗します。

システムアプリ
デバイス上の Android システムアプリが表⽰されます。

注
システムアプリはデバイスから削除できません。

Knox アプリ
ユーザーが Samsung Knox コンテナにインストールしたアプリが表⽰されます。

Knox システムアプリ
Samsung Knox コンテナにインストール済みのシステムアプリが表⽰されます。

検索の結果
このタブには、デバイスで前回実施した Sophos Mobile Security 検索の結果が表⽰されます。
タブは、Sophos Mobile Security アプリが Sophos Mobile の管理下にある場合のみに表⽰されま
す。詳細は、Sophos Mobile Security の管理 (p. 316)を参照してください。
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証明書
デバイスで使⽤中の証明書が表⽰されます。
Mac の場合、デバイスの証明書は表⽰されますが、ユーザーの証明書は表⽰されません。

ヒント
⼀覧の「サブジェクト」や「発⾏者」の値で、証明書の詳細を表⽰できます。

タスク
このタブには、デバイスのすべての未完了タスクと失敗したタスク、および過去数⽇に完了したタス
クが表⽰されます。このようなタスクは、他のすべてのデバイスのタスクと共に、「現在のタスク」
ページに表⽰されます。詳細は、タスクの監視 (p. 10)を参照してください。

13.4.3 デバイスの拡張フィルタの使⽤
デバイスの拡張フィルタを使⽤すると、デバイスのリストをカスタマイズしてフィルタリング表⽰で
きます。フィルタの条件に名前を付けて保存し、後で使⽤できます。
デバイスフィルタを定義する⽅法は次のとおりです。
1. 「すべてのデバイス」ページで、ヘッダバーの「拡張フィルタ」をクリックします。
2. フィルタの条件を指定します。
3. フィルタ条件に名前を付けて保存するには、「デバイスフィルタ」にカスタム名を⼊⼒して、

「保存」をクリックします。
4. 必要な条件を選択後、「フィルタ」をクリックして、デバイスのリストにフィルタを適⽤しま

す。
フィルタがアクティブな場合、ヘッダバーにあるフィルタアイコンの⾊が⻘から緑に変わります。

ヒント
不要になったフィルタはリセットするようにしてください。リセットしないと、表⽰される⼀覧
やレポートに必要な結果が含まれなくなることがあります。

デバイスフィルタの他のタスク:
• デバイスリストからフィルタを削除するには、「拡張フィルタ」、「リセット」の順にクリック

します。
• 保存済みフィルタを適⽤するには、「保存済みフィルタ」をクリックして、必要なフィルタを選

択します。
• 保存済みフィルタを削除するには、「保存済みフィルタ」をクリックして、削除するフィルタの

横にある「ごみ箱」アイコンをクリックします。
• 保存済みフィルタを編集するには、フィルタを適⽤後、「拡張フィルタ」をクリックして必要な

変更を加え、フィルタを再保存します。
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13.4.4 デバイスの編集
1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイス」をクリックします。
2. 該当するデバイスの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックし、「編集」をクリックします。

選択したデバイスに対する「デバイスの編集」ページが表⽰されます。
3. 必要な変更 (例:「インストール済みのアプリ」タブで、ソフトウェアをインストールまたは削除

する) を⾏い、「保存」をクリックします。
変更内容が対象デバイスに適⽤されます。

注
「プロパティ」での変更内容は、「保存」をクリックすることではじめて有効になります。変更
内容を保存しない場合は適⽤されません。

13.4.5 デバイスへのユーザーの割り当て

1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイス」をクリックします。
2. 「すべてのデバイス」ページで、該当するデバイスの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリック

し、「編集」をクリックします。
3. 「デバイスの編集」ページで、「ユーザー」という項⽬の右側にある「ユーザーの割り当ての編

集」アイコン  をクリックした後、選択リストから該当する項⽬をクリックします。
• まだユーザーが割り当てられていないデバイスにユーザーを割り当てるには、「ユーザーのデ

バイスへの割り当て」をクリックします。
• 既にユーザーが割り当てられているデバイスに別のユーザーを割り当てるには、「ユーザーの

デバイスへの再度割り当て」をクリックします。
4. 割り当てダイアログの「ユーザー検索情報の⼊⼒」ステップで、1つまたは複数のフィールドに検

索⽂字列を⼊⼒して、デバイスに割り当てるユーザーを検索します。たとえば、ユーザー名また
はその⼀部を⼊⼒します。

5. 「ユーザーの選択」ステップで、該当するユーザーを選択して、「適⽤」をクリックします。
6. 「デバイスの編集」ページで「保存」をクリックします。

13.4.6 ユーザーのデバイスへの割り当ての解除

1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイス」をクリックします。
2. 「すべてのデバイス」ページで、該当するデバイスの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリック

し、「編集」をクリックします。
3. 「デバイスの編集」ページで、「ユーザー」という項⽬の右側にある「ユーザーの割り当ての編

集」アイコン をクリックして「ユーザーのデバイスへの割り当ての編集」をクリックします。
4. 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。
5. 「保存」をクリックします。
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13.4.7 デバイスのカスタムプロパティの定義
個別のデバイスに対してカスタムプロパティを定義できます。
my property という名前のプロパティを定義した場合、%_DEVPROP(my property)_% というプ
レースホルダを使⽤すれば、プロファイルとポリシーのプロパティの値を参照できます。たとえば、
プレースホルダを使⽤してデバイスに割り当てられているユーザーを参照したりできます。
プロファイルやポリシーのプレースホルダの詳細については、プロファイルとポリシーのプレースホ
ルダ (p. 85)を参照してください。

注
• デバイスのでデフォルトプロパティと同じ名前のカスタムプロパティを作成することはできま

せん。
• ここで説明するデバイスレベルのカスタムプロパティのほか、カスタマーレベルのカスタムプ

ロパティも作成することができます。詳細は、カスタマープロパティの定義 (p. 20)を参照し
てください。

デバイスのカスタムプロパティを定義する⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューの「設定」の下で、「セットアップ > 全般者」の順にクリックします。

「個⼈設定」タブで、「デバイスの詳細をすべて表⽰」オプションが選択されていることを確認
します。

2. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイス」をクリックします。
3. 該当するデバイスの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックし、「編集」をクリックします。
4. 「デバイスの編集」ページの「カスタムプロパティ」タブで、「カスタムプロパティの追加」を

クリックします。
5. デバイスの新しいカスタムプロパティの名前と値を⼊⼒します。
6. 「適⽤」をクリックしてプロパティを追加します。
7. 「保存」をクリックしてデバイスに対する変更内容を保存します。

13.4.8 ネットワークアクセスの設定
デバイスのネットワークアクセスの設定を⾏うには、Sophos Mobile で NAC (Network Access
Control) を有効化する必要があります。
Sophos Mobile on Premise の場合、NAC はスーパー管理者が有効化します。詳細は、「Sophos
Mobile スーパー管理者向けガイド (英語)」を参照してください。
Sophos Mobile as a Service の場合、NAC は常に有効になっています。
デバイスのネットワークアクセスを設定するオプションは次の 2種類です。
1. ネットワークへのアクセスを無条件で許可または拒否する。
2. コンプライアンスルールの違反時にデバイスのネットワークアクセスを拒否する、違反していな

ければアクセスを許可する。
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注
Sophos Mobile では、ネットワークアクセス制御そのものは⾏われません。代わりに、Sophos
UTM などの外部の NAC ソフトウェアがネットワーク通信をブロックできるように「ネットワー
ク接続を拒否」というステータスが提供されます。

デバイスのネットワークアクセスを設定する⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイス」をクリックします。
2. 「すべてのデバイス」ページで、ネットワークのアクセスモードを設定するデバイスを選択しま

す。
3. 「アクション」、「ネットワークアクセスの設定」の順にクリックします。
4. ネットワークのアクセスモードを選択します。

• 許可: 選択したデバイスにネットワークへのアクセスを許可します。
• 拒否: 選択したデバイスのネットワークへのアクセスを禁⽌します。
• ⾃動モード: 選択したデバイスのコンプライアンス状況にもとづいてネットワークへのアクセ

スが制御されます。
5. 「はい」をクリックして変更内容を保存します。

注
Sophos コンテナのみが Sophos Mobile の管理下にあるデバイスの場合、ネットワークアクセス
を拒否することはできません。

コンプライアンスルールによってネットワークアクセスを設定する⽅法は、コンプライアンスポリ
シーの作成 (p. 41)を参照してください。

13.4.9 デバイスのロック
Sophos Mobile の管理下にあるデバイスをリモートからロックできます。この操作をすると、画⾯
ロックが有効になります。
1. サイドバーのメニューの「管理」で、「デバイス」をクリックします。
2. 「すべてのデバイス」ページで、ロックまたはロック解除するデバイスグループの横にある⻘い

逆三⾓形のマークをクリックし、「表⽰」をクリックします。
3. 「デバイスの表⽰」ページで、「アクション > ロック」をクリックします。
4. macOS の場合: Mac をロック解除するときに必要となる 6桁の PIN を設定します。
画⾯ロックを有効にするタスクが作成され、デバイスに配信されます。
• macOS 以外のすべてのプラットフォームの場合: デバイスのロックを解除するには、ユーザーは

デバイスのパスワード (また、設定されている場合は PIN またはパターン) を⼊⼒する必要があり
ます。

• macOS の場合: Mac が再起動します。ユーザーは管理者が設定した PIN コードを⼊⼒してデバ
イスのロックを解除します。

タスクの状態は、「現在のタスク」ページに表⽰されます。
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注
Android 仕事⽤プロファイルのみが Sophos Mobile の管理下にあるデバイスでも、「ロック」
アクションによって、仕事⽤プロファイルだけでなく、デバイスもロックされます。

注
Sophos コンテナのみが Sophos Mobile の管理下にあるデバイスの場合、デバイスをロックする
ことはできません。

注
リモートからロックした Mac をワイプすることはできません。

ヒント
Sophos Mobile Adminで、macOS のシステム PIN ロックは、デバイスページの「デバイスのプ
ロパティ > Unlock passcode」および「タスクの詳細」ページの「PIN ロック」に表⽰されま
す。

13.4.10 デバイスのワイプ
Sophos Mobile の管理下にあるデバイスをリモートからワイプできます。この操作をすると、デバイ
スが出荷時の状態にリセットされます。
1. サイドバーのメニューの「管理」で、「デバイス」をクリックします。
2. 「すべてのデバイス」ページで、ワイプするデバイスグループの横にある⻘い逆三⾓形のマーク

をクリックし、「表⽰」をクリックします。
3. 「デバイスの表⽰」ページで、「アクション > ワイプ」をクリックします。
4. macOS の場合: Mac をロック解除するときに必要となる 6桁の PIN を設定します。
デバイスをワイプするタスクが作成され、デバイスに配信されます。
macOS の場合: タスクが配信されると Mac が再起動し、ディスクのワイプが開始します。ユーザー
は、設定したシステムロック PIN を⼊⼒して Mac のロックを解除する必要があります。
タスクの状態は、「現在のタスク」ページに表⽰されます。

注
次のデバイスはワイプできません。

• Sophos Mobile で Sophos コンテナのみ管理しているデバイス。
• ビジネス向け Android のプロファイル所有者モードで Sophos Mobile に登録したデバイ

ス。
• Android Things デバイスまたは Windows IoT デバイス。
• リモートからロックした Mac。
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ヒント
Sophos Mobile Adminで、macOS のシステム PIN ロックは、デバイスページの「デバイスのプ
ロパティ > Unlock passcode」および「タスクの詳細」ページの「PIN ロック」に表⽰されま
す。

13.4.11 通信費管理の設定
通信費管理 (TEM) では、各デバイスにおけるモバイルデータの使⽤状況を監視できます。この機能
は、Android デバイスおよび iOS デバイスで使⽤できます。
1. サイドバーのメニューの「管理」で、「デバイス」をクリックします。
2. 「すべてのデバイス」ページで、通信費管理を設定するデバイスを選択します。

注
同⼀のモバイルデータプランを使⽤するデバイスのみ選択してください。

3. 「アクション > 通信費管理の設定」をクリックします。
4. 次の設定を⾏います。

オプション 説明

監視を有効化 選択すると、選択したデバイスのモバイルデータの使⽤量が有
効になります。

プランに含まれているデータ量 モバイルデータプランのデータ量 (単位: MB)。

警告のしきい値 データ量のしきい値 (単位: MB)。デバイスでのデータ使⽤量
がこの値を超えると、警告が発⽣します。詳細は、警告 (p.
14)を参照してください。

毎⽉の使⽤量のリセット⽇ 毎⽉、データ使⽤量の値がリセットされる⽇にちを 1⽇〜31⽇
から選択します。

注
特定の⽉の⽇数が、ここで指定した⽇にちより短い場合、
その⽉の最後の⽇付にデータ使⽤料の値がリセットされま
す。

5. 「保存」をクリックして選択したデバイスに設定を適⽤します。
モバイルデータの使⽤量は、デバイスが Sophos Mobile サーバーと同期するたびにサーバーに報告さ
れます。
現時点でのデバイスのデータ使⽤量を表⽰するには、「デバイスの表⽰」ページを開き、「アクショ
ン > 通信費管理」をクリックします。
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重要
報告されるデータ使⽤量は、通信事業者の請求と異なることがあります。デバイスにインストー
ルしたアプリが使⽤するデータ量は報告されますが、システムのアップデートや、システムアプ
リのアップデートなどで使⽤されるデータ量は報告されません。

ヒント
通信費管理が有効に設定されているすべてのデバイスのデータ使⽤量を表⽰するには、「モバイ
ルデータ使⽤量」レポートを使⽤します。詳細は、レポート (p. 9)を参照してください。

注
• データ使⽤量の値は、次のタイミングでリセットされます。

̶ 指定した⽇の終了時に毎⽉リセット。
̶ デバイスの通信費管理を無効にしたとき。
̶ デバイスが Sophos Mobile から登録解除されたとき。

• iOS の場合、デバイスを再起動した後にユーザーがアプリを起動していないときな
ど、Sophos Mobile Control アプリが閉じていると、データ使⽤量は報告されません。

13.4.12 iOS ソフトウェアの更新
管理者が iOS ソフトウェアをアップデートできるデバイスは次のとおりです。
• iOS 10.3 以降の監視対象デバイス
• 監視対象 Apple DEP デバイス

注
このセクションでは、1台のデバイスで iOS を更新する⽅法について説明します。デバイスグ
ループで iOS ソフトウェアを更新する場合は、最新の iOS アップデートのインストール タ
スクを含むタスクバンドルを使⽤してください。詳細は、設定可能な iOS のタスクの種類 (p.
254)を参照してください。

デバイスで iOS ソフトウェアを更新する⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューの「管理」で、「デバイス」をクリックします。
2. 「すべてのデバイス」ページで、デバイスの右側に表⽰されている⻘い逆三⾓形のマークをク

リックし、「表⽰」をクリックします。
3. 「デバイスの表⽰」ページで、「アクション > 使⽤可能なアップデートの表⽰」をクリックしま

す。
デバイスで使⽤可能な iOS のアップデートの⼀覧が表⽰されます。「重要」と表⽰されるアップ
デートは、Apple によって重要なセキュリティ更新プログラムに指定されているアップデートで
す。

4. 使⽤可能な最新のアップデートをインストールするには、「使⽤可能な最新のアップデートのイ
ンストール」をクリックします。

iOS ソフトウェアを更新するタスクが作成され、デバイスに配信されます。
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タスクの状態は、「現在のタスク」ページに表⽰されます。

ヒント
• 1台の iOS デバイスのアップデートの状態を確認するには、デバイスの「デバイスの表⽰」

ページを開きます。使⽤可能な最新の iOS バージョンがデバイスにインストールされていな
い場合は、「OS」の横に警告マークが表⽰されます。

• iOS デバイスすべてのアップデートの状態を確認するには、すべてのデバイス レポートの
「OsUpdateAvailable」カラムを参照します。

13.4.13 iOS の管理型紛失モードの設定
監視対象 iOS デバイスを管理型紛失モードに切り替えることができます。切り替えたデバイスは、管
理型紛失モードを無効にするまで Sophos Mobile で使⽤できません。
管理型紛失モードに切り替えたデバイスで実⾏できるのは次の操作のみです。
• 管理者が設定した電話番号に発信する。
• 緊急通話を⾏う。

注
• 管理型紛失モードは、ユーザーが iCloud を有効にできる紛失モードとは異なるロックモー

ドです。Sophos Mobile で管理型紛失モードを有効に設定した場合、デバイスは iCloud で
ロック解除できません。

• 管理型紛失モードでは、標準のロックモードに⽐べ、より確実にデバイスの位置を把握できま
す。デバイスの位置情報は、iOS のシステム機能によって報告されます。この機能を有効にす
るのに Sophos Mobile Control アプリは必要ありません。

• 管理型紛失モードは iOS 9.3 以降で利⽤できます。

管理型紛失モードを有効に設定する⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューの「管理」で、「デバイス」をクリックします。
2. 「すべてのデバイス」ページで、管理型紛失モードに切り替えるデバイスの横にある⻘い逆三⾓

形のマークをクリックし、「表⽰」をクリックします。
3. 「デバイスの表⽰」ページで、「アクション > 管理型紛失モードの有効化」をクリックします。
4. 次の設定を⾏います。

オプション 説明

ロック画⾯のメッセージ 画⾯ロック時に表⽰されるテキスト。

電話番号 画⾯ロック時にかけることのできる電話番号。

脚注 画⾯ロック時に画⾯の下に表⽰される脚注。
脚注を設定しない場合、管理者に問い合わせることを指⽰する
標準のメッセージが表⽰されます。

管理型紛失モードを有効にするタスクが作成され、デバイスに配信されます。デバイスがタスクを受
信すると、ただちに管理型紛失モードが有効になります。
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デバイスで管理型紛失モードが有効になっている場合、「デバイスの表⽰」ページで次の操作を⾏う
ことができます。
• デバイスの位置情報を確認する (「アクション > 位置情報取得 (Locate)」)。
• デバイスで⾳を鳴らす (「アクション > 紛失モードのサウンドの再⽣」)。iOS バージョン 10.3

以降のみでサポートされます。
• 管理型紛失モードを無効に設定する (「アクション > 管理型紛失モードの無効化」)。

ヒント
管理型紛失モードが有効になっているか確認する (「IsMDMLostModeEnabled」というデバイ
スのプロパティを確認します)。

13.5 Apple DEP
Apple Device Enrollment Program (DEP: デバイス登録プログラム) を使⽤すると、企業は
iPhones、iPads、Mac を⼀括購⼊して配布することができます。DEP には、モバイルデバイスの導
⼊を簡単にする、次のような機能があります。
• 有効化プロセスのカスタマイズ。
• ワイヤレスで監視モードを有効化。
• ワイヤレスでデバイスを構成。
• デバイスを有効化する際に、iOS デバイスを Sophos Mobile に⾃動登録。

注
Sophos Mobile では現在、iPhone、iPad の Apple DEP はサポートされますが、Mac の Apple
DEP はサポートされません。

ヒント
DEP の詳細は、次の Apple Web サイトを参照してください。http://www.apple.com/
business/dep/

準備⼿順
DEP デバイスを Sophos Mobile で管理できるようにするには、次の⼿順を 1回のみ実⾏します。
1. Apple の DEP Web ポータルで仮想 MDM サーバーを作成し、Sophos Mobile に関連付けます。

詳細は、Apple DEP の設定 (p. 71)を参照してください。
2. Sophos Mobile で、DEP に特有のデバイスのさまざまな属性を制御する DEP プロファイルを 1

つまたは複数作成します。DEP プロファイルでは、デバイスの電源をはじめて⼊れると表⽰され
る iOS の設定アシスタントをカスタマイズすることもできます。詳細は、DEP プロファイルの作
成 (p. 72)を参照してください。

導⼊⼿順
DEP デバイスを購⼊し、導⼊する⼿順は、通常、次のとおりです。
1. Apple または認定された DEP ベンダーからデバイスを購⼊します。
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2. Apple の DEP Web ポータルで、デバイスを Sophos Mobile MDM サーバーに関連付けます。こ
の⼿順と次の⼿順の詳細は、DEP デバイスの展開 (p. 75)を参照してください。

3. Sophos Mobile Admin で、DEP プロファイルをデバイスに割り当てます。
4. デバイスをユーザーに配布します。
5. ユーザーがデバイスの電源をはじめて⼊れると、カスタマイズされた iOS の設定アシスタントが

起動します。設定操作の⼀環として、デバイスは Sophos Mobile に登録され、ユーザーはデバイ
スに割り当てられます。

6. 必要に応じて、追加のタスクバンドルをデバイスに配信し、プロビジョニングを完了します。

13.5.1 Apple DEP の設定
前提条件: この⼿順は、Apple Device Enrollment Program (DEP) への登録、および Apple DEP の
Web ポータル⽤管理者アカウントの設定が済んでいることを前提に書かれています。

注
DEP への登録の詳細は、Apple DEP の Web サイト (http://www.apple.com/business/dep/
(英語)) またはApple Deployment Program ヘルプを参照してください。

ヒント
Apple Volume Purchase Program (VPP) に登録している場合は、同じ Apple ID を DEP でも
使⽤できます。

Apple DEP を Sophos Mobile で使⽤するには、Apple DEP の Web ポータルで仮想 MDM サーバー
を作成し、Sophos Mobile サーバーに関連付ける必要があります。これには、Sophos Mobile と
Apple DEP の Web サービスの間にセキュアな接続を確⽴するための検証プロセスが含まれます。
Sophos Mobile に対する仮想 MDM サーバーを設定する⽅法は次のとおりです。
1. 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、「Apple DEP」タブをクリックします。
2. 「公開鍵のダウンロード」をクリックし、Apple DEP に対する Sophos Mobile の公開鍵ファイ

ルをダウンロードします。
使⽤している Web ブラウザの設定に応じて、ファイルがローカルコンピュータに保存されます。

3. Apple DEP の Web ポータル (https://deploy.apple.com) をブラウザの新しいウィンドウで開
きます。
Sophos Mobile の「Apple DEP Web ポータル」というリンクをクリックしても開くことができ
ます。

4. 企業の Apple ID で Apple DEP の Web ポータルにログインします。
5. ポータルで「Device Enrollment Program > Manage Servers (サーバーの管理)」の順にク

リックし、「Add MDM Server」(MDM サーバーを追加) をクリックします。
6. たとえば、Sophos Mobile など、MDM サーバーの名前を⼊⼒します。
7. 次のステップで、Sophos Mobile からダウンロードした公開鍵ファイルをアップロードします。
8. 次のステップで、サーバートークンをダウンロードします。

この時点で、Apple DEP の Web ポータルからログアウトできます。
9. Sophos Mobile の「Apple DEP」タブで、「ファイルのアップロード」をクリックして、Apple

DEP の Web ポータルからダウンロードしたサーバートークンを選択します。
仮想 MDM サーバーの詳細が表⽰されます。

10.「保存」をクリックして変更を保存します。
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DEP のサーバートークンの有効期限は 1年間です。

重要
新しいサーバートークンを Apple DEP の Web ポータルで作成する際は、最初にトークンを作成
したときに使⽤した Apple ID を使⽤する必要があります。

13.5.2 DEP プロファイルの作成
DEP プロファイルを作成するには、事前に Apple Device Enrollment Program (DEP) を設定してお
く必要があります。詳細は、Apple DEP の設定 (p. 71)を参照してください。
DEP プロファイルは、DEP デバイスに割り当てられ、デバイスがアクティベートされると Apple の
サーバーに情報を提供します。提供される情報は次のとおりです。
• デバイスを管理するために割り当てられている MDM サーバー (Sophos Mobile サーバー)。
• Sophos Mobile への登録の設定オプション。
• デバイスがペアリングを許可されているホストの⼀覧。
• デバイスの電源をはじめて⼊れた際に起動する iOS 設定アシスタントのカスタマイズオプショ

ン。
必要に応じて、複数の DEP プロファイルを作成し、DEP デバイスごとに異なるセットアップや登録
の設定を適⽤できます。
DEP プロファイルの作成⽅法は次のとおりです。
1. 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、「Apple DEP プロファイル」タブをクリックします。
2. 「追加」をクリックします。
3. 「DEP プロファイルの編集」ダイアログにプロファイル名と任意で DEP プロファイルの説明を

⼊⼒します。
4. 任意: 「デバイスグループ」ドロップダウンリストから、Sophos Mobile への登録時にデバイス

が追加される追加先のデバイスグループを選択します。
デバイスのグループの詳細は、デバイスグループ (p. 79)を参照してください。

注
デバイスを管理しやすくするために、DEP デバイス⽤のグループを別途作成することを推奨
します。

5. 任意: 「タスクバンドル」ドロップダウンリストから、Sophos Mobile への登録時にデバイスに
配信するタスクバンドルを選択します。
このリストには、登録タスクを含まない、iOS のタスクバンドルすべてが含まれています。
タスクバンドルの詳細は、タスクバンドル (p. 249)を参照してください。

6. 「登録」タブで設定できるオプションは次のとおりです。

オプション 説明

デバイスの管理 管理モードを有効にします。

ユーザーによる MDM プロ
ファイルの削除

ユーザーに iOS のユーザーインターフェースから Sophos
Mobile の登録プロファイルを削除することを許可します。
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オプション 説明
監視対象デバイスに対してのみ、このオプションの選択を外せ
ます。

SMC アプリのインストール デバイスに Sophos Mobile Control アプリをインストールしま
す。
このオプションを有効にする場合は、「iOS 設定」タブにある
「Apple ID をスキップ」オプションを無効にする必要があり
ます。これによって、Sophos Mobile が App Store から SMC
アプリをインストールできるようになります。

注
⼀⽅、Apple Volume Purchase Program (VPP) に登録済
みの場合は、デバイスに Apple ID を関連付けていない場
合でも、Sophos Mobile アプリを VPP アプリとしてイン
ストールすることができます。デバイスの状態は「管理状
態にある」である必要があります。詳細は、VPP アプリの
⾃動割り当て (p. 275)を参照してください。

ユーザーによる MDM プロ
ファイルの割り当てのスキップ

ユーザーに Sophos Mobile の登録プロファイルの設定ステップ
をスキップすることを許可します。

ユーザーのデバイスへの割り当
て

Sophos Mobile への登録処理中、ユーザーはセルフサービス
ポータルのログイン情報の⼊⼒を求められ、デバイスへ割り当
てられます。
ユーザーを⾃動的にデバイスに割り当てる場合、このオプショ
ンを使⽤します。

7. 「iOS 設定」タブでは、デバイスの電源をはじめて⼊れると起動する iOS 設定アシスタントの設
定ステップを無効化できます。

注
この設定は iOS 設定のみに適⽤されます。設定ステップを無効化しても、ユーザーは後から
関連するオプションを有効にすることができます。完全に機能を無効化するには、「制限」設
定を使⽤してください。詳細は、制限の設定 (iOS デバイスのプロファイル) (p. 151)を参
照してください。

オプション 説明

App とデータをスキップ 「App とデータ」画⾯が表⽰されなくなります。ユーザーは
iCloud や iTunes のバックアップからデータを復旧できませ
ん。また Android デバイスからデータを転送することもできま
せん。

「Android からデータを移
⾏」を無効化

「App とデータ」画⾯の「Android からデータを移⾏」が利
⽤できなくなります。ユーザーは Android デバイスからデータ
を転送できません。
このオプションは、「App とデータ」オプションを有効化した
場合のみに有効にすることができます。
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オプション 説明

診断をスキップ 「診断」画⾯が表⽰されなくなります。Apple への解析データ
や使⽤状況データの送信が無効化されます。

位置情報サービスをスキップ 「位置情報サービス」画⾯が表⽰されなくなります。ユーザー
は位置情報サービスを有効化できません。

Siri をスキップ 「Siri」画⾯が表⽰されなくなります。ユーザーは Siri を設定
できません。

拡⼤表⽰をスキップ 「拡⼤表⽰」画⾯が表⽰されなくなります。ユーザーは画⾯の
表⽰を変更できません。

Apple ID をスキップ 「Apple ID」画⾯が表⽰されなくなります。ユーザーは
Apple ID で Apple のサービスにアクセスできません。

Apple Pay をスキップ 「Apple Pay」画⾯が表⽰されなくなります。ユーザーは、ク
レジット/デビットカード情報を登録して、ストアやアプリ内で
Apple Pay を使って⽀払うことができなくなります。

Touch ID をスキップ 「Touch ID」画⾯が表⽰されなくなります。ユーザーはパス
コードの代わりに指紋認証を設定できません。

パスコードをスキップ 「パスコードを作成」画⾯が表⽰されなくなります。ユーザー
はデバイスのロックを解除するパスコードを設定できません。

利⽤規約をスキップ 「利⽤規約」画⾯が表⽰されなくなります。
8. 「サポート情報」タブで設定できるオプションは次のとおりです。

オプション 説明

部署 プロファイルに関連する部署名や場所の名前。
ここに⼊⼒する情報は、デバイスのセットアップ中に「構成に
ついて」をクリックすると、表⽰されます。

電話番号 社内サポートの問い合わせ先電話番号。
この⼊⼒欄には、テクニカルサポートの問い合わせ先情報の電
話番号が取り込まれます。詳細は、サポート問い合わせ先情報
の設定 (p. 20)を参照してください。

注
ここに⼊⼒する電話番号は、DEP プロファイル内に保存さ
れますが、デバイスのユーザーには表⽰されません。

メール 社内サポートの問い合わせ先メールアドレス。
この⼊⼒欄には、テクニカルサポートの問い合わせ先情報の
メールアドレスが取り込まれます。詳細は、サポート問い合わ
せ先情報の設定 (p. 20)を参照してください。

注
ここに⼊⼒するメールアドレスは、DEP プロファイル内
に保存されますが、デバイスのユーザーには表⽰されませ
ん。
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9. 「USB ペアリング」タブで、USB ポートを使⽤して、デバイスを接続できるホストコンピュータ
を設定します。
この設定は、デバイスを iTunes と同期させたり、Apple Configurator で管理したりする場合に
使⽤します。
• すべてのホストとの USB 接続を許可する場合は、「すべてのホストとの USB ペアリングを

許可」を選択します。
• USB 接続を禁⽌したり、特定のホストとの USB 接続を制限したりする場合は、「すべてのホ

ストとの USB ペアリングを許可」の選択を外し、デバイスとの接続を許可する各ホストに対
して証明書ファイルをアップロードします。

10.「DEP プロファイルの編集」ダイアログのすべてのタブを設定したら、「適⽤」をクリックして
DEP プロファイルを保存します。

11.⼿動でプロファイルを割り当てたことのない、新しい DEP デバイスすべてにプロファイルを割り
当てるには、「新規デバイスに割り当てられているデフォルトの DEP プロファイル」ドロップダ
ウンリストから選択します。
「なし」を選択した場合は、DEP デバイスの展開 (p. 75)の説明に従って、新しい DEP デバ
イスに⼿動で DEP プロファイルを割り当てる必要があります。この操作を⾏わないと、アクティ
ベートした際に DEP デバイスが Sophos Mobile に登録されません。

12.「保存」をクリックして変更を保存します。

13.5.3 DEP デバイスの展開
ここでの⼿順は、Apple DEP にデバイスを接続し、Sophos Mobile に登録する場合に実⾏してくだ
さい。
Apple または認定された DEP ベンダーから購⼊したデバイスを管理できます。Apple DEP にデバイ
スを接続する前に、Apple DEP のポータルでデバイスのベンダー情報を設定する必要があります。

注
⼀般的な DEP のワークフローでは、デバイスを⽀給する前 (ユーザーがデバイスのアクティベー
ションや使⽤を開始する前) に、この⼿順を実⾏します。

注
Apple DEP の Web ポータルの詳細は、Apple Deployment Program ヘルプを参照してくださ
い。

Sophos Mobile にデバイスを割り当てて、それらのデバイスに DEP プロファイルを割り当てる⽅法
は次のとおりです。
1. Apple Deployment Program の Web ポータル (https://deploy.apple.com) をブラウザの新規

ウィンドウで開き、会社の Apple ID でログインします。
2. ポータルで「Device Enrollment Program > デバイスの管理」を開きます。
3. 「デバイスの選択⽅法」からシリアル番号や注⽂番号を選択するか、 デバイスのシリアル番号を

含む CSV ファイルをアップロードして新しいデバイスを選択します。

注
販売代理店からデバイスを購⼊した場合は、販売代理店が Apple に発注をしてから 24時間以
内に、デバイスが DEP の Web ポータルに表⽰されます。
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4. 「操作の選択」から「サーバーに割り当てる」を選択し、Sophos Mobile に対して設定した仮想
MDM サーバー (Apple DEP の設定 (p. 71)を参照) を選択します。

5. 「OK」をクリックして割り当てを実⾏します。
この時点で、Apple DEP の Web ポータルからログアウトできます。

DEP プロファイルの作成 (p. 72)の⼿順に従ってデフォルトの DEP プロファイルを設定したら、
残りのステップは⾶ばしてもかまいません。
6. 管理する DEP デバイスに対応するカスタマーの管理者アカウントで Sophos Mobile Admin にロ

グインします。
7. サイドバーのメニューの「管理」の下の「デバイス」をクリックして、「Apple DEP」をクリッ

クします。
「Apple DEP デバイス」ページに Apple DEP の Web ポータルで Sophos Mobile に追加したす
べてのデバイスが表⽰されます。

8. Sophos Mobile に割り当てたばかりのデバイスがリストに表⽰されない場合は、「Apple DEP
ポータルとの同期」をクリックします。

注
Apple DEP サーバーへの負荷を制限するため、同期を⼀度実⾏後、しばらく時間をおくと、
再び実⾏できるようになります。

9. 新しいデバイスを選択して「アクション > プロファイルの割り当て」をクリックします。
10.確認ダイアログでデバイスに割り当てる DEP プロファイルを選択して「OK」をクリックしま

す。
購⼊したデバイスが納品されたら、ユーザーに配布します。追加で設定を⾏う必要はありません。
ユーザーがはじめてデバイスの電源を⼊れると、割り当てられている DEP プロファイルの設定内容に
応じて、iOS の設定と Sophos Mobile の登録が実⾏されます。
「ユーザーのデバイスへの割り当て」というプロファイルオプションを選択した (DEP プロファイル
の作成 (p. 72)を参照) 場合は、 デバイスに⾃動でユーザーが割り当てられます。

13.5.4 DEP デバイスの管理
DEP デバイスは、それ以外のデバイスと同様に Sophos Mobile で管理されます。詳細は、「デバイ
スの管理 (p. 58)」を参照してください。
唯⼀の違いは、DEP デバイスには DEP プロファイルを割り当てる点です。DEP プロファイルは、デ
バイスがアクティベートされると、Apple のサーバーに情報を提供します。詳細は、「DEP プロファ
イルの作成 (p. 72)」を参照してください。

注
Sophos Mobile に表⽰される DEP プロファイルは、デバイスで実際に使⽤されているプロファ
イルとは異なる場合があります。デバイスを有効化した後に別のプロファイルを割り当てても、
そのデバイスがワイプされ、再度有効化されるまで、以前割り当てられたプロファイルが引き続
き使⽤されます。

デバイスの DEP プロファイルを変更する⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューの「管理」の下の「デバイス」をクリックして、「Apple DEP」をクリッ

クします。
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「Apple DEP デバイス」ページに Apple DEP の Web ポータルで Sophos Mobile に追加したす
べてのデバイスが表⽰されます。

2. 「Apple DEP ポータルとの同期」をクリックして DEP の情報を更新します。

注
Apple DEP サーバーの負荷を制限するため、同期を⾏った後、「Apple DEP ポータルとの
同期」オプションが無効化されますが、数分後、再び利⽤できるようになります。

3. 異なる DEP プロファイルを割り当てるデバイスを選択します。
4. 「アクション」をクリックして、必要なアクションをクリックします。

• プロファイルの割り当て: 次回デバイスが有効化された際に割り当てる DEP プロファイルを
選択します。

• プロファイルの割り当て解除: 次回デバイスが有効化されても、DEP プロファイルは割り当て
られません。

新しいプロファイルの割り当ては、「Apple DEP デバイス」ページに表⽰されます。変更内容は、
デバイスがワイプされ、再度有効化されてから適⽤されます。

13.6 Duo Security との連携
Sophos Mobile は、Duo Security の認証ソフトウェアと連携することができます。連携により Duo
Security 側で、Sophos Mobile の管理状態から信頼できるデバイスを識別できるようになります。
Duo Security は、Android と iOS に対して、それぞれ異なる⼿法を⽤いて信頼できるデバイスかど
うかを識別します。
• Android デバイスの場合、Sophos Mobile の Web サービスインターフェースからデバイスの状

態を取得します。
• iOS デバイスの場合、デバイスに特定の証明書が存在するかどうかによってデバイスの状態が識別

されます。

注
信頼できるデバイスの詳細については、Duo Security の製品ドキュメント参照してください。

13.6.1 Android デバイス の Duo Security との連携の設定
Duo Security で Android デバイスが信頼できるデバイスかどうかを識別するには、次の⼿順を実⾏
します。
1. Sophos Mobile で「Duo API」というロールを割り当てた管理者を作成します。
2. 「Duo Admin Panel」で、作成した管理者のユーザー名とパスワードを⼊⼒します。

詳細は、Duo Security 製品ドキュメントを参照してください。
Android デバイスのステータスを識別するために、「Duo Mobile」という Android アプリから Duo
Security サーバーにデバイス ID が送信されます。Duo Security サーバーは、Sophos Mobile の
Web サービスインターフェースを通じてデバイスのステータスを取得し、管理下のデバイスが信頼で
きるデバイスとして識別されます。
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関連概念
ユーザーのロール (p. 4)
関連タスク
管理者の作成 (p. 314)

13.6.2 iOS デバイス の Duo Security との連携の設定
Duo Security で iOS デバイスが信頼できるデバイスかどうかを識別するには、次の⼿順を実⾏しま
す。
1. サイドバーのメニューから「セットアップ > システム セットアップ > Duo Security」の順に

クリックし、Duo Security が指定した SCEP CA サーバーの設定内容を保存します。
2. iOS デバイスに対して使⽤している iOS デバイスプロファイルに「Duo デバイスの証明書」の設

定を追加します。
3. デバイスに iOS デバイスプロファイルをインストールします。
これにより、Duo のデバイス証明書がデバイスにインストールされます。「Duo Mobile」という
iOS アプリが証明書を検出し、デバイスが信頼できるデバイスとして識別されます。

関連タスク
プロファイルのデバイスへのインストール (p. 86)
関連資料
Duo デバイスの認証 (iOS デバイスのプロファイル) (p. 175)
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14 デバイスグループ
デバイスグループを使⽤してデバイスを分類することができます。分類することで、個々のデバイス
ではなく、グループ全体に対してタスクを実⾏できるため、デバイス管理の効率が上がります。
デバイスは常に 1つのデバイスグループに所属できます。デバイスを Sophos Mobile に追加する際、
デバイスグループに割り当てます。

ヒント
1つのグループには、同じプラットフォーム環境のデバイスのみを追加してください。グループを
使⽤して、インストールやその他のプラットフォーム固有のタスクを実⾏する際に便利です。

14.1 デバイスグループの作成
1. サイドバーのメニューの「管理」の下で、「デバイスグループ」、「デバイスの作成」の順にク

リックします。
2. 「デバイスグループの編集」ページで、新しいデバイスグループの名前と説明を⼊⼒します。
3. 「コンプライアンスポリシー」で、会社貸与デバイスと私物デバイスに適⽤されているコンプラ

イアンスポリシーを選択します。
4. 「保存」をクリックします。

注
デバイスグループの設定には、「iOS の⾃動登録を有効にする」というオプションがありま
す。このオプションを有効にすると、Apple Configurator がインストールされている iOS デ
バイスを登録できるようになります。詳細は、iOS デバイスの⾃動登録 (p. 54)を参照してく
ださい。

新しいデバイスグループが作成され、「デバイスグループ」ページに表⽰されます。

14.2 デバイスグループの削除
1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイスグループ」をクリックします。
2. 「デバイスグループ」ページで、削除するデバイスグループの右側に表⽰されている⻘い逆三⾓

形のマークをクリックし、「削除」をクリックします。
3. 確認ダイアログが表⽰されたら、削除しようとしているデバイスグループに所属しているデバイ

スの移動先グループをリストから選択します。
削除しようとしているグループにデバイスが割り当てられていない場合は、移動先グループは選
択できません。

4. 「はい」をクリックしてデバイスグループを削除します。
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注
デバイスグループが 1つしかなく、グループ内にデバイスが存在する場合は、デバイスグループ
を削除することはできません。
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15 プロファイルとポリシー
プロファイル
設定をプロファイルとして定義した後、それをデバイスやデバイスグループにインストールすること
ができます。
Sophos Mobile は、タスクを作成し、それを指定された⽇時に実⾏して、1台または複数のデバイス
にプロファイルをインストールします。プロファイルを更新した場合は、変更した設定内容を反映さ
せるため、プロファイルをデバイスに再度インストールする必要があります。
選択できるプロファイルの種類は次のとおりです。

Android デバイスのプロファイルの設定 (p. 88)
Knox コンテナのプロファイルの設定 (p. 144)
iOS デバイスのプロファイルの設定 (p. 150)

ポリシー
設定をポリシーとして定義した後、それをデバイスやデバイスグループに割り当てることができま
す。デバイス 1台には、ポリシー 1種類につき 1つのポリシーのみを割り当てることができます。
デバイスにポリシーを割り当てると同期が開始され、設定内容が直ちに反映されます。適⽤されたポ
リシーは、デバイスが Sophos Mobile サーバーに接続するたびに更新されます。したがって、ポリ
シーを更新した場合でも、それを⼿動でデバイスに再適⽤する必要がありません。
選択できるポリシーの種類は次のとおりです。

ビジネス向け Android デバイスポリシーの設定 (p. 121)
ビジネス向け Android の仕事⽤プロファイルポリシーの設定 (p. 108)
Android の Sophos コンテナポリシーの設定 (p. 134)
モバイル セキュリティ ポリシーの設定 (p. 144)
Android Things ポリシーの設定 (p. 149)
iOS の Sophos コンテナポリシーの設定 (p. 180)
macOS のデバイスポリシーの設定 (p. 192)
macOS のユーザーポリシーの設定 (p. 208)
Windows Mobile ポリシーの設定 (p. 226)
Windows ポリシーの設定 (p. 238)
Android Things ポリシーの設定 (p. 149)
Windows IoT ポリシーの設定 (p. 245)

15.1 プロファイルやポリシーの作成
プロファイルやポリシーには、1つまたは複数の設定が含まれています。設定を追加することで、プロ
ファイルやポリシーの適⽤範囲 (つまりデバイスの管理対象項⽬) を定義します。
1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「プロファイルとポリシー」をクリックし、プロ

ファイルやポリシーを作成するプラットフォームを選択します。
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2. 「プロファイルとポリシー」ページで、「作成」をクリックします。プラットフォームに対して
複数の種類のプロファイルやポリシーがある場合は、「作成」をクリックして、表⽰されるメ
ニューから必要な種類を選択できます。
使⽤可能なプロファイルやポリシーの種類の⼀覧は、プロファイルとポリシー (p. 81)を参照
してください。

3. 名前および説明を⼊⼒します。
4. iOS および macOS デバイスのプロファイルには組織名を⼊⼒します。
5. Sophos コンテナポリシーの場合、「全般」設定は必須で、ポリシーに⾃動的に追加されます。

「ポリシーの編集」ページで、「全般」をクリックして設定ページを開き、必要な変更を加えま
す。

6. ビジネス向け Android ポリシーの場合、「制限」設定は必須で、ポリシーに⾃動的に追加されま
す。「ポリシーの編集」ページで、「制限」をクリックして設定ページを開き、必要な変更を加
えます。

7. プロファイルやポリシーにさらに設定を追加するには、「設定の追加」をクリックして、追加す
る設定を選択します。

注
OS のバージョンや、デバイスのその他の機能によって、使⽤できる設定は異なる場合があり
ます。条件は⻘いマークで表⽰されます。

8. オプションの設定ページで、必要なオプションを設定します。
9. 任意: さらに設定を追加するには、上記の⼿順を繰り返してください。
10.必要なオプションをすべて追加したら、「保存」をクリックします。
プロファイルやポリシーが作成されます。プロファイルやポリシーをデバイスに適⽤する⽅法の詳
細は、プロファイルのデバイスへのインストール (p. 86)またはデバイスへのポリシーの割り当て
(p. 87)を参照してください。

ヒント
プロファイルを更新した場合は、そのプロファイルをインストール済みのすべてのデバイスにも
簡単に再インストールできます。「プロファイルとポリシー」ページで、プロファイルの右側に
表⽰されている⻘い逆三⾓形のマークをクリックし、「デバイスのアップデート」をクリックし
ます。

ポリシーを更新した場合は、そのポリシーを適⽤済みのすべてのデバイスでも⾃動的に更新され
ます。

15.2 Apple Configurator で作成した iOS デバイ
ス⽤プロファイルのインポート
Apple Configurator で作成したプロファイルは Sophos Mobile にインポートできます。
Apple Configurator は App Store からダウンロードできます。
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注
デバイスのプロファイルは、⾃分で開発した iOS アプリ⽤のプロビジョニング プロファイルをイ
ンポートするのと同じ⽅法でインポートします。プロファイルのアップロード時に、この 2種類
のどちらであるか、Sophos Mobile によってプロファイルのコンテンツが分析されます。

1. Apple Configurator で作成したプロファイル (未署名で暗号化されていない) をエクスポート
し、コンピュータに保存します。

2. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「プロファイルとポリシー > iOS」をクリックし
ます。

3. 「プロファイルとポリシー」ページで、「作成 > プロファイルのインポート」の順にクリックし
ます。
「プロファイルの編集」ページが表⽰されます。

4. 該当するフィールドに、新しいプロファイルの名前と説明を⼊⼒します。
5. 「ファイルのアップロード」をクリックし、コンピュータに保存済みのファイルを参照し、「開

く」をクリックします。
6. 「保存」をクリックします。
プロファイルが作成されます。これは、デバイスにインストールできます。詳細は、プロファイルの
デバイスへのインストール (p. 86)を参照してください。

15.3 iOS アプリ⽤のプロビジョニング プロファ
イルのインポート
iOS アプリを⾃分で開発する際、App Store でなく IPA ファイルからアプリをインストールできる
ように、プロビジョニング プロファイルを作成します。このようなプロビジョニング プロファイル
は、Sophos Mobile サーバーにアップロードし、後でデバイスに配布することができます。
プロビジョニング プロファイルの詳細は、「iOS Developer Library」を参照してください。

注
プロビジョニング プロファイルは、Apple Configurator で作成したデバイスのプロファイルを
インポートするのと同じ⽅法でインポートします。プロファイルのアップロード時に、この 2種
類のどちらであるか、Sophos Mobile によってプロファイルのコンテンツが分析されます。

1. iOS の開発環境でプロビジョニング プロファイルを作成後、それをコンピュータに保存します。
2. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「プロファイルとポリシー > iOS」をクリックし

ます。
3. 「プロファイルとポリシー」ページで、「作成 > プロファイルのインポート」の順にクリックし

ます。
「プロファイルの編集」ページが表⽰されます。

4. 該当するフィールドに、新しいプロファイルの名前と説明を⼊⼒します。
5. 「ファイルのアップロード」をクリックし、コンピュータに保存済みのファイルを参照し、「開

く」をクリックします。
6. 「保存」をクリックします。
プロファイルが作成されます。これは、デバイスにインストールできます。詳細は、プロファイルの
デバイスへのインストール (p. 86)を参照してください。
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15.4 macOS ポリシーについて
Mac に対するポリシーは 2種類あります。
• デバイスポリシー: デバイスポリシーを Mac に割り当てると、Sophos Mobile の管理対象ユー

ザーかどうかにかかわらず、その Mac にログインしているすべてのユーザーに、ポリシーの設定
が適⽤されます。

• ユーザーポリシー: ユーザーポリシーを Mac に割り当てると、その Mac にログインしているすべ
ての管理対象ユーザーに、ポリシーの設定が適⽤されます。

管理対象ユーザーとは以下を指します。
• Sophos Mobile に Mac を登録したローカルユーザー。
• Sophos Mobile で認識されるすべてのネットワークユーザー。具体的には、セルフサービスポー

タル向けに設定した外部 LDAP ディレクトリのユーザーです。

デバイスポリシーとユーザーポリシーについて
• 1台の Mac には、登録ポリシー (デバイスポリシー) の他に、1つのデバイスポリシーと 1つの

ユーザーポリシーを適⽤することができます。
• 1台の Mac に適⽤されているデバイスポリシーとユーザーポリシーの設定内容が競合する場合

は、より厳格なほうの設定内容が適⽤されます。
• 適⽤されているポリシーは、Mac の「システム環境設定 > プロファイル」に表⽰されます。
• 管理者がデバイスポリシーを更新すると、変更内容は、次にデバイスで同期が実⾏されたときに

反映されます。
• 管理者がユーザーポリシーを更新すると、変更内容は、次にユーザーが Mac にログインしたとき

に反映されます。
• ユーザーが Mac からユーザーポリシーを削除してしまう可能性もありますが、その場合は、ユー

ザーが次にログインしたときに⾃動的にポリシーが再適⽤されます。
• ユーザーがデバイスポリシーを削除することはできません。
• ユーザーが登録ポリシーを削除すると、その Mac は Sophos Mobile から登録解除されます。こ

の操作には管理者権限が必要です。

関連概念
macOS のデバイスポリシーの設定 (p. 192)
macOS のユーザーポリシーの設定 (p. 208)

15.5 Windows パスワードの複雑さのルール
Windows コンピュータのパスワードの複雑さのルール (⽂字数、⼤⽂字や⼩⽂字の数など) は固
定されており、Sophos Mobile のポリシーで設定することはできません。ローカルアカウントと
Microsoft アカウントには、次のような異なるルールが適⽤されます。

ローカルアカウント
• パスワードにユーザーのアカウント名や、ユーザーの⽒名から 3つ以上の連続した⽂字を含めるこ

とはできません。
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• パスワードには最低 6⽂字を指定してください。
• パスワードには、次の 4つのカテゴリのうち、3つのカテゴリからの⽂字を含める必要がありま

す。
̶ ⼤⽂字 A〜Z (ローマ字)
̶ ⼩⽂字 a〜z (ローマ字)
̶ 数字 0~9
̶ 記号 (!、$、#、%、など)

Microsoft アカウント
• パスワードには最低 8⽂字を指定してください。
• パスワードには、次の 4つのカテゴリのうち、2つのカテゴリからの⽂字を含める必要がありま

す。
̶ ⼤⽂字 A〜Z (ローマ字)
̶ ⼩⽂字 a〜z (ローマ字)
̶ 数字 0~9
̶ 記号 (!、$、#、%、など)

15.6 Samsung Knox への対応
Samsung Knox デバイスは、Sophos Mobile で管理できます。
Samsung Knox への対応を有効にするには、Sophos Mobile で Samsung Knox Premium のライセ
ンスキーを設定する必要があります。詳細は、Samsung Knox ライセンスの登録 (p. 38)を参照して
ください。
Samsung デバイスの Knox コンテナを設定するには、Knox コンテナのプロファイルの設定 (p.
144)を参照してください。
Samsung Knox コンテナにアプリをインストールするには、アプリの追加 (p. 261)を参照してくだ
さい。
Samsung Knox デバイスを管理するには、次のアクションを実⾏するタスクバンドルを作成します。
• Knox コンテナ: ロック
• Knox コンテナ: ロック解除
• Knox コンテナ: パスワードのリセット
• Knox コンテナ: 削除 (コンテナ、および関連する設定すべてをデバイスから削除)
Samsung Knox デバイス⽤のタスクバンドルを作成するには、タスクバンドルの作成 (p. 249)を参
照してください。

15.7 プロファイルとポリシーのプレースホルダ
プロファイルやポリシーでは、プレースホルダを使⽤することができます。プレースホルダは、タス
クが実⾏される際に実際のデータで置き換えられます。使⽤できるプレースホルダは次のとおりで
す。
• ユーザーのデータのプレースホルダ:

̶ %_EMAILADDRESS_%
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̶ %_USERNAME_%
• デバイスのプロパティのプレースホルダ:

̶ %_DEVPROP(プロパティ名)_%
プロパティ名 には、通常のデバイスのプロパティ、またはカスタムプロパティの名前を指定
できます。詳細は、デバイスのカスタムプロパティの定義 (p. 64)を参照してください。

• カスタマープロパティのプレースホルダ:
̶ %_CUSTPROP(プロパティ名)_%

詳細は、カスタマープロパティの定義 (p. 20)を参照してください。
macOS の場合、ユーザーのデータは次のように置き換えられます。
• Mac のローカルユーザーの場合、デバイスに割り当てられている Sophos Mobile ユーザーのデー

タが使⽤されます。
• ネットワークユーザーの場合、LDAP のユーザーアカウントのデータが使⽤されます。

15.8 プロファイルのデバイスへのインストール
1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「プロファイルとポリシー」をクリックし、表⽰

されるデバイスプラットフォームのいずれかをクリックします。
• Android
• iOS
選択したプラットフォームの「プロファイルとポリシー」ページが表⽰されます。

2. インストールするプロファイルの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックし、「インストー
ル」をクリックします。
「デバイスの選択」ページが表⽰されます。

3. このページでは次の操作を⾏うことができます。
• プロファイルをインストールする各デバイスを選択します。
• 「デバイスグループの選択」をクリックし、デバイスグループを選択します (複数選択可)。

4. 選択後、「次へ」をクリックします。
「実⾏⽇時の設定」ページが表⽰されます。

5. 「予定⽇時」で、「今すぐ」を選択するか、タスクを実⾏する⽇時を指定します。
6. 「完了」をクリックします。

「現在のタスク」ページが表⽰されます。
これで、プロファイルが、指定した⽇時にデバイスにインストールされます。
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ヒント
プロファイルは、次のいずれか 1つのオプションを使⽤してインストールすることもできます。

• プロファイルがインストール済みのすべてのデバイスでプロファイルを更新する: 「プロファ
イルとポリシー」ページで、プロファイルの右側に表⽰されている⻘い逆三⾓形のマークをク
リックし、「デバイスのアップデート」をクリックします。

• 1台のデバイスにプロファイルをインストールする: デバイスの「デバイスの表⽰」ページ
で、「プロファイル」タブを選択し、「プロファイルのインストール」をクリックします。

• 複数のデバイスにプロファイルをインストールする: 「すべてのデバイス」ページで、該当す
るデバイスを選択し、「アクション > プロファイルのインストール」をクリックします。

• タスクバンドルを使⽤して、1台または複数のデバイスにプロファイルをインストールする:
タスクバンドルに「プロファイルのインストール」タスクを追加し、該当するデバイスやデバ
イスグループに配信します。

15.9 デバイスへのポリシーの割り当て
1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「プロファイルとポリシー」をクリックし、表⽰

されるデバイスプラットフォームのいずれかをクリックします。
• Android
• Android Things
• iOS
• macOS
• Windows Mobile
• Windows
• Windows IoT
選択したプラットフォームの「ポリシー」ページが表⽰されます。

2. 割り当てるポリシーの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックし、「割り当て」をクリックし
ます。
「デバイスの選択」ページが表⽰されます。

3. このページでは次の操作を⾏うことができます。
• ポリシーを割り当てる各デバイスを選択します。
• 「デバイスグループの選択」をクリックし、ポリシーを割り当てるデバイスグループを選択し

ます (複数選択可)。
4. 選択後、「完了」をクリックします。
選択したデバイスにポリシーが割り当てられ、デバイスの同期が開始します。

注
ポリシーはデバイスから削除できません。ポリシーを無効にするには、デバイスに別のポリシー
を割り当てる必要があります。
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ヒント
ポリシーは、次のいずれか 1つのオプションを使⽤して割り当てることもできます。

• 1台のデバイスにポリシーを割り当てる: デバイスの「デバイスの表⽰」ページで、「ポリ
シー」タブを選択し、「ポリシーの割り当て」をクリックします。

• 複数のデバイスにポリシーを割り当てる: 「すべてのデバイス」ページで、該当するデバイス
を選択し、「アクション > プロファイルのインストール」をクリックします。

• タスクバンドルを使⽤して、1台または複数のデバイスにポリシーを割り当てる: タスクバン
ドルに「プロファイルのインストール」タスクを追加し、該当するデバイスやデバイスグルー
プに配信します。

15.10 プロファイルのアンインストール
デバイスからプロファイルをアンインストールするには、次のいずれかの⽅法を使⽤します。
• 1台のデバイスからプロファイルをアンインストールする: デバイスの「デバイスの選択」ページ

で、「プロファイル」タブを選択します。削除するプロファイルの横にある⻘い逆三⾓形のマー
クをクリックした後、「アンインストール」をクリックします。

• 該当するプロファイルがインストールされているすべてのデバイスからアンインストールする: 該
当するプラットフォームの「プロファイルとポリシー」ページで、削除するプロファイルの横に
ある⻘い逆三⾓形のマークをクリックし、「アンインストール」をクリックします。

• 選択したデバイスからプロファイルをアンインストールする: 「プロファイルのアンインストー
ル」タスクを含むタスクバンドルを作成し、該当するデバイスやデバイスグループに配信しま
す。

15.11 プロファイルとポリシーのダウンロード
Sophos Mobile Admin で設定したプロファイルやポリシーをダウンロードすることができます。こ
れは、ソフォスサポートに、使⽤している設定内容を送信する場合などに便利です。
1. サイドバーのメニューの「プロファイルとポリシー」で、デバイスのプラットフォームをクリッ

クします。
選択したプラットフォームの「プロファイルとポリシー」ページが表⽰されます。

2. 該当するプロファイルまたはポリシーの名前をクリックします。
「プロファイルの表⽰」ページまたは「ポリシーの表⽰」ページが表⽰されます。

3. 「ダウンロード」をクリックします。
プロファイルまたはポリシーがローカルコンピュータに保存されます。

15.12 Android デバイスのプロファイルの設定
Android デバイスのプロファイルでは、パスワードポリシー、制限、Wi-Fi 設定など、Android デバ
イス⽤のさまざまなオプションを設定します。
デバイスのプロファイルを作成する⽅法の詳細は、プロファイルやポリシーの作成 (p. 81)を参照
してください。
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15.12.1 パスワードポリシーの設定 (Android デバイスのプロ
ファイル)
「パスワードポリシー」の設定では、画⾯ロックのパスワードの要件を定義します。

注
OS のバージョンや、デバイスのその他の機能によって、使⽤できる設定は異なる場合がありま
す。設定の対象は、Sophos Mobile に⻘いマークで表⽰されます。

パスワードの種類
「パスワードの種類」リストで、ユーザーが設定できるパスワードの種類を選択します。

設定/フィールド 説明

パターン/PIN/パスワード ユーザーは、画⾯ロックを設定する必要があ
ります。画⾯ロックの種類は、「パターン」、
「PIN」または「パスワード」から選択できま
す。これ以外の制限事項はありません。

単純なパスワード ユーザーは、「パスワード」の画⾯ロックを設定
する必要があります。数字も指定できますが、少
なくとも 1つの英字を含める必要があります。最
低限の⻑さを定義できます。以下の表を参照して
ください。

PIN またはパスワード ユーザーは、「PIN」または「パスワード」の画
⾯ロックを設定する必要があります。最低限の⻑
さを定義できます。以下の表を参照してくださ
い。

半⾓英数字のパスワード ユーザーは、「パスワード」の画⾯ロックを設定
する必要があります。パスワードには英字と数字
の両⽅を含める必要があります。最低限の⻑さを
定義できます。以下の表を参照してください。

複雑なパスワード ユーザーは、「パスワード」の画⾯ロックを設定
する必要があります。パスワードには英字と数字
の両⽅を含める必要があります。最低限の⻑さ、
および数字、⼩⽂字、⼤⽂字、記号の最⼩数をそ
れぞれ定義できます。以下の 2つの表を参照して
ください。

「単純なパスワード」、「PIN またはパスワード」、「半⾓英数字のパスワード」、または「複雑な
パスワード」を選択すると、次のフィールドが表⽰されます。

設定/フィールド 説明

パスワードの最⼩⽂字数 パスワードに含める必要がある⽂字の最⼩数。
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設定/フィールド 説明

パスワードの⼊⼒を要求するまでの最⼤の待機時
間

デバイスが⾃動的にロックされるまでの待機時
間。デバイスがロックされた場合は、パスワード
を⼊⼒すると解除できます。

注
ここで指定した時間よりも短い時間がデバイ
スによって適⽤される場合もあります。

パスワードの最⼤有効⽇数 ユーザーは、ここで指定した有効期間内にパス
ワードの変更をする必要があります。値の範囲:
0 (パスワードの変更不要) 〜 730⽇。

デバイスがワイプされるまでの試⾏回数 デバイスがワイプされるまでの、パスワードの⼊
⼒を失敗できる最⼤回数。

履歴の最⼩数 過去のパスワードを記憶し、新しいパスワードと
⽐較する回数。ユーザーが新しいパスワードを指
定する際、記憶された過去のパスワードに⼀致す
ると使⽤が許可されません。値の範囲: 1〜5、ま
たは 0。

「複雑なパスワード」を選択すると、追加で次のフィールドが表⽰されます。

設定/フィールド 説明

最⼩⽂字数 パスワードの最⼩⽂字数。

⼩⽂字の最⼩数 パスワードの⼩⽂字の最⼩数。

⼤⽂字の最⼩数 パスワードの⼤⽂字の最⼩数。

英数字以外の⽂字の最⼩数 パスワードの英数字以外の⽂字 (例: &、! など)
の最⼩数。

数字の最⼩数 パスワードに含める必要がある数字の最⼩数。

記号の最⼩数 パスワードの記号 (例: !"§$%&/()=,.-;:_@<>
など) の最⼩数。

⽣体認証

設定/フィールド 説明

指紋認証を許可する デバイスで対応している場合、ユーザーは、指紋認証を
使⽤してデバイスのロックを解除できます。

虹彩認証を許可する デバイスで対応している場合、ユーザーは、虹彩認証を
使⽤してデバイスのロックを解除できます。
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15.12.2 制限の設定 (Android デバイスのプロファイル)
制限の設定では、デバイスの制限を設定します。

セキュリティ

設定/フィールド 説明

暗号化を強制する ユーザーはデバイスを暗号化する必要があります。

SD カードを強制的に暗号化する プロファイルがデバイスにインストールされると、ユー
ザーは SD カードを暗号化する必要があります。

注
⼀部のデバイスでは、ユーザーは暗号化のキャンセ
ルを選択できます。次回 SD カードをマウントする
際に、暗号化するよう再びメッセージが表⽰されま
す。

⾼速暗号化を許可する ユーザーは、デバイス設定画⾯で⾼速暗号化オプション
を変更できます。

出荷時の状態へのリセットを許可する ユーザーはデバイスを出荷時の状態にリセットできま
す。

「開発者向けオプション」を許可する ユーザーは開発者向けオプションを変更できます。

セーフモードを許可する ユーザーはセーフモードでデバイスを起動できます。

USB デバッグを許可する ユーザーは USB デバッグを有効に設定できます。

注
Enterprise API バージョン 9.x 以降が搭載されて
いる Sony デバイスの場合、「USB デバッグを許
可する」チェックボックスの選択を解除すると、す
べての開発者向けオプションが使⽤できなくなりま
す。

ファームウェアの復旧を許可する 全種類のファームウェアのアップデート (無線接続、ダ
ウンロードなど) が許可されます。
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設定/フィールド 説明

バックアップを許可する ユーザーはシステムのバックアップを作成することがで
きます。
チェックボックスの選択を解除すると、Google バック
アップが使⽤できなくなりますが、他のバックアップ機
能 (Sophos Mobile のバックアップなど) は、選択解除
後も利⽤できます。

設定の変更を許可する ユーザーはデバイスの設定を変更できます。

クリップボードを許可する ユーザーはクリップボードにあらゆるコンテンツをコ
ピーできます。

クリップボードの共有を有効にする ユーザーは、クリップボードの内容を別のアプリに貼り
付けることができます。
チェックボックスの選択を解除すると、アプリごとに個
別のクリップボードが使⽤されます。
このオプションは、「クリップボードを許可する」を有
効にした場合のみに選択できます。

画⾯の取り込みを許可する ユーザーは画⾯のスクリーンショットを撮ることができ
ます。

GPS 位置情報の偽装を許可する ユーザーは、Android の開発者向けオプションで「仮の
現在地情報アプリを選択」を選択できます。

無線接続によるファームウェアのアップ
デートを許可する

無線によるファームウェアのアップデートを実⾏できま
す。

録⾳を許可する ユーザーは録⾳を実⾏できます。

録画を許可する ユーザーは録画を実⾏できます。
チェックボックスの選択を解除した後も、ユーザーは写
真を撮影したり、動画をストリーム再⽣することはでき
ます。

画⾯ロックを許可する ユーザーは、デバイス設定画⾯でアクティベーション
ロックのオプションを変更できます。

S Beam を許可する ユーザーは Samsung の S Beam アプリを起動できま
す。

S Voice を許可する ユーザーは Samsung の S Voice アプリを起動できま
す。

「リストの共有」を許可する 「リストの共有」機能が利⽤できます。
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アカウント

設定/フィールド 説明

複数のユーザーアカウントを許可する チェックボックスの選択を解除すると、マルチユーザー
サポートを使⽤できなくなります。ユーザーや他のアプ
リは、ユーザーアカウントを追加で作成することができ
なくなります。

メールアカウントの追加を許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーはメー
ルアカウントを追加することができなくなります。
なお、デバイスプロファイルでのアカウント作成には影
響を与えません。

Google アカウントの削除を許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーはデバ
イスから Google アカウントを削除できなくなります。

Google アカウントの⾃動同期を許可する チェックボックスの選択を解除すると、Google アカ
ウントの⾃動同期が実⾏されなくなります。ユーザー
は、Gmail など、⼀部のアプリ内で⼿動同期を実⾏する
ことはできます。

ネットワークと通信

設定/フィールド 説明

機内モードを許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーは機内
モードを有効化できなくなります。

ローミング中の同期を許可する チェックボックスの選択を解除すると、ローミング中に
同期できなくなります。

緊急電話のみ許可する 緊急電話のみが許可されます。それ以外の電話はすべて
ブロックされます。

ローミング時に⼿動同期を強制する デバイスのローミング時に、データが⾃動同期されなく
なります。Google や Exchange など、設定済みのアカ
ウントすべてが影響を受けます。

モバイルデバイスのデータ接続を強制する ユーザーは、モバイルデバイスのデータ接続を切断でき
なくなります。

SMS を許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーは
SMS メッセージを送信できくなります。

ローミング中のモバイルデバイスのデータ
接続を許可する

チェックボックスの選択を解除すると、ローミング中に
モバイルデバイスのデータ接続ができなくなります。

ローミング中の⾳声通話を許可する チェックボックスの選択を解除すると、ローミング中に
⾳声通話を使⽤できなくなります。
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設定/フィールド 説明

ユーザーのモバイルデータ制限を許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーはモバ
イルデータの制限を設定できなくなります。

VPN を許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーは
VPN 接続を使⽤できなくなります。

Wi-Fi Direct を許可する チェックボックスの選択を解除すると、Wi-Fi Direct を
使⽤したデータ転送ができなくなります。

Android Beam を許可する チェックボックスの選択を解除すると、Android Beam
を使⽤したデータ転送ができなくなります。これに
は、Samsung の S Beam アプリも含まれます。

Miracast ポリシーを許可する チェックボックスの選択を解除すると、Miracast を使
⽤したデータ転送ができなくなります。

Bluetooth を許可する チェックボックスの選択を解除すると、Bluetooth を使
⽤できなくなります。

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) を許可する

AVRCP (Audio/Video Remote
Control Profile) を許可する

HFP (Hands-Free Profile) を許可する

HSP (Headset Profile) を許可する

PBAP (Phone Book Access Profile)
を許可する

SPP (Serial Port Profile) を許可する

Bluetooth のプロファイルを個別に許可するには、
「Bluetooth を許可する」チェックボックスを選択し
てから、許可するプロファイルを選択します。
「Bluetooth を許可する」チェックボックスの選択を
外すと、設定内容は適⽤されません (すべてのプロファ
イルが許可されなくなります)。

NFC を許可する チェックボックスの選択を解除すると、NFC (Near
Field Communication) を使⽤できなくなります。

Wi-Fi を許可する チェックボックスの選択を解除すると、Wi-Fi を使⽤で
きなくなります。
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テザリング

設定/フィールド 説明

テザリングを許可する チェックボックスの選択を解除すると、すべてのテ
ザリングを使⽤できなくなります。これには、Wi-
Fi、USB、Bluetooth 経由のテザリングが含まれます。

注
チェックボックスの選択を解除すると、「Wi-Fi
テザリングを許可する」、「USB テザリングを許
可する」および「Bluetooth テザリングを許可す
る」の設定内容は適⽤されません。

Wi-Fi テザリングを許可する チェックボックスの選択を解除すると、Wi-Fi テザリ
ング (Wi-Fi のホットスポット) を使⽤できなくなりま
す。

USB テザリングを許可する チェックボックスの選択を解除すると、USB テザリン
グを使⽤できなくなります。

Bluetooth テザリングを許可する チェックボックスの選択を解除すると、Bluetooth テザ
リングを使⽤できなくなります。

Wi-Fi テザリングの設定を許可する ユーザーは、Wi-Fi のホットスポットを設定できます。

ハードウェア

設定/フィールド 説明

カメラを許可する チェックボックスの選択を解除すると、カメラが使⽤で
きなくなります。

画⾯ロック後もカメラを許可する チェックボックスの選択を解除すると、画⾯ロック時に
カメラを使⽤できなくなります。
画⾯ロック後もカメラを許可する場合は、「カメラを許
可する」オプションも選択する必要があります。

GPS の位置検索を強制する GPS 情報を使⽤してデバイスの位置情報が検索されま
す。

SD カードを許可する チェックボックスの選択を解除すると、デバイスで SD
カードを使⽤できなくなります。

SD カードへのアプリの移動を許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーは内部
ストレージから SD カードにアプリを移動できなくなり
ます。
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設定/フィールド 説明

暗号化されていない SD カードへの書き
込みを許可する

チェックボックスの選択を解除すると、暗号化されてい
ない SD カードに書き込むことができなくなります。

マイクを許可する チェックボックスの選択を解除すると、マイクが使⽤で
きなくなります。

USB を許可する デバイスで USB マスストレージおよび USB メディア
デバイス (MTP) を使⽤できます。

USB メディアプレーヤーを許可する チェックボックスの選択を解除すると、MTP (Media
Transfer Protocol) を使⽤できなくなります。Android
では、USB を使⽤したファイル転送で MTP が使⽤され
るため、USB を使⽤したファイル転送もすべてブロッ
クされます。

節電モードを許可する チェックボックスの選択を解除すると、デバイスは節電
モードに切り替わりません。

USB ホストストレージを許可する ユーザーが接続するすべての外部ストレージデバイス
はマウントされます。これには、ポータブル USB スト
レージデバイス、外付け HD ドライブ、SD カードリー
ダーが含まれます。
チェックボックスの選択を外すと、外部ストレージデバ
イスはマウントされなくなります。

アプリケーション

設定/フィールド 説明

アプリのインストールを許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーはアプ
リをインストールできなくなります。

アプリのアンインストールを許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーはアプ
リをアンインストールできなくなります。

署名されていないアプリのインストールを
許可する

チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーは署名
されているアプリのみをインストールできます。

Play ストアを許可する チェックボックスの選択を解除すると、Google Play ス
トア アプリが使⽤できなくなります。

発⾏元が不明のアプリを許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザー
は、Google Play ストア アプリ以外はインストールで
きなくなります。

ネイティブブラウザを許可する チェックボックスの選択を解除すると、ネイティブブラ
ウザが使⽤できなくなります。サードパーティのブラウ
ザアプリには影響しません。
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設定/フィールド 説明

アプリ強制終了のレポートを許可する チェックボックスの選択を解除すると、アプリのクラッ
シュレポートが送信できなくなります。

壁紙の変更を許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーは壁紙
を変更できなくなります。

画⾯ロック後もウィジェットを許可する チェックボックスの選択を解除すると、画⾯ロック時に
ウィジェットを使⽤できなくなります。

個⼈モードでの着信時に Knox の連絡先
情報の表⽰を許可する

ユーザーが Knox の連絡先からの電話を個⼈モードで受
信すると、Samsung Knox デバイスは、Knox の連絡
先情報をデフォルトで表⽰します。
チェックボックスの選択を解除すると、Knox の連絡先
情報が個⼈モードで表⽰されません。

ブラウザのオートコンプリートを許可する ユーザーは、Android のネイティブブラウザの設定で
オートコンプリートを有効化できます。有効にすると、
ユーザーの Web フォーム⼊⼒時に、オートコンプリー
ト機能が利⽤できるようになります。
チェックボックスの選択を解除すると、オートコンプ
リートを使⽤できず、ブラウザで設定できません。

ブラウザの Cookie を許可する ユーザーは、Android のネイティブブラウザの設定で
Cookie を有効化できます。有効にすると、Web サイト
がデバイスに Cookie を保存できるようになります。
チェックボックスの選択を解除すると、Cookie を使⽤
できず、ブラウザで設定できません。

ブラウザの JavaScript を許可 ユーザーは、Android のネイティブブラウザの設定で
JavaScript を有効化できます。有効にすると、Web サ
イトがデバイスで JavaScript コードを実⾏できるよう
になります。
チェックボックスの選択を解除すると、JavaScript を
使⽤できず、ブラウザで設定できません。

ブラウザのポップアップを許可する ユーザーは、Android のネイティブブラウザの設定で
ポップアップを有効化できます。有効にすると、Web
サイトがブラウザの新しいウィンドウを開くことができ
るようになります。
チェックボックスの選択を解除すると、ポップアップを
使⽤できず、ブラウザで設定できません。

⽇付と時刻の変更を許可する ユーザーは、⽇付と時刻を変更できます。
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設定/フィールド 説明

許可するアプリ/禁⽌するアプリ 「許可するアプリ」または「禁⽌するアプリ」のいず
れかを設定できます。必要なオプションを 1つ⽬のド
ロップダウンリストから選択し、2つ⽬のドロップダウ
ンリストから、許可する/禁⽌するアプリを含むアプリ
グループを選択します。
Sophos Mobile サーバーによってインストールされた
アプリは、この制限の対象になりません。
アプリグループを作成する⽅法の詳細は、アプリグルー
プ (p. 279)を参照してください。

15.12.3 Knox Premium 制限の設定 (Android デバイスのプロ
ファイル)
Knox Premium 制限の設定では、Samsung Knox デバイスの制限を設定します。ここで指定した
制限は、Knoxコンテナでなく、デバイスに適⽤されます。

オプション 説明

ファームウェアの⾃動更新オプションを許可する デバイスは、ファームウェアの更新版があるか⾃
動的にチェックします。ユーザーは、デバイス設
定でこのオプションを変更することはできませ
ん。

ODE Trusted Boot 検証を許可する カーネルとバイナリが、公式バージョンの場合
のみ (つまり、デバイスが root 化されていない
場合のみ)、デバイスは起動時にデータパーティ
ションを復号化します。
チェックボックスの選択を解除すると、デバイス
は常に起動時にデータパーティションを復号化し
ます。

他の管理アプリのインストールを防⽌する デバイス管理者権限を必要とするアプリのインス
トールが阻⽌されます。なお、Sophos Mobile
によってインストールされるアプリは対象外で
す。

他の管理アプリのアクティベーションを防⽌する アプリに対するデバイス管理者権限のアクティ
ベーションが阻⽌されます。
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オプション 説明

コモンクライテリア モードを許可する デバイスのコモンクライテリア モード (CC モー
ド) が有効になり、モバイルデバイス基盤のプロ
テクションプロファイル (MDFPP) によって定め
られているセキュリティ要件をデバイスが満たす
ようになります。
注: CC モードは、次の追加条件が満たされてい
る場合のみに使⽤されます。
• デバイス暗号化が有効化されています。
• ⾼速暗号化が無効化されています。
• 外部ストレージの暗号化が有効化されています。
• デバイスがワイプされるまでのログインの最⼤試

⾏回数が設定されています。
• 証明書の破棄が有効化されています。
• パスワードの履歴が無効化されています。

15.12.4 アプリのロックの設定 (Android デバイスのプロファ
イル)
アプリのロックの設定では、アプリを保護するためのパスワード要件を設定します。
アプリのロックが有効化されている場合、ユーザーは、保護対象アプリをはじめて起動する際に、パ
スワードを設定する必要があります。ログインに失敗すると、再度ログインできるまでの待機時間が
発⽣します。
アプリのロックがデバイスで有効化されている場合、「デバイスの表⽰」ページの「アクション」メ
ニューに、「App Protection パスワードのリセット」コマンドが表⽰されます。アプリのロックの
パスワードは、ユーザーがセルフサービスポータルでリセットすることもできます。

設定/フィールド 説明

パスワードの複雑さ ユーザーが定義するパスワードの最低限の複雑
さ。

猶予期間 (分) 猶予期間が過ぎると、保護対象アプリのロックを
解除するには、パスワードの⼊⼒が必要になりま
す。

アプリグループ パスワード保護されているアプリを含むアプリグ
ループを選択します。
アプリグループを作成する⽅法の詳細は、アプリ
グループ (p. 279)を参照してください。

指紋認証を許可する ユーザーは、⾃分の指紋を使⽤して、アプリの
ロックを解除できます。
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15.12.5 アプリコントロールの設定 (Android デバイスのプロ
ファイル)
アプリコントロールの設定では、ユーザーによる実⾏を許可しないアプリを定義します。これは、デ
バイス製造元によって事前にインストールされ、アンインストールできないアプリをブロックするた
めなどに使⽤できます。

設定/フィールド 説明

アプリグループ ブロックするアプリを含むアプリグループを選
択します。
アプリグループを作成する⽅法の詳細は、アプ
リグループ (p. 279)を参照してください。

15.12.6 アプリのパーミッションの設定 (Android)
アプリのパーミッションの設定では、アプリの実⾏時にパーミッションが要求されたときの対処⽅法
を定義します。

設定/フィールド 説明

各アプリのランタイムパーミッション 個別のアプリに対して、特定のランタイムパーミッショ
ンを許可/拒否できます。「追加」をクリックして、各
アプリに対してオプションを設定します。
「アプリ ID」フィールドにアプリの内部識別⼦を⼊⼒
します。
各ランタイムパーミッションに対して、次のいずれかの
状態を選択します。
• 選択可能: ユーザーは、パーミッションを許可/拒否でき

ます。
• 許可: パーミッションが許可され、ユーザーが拒否するこ

とはできません。
• 拒否: パーミッションが許可され、ユーザーが許可するこ

とはできません。

15.12.7 Exchange アカウントの設定 (Android デバイスのプ
ロファイル)
Exchange アカウントの設定では、Microsoft Exchange Server のメールサーバーとの接続を設定
します。

設定/フィールド 説明

アカウント名 アカウント名。
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設定/フィールド 説明

Exchange サーバー Exchange サーバーのアドレス。

注
Sophos Mobile EAS プロキシを使⽤している
場合は、EAS プロキシサーバーの URL を⼊
⼒してください。

ドメイン このアカウントのドメイン。

ユーザー このアカウントのユーザー。
%_USERNAME_% という変数を⼊⼒すると、
サーバーによって実際のユーザー名に変換されま
す。

メールアドレス アカウントのメールアドレス。
%_EMAILADDRESS_% という変数を⼊⼒する
と、サーバーによって実際のメールアドレスに変
換されます。

送信者 このアカウントの送信者名。
%_EMAILADDRESS_% という変数を⼊⼒する
と、サーバーによって実際のメールアドレスに変
換されます。

パスワード このアカウントのパスワード。
このフィールドを空⽩のままにすると、ユーザー
は⾃分のデバイスでパスワードを⼊⼒する必要が
あります。

同期期間 過去のメールを同期する期間。
指定した期間内に受信したメールのみが管理対象
デバイスに同期されます。

同期の頻度 メールを同期する操作の頻度。

SSL/TLS Exchange サーバーとの接続が SSL または TLS
(サーバーの対応状況に依存) で保護されます。
このチェックボックスは選択することを推奨しま
す。

デフォルトのアカウント このアカウントをデフォルトのメールアカウント
として使⽤します。

すべての証明書を許可する メールサーバーからの配信プロセスで、すべての
証明書を許可します。
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設定/フィールド 説明

クライアント証明書 Exchange サーバーに接続するためのクライアン
ト証明書。

メールの転送を許可する メールの転送を許可します。

HTML 形式の使⽤を許可する HTML 形式のメールの使⽤を許可します。

添付ファイルの最⼤サイズ (MB) 各メールメッセージの最⼤サイズ
(1MB、3MB、5MB、10MB、または無制限)。

同期するコンテンツの種類 同期の対象にするコンテンツの種類。

注
Enterprise API バージョン 6.x 以前が搭載されている Sony デバイスの場合、Exchange のアカ
ウント情報が、デバイスに割り当てられているユーザーに⼀致する必要があります。
このようなデバイスで、Sophos Mobile Control アプリは、Sophos Mobile サーバーに
ActiveSync ID を送信することができません。デバイスがはじめて EAS プロキシに接続する時点
で、メールクライアントが送信する ActiveSync ID は、Sophos Mobile によって識別されてい
ません。アカウント情報を確認するために、EAS プロキシは ActiveSync ID が不明で、割り当て
られたユーザーがメールクライアント提供のユーザー情報に⼀致するデバイスを検索します。そ
のようなデバイスが⾒つかると、この ActiveSync ID はデバイスに割り当てられ、メールリクエ
ストは Exchange サーバーに送信されます。⾒つからない場合、メールリクエストは拒否されま
す。
詳細は、ソフォスのサポートデータベースの⽂章 121360 を参照してください。

15.12.8 Wi-Fi の設定 (Android デバイスのプロファイル)
Wi-Fi の設定は、Wi-Fi ネットワークに接続するための設定を指定します。

設定/フィールド 説明

SSID Wi-Fi ネットワークの ID。

セキュリティタイプ Wi-Fi 接続のセキュリティの種類:
• なし
• WEP
• WPA/WPA2 PSK
• EAP/PEAP
• EAP/TLS
• EAP/TTLS
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設定/フィールド 説明

フェーズ 2 認証 EAP ネゴシエーションのフェーズ 2 認証。以下
のオプションがあります。
• なし
• PAP
• CHAP
• MSCHAP
• MSCHAPv2
このフィールドは、EAP/PEAP 接続や EAP/
TTLS 接続を選択した場合のみ利⽤できます。

ID ユーザーの ID。
このフィールドは、EAP 接続を選択した場合の
み利⽤できます。

匿名の ID EAP ネゴシエーションのフェーズ 1 認証におい
て平⽂で送信される匿名 ID。
このフィールドは、EAP 接続を選択した場合の
み利⽤できます。

パスワード Wi-Fi ネットワークのパスワード。

固有名証明書 Wi-Fi ネットワークに接続するための固有名証明
書。
⼀覧には、このポリシーの「クライアント証明
書」の設定にある証明書すべてが表⽰されます。
このフィールドは、EAP 接続を選択した場合の
み利⽤できます。

信頼できる証明書 EAP サーバーの証明書のルート CA。
⼀覧には、このポリシーの「ルート証明書」の設
定にある証明書すべてが表⽰されます。
このフィールドは、EAP 接続を選択した場合の
み利⽤できます。

プロキシサーバーとポート Wi-Fi 接続⽤プロキシサーバーの名前や IP アド
レス、およびポート番号。

15.12.9 VPN 設定 (Android デバイスのプロファイル)
VPN 設定では、ネットワーク接続の VPN を設定します。

設定/フィールド 説明

接続名 デバイスに表⽰される接続名。

サーバー サーバーのホスト名や IP アドレス。
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設定/フィールド 説明

接続タイプ VPN 接続の種類:
• L2TP/IPsec (PSK)

このタイプを選択すると、「ユーザー」、「パスワード」および
「L2TP/IPsec (PSK)」フィールドが表⽰されます。ユーザーおよびパ
スワードを⼊⼒します。「L2TP/IPsec (PSK)」フィールドに、認証⽤
の事前共有済み鍵を⼊⼒します。

• L2TP/IPsec (証明書)

このタイプを選択すると、「クライアント証明書」、「ルート証明書」、
「ユーザー」および「パスワード」フィールドが表⽰されます。「クライ
アント証明書」および「ルート証明書」フィールドで、適切な証明書を選
択します。さらに、「ユーザー」および適切な「パスワード」を⼊⼒しま
す。

• Cisco AnyConnect

この種類を選択した場合、AnyConnect VPN プロファイルと NVM
(Network Visibility Module) プロファイル (またはそのどちらか)
で、XML ファイルをアップロードできます。これらのプロファイルの詳
細については、Cisco AnyConnect 管理者ガイドを参照してください。

15.12.10 ルート証明書の設定 (Android デバイスのプロファ
イル)
ルート証明書の設定では、デバイスにルート証明書をインストールします。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このプロファイルのみで有効です。他のプロファイルやポリ
シーでも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。

15.12.11 クライアント証明書の設定 (Android デバイスのプ
ロファイル)
クライアント証明書の設定では、デバイスにクライアント証明書をインストールします。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このプロファイルのみで有効です。他のプロファイルやポリ
シーでも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。
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15.12.12 SCEP 設定 (Android デバイスのプロファイル)
SCEP 設定では、デバイスが、SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) を使⽤して認証局
(CA) から証明書を取得するように設定します。

注
「SCEP」設定を追加する前に、まず、「ルート証明書」の設定を追加して、SCEP サーバーの
CA 証明書をアップロードする必要があります。

設定/フィールド 説明

URL 認証局 (CA) サーバーの Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したサーバー URL を参照するに
は、%_SCEPPROXYURL_% という変数を⼊⼒
します。

エイリアス名 選択ダイアログに表⽰される証明書の名前。
これは、証明書を特定できる、覚えやすい名前に
してください。たとえば、「CN=」を除いた、
「サブジェクト」フィールドと同じ名前を使⽤し
てください。

サブジェクト ユーザーやデバイスなど、証明書を受信するエン
ティティの名前。
ユーザーのデータやデバイスのプロパティに対し
ては、ワイルドカード⽂字を使⽤できます。
有効な X.500 名を⼊⼒する必要があります (プ
レースホルダは実際のデータで置き換えられま
す)。
例:
• ユーザーを指定するには、CN=%_USERNAME_

% と⼊⼒します。
• デバイスを指定するには、CN=%_DEVPROP(シ

リアル番号)_% と⼊⼒します。

使⽤可能なプレースホルダの詳細については、プ
ロファイルとポリシーのプレースホルダ (p.
85)を参照してください。

サブジェクト代替名のタイプ

サブジェクト代替名の値

サブジェクト代替名 (SAN) を SCEP 設定に追加
するには、SAN のタイプを選択し、SAN の値を
⼊⼒します。SAN のタイプは次のとおりです。
• RFC 822 名: 有効なメールアドレス。
• DNS 名: CA サーバーの DNS 名。
• URI (Uniform Resource Identifier): CA サー

バーの完全修飾 URL。
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設定/フィールド 説明

AD ユーザー ログオン名 Active Directory で指定されている「ユーザーロ
グオン名」の値。これは、ユーザーのユーザープ
リンシパル名 (UPN) です。

チャレンジ SCEP サーバーからチャレンジパスワードを取得
するための Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したチャレンジ URL を参照するに
は、%_CACHALLENGE_% という変数を⼊⼒し
ます。

ルート証明書 CA 証明書。
⼀覧から証明書を選択します。⼀覧には、この
プロファイルの「ルート証明書」の設定でアップ
ロードした証明書すべてが表⽰されます。

鍵⻑ 発⾏済みの証明書で指定されている公開鍵のサイ
ズ。
この値が、SCEP サーバーで設定した値と⼀致す
るようにしてください。

デジタル署名として使⽤する このチェックボックスを選択すると、この公開鍵
をデジタル署名として使⽤できます。

暗号化に使⽤する このチェックボックスを選択すると、この公開鍵
をデータ暗号化で使⽤できます。

15.12.13 アクセスポイント名の設定 (Android デバイスのプ
ロファイル)
アクセスポイント名の設定では、モバイルデバイス⽤のアクセスポイント名 (APN) に関する詳細を設
定します。APN の設定によって、デバイスがモバイルネットワークに接続する⽅法が指定されます。

重要
該当する携帯ネットワークキャリアに、必要な設定内容を確認することを推奨します。「デフォ
ルトの APN として使⽤」を指定し、設定に誤りがあると、デバイスは携帯ネットワーク経由で
データにアクセスすることができません。

注
「APN」フィールド以外の設定はすべて任意で、携帯ネットワークキャリアによって必要とされ
る場合のみに指定してください。
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設定/フィールド 説明

APN キャリアと接続を開始する際に、デバイスが使⽤
する APN。
キャリアが許可する APN と⼀致するものでなけ
ればなりません。無効な値を⼊⼒すると、接続を
確⽴できません。

ユーザー フレンドリ名 APN の他に、デバイスに任意で表⽰される名
前。

プロキシサーバーとポート Web トラフィック⽤に使⽤される HTTP サー
バーのアドレスとポート。

ユーザー名、ユーザーパスワード APN に接続するためのユーザー名とパスワー
ド。

サーバー WAP ゲートウェイサーバー。

MMSC マルチ メディア メッセージング サービス セン
ター (MMSC)。

MMS プロキシサーバーとポート MMSC との通信に使⽤される HTTP サーバーの
アドレスとポート。

MCC (Mobile Country Code)、MNC
(Mobile Network Code)

キャリアを特定する MCC と MNC。
APN は、このキャリアのみに対して使⽤されま
す。

認証の種類 PPP 接続の認証⽅法。

APN タイプ この APN を使⽤するデータ接続の種類。
すべてのデータの種類に対して APN を使⽤する
には、「*」と⼊⼒するか、⼊⼒欄を空にしてく
ださい。

ベアラー キャリアが使⽤する無線アクセス技術 (RAT)。

プロトコル キャリアがサポートするネットワークプロトコ
ル。

ローミングプロトコル ローミング時にキャリアがサポートするネット
ワークプロトコル。

デフォルトの APN として使⽤する 選択すると、デフォルトでデバイスはこの APN
を使⽤します。
複数の「アクセスポイント名」設定で、このオプ
ションを選択しようとするとエラーが表⽰されま
す。

Copyright © 2018 Sophos Limited 107



Sophos Mobile on Premise

15.12.14 キオスクモードの設定 (Android デバイスのプロ
ファイル)
キオスクモードの設定では、デバイスをキオスクモードで使⽤する際の制限を定義します。
「指定⽅法」をクリックした後、次のいずれかの操作を実⾏して、プロファイルをデバイスに配信し
た後に起動するアプリを指定します。
• 「カスタム」を選択して、アプリ識別⼦を⼊⼒します。
• 「アプリのリスト」を選択した後、「アプリ識別⼦」からアプリを選択します。リストには、

「アプリ」ページで指定したアプリすべてが表⽰されます。詳細は、アプリの追加 (p. 261)を
参照してください。

• 「なし」を選択して、アプリを指定せずにキオスクモードを設定します。キオスクモードの制限
がデバイスに適⽤されますが、アプリは何も起動されません。

「オプション」で、キオスクモードの使⽤では無効にするハードウェアやソフトウェアの機能を選択
から外します。
プロファイルがデバイスに配信されると、指定したアプリが起動されます。なお、ハードウェアやソ
フトウェアの機能のいずれも無効化していない場合、ユーザーは、起動されたアプリを終了して、
通常通りデバイスを使⽤できます。このため、デバイスをキオスクモードのみで使⽤できるように
するには、少なくとも「「ホーム」ボタンの使⽤を許可する」と「タスクマネージャーを許可する」
チェックボックスを選択から外す必要があります。

注
• 指定するアプリは、デバイスにインストール済みである必要があります。インストール済みで

ない場合、アプリがインストールされるまで、配信タスクの状態は「不完全」として表⽰され
ます。アプリをインストールするには、「アプリのインストール」タスクなどを含むタスクバ
ンドルを作成して、デバイスに配信します。

• Samsung Knox デバイス上のアプリを指定する場合は、ランチャーアプリであることを確認
してください。ランチャーアプリは、Android デバイスのホーム画⾯をカスタマイズできる
アプリです。

• Enterprise API バージョン 9.x 以降が搭載されている Sony デバイスの場合、「⾳量を⼤き
くすることを許可する」、「⾳量を⼩さくすることを許可する」、「⾳量をミュートにするこ
とを許可する」チェックボックスのいずれかの選択を解除すると、デバイスのボリュームボタ
ンがすべて無効化されます。

15.13 ビジネス向け Android の仕事⽤プロファイ
ルポリシーの設定
ビジネス向け Android の仕事⽤プロファイルポリシーでは、デバイスの仕事⽤プロファイルに関連し
たオプションを設定します。このポリシーは、ビジネス向け Android (プロファイル所有者モード) で
Sophos Mobile に登録されているデバイスに適⽤します。
ビジネス向け Android の仕事⽤プロファイルのポリシーを作成する⽅法については、プロファイルや
ポリシーの作成 (p. 81)を参照してください。
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15.13.1 「パスワードポリシー: デバイス」の設定 (ビジネス
向け Android 仕事⽤プロファイルポリシー)
「パスワードポリシー: デバイス」の設定では、画⾯ロックのパスワードの要件を定義します。

パスワードの種類
「パスワードの種類」リストで、ユーザーが設定できるパスワードの種類を選択します。

設定/フィールド 説明

パターン/PIN/パスワード ユーザーは、画⾯ロックを設定する必要があ
ります。画⾯ロックの種類は、「パターン」、
「PIN」または「パスワード」から選択できま
す。これ以外の制限事項はありません。

単純なパスワード ユーザーは、「パスワード」の画⾯ロックを設定
する必要があります。数字も指定できますが、少
なくとも 1つの英字を含める必要があります。最
低限の⻑さを定義できます。以下の表を参照して
ください。

PIN またはパスワード ユーザーは、「PIN」または「パスワード」の画
⾯ロックを設定する必要があります。最低限の⻑
さを定義できます。以下の表を参照してくださ
い。

半⾓英数字のパスワード ユーザーは、「パスワード」の画⾯ロックを設定
する必要があります。パスワードには英字と数字
の両⽅を含める必要があります。最低限の⻑さを
定義できます。以下の表を参照してください。

複雑なパスワード ユーザーは、「パスワード」の画⾯ロックを設定
する必要があります。パスワードには英字と数字
の両⽅を含める必要があります。最低限の⻑さ、
および数字、⼩⽂字、⼤⽂字、記号の最⼩数をそ
れぞれ定義できます。以下の 2つの表を参照して
ください。

「単純なパスワード」、「PIN またはパスワード」、「半⾓英数字のパスワード」、または「複雑な
パスワード」を選択すると、次のフィールドが表⽰されます。

設定/フィールド 説明

パスワードの最⼩⽂字数 パスワードに含める必要がある⽂字の最⼩数。
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設定/フィールド 説明

パスワードの⼊⼒を要求するまでの最⼤の待機時
間

デバイスが⾃動的にロックされるまでの待機時
間。デバイスがロックされた場合は、パスワード
を⼊⼒すると解除できます。

注
ここで指定した時間よりも短い時間がデバイ
スによって適⽤される場合もあります。

パスワードの最⼤有効⽇数 ユーザーは、ここで指定した有効期間内にパス
ワードの変更をする必要があります。値の範囲:
0 (パスワードの変更不要) 〜 730⽇。

デバイスがワイプされるまでの試⾏回数 デバイスがワイプされるまでの、パスワードの⼊
⼒を失敗できる最⼤回数。

履歴の最⼩数 過去のパスワードを記憶し、新しいパスワードと
⽐較する回数。ユーザーが新しいパスワードを指
定する際、記憶された過去のパスワードに⼀致す
ると使⽤が許可されません。値の範囲: 1〜5、ま
たは 0。

「複雑なパスワード」を選択すると、追加で次のフィールドが表⽰されます。

設定/フィールド 説明

最⼩⽂字数 パスワードの最⼩⽂字数。

⼩⽂字の最⼩数 パスワードの⼩⽂字の最⼩数。

⼤⽂字の最⼩数 パスワードの⼤⽂字の最⼩数。

英数字以外の⽂字の最⼩数 パスワードの英数字以外の⽂字 (例: &、! など)
の最⼩数。

数字の最⼩数 パスワードに含める必要がある数字の最⼩数。

記号の最⼩数 パスワードの記号 (例: !"§$%&/()=,.-;:_@<>
など) の最⼩数。
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15.13.2 「パスワードポリシー: 仕事⽤プロファイル」の設定
(ビジネス向け Android 仕事⽤プロファイルポリシー)
「パスワードポリシー: 仕事⽤プロファイル」の設定では、仕事⽤プロファイルのパスワードの要件
を定義します。仕事⽤プロファイルがロックされている場合、ユーザーはこのパスワードを⼊⼒し
て、仕事⽤アプリを開く必要があります。

注
OS のバージョンや、デバイスのその他の機能によって、使⽤できる設定は異なる場合がありま
す。設定の対象は、Sophos Mobile に⻘いマークで表⽰されます。

パスワードの種類
「パスワードの種類」リストで、ユーザーが設定できるパスワードの種類を選択します。

設定/フィールド 説明

パターン/PIN/パスワード ユーザーは、画⾯ロックを設定する必要があ
ります。画⾯ロックの種類は、「パターン」、
「PIN」または「パスワード」から選択できま
す。これ以外の制限事項はありません。

単純なパスワード ユーザーは、「パスワード」の画⾯ロックを設定
する必要があります。数字も指定できますが、少
なくとも 1つの英字を含める必要があります。最
低限の⻑さを定義できます。以下の表を参照して
ください。

PIN またはパスワード ユーザーは、「PIN」または「パスワード」の画
⾯ロックを設定する必要があります。最低限の⻑
さを定義できます。以下の表を参照してくださ
い。

半⾓英数字のパスワード ユーザーは、「パスワード」の画⾯ロックを設定
する必要があります。パスワードには英字と数字
の両⽅を含める必要があります。最低限の⻑さを
定義できます。以下の表を参照してください。

複雑なパスワード ユーザーは、「パスワード」の画⾯ロックを設定
する必要があります。パスワードには英字と数字
の両⽅を含める必要があります。最低限の⻑さ、
および数字、⼩⽂字、⼤⽂字、記号の最⼩数をそ
れぞれ定義できます。以下の 2つの表を参照して
ください。
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設定/フィールド 説明

単純な⽣体認識 顔認識などの単純な⽣体認識⽅法で、ユーザーは
仕事⽤プロファイルのロックを解除できます。

注
単純な⽣体認識⽅法は、3桁の PIN と同様
のレベルのセキュリティを提供します。つま
り、1,000回に 1回の割合で、不正なロック
解除が発⽣する可能性があることを意味しま
す。

「単純なパスワード」、「PIN またはパスワード」、「半⾓英数字のパスワード」、または「複雑な
パスワード」を選択すると、次のフィールドが表⽰されます。

設定/フィールド 説明

パスワードの最⼩⽂字数 パスワードに含める必要がある⽂字の最⼩数。

パスワードの⼊⼒を要求するまでの最⼤の待機時
間

仕事⽤プロファイルが⾃動的にロックされるま
での待機時間。プロファイルがロックされた場合
は、パスワードを⼊⼒すると解除できます。

注
ここで指定した時間よりも短い時間がデバイスに
よって適⽤される場合もあります。

パスワードの最⼤有効⽇数 ユーザーは、ここで指定した有効期間内にパス
ワードの変更をする必要があります。値の範囲:
0 (パスワードの変更不要) 〜 730⽇。

デバイスがワイプされるまでの試⾏回数 仕事⽤プロファイルがワイプされるまでの、パス
ワードの⼊⼒を失敗できる回数。

履歴の最⼩数 過去のパスワードを記憶し、新しいパスワードと
⽐較する回数。ユーザーが新しいパスワードを指
定する際、記憶された過去のパスワードに⼀致す
ると使⽤が許可されません。値の範囲: 1〜5、ま
たは 0。

「複雑なパスワード」を選択すると、追加で次のフィールドが表⽰されます。

設定/フィールド 説明

最⼩⽂字数 パスワードの最⼩⽂字数。

⼩⽂字の最⼩数 パスワードの⼩⽂字の最⼩数。

⼤⽂字の最⼩数 パスワードの⼤⽂字の最⼩数。
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設定/フィールド 説明

英数字以外の⽂字の最⼩数 パスワードの英数字以外の⽂字 (例: &、! など)
の最⼩数。

数字の最⼩数 パスワードに含める必要がある数字の最⼩数。

記号の最⼩数 パスワードの記号 (例: !"§$%&/()=,.-;:_@<>
など) の最⼩数。

15.13.3 制限設定 (ビジネス向け Android 仕事⽤プロファイル
ポリシー)
制限の設定では、Android の仕事⽤プロファイルの制限オプションやそれに関連するオプションを設
定します。

セキュリティ

設定/フィールド 説明

画⾯の取り込みを許可 ユーザーは、仕事⽤アプリの画⾯を取り込むことができ
ます。

認証情報の設定をユーザーに許可する ユーザーは、仕事⽤プロファイルにある証明書のインス
トールまたは削除を実⾏できます。

仕事アプリから個⼈アプリへのデータのコ
ピーを許可する

ユーザーは仕事⽤アプリから個⼈アプリにテキストをコ
ピー＆ペーストできます。
個⼈アプリからコピーしたクリップボードの内容は、常
に仕事⽤アプリに貼り付けることができます。

スマートロックを許可する ユーザーは、特定の状況でデバイスのロックを⾃動解除
する、Android のスマートロック機能を有効化できま
す。

位置情報の共有を許可する 仕事⽤アプリは、デバイスの位置情報機能にアクセスす
ることができます。
チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーが位置
情報機能を有効化した場合でも、仕事⽤アプリはデバイ
スの位置情報機能にアクセスできません。

個⼈アプリで Web リンクを開くことを許
可する

ユーザーは、仕事⽤アプリでタップした Web リンク
を、個⼈⽤ブラウザアプリで開くことができます。

デバッグを許可する ユーザーは、Android の開発者向けオプションのデバッ
グ機能を有効にできます。

指紋認証によるデバイスのロック解除を許
可する

ユーザーは、指紋センサーを使⽤してデバイスのロック
を解除できます。
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設定/フィールド 説明

個⼈モードでの着信時に仕事モードの連絡
先情報の表⽰を許可する

個⼈⽤電話アプリで着信した際、発信者名が仕事モード
の連絡先の登録名で表⽰されます。

Bluetooth デバイスで仕事モードの連絡
先情報の表⽰を許可する

接続している Bluetooth デバイスで、個⼈モードでの
着信時に、仕事モードの連絡先からの発信者の名前を表
⽰できます。

個⼈⽤プロファイルで仕事モードの連絡先
の検索を許可する

個⼈⽤電話アプリで発信者名を検索する際、検索結果に
仕事モードの連絡先も含めます。

アカウント

設定/フィールド 説明

アカウントの管理を許可する ユーザーは仕事⽤プロファイルにアカウントを追加/削
除することができますが、Google アカウントを追加/削
除することはできません。

ネットワークと通信

設定/フィールド 説明

VPN を許可する ユーザーは、仕事⽤アプリで VPN 接続を使⽤できま
す。

Android Beam を許可する ユーザーは、仕事⽤アプリから、Android Beam 経由
(NFC 経由のデータ転送) でデータを送信できます。

ハードウェア

設定/フィールド 説明

カメラを許可する 仕事⽤アプリは、カメラにアクセスできます。

アプリケーション

設定/フィールド 説明

アプリのアンインストールを許可する ユーザーは仕事⽤アプリをアンインストールできます。
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設定/フィールド 説明

発⾏元不明のアプリのインストールを許可
する

チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーは
Google Play ストアのみから仕事⽤アプリをインストー
ルできます。不明な提供元からアプリをインストールし
たり、Android Debug Bridge (ADB) を使⽤してアプ
リをインストールしたりすることはできません。

アプリの管理を許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーは、仕
事⽤アプリに対して次の操作を実⾏できなくなります。
• アプリのアンインストール
• アプリの無効化
• アプリの停⽌
• アプリのキャッシュのクリア
• アプリのデータのクリア
• 「既定で開く」設定のクリア

Google のセキュリティスキャンの無効化
を許可する

ユーザーは、Google のセキュリティオプション「端末
をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」を無効に
できます。
これは、「設定」アプリの「Google > セキュリティ
> Google Play プロテクト」で設定できます。

メッセージ (短⽂) 機能が無効化された場合に表⽰する、カスタマイズ可能
なユーザー向けのサポートメッセージ。

注
⼊⼒⽂字数が 200⽂字を超えると、メッセージが省
略される場合があります。

メッセージ (⻑⽂) 短⽂を補充する詳細なメッセージです。短⽂が表⽰され
ている画⾯でユーザーが「詳細情報」をタップすると表
⽰されます。

注
このメッセージは、Sophos Mobile Control アプリ
に対する、Android の「デバイス管理」画⾯でも表
⽰されます。
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15.13.4 アプリのロックの設定 (ビジネス向け Android 仕事⽤
プロファイルポリシー)
アプリのロックの設定では、仕事⽤アプリ (仕事⽤プロファイルにインストール済みのアプリ) を保護
するためのパスワード要件を定義します。
アプリのロックが有効化されている場合、ユーザーは、保護対象アプリをはじめて起動する際に、パ
スワードを設定する必要があります。ログインに失敗すると、再度ログインできるまでの待機時間が
発⽣します。
アプリのロックがデバイスで有効化されている場合、「デバイスの表⽰」ページの「アクション」メ
ニューに、「App Protection パスワードのリセット」コマンドが表⽰されます。アプリのロックの
パスワードは、ユーザーがセルフサービスポータルでリセットすることもできます。

設定/フィールド 説明

パスワードの複雑さ ユーザーが定義するパスワードの最低限の複雑
さ。

猶予期間 (分) 猶予期間が過ぎると、保護対象アプリのロックを
解除するには、パスワードの⼊⼒が必要になりま
す。

アプリグループ パスワード保護されているアプリを含むアプリグ
ループを選択します。
アプリグループを作成する⽅法の詳細は、アプリ
グループ (p. 279)を参照してください。

指紋認証を許可する ユーザーは、⾃分の指紋を使⽤して、アプリの
ロックを解除できます。

15.13.5 アプリコントロールの設定 (ビジネス向け Android 仕
事⽤プロファイルポリシー)
アプリコントロールの設定では、ユーザーによる実⾏を許可しない仕事⽤アプリを定義します。

設定/フィールド 説明

アプリグループ ブロックするアプリを含むアプリグループを選
択します。
アプリグループを作成する⽅法の詳細は、アプ
リグループ (p. 279)を参照してください。
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15.13.6 アプリのパーミッションの設定 (ビジネス向け
Android 仕事⽤プロファイルポリシー)
アプリのパーミッションの設定では、仕事⽤アプリが、ランタイムパーミッションを要求した際の対
処⽅法を定義します。

設定/フィールド 説明

ランタイムパーミッションの要求に対する
デフォルトのレスポンス

仕事⽤アプリによる、ランタイムパーミッションの要求
に対するデフォルトのレスポンスは次のいずれかです。
• 通知: パーミッションを許可するよう、ユーザーに

通知します。
• ⾃動許可: ランタイムパーミッションの要求は⾃動

的に許可されます。
• ⾃動拒否: ランタイムパーミッションの要求は⾃動

的に拒否されます。
ユーザーが後でパーミッションを変更することはできま
せん。

各アプリのランタイムパーミッション 個別のアプリに対して、特定のランタイムパーミッショ
ンを許可/拒否できます。「追加」をクリックして、各
アプリに対してオプションを設定します。
「アプリ識別⼦」フィールドにアプリの内部識別⼦を⼊
⼒します。
各ランタイムパーミッションに対して、次のいずれかの
状態を選択します。
• 選択可能: ユーザーは、パーミッションを許可/拒否でき

ます。
• 許可: パーミッションが許可され、ユーザーが拒否するこ

とはできません。
• 拒否: パーミッションが拒否され、ユーザーが許可するこ

とはできません。

15.13.7 Exchange アカウントの設定 (ビジネス向け Android
仕事⽤プロファイルポリシー)
Exchange アカウントの設定では、Microsoft Exchange Server のメールサーバーとの接続を設定
します。このような設定は、仕事⽤プロファイルの Gmail アプリに適⽤されます。

設定/フィールド 説明

アカウント名 アカウント名。
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設定/フィールド 説明

Exchange サーバー Exchange サーバーのアドレス。

注
Sophos Mobile EAS プロキシを使⽤している
場合は、EAS プロキシサーバーの URL を⼊
⼒してください。

ドメイン このアカウントのドメイン。

ユーザー このアカウントのユーザー。
%_USERNAME_% という変数を⼊⼒すると、
サーバーによって実際のユーザー名に変換されま
す。

注
パスワードはユーザーが⼊⼒します。

メールアドレス アカウントのメールアドレス。
%_EMAILADDRESS_% という変数を⼊⼒する
と、サーバーによって実際のメールアドレスに変
換されます。

送信者 このアカウントの送信者名。
%_EMAILADDRESS_% という変数を⼊⼒する
と、サーバーによって実際のメールアドレスに変
換されます。

同期期間 過去のメールを同期する期間。
指定した期間内に受信したメールのみが管理対象
デバイスに同期されます。

SSL/TLS Exchange サーバーとの接続が SSL または TLS
(サーバーの対応状況に依存) で保護されます。
このチェックボックスは選択することを推奨しま
す。

すべての証明書を許可する メールサーバーからの配信プロセスで、すべての
証明書を許可します。

クライアント証明書 Exchange サーバーに接続するためのクライアン
ト証明書。
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15.13.8 ルート証明書の設定 (ビジネス向け Android 仕事⽤プ
ロファイルポリシー)
ルート証明書の設定では、デバイスにルート証明書をインストールします。この証明書は、仕事⽤ア
プリ (仕事⽤プロファイルにインストール済みのアプリ) で使⽤可能です。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このポリシーのみで有効です。他のプロファイルやポリシー
でも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。

15.13.9 クライアント証明書の設定 (ビジネス向け Android 仕
事⽤プロファイルポリシー)
クライアント証明書の設定では、デバイスにクライアント証明書をインストールします。この証明書
は、仕事⽤アプリ (仕事⽤プロファイルにインストール済みのアプリ) で使⽤可能です。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このポリシーのみで有効です。他のプロファイルやポリシー
でも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。

15.13.10 SCEP の設定 (ビジネス向け Android 仕事⽤プロ
ファイルポリシー)
SCEP 設定では、デバイスが、SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) を使⽤して認証局
(CA) から証明書を取得するように設定します。このような証明書は、仕事⽤プロファイルにインス
トール済みのアプリで使⽤可能です。

注
「SCEP」設定を追加する前に、まず、「ルート証明書」の設定を追加して、SCEP サーバーの
CA 証明書をアップロードする必要があります。
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設定/フィールド 説明

URL 認証局 (CA) サーバーの Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したサーバー URL を参照するに
は、%_SCEPPROXYURL_% という変数を⼊⼒
します。

エイリアス名 選択ダイアログに表⽰される証明書の名前。
これは、証明書を特定できる、覚えやすい名前に
してください。たとえば、「CN=」を除いた、
「サブジェクト」フィールドと同じ名前を使⽤し
てください。

サブジェクト ユーザーやデバイスなど、証明書を受信するエン
ティティの名前。
ユーザーのデータやデバイスのプロパティに対し
ては、ワイルドカード⽂字を使⽤できます。
有効な X.500 名を⼊⼒する必要があります (プ
レースホルダは実際のデータで置き換えられま
す)。
例:
• ユーザーを指定するには、CN=%_USERNAME_

% と⼊⼒します。
• デバイスを指定するには、CN=%_DEVPROP(シ

リアル番号)_% と⼊⼒します。

使⽤可能なプレースホルダの詳細については、プ
ロファイルとポリシーのプレースホルダ (p.
85)を参照してください。

サブジェクト代替名のタイプ

サブジェクト代替名の値

サブジェクト代替名 (SAN) を SCEP 設定に追加
するには、SAN のタイプを選択し、SAN の値を
⼊⼒します。SAN のタイプは次のとおりです。
• RFC 822 名: 有効なメールアドレス。
• DNS 名: CA サーバーの DNS 名。
• URI (Uniform Resource Identifier): CA サー

バーの完全修飾 URL。

AD ユーザー ログオン名 Active Directory で指定されている「ユーザーロ
グオン名」の値。これは、ユーザーのユーザープ
リンシパル名 (UPN) です。

チャレンジ SCEP サーバーからチャレンジパスワードを取得
するための Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したチャレンジ URL を参照するに
は、%_CACHALLENGE_% という変数を⼊⼒し
ます。
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設定/フィールド 説明

ルート証明書 CA 証明書。
⼀覧から証明書を選択します。⼀覧には、この
プロファイルの「ルート証明書」の設定でアップ
ロードした証明書すべてが表⽰されます。

鍵⻑ 発⾏済みの証明書で指定されている公開鍵のサイ
ズ。
この値が、SCEP サーバーで設定した値と⼀致す
るようにしてください。

デジタル署名として使⽤する このチェックボックスを選択すると、この公開鍵
をデジタル署名として使⽤できます。

暗号化に使⽤する このチェックボックスを選択すると、この公開鍵
をデータ暗号化で使⽤できます。

15.14 ビジネス向け Android デバイスポリシーの
設定
ビジネス向け Android デバイスポリシーでは、パスワードポリシー、制限、Wi-Fi 設定な
ど、Android デバイス⽤のさまざまなオプションを設定します。このポリシーは、ビジネス向け
Android (デバイス所有者モード) で Sophos Mobile に登録されているデバイスに適⽤します。
ビジネス向け Android デバイスポリシーを作成する⽅法については、プロファイルやポリシーの作成
(p. 81)を参照してください。

15.14.1 「パスワードポリシー」の設定 (ビジネス向け
Android デバイスポリシー)
「パスワードポリシー」の設定では、画⾯ロックのパスワードの要件を定義します。

パスワードの種類
「パスワードの種類」リストで、ユーザーが設定できるパスワードの種類を選択します。

設定/フィールド 説明

パターン/PIN/パスワード ユーザーは、画⾯ロックを設定する必要があ
ります。画⾯ロックの種類は、「パターン」、
「PIN」または「パスワード」から選択できま
す。これ以外の制限事項はありません。
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設定/フィールド 説明

単純なパスワード ユーザーは、「パスワード」の画⾯ロックを設定
する必要があります。数字も指定できますが、少
なくとも 1つの英字を含める必要があります。最
低限の⻑さを定義できます。以下の表を参照して
ください。

PIN またはパスワード ユーザーは、「PIN」または「パスワード」の画
⾯ロックを設定する必要があります。最低限の⻑
さを定義できます。以下の表を参照してくださ
い。

半⾓英数字のパスワード ユーザーは、「パスワード」の画⾯ロックを設定
する必要があります。パスワードには英字と数字
の両⽅を含める必要があります。最低限の⻑さを
定義できます。以下の表を参照してください。

複雑なパスワード ユーザーは、「パスワード」の画⾯ロックを設定
する必要があります。パスワードには英字と数字
の両⽅を含める必要があります。最低限の⻑さ、
および数字、⼩⽂字、⼤⽂字、記号の最⼩数をそ
れぞれ定義できます。以下の 2つの表を参照して
ください。

「単純なパスワード」、「PIN またはパスワード」、「半⾓英数字のパスワード」、または「複雑な
パスワード」を選択すると、次のフィールドが表⽰されます。

設定/フィールド 説明

パスワードの最⼩⽂字数 パスワードに含める必要がある⽂字の最⼩数。

パスワードの⼊⼒を要求するまでの最⼤の待機時
間

デバイスが⾃動的にロックされるまでの待機時
間。デバイスがロックされた場合は、パスワード
を⼊⼒すると解除できます。

注
ここで指定した時間よりも短い時間がデバイ
スによって適⽤される場合もあります。

パスワードの最⼤有効⽇数 ユーザーは、ここで指定した有効期間内にパス
ワードの変更をする必要があります。値の範囲:
0 (パスワードの変更不要) 〜 730⽇。

デバイスがワイプされるまでの試⾏回数 デバイスがワイプされるまでの、パスワードの⼊
⼒を失敗できる最⼤回数。

履歴の最⼩数 過去のパスワードを記憶し、新しいパスワードと
⽐較する回数。ユーザーが新しいパスワードを指
定する際、記憶された過去のパスワードに⼀致す
ると使⽤が許可されません。値の範囲: 1〜5、ま
たは 0。

122 Copyright © 2018 Sophos Limited



Sophos Mobile on Premise

「複雑なパスワード」を選択すると、追加で次のフィールドが表⽰されます。

設定/フィールド 説明

最⼩⽂字数 パスワードの最⼩⽂字数。

⼩⽂字の最⼩数 パスワードの⼩⽂字の最⼩数。

⼤⽂字の最⼩数 パスワードの⼤⽂字の最⼩数。

英数字以外の⽂字の最⼩数 パスワードの英数字以外の⽂字 (例: &、! など)
の最⼩数。

数字の最⼩数 パスワードに含める必要がある数字の最⼩数。

記号の最⼩数 パスワードの記号 (例: !"§$%&/()=,.-;:_@<>
など) の最⼩数。

15.14.2 制限の設定 (ビジネス向け Android デバイスポリ
シー)
制限の設定では、デバイスの制限を設定します。

セキュリティ

設定/フィールド 説明

暗号化を強制する ユーザーはデバイスを暗号化する必要があります。

出荷時の状態へのリセットを許可する ユーザーはデバイスを出荷時の状態にリセットできま
す。

セーフモードを許可する ユーザーはセーフモードでデバイスを起動できます。

デバッグを許可する ユーザーは、Android の開発者向けオプションのデバッ
グ機能を有効にできます。

画⾯の取り込みを許可する ユーザーは画⾯のスクリーンショットを撮ることができ
ます。

認証情報の設定をユーザーに許可する ユーザーは、証明書のインストールまたは削除を実⾏で
きます。

スマートロックを許可する ユーザーは、特定の状況でデバイスのロックを⾃動解除
する、Android のスマートロック機能を有効化できま
す。

位置情報の共有を許可する ユーザーは位置情報の共有を有効に設定できます。
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設定/フィールド 説明

指紋認証によるデバイスのロック解除を許
可する

ユーザーは、指紋センサーを使⽤してデバイスのロック
を解除できます。

アカウントの画像の変更を許可する ユーザーはユーザーのアカウントに使⽤されている画像
を変更できます。

画⾯ロック後に機密情報を隠す 画⾯ロックの通知が有効に設定されている場合、プライ
ベートな内容の通知が⾮表⽰になります。

システム アップデート ポリシー システムアップデートをインストールするタイミングを
選択します。
• ポリシーなし: ユーザーが、システムアップデートをイン

ストールするタイミングを指定できます。
• ⾃動インストール: 利⽤可能になり次第、システムアップ

デートが⾃動的にインストールされます。
• メンテナンス期間中にインストール: 毎⽇特定の時間帯に

⾃動的にシステムアップデートがインストールされます。
開始時間と終了時間を⼊⼒します。

• 延期: システムアップデート (セキュリティアップデート
を除く) が 30⽇間ブロックされます。

アカウント

設定/フィールド 説明

アカウントの管理を許可する ユーザーはデバイスにアカウントを追加/削除することができ
ますが、Google アカウントを追加/削除することはできませ
ん。

ネットワークと通信

設定/フィールド 説明

SMS を許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーは
SMS メッセージを送信できくなります。

ローミング中のモバイルデバイスのデータ
接続を許可する

チェックボックスの選択を解除すると、ローミング中に
モバイルデバイスのデータ接続ができなくなります。

VPN を許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーは
VPN 接続を使⽤できなくなります。

Android Beam を許可する ユーザーは、仕事⽤アプリから、Android Beam 経由
(NFC 経由のデータ転送) でデータを送信できます。

Bluetooth を許可する チェックボックスの選択を解除すると、Bluetooth を使
⽤できなくなります。

電話発信を許可する ユーザーは電話をかけることができます。
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設定/フィールド 説明

ネットワークのリセットを許可する ユーザーはネットワーク設定をデフォルトの設定内容に
戻すことができます。

Wi-Fi 設定を有効にする ユーザーは Wi-Fi 設定を変更できます。

セルブロードキャストの設定を許可する ユーザーはメッセージアプリでセルブロードキャスト
(CB) のメッセージを有効・無効に設定できます。

モバイルネットワーク設定を有効にする ユーザーはモバイルネットワークの設定を変更できま
す。

テザリング設定を有効にする ユーザーはテザリングやポータブルホットスポットの設
定を変更できます。

ハードウェア

設定/フィールド 説明

カメラを許可する チェックボックスの選択を解除すると、カメラが使⽤で
きなくなります。

マイクを許可する チェックボックスの選択を解除すると、マイクが使⽤で
きなくなります。

外部メディアを許可する ユーザーは USB メモリなどの外付け記録媒体をデバイ
スに接続できます。

アプリケーション

設定/フィールド 説明

アプリのアンインストールを許可する ユーザーはアプリをアンインストールできます。

発⾏元不明のアプリのインストールを許可
する

チェックボックスの選択を解除すると、ユーザー
は Google Play のみからアプリをインストールでき
ます。不明な提供元からアプリをインストールした
り、Android Debug Bridge (ADB) を使⽤してアプリ
をインストールしたりすることはできません。

壁紙の変更を許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーは壁紙
を変更できなくなります。
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設定/フィールド 説明

アプリの管理を許可する チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーはアプ
リに対して次の操作を実⾏できなくなります。
• アプリのアンインストール
• アプリの無効化
• アプリの停⽌
• アプリのキャッシュのクリア
• アプリのデータのクリア
• 「既定で開く」設定のクリア

Google のセキュリティスキャンの無効化
を許可する

ユーザーは、Google のセキュリティオプション「端末
をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」を無効に
できます。
これは、「設定」アプリの「Google > セキュリティ
> Google Play プロテクト」で設定できます。

⽇付と時刻の設定を許可する ユーザーは、⽇付と時刻を設定できます。
チェックボックスの設定を外すと、ネットワークの⽇時
が使⽤されます。

メッセージ (短⽂) 機能が無効化された場合に表⽰する、カスタマイズ可能
なユーザー向けのサポートメッセージ。

注
⼊⼒⽂字数が 200⽂字を超えると、メッセージが省
略される場合があります。

メッセージ (⻑⽂) 短⽂を補充する詳細なメッセージです。短⽂が表⽰され
ている画⾯でユーザーが「詳細情報」をタップすると表
⽰されます。

注
このメッセージは、Sophos Mobile Control アプリ
に対する、Android の「デバイス管理」画⾯でも表
⽰されます。

ユーザー補助サービスを許可する ユーザー補助サービスを提供するアプリの制限設定。以
下のオプションがあります。
• 「すべての選択可能なアプリ」を選択した場合、ユーザー

はすべてのユーザー補助サービスを使⽤できます。
• 「システムアプリのみ」を使⽤した場合、ユーザーはシス

テムアプリのユーザー補助サービスのみを使⽤できます。
• アプリグループを選択した場合、ユーザーは、選択したグ

ループに含まれるアプリおよびシステムアプリのユーザー
補助サービスのみを使⽤できます。
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15.14.3 アプリのロックの設定 (ビジネス向け Android デバイ
スポリシー)
アプリのロックの設定では、仕事⽤アプリを保護するためのパスワード要件を設定します。
アプリのロックが有効化されている場合、ユーザーは、保護対象アプリをはじめて起動する際に、パ
スワードを設定する必要があります。ログインに失敗すると、再度ログインできるまでの待機時間が
発⽣します。
アプリのロックがデバイスで有効化されている場合、「デバイスの表⽰」ページの「アクション」メ
ニューに、「App Protection パスワードのリセット」コマンドが表⽰されます。アプリのロックの
パスワードは、ユーザーがセルフサービスポータルでリセットすることもできます。

設定/フィールド 説明

パスワードの複雑さ ユーザーが定義するパスワードの最低限の複雑
さ。

猶予期間 (分) 猶予期間が過ぎると、保護対象アプリのロックを
解除するには、パスワードの⼊⼒が必要になりま
す。

アプリグループ パスワード保護されているアプリを含むアプリグ
ループを選択します。
アプリグループを作成する⽅法の詳細は、アプリ
グループ (p. 279)を参照してください。

指紋認証を許可する ユーザーは、⾃分の指紋を使⽤して、アプリの
ロックを解除できます。

15.14.4 アプリコントロールの設定 (ビジネス向け Android デ
バイスポリシー)
アプリコントロールの設定では、ユーザーによる実⾏を許可しないアプリを定義します。これは、デ
バイス製造元によって事前にインストールされ、アンインストールできないアプリをブロックするた
めなどに使⽤できます。

設定/フィールド 説明

アプリグループ ブロックするアプリを含むアプリグループを選
択します。
アプリグループを作成する⽅法の詳細は、アプ
リグループ (p. 279)を参照してください。
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15.14.5 アプリのパーミッションの設定 (ビジネス向け
Android デバイスポリシー)
アプリのパーミッションの設定では、アプリの実⾏時にパーミッションが要求されたときの対処⽅法
を定義します。

設定/フィールド 説明

ランタイムパーミッションの要求に対する
デフォルトのレスポンス

仕事⽤アプリによる、ランタイムパーミッションの要求
に対するデフォルトのレスポンスは次のいずれかです。
• 通知: パーミッションを許可するよう、ユーザーに

通知します。
• ⾃動許可: ランタイムパーミッションの要求は⾃動

的に許可されます。
• ⾃動拒否: ランタイムパーミッションの要求は⾃動

的に拒否されます。
ユーザーが後でパーミッションを変更することはできま
せん。

各アプリのランタイムパーミッション 個別のアプリに対して、特定のランタイムパーミッショ
ンを許可/拒否できます。「追加」をクリックして、各
アプリに対してオプションを設定します。
「アプリ識別⼦」フィールドにアプリの内部識別⼦を⼊
⼒します。
各ランタイムパーミッションに対して、次のいずれかの
状態を選択します。
• 選択可能: ユーザーは、パーミッションを許可/拒否でき

ます。
• 許可: パーミッションが許可され、ユーザーが拒否するこ

とはできません。
• 拒否: パーミッションが拒否され、ユーザーが許可するこ

とはできません。

15.14.6 Exchange アカウントの設定 (ビジネス向け Android
デバイスポリシー)
Exchange アカウントの設定では、Microsoft Exchange Server のメールサーバーとの接続を設定
します。

設定/フィールド 説明

アカウント名 アカウント名。
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Exchange サーバー Exchange サーバーのアドレス。

注
Sophos Mobile EAS プロキシを使⽤している
場合は、EAS プロキシサーバーの URL を⼊
⼒してください。

ドメイン このアカウントのドメイン。

ユーザー このアカウントのユーザー。
%_USERNAME_% という変数を⼊⼒すると、
サーバーによって実際のユーザー名に変換されま
す。

注
パスワードはユーザーが⼊⼒します。

メールアドレス アカウントのメールアドレス。
%_EMAILADDRESS_% という変数を⼊⼒する
と、サーバーによって実際のメールアドレスに変
換されます。

送信者 このアカウントの送信者名。
%_EMAILADDRESS_% という変数を⼊⼒する
と、サーバーによって実際のメールアドレスに変
換されます。

同期期間 過去のメールを同期する期間。
指定した期間内に受信したメールのみが管理対象
デバイスに同期されます。

SSL/TLS Exchange サーバーとの接続が SSL または TLS
(サーバーの対応状況に依存) で保護されます。
このチェックボックスは選択することを推奨しま
す。

すべての証明書を許可する メールサーバーからの配信プロセスで、すべての
証明書を許可します。

クライアント証明書 Exchange サーバーに接続するためのクライアン
ト証明書。
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15.14.7 Wi-Fi の設定 (ビジネス向け Android デバイスポリ
シー)
Wi-Fi の設定は、Wi-Fi ネットワークに接続するための設定を指定します。

設定/フィールド 説明

SSID Wi-Fi ネットワークの ID。

セキュリティタイプ Wi-Fi 接続のセキュリティの種類:
• なし
• WEP
• WPA/WPA2 PSK
• EAP/PEAP
• EAP/TLS
• EAP/TTLS

フェーズ 2 認証 EAP ネゴシエーションのフェーズ 2 認証。以下
のオプションがあります。
• なし
• PAP
• CHAP
• MSCHAP
• MSCHAPv2
このフィールドは、EAP/PEAP 接続や EAP/
TTLS 接続を選択した場合のみ利⽤できます。

ID ユーザーの ID。
このフィールドは、EAP 接続を選択した場合の
み利⽤できます。

匿名の ID EAP ネゴシエーションのフェーズ 1 認証におい
て平⽂で送信される匿名 ID。
このフィールドは、EAP 接続を選択した場合の
み利⽤できます。

パスワード Wi-Fi ネットワークのパスワード。

固有名証明書 Wi-Fi ネットワークに接続するための固有名証明
書。
⼀覧には、このポリシーの「クライアント証明
書」の設定にある証明書すべてが表⽰されます。
このフィールドは、EAP 接続を選択した場合の
み利⽤できます。
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設定/フィールド 説明

信頼できる証明書 EAP サーバーの証明書のルート CA。
⼀覧には、このポリシーの「ルート証明書」の設
定にある証明書すべてが表⽰されます。
このフィールドは、EAP 接続を選択した場合の
み利⽤できます。

15.14.8 ルート証明書の設定 (ビジネス向け Android デバイス
ポリシー)
ルート証明書の設定では、デバイスにルート証明書をインストールします。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このポリシーのみで有効です。他のプロファイルやポリシー
でも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。

15.14.9 クライアント証明書の設定 (ビジネス向け Android デ
バイスポリシー)
クライアント証明書の設定では、デバイスにクライアント証明書をインストールします。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このポリシーのみで有効です。他のプロファイルやポリシー
でも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。

15.14.10 SCEP 設定 (ビジネス向け Android デバイスポリ
シー)
SCEP 設定では、デバイスが、SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) を使⽤して認証局
(CA) から証明書を取得するように設定します。

注
「SCEP」設定を追加する前に、まず、「ルート証明書」の設定を追加して、SCEP サーバーの
CA 証明書をアップロードする必要があります。
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設定/フィールド 説明

URL 認証局 (CA) サーバーの Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したサーバー URL を参照するに
は、%_SCEPPROXYURL_% という変数を⼊⼒
します。

エイリアス名 選択ダイアログに表⽰される証明書の名前。
これは、証明書を特定できる、覚えやすい名前に
してください。たとえば、「CN=」を除いた、
「サブジェクト」フィールドと同じ名前を使⽤し
てください。

サブジェクト ユーザーやデバイスなど、証明書を受信するエン
ティティの名前。
ユーザーのデータやデバイスのプロパティに対し
ては、ワイルドカード⽂字を使⽤できます。
有効な X.500 名を⼊⼒する必要があります (プ
レースホルダは実際のデータで置き換えられま
す)。
例:
• ユーザーを指定するには、CN=%_USERNAME_

% と⼊⼒します。
• デバイスを指定するには、CN=%_DEVPROP(シ

リアル番号)_% と⼊⼒します。

使⽤可能なプレースホルダの詳細については、プ
ロファイルとポリシーのプレースホルダ (p.
85)を参照してください。

サブジェクト代替名のタイプ

サブジェクト代替名の値

サブジェクト代替名 (SAN) を SCEP 設定に追加
するには、SAN のタイプを選択し、SAN の値を
⼊⼒します。SAN のタイプは次のとおりです。
• RFC 822 名: 有効なメールアドレス。
• DNS 名: CA サーバーの DNS 名。
• URI (Uniform Resource Identifier): CA サー

バーの完全修飾 URL。

AD ユーザー ログオン名 Active Directory で指定されている「ユーザーロ
グオン名」の値。これは、ユーザーのユーザープ
リンシパル名 (UPN) です。

チャレンジ SCEP サーバーからチャレンジパスワードを取得
するための Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したチャレンジ URL を参照するに
は、%_CACHALLENGE_% という変数を⼊⼒し
ます。
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ルート証明書 CA 証明書。
⼀覧から証明書を選択します。⼀覧には、この
プロファイルの「ルート証明書」の設定でアップ
ロードした証明書すべてが表⽰されます。

鍵⻑ 発⾏済みの証明書で指定されている公開鍵のサイ
ズ。
この値が、SCEP サーバーで設定した値と⼀致す
るようにしてください。

デジタル署名として使⽤する このチェックボックスを選択すると、この公開鍵
をデジタル署名として使⽤できます。

暗号化に使⽤する このチェックボックスを選択すると、この公開鍵
をデータ暗号化で使⽤できます。

15.14.11 キオスクモードの設定 (ビジネス向け Android デバ
イスポリシー)
キオスクモードの設定では、デバイスをキオスクモードで使⽤する際の制限を定義します。

設定/フィールド 説明

指定⽅法 • なし: すべてのアプリを許可します。キオスクモードの制
限はデバイスに適⽤されますが、ユーザーはデバイス上で
利⽤可能なすべてのアプリを起動できます。

• カスタム、アプリのリスト: 1つのアプリのみを画⾯に表
⽰できます。

• アプリグループ: 複数のアプリを画⾯に表⽰できます。

アプリ識別⼦ キオスクモードで利⽤できるアプリ。
「指定⽅法」の選択内容によって、アプリの識別⼦を指
定したり、選択可能なアプリのリストを使⽤したりして
アプリを選択します。

アプリグループ キオスクモードで利⽤できるアプリ。
設定したアプリのグループから 1つを選択します。

⾳量の調節を許可する チェックボックスの選択を解除すると、デバイスの⾳量
ボタンが使⽤できなくなります。

画⾯ロックを解除する デバイスの画⾯ロックが無効になります。

充電中に画⾯を常時オンにする デバイスを充電している間もデバイスの画⾯が消灯しな
くなります。
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15.15 Android の Sophos コンテナポリシーの設
定
Sophos コンテナポリシーでは、Sophos コンテナアプリ (Sophos Secure Email および Sophos
Secure Workspace) に関連したオプションを設定します。
Sophos コンテナポリシーを作成する⽅法の詳細は、プロファイルやポリシーの作成 (p. 81)を参
照してください。

15.15.1 全般設定 (Android Sophos コンテナポリシー)
全般設定では、該当する場合、すべての Sophos コンテナアプリに適⽤されるオプションを設定しま
す。

設定/フィールド 説明

Sophos コンテナのパスワードを有効にする ユーザーは、Sophos コンテナアプリを起動する
際、専⽤のパスワードを⼊⼒する必要がありま
す。パスワードは、設定内容の適⽤後、はじめて
コンテナアプリを起動する際に定義する必要があ
ります。このパスワードは、すべてのコンテナア
プリに適⽤されます。

パスワードの複雑さ Sophos コンテナのパスワードの最低限の複雑
さ。より複雑なパスワードは常に許可されます。
パスワード (英数字を混合して使⽤) は、PIN (数
字のみ) と⽐較してより安全です。
• すべて: Sophos コンテナのパスワードに制

限はありません。
• 4桁の PIN
• 6桁の PIN
• 4⽂字のパスワード
• 6⽂字のパスワード
• 8⽂字のパスワード
• 10⽂字のパスワード

パスワード⼊⼒欄の⽂字を常に⾮表⽰にする パスワードフィールドに⼊⼒した⽂字は、⼀時的
に表⽰されることなく、常に⾮表⽰になります。

パスワードの最⼤有効⽇数 パスワードを変更するよう、ユーザーにメッセー
ジが表⽰されるまでの⽇数。

ロックされるまでのログイン失敗回数 コンテナアプリがロックされるまでの、ログイ
ン失敗回数。アプリがロックされると、管理者が
ロックを解除する必要があります。また、許可さ
れている場合は、セルフサービスポータルを使⽤
してユーザーがロックを解除できます。
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指紋認証を許可する ユーザーは、⾃分の指紋を使⽤して、アプリの
ロックを解除できます。

猶予期間 (分) Sophos コンテナアプリが最前⾯に再表⽰された
とき、Sophos コンテナのパスワードの⼊⼒が必
要になるまでの時間。
猶予期間は、すべてのコンテナアプリに適⽤され
ます。猶予期間中は、パスワードを⼊⼒すること
なく、アプリを切り替えることができます。

デバイスのロック時にロックする デバイスがロックされると、Sophos コンテナも
ロックされます。
チェックボックスの選択を解除すると、猶予期間
が過ぎるまでコンテナはロックされません。

前回の接続から再度サーバー接続するまでの間隔 Sophos コンテナアプリの前回の接続から、再度
Sophos Mobile サーバーに接続が必要になるま
での時間。
Sophos コンテナアプリがアクティブになった
後、ここで定義した時間内にサーバーに接続しな
い場合、デバイスで画⾯ロックが表⽰されます。
ユーザーがアプリのロックを解除するには、画
⾯ロックで「再試⾏」をタップする必要がありま
す。その後アプリは、サーバーに接続しようとし
ます。接続が確⽴すると、アプリのロックが解除
されます。確⽴しない場合、アクセスは拒否され
ます。
• 都度接続: 常にサーバー接続が必要で、サーバー

に接続できない場合、アプリはロックされます。
• 1時間: 前回の接続から 1時間以上が経過してから

アプリがアクティブになると、再度サーバー接続
が必要になります。

• 3時間
• 6時間
• 12時間
• 1⽇
• 3⽇
• 1週間
• 不要: サーバーへの定期的な接続は不要です。
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オフラインでの最⼤アクセス回数 ここでは、Sophos Mobile Control サーバーへ
の接続なしで、ユーザーが、いずれかの Sophos
コンテナアプリを起動できる回数を定義します。

注
この設定を使⽤するには、Sophos コンテナ
のパスワード機能が有効化されている必要が
あります。

ユーザーが Sophos コンテナのパスワードを⼊
⼒するたびに、カウンターが 1つ増えます。ここ
で指定した回数を超えると、画⾯がロックされ、
「前回の接続から再度サーバー接続するまでの間
隔」設定で表⽰される画⾯と同じ画⾯が表⽰され
ます。Sophos Mobile サーバーへの接続が確⽴
すると、カウンターはリセットされます。
• 無制限: サーバーへの接続は不要です。
• 0: サーバーへの接続なしでアプリを起動すること

はできません。
• 1: アプリを 1回起動した後は、サーバーへの接続

が必要です。
• 3
• 5
• 10
• 20

ルートアクセスを許可する コンテナアプリを root 化されたデバイスで実⾏
することが許可されます。

アプリの使⽤制約
Sophos コンテナアプリの使⽤に関する制約を指定できます。制約を⼊⼒するには、「追加」をク
リックします。

ジオフェンシング Sophos コンテナアプリを使⽤できる範囲を緯
度、経度、半径で指定できます。

タイムフェンシング Sophos コンテナアプリを使⽤できる時間帯を開
始時刻と終了時刻で指定できます。アプリを使⽤
できる曜⽇も指定できます。
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Wi-Fi フェンシング 「Wi-Fi 接続が必要である」を選択した場合、デ
バイスが Wi-Fi に接続していないと、Sophos コ
ンテナはロックされます。
⼀覧に Wi-Fi ネットワークを追加した場合、⼀
覧にない Wi-Fi ネットワークにデバイスが接続
すると、Sophos コンテナはロックされます。

重要
Wi-Fi 名をスプーフィングすることは⾮常に簡単
なため、セキュリティ対策を Wi-Fi フェンシング
のみに依存しないことを推奨します。

15.15.2 社内メールの設定 (Android Sophos コンテナポリ
シー)
社内メールの設定では、Microsoft Exchange サーバーのユーザー設定を指定します。このような設
定は、Sophos コンテナにインストール済みの Sophos Secure Email アプリに適⽤されます。

設定/フィールド 説明

Exchange サーバー Exchange サーバーのアドレス。

注
Sophos Mobile EAS プロキシを使⽤してい
る場合は、EAS プロキシサーバーの URL を
⼊⼒してください。

ユーザー このアカウントのユーザー。
%_USERNAME_% という変数を⼊⼒すると、
サーバーによって実際のユーザー名に変換されま
す。

メールアドレス アカウントのメールアドレス。
%_EMAILADDRESS_% という変数を⼊⼒する
と、サーバーによって実際のメールアドレスに変
換されます。

ドメイン このアカウントのドメイン。

サポート問い合わせ先メールアドレス 「サポートへのお問い合わせ」先として使⽤する
メールアドレス。
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連絡先をデバイスへエクスポートする ユーザーは、着信通話で企業の連絡先を識別で
きるよう、電話番号を含む Exchange の連絡先
を、ローカルデバイスの連絡先にエクスポートす
ることができます。
エクスポートした連絡先は、Sophos Secure
Email によって同期されます。

注
次の場合に、ローカルデバイスの連絡先は⾃
動的に削除されます。

• Sophos コンテナポリシーから「社
内メール」の設定が削除された場合
(Secure Email アプリの再起動が必要で
す)。

• Sophos コンテナがデバイスから削除さ
れた場合。

• デバイスが Sophos Mobile から登録解
除された場合。

通知の詳細 メール通知に表⽰する情報を選択します。
ここでの設定は、イベントのリマインダーにも適
⽤されます。「通知なし」を選択すると、イベン
トのリマインダーは使⽤できなくなります。これ
以外のオプションを選択すると、⽇時、場所、タ
イトルを含むイベントのリマインダーが送信され
ます。

クリップボードへのコピーを拒否する ユーザーは、Sophos Secure Email アプリか
ら、テキストをコピーしたり、カットしたりでき
ません。

画⾯キャプチャを拒否する ユーザーは、Sophos Secure Email アプリのス
クリーンショットを取得できません。

メールの最⼤サイズ 指定した値よりサイズの⼤きいメールメッセージ
(添付ファイルも含みます) は、Exchange サー
バーから取得できません。

表⽰/共有を許可する ユーザーは、メールの添付ファイルの表⽰や共有
を許可されています。

添付ファイルを表⽰する⽅法 すべてのアプリ、または Sophos Secure
Workspace および Sophos Secure Email の 2
種類の Sophos コンテナアプリのみで添付ファ
イルを表⽰できるかを選択します。
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添付ファイルを共有する⽅法 すべてのアプリ、または Sophos Secure
Workspace および Sophos Secure Email の 2
種類の Sophos コンテナアプリのみで添付ファ
イルを共有できるかを選択します。

詳細設定 「詳細設定」をクリックして、今後リリースされ
るバージョンの Sophos Secure Email アプリで
必要となるオプションを設定します。

重要
これは、ソフォステクニカルサポートの指⽰
を受けた場合のみ設定してください。

15.15.3 社内ストレージの設定 (Android Sophos コンテナポ
リシー)
社内ストレージの設定では、Sophos Secure Workspace アプリの社内ストレージ機能のオプション
を設定します。

ストレージプロバイダの設定
各ストレージサービスに対して、次の内容を個別に指定できます。

設定/フィールド 説明

有効 ストレージサービスがアプリで利⽤可能になりま
す。

オフライン ユーザーは、ファイルをストレージサービスから
アプリの「お気に⼊り」に追加して、オフライン
で使⽤することができます。

暗号化ファイルを開く ユーザーは、「次の⽅法で開く」を使⽤して、暗
号化されたファイルを他のアプリと共有できま
す。

平⽂ファイルを開く ユーザーは、「次の⽅法で開く」を使⽤して、平
⽂ファイルを他のアプリと共有できます。

クリップボード ユーザーは、ドキュメントをコピーして、他のア
プリにペーストできます。
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ビジネス向けストレージサービスの設定
「WebDAV」(ビジネス向けストレージサービスとも呼ばれます) の場合、サーバーおよびログイン
認証情報を集中設定できます。設定内容をユーザーが変更することはできません。
ここで集中設定しなかったアカウント情報は、ユーザーが、アプリのプロバイダの画⾯で指定するこ
とができます。
たとえば、サーバーとユーザー名のみを集中設定して、パスワードフィールドは空のままにして、
ユーザーが定義できるようにすることもできます。この場合、ユーザーはパスワードを知らない限
り、ストレージサービスにアクセスできません。

設定/フィールド 説明

名前 Sophos Secure Workspace アプリに表⽰される
ストレージサービスの名前。

サーバー このフィールドには、次のように⼊⼒します。
• 社内ストレージ の WebDAV サーバーのルー

トフォルダの URL。
• WebDAV サーバーのルートフォルダの

URL。
次のような形式で指定します。https://
server.company.com
https プロトコルのみに対応しています。

ユーザー名 該当するサーバーでのユーザー
名。%_USERNAME_% という変数を使⽤する
こともできます。

パスワード 該当するアカウントのパスワード。

アップロード先フォルダ 該当するアカウントでアクセスできるアップロー
ド先フォルダ。

その他の設定

設定/フィールド 説明

ドキュメントを有効にする 業務ドキュメントを安全に配信するための「ド
キュメント」機能が有効化されます。
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設定/フィールド 説明

パスフレーズの複雑さ 暗号化鍵に対するパスフレーズの最低限の複雑
さ。より複雑なパスフレーズは常に許可されま
す。
選択できるオプションは次のとおりです。
• 4⽂字のパスワード
• 6⽂字のパスワード
• 8⽂字のパスワード
• 10⽂字のパスワード

画⾯キャプチャを拒否する ユーザーは、Sophos Secure Workspace アプリ
のスクリーンショットを取得できません。

15.15.4 社内ブラウザの設定 (Android Sophos コンテナポリ
シー)
社内ブラウザの設定では、Sophos Secure Workspace アプリの社内ブラウザ機能のオプションを設
定します。
社内ブラウザは、社内のイントラネットページや他の許可するページへの安全なアクセスを提供しま
す。ドメインやドメイン内のブックマークを定義できます。
各ブックマークは、それぞれ特定のドメインに所属します。ブックマークを追加する際、ドメインの
項⽬が存在しない場合は⾃動的に作成されます。

全般設定

設定/フィールド 説明

画⾯キャプチャを拒否する ユーザーは、Sophos Secure Workspace アプリ
のスクリーンショットを取得できません。

ドメインの設定

設定/フィールド 説明

URL 許可するドメイン。

コピー/ペーストを許可する ユーザーは、「社内ブラウザ」から他のアプリ
に、テキストをコピー＆ペーストすることができ
ます。

アプリの選択を許可する ユーザーは、添付ファイルをダウンロードした
り、他のアプリに送信したりすることができま
す。
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設定/フィールド 説明

パスワードの保存を許可する ユーザーは「社内ブラウザ」でパスワードを保存
することができます。

ブックマークの設定

設定/フィールド 説明

名前 ブックマークの名前。

URL ブックマークの Web アドレス。

15.15.5 クライアント証明書の設定 (Android Sophos コンテ
ナポリシー)
クライアント証明書の設定では、デバイスにクライアント証明書をインストールします。この証明書
は、Sophos コンテナにインストール済みの Sophos Secure Email アプリおよび Sophos Secure
Workspace アプリで使⽤可能です。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このポリシーのみで有効です。他のプロファイルやポリシー
でも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。

15.15.6 ルート証明書の設定 (Android Sophos コンテナポリ
シー)
ルート証明書の設定では、デバイスにルート証明書をインストールします。この証明書は、Sophos
コンテナにインストール済みの Sophos Secure Email アプリおよび Sophos Secure Workspace ア
プリで使⽤可能です。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このポリシーのみで有効です。他のプロファイルやポリシー
でも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。
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15.15.7 SCEP 設定 (Android Sophos コンテナポリシー)
SCEP 設定では、デバイスが、SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) を使⽤して認証局
(CA) から証明書を取得するように設定します。このような証明書は、Sophos コンテナにインストー
ル済みの Sophos Secure Workspace アプリで使⽤可能です。

注
「SCEP」設定を追加する前に、まず、「ルート証明書」の設定を追加して、SCEP サーバーの
CA 証明書をアップロードする必要があります。

設定/フィールド 説明

URL 認証局 (CA) サーバーの Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したサーバー URL を参照するに
は、%_SCEPPROXYURL_% という変数を⼊⼒
します。

エイリアス名 選択ダイアログに表⽰される証明書の名前。
これは、証明書を特定できる、覚えやすい名前に
してください。たとえば、「CN=」を除いた、
「サブジェクト」フィールドと同じ名前を使⽤し
てください。

サブジェクト ユーザーやデバイスなど、証明書を受信するエン
ティティの名前。
ユーザーのデータやデバイスのプロパティに対し
ては、ワイルドカード⽂字を使⽤できます。
有効な X.500 名を⼊⼒する必要があります (プ
レースホルダは実際のデータで置き換えられま
す)。
例:
• ユーザーを指定するには、CN=%_USERNAME_

% と⼊⼒します。
• デバイスを指定するには、CN=%_DEVPROP(シ

リアル番号)_% と⼊⼒します。

使⽤可能なプレースホルダの詳細については、プ
ロファイルとポリシーのプレースホルダ (p.
85)を参照してください。

サブジェクト代替名のタイプ

サブジェクト代替名の値

サブジェクト代替名 (SAN) を SCEP 設定に追加
するには、SAN のタイプを選択し、SAN の値を
⼊⼒します。SAN のタイプは次のとおりです。
• RFC 822 名: 有効なメールアドレス。
• DNS 名: CA サーバーの DNS 名。
• URI (Uniform Resource Identifier): CA サー

バーの完全修飾 URL。

Copyright © 2018 Sophos Limited 143



Sophos Mobile on Premise

設定/フィールド 説明

AD ユーザー ログオン名 Active Directory で指定されている「ユーザーロ
グオン名」の値。これは、ユーザーのユーザープ
リンシパル名 (UPN) です。

チャレンジ SCEP サーバーからチャレンジパスワードを取得
するための Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したチャレンジ URL を参照するに
は、%_CACHALLENGE_% という変数を⼊⼒し
ます。

ルート証明書 CA 証明書。
⼀覧から証明書を選択します。⼀覧には、この
プロファイルの「ルート証明書」の設定でアップ
ロードした証明書すべてが表⽰されます。

鍵⻑ 発⾏済みの証明書で指定されている公開鍵のサイ
ズ。
この値が、SCEP サーバーで設定した値と⼀致す
るようにしてください。

デジタル署名として使⽤する このチェックボックスを選択すると、この公開鍵
をデジタル署名として使⽤できます。

暗号化に使⽤する このチェックボックスを選択すると、この公開鍵
をデータ暗号化で使⽤できます。

15.16 モバイル セキュリティ ポリシーの設定
モバイル セキュリティ ポリシーでは、Sophos Mobile Security アプリに関連したオプションを設定
します。
モバイル セキュリティ ポリシーに関する詳細は、次のセクションを参照してください。

Sophos Mobile Security のマルウェア対策の設定 (p. 316)
Sophos Mobile Security の Web フィルタリングの設定 (p. 318)

15.17 Knox コンテナのプロファイルの設定
Knox コンテナのプロファイルでは、Samsung デバイスの Knox コンテナに関連したオプションを
設定します。
Knox コンテナのプロファイルを作成する⽅法の詳細は、プロファイルやポリシーの作成 (p.
81)を参照してください。
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15.17.1 パスワードポリシーの設定 (Knox コンテナのプロ
ファイル)
「パスワードポリシー」の設定では、Knox コンテナのパスワードの要件を定義します。

注
OS のバージョンや、デバイスのその他の機能によって、使⽤できる設定は異なる場合がありま
す。設定の対象は、Sophos Mobile に⻘いマークで表⽰されます。

パスワードの種類
「パスワードの種類」リストで、ユーザーが設定できるパスワードの種類を選択します。

設定/フィールド 説明

パターン/PIN/パスワード ユーザーは、画⾯ロックを設定する必要があ
ります。画⾯ロックの種類は、「パターン」、
「PIN」または「パスワード」から選択できま
す。これ以外の制限事項はありません。

単純なパスワード ユーザーは、「パスワード」の画⾯ロックを設定
する必要があります。数字も指定できますが、少
なくとも 1つの英字を含める必要があります。最
低限の⻑さを定義できます。以下の表を参照して
ください。

PIN またはパスワード ユーザーは、「PIN」または「パスワード」の画
⾯ロックを設定する必要があります。最低限の⻑
さを定義できます。以下の表を参照してくださ
い。

半⾓英数字のパスワード ユーザーは、「パスワード」の画⾯ロックを設定
する必要があります。パスワードには英字と数字
の両⽅を含める必要があります。最低限の⻑さを
定義できます。以下の表を参照してください。

複雑なパスワード ユーザーは、「パスワード」の画⾯ロックを設定
する必要があります。パスワードには英字と数字
の両⽅を含める必要があります。最低限の⻑さ、
および数字、⼩⽂字、⼤⽂字、記号の最⼩数をそ
れぞれ定義できます。以下の 2つの表を参照して
ください。

「単純なパスワード」、「PIN またはパスワード」、「半⾓英数字のパスワード」、または「複雑な
パスワード」を選択すると、次のフィールドが表⽰されます。

設定/フィールド 説明

パスワードの最⼩⽂字数 パスワードに含める必要がある⽂字の最⼩数。
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設定/フィールド 説明

パスワードの⼊⼒を要求するまでの最⼤の待機時
間

Knox コンテナが⾃動的にロックされるまでの待
機時間。コンテナがロックされた場合は、パス
ワードを⼊⼒すると解除できます。

注
ここで指定した時間よりも短い時間がデバイスに
よって適⽤される場合もあります。

パスワードの最⼤有効⽇数 ユーザーは、ここで指定した有効期間内にパス
ワードの変更をする必要があります。値の範囲:
0 (パスワードの変更不要) 〜 730⽇。

デバイスがワイプされるまでの試⾏回数 Knox コンテナがワイプされるまでの、パスワー
ドの⼊⼒を失敗できる回数。

履歴の最⼩数 過去のパスワードを記憶し、新しいパスワードと
⽐較する回数。ユーザーが新しいパスワードを指
定する際、記憶された過去のパスワードに⼀致す
ると使⽤が許可されません。値の範囲: 1〜5、ま
たは 0。

「複雑なパスワード」を選択すると、追加で次のフィールドが表⽰されます。

設定/フィールド 説明

最⼩⽂字数 パスワードの最⼩⽂字数。

⼩⽂字の最⼩数 パスワードの⼩⽂字の最⼩数。

⼤⽂字の最⼩数 パスワードの⼤⽂字の最⼩数。

英数字以外の⽂字の最⼩数 パスワードの英数字以外の⽂字 (例: &、! など)
の最⼩数。

数字の最⼩数 パスワードに含める必要がある数字の最⼩数。

記号の最⼩数 パスワードの記号 (例: !"§$%&/()=,.-;:_@<>
など) の最⼩数。

⽣体認証

設定/フィールド 説明

指紋認証を許可する デバイスで対応している場合、ユーザーは、指紋認証を
使⽤して Knox コンテナのロックを解除できます。

虹彩認証を許可する デバイスで対応している場合、ユーザーは、虹彩認証を
使⽤して Knox コンテナのロックを解除できます。
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設定/フィールド 説明

顔認証を許可する デバイスで対応している場合、ユーザーは、顔認証を使
⽤して Knox コンテナのロックを解除できます。

15.17.2 制限の設定 (Knox コンテナのプロファイル)
制限の設定では、Samsung デバイスの Knox コンテナ⽤の制限オプションやそれに関連するオプ
ションを設定します。

設定/フィールド 説明

画⾯の取り込みを許可 ユーザーは、Samsung Knox コンテナ内のアプリの画
⾯を取り込むことができます。

カメラを許可する Samsung Knox コンテナ内のアプリは、カメラにアク
セスできます。

クリップボードを許可する ユーザーはクリップボードにあらゆるコンテンツをコ
ピーできます。

「リストの共有」を許可する ⼀部のアプリで使⽤される、「リストの共有」機能が有
効化されます。

マイクを許可する Samsung Knox コンテナ内のアプリは、マイクにアク
セスできます。

セキュリティ機能付きキーパッドの使⽤を
強制する

ユーザーは、セキュリティ機能付きのキーパッドを使⽤
することが必要になります。

新しいメールアカウントの追加を許可する ユーザーは、Sophos Mobile プロファイルで設定済み
のアカウント以外に、メールアカウントを追加できま
す。

データのエクスポートを許可する 個⼈アプリが Samsung Knox コンテナ内のデータにア
クセスできます。

コンテナへのファイルのコピーを許可する 個⼈ファイルを Samsung Knox コンテナにコピーまた
は移動できます。

Bluetooth を許可する Samsung Knox コンテナ内のアプリは、Bluetooth 接
続を使⽤できます。

NFC を許可する Samsung Knox コンテナ内のアプリは、NFC (Near
Field Communication) を使⽤できます。

多要素認証を強制する Samsung Knox コンテナのロックを解除するには、た
とえばパスワードと指紋認証など、複数の認証⽅式を使
⽤する必要があります。
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設定/フィールド 説明

許可するアプリ/禁⽌するアプリ 「許可するアプリ」または「禁⽌するアプリ」のいず
れかを設定できます。必要なオプションを 1つ⽬のド
ロップダウンリストから選択し、2つ⽬のドロップダウ
ンリストから、許可する/禁⽌するアプリを含むアプリ
グループを選択します。
Sophos Mobile サーバーによってインストールされた
アプリは、この制限の対象になりません。
アプリグループを作成する⽅法の詳細は、アプリグルー
プ (p. 279)を参照してください。

15.17.3 Exchange アカウントの設定 (Knox コンテナのプロ
ファイル)
Exchange アカウントの設定では、Microsoft Exchange Server のメールサーバーとの接続を設定
します。このような設定は、Samsung Knox コンテナに適⽤されます。

設定/フィールド 説明

アカウント名 アカウント名。

Exchange サーバー Exchange サーバーのアドレス。

注
Sophos Mobile EAS プロキシを使⽤している
場合は、EAS プロキシサーバーの URL を⼊
⼒してください。

ドメイン このアカウントのドメイン。

ユーザー このアカウントのユーザー。
%_USERNAME_% という変数を⼊⼒すると、
サーバーによって実際のユーザー名に変換されま
す。

メールアドレス アカウントのメールアドレス。
%_EMAILADDRESS_% という変数を⼊⼒する
と、サーバーによって実際のメールアドレスに変
換されます。

送信者 このアカウントの送信者名。
%_EMAILADDRESS_% という変数を⼊⼒する
と、サーバーによって実際のメールアドレスに変
換されます。
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設定/フィールド 説明

パスワード このアカウントのパスワード。
このフィールドを空⽩のままにすると、ユーザー
は⾃分のデバイスでパスワードを⼊⼒する必要が
あります。

同期期間 過去のメールを同期する期間。
指定した期間内に受信したメールのみが管理対象
デバイスに同期されます。

同期の頻度 メールを同期する操作の頻度。

SSL/TLS Exchange サーバーとの接続が SSL または TLS
(サーバーの対応状況に依存) で保護されます。
このチェックボックスは選択することを推奨しま
す。

デフォルトのアカウント このアカウントをデフォルトのメールアカウント
として使⽤します。

すべての証明書を許可する メールサーバーからの配信プロセスで、すべての
証明書を許可します。

メールの転送を許可する メールの転送を許可します。

HTML 形式の使⽤を許可する HTML 形式のメールの使⽤を許可します。

添付ファイルの最⼤サイズ (MB) 各メールメッセージの最⼤サイズ
(1MB、3MB、5MB、10MB、または無制限)。

同期するコンテンツの種類 同期の対象にするコンテンツの種類。

15.18 Android Things ポリシーの設定
Android Things ポリシーでは、Android Things デバイス⽤のさまざまなオプションを設定します。
対応しているのは、現在 Wi-Fi 設定のみです。
Android Things ポリシーを作成する⽅法の詳細は、プロファイルやポリシーの作成 (p. 81)を参照
してください。

15.18.1 Wi-Fi の設定 (Android Things ポリシー)
Wi-Fi の設定は、Wi-Fi ネットワークに接続するための設定を指定します。

設定/フィールド 説明

SSID Wi-Fi ネットワークの ID。
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設定/フィールド 説明

セキュリティタイプ Wi-Fi ネットワークのセキュリティの種類:
• なし
• WEP
• WPA/WPA2
「WEP」または「WPA/WPA2」を選択する
と、「パスワード」フィールドが表⽰されます。
適切なパスワードを⼊⼒します。

15.19 iOS デバイスのプロファイルの設定
iOS デバイスのプロファイルでは、パスワードポリシー、制限、Wi-Fi 設定など、iOS デバイス⽤の
さまざまなオプションを設定します。
デバイスのプロファイルを作成する⽅法の詳細は、プロファイルやポリシーの作成 (p. 81)を参照
してください。

15.19.1 パスワードポリシーの設定 (iOS デバイスのプロファ
イル)
「パスワードポリシー」の設定では、デバイスのパスワードの要件を定義します。

注
「パスワードポリシー」の設定がデバイスに適⽤されると、60分間の猶予期間が開始します。猶
予期間以内にユーザーがホーム画⾯に戻ると、ポリシーに準拠するように、パスワードの変更が
求められます。猶予期間を過ぎると、ユーザーは、デバイス上のアプリを開始することができな
くなります (社内向けアプリを含む)。

設定/フィールド 説明

単純な値を許可 ユーザーはパスワードに連続した⽂字や繰
り返し⽂字を使⽤することができます (例:
「1111」、「abcde」など)。

英数字の値が必要 パスワードに 1つ以上の英数字を含める必要が
あります。

パスワードの最⼩⽂字数 パスワードの最⼩⽂字数を指定します。

記号の最⼩数 パスワードの英数字以外の⽂字 (例: &、! など)
の最⼩数を指定します。

パスワードの最⼤有効⽇数 ユーザーは、ここで指定した有効期間内にパス
ワードの変更をする必要があります。値の範囲:
0 (パスワードの変更不要) 〜 730⽇。
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設定/フィールド 説明

最⼤⾃動ロック時間 (分数) このフィールドでは、ユーザーがデバイスで設
定できる値の上限を指定します。ここで指定し
た時間 (分数) が経過すると、デバイスは⾃動的
にロックされます。

パスワード履歴 このフィールドでは、過去のパスワードを記憶
し、新しいパスワードと⽐較する回数を指定し
ます。ユーザーが新しいパスワードを指定する
際、記憶された過去のパスワードに⼀致すると
使⽤が許可されません。値の範囲: 1〜50、また
は 0 (パスワードの履歴なし)。

デバイスロックの最⼤猶予期間 このフィールドでは、ユーザーがデバイスで設
定できる値の上限を指定します。ここで指定
した時間内の場合、パスワードを⼊⼒せずに、
ロックされているデバイスをロック解除できま
す。「なし」を選択すると、ユーザーは選択可
能な時間からどの値でも選択することができま
す。「即時」を選択すると、デバイスをロック
解除するには、ユーザーは常にパスワードを⼊
⼒する必要があります。

デバイスがワイプされるまでの試⾏回数 このフィールドでは、パスワードの⼊⼒を失敗
できる回数を指定します。この回数を超えると
デバイスがワイプされます。6回失敗すると、
再度⼊⼒できるまでに⼀定時間の待機が必要で
す。以後、1回失敗するごとに、再⼊⼒できるま
での待機時間が⻑くなります。最後の⼊⼒に失
敗すると、すべてのデータおよび設定がデバイ
スから完全に削除されます。再⼊⼒できるまで
の待機時間が発⽣するのは、6回⼊⼒に失敗した
後からです。この回数を「6」以下に指定した場
合は、待機時間は発⽣せず、指定回数の⼊⼒に
失敗した後にデバイスがワイプされます。

15.19.2 制限の設定 (iOS デバイスのプロファイル)
制限の設定では、デバイスの制限を設定します。

注
オプションのなかには、特定の iOS バージョンまたは監視対象デバイスのみで使⽤できるものも
あります。そのようなオプションは、Sophos Mobile Adminに⻘いマークで表⽰されます。
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デバイス

設定/フィールド 説明

アプリのインストールを許可 チェックボックスの選択を解除すると、App Store
は使⽤できなくなり、App Store のアイコンは
ホーム画⾯から削除されます。ユーザーは、App
Store、iTunes、または Apple Configurator で、アプ
リのインストールやアップデートができなくなります。

デバイス UI からのアプリのインストール
を許可

チェックボックスの選択を解除すると、App Store は
使⽤できなくなり、App Store のアイコンはホーム
画⾯から削除されます。なお、ユーザーは、引き続き
iTunes や Apple Configurator からアプリのインス
トールやアップデートを実⾏できます。

カメラの使⽤を許可 チェックボックスの選択を解除すると、カメラが使
⽤できなくなり、カメラのアイコンがホーム画⾯に
表⽰されなくなります。ユーザーは写真撮影、動画撮
影、FaceTime の使⽤ができなくなります。

FaceTime を許可 ユーザーは FaceTime によるビデオ通話を発信または
受信できます。

画⾯の取り込みを許可 ユーザーは画⾯のスクリーンショットを撮ることができ
ます。

ローミング中の⾃動同期を許可 チェックボックスの選択を解除すると、ローミング中の
デバイスは、ユーザーがアカウントにアクセスしたとき
のみ同期を⾏います。

Siri を許可 チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーは
Siri、⾳声コマンド、および⾳声⼊⼒機能を使⽤できな
くなります。

デバイスのロック中に Siri を許可 チェックボックスの選択を解除すると、Siri を使⽤する
前に、まずパスワードを⼊⼒して、デバイスのロックを
解除する必要があります。

Siri による Web コンテンツのクエリーを
許可

チェックボックスの選択を解除すると、Siri は Web で
コンテンツを検索できなくなります。

強制的に Siri の不適切な⾔葉を制限 チェックボックスの選択を解除すると、Siri の不適切な
⾔葉を制限するフィルタが強制適⽤されなくなります。
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設定/フィールド 説明

デバイスのロック時に⾳声ダイヤルを許可 チェックボックスの選択を解除すると、デバイスがパス
ワードでロックされている場合、ユーザーは⾳声コマン
ドを使って電話をかけることができなくなります。

注
ユーザーがデバイスのパスワードを設定していない
場合、⾳声ダイヤルは常に許可されます。

デバイスのロック中に Passbook の使⽤
を許可

デバイスのロック時に Passbook の通知が表⽰されま
す。

アプリ内購⼊を許可 ユーザーは、アプリ内で購⼊できます。

全購⼊項⽬の iTunes Store パスワード
の⼊⼒をユーザーに強制

ユーザーは購⼊時に必ず Apple ID ⽤のパスワードを⼊
⼒する必要があります。
チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーは、し
ばらくの間 (猶予期間内) はパスワードを⼊⼒せずに次
の購⼊ができます。

マルチプレーヤーゲームを許可 ユーザーは Game Center でマルチプレーヤーゲームに
参加できます。

Game Center を許可 チェックボックスの選択を解除すると、Game Center
が使⽤できなくなります。

Game Center に友達の追加を許可 ユーザーは Game Center で友達を追加できます。

「友達を探す」の変更を許可 チェックボックスの選択を解除すると、「友達を探す」
アプリを変更できなくなります。

ホストペアリングを許可 チェックボックスの選択を解除すると、監視ホスト以外
とのホストペアリングができなくなります。監視ホスト
の証明書が設定されていない場合、すべてのペアリング
ができなくなります。

Apple Watch とのペアリングを許可 チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーはデバ
イスを Apple Watch とペアリングできなくなります。
既に登録されている Apple Watch のペアリングは解除
されます。

AirDrop を許可 AirDrop とコンテンツを共有できます。

画⾯ロック後もコントロールセンターを許
可

チェックボックスの選択を解除すると、画⾯ロック時に
コントロールセンターが使⽤できなくなります。

画⾯ロック後も通知センターを許可 チェックボックスの選択を解除すると、画⾯ロック時に
通知センターが使⽤できなくなります。

画⾯ロック後も「今⽇」表⽰を許可 チェックボックスの選択を解除すると、画⾯ロック時に
「今⽇」表⽰が使⽤できなくなります。
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設定/フィールド 説明

News を許可 News アプリを使⽤できます。

OTA の PKI アップデートを許可 無線の PKI アップデートを実⾏できます。

iBookstore を許可 ユーザーは iBookstore で本を購⼊できます。

iBookstore のアダルト向けコンテンツを
許可

チェックボックスの選択を解除すると、iBookstore で
アダルト向けコンテンツを購⼊できなくなります。

構成プロファイルのインストールをユー
ザーに許可

ユーザーは構成プロファイルをインストールできます。

iMessage を許可 ユーザーは iMessage を使⽤して SMS メッセージを送
受信できます。

アプリの削除を許可 ユーザーはデバイスからアプリを削除できます。

すべてのコンテンツと設定の消去を許可 チェックボックスの選択を解除すると、リセット画⾯に
ある「すべてのコンテンツと設定を消去」オプションを
使⽤できなくなります。

Spotlightでインターネット検索結果を許
可

チェックボックスの選択を解除すると、Spotlightでイ
ンターネット検索結果が表⽰されなくなります。

制限オプションの有効化を許可 チェックボックスの選択を解除すると、機能制限画⾯に
ある「機能制限を設定」オプションを使⽤できなくなり
ます。

ハンドオフを許可 ユーザーは Apple の連係機能「Handoff」を使うこと
ができます。Handoff を使⽤すると、ユーザーは、ある
デバイスでドキュメントやメール、メッセージを書き始
め、別のデバイスで続きを書くことができます。

デバイス名の変更を許可 ユーザーはデバイス名を変更できます。

壁紙の変更を許可 ユーザーは壁紙を変更できます。

キーボードショートカットを許可 ユーザーはキーボードショートカットを使⽤できます。

キーボードの⾳声⼊⼒を許可 ユーザーは、キーボード設定で⾳声⼊⼒を有効化できま
す。

アプリの⾃動ダウンロードを許可 チェックボックスの選択を解除すると、別のデバイスで
購⼊したアプリを⾃動ダウンロードできなくなります。
なお、既存のアプリの更新は無効化されません。

Apple Music を許可 ユーザーは Apple Music ライブラリにアクセスできま
す。

Apple Music Radio を許可 ユーザーは Apple Music Radio にアクセスできます。

Bluetooth の設定の変更を許可 ユーザーは Bluetooth の設定を変更できます。
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企業データ

設定/フィールド 説明

管理対象アプリ/アカウント内のみでド
キュメントの共有を許可

これによって、Sophos Mobile 管理対象のアプリやア
カウント (例: 会社のメールアカウントなど) のみでド
キュメントを開くことができるようになります。
ユーザーのデバイスに Sophos Mobile で管理されてい
るメールアカウントやアプリがある場合、管理対象メー
ルアカウントから送信された添付ファイルは、管理対象
アプリのみで開くことができます。
このようにして、管理対象外のアプリで会社のドキュメ
ントが開かれることを防⽌できます。

管理対象外のアプリ/アカウント内のみで
ドキュメントの共有を許可

これを有効にすると、Sophos Mobile で管理されてい
ないアプリやアカウント (例: 個⼈⽤メールアカウント
など) のみでドキュメントを開くことができるようにな
ります。
ユーザーのデバイスに Sophos Mobile で管理されてい
ないメールアカウントやアプリがある場合、管理下にな
いメールアカウントから送信された添付ファイルは、管
理下にないアプリのみで開くことができます。
このようにして、管理対象外アプリで個⼈のドキュメン
トが開かれることを防⽌できます。

AirDrop の⽂書ファイルを強制的に管理
下にない⽂書ファイルとして使⽤

AirDrop の⽂書ファイルは、管理下にない⽂書ファイル
として処理されます。

管理対象アプリと iCloud の同期を許可 管理対象アプリは iCloud 同期を使⽤できます。

エンタープライズブックのバックアップを
許可

エンタープライズブックはバックアップされます。

エンタープライズブックのメモとハイライ
トの同期を許可

エンタープライズブックのメモとハイライトは同期され
ます。

アプリケーション

設定/フィールド 説明

iTunes Store の使⽤を許可 チェックボックスの選択を解除すると、iTunes Store
は使⽤できなくなり、iTunes Store のアイコンはホー
ム画⾯から削除されます。ユーザーはコンテンツのプレ
ビュー、購⼊、またはダウンロードができなくなりま
す。
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設定/フィールド 説明

Safari の使⽤を許可 チェックボックスの選択を解除すると、Safari の Web
ブラウザは使⽤できなくなり、Safari の Web ブラウザ
のアイコンはホーム画⾯から削除されます。また、ユー
ザーは Web クリップを開くこともできなくなります。

オートフィルを有効化 チェックボックスの選択を解除すると、Safari の Web
フォームで過去に⼊⼒した内容が⾃動⼊⼒されなくなり
ます。

強制的に詐欺を警告 フィッシング Web サイトの疑いのあるサイトをユー
ザーが閲覧すると警告を表⽰する、Safari のセキュリ
ティ設定オプションは、常に有効化されています。

ポップアップを開かない Safari のポップアップブロックを使⽤します。

ブラウザの JavaScript を許可 Web サイトはデバイスで JavaScript コードを実⾏でき
ます。

クッキーの許可 このフィールドでは、Safari がクッキーを受け⼊れるか
どうかを指定します。
クッキーを許可する際、現在の Web サイトのみ、過去
に閲覧した Web サイト、またはすべての Web サイト
のクッキーを許可することを指定できます。

モバイルデータ通信の使⽤をアプリごとに
許可

ユーザーは、モバイルデータ通信の使⽤をアプリごとに
変更できます。

許可するアプリ/禁⽌するアプリ 「許可するアプリ」または「禁⽌するアプリ」のいず
れかを指定できます。必要なオプションを 1つ⽬のド
ロップダウンリストから選択し、2つ⽬のドロップダウ
ンリストから、許可する/禁⽌するアプリを含むアプリ
グループを選択します。アプリグループを作成する⽅法
の詳細は、アプリグループ (p. 279)を参照してくださ
い。

iCloud

設定/フィールド 説明

バックアップを許可 ユーザーはデバイスを iCloud にバックアップできま
す。

ドキュメントの同期を許可 ユーザーは⽂書ファイルとアプリの設定データを
iCloud に保存できます。
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設定/フィールド 説明

フォトストリームを許可 ユーザーは「マイフォトストリーム」に写真をアップ
ロードできます。

注
チェックボックスの選択を外して「マイフォトスト
リーム」へのアップロードを禁⽌すると、既に「マ
イフォトストリーム」で共有している写真がすべて
のデバイスから削除されます。写真の複製を保存し
ていない場合、写真は削除されます。

iCloud フォトライブラリを許可 ユーザーは「iCloud フォトライブラリ」を使⽤できま
す。

共有フォトストリームを許可 ユーザーは他の⼈を招待して、お互いのフォトストリー
ムを共有できます。

iCloud キーチェーンの同期を許可 ユーザーは、「iCloud キーチェーン」を使⽤し
て、iPhone、iPad、Mac のパスワードを同期できま
す。
チェックボックスの選択を解除すると、「iCloud キー
チェーン」のデータはローカルデバイスにのみ保存され
ます。

セキュリティとプライバシー

設定/フィールド 説明

Apple への診断データの送信を許可 チェックボックスの選択を解除すると、iOS の診断情報
は Apple へ送信されません。

信頼されていない TLS 証明書をユーザー
が受け⼊れることを許可

チェックボックスの選択を解除すると、検証できない証
明書を信頼するかを確認するダイアログが表⽰されなく
なります。
この設定は Safari、メール、連絡先、およびカレンダー
のアカウントに適⽤されます。

企業アプリを信頼 企業アプリを信頼します。

パスワードの変更を許可 ユーザーは、デバイスのパスワードを追加/変更/削除で
きます。

アカウントの変更を許可 チェックボックスの選択を解除すると、ユーザーはアカ
ウントを変更できなくなります。「アカウント」は利⽤
できません。
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設定/フィールド 説明

Touch ID を使⽤したデバイスのロック解
除を許可

チェックボックスの選択を解除すると、Touch ID を使
⽤してデバイスをロック解除できなくなります。

強制的に追跡型広告を制限 追跡型広告表⽰のためにアプリが使⽤する、匿名のユー
ザーデータは提供されなくなります。

強制的に暗号化バックアップ iTunes でユーザーはバックアップを暗号化する必要が
あります。

設定済み Wi-Fi ネットワークを使⽤ デバイスは、Sophos Mobile プロファイルで設定済み
の Wi-Fi ネットワークのみに接続できます。

コンテンツレーティング

設定/フィールド 説明

不適切な内容の⾳楽、ポッドキャストを許
可

チェックボックスの選択を解除すると、不適切な内容の
⾳楽や動画コンテンツは iTunes Store に表⽰されなく
なります。不適切なコンテンツが iTunes Store を通じ
て販売されるときに、 レコード会社などのコンテンツ
プロバイダーによってコンテンツにフラグが付けられま
す。

15.19.3 ローミング/インターネット共有の設定 (iOS デバイス
のプロファイル)
ローミング/インターネット共有の設定では、ローミングおよびインターネット共有を設定します。

注
ユーザーは、ここでの設定を、⾃分のデバイスでいつでも変更できます。

設定/フィールド 説明

⾳声通話ローミングの有効化 ⾳声ローミングを利⽤できます。

データローミングの有効化 データローミングを利⽤できます。

インターネット共有の有効化 ユーザーは、インターネット共有を実⾏するため
に、デバイスを設定できます。

158 Copyright © 2018 Sophos Limited



Sophos Mobile on Premise

15.19.4 Exchange アカウントの設定 (iOS デバイスのプロ
ファイル)
Exchange アカウントの設定では、Microsoft Exchange Server のメールサーバーとの接続を設定
します。

設定/フィールド 説明

アカウント名 アカウント名。

Exchange サーバー Exchange サーバーのアドレス。

注
Sophos Mobile EAS プロキシを使⽤している
場合は、EAS プロキシサーバーの URL を⼊
⼒してください。

ドメイン このアカウントのドメイン。

ユーザー このアカウントのユーザー。
%_USERNAME_% という変数を⼊⼒すると、
サーバーによって実際のユーザー名に変換されま
す。

メールアドレス アカウントのメールアドレス。
%_EMAILADDRESS_% という変数を⼊⼒する
と、サーバーによって実際のメールアドレスに変
換されます。

パスワード このアカウントのパスワード。
このフィールドを空⽩のままにすると、ユーザー
は⾃分のデバイスでパスワードを⼊⼒する必要が
あります。

同期期間 過去のメールを同期する期間。
指定した期間内に受信したメールのみが管理対象
デバイスに同期されます。

SSL/TLS Exchange サーバーとの接続が SSL または TLS
(サーバーの対応状況に依存) で保護されます。
このチェックボックスは選択することを推奨しま
す。

移動を許可 ユーザーは、このアカウントから別のアカウント
にメールを移動できます。また、このアカウント
からメッセージの返信や転送をする際、他のアカ
ウントを使⽤することもできます。
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最近使⽤したアドレスの同期を許可 最近使⽤したアドレスを、iCloud を使⽤する他の
デバイスと同期します。

メールのみで使⽤ このアカウントはメールアプリからメッセージを
送信することのみに使⽤されます。写真アプリや
Safari など他のアプリで作成されたメッセージ
の送信アカウントとして選択することはできませ
ん。

固有名証明書 Exchange サーバーに接続するための固有名証明
書を選択します。
⼀覧には、このプロファイルの「クライアント証
明書」の設定にある証明書すべてが表⽰されま
す。

S/MIME を有効にする S/MIME 暗号化をサポートします。

署名証明書
暗号化証明書

メールの証明と暗号化にそれぞれ使⽤される証明
書。
証明書を選択するには、まず、このプロファイ
ルの「クライアント証明書」の設定で、証明書を
アップロードする必要があります。

暗号化していないメールの送信をユーザーに許
可する

ユーザーは、送信メールごとに、暗号化するかど
うかを選択できます。

15.19.5 Wi-Fi の設定 (iOS デバイスのプロファイル)
Wi-Fi の設定は、Wi-Fi ネットワークに接続するための設定を指定します。

設定/フィールド 説明

SSID Wi-Fi ネットワークの ID。

⾃動接続 対象ネットワークに⾃動接続します。

⾮公開ネットワーク 対象ネットワークが、⾮公開または⾮表⽰の場合、こ
れを選択します。

160 Copyright © 2018 Sophos Limited



Sophos Mobile on Premise

設定/フィールド 説明

セキュリティの種類 Wi-Fi ネットワークのセキュリティの種類:
• なし
• WEP (パーソナル)
• WPA/WPA2 (パーソナル)
• 任意 (パーソナル)
• WEP (エンタープライズ)
• WPA/WPA2 (エンタープライズ)
• 任意 (エンタープライズ)
名前に「パーソナル」を含むセキュリティの種類を
選択すると、「パスワード」フィールドが表⽰されま
す。適切なパスワードを⼊⼒します。
名前に「エンタープライズ」を含むセキュリティの
種類を選択すると、「プロトコル」、「認証」、「信
頼」というタブが表⽰されます。
「プロトコル」タブで、次の値を設定します。
• 「受け⼊れた EAP の種類」で、認証に使⽤する EAP

⽅法を指定します。このタブで指定した⽅法に応じ
て、このタブにある「内部識別⼦」フィールド内の値
が選択可能になります。

• 「EAP-FAST」で、EAP-FAST Protected Access
Credential (PAC) を設定します。

「認証」タブで、クライアントの認証を設定します。
• 「ユーザー名」フィールドで、Wi-Fi ネットワークへ接

続するためのユーザー名を⼊⼒します。
• 接続するたびにパスワードの⼊⼒を求め、認証を⾏っ

た後に転送するには、「接続ごとにパスワードを要
求」を選択します。

• 「パスワード」フィールドに、適切なパスワードを⼊
⼒します。

• 「固有名証明書」リストから、Wi-Fi ネットワークへ接
続するための証明書を選択します。

注
使⽤する証明書は、「クライアント証明書」の設
定で指定する必要があります。

• 「外部 ID」フィールドで、外部に公開されている ID
(TTLS、PEAP または EAP-FAST ⽤) を⼊⼒します。

「信頼」タブで、サーバーの認証を設定します。
⼀覧から信頼する証明書を選択します。

注
証明書は、「ルート証明書」の構成で指定する必
要があります。
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プロキシ このリストから、Wi-Fi 接続⽤のプロキシ設定を選択
します。
• なし
• ⼿動
• ⾃動
「⼿動」を選択すると、「サーバーおよびポート」、
「認証」および「パスワード」フィールドが表⽰され
ます。適切なプロキシ情報を⼊⼒します。「⾃動」を
選択すると、「プロキシサーバーの URL」フィール
ドが表⽰されます。プロキシサーバーの URL を⼊⼒
します。

15.19.6 VPN 設定 (iOS デバイスのプロファイル)
VPN 設定では、ネットワーク接続の VPN を設定します。

設定/フィールド 説明

接続名 デバイスに表⽰される接続名。

接続のタイプ VPN 接続の種類:
• Cisco AnyConnect
• Cisco Legacy AnyConnect
• IPsec (Cisco)
• F5
• Check Point
• カスタム SSL/TLS
ここで選択する接続のタイプに応じて、「VPN」
ページで表⽰される⼊⼒フィールドが異なりま
す。

識別⼦ (リバース DNS フォーマット) リバース DNS フォーマットの識別⼦。

サーバー サーバーのホスト名や IP アドレス。

アカウント 接続を認証するためのユーザーアカウント。

サードパーティの設定 ベンダーが指定したカスタム接続のプロパティが
ある場合は、このフィールドに⼊⼒します。
プロパティを⼊⼒するには、「追加」をクリック
した後、ダイアログボックスで、「キー」および
プロパティの「値」を⼊⼒します。

すべてのトラフィックを VPN 接続経由で送信 すべてのトラフィックは、VPN 接続経由で送信さ
れます。
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設定/フィールド 説明

グループ 接続の認証に必要となる可能性のあるグループ。

ユーザー認証 接続に使⽤するユーザー認証の種類:
• パスワード

このオプションを選択すると、「ユーザー
認証」フィールドの下に、「パスワード」
フィールドが表⽰されます。認証⽤パスワー
ドを⼊⼒します。

• 証明書

このオプションを選択すると、「ユーザー認
証」フィールドの下に、「証明書」フィール
ドが表⽰されます。証明書を選択します。

コンピューター認証 コンピューター認証の種類:
• 共有シークレット/グループ名

このオプションを選択すると 「コンピュー
ター認証」フィールドの下に、「グループ
名」、「 共有シークレット」、「ハイブリッ
ド認証を使⽤」および「パスワードの⼊⼒を
要求」フィールドが表⽰されます。「グルー
プ名」および「共有シークレット」フィー
ルドに適切な認証情報を⼊⼒します。必要に
応じて「ハイブリッド認証を使⽤」や「パス
ワードの⼊⼒を要求」を選択します。

• 証明書

このオプションを選択すると、 「コンピュー
ター認証」フィールドの下に、「証明書」
および「ユーザー PIN を含む」が表⽰され
ます。「証明書」リストから、適切な証明
書を選択します。「コンピューター認証」で
ユーザー PIN を要求する場合は、「ユーザー
PIN を含む」を選択します。
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プロキシ 接続⽤のプロキシ設定:
• なし
• ⼿動

このオプションを選択すると、「サーバーお
よびポート」、「認証」および「パスワー
ド」フィールドが表⽰されます。「サーバー
およびポート」フィールドに、プロキシサー
バーの有効なアドレスとポート番号を⼊⼒し
ます。「認証」フィールドで、プロキシサー
バーに接続するためのユーザー名を⼊⼒しま
す。「パスワード」フィールドに、プロキシ
サーバーに接続するためのパスワードを⼊⼒
します。

• ⾃動

このオプションを選択すると、「プロキシ
サーバーの URL」フィールドが表⽰されま
す。プロキシ設定を取得するサーバーの URL
を⼊⼒します。

プロバイダのタイプ VPN 接続の種類。
• アプリプロキシ: ネットワークトラフィック

は、アプリケーション層で VPN トンネルを
通って送信されます。

• パケットトンネル: ネットワークトラフィッ
クは、ネットワーク層で VPN トンネルを
通って送信されます。

15.19.7 アプリごとの VPN の設定 (iOS デバイスのプロファ
イル)
VPN 設定では、アプリごとに VPN を設定します。
アプリが起動すると、⾃動的に VPN に接続するように設定できます。これによって、たとえば、管
理対象アプリによって送信されるデータが、必ず VPN を経由するようにできます。
アプリごとの VPN を設定後、アプリの「パッケージの編集」ページで設定を選択できます。詳細
は、「アプリごとの VPN」と設定を iOS アプリで設定する⽅法 (p. 278)を参照してください。

設定/フィールド 説明

接続名 デバイスに表⽰される接続名。
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接続のタイプ VPN 接続の種類:
• Cisco AnyConnect
• Cisco Legacy AnyConnect
• F5
• Check Point
• カスタム SSL/TLS
ここで選択する接続のタイプに応じて、
「VPN」ページで表⽰される⼊⼒フィールドが
異なります。

識別⼦ (リバース DNS フォーマット) リバース DNS フォーマットの識別⼦。

サーバー サーバーのホスト名や IP アドレス。

アカウント 接続を認証するためのユーザーアカウント。

サードパーティの設定 ベンダーが指定したカスタム接続のプロパティが
ある場合は、このフィールドに⼊⼒します。
プロパティを⼊⼒するには、「追加」をクリック
した後、ダイアログボックスで、「キー」および
プロパティの「値」を⼊⼒します。

すべてのトラフィックを VPN 接続経由で送信 すべてのトラフィックは、VPN 接続経由で送信
されます。

グループ 接続の認証に必要となる可能性のあるグループ。

ユーザー認証 接続に使⽤するユーザー認証の種類:
• パスワード

このオプションを選択すると、「ユーザー
認証」フィールドの下に、「パスワード」
フィールドが表⽰されます。認証⽤パスワー
ドを⼊⼒します。

• 証明書

このオプションを選択すると、「ユーザー認
証」フィールドの下に、「証明書」フィール
ドが表⽰されます。証明書を選択します。
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プロキシ 接続⽤のプロキシ設定:
• なし
• ⼿動

このオプションを選択すると、「サーバー
およびポート」、「認証」および「パスワー
ド」フィールドが表⽰されます。「サーバー
およびポート」フィールドに、プロキシサー
バーの有効なアドレスとポート番号を⼊⼒し
ます。「認証」フィールドで、プロキシサー
バーに接続するためのユーザー名を⼊⼒しま
す。「パスワード」フィールドに、プロキシ
サーバーに接続するためのパスワードを⼊⼒
します。

• ⾃動

このオプションを選択すると、「プロキシ
サーバーの URL」フィールドが表⽰されま
す。プロキシ設定を取得するサーバーの URL
を⼊⼒します。

プロバイダのタイプ VPN 接続の種類。
• アプリプロキシ: ネットワークトラフィック

は、アプリケーション層で VPN トンネルを
通って送信されます。

• パケットトンネル: ネットワークトラフィッ
クは、ネットワーク層で VPN トンネルを
通って送信されます。
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Safari ドメイン このフィールドには、ドメインの⽂字列を⼊⼒
します。複数のドメインの⽂字列を⼊⼒する場合
は、⼀⾏に 1つのドメインの⽂字列を⼊⼒してく
ださい。
ここで指定したドメインの⽂字列に⼀致するドメ
インが、Safari や他のブラウザアプリで開かれた
場合、VPN 接続が確⽴されます。
⼀致するために必要な条件は次のとおりです。
• ⽂字列の最初と最後のドットは無視されま

す。たとえば、.example.com という⽂字列
と、example.com という⽂字列によって指
定されるドメインは同じです。

• 各⽂字列は、ドメイン全体の⽂字
列に⼀致する必要があります。たと
えば、example.com という⽂字列
は、www.example.com というドメインに
⼀致しますが、www.myexample.com には
⼀致しません。

• コンポーネントが 1つの⽂字列は、
その特定のドメインのみに⼀致しま
す。たとえば、example という⽂字列
は、example というドメインに⼀致します
が、www.example.com には⼀致しませ
ん。

15.19.8 シングル サインオンの設定 (iOS デバイスのプロファ
イル)
シングル サインオンの設定では、サードパーティのアプリ⽤のシングル サインオンを設定します。

設定/フィールド 説明

名前 ⽬視可能⽂字で表記したアカウント名。

Kerberos プリンシパル名 Kerberos プリンシパル名。
値を⼊⼒しない場合、プロファイルのインストー
ル時に、ユーザーによる⼊⼒が必要になります。

領域 Kerberos 領域名。
領域名は、⼤⽂字で⼊⼒する必要があります。
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URL HTTP 経由で Kerberos 認証アカウントを使⽤す
るための URL プレフィックス。
「http://」または「https://」で開始する値でな
くてはなりません。
値の末尾が「/」でない場合は、Sophos Mobile
によって「/」が追加されます。
iOS 9.0 以降のデバイスの場合、「*」(半⾓
アスタリスク) を使⽤すると、任意の値に⼀致
します。たとえば、https://*.example.com/
は、https://www.example.com/ または
https://m.example.com/ に⼀致します。

アプリ識別⼦ アプリのバンドル ID。
完全に⼀致する値 (例: com.sophos.smsec) を
指定するか、⽂字列の末尾に「.*」を付けて (例
com.sophos.*) 先頭の値を指定する必要があり
ます。

15.19.9 シングル アプリ モードの設定 (iOS デバイスのプロ
ファイル)
シングル アプリ モードの設定では、1つのアプリ以外は利⽤できないようにデバイスを制限し、他の
アプリへの切り替えを防⽌するよう設定を⾏います。

設定/フィールド 説明

指定⽅法 シングル アプリ モードに含めるアプリの指定⽅法を選
択します。
• アプリのリスト: 選択可能な iOS アプリの⼀覧から

アプリを選択します。
• カスタム: アプリのバンドル ID を⼿動で⼊⼒しま

す。

アプリ識別⼦ シングル アプリ モードに含めるアプリ。
選択可能なアプリの⼀覧からアプリを選択するか、バン
ドル ID を⼊⼒します。

画⾯タッチの無効化 タッチ操作を使⽤できません。

画⾯回転の無効化 画⾯は回転しません。

⾳量ボタンの無効化 ⾳量ボタンを使⽤できません。

着信スイッチの無効化 着信スイッチを使⽤できません。

スリープ/スリープ解除ボタンの無効化 スリープ解除ボタンを使⽤できません。
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⾃動ロックの無効化 ⼀定の待機時間後、デバイスをスリープ状態にする⾃動
ロック機能を使⽤できません。

VoiceOver の有効化 VoiceOver を使⽤できます。

拡⼤表⽰の有効化 拡⼤表⽰を使⽤できます。

⾊の反転の有効化 ⾊の反転を使⽤できます。

AssistiveTouch の有効化 AssistiveTouch を使⽤できます。

選択項⽬の読み上げの有効化 選択項⽬の読み上げを使⽤できます。

モノラルオーディオの有効化 モノラルオーディオを使⽤できます。

VoiceOver VoiceOver を調整できます。

拡⼤表⽰ 拡⼤表⽰を調整できます。

⾊を反転 ⾊の反転を調整できます。

AssistiveTouch AssistiveTouch を調整できます。

15.19.10 Web クリップの設定 (iOS デバイスのプロファイル)
Web クリップの設定では、ユーザーのデバイスのホーム画⾯に追加する Web クリックを設定できま
す。Web クリップを使⽤すると、よく使⽤する Web ページに簡単にアクセスすることができます。
また、サポートの電話番号を含む Web クリップを追加して、迅速にヘルプデスクにダイヤルできる
ようにすることもできます。

設定/フィールド 説明

説明 Web クリップの説明。

URL Web クリップの Web アドレス。

削除を許可 チェックボックスの選択を解除すると、ユーザー
は Web クリップを削除できなくなります。Web
クリップをインストールしたプロファイルを削除
しない限り、ユーザーはその Web クリップをデ
バイスから削除できません。

フルスクリーン Web クリップが、デバイスでフルスクリーン表
⽰されます。フルスクリーン表⽰された Web ク
リップは、Web アプリとして URL を開きます。
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アイコン Web クリップのアイコンとして使⽤する画像を
選択します。PNG、GIF または JPEG 形式の画
像 (最⼤ファイルサイズ: 1MB) を指定してくだ
さい。
画像は正⽅形にトリミングされ、画像の解像度に
合わせるために拡⼤・縮⼩されます。正しく表⽰
するには、サイズが 180ピクセル x 180ピクセ
ルの画像を使⽤することを推奨します。

注
Web ページの HTML コードでファビコンが定
義されている場合、そのファビコンが、Web ク
リップのアイコンとしてデバイスで表⽰される場
合があります。これは、その Web ページのコー
ドでのファビコンの設定⽅法に依存し、⼀部の
Web ページのみで発⽣します。

15.19.11 壁紙の設定 (iOS デバイスのプロファイル)
壁紙 の設定では、iOS デバイスの画⾯ロックやホーム画⾯の背景画像を定義します。

設定/フィールド 説明

適⽤先 画像を画⾯ロック、ホーム画⾯、または両⽅に使⽤するかを選択
します。

画像 壁紙として使⽤する、PNG または JPEG 形式の画像 (最⼤ファイ
ルサイズ: 5MB) を選択します。
iOS では、必要に応じて、画像がトリミング、拡⼤・縮⼩されま
す。正しく表⽰するには、次の画像サイズ (ピクセル) を使⽤する
ようにしてください。
• 640 × 1136 (iPhone 5)
• 750 × 1334 (iPhone 6/7)
• 1242 × 2208 (iPhone 6/7 Plus)
• 1536 × 2048 (iPad、iPad mini、iPad Air)
• 2048 × 2732 (iPad Pro)

注
ユーザーは壁紙をいつでも変更できます。
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15.19.12 アクセスポイント名の設定 (iOS デバイスのプロファ
イル)
アクセスポイント名の設定では、iOS デバイス⽤のアクセスポイント名 (APN) に関する詳細を設定し
ます。APN の設定によって、デバイスがモバイルネットワークに接続する⽅法が指定されます。

注
アクセスポイント名の設定は推奨されません。代わりに、Cellular 設定を使⽤してください。詳
細は、Cellular 設定 (iOS デバイスのプロファイル) (p. 176)を参照してください。

重要
ここでの設定に誤りがあると、デバイスは携帯ネットワークを使⽤してデータにアクセスできま
せん。誤った設定を元に戻すには、プロファイルをデバイスから削除する必要があります。

設定/フィールド 説明

APN キャリアと GPRS 接続を開始する際に、デバイ
スが使⽤する APN。
これは、キャリアによって許可されれている
APN に⼀致する必要があります。無効な値を⼊
⼒すると、接続を確⽴できません。

アクセスポイント・ユーザー名 アクセスポイントのユーザー名。

注
iOS は、最⼤ 32⽂字の APN ユーザー名に
対応しています。

アクセスポイント・パスワード アクセスポイントのパスワード。

注
iOS は、最⼤ 32⽂字のパスワードに対応し
ています。

プロキシサーバーとポート プロキシサーバーのアドレスとポート。
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15.19.13 Web コンテンツ フィルタの設定 (iOS デバイスのプ
ロファイル)
Web コンテンツ フィルタの設定では、ブロックする URL、およびブックマークに登録する許可する
URL を指定します。

設定/フィールド 説明

ブロックする URL このチェックボックスを選択すると、デバイス
でのアクセスを禁⽌する URL をブロックする
URL のリストとして定義できます。
「次へ」をクリックして、「Web コンテンツ
フィルタ」ページを表⽰します。このページで
は、URL を個別に追加できます。
複数の URL を⼊⼒する場合は、⼀⾏に 1つの
URL を表⽰してください。

ブックマークによる許可する URL このチェックボックスを選択すると、デバイス
の Safari ブラウザに、アクセスを許可する URL
をブックマークとして追加できます。それ以外
のサイトはすべてブロックされます。
「次へ」をクリックして、「Web コンテンツ
フィルタ」ページを表⽰します。URL をブック
マークとして追加するには、「追加」をクリッ
クします。

成⼈向けコンテンツをブロック 「Web コンテンツ フィルタ」ページでこれを
選択すると、成⼈向けコンテンツをブロックす
る Apple フィルタを有効にできます。例: 罵倒
⽤語や性的に露⾻な⽤語を含む Web ページな
ど。
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15.19.14 グローバル HTTP プロキシの設定 (iOS デバイスの
プロファイル)
グローバル HTTP プロキシの設定では、社内プロキシサーバーを設定します。

設定/フィールド 説明

グローバル HTTP プロキシ 接続⽤のプロキシ設定を選択します。
• ⼿動

このオプションを選択すると、「サーバー
およびポート」、「認証」および「パスワー
ド」フィールドが表⽰されます。「サーバー
およびポート」フィールドに、プロキシサー
バーの有効なアドレスとポート番号を⼊⼒し
ます。「認証」フィールドで、プロキシサー
バーに接続するためのユーザー名を⼊⼒しま
す。「パスワード」フィールドに、プロキシ
サーバーに接続するためのパスワードを⼊⼒
します。

• ⾃動

このオプションを選択すると、「プロキシ
サーバーの URL」フィールドが表⽰されま
す。プロキシ設定を取得するサーバーの URL
を⼊⼒します。

15.19.15 ルート証明書の設定 (iOS デバイスのプロファイル)
ルート証明書の設定では、デバイスにルート証明書をインストールします。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このプロファイルのみで有効です。他のプロファイルやポリ
シーでも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。

15.19.16 クライアント証明書の設定 (iOS デバイスのプロファ
イル)
クライアント証明書の設定では、デバイスにクライアント証明書をインストールします。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。
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注
ここでアップロードした証明書は、このプロファイルのみで有効です。他のプロファイルやポリ
シーでも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。

15.19.17 SCEP 設定 (iOS デバイスのプロファイル)
SCEP 設定では、デバイスが、SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) を使⽤して認証局
(CA) から証明書を取得するように設定します。

設定/フィールド 説明

URL 認証局 (CA) サーバーの Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したサーバー URL を参照するに
は、%_SCEPPROXYURL_% という変数を⼊⼒し
ます。

CA 名 認証局 (CA) が解釈できる名前。異なる名前を使
⽤して、複数のインスタンスを区別したりできま
す。

サブジェクト ユーザーやデバイスなど、証明書を受信するエン
ティティの名前。
ユーザーのデータやデバイスのプロパティに対し
ては、ワイルドカード⽂字を使⽤できます。
有効な X.500 名を⼊⼒する必要があります (プ
レースホルダは実際のデータで置き換えられま
す)。
例:
• ユーザーを指定するには、CN=%_USERNAME_%

と⼊⼒します。
• デバイスを指定するには、CN=%_DEVPROP(シリ

アル番号)_% と⼊⼒します。

使⽤可能なプレースホルダの詳細については、プ
ロファイルとポリシーのプレースホルダ (p.
85)を参照してください。

サブジェクト代替名のタイプ

サブジェクト代替名の値

サブジェクト代替名 (SAN) を SCEP 設定に追加す
るには、SAN のタイプを選択し、SAN の値を⼊⼒
します。SAN のタイプは次のとおりです。
• RFC 822 名: 有効なメールアドレス。
• DNS 名: CA サーバーの DNS 名。
• URI (Uniform Resource Identifier): CA サー

バーの完全修飾 URL。

AD ユーザー ログオン名 Active Directory で指定されている「ユーザーロ
グオン名」の値。これは、ユーザーのユーザープ
リンシパル名 (UPN) です。
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設定/フィールド 説明

チャレンジ SCEP サーバーからチャレンジパスワードを取得す
るための Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したチャレンジ URL を参照するに
は、%_CACHALLENGE_% という変数を⼊⼒し
ます。

再試⾏回数 サーバーが、種類が「保留」の応答を送信した後
の再試⾏回数。

次の再試⾏までの間隔 (秒) 次に再試⾏を実⾏するまでの間隔 (秒)。

鍵⻑ 発⾏済みの証明書で指定されている公開鍵のサイ
ズ。
この値が、SCEP サーバーで設定した値と⼀致する
ようにしてください。

デジタル署名として使⽤する このチェックボックスを選択すると、この公開鍵
をデジタル署名として使⽤できます。

暗号化に使⽤する このチェックボックスを選択すると、この公開鍵
をデータ暗号化で使⽤できます。

15.19.18 Duo デバイスの認証 (iOS デバイスのプロファイル)

Duo デバイスの証明書の設定では、デバイスが Duo Security SCEP サーバーに証明書を要求するた
めの設定を⾏います。この証明書がインストールされたデバイスは、iOS アプリ「Duo Mobile」に
よって信頼できるデバイスとして識別されます。
必須の設定内容は、すべての Duo Security アカウントに共通します。⾃動的に挿⼊される値は変更
しないでください。

15.19.19 管理対象ドメインの設定 (iOS デバイスのプロファイ
ル)
管理対象ドメインの設定では、iOS デバイスの管理対象ドメインを設定します。

メールドメイン
組織で管理しているメールドメインを⼊⼒します。メールアプリでは、設定されているドメインと⼀
致しないメールアドレスは、ドメイン外としてハイライト表⽰されます。

Copyright © 2018 Sophos Limited 175



Sophos Mobile on Premise

Web ドメイン
Web ドメインが管理下にある場合、特定の Web サイトから Safari でダウンロードしたファイル
は、管理対象アプリのみで開くことができます。管理対象アプリに関する詳細は、iOS ⽤の管理対象
アプリ (p. 271)を参照してください。

注
ポート番号が含まれている Web ドメインを指定した場合、そのポート番号を含むアドレスのみ
が管理の対象とみなされます。ポート番号が含まれていない場合は、標準ポート(80: HTTP ポー
ト、443: HTTPS ポート) のみが管理の対象とみなされます。

15.19.20 Cellular 設定 (iOS デバイスのプロファイル)
Cellularの設定では、iOS デバイス⽤のモバイルネットワークのオプションを設定します。

注
Cellular 設定は、アクセスポイント名の設定を既にインストール済みのデバイスにインストール
することはできません。

設定/フィールド 説明

認証 PAP
CHAP

APN キャリアと GPRS 接続を開始する際に、デバイ
スが使⽤する APN。
キャリアが許可する APN と⼀致するものでなけ
ればなりません。無効な値を⼊⼒すると、接続を
確⽴できません。

アクセスポイント・ユーザー名 アクセスポイントのユーザー名。

注
iOS は、最⼤ 32⽂字の APN ユーザー名に
対応しています。

アクセスポイント・パスワード アクセスポイントのパスワード。

注
iOS は、最⼤ 32⽂字のパスワードに対応し
ています。
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設定/フィールド 説明

プロキシサーバーとポート プロキシサーバーのアドレスとポート。

15.19.21 CalDAV の設定 (iOS デバイスのプロファイル)
CalDAV の設定では、カレンダーのデータと CalDAV サーバーの同期を設定します。これ
は、Google カレンダーを iOS デバイスと同期する際などに使⽤できます。

設定/フィールド 説明

アカウント名 デバイスで表⽰する CalDAV アカウントの表⽰名。

アカウントホストとポート CalDAV サーバーのホスト名や IP アドレス、およびポート
番号 (任意)。
たとえば、Google カレンダーの場合は次のように⼊⼒しま
す。
calendar.google.com:443

プリンシパル URL CalDAV サーバーで要求された場合に⼊⼒する、カレン
ダーのプリンシパル URL。
たとえば、Google アカウントのプライマリカレンダー以外
のカレンダーと同期するには、次のように⼊⼒します。
https://apidata.googleusercontent.com/caldav/
         v2/カレンダーの ID/user
ここで、カレンダーの ID は、同期対象のカレンダーの ID
です。Google カレンダーの Ｗeb アプリケーションでは、
カレンダーの ID はカレンダーの設定に表⽰されます。詳
細は、Google カレンダーのヘルプを参照してください。

ユーザー名、パスワード CalDAV アカウントのログイン情報。
たとえば、Google カレンダーの場合は、Google アカウン
トのログイン情報を⼊⼒します。

SSL/TLS CalDAV サーバーとの接続は、SSL または TLS (サーバー
の対応状況に依存) で保護されます。
このチェックボックスは選択することを推奨します。

15.19.22 CardDAV の設定 (iOS デバイスのプロファイル)
CardDAV の設定では、連絡先のデータと CardDAV サーバーの同期を設定します。これは、Google
コンタクトを iOS デバイスと同期する際などに使⽤できます。

設定/フィールド 説明

アカウント名 デバイスで表⽰する CardDAV アカウントの表⽰名。
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設定/フィールド 説明

アカウントホストとポート CardDAV サーバーのホスト名や IP アドレス、およびポー
ト番号 (任意)。
たとえば、Google コンタクトの場合は次のように⼊⼒しま
す。
google.com

プリンシパル URL CardDAV サーバーで要求された場合に⼊⼒する、連絡先の
プリンシパル URL。
たとえば、Google CardDAV API は、次のプリンシパル
URL に対応しています。
https://www.googleapis.com/carddav/
         v1/principals/アカウント名@gmail.com
ここで、アカウント名 は、Google アカウント名です。

ユーザー名、パスワード CardDAV アカウントのログイン情報。
たとえば、Google コンタクトの場合は、Google アカウン
トのログイン情報を⼊⼒します。

SSL/TLS CardDAV サーバーとの接続は、SSL または TLS (サー
バーの対応状況に依存) で保護されます。
このチェックボックスは選択することを推奨します。

15.19.23 IMAP/POP 設定 (iOS デバイスのプロファイル)
IMAP/POP 設定では、iOS デバイスに IMAP または POP のメールアカウントを追加します。

設定/フィールド 説明

アカウント名 デバイスで表⽰するメールアカウントの表⽰名。

アカウントの種類 メールを受信するためのメールサーバーの種類 (「IMAP」
または「POP」)。

ユーザーの表⽰名 送信メールで表⽰するユーザーの表⽰名。
デバイスに割り当てられているユーザーの名前を参照する
には、%_USERNAME_% という変数を使⽤します。

メールアドレス アカウントのメールアドレス。
デバイスに割り当てられているユーザーのメールアドレス
を参照するには、%_EMAILADDRESS_% という変数を使
⽤します。

移動を許可 ユーザーは、このアカウントから別のアカウントにメール
を移動できます。また、このアカウントからメッセージの
返信や転送をする際、他のアカウントを使⽤することもで
きます。
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設定/フィールド 説明

最近使⽤したアドレスの同期を許可 最近使⽤したアドレスの同期の対象にアカウントを含めま
す。

メールのみで使⽤ このアカウントはメールアプリからメッセージを送信する
ことのみに使⽤されます。写真アプリや Safari など他のア
プリで作成されたメッセージの送信アカウントとして選択
することはできません。

Mail Drop を許可する このアカウントで Apple の Mail Drop を許可します。

S/MIME を有効にする S/MIME 暗号化をサポートします。

署名証明書
暗号化証明書

メールの証明と暗号化にそれぞれ使⽤される証明書。
証明書を選択するには、まず、このプロファイルの「クラ
イアント証明書」の設定で、証明書をアップロードする必
要があります。

暗号化していないメールの送信をユー
ザーに許可する

ユーザーは、送信メールごとに、暗号化するかどうかを選
択できます。

受信メール

メールサーバーとポート 受信メール⽤のサーバー (受信サーバー) のホスト名や IP
アドレス、およびポート番号。

ユーザー名 受信サーバーに接続するためのユーザー名。

認証の種類 受信サーバーに接続する際の認証⽅法。

パスワード 受信サーバーに接続するためのパスワード (必要な場合)。

SSL/TLS 受信サーバーとの接続は、SSL または TLS (サーバーの対
応状況に依存) で保護されます。

送信メール

メールサーバーとポート 送信メール⽤のサーバー (送信サーバー) のホスト名や IP
アドレス、およびポート番号。

ユーザー名 送信サーバーに接続するためのユーザー名。

認証の種類 送信サーバーに接続する際の認証⽅法。

パスワード 送信サーバーに接続するためのパスワード (必要な場合)。

受信メールと同じパスワードを使⽤す
る

受信メール⽤のパスワードと同じパスワードを使⽤しま
す。

SSL/TLS 送信サーバーとの接続が、SSL または TLS (サーバーの対
応状況に依存) で保護されます。
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15.19.24 ネットワークの使⽤ルールの設定 (iOS デバイスのプ
ロファイル)
ネットワークの使⽤ルールの設定では、管理対象アプリのモバイル データ ネットワークの使⽤を設定
します。

全般ルール
「管理対象アプリのルール」の下で、管理対象アプリに対する⼀般的な設定を指定します。

設定/フィールド 説明

モバイルデータ通信を許可する 管理対象アプリに、モバイルネットワークを使⽤したデー
タ通信を許可します。

データローミングを許可する デバイスが国際ローミングしている場合、管理対象アプリ
に、モバイルネットワークを使⽤したデータ通信を許可し
ます。

除外
除外設定の内容は、全般ルールの設定を上書きします。アプリグループに特有のルールを定義するに
は、「除外設定の追加」を使⽤します。

設定/フィールド 説明

アプリグループ 除外設定の対象にする管理対象アプリを含むアプリグルー
プを選択します。

モバイルデータ通信を許可する 選択したアプリグループ内の管理対象アプリに、モバイル
ネットワークを使⽤したデータ通信を許可します。

データローミングを許可する デバイスが国際ローミングしている場合、選択したアプリ
グループ内の管理対象アプリに、モバイルネットワークを
使⽤したデータ通信を許可します。

注
同じアプリグループに対して、複数の除外設定を指定することはできません。

15.20 iOS の Sophos コンテナポリシーの設定
Sophos コンテナポリシーでは、Sophos コンテナアプリ (Sophos Secure Email および Sophos
Secure Workspace) に関連したオプションを設定します。
Sophos コンテナポリシーを作成する⽅法の詳細は、プロファイルやポリシーの作成 (p. 81)を参
照してください。
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15.20.1 全般設定 (iOS Sophos コンテナポリシー)
全般設定では、該当する場合、すべての Sophos コンテナアプリに適⽤されるオプションを設定しま
す。

設定/フィールド 説明

Sophos コンテナのパスワードを有効にする ユーザーは、Sophos コンテナアプリを起動する
際、専⽤のパスワードを⼊⼒する必要がありま
す。パスワードは、設定内容の適⽤後、はじめて
コンテナアプリを起動する際に定義する必要があ
ります。このパスワードは、すべてのコンテナア
プリに適⽤されます。

パスワードの複雑さ Sophos コンテナのパスワードの最低限の複雑
さ。より複雑なパスワードは常に許可されます。
パスワード (英数字を混合して使⽤) は、PIN (数
字のみ) と⽐較してより安全です。
• すべて: Sophos コンテナのパスワードに制

限はありません。
• 4桁の PIN
• 6桁の PIN
• 4⽂字のパスワード
• 6⽂字のパスワード
• 8⽂字のパスワード
• 10⽂字のパスワード

パスワード⼊⼒欄の⽂字を常に⾮表⽰にする パスワードフィールドに⼊⼒した⽂字は、⼀時的
に表⽰されることなく、常に⾮表⽰になります。

パスワードの最⼤有効⽇数 パスワードを変更するよう、ユーザーにメッセー
ジが表⽰されるまでの⽇数。

ロックされるまでのログイン失敗回数 コンテナアプリがロックされるまでの、ログイ
ン失敗回数。アプリがロックされると、管理者が
ロックを解除する必要があります。また、許可さ
れている場合は、セルフサービスポータルを使⽤
してユーザーがロックを解除できます。

指紋認証を許可する ユーザーは、⾃分の指紋を使⽤して、アプリの
ロックを解除できます。

猶予期間 (分) Sophos コンテナアプリが最前⾯に再表⽰された
とき、Sophos コンテナのパスワードの⼊⼒が必
要になるまでの時間。
猶予期間は、すべてのコンテナアプリに適⽤され
ます。猶予期間中は、パスワードを⼊⼒すること
なく、アプリを切り替えることができます。
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設定/フィールド 説明

デバイスのロック時にロックする デバイスがロックされると、Sophos コンテナも
ロックされます。
チェックボックスの選択を解除すると、猶予期間
が過ぎるまでコンテナはロックされません。

前回の接続から再度サーバー接続するまでの間隔 Sophos コンテナアプリの前回の接続から、再度
Sophos Mobile サーバーに接続が必要になるま
での時間。
Sophos コンテナアプリがアクティブになった
後、ここで定義した時間内にサーバーに接続しな
い場合、デバイスで画⾯ロックが表⽰されます。
ユーザーがアプリのロックを解除するには、画
⾯ロックで「再試⾏」をタップする必要がありま
す。その後アプリは、サーバーに接続しようとし
ます。接続が確⽴すると、アプリのロックが解除
されます。確⽴しない場合、アクセスは拒否され
ます。
• 都度接続: 常にサーバー接続が必要で、サーバー

に接続できない場合、アプリはロックされます。
• 1時間: 前回の接続から 1時間以上が経過してから

アプリがアクティブになると、再度サーバー接続
が必要になります。

• 3時間
• 6時間
• 12時間
• 1⽇
• 3⽇
• 1週間
• 不要: サーバーへの定期的な接続は不要です。
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設定/フィールド 説明

オフラインでの最⼤アクセス回数 ここでは、Sophos Mobile Control サーバーへ
の接続なしで、ユーザーが、いずれかの Sophos
コンテナアプリを起動できる回数を定義します。

注
この設定を使⽤するには、Sophos コンテナ
のパスワード機能が有効化されている必要が
あります。

ユーザーが Sophos コンテナのパスワードを⼊
⼒するたびに、カウンターが 1つ増えます。ここ
で指定した回数を超えると、画⾯がロックされ、
「前回の接続から再度サーバー接続するまでの間
隔」設定で表⽰される画⾯と同じ画⾯が表⽰され
ます。Sophos Mobile サーバーへの接続が確⽴
すると、カウンターはリセットされます。
• 無制限: サーバーへの接続は不要です。
• 0: サーバーへの接続なしでアプリを起動すること

はできません。
• 1: アプリを 1回起動した後は、サーバーへの接続

が必要です。
• 3
• 5
• 10
• 20

Jailbreak を許可する コンテナアプリを Jailbreak されたデバイスで実
⾏することが許可されます。

アプリの使⽤制約
Sophos コンテナアプリの使⽤に関する制約を指定できます。制約を⼊⼒するには、「追加」をク
リックします。

ジオフェンシング Sophos コンテナアプリを使⽤できる範囲を緯
度、経度、半径で指定できます。

タイムフェンシング Sophos コンテナアプリを使⽤できる時間帯を開
始時刻と終了時刻で指定できます。アプリを使⽤
できる曜⽇も指定できます。
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Wi-Fi フェンシング 「Wi-Fi 接続が必要である」を選択した場合、デ
バイスが Wi-Fi に接続していないと、Sophos コ
ンテナはロックされます。
⼀覧に Wi-Fi ネットワークを追加した場合、⼀
覧にない Wi-Fi ネットワークにデバイスが接続
すると、Sophos コンテナはロックされます。

重要
Wi-Fi 名をスプーフィングすることは⾮常に簡単
なため、セキュリティ対策を Wi-Fi フェンシング
のみに依存しないことを推奨します。

15.20.2 社内メールの設定 (iOS Sophos コンテナポリシー)
社内メールの設定では、Microsoft Exchange サーバーのユーザー設定を指定します。このような設
定は、Sophos コンテナにインストール済みの Sophos Secure Email アプリに適⽤されます。

設定/フィールド 説明

Exchange サーバー Exchange サーバーのアドレス。

注
Sophos Mobile EAS プロキシを使⽤してい
る場合は、EAS プロキシサーバーの URL を
⼊⼒してください。

ユーザー このアカウントのユーザー。
%_USERNAME_% という変数を⼊⼒すると、
サーバーによって実際のユーザー名に変換されま
す。

メールアドレス アカウントのメールアドレス。
%_EMAILADDRESS_% という変数を⼊⼒する
と、サーバーによって実際のメールアドレスに変
換されます。

ドメイン このアカウントのドメイン。

サポート問い合わせ先メールアドレス 「サポートへのお問い合わせ」先として使⽤する
メールアドレス。
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設定/フィールド 説明

セキュアなテキスト⼊⼒欄を使⽤する テキストの⼊⼒欄はセキュリティで保護されま
す。Sophos Secure Email アプリでオートコン
プリートやオートコレクト機能は無効化され、デ
バイスのメモリに機密のデータが保存されること
を防ぎます。

連絡先をデバイスへエクスポートする ユーザーは、着信通話で企業の連絡先を識別で
きるよう、電話番号を含む Exchange の連絡先
を、ローカルデバイスの連絡先にエクスポートす
ることができます。
エクスポートした連絡先は、Sophos Secure
Email によって同期されます。

注
次の場合に、ローカルデバイスの連絡先は⾃
動的に削除されます。

• Sophos コンテナポリシーから「社
内メール」の設定が削除された場合
(Secure Email アプリの再起動が必要で
す)。

• Sophos コンテナがデバイスから削除さ
れた場合。

• デバイスが Sophos Mobile から登録解
除された場合。

通話 ID Sophos Secure Email に保存されている連絡先
情報を利⽤して、仕事の電話の着信時に相⼿を識
別することができます。Sophos Secure Email
の連絡先情報をデバイスの連絡先にエクスポート
する必要はありません。
この設定を使⽤するには、ユーザーは、次のデバ
イス設定を有効にする必要があります。
• 設定アプリで次の操作を実⾏します: 電話 > 着信

拒否と着信 ID > メール
• Sophos Secure Email アプリで次の操作を実⾏し

ます: 設定 > 連絡先 > 着信 ID
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通知 新着メールの通知には次の種類があります。
• システム: iOS で管理される通知です。この

タイプの通知には、送信元や件名などの詳細
は含まれません。

• アプリ: Sophos Secure Email アプリで管理
される通知です。表⽰する詳細項⽬を選択す
ることができます。アプリを実⾏していない
場合、通知は表⽰されません。

• なし: 通知は表⽰されません。
ここでの設定は、イベントのリマインダーにも適
⽤されます。
• システム、なし: イベントのリマインダーに

は⽇時のみが含まれます。
• アプリ: イベントのリマインダーには、⽇

時、場所、件名の情報が含まれます。

クリップボードへのコピーを拒否する ユーザーは、Sophos Secure Email アプリか
ら、テキストをコピーしたり、カットしたりでき
ません。

添付ファイルを開く⽅法 すべてのアプリ、または Sophos Secure
Workspace および Sophos Secure Email の 2
種類の Sophos コンテナアプリのみで添付ファ
イルを開くことができるかを選択します。

メールの最⼤サイズ 指定した値よりサイズの⼤きいメールメッセージ
(添付ファイルも含みます) は、Exchange サー
バーから取得できません。

詳細設定 「詳細設定」をクリックして、今後リリースされ
るバージョンの Sophos Secure Email アプリで
必要となるオプションを設定します。

重要
これは、ソフォステクニカルサポートの指⽰
を受けた場合のみ設定してください。
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15.20.3 社内ストレージの設定 (iOS Sophos コンテナポリ
シー)
社内ストレージの設定では、Sophos Secure Workspace アプリの社内ストレージ機能のオプション
を設定します。

ストレージプロバイダの設定
各ストレージサービスに対して、次の内容を個別に指定できます。

設定/フィールド 説明

有効 ストレージサービスがアプリで利⽤可能になりま
す。

オフライン ユーザーは、ファイルをストレージサービスから
アプリの「お気に⼊り」に追加して、オフライン
で使⽤することができます。

暗号化ファイルを開く ユーザーは、「次の⽅法で開く」を使⽤して、暗
号化されたファイルを他のアプリと共有できま
す。

平⽂ファイルを開く ユーザーは、「次の⽅法で開く」を使⽤して、平
⽂ファイルを他のアプリと共有できます。

クリップボード ユーザーは、ドキュメントをコピーして、他のア
プリにペーストできます。

ビジネス向けストレージサービスの設定
「Egnyte」と「WebDAV」 (ビジネス向けストレージサービスとも呼ばれます) の場合、サーバー
設定およびログイン認証情報を集中設定できます。設定内容をユーザーが変更することはできませ
ん。
ここで集中設定しなかったアカウント情報は、ユーザーが、アプリのプロバイダの画⾯で指定するこ
とができます。
たとえば、サーバーとユーザー名のみを集中設定して、パスワードフィールドは空のままにして、
ユーザーが定義できるようにすることもできます。この場合、ユーザーはパスワードを知らない限
り、ストレージサービスにアクセスできません。

設定/フィールド 説明

名前 Sophos Secure Workspace アプリに表⽰される
ストレージサービスの名前。
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設定/フィールド 説明

サーバー このフィールドには、次のように⼊⼒します。
• 社内ストレージ の WebDAV サーバーのルー

トフォルダの URL。
• Egnyte サーバーのルートフォルダの URL。
• WebDAV サーバーのルートフォルダの

URL。
次のような形式で指定します。https://
server.company.com

ユーザー名 このフィールドには、該当するサーバーにアクセ
スするためのユーザー名を⼊⼒します。

パスワード このフィールドには、該当するアカウントのパス
ワードを⼊⼒します。

アップロード先フォルダ このフィールドには、該当するアカウントでアク
セスできるアップロード先フォルダを⼊⼒しま
す。

その他の設定

設定/フィールド 説明

ドキュメントを有効にする 業務ドキュメントを安全に配信するための「ド
キュメント」機能が有効化されます。

パスフレーズの複雑さ 暗号化鍵に対するパスフレーズの最低限の複雑
さ。より複雑なパスフレーズは常に許可されま
す。
選択できるオプションは次のとおりです。
• 4⽂字のパスワード
• 6⽂字のパスワード
• 8⽂字のパスワード
• 10⽂字のパスワード

15.20.4 社内ブラウザの設定 (iOS Sophos コンテナポリシー)
社内ブラウザの設定では、Sophos Secure Workspace アプリの社内ブラウザ機能のオプションを設
定します。
社内ブラウザは、社内のイントラネットページや他の許可するページへの安全なアクセスを提供しま
す。ドメインやドメイン内のブックマークを定義できます。
各ブックマークは、それぞれ特定のドメインに所属します。ブックマークを追加する際、ドメインの
項⽬が存在しない場合は⾃動的に作成されます。
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ドメインの設定

設定/フィールド 説明

URL 許可するドメイン。

コピー/ペーストを許可する ユーザーは、「社内ブラウザ」から他のアプリ
に、テキストをコピー＆ペーストすることができ
ます。

アプリの選択を許可する ユーザーは、添付ファイルをダウンロードした
り、他のアプリに送信したりすることができま
す。

パスワードの保存を許可する ユーザーは「社内ブラウザ」でパスワードを保存
することができます。

ブックマークの設定

設定/フィールド 説明

名前 ブックマークの名前。

URL ブックマークの Web アドレス。

15.20.5 クライアント証明書の設定 (iOS Sophos コンテナポ
リシー)
クライアント証明書の設定では、デバイスにクライアント証明書をインストールします。この証明書
は、Sophos コンテナにインストール済みの Sophos Secure Email アプリおよび Sophos Secure
Workspace アプリで使⽤可能です。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このポリシーのみで有効です。他のプロファイルやポリシー
でも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。
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15.20.6 ルート証明書の設定 (iOS Sophos コンテナポリシー)
ルート証明書の設定では、デバイスにルート証明書をインストールします。この証明書は、Sophos
コンテナにインストール済みの Sophos Secure Email アプリおよび Sophos Secure Workspace ア
プリで使⽤可能です。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このポリシーのみで有効です。他のプロファイルやポリシー
でも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。

15.20.7 SCEP 設定 (iOS Sophos コンテナポリシー)
SCEP 設定では、デバイスが、SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) を使⽤して認証局
(CA) から証明書を取得するように設定します。このような証明書は、Sophos コンテナにインストー
ル済みの Sophos Secure Workspace アプリで使⽤可能です。

注
「SCEP」設定を追加する前に、まず、「ルート証明書」の設定を追加して、SCEP サーバーの
CA 証明書をアップロードする必要があります。

設定/フィールド 説明

URL 認証局 (CA) サーバーの Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したサーバー URL を参照するに
は、%_SCEPPROXYURL_% という変数を⼊⼒
します。

エイリアス名 選択ダイアログに表⽰される証明書の名前。
これは、証明書を特定できる、覚えやすい名前に
してください。たとえば、「CN=」を除いた、
「サブジェクト」フィールドと同じ名前を使⽤し
てください。
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設定/フィールド 説明

サブジェクト ユーザーやデバイスなど、証明書を受信するエン
ティティの名前。
ユーザーのデータやデバイスのプロパティに対し
ては、ワイルドカード⽂字を使⽤できます。
有効な X.500 名を⼊⼒する必要があります (プ
レースホルダは実際のデータで置き換えられま
す)。
例:
• ユーザーを指定するには、CN=%_USERNAME_

% と⼊⼒します。
• デバイスを指定するには、CN=%_DEVPROP(シ

リアル番号)_% と⼊⼒します。

使⽤可能なプレースホルダの詳細については、プ
ロファイルとポリシーのプレースホルダ (p.
85)を参照してください。

サブジェクト代替名のタイプ

サブジェクト代替名の値

サブジェクト代替名 (SAN) を SCEP 設定に追加
するには、SAN のタイプを選択し、SAN の値を
⼊⼒します。SAN のタイプは次のとおりです。
• RFC 822 名: 有効なメールアドレス。
• DNS 名: CA サーバーの DNS 名。
• URI (Uniform Resource Identifier): CA サー

バーの完全修飾 URL。

AD ユーザー ログオン名 Active Directory で指定されている「ユーザーロ
グオン名」の値。これは、ユーザーのユーザープ
リンシパル名 (UPN) です。

チャレンジ SCEP サーバーからチャレンジパスワードを取得
するための Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したチャレンジ URL を参照するに
は、%_CACHALLENGE_% という変数を⼊⼒し
ます。

ルート証明書 CA 証明書。
⼀覧から証明書を選択します。⼀覧には、この
プロファイルの「ルート証明書」の設定でアップ
ロードした証明書すべてが表⽰されます。

鍵⻑ 発⾏済みの証明書で指定されている公開鍵のサイ
ズ。
この値が、SCEP サーバーで設定した値と⼀致す
るようにしてください。

デジタル署名として使⽤する このチェックボックスを選択すると、この公開鍵
をデジタル署名として使⽤できます。
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暗号化に使⽤する このチェックボックスを選択すると、この公開鍵
をデータ暗号化で使⽤できます。

15.21 macOS のデバイスポリシーの設定
macOS のデバイスポリシーでは、パスワードポリシー、制限、Wi-Fi 設定など、Mac に関するさま
ざまなオプションを設定します。デバイスポリシーの設定内容は、Sophos Mobile の管理対象ユー
ザーかどうかにかかわらず、ポリシーが割り当てられている Mac にログインしているすべてのユー
ザーに適⽤されます。

関連概念
macOS ポリシーについて (p. 84)
macOS のユーザーポリシーの設定 (p. 208)
関連タスク
プロファイルやポリシーの作成 (p. 81)

15.21.1 パスワードポリシーの設定 (macOS デバイスポリ
シー)
「パスワードポリシー」の設定では、Mac のユーザーアカウントのパスワードの要件を定義します。

注
「パスワードポリシー」の設定がデバイスに適⽤されると、60分間の猶予期間が開始します。猶
予期間以内にユーザーがホーム画⾯に戻ると、ポリシーに準拠するように、パスワードの変更が
求められます。猶予期間を過ぎると、ユーザーは、デバイス上のアプリを開始することができな
くなります (社内向けアプリを含む)。

設定/フィールド 説明

単純な値を許可 ユーザーはパスワードに連続した⽂字や繰
り返し⽂字を使⽤することができます (例:
「1111」、「abcde」など)。

英数字の値が必要 パスワードに 1つ以上の英数字を含める必要が
あります。

パスワードの最⼩⽂字数 パスワードの最⼩⽂字数を指定します。

記号の最⼩数 パスワードの英数字以外の⽂字 (例: &、! など)
の最⼩数を指定します。

パスワードの最⼤有効⽇数 ユーザーは、ここで指定した有効期間内にパス
ワードの変更をする必要があります。値の範囲:
0 (パスワードの変更不要) 〜 730⽇。
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最⼤⾃動ロック時間 (分数) このフィールドでは、ユーザーがデバイスで設
定できる値の上限を指定します。ここで指定し
た時間 (分数) が経過すると、デバイスは⾃動的
にロックされます。

パスワード履歴 このフィールドでは、過去のパスワードを記憶
し、新しいパスワードと⽐較する回数を指定し
ます。ユーザーが新しいパスワードを指定する
際、記憶された過去のパスワードに⼀致すると
使⽤が許可されません。値の範囲: 1〜50、また
は 0 (パスワードの履歴なし)。

デバイスロックの最⼤猶予期間 このフィールドでは、ユーザーがデバイスで設
定できる値の上限を指定します。ここで指定
した時間内の場合、パスワードを⼊⼒せずに、
ロックされているデバイスをロック解除できま
す。「なし」を選択すると、ユーザーは選択可
能な時間からどの値でも選択することができま
す。「即時」を選択すると、デバイスをロック
解除するには、ユーザーは常にパスワードを⼊
⼒する必要があります。

デバイスがワイプされるまでの試⾏回数 このフィールドでは、パスワードの⼊⼒を失敗
できる回数を指定します。この回数を超えると
デバイスがワイプされます。6回失敗すると、
再度⼊⼒できるまでに⼀定時間の待機が必要で
す。以後、1回失敗するごとに、再⼊⼒できるま
での待機時間が⻑くなります。最後の⼊⼒に失
敗すると、すべてのデータおよび設定がデバイ
スから完全に削除されます。再⼊⼒できるまで
の待機時間が発⽣するのは、6回⼊⼒に失敗した
後からです。この回数を「6」以下に指定した場
合は、待機時間は発⽣せず、指定回数の⼊⼒に
失敗した後にデバイスがワイプされます。

15.21.2 制限の設定 (macOS デバイスポリシー)
制限の設定では、Mac の制限を設定します。

注
オプションのなかには、特定の macOS バージョンのみで使⽤できるものもあります。そのよう
なオプションの横には、Sophos Mobile Adminで⻘いマークが表⽰されます。
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デバイス

設定/フィールド 説明

カメラの使⽤を許可 チェックボックスの選択を解除すると、カメラが使
⽤できなくなり、カメラのアイコンがホーム画⾯に
表⽰されなくなります。ユーザーは写真撮影、動画撮
影、FaceTime の使⽤ができなくなります。

Spotlightでインターネット検索結果を許
可

チェックボックスの選択を解除すると、Spotlightでイ
ンターネット検索結果が表⽰されなくなります。

Apple Music を許可 ユーザーは Apple Music ライブラリにアクセスできま
す。

iCloud

設定/フィールド 説明

バックアップを許可 ユーザーはデバイスを iCloud にバックアップできま
す。

iCloud フォトライブラリを許可 ユーザーは「iCloud フォトライブラリ」を使⽤できま
す。

iCloud キーチェーンの同期を許可 ユーザーは、「iCloud キーチェーン」を使⽤し
て、iPhone、iPad、Mac のパスワードを同期できま
す。
チェックボックスの選択を解除すると、「iCloud キー
チェーン」のデータはローカルデバイスにのみ保存され
ます。

ドキュメントの同期を許可 ユーザーは⽂書ファイルとアプリの設定データを
iCloud に保存できます。

どこでも My Mac を許可 ユーザーは iCloud の「どこでも My Mac」を使⽤し
て、ローカルの Mac から離れた場所にある Mac の
ファイルや画⾯を共有できます。

Mac を探すを許可 ユーザーは iCloud の「Mac を探す」を使⽤して、離れ
た場所から Mac をロックしたり、ワイプしたりできま
す。

iCloud ブックマークを許可 ユーザーは iCloud の「ブックマーク」を使⽤し
て、Web ブラウザとプラットフォームのブックマーク
を同期できます。

iCloud メールを許可 ユーザーは、iCloud の「メール」アカウントをユー
ザーの Mac に設定できます。
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iCloud カレンダーを許可 ユーザーは iCloud の「カレンダー」を使⽤して、カレ
ンダーをユーザーのすべてのデバイスで共有したり、他
の iCloud ユーザーに共有したりできます。

iCloud リマインダーを許可 ユーザーは iCloud の「リマインダー」を使⽤して、リ
マインダーのリストをユーザーのすべてのデバイスで
共有したり、他の iCloud ユーザーに共有したりできま
す。

iCloud アドレスブックを許可 ユーザーは iCloud の「アドレスブック」を使⽤して、
連絡先をユーザーのすべてのデバイスで共有したり、他
の iCloud ユーザーに共有したりできます。

iCloud メモを許可 ユーザーは iCloud の「メモ」を使⽤して作成したメモ
を、ユーザーのすべてのデバイスで共有したり、他の
iCloud ユーザーに共有したりできます。

「デスクトップ」と「書類」の iCloud
Drive 設定を許可

ユーザーは Mac の「デスクトップ」と「書類」フォル
ダを「iCloud Drive」に保存し、他のデバイスからアク
セスできます。

セキュリティとプライバシー

設定/フィールド 説明

Touch ID を使⽤したデバイスのロック解
除を許可

チェックボックスの選択を解除すると、Touch ID を使
⽤してデバイスをロック解除できなくなります。

定義の検索を許可 ハイライト表⽰された語句の意味を調べることができま
す。

⾃動ロックの解除を許可 ユーザーは「⾃動ロック解除」を使⽤して、Apple
Watch から Mac を⾃動的にロック解除できます。

iTunes ファイル共有を許可 ユーザーは iTunes の「ファイル共有」を使⽤して、
ユーザーの Mac と、iPhone、iPad の間でファイルを
コピーできます。

AirPrint を許可 ユーザーは AirPrint が有効になっているプリンタに
ファイルを送信できます。

iBeacon による AirPrint プリンタの検
出を許可

macOS で iBeacon を使った AirPrint デバイスの検出
が⾏われます。

重要
このオプションを許可した場合、悪意のある AirPrint デ
バイスがネットワークを通じてフィッシング攻撃を⾏う
ことが可能になります。
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TLS を使⽤した AirPrint で信頼できる証
明書の使⽤のみを許可

AirPrint デバイスが信頼されない証明書を使⽤した場
合、TLS 経由の AirPrint が拒否されます。

15.21.3 Wi-Fi の設定 (macOS デバイスポリシー)
Wi-Fi の設定は、Wi-Fi ネットワークに接続するための設定を指定します。

設定/フィールド 説明

SSID Wi-Fi ネットワークの ID。

⾃動接続 対象ネットワークに⾃動接続します。

⾮公開ネットワーク 対象ネットワークが、⾮公開または⾮表⽰の場合、こ
れを選択します。
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セキュリティの種類 Wi-Fi ネットワークのセキュリティの種類:
• なし
• WEP (パーソナル)
• WPA/WPA2 (パーソナル)
• 任意 (パーソナル)
• WEP (エンタープライズ)
• WPA/WPA2 (エンタープライズ)
• 任意 (エンタープライズ)
名前に「パーソナル」を含むセキュリティの種類を
選択すると、「パスワード」フィールドが表⽰されま
す。適切なパスワードを⼊⼒します。
名前に「エンタープライズ」を含むセキュリティの
種類を選択すると、「プロトコル」、「認証」、「信
頼」というタブが表⽰されます。
「プロトコル」タブで、次の値を設定します。
• 「受け⼊れた EAP の種類」で、認証に使⽤する EAP

⽅法を指定します。このタブで指定した⽅法に応じ
て、このタブにある「内部識別⼦」フィールド内の値
が選択可能になります。

• 「EAP-FAST」で、EAP-FAST Protected Access
Credential (PAC) を設定します。

「認証」タブで、クライアントの認証を設定します。
• 「ユーザー名」フィールドで、Wi-Fi ネットワークへ接

続するためのユーザー名を⼊⼒します。
• 接続するたびにパスワードの⼊⼒を求め、認証を⾏っ

た後に転送するには、「接続ごとにパスワードを要
求」を選択します。

• 「パスワード」フィールドに、適切なパスワードを⼊
⼒します。

• 「固有名証明書」リストから、Wi-Fi ネットワークへ接
続するための証明書を選択します。

注
使⽤する証明書は、「クライアント証明書」の設
定で指定する必要があります。

• 「外部 ID」フィールドで、外部に公開されている ID
(TTLS、PEAP または EAP-FAST ⽤) を⼊⼒します。

「信頼」タブで、サーバーの認証を設定します。
⼀覧から信頼する証明書を選択します。

注
証明書は、「ルート証明書」の構成で指定する必
要があります。
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プロキシ このリストから、Wi-Fi 接続⽤のプロキシ設定を選択
します。
• なし
• ⼿動
• ⾃動
「⼿動」を選択すると、「サーバーおよびポート」、
「認証」および「パスワード」フィールドが表⽰され
ます。適切なプロキシ情報を⼊⼒します。「⾃動」を
選択すると、「プロキシサーバーの URL」フィール
ドが表⽰されます。プロキシサーバーの URL を⼊⼒
します。

15.21.4 VPN の設定 (macOS デバイスポリシー)
VPN 設定では、ネットワーク接続の VPN を設定します。

設定/フィールド 説明

接続名 デバイスに表⽰される接続名。

接続のタイプ VPN 接続の種類:
• Cisco AnyConnect
• Cisco Legacy AnyConnect
• IPsec (Cisco)
• F5
• Check Point
• カスタム SSL/TLS
ここで選択する接続のタイプに応じて、「VPN」
ページで表⽰される⼊⼒フィールドが異なりま
す。

識別⼦ (リバース DNS フォーマット) リバース DNS フォーマットの識別⼦。

サーバー サーバーのホスト名や IP アドレス。

アカウント 接続を認証するためのユーザーアカウント。

サードパーティの設定 ベンダーが指定したカスタム接続のプロパティが
ある場合は、このフィールドに⼊⼒します。
プロパティを⼊⼒するには、「追加」をクリック
した後、ダイアログボックスで、「キー」および
プロパティの「値」を⼊⼒します。

すべてのトラフィックを VPN 接続経由で送信 すべてのトラフィックは、VPN 接続経由で送信さ
れます。
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グループ 接続の認証に必要となる可能性のあるグループ。

ユーザー認証 接続に使⽤するユーザー認証の種類:
• パスワード

このオプションを選択すると、「ユーザー
認証」フィールドの下に、「パスワード」
フィールドが表⽰されます。認証⽤パスワー
ドを⼊⼒します。

• 証明書

このオプションを選択すると、「ユーザー認
証」フィールドの下に、「証明書」フィール
ドが表⽰されます。証明書を選択します。

コンピューター認証 コンピューター認証の種類:
• 共有シークレット/グループ名

このオプションを選択すると 「コンピュー
ター認証」フィールドの下に、「グループ
名」、「 共有シークレット」、「ハイブリッ
ド認証を使⽤」および「パスワードの⼊⼒を
要求」フィールドが表⽰されます。「グルー
プ名」および「共有シークレット」フィー
ルドに適切な認証情報を⼊⼒します。必要に
応じて「ハイブリッド認証を使⽤」や「パス
ワードの⼊⼒を要求」を選択します。

• 証明書

このオプションを選択すると、 「コンピュー
ター認証」フィールドの下に、「証明書」
および「ユーザー PIN を含む」が表⽰され
ます。「証明書」リストから、適切な証明
書を選択します。「コンピューター認証」で
ユーザー PIN を要求する場合は、「ユーザー
PIN を含む」を選択します。
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プロキシ 接続⽤のプロキシ設定:
• なし
• ⼿動

このオプションを選択すると、「サーバーお
よびポート」、「認証」および「パスワー
ド」フィールドが表⽰されます。「サーバー
およびポート」フィールドに、プロキシサー
バーの有効なアドレスとポート番号を⼊⼒し
ます。「認証」フィールドで、プロキシサー
バーに接続するためのユーザー名を⼊⼒しま
す。「パスワード」フィールドに、プロキシ
サーバーに接続するためのパスワードを⼊⼒
します。

• ⾃動

このオプションを選択すると、「プロキシ
サーバーの URL」フィールドが表⽰されま
す。プロキシ設定を取得するサーバーの URL
を⼊⼒します。

プロバイダのタイプ VPN 接続の種類。
• アプリプロキシ: ネットワークトラフィック

は、アプリケーション層で VPN トンネルを
通って送信されます。

• パケットトンネル: ネットワークトラフィッ
クは、ネットワーク層で VPN トンネルを
通って送信されます。

15.21.5 Web コンテンツ フィルタの設定 (macOS デバイスポ
リシー)
Web コンテンツ フィルタの設定では、インターネットのコンテンツをフィルタリングするサード
パーティ製アプリの設定を⾏います。

設定/フィールド 説明

フィルタ名 フィルタ設定のカスタム名。

フィルタ ID サードパーティ製アプリのバンドル ID。

サーバー フィルタリングサービスをホストするサーバー (ホスト名、IP ア
ドレス、または URL)。

組織 所属する組織名。この値はフィルタリングサービスに渡されま
す。

ユーザー名

パスワード
フィルタリングサービスに接続するための認証情報。
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証明書 フィルタリングサービスの認証に使⽤する証明書。

フィルタの範囲 サードパーティ製アプリでフィルタリングするトラフィック。以
下のオプションがあります。
• ブラウザトラフィックのフィルタ: WebKit のブラウザトラ

フィックがフィルタリングされます。
• ソケットトラフィックのフィルタ: ソケットトラフィックが

フィルタリングされます。
• ブラウザ/ソケットトラフィックのフィルタ: WebKit/ソケッ

トトラフィックがフィルタリングされます。

サードパーティの設定 サードパーティ製アプリで必要な場合に追加する構成設定。

15.21.6 グローバル HTTP プロキシの設定 (macOS デバイス
ポリシー)
グローバル HTTP プロキシの設定では、社内プロキシサーバーを設定します。

設定/フィールド 説明

グローバル HTTP プロキシ 接続⽤のプロキシ設定を選択します。
• ⼿動

このオプションを選択すると、「サーバー
およびポート」、「認証」および「パスワー
ド」フィールドが表⽰されます。「サーバー
およびポート」フィールドに、プロキシサー
バーの有効なアドレスとポート番号を⼊⼒し
ます。「認証」フィールドで、プロキシサー
バーに接続するためのユーザー名を⼊⼒しま
す。「パスワード」フィールドに、プロキシ
サーバーに接続するためのパスワードを⼊⼒
します。

• ⾃動

このオプションを選択すると、「プロキシ
サーバーの URL」フィールドが表⽰されま
す。プロキシ設定を取得するサーバーの URL
を⼊⼒します。

15.21.7 ルート証明書の設定 (macOS デバイスポリシー)
ルート証明書の設定では、Mac にルート証明書をインストールします。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

Copyright © 2018 Sophos Limited 201



Sophos Mobile on Premise

注
ここでアップロードした証明書は、このポリシーのみで有効です。他のプロファイルやポリシー
でも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。

15.21.8 クライアント証明書の設定 (macOS デバイスポリ
シー)
クライアント証明書の設定では、Mac にクライアント証明書をインストールします。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このポリシーのみで有効です。他のプロファイルやポリシー
でも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。

15.21.9 SCEP の設定 (macOS デバイスポリシー)
SCEP 設定では、デバイスが、SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) を使⽤して認証局
(CA) から証明書を取得するように設定します。

設定/フィールド 説明

URL 認証局 (CA) サーバーの Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したサーバー URL を参照するに
は、%_SCEPPROXYURL_% という変数を⼊⼒し
ます。

CA 名 認証局 (CA) が解釈できる名前。異なる名前を使
⽤して、複数のインスタンスを区別したりできま
す。
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設定/フィールド 説明

サブジェクト ユーザーやデバイスなど、証明書を受信するエン
ティティの名前。
ユーザーのデータやデバイスのプロパティに対し
ては、ワイルドカード⽂字を使⽤できます。
有効な X.500 名を⼊⼒する必要があります (プ
レースホルダは実際のデータで置き換えられま
す)。
例:
• ユーザーを指定するには、CN=%_USERNAME_%

と⼊⼒します。
• デバイスを指定するには、CN=%_DEVPROP(シリ

アル番号)_% と⼊⼒します。

使⽤可能なプレースホルダの詳細については、プ
ロファイルとポリシーのプレースホルダ (p.
85)を参照してください。

サブジェクト代替名のタイプ

サブジェクト代替名の値

サブジェクト代替名 (SAN) を SCEP 設定に追加す
るには、SAN のタイプを選択し、SAN の値を⼊⼒
します。SAN のタイプは次のとおりです。
• RFC 822 名: 有効なメールアドレス。
• DNS 名: CA サーバーの DNS 名。
• URI (Uniform Resource Identifier): CA サー

バーの完全修飾 URL。

AD ユーザー ログオン名 Active Directory で指定されている「ユーザーロ
グオン名」の値。これは、ユーザーのユーザープ
リンシパル名 (UPN) です。

チャレンジ SCEP サーバーからチャレンジパスワードを取得す
るための Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したチャレンジ URL を参照するに
は、%_CACHALLENGE_% という変数を⼊⼒し
ます。

再試⾏回数 サーバーが、種類が「保留」の応答を送信した後
の再試⾏回数。

次の再試⾏までの間隔 (秒) 次に再試⾏を実⾏するまでの間隔 (秒)。

鍵⻑ 発⾏済みの証明書で指定されている公開鍵のサイ
ズ。
この値が、SCEP サーバーで設定した値と⼀致する
ようにしてください。
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15.21.10 ディレクトリサービスの設定 (macOS デバイスポリ
シー)
ディレクトリサービスの設定では、ポリシーが割り当てられたときに Mac が参加する Active
Directory のドメインを指定します。

注
ここで設定する Active Directory のドメインが、セルフサービスポータル で使⽤しているもの
と同じ場合、Mac に適⽤されている macOS ユーザーポリシーは、その Mac にログインしてい
るすべての Active Directory ユーザーに適⽤されます。

全般設定

設定/フィールド 説明

ドメインのホスト名 参加する Active Directory ドメインの DNS ホス
ト名。

AD 管理者名

パスワード

Active Directory サーバーに接続するために使⽤
されるユーザーアカウントの認証情報。
このユーザーには、Active Directory データベー
スにデバイスを追加するアクセス権が必要です。

組織単位 参加するコンピュータが追加される Active
Directory の組織単位 (OU)。

ユーザーエクスペリエンス

設定/フィールド 説明

モバイルアカウントを作成する ネットワークユーザーの初回ログイン時
に、macOS でモバイルアカウントが作成されま
す。
モバイルアカウントを使⽤すると、ユーザー
は、Mac が Active Directory サーバーに接続して
いないときでも、Active Directory 認証で Mac に
ログインできます。

モバイルアカウントを作成する前に確認を要求
する

ユーザーはモバイルアカウントを作成するかどう
かを選択できます。
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設定/フィールド 説明

強制的にローカルホームフォルダを使⽤する このチェックボックスを選択すると、強制的に起
動ディスクにユーザープロファイルが作成されま
す。この設定はモバイルアカウントを使⽤する場
合に必要です。
チェックボックスの選択を外すと、純粋なネット
ワーク ホーム ディレクトリが使⽤されます。

Active Directory の UNC パスを使⽤する Active Directory のユーザーアカウントで指定さ
れているホームフォルダが、macOS でマウントさ
れます。

ネットワークプロトコル ホームフォルダをマウントするためのプロトコ
ル。

デフォルトのユーザーシェル ユーザーが使⽤するコマンドラインシェル。
このフィールドを空⽩にすると、/bin/bash が使
⽤されます。

マッピング

設定/フィールド 説明

UID の属性 macOS の⼀意のユーザー ID (UID) にマッピング
される Active Directory の属性。

ユーザー GID の属性 macOS のユーザーアカウントのプライマリグルー
プ ID にマッピングされる Active Directory の属
性。

グループ GID の属性 macOS のグループアカウントのグループ ID に
マッピングされる Active Directory の属性。

重要
これらのマッピングの設定を後から変更した場合、ユーザーが変更前に作成されたファイルにア
クセスできなくなることがあります。

管理⽤

設定/フィールド 説明

推奨 DC サーバー 最初に問い合わせる Active Directory のドメイン
コントローラ (DC)。
このフィールドを空⽩にすると、macOS は、サイ
ト情報とコントローラの応答状況によりドメイン
を選択します。
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設定/フィールド 説明

パスワードの信頼間隔 (⽇数) Active Directory ドメインに参加している Mac の
コンピュータアカウントのパスワードが、macOS
で変更される頻度を指定します。
このフィールドを空⽩にした場合、14⽇ごとにパ
スワードが変更されます。
値を「0」に設定すると、パスワードの⾃動変更が
無効になります。

ネームスペース • フォレスト
名前空間のサポートが有効になります。Active
Directory フォレスト内のさまざまなドメイン
に存在する同じログイン名持つ複数のユーザー
のログインが可能です。
ユーザーはドメイン名\ユーザー名 という形式
でログイン名を⼊⼒する必要があります。

• ドメイン
名前空間のサポートが無効になります。ユー
ザーのログイン名は⼀意である必要がありま
す。

パケット署名

パケット暗号化

macOS は、Active Directory との通信に使⽤す
る LDAP 接続に署名して暗号化することができま
す。
• 許可: macOS は LDAP 接続に署名と暗号化 (また

はそのどちらか) を⾏うかどうかを判定します。
• 無効: macOS は LDAP 接続に署名と暗号化のいず

れも⾏いません。
• 必須: macOS は常に LDAP 接続に署名して暗号化

します。
• SSL/TLS: macOS は常に LDAPS (SSL/TLS を使

⽤した LDAP) を使⽤します。

マルチドメイン認証 Active Directory フォレスト内のすべてのドメイ
ンに存在するユーザーがログインできます。

ドメイン管理者グループ Active Directory グループの⼀覧。
これらのグループのメンバーには、Mac の管理者
権限が付与されます。
複数のグループを⼊⼒するには、各項⽬を⼊⼒し
た後、「Enter」 を押してください。
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設定/フィールド 説明

DDNS の制限 ネットワークインターフェースの⼀覧。
デフォルトで macOS は、すべてのネットワー
クインターフェースに対して、DDNS (Dynamic
Domain Name System) を使⽤します。特定のイ
ンターフェースに対して DDNS を制限するには、
対象のインターフェースの BSD 名を⼊⼒します。
たとえば、ビルトインのイーサネットポートの
DDNS を制限するには、en0 と⼊⼒します。
複数のインターフェースを⼊⼒するには、各項⽬
を⼊⼒した後、「Enter」 を押してください。

15.21.11 管理対象ドメインの設定 (macOS デバイスポリ
シー)
管理対象ドメインの設定では、Mac の管理対象ドメインを設定します。

メールドメイン
組織で管理しているメールドメインを⼊⼒します。メールアプリでは、設定されているドメインと⼀
致しないメールアドレスは、ドメイン外としてハイライト表⽰されます。

15.21.12 Gatekeeper の設定 (macOS デバイスポリシー)
Gatekeeperの設定では、許可されない開発元のアプリがインストールされるのをブロックす
る、macOS の Gatekeeper を設定します。

設定/フィールド 説明

次の場所からダウンロードしたアプリを許可 必要な設定を選択します。
• すべて: インストール元にかかわらず、ユー

ザーはすべてのアプリを起動できます。
• Mac App Store: ユーザーは Mac App Store

からダウンロードしたアプリのみ起動できま
す。

• Mac App Store と識別済みの開発元: ユー
ザーは Mac App Store からダウンロードし
たアプリか、デベロッパ ID を持つ開発元
(Apple から承認を得ている開発元) のアプリ
のみを起動できます。
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15.22 macOS のユーザーポリシーの設定
macOS のユーザーポリシーでは、パスワードポリシー、制限、Wi-Fi 設定など、Mac に関するさま
ざまなオプションを設定します。ユーザーポリシーの設定内容は、ポリシーが割り当てられている
Mac のすべての管理対象ユーザーに適⽤されます。

関連概念
macOS ポリシーについて (p. 84)
macOS のデバイスポリシーの設定 (p. 192)
関連タスク
プロファイルやポリシーの作成 (p. 81)

15.22.1 パスワードポリシーの設定 (macOS ユーザーポリ
シー)
「パスワードポリシー」の設定では、Mac のユーザーアカウントのパスワードの要件を定義します。

注
「パスワードポリシー」の設定がデバイスに適⽤されると、60分間の猶予期間が開始します。猶
予期間以内にユーザーがホーム画⾯に戻ると、ポリシーに準拠するように、パスワードの変更が
求められます。猶予期間を過ぎると、ユーザーは、デバイス上のアプリを開始することができな
くなります (社内向けアプリを含む)。

設定/フィールド 説明

単純な値を許可 ユーザーはパスワードに連続した⽂字や繰
り返し⽂字を使⽤することができます (例:
「1111」、「abcde」など)。

英数字の値が必要 パスワードに 1つ以上の英数字を含める必要が
あります。

パスワードの最⼩⽂字数 パスワードの最⼩⽂字数を指定します。

記号の最⼩数 パスワードの英数字以外の⽂字 (例: &、! など)
の最⼩数を指定します。

パスワードの最⼤有効⽇数 ユーザーは、ここで指定した有効期間内にパス
ワードの変更をする必要があります。値の範囲:
0 (パスワードの変更不要) 〜 730⽇。

最⼤⾃動ロック時間 (分数) このフィールドでは、ユーザーがデバイスで設
定できる値の上限を指定します。ここで指定し
た時間 (分数) が経過すると、デバイスは⾃動的
にロックされます。
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設定/フィールド 説明

パスワード履歴 このフィールドでは、過去のパスワードを記憶
し、新しいパスワードと⽐較する回数を指定し
ます。ユーザーが新しいパスワードを指定する
際、記憶された過去のパスワードに⼀致すると
使⽤が許可されません。値の範囲: 1〜50、また
は 0 (パスワードの履歴なし)。

デバイスロックの最⼤猶予期間 このフィールドでは、ユーザーがデバイスで設
定できる値の上限を指定します。ここで指定
した時間内の場合、パスワードを⼊⼒せずに、
ロックされているデバイスをロック解除できま
す。「なし」を選択すると、ユーザーは選択可
能な時間からどの値でも選択することができま
す。「即時」を選択すると、デバイスをロック
解除するには、ユーザーは常にパスワードを⼊
⼒する必要があります。

デバイスがワイプされるまでの試⾏回数 このフィールドでは、パスワードの⼊⼒を失敗
できる回数を指定します。この回数を超えると
デバイスがワイプされます。6回失敗すると、
再度⼊⼒できるまでに⼀定時間の待機が必要で
す。以後、1回失敗するごとに、再⼊⼒できるま
での待機時間が⻑くなります。最後の⼊⼒に失
敗すると、すべてのデータおよび設定がデバイ
スから完全に削除されます。再⼊⼒できるまで
の待機時間が発⽣するのは、6回⼊⼒に失敗した
後からです。この回数を「6」以下に指定した場
合は、待機時間は発⽣せず、指定回数の⼊⼒に
失敗した後にデバイスがワイプされます。

15.22.2 制限の設定 (macOS ユーザーポリシー)
制限の設定では、Mac の制限を設定します。

注
オプションのなかには、特定の macOS バージョンのみで使⽤できるものもあります。そのよう
なオプションの横には、Sophos Mobile Adminで⻘いマークが表⽰されます。

デバイス

設定/フィールド 説明

カメラの使⽤を許可 チェックボックスの選択を解除すると、カメラが使
⽤できなくなり、カメラのアイコンがホーム画⾯に
表⽰されなくなります。ユーザーは写真撮影、動画撮
影、FaceTime の使⽤ができなくなります。
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設定/フィールド 説明

Spotlightでインターネット検索結果を許
可

チェックボックスの選択を解除すると、Spotlightでイ
ンターネット検索結果が表⽰されなくなります。

Apple Music を許可 ユーザーは Apple Music ライブラリにアクセスできま
す。

iCloud

設定/フィールド 説明

バックアップを許可 ユーザーはデバイスを iCloud にバックアップできま
す。

iCloud フォトライブラリを許可 ユーザーは「iCloud フォトライブラリ」を使⽤できま
す。

iCloud キーチェーンの同期を許可 ユーザーは、「iCloud キーチェーン」を使⽤し
て、iPhone、iPad、Mac のパスワードを同期できま
す。
チェックボックスの選択を解除すると、「iCloud キー
チェーン」のデータはローカルデバイスにのみ保存され
ます。

ドキュメントの同期を許可 ユーザーは⽂書ファイルとアプリの設定データを
iCloud に保存できます。

どこでも My Mac を許可 ユーザーは iCloud の「どこでも My Mac」を使⽤し
て、ローカルの Mac から離れた場所にある Mac の
ファイルや画⾯を共有できます。

Mac を探すを許可 ユーザーは iCloud の「Mac を探す」を使⽤して、離れ
た場所から Mac をロックしたり、ワイプしたりできま
す。

iCloud ブックマークを許可 ユーザーは iCloud の「ブックマーク」を使⽤し
て、Web ブラウザとプラットフォームのブックマーク
を同期できます。

iCloud メールを許可 ユーザーは、iCloud の「メール」アカウントをユー
ザーの Mac に設定できます。

iCloud カレンダーを許可 ユーザーは iCloud の「カレンダー」を使⽤して、カレ
ンダーをユーザーのすべてのデバイスで共有したり、他
の iCloud ユーザーに共有したりできます。

iCloud リマインダーを許可 ユーザーは iCloud の「リマインダー」を使⽤して、リ
マインダーのリストをユーザーのすべてのデバイスで
共有したり、他の iCloud ユーザーに共有したりできま
す。

210 Copyright © 2018 Sophos Limited



Sophos Mobile on Premise

設定/フィールド 説明

iCloud アドレスブックを許可 ユーザーは iCloud の「アドレスブック」を使⽤して、
連絡先をユーザーのすべてのデバイスで共有したり、他
の iCloud ユーザーに共有したりできます。

iCloud メモを許可 ユーザーは iCloud の「メモ」を使⽤して作成したメモ
を、ユーザーのすべてのデバイスで共有したり、他の
iCloud ユーザーに共有したりできます。

「デスクトップ」と「書類」の iCloud
Drive 設定を許可

ユーザーは Mac の「デスクトップ」と「書類」フォル
ダを「iCloud Drive」に保存し、他のデバイスからアク
セスできます。

セキュリティとプライバシー

設定/フィールド 説明

Touch ID を使⽤したデバイスのロック解
除を許可

チェックボックスの選択を解除すると、Touch ID を使
⽤してデバイスをロック解除できなくなります。

定義の検索を許可 ハイライト表⽰された語句の意味を調べることができま
す。

⾃動ロックの解除を許可 ユーザーは「⾃動ロック解除」を使⽤して、Apple
Watch から Mac を⾃動的にロック解除できます。

iTunes ファイル共有を許可 ユーザーは iTunes の「ファイル共有」を使⽤して、
ユーザーの Mac と、iPhone、iPad の間でファイルを
コピーできます。

AirPrint を許可 ユーザーは AirPrint が有効になっているプリンタに
ファイルを送信できます。

iBeacon による AirPrint プリンタの検
出を許可

macOS で iBeacon を使った AirPrint デバイスの検出
が⾏われます。

重要
このオプションを許可した場合、悪意のある AirPrint デ
バイスがネットワークを通じてフィッシング攻撃を⾏う
ことが可能になります。

TLS を使⽤した AirPrint で信頼できる証
明書の使⽤のみを許可

AirPrint デバイスが信頼されない証明書を使⽤した場
合、TLS 経由の AirPrint が拒否されます。
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15.22.3 Exchange アカウントの設定 (macOS ユーザーポリ
シー)
Exchange アカウントの設定では、Microsoft Exchange Server のメールサーバーとの接続を設定
します。

設定/フィールド 説明

アカウント名 アカウント名。

Exchange サーバー Exchange サーバーのアドレス。

注
Sophos Mobile EAS プロキシを使⽤している
場合は、EAS プロキシサーバーの URL を⼊
⼒してください。

ドメイン このアカウントのドメイン。

ユーザー このアカウントのユーザー。
%_USERNAME_% という変数を⼊⼒すると、
サーバーによって実際のユーザー名に変換されま
す。

メールアドレス アカウントのメールアドレス。
%_EMAILADDRESS_% という変数を⼊⼒する
と、サーバーによって実際のメールアドレスに変
換されます。

パスワード このアカウントのパスワード。
このフィールドを空⽩のままにすると、ユーザー
は⾃分のデバイスでパスワードを⼊⼒する必要が
あります。

SSL/TLS Exchange サーバーとの接続が SSL または TLS
(サーバーの対応状況に依存) で保護されます。
このチェックボックスは選択することを推奨しま
す。
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15.22.4 Wi-Fi の設定 (macOS ユーザーポリシー)
Wi-Fi の設定は、Wi-Fi ネットワークに接続するための設定を指定します。

設定/フィールド 説明

SSID Wi-Fi ネットワークの ID。

⾃動接続 対象ネットワークに⾃動接続します。

⾮公開ネットワーク 対象ネットワークが、⾮公開または⾮表⽰の場合、こ
れを選択します。
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設定/フィールド 説明

セキュリティの種類 Wi-Fi ネットワークのセキュリティの種類:
• なし
• WEP (パーソナル)
• WPA/WPA2 (パーソナル)
• 任意 (パーソナル)
• WEP (エンタープライズ)
• WPA/WPA2 (エンタープライズ)
• 任意 (エンタープライズ)
名前に「パーソナル」を含むセキュリティの種類を
選択すると、「パスワード」フィールドが表⽰されま
す。適切なパスワードを⼊⼒します。
名前に「エンタープライズ」を含むセキュリティの
種類を選択すると、「プロトコル」、「認証」、「信
頼」というタブが表⽰されます。
「プロトコル」タブで、次の値を設定します。
• 「受け⼊れた EAP の種類」で、認証に使⽤する EAP

⽅法を指定します。このタブで指定した⽅法に応じ
て、このタブにある「内部識別⼦」フィールド内の値
が選択可能になります。

• 「EAP-FAST」で、EAP-FAST Protected Access
Credential (PAC) を設定します。

「認証」タブで、クライアントの認証を設定します。
• 「ユーザー名」フィールドで、Wi-Fi ネットワークへ接

続するためのユーザー名を⼊⼒します。
• 接続するたびにパスワードの⼊⼒を求め、認証を⾏っ

た後に転送するには、「接続ごとにパスワードを要
求」を選択します。

• 「パスワード」フィールドに、適切なパスワードを⼊
⼒します。

• 「固有名証明書」リストから、Wi-Fi ネットワークへ接
続するための証明書を選択します。

注
使⽤する証明書は、「クライアント証明書」の設
定で指定する必要があります。

• 「外部 ID」フィールドで、外部に公開されている ID
(TTLS、PEAP または EAP-FAST ⽤) を⼊⼒します。

「信頼」タブで、サーバーの認証を設定します。
⼀覧から信頼する証明書を選択します。

注
証明書は、「ルート証明書」の構成で指定する必
要があります。
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設定/フィールド 説明

プロキシ このリストから、Wi-Fi 接続⽤のプロキシ設定を選択
します。
• なし
• ⼿動
• ⾃動
「⼿動」を選択すると、「サーバーおよびポート」、
「認証」および「パスワード」フィールドが表⽰され
ます。適切なプロキシ情報を⼊⼒します。「⾃動」を
選択すると、「プロキシサーバーの URL」フィール
ドが表⽰されます。プロキシサーバーの URL を⼊⼒
します。

15.22.5 VPN の設定 (macOS ユーザーポリシー)
VPN 設定では、ネットワーク接続の VPN を設定します。

設定/フィールド 説明

接続名 デバイスに表⽰される接続名。

接続のタイプ VPN 接続の種類:
• Cisco AnyConnect
• Cisco Legacy AnyConnect
• IPsec (Cisco)
• F5
• Check Point
• カスタム SSL/TLS
ここで選択する接続のタイプに応じて、「VPN」
ページで表⽰される⼊⼒フィールドが異なりま
す。

識別⼦ (リバース DNS フォーマット) リバース DNS フォーマットの識別⼦。

サーバー サーバーのホスト名や IP アドレス。

アカウント 接続を認証するためのユーザーアカウント。

サードパーティの設定 ベンダーが指定したカスタム接続のプロパティが
ある場合は、このフィールドに⼊⼒します。
プロパティを⼊⼒するには、「追加」をクリック
した後、ダイアログボックスで、「キー」および
プロパティの「値」を⼊⼒します。

すべてのトラフィックを VPN 接続経由で送信 すべてのトラフィックは、VPN 接続経由で送信さ
れます。
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設定/フィールド 説明

グループ 接続の認証に必要となる可能性のあるグループ。

ユーザー認証 接続に使⽤するユーザー認証の種類:
• パスワード

このオプションを選択すると、「ユーザー
認証」フィールドの下に、「パスワード」
フィールドが表⽰されます。認証⽤パスワー
ドを⼊⼒します。

• 証明書

このオプションを選択すると、「ユーザー認
証」フィールドの下に、「証明書」フィール
ドが表⽰されます。証明書を選択します。

コンピューター認証 コンピューター認証の種類:
• 共有シークレット/グループ名

このオプションを選択すると 「コンピュー
ター認証」フィールドの下に、「グループ
名」、「 共有シークレット」、「ハイブリッ
ド認証を使⽤」および「パスワードの⼊⼒を
要求」フィールドが表⽰されます。「グルー
プ名」および「共有シークレット」フィー
ルドに適切な認証情報を⼊⼒します。必要に
応じて「ハイブリッド認証を使⽤」や「パス
ワードの⼊⼒を要求」を選択します。

• 証明書

このオプションを選択すると、 「コンピュー
ター認証」フィールドの下に、「証明書」
および「ユーザー PIN を含む」が表⽰され
ます。「証明書」リストから、適切な証明
書を選択します。「コンピューター認証」で
ユーザー PIN を要求する場合は、「ユーザー
PIN を含む」を選択します。
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設定/フィールド 説明

プロキシ 接続⽤のプロキシ設定:
• なし
• ⼿動

このオプションを選択すると、「サーバーお
よびポート」、「認証」および「パスワー
ド」フィールドが表⽰されます。「サーバー
およびポート」フィールドに、プロキシサー
バーの有効なアドレスとポート番号を⼊⼒し
ます。「認証」フィールドで、プロキシサー
バーに接続するためのユーザー名を⼊⼒しま
す。「パスワード」フィールドに、プロキシ
サーバーに接続するためのパスワードを⼊⼒
します。

• ⾃動

このオプションを選択すると、「プロキシ
サーバーの URL」フィールドが表⽰されま
す。プロキシ設定を取得するサーバーの URL
を⼊⼒します。

プロバイダのタイプ VPN 接続の種類。
• アプリプロキシ: ネットワークトラフィック

は、アプリケーション層で VPN トンネルを
通って送信されます。

• パケットトンネル: ネットワークトラフィッ
クは、ネットワーク層で VPN トンネルを
通って送信されます。

15.22.6 シングルサインオンの設定 (macOS ユーザーポリ
シー)
シングル サインオンの設定では、サードパーティのアプリ⽤のシングル サインオンを設定します。

設定/フィールド 説明

名前 ⽬視可能⽂字で表記したアカウント名。

Kerberos プリンシパル名 Kerberos プリンシパル名。
値を⼊⼒しない場合、プロファイルのインストー
ル時に、ユーザーによる⼊⼒が必要になります。

領域 Kerberos 領域名。
領域名は、⼤⽂字で⼊⼒する必要があります。
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設定/フィールド 説明

URL 「http://」または「https://」で開始する値でな
くてはなりません。
値の末尾が「/」でない場合は、Sophos Mobile
によって「/」が追加されます。

アプリ識別⼦ アプリのバンドル ID。
完全に⼀致する値 (例: com.sophos.smsec) を
指定するか、⽂字列の末尾に「.*」を付けて (例
com.sophos.*) 先頭の値を指定する必要があり
ます。

15.22.7 Web クリップの設定 (macOS ユーザーポリシー)
Web クリップの設定では、macOS のデスクトップに追加する Web クリックを設定できます。Web
クリップを使⽤すると、よく使⽤する Web ページに簡単にアクセスすることができます。また、サ
ポートの電話番号を含む Web クリップを追加して、迅速にヘルプデスクにダイヤルできるようにす
ることもできます。

設定/フィールド 説明

説明 Web クリップの説明。

URL Web クリップの Web アドレス。

削除を許可 チェックボックスの選択を解除すると、ユーザー
は Web クリップを削除できなくなります。Web
クリップをインストールしたプロファイルを削除
しない限り、ユーザーはその Web クリップをデ
バイスから削除できません。

フルスクリーン Web クリップが、デバイスでフルスクリーン表
⽰されます。フルスクリーン表⽰された Web ク
リップは、Web アプリとして URL を開きます。
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設定/フィールド 説明

アイコン Web クリップのアイコンとして使⽤する画像を
選択します。PNG、GIF または JPEG 形式の画
像 (最⼤ファイルサイズ: 1MB) を指定してくだ
さい。
画像は正⽅形にトリミングされ、画像の解像度に
合わせるために拡⼤・縮⼩されます。正しく表⽰
するには、サイズが 180ピクセル x 180ピクセ
ルの画像を使⽤することを推奨します。

注
Web ページの HTML コードでファビコンが定
義されている場合、そのファビコンが、Web ク
リップのアイコンとしてデバイスで表⽰される場
合があります。これは、その Web ページのコー
ドでのファビコンの設定⽅法に依存し、⼀部の
Web ページのみで発⽣します。

15.22.8 Web コンテンツ フィルタの設定 (macOS ユーザーポ
リシー)
Web コンテンツ フィルタの設定では、インターネットのコンテンツをフィルタリングするサード
パーティ製アプリの設定を⾏います。

設定/フィールド 説明

フィルタ名 フィルタ設定のカスタム名。

フィルタ ID サードパーティ製アプリのバンドル ID。

サーバー フィルタリングサービスをホストするサーバー (ホスト名、IP ア
ドレス、または URL)。

組織 所属する組織名。この値はフィルタリングサービスに渡されま
す。

ユーザー名

パスワード
フィルタリングサービスに接続するための認証情報。

証明書 フィルタリングサービスの認証に使⽤する証明書。
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設定/フィールド 説明

フィルタの範囲 サードパーティ製アプリでフィルタリングするトラフィック。以
下のオプションがあります。
• ブラウザトラフィックのフィルタ: WebKit のブラウザトラ

フィックがフィルタリングされます。
• ソケットトラフィックのフィルタ: ソケットトラフィックが

フィルタリングされます。
• ブラウザ/ソケットトラフィックのフィルタ: WebKit/ソケッ

トトラフィックがフィルタリングされます。

サードパーティの設定 サードパーティ製アプリで必要な場合に追加する構成設定。

15.22.9 グローバル HTTP プロキシの設定 (macOS ユーザー
ポリシー)
グローバル HTTP プロキシの設定では、社内プロキシサーバーを設定します。

設定/フィールド 説明

グローバル HTTP プロキシ 接続⽤のプロキシ設定を選択します。
• ⼿動

このオプションを選択すると、「サーバー
およびポート」、「認証」および「パスワー
ド」フィールドが表⽰されます。「サーバー
およびポート」フィールドに、プロキシサー
バーの有効なアドレスとポート番号を⼊⼒し
ます。「認証」フィールドで、プロキシサー
バーに接続するためのユーザー名を⼊⼒しま
す。「パスワード」フィールドに、プロキシ
サーバーに接続するためのパスワードを⼊⼒
します。

• ⾃動

このオプションを選択すると、「プロキシ
サーバーの URL」フィールドが表⽰されま
す。プロキシ設定を取得するサーバーの URL
を⼊⼒します。

15.22.10 ルート証明書の設定 (macOS ユーザーポリシー)
ルート証明書の設定では、Mac にルート証明書をインストールします。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。
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注
ここでアップロードした証明書は、このポリシーのみで有効です。他のプロファイルやポリシー
でも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。

15.22.11 クライアント証明書の設定 (macOS ユーザーポリ
シー)
クライアント証明書の設定では、Mac にクライアント証明書をインストールします。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このポリシーのみで有効です。他のプロファイルやポリシー
でも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。

15.22.12 SCEP の設定 (macOS ユーザーポリシー)
SCEP 設定では、デバイスが、SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) を使⽤して認証局
(CA) から証明書を取得するように設定します。

設定/フィールド 説明

URL 認証局 (CA) サーバーの Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したサーバー URL を参照するに
は、%_SCEPPROXYURL_% という変数を⼊⼒し
ます。

CA 名 認証局 (CA) が解釈できる名前。異なる名前を使
⽤して、複数のインスタンスを区別したりできま
す。
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設定/フィールド 説明

サブジェクト ユーザーやデバイスなど、証明書を受信するエン
ティティの名前。
ユーザーのデータやデバイスのプロパティに対し
ては、ワイルドカード⽂字を使⽤できます。
有効な X.500 名を⼊⼒する必要があります (プ
レースホルダは実際のデータで置き換えられま
す)。
例:
• ユーザーを指定するには、CN=%_USERNAME_%

と⼊⼒します。
• デバイスを指定するには、CN=%_DEVPROP(シリ

アル番号)_% と⼊⼒します。

使⽤可能なプレースホルダの詳細については、プ
ロファイルとポリシーのプレースホルダ (p.
85)を参照してください。

サブジェクト代替名のタイプ

サブジェクト代替名の値

サブジェクト代替名 (SAN) を SCEP 設定に追加す
るには、SAN のタイプを選択し、SAN の値を⼊⼒
します。SAN のタイプは次のとおりです。
• RFC 822 名: 有効なメールアドレス。
• DNS 名: CA サーバーの DNS 名。
• URI (Uniform Resource Identifier): CA サー

バーの完全修飾 URL。

AD ユーザー ログオン名 Active Directory で指定されている「ユーザーロ
グオン名」の値。これは、ユーザーのユーザープ
リンシパル名 (UPN) です。

チャレンジ SCEP サーバーからチャレンジパスワードを取得す
るための Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したチャレンジ URL を参照するに
は、%_CACHALLENGE_% という変数を⼊⼒し
ます。

再試⾏回数 サーバーが、種類が「保留」の応答を送信した後
の再試⾏回数。

次の再試⾏までの間隔 (秒) 次に再試⾏を実⾏するまでの間隔 (秒)。

鍵⻑ 発⾏済みの証明書で指定されている公開鍵のサイ
ズ。
この値が、SCEP サーバーで設定した値と⼀致する
ようにしてください。
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15.22.13 管理対象ドメインの設定 (macOS ユーザーポリ
シー)
管理対象ドメインの設定では、Mac の管理対象ドメインを設定します。

メールドメイン
組織で管理しているメールドメインを⼊⼒します。メールアプリでは、設定されているドメインと⼀
致しないメールアドレスは、ドメイン外としてハイライト表⽰されます。

15.22.14 CalDAV の設定 (macOS ユーザーポリシー)
CalDAV の設定では、カレンダーのデータと CalDAV サーバーの同期を設定します。これはたとえ
ば、Mac と Google カレンダーを同期する際などに使⽤できます。

設定/フィールド 説明

アカウント名 デバイスで表⽰する CalDAV アカウントの表⽰名。

アカウントホストとポート CalDAV サーバーのホスト名や IP アドレス、およびポート
番号 (任意)。
たとえば、Google カレンダーの場合は次のように⼊⼒しま
す。
calendar.google.com:443

プリンシパル URL CalDAV サーバーで要求された場合に⼊⼒する、カレン
ダーのプリンシパル URL。
たとえば、Google アカウントのプライマリカレンダー以外
のカレンダーと同期するには、次のように⼊⼒します。
https://apidata.googleusercontent.com/caldav/
         v2/カレンダーの ID/user
ここで、カレンダーの ID は、同期対象のカレンダーの ID
です。Google カレンダーの Ｗeb アプリケーションでは、
カレンダーの ID はカレンダーの設定に表⽰されます。詳
細は、Google カレンダーのヘルプを参照してください。

ユーザー名、パスワード CalDAV アカウントのログイン情報。
たとえば、Google カレンダーの場合は、Google アカウン
トのログイン情報を⼊⼒します。

SSL/TLS CalDAV サーバーとの接続は、SSL または TLS (サーバー
の対応状況に依存) で保護されます。
このチェックボックスは選択することを推奨します。
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15.22.15 CardDAV の設定 (macOS ユーザーポリシー)
CardDAV の設定では、連絡先のデータと CardDAV サーバーの同期を設定します。これはたとえ
ば、Mac と Google コンタクトを同期する際などに使⽤できます。

設定/フィールド 説明

アカウント名 デバイスで表⽰する CardDAV アカウントの表⽰名。

アカウントホストとポート CardDAV サーバーのホスト名や IP アドレス、およびポー
ト番号 (任意)。
たとえば、Google コンタクトの場合は次のように⼊⼒しま
す。
google.com

プリンシパル URL CardDAV サーバーで要求された場合に⼊⼒する、連絡先の
プリンシパル URL。
たとえば、Google CardDAV API は、次のプリンシパル
URL に対応しています。
https://www.googleapis.com/carddav/
         v1/principals/アカウント名@gmail.com
ここで、アカウント名 は、Google アカウント名です。

ユーザー名、パスワード CardDAV アカウントのログイン情報。
たとえば、Google コンタクトの場合は、Google アカウン
トのログイン情報を⼊⼒します。

SSL/TLS CardDAV サーバーとの接続は、SSL または TLS (サー
バーの対応状況に依存) で保護されます。
このチェックボックスは選択することを推奨します。

15.22.16 IMAP/POP 設定 (macOS ユーザーポリシー)
IMAP/POP 設定では、Mac に IMAP または POP のメールアカウントを追加します。

設定/フィールド 説明

アカウント名 デバイスで表⽰するメールアカウントの表⽰名。

アカウントの種類 メールを受信するためのメールサーバーの種類 (「IMAP」
または「POP」)。

ユーザーの表⽰名 送信メールで表⽰するユーザーの表⽰名。
デバイスに割り当てられているユーザーの名前を参照する
には、%_USERNAME_% という変数を使⽤します。

224 Copyright © 2018 Sophos Limited



Sophos Mobile on Premise

設定/フィールド 説明

メールアドレス アカウントのメールアドレス。
デバイスに割り当てられているユーザーのメールアドレス
を参照するには、%_EMAILADDRESS_% という変数を使
⽤します。

受信メール

メールサーバーとポート 受信メール⽤のサーバー (受信サーバー) のホスト名や IP
アドレス、およびポート番号。

ユーザー名 受信サーバーに接続するためのユーザー名。

認証の種類 受信サーバーに接続する際の認証⽅法。

パスワード 受信サーバーに接続するためのパスワード (必要な場合)。

SSL/TLS 受信サーバーとの接続は、SSL または TLS (サーバーの対
応状況に依存) で保護されます。

送信メール

メールサーバーとポート 送信メール⽤のサーバー (送信サーバー) のホスト名や IP
アドレス、およびポート番号。

ユーザー名 送信サーバーに接続するためのユーザー名。

認証の種類 送信サーバーに接続する際の認証⽅法。

パスワード 送信サーバーに接続するためのパスワード (必要な場合)。

受信メールと同じパスワードを使⽤す
る

受信メール⽤のパスワードと同じパスワードを使⽤しま
す。

SSL/TLS 送信サーバーとの接続が、SSL または TLS (サーバーの対
応状況に依存) で保護されます。

15.22.17 LDAP の設定 (macOS ユーザーポリシー)
LDAPの設定では、LDAP ディレクトリのユーザー情報を macOS の「連絡先」アプリに追加しま
す。

注
Mac を Active Directory ドメインに参加させるには、ディレクトリサービスを設定します。詳細
は、ディレクトリサービスの設定 (macOS デバイスポリシー) (p. 204)を参照してください。

設定/フィールド 説明

アカウントの説明 LDAP 接続の説明。
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設定/フィールド 説明

ホスト名 LDAP サーバーのホスト名または IP アドレス。

ユーザー名

パスワード
Sophos Mobile が LDAP サーバーの接続に使⽤す
るユーザーのログイン認証情報。

SSL/TLS の使⽤ LDAP サーバーとの接続は、SSL または TLS
(サーバーの対応状況に依存) で保護されます。

検索の設定 検索の基点および対象となる LDAP ツリーのノー
ド。

ベース 検索の基点となるノードのパス。例:
ou=users,o=my company

範囲 検索の対象に含めるサブノードの範囲。以下のオ
プションがあります。
• ベースノードのみ: ベースノードのみ。
• ベースノードと直下の⼦ノード: ベースノー

ドとその⼦ノード (⼀番上の階層のサブノー
ド)。

• ベースノードとすべてのサブノード: ベース
ノードとその下にあるすべての階層のサブノー
ド。

説明 検索設定の説明。

15.23 Windows Mobile ポリシーの設定
Windows Mobile ポリシーでは、パスワードポリシー、制限、Wi-Fi 設定など、Windows Mobile デ
バイス⽤のさまざまなオプションを設定します。
Windows Mobile ポリシーを作成する⽅法の詳細は、プロファイルやポリシーの作成 (p. 81)を参
照してください。
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15.23.1 パスワードポリシーの設定 (Windows Mobile ポリ
シー)
「パスワードポリシー」の設定では、デバイスのパスワードの要件を定義します。

設定/フィールド 説明

パスワードの種類 設定可能なパスワードの種類:
• 英数字: パスワードには数字と英字の両⽅を

含める必要があります。
• 数字: パスワードには数字のみを含める必要

があります。
Windows Phone 8.1 の場合、「英数字」を選択
すると、パスワードに数字や英字を含める必要が
あります。

英数字パスワードで指定が必要な⽂字の種類 英数字のパスワードに含める必要のある⽂字の種
類を定義します。
Windows 10 Mobile の場合:
• 1: 該当なし (選択された場合、「2」の設定が使

⽤されます)
• 2: 数字、⼩⽂字を含める必要があります
• 3: 数字、⼩⽂字、⼤⽂字を含める必要があります
• 4: 数字、⼩⽂字、⼤⽂字、記号を含める必要があ

ります

Windows Phone 8.1 の場合は、何種類の⽂字を
パスワードに含める必要があるかを指定します。
⽂字の種類は次のとおりです。
• 数字
• ⼩⽂字
• ⼤⽂字
• 記号

単純なパスワードを許可 パスワードに連続した⽂字や繰り返し⽂字を使⽤
することができます (例:「abcde」、「1111」
など)。

パスワードの最⼩⽂字数 パスワードに含める必要がある⽂字の最⼩数。

最⼤試⾏回数 デバイスがワイプされるまでの、パスワードの⼊
⼒を失敗できるログイン試⾏回数。
1〜999 までの間の値を⼊⼒します。「0」を⼊
⼒した場合、無制限になります。
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設定/フィールド 説明

デバイスがロックされるまでの分数 デバイスが⾃動的にロックされるまでの待機時間
(分数)。ユーザーはデバイスのロックを解除でき
ます。
1〜999 までの間の値を⼊⼒します。「0」を⼊
⼒した場合、無制限になります。

パスワード履歴 過去のパスワードを記憶し、新しいパスワードと
⽐較する回数。ユーザーが新しいパスワードを指
定する際、記憶された過去のパスワードに⼀致す
ると使⽤が許可されません。
1〜999 までの間の値を⼊⼒します。「0」を⼊
⼒した場合、無制限になります。

パスワードの最⼤有効⽇数 ユーザーがパスワードを指定後、変更が必要にな
るまでの⽇数。
1〜730 までの間の値を⼊⼒します。「0」を⼊
⼒した場合、無制限になります。

パスワードの猶予期間の設定を許可 ユーザーは、パスワードの猶予期間を設定するこ
とができます。

15.23.2 制限の設定 (Windows Mobile ポリシー)
制限の設定では、デバイスの制限を設定します。

デバイス

設定/フィールド 説明

SD カードを禁⽌ ユーザーは SD カードにアクセスできなくなりま
す。なお、アプリによる SD カードへのアクセス
は禁⽌されません。

暗号化されていないデバイスを禁⽌ 内部ストレージの暗号化が実⾏されます。

重要
⼀度デバイスで有効化されると、ポリシーを
使⽤して無効化できないことに注意してくだ
さい。

注
ポリシーを適⽤する前に、デバイスで
BitLocker を有効化する必要があります。
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設定/フィールド 説明

ロック画⾯へのアクションセンターの通知表⽰を
禁⽌

デバイスのロック画⾯の上部に、アクションセン
ターの通知は表⽰されません。

マイクロソフト以外のメールアカウントの⼿動追
加を禁⽌

他の種類のメールアカウントや
Exchange、Office 365 および Outlook.com ア
カウントの追加を禁⽌します。

マイクロソフトアカウントの接続を禁⽌ マイクロソフトアカウントは、同期、バックアッ
プ、および保存に使⽤されるシステムアカウント
です。

開発者向けモードを禁⽌ Windows の開発者向けモードを使⽤できませ
ん。

Microsoft Store を禁⽌ アプリ ストアを使⽤できません。

ネイティブブラウザを禁⽌ Microsoft Edge ブラウザを使⽤できません。

カメラを禁⽌ 「プライバシー」セクションの「アプリによるカ
メラの使⽤を許可」が無効化されます。
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設定/フィールド 説明

使⽤状況に関するデータの送信レベル デバイスから送信する、Windows 診断データや使⽤
状況に関するデータの送信レベル。

Windows 10:
• フル: 問題を特定し、解析するために必要なすべ

てのデータ。
• 拡張: Windows やアプリの使⽤状況およびそのパ

フォーマンスに関するデータ。
• 基本: デバイスとその設定を解析するために必要

な最低限のデータ。
• 無効 (Windows Phone 8.1 のみ): Windows

10 デバイスではサポートされません。これを選択
すると、「基本」レベルが使⽤されます。

注
各レベルには、その下にあるレベルの内容も含ま
れます。例:「拡張」には、「基本」のデータも
すべて含まれます。

ヒント
使⽤状況に関するデータの送信レベルの詳細は、
マイクロソフトの⽂章、組織内の Windows 利⽤
統計情報の構成 (外部リンク) を参照してくださ
い。

Windows Phone 8.1 では、使⽤状況に関する
データの送信レベルを設定することはできませ
ん:
• フル、拡張、基本: ユーザーは、使⽤状況に関す

るデータの送信を有効化/無効化できます。
• 無効 (Windows Phone 8.1 のみ): 使⽤状況に

関するデータは送信されません。

その他

設定/フィールド 説明

コピー＆ペーストを禁⽌ クリップボードを利⽤できません。

Cortana を禁⽌ Cortana は無効になっています。

Office ファイルの「名前を付けて保存」を禁⽌ ユーザーは、デバイス上のファイルを Office
ファイルとして保存できません。

画⾯の取り込みを禁⽌ 画⾯の取り込みを使⽤できません。

Office ファイルの共有を禁⽌ ユーザーは Office ファイルを共有できません。
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設定/フィールド 説明

「設定を同期」を禁⽌ 他の Windows デバイスと、デバイス設定を同期
できません。

録⾳を禁⽌ 録⾳を使⽤できません。

Wi-Fi

設定/フィールド 説明

Wi-Fi を禁⽌ Wi-Fi 接続を使⽤できません。

インターネット共有を禁⽌ インターネット接続の共有 (ICS) を使⽤できま
せん。

Wi-Fi Sense (ホットスポットへの⾃動接続) を
禁⽌

デバイスは、Wi-Fi のホットスポットに⾃動的に
接続しません。

ホットスポットのレポートを禁⽌ デバイスは、Wi-Fi の接続に関する情報を送信し
ません。

⼿動設定を禁⽌ ユーザーは、Sophos Mobile で設定済みの接続
以外に、Wi-Fi 接続を設定することができませ
ん。

接続

設定/フィールド 説明

NFC を禁⽌ NFC (Near Field Communication) を使⽤でき
なくなります。

Bluetooth を禁⽌ Bluetooth は無効になっています。

USB 接続を禁⽌ ファイルを同期したり、開発者ツールを使⽤して
アプリのインストールやデバッグを実⾏するため
に、デバイスとコンピュータを USB で接続する
ことができません。なお、USB の充電は禁⽌さ
れません。

ローミングと利⽤料⾦

設定/フィールド 説明

モバイルデータのローミングを禁⽌ 海外のモバイルネットワークを使⽤したデータ接
続を使⽤できません。
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設定/フィールド 説明

携帯電話での VPN を禁⽌ モバイルネットワークを使⽤した VPN 接続を使
⽤できません。

携帯電話での VPN ローミングを禁⽌ 海外のモバイルネットワークを使⽤した VPN 接
続を使⽤できません。

セキュリティとプライバシー

設定/フィールド 説明

Bing Vision で検索した画像の Bing Vision へ
の保存を禁⽌

Bing Vision 検索を実⾏する際、取り込んだ画像
は Bing Vision によって保存されません。

検索時の位置情報の使⽤を禁⽌ 検索時に位置情報を使⽤できません。

ルート証明書の⼿動インストールを禁⽌ ユーザーは、ルート証明書と中間 CA 証明書を⼿
動でインストールできません。

位置情報の取得を禁⽌ デバイス上の位置情報に関するプライバシー
情報を使⽤できません。いずれのアプリも、位
置情報サービスを使⽤できません。これによっ
て、Sophos Mobile を使⽤してデバイスの位置
情報を取得することも禁⽌されます。

セーフサーチのレベル デバイスに適⽤される、セーフサーチの検索結果
の表⽰の制限レベル:
• 中: 成⼈向けデータが中レベルで排除されま

す。有効な検索結果は排除されません。
• ⾼: 成⼈向けデータがより厳しい基準で排除

されます。

登録解除

設定/フィールド 説明

ユーザーによる電話のリセットを禁⽌ ユーザーは、コントロールパネルや、ハードウェ
アのキーの組み合わせを使⽤したりして、デバイ
スを出荷時の状態にリセットすることができませ
ん。

⼿動による MDM 登録解除を禁⽌ ユーザーは会社アカウントを削除できません。
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15.23.3 Exchange アカウントの設定 (Windows Mobile ポリ
シー)
Exchange アカウントの設定では、Microsoft Exchange Server のメールサーバーとの接続を設定
します。

設定/フィールド 説明

アカウント名 アカウント名。

Exchange サーバー Exchange サーバーのアドレス。

注
Sophos Mobile EAS プロキシを使⽤している
場合は、EAS プロキシサーバーの URL を⼊
⼒してください。

ドメイン このアカウントのドメイン。

ユーザー このアカウントのユーザー。
%_USERNAME_% という変数を⼊⼒すると、
サーバーによって実際のユーザー名に変換されま
す。

メールアドレス アカウントのメールアドレス。
%_EMAILADDRESS_% という変数を⼊⼒する
と、サーバーによって実際のメールアドレスに変
換されます。

パスワード このアカウントのパスワード。
このフィールドを空⽩のままにすると、ユーザー
は⾃分のデバイスでパスワードを⼊⼒する必要が
あります。

同期期間 過去のメールを同期する期間。
指定した期間内に受信したメールのみが管理対象
デバイスに同期されます。

同期の頻度 メールを同期する操作の頻度。

SSL/TLS Exchange サーバーとの接続が SSL または TLS
(サーバーの対応状況に依存) で保護されます。
このチェックボックスは選択することを推奨しま
す。

同期するコンテンツの種類 同期の対象にするコンテンツの種類。
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15.23.4 Wi-Fi の設定 (Windows Mobile ポリシー)
Wi-Fi の設定は、Wi-Fi ネットワークに接続するための設定を指定します。

設定/フィールド 説明

SSID このフィールドには、Wi-Fi ネットワークの ID
を⼊⼒します。

⾃動接続 ⾃動的に接続が確⽴されます。

⾮公開ネットワーク 対象ネットワークが、⾮公開または⾮表⽰の場
合、これを選択します。

セキュリティの種類 セキュリティの種類を、ドロップダウンリスト
から選択します。「WPA (パーソナル)」または
「WPA2 (パーソナル)」を選択した場合は、パ
スワードを指定する必要があります。

プロキシ ドロップダウンリストから「⼿動」を選択した場
合は、サーバーとポートを指定する必要がありま
す。

15.23.5 アプリの制限の設定 (Windows Mobile ポリシー)
アプリの制限では、デバイス上のアプリを許可または禁⽌します。

設定/フィールド 説明

許可するアプリ デバイスのユーザーに対して、インストールおよ
び使⽤を許可するアプリを指定します。ユーザー
は、このリストに含まれていないアプリをインス
トールしたり、使⽤したりすることはできませ
ん。
特定のアプリを許可し、それ以外のアプリをすべ
てブロックする場合は、「許可するアプリ」を使
⽤してください。

禁⽌するアプリ デバイスのユーザーに対して、インストールを
禁⽌するアプリを指定します。ユーザーは、この
リストに含まれていないすべてのアプリをインス
トールすることができます。
特定のアプリを禁⽌し、それ以外のアプリをすべ
て許可する場合は、「禁⽌するアプリ」を使⽤し
てください。
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設定/フィールド 説明

アプリグループ 許可/禁⽌するアプリを含むアプリグループを選
択します。

注
アプリグループは事前に作成する必要があり
ます。詳細は、アプリグループ (p. 279)を
参照してください。

15.23.6 ルート証明書の設定 (Windows Mobile ポリシー)
ルート証明書の設定では、デバイスにルート証明書をインストールします。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このポリシーのみで有効です。他のプロファイルやポリシー
でも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。

15.23.7 SCEP 設定 (Windows Mobile ポリシー)
SCEP 設定では、デバイスが、SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) を使⽤して認証局
(CA) から証明書を取得するように設定します。

設定/フィールド 説明

説明 設定の説明。

URL 認証局 (CA) サーバーの Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したサーバー URL を参照するに
は、%_SCEPPROXYURL_% という変数を⼊⼒し
ます。
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サブジェクト ユーザーやデバイスなど、証明書を受信するエン
ティティの名前。
ユーザーのデータやデバイスのプロパティに対し
ては、ワイルドカード⽂字を使⽤できます。
有効な X.500 名を⼊⼒する必要があります (プ
レースホルダは実際のデータで置き換えられま
す)。
例:
• ユーザーを指定するには、CN=%_USERNAME_%

と⼊⼒します。
• デバイスを指定するには、CN=%_DEVPROP(シリ

アル番号)_% と⼊⼒します。

使⽤可能なプレースホルダの詳細については、プ
ロファイルとポリシーのプレースホルダ (p.
85)を参照してください。

サブジェクト代替名 必要に応じて、1つまたは複数のサブジェクト代替
名 (SAN) の値を設定します。
「追加」をクリックして、SAN のタイプと値を⼊
⼒します。

チャレンジ SCEP サーバーからチャレンジパスワードを取得す
るための Web アドレス。
「システムセットアップ」ページの「SCEP」
タブで指定したチャレンジ URL を参照するに
は、%_CACHALLENGE_% という変数を⼊⼒し
ます。

ルート証明書 CA 証明書。
⼀覧から証明書を選択します。⼀覧には、この
プロファイルの「ルート証明書」の設定でアップ
ロードした証明書すべてが表⽰されます。

再試⾏回数 サーバーが、種類が「保留」の応答を送信した後
の再試⾏回数。

次の再試⾏までの間隔 (秒) 次に再試⾏を実⾏するまでの間隔 (秒)。

鍵⻑ 発⾏済みの証明書で指定されている公開鍵のサイ
ズ。
この値が、SCEP サーバーで設定した値と⼀致する
ようにしてください。

デジタル署名として使⽤する このチェックボックスを選択すると、この公開鍵
をデジタル署名として使⽤できます。

暗号化に使⽤する このチェックボックスを選択すると、この公開鍵
をデータ暗号化で使⽤できます。
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ハッシュアルゴリズム SCEP サーバーで対応しているハッシュアルゴリズ
ムを選択します (複数選択可)。

警告
SHA-1 アルゴリズムは安全性が低いため使⽤
を推奨しません。

15.23.8 IMAP/POP 設定 (Windows Mobile ポリシー)
IMAP/POP 設定では、デバイスに IMAP または POP のメールアカウントを追加します。

設定/フィールド 説明

アカウントの種類 メールを受信するためのメールサーバーの種類 (「IMAP」
または「POP」)。

アカウント名 デバイスで表⽰するメールアカウントの表⽰名。

メールアドレス アカウントのメールアドレス。
デバイスに割り当てられているユーザーのメールアドレス
を参照するには、%_EMAILADDRESS_% という変数を使
⽤します。

ユーザーの表⽰名 送信メールで表⽰するユーザーの表⽰名。
デバイスに割り当てられているユーザーの名前を参照する
には、%_USERNAME_% という変数を使⽤します。

ユーザー名 受信サーバーに接続するためのユーザー名。

ドメイン 受信サーバー⽤ログオン情報のドメイン部分 (必要な場
合)。

パスワード 受信サーバーに接続するためのパスワード (必要な場合)。

受信メール⽤のサーバー 受信メール⽤のサーバー (受信サーバー) のホスト名 (また
は IP アドレス)、およびポート番号。
形式: サーバー名:ポート番号
以下の標準ポートを使⽤する場合、ポート番号を指定する
必要はありません。
• 143 (IMAP)
• 993 (IMAP、SSL を使⽤)
• 110 (POP3)
• 995 (POP3、SSL を使⽤)

受信メールで SSL/TLS を使⽤ 受信メールの配信に SSL (Secure Socket Layer) を使⽤し
ます。
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送信メール⽤のサーバー 送信メール⽤のサーバー (送信サーバー) のホスト名 (また
は IP アドレス)、およびポート番号。
形式: サーバー名:ポート番号

送信メールで SSL/TLS を使⽤ 送信メールの配信に SSL (Secure Socket Layer) を使⽤し
ます。

送信接続の認証が必要 送信サーバーで認証が必要です。
受信サーバー⽤に「ユーザー名」、「ドメイン」、「パス
ワード」フィールドで指定したログオン情報が使⽤されま
す。

同期期間 過去のメールを同期する期間。
指定した期間内に受信したメールのみが管理対象デバイス
に同期されます。

⾃動同期 メールを⾃動同期する頻度。

15.24 Windows ポリシーの設定
Windows ポリシーでは、パスワードポリシー、制限、Wi-Fi 設定など、Windows コンピュータ⽤の
さまざまなオプションを設定します。
Windows ポリシーを作成する⽅法については、プロファイルやポリシーの作成 (p. 81)を参照し
てください。

15.24.1 パスワードポリシーの設定 (Windows ポリシー)
「パスワードポリシー」の設定では、Windows のユーザーアカウントのパスワードの要件を定義し
ます。

注
Windows コンピュータのパスワードの複雑さのルール (⽂字数、⼤⽂字や⼩⽂字の数など) は固
定されており、Sophos Mobile のポリシーで設定することはできません。詳細は、Windows パ
スワードの複雑さのルール (p. 84)を参照してください。

注
次の条件が共に満たされている場合、パスワードポリシーを Windows コンピュータに適⽤する
ことはできません。

• Sophos Mobile に登録済みのユーザーの他に、他のローカルユーザーがデバイスで設定され
ている。

• そのうち 1⼈でもパスワードの変更が許可されていないユーザーがいる。
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最⼤試⾏回数 デバイスがワイプされるまでの、パスワードの⼊
⼒を失敗できるログイン試⾏回数。
1〜999 までの間の値を⼊⼒します。「0」を⼊
⼒した場合、無制限になります。

デバイスがロックされるまでの分数 デバイスが⾃動的にロックされるまでの待機時間
(分数)。ユーザーはデバイスのロックを解除でき
ます。
1〜999 までの間の値を⼊⼒します。「0」を⼊
⼒した場合、無制限になります。

パスワード履歴 過去のパスワードを記憶し、新しいパスワードと
⽐較する回数。ユーザーが新しいパスワードを指
定する際、記憶された過去のパスワードに⼀致す
ると使⽤が許可されません。
1〜999 までの間の値を⼊⼒します。「0」を⼊
⼒した場合、無制限になります。

パスワードの最⼤有効⽇数 ユーザーがパスワードを指定後、変更が必要にな
るまでの⽇数。
1〜730 までの間の値を⼊⼒します。「0」を⼊
⼒した場合、無制限になります。

15.24.2 制限の設定 (Windows ポリシー)
制限の設定では、デバイスの制限を設定します。

デバイス

設定/フィールド 説明

SD カードを禁⽌ ユーザーは SD カードにアクセスできなくなりま
す。なお、アプリによる SD カードへのアクセス
は禁⽌されません。

マイクロソフト以外のメールアカウントの⼿動追
加を禁⽌

他の種類のメールアカウントや
Exchange、Office 365 および Outlook.com ア
カウントの追加を禁⽌します。

開発者向けモードを禁⽌ Windows の開発者向けモードを使⽤できませ
ん。

カメラを禁⽌ 「プライバシー」セクションの「アプリによるカ
メラの使⽤を許可」が無効化されます。
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Edge のオートコンプリートを無効化 Edge Web ブラウザの「フォームへの⼊⼒を保
存する」設定が無効化され、ユーザーが有効にす
ることはできません。
チェックボックスの選択を解除すると、設定が有
効化され、ユーザーが無効にすることはできませ
ん。

Edge の F12 開発者ツールを無効化 Edge Web ブラウザの F12 開発者ツールは使⽤
できません。

Edge のポップアップブロックを無効化 Edge Web ブラウザの「ポップアップブロッ
ク」設定が無効化され、ユーザーが有効にするこ
とはできません。
チェックボックスの選択を解除すると、設定が有
効化され、ユーザーが無効にすることはできませ
ん。

⾃動再⽣の設定を無効化

⽇付と時刻の設定を無効化

⾔語の設定を無効化

電源とスリープの設定を無効化

地域の設定を無効化

サインインの設定を無効化

VPN の設定を無効化

職場のアクセスの設定を無効化

アカウントの設定を無効化

Windows のコントロールパネルの該当するセク
ションは使⽤できません。このような設定は、デ
バイスにポリシーを割り当てた後で、ユーザーが
変更することはできません。

注
「⾃動再⽣の設定を無効化」を選択しても、
接続済みのデバイス (例: 携帯電話など) の
設定には影響を与えません。
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使⽤状況に関するデータの送信レベル デバイスから送信する、Windows 診断データや使⽤
状況に関するデータの送信レベル。
• フル: 問題を特定し、解析するために必要なすべ

てのデータ。
• 拡張: Windows やアプリの使⽤状況およびそのパ

フォーマンスに関するデータ。
• 基本: デバイスとその設定を解析するために必要

な最低限のデータ。
• セキュリティ: 最新のセキュリティアップデート

でデバイスを保護するために必要な情報。

注
各レベルには、その下にあるレベルの内容も含ま
れます。例:「拡張」には、「基本」と「セキュ
リティ」のデータもすべて含まれます。

ヒント
使⽤状況に関するデータの送信レベルの詳細は、
マイクロソフトの⽂章、組織内の Windows 利⽤
統計情報の構成 (外部リンク) を参照してくださ
い。

その他

設定/フィールド 説明

Cortana を禁⽌ Cortana は無効になっています。

「設定を同期」を禁⽌ 他の Windows デバイスと、デバイス設定を同期
できません。

Windows に関するヒントの表⽰を無効化 Windows の通知設定「Windows に関するヒン
トを表⽰する」の選択が解除され、無効になりま
す。

Wi-Fi

設定/フィールド 説明

インターネット共有を禁⽌ インターネット接続の共有 (ICS) を使⽤できま
せん。

Wi-Fi Sense (ホットスポットへの⾃動接続) を
禁⽌

デバイスは、Wi-Fi のホットスポットに⾃動的に
接続しません。
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接続

設定/フィールド 説明

Bluetooth を禁⽌ Bluetooth は無効になっています。

セキュリティとプライバシー

設定/フィールド 説明

検索時の位置情報の使⽤を禁⽌ 検索時に位置情報を使⽤できません。

登録解除

設定/フィールド 説明

⼿動による MDM 登録解除を禁⽌ ユーザーは会社アカウントを削除できません。

15.24.3 Exchange アカウントの設定 (Windows ポリシー)
Exchange アカウントの設定では、Microsoft Exchange Server のメールサーバーとの接続を設定
します。

重要
複数の構成を使⽤して Exchange メールアカウントを設定した場合、デバイスで 1つのアカウ
ントのメールしか受信できないことがあります。これは通常、各アカウントが異なる Exchange
サーバーにあり、各サーバーで異なるメールボックスポリシーが定義されている場合に発⽣しま
す。Windows コンピュータが適⽤できるメールボックスポリシーは1つだけなので、デバイスは
それ以外のポリシーを使⽤するアカウントへの接続に失敗します。

注
Windows ユーザーは、管理者が Exchange の設定に加えた変更すべてを拒否することができま
す。

設定/フィールド 説明

アカウント名 アカウント名。
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Exchange サーバー Exchange サーバーのアドレス。

注
Sophos Mobile EAS プロキシを使⽤している
場合は、EAS プロキシサーバーの URL を⼊
⼒してください。

ドメイン このアカウントのドメイン。

ユーザー このアカウントのユーザー。
%_USERNAME_% という変数を⼊⼒すると、
サーバーによって実際のユーザー名に変換されま
す。

メールアドレス アカウントのメールアドレス。
%_EMAILADDRESS_% という変数を⼊⼒する
と、サーバーによって実際のメールアドレスに変
換されます。

パスワード このアカウントのパスワード。
このフィールドを空⽩のままにすると、ユーザー
は⾃分のデバイスでパスワードを⼊⼒する必要が
あります。

同期期間 過去のメールを同期する期間。
指定した期間内に受信したメールのみが管理対象
デバイスに同期されます。

同期の頻度 メールを同期する操作の頻度。

SSL/TLS Exchange サーバーとの接続が SSL または TLS
(サーバーの対応状況に依存) で保護されます。
このチェックボックスは選択することを推奨しま
す。

同期するコンテンツの種類 同期の対象にするコンテンツの種類。

15.24.4 Wi-Fi の設定 (Windows ポリシー)
Wi-Fi の設定は、Wi-Fi ネットワークに接続するための設定を指定します。

設定/フィールド 説明

SSID このフィールドには、Wi-Fi ネットワークの ID
を⼊⼒します。
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⾃動接続 ⾃動的に接続が確⽴されます。

⾮公開ネットワーク 対象ネットワークが、⾮公開または⾮表⽰の場
合、これを選択します。

セキュリティの種類 セキュリティの種類を、ドロップダウンリスト
から選択します。「WPA (パーソナル)」または
「WPA2 (パーソナル)」を選択した場合は、パ
スワードを指定する必要があります。

15.24.5 ルート証明書の設定 (Windows ポリシー)
ルート証明書の設定では、デバイスにルート証明書をインストールします。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このポリシーのみで有効です。他のプロファイルやポリシー
でも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。

15.24.6 IMAP/POP 設定 (Windows ポリシー)
IMAP/POP 設定では、Windows コンピュータに IMAP または POP のメールアカウントを追加しま
す。

設定/フィールド 説明

アカウントの種類 メールを受信するためのメールサーバーの種類 (「IMAP」
または「POP」)。

アカウント名 デバイスで表⽰するメールアカウントの表⽰名。

メールアドレス アカウントのメールアドレス。
デバイスに割り当てられているユーザーのメールアドレス
を参照するには、%_EMAILADDRESS_% という変数を使
⽤します。

ユーザーの表⽰名 送信メールで表⽰するユーザーの表⽰名。
デバイスに割り当てられているユーザーの名前を参照する
には、%_USERNAME_% という変数を使⽤します。

ユーザー名 受信サーバーに接続するためのユーザー名。

ドメイン 受信サーバー⽤ログオン情報のドメイン部分 (必要な場
合)。
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パスワード 受信サーバーに接続するためのパスワード (必要な場合)。

受信メール⽤のサーバー 受信メール⽤のサーバー (受信サーバー) のホスト名 (また
は IP アドレス)、およびポート番号。
形式: サーバー名:ポート番号
以下の標準ポートを使⽤する場合、ポート番号を指定する
必要はありません。
• 143 (IMAP)
• 993 (IMAP、SSL を使⽤)
• 110 (POP3)
• 995 (POP3、SSL を使⽤)

受信メールで SSL/TLS を使⽤ 受信メールの配信に SSL (Secure Socket Layer) を使⽤し
ます。

送信メール⽤のサーバー 送信メール⽤のサーバー (送信サーバー) のホスト名 (また
は IP アドレス)、およびポート番号。
形式: サーバー名:ポート番号

送信メールで SSL/TLS を使⽤ 送信メールの配信に SSL (Secure Socket Layer) を使⽤し
ます。

送信接続の認証が必要 送信サーバーで認証が必要です。
受信サーバー⽤に「ユーザー名」、「ドメイン」、「パス
ワード」フィールドで指定したログオン情報が使⽤されま
す。

同期期間 過去のメールを同期する期間。
指定した期間内に受信したメールのみが管理対象デバイス
に同期されます。

⾃動同期 メールを⾃動同期する頻度。

15.25 Windows IoT ポリシーの設定
Windows IoT ポリシーでは、制限、Wi-Fi 設定など、Windows IoT デバイス⽤のさまざまなオプ
ションを設定します。
Windows IoT ポリシーを作成する⽅法の詳細は、プロファイルやポリシーの作成 (p. 81)を参照し
てください。
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15.25.1 制限の設定 (Windows IoT ポリシー)
制限の設定では、デバイスの制限を設定します。

デバイス

設定/フィールド 説明

SD カードを禁⽌ ユーザーは SD カードにアクセスできなくなりま
す。なお、アプリによる SD カードへのアクセス
は禁⽌されません。

開発者向けモードを禁⽌ Windows の開発者向けモードを使⽤できませ
ん。

カメラを禁⽌ 「プライバシー」セクションの「アプリによるカ
メラの使⽤を許可」が無効化されます。

Edge のオートコンプリートを無効化 Edge Web ブラウザの「フォームへの⼊⼒を保
存する」設定が無効化され、ユーザーが有効にす
ることはできません。
チェックボックスの選択を解除すると、設定が有
効化され、ユーザーが無効にすることはできませ
ん。

Edge のポップアップブロックを無効化 Edge Web ブラウザの「ポップアップブロッ
ク」設定が無効化され、ユーザーが有効にするこ
とはできません。
チェックボックスの選択を解除すると、設定が有
効化され、ユーザーが無効にすることはできませ
ん。
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使⽤状況に関するデータの送信レベル デバイスから送信する、Windows 診断データや使⽤
状況に関するデータの送信レベル。
• フル: 問題を特定し、解析するために必要なすべ

てのデータ。
• 拡張: Windows やアプリの使⽤状況およびそのパ

フォーマンスに関するデータ。
• 基本: デバイスとその設定を解析するために必要

な最低限のデータ。
• セキュリティ: 最新のセキュリティアップデート

でデバイスを保護するために必要な情報。

注
各レベルには、その下にあるレベルの内容も含ま
れます。例:「拡張」には、「基本」と「セキュ
リティ」のデータもすべて含まれます。

ヒント
使⽤状況に関するデータの送信レベルの詳細は、
マイクロソフトの⽂章、組織内の Windows 利⽤
統計情報の構成 (外部リンク) を参照してくださ
い。

Wi-Fi

設定/フィールド 説明

インターネット共有を禁⽌ インターネット接続の共有 (ICS) を使⽤できま
せん。

Wi-Fi Sense (ホットスポットへの⾃動接続) を
禁⽌

デバイスは、Wi-Fi のホットスポットに⾃動的に
接続しません。

接続

設定/フィールド 説明

Bluetooth を禁⽌ Bluetooth は無効になっています。
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15.25.2 Wi-Fi の設定 (Windows IoT ポリシー)
Wi-Fi の設定は、Wi-Fi ネットワークに接続するための設定を指定します。

設定/フィールド 説明

SSID このフィールドには、Wi-Fi ネットワークの ID
を⼊⼒します。

⾃動接続 ⾃動的に接続が確⽴されます。

⾮公開ネットワーク 対象ネットワークが、⾮公開または⾮表⽰の場
合、これを選択します。

セキュリティの種類 セキュリティの種類を、ドロップダウンリスト
から選択します。「WPA (パーソナル)」または
「WPA2 (パーソナル)」を選択した場合は、パ
スワードを指定する必要があります。

15.25.3 ルート証明書の設定 (Windows IoT ポリシー)
ルート証明書の設定では、デバイスにルート証明書をインストールします。
「ファイル」フィールドで、適切な証明書を参照して、「ファイルのアップロード」をクリックしま
す。証明書名が「証明書名」フィールドに表⽰されます。選択した証明書⽤のパスワードを⼊⼒しま
す。

注
ここでアップロードした証明書は、このプロファイルのみで有効です。他のプロファイルやポリ
シーでも証明書が必要な場合は、再びアップロードする必要があります。
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16 タスクバンドル
タスクバンドルを使⽤して、1つのトランザクションで、複数のタスクをバンドルとしてまとめること
ができます。デバイスを登録し、設定するために必要な以下のタスクを 1つにまとめることが可能と
なります。
• デバイスを登録する。
• 必要なポリシーを適⽤する。
• 必須アプリをインストールする (iOS デバイス⽤の管理対象アプリなど)。
• 必要なプロファイルを適⽤する。
また、タスクバンドルに WIPE コマンドを追加して、コンプライアンス⾮準拠のデバイスを⾃動的に
ワイプすることもできます。詳細は、コンプライアンスポリシー (p. 41)を参照してください。
タスクバンドルは、以下のプラットフォームで使⽤できます。
• Android
• iOS
• macOS
• Windows

16.1 タスクバンドルの作成
1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「タスクバンドル」をクリックし、タスクバンド

ルを作成するプラットフォームを選択します。
2. 「タスクバンドル」ページで、「タスクバンドルの作成」をクリックします。

「タスクバンドルの編集」ページが表⽰されます。
3. 該当するフィールドに、新しいタスクバンドルの名前と、必要に応じて説明を⼊⼒します。

バージョン番号は、タスクバンドルを保存するたびに⾃動で増えていきます。
4. 任意: コンプライアンスルール違反時に、デバイスにタスクバンドルを配信する場合は、「違反時

にアクションの選択が可能」を選択します。詳細は、コンプライアンスポリシー (p. 41)を参照し
てください。

注
既存のタスクバンドルを編集する場合で、そのタスクバンドルが既に違反時のアクションとし
て使⽤されているときは、このオプションは無効になります。

5. 任意: iOS のタスクバンドルに対しては、「アプリのインストールの失敗を無視」を選択すると、
アプリのインストールに失敗した場合でも、タスクバンドルの処理が再試⾏されます。
タスクバンドルに「アプリのインストール」タスクが追加されていないと、このオプションは選
択できません。

6. 「タスクの作成」をクリックします。
7. タスクの種類を選択し、「次へ」をクリックします。

表⽰される内容は、選択したタスクの種類によって異なります。各画⾯で、タスク名をわかりや
すい名前に変更できます。ここで指定したタスク名は、セルフサービスポータルでのインストー
ル時に表⽰されます。

8. ウィザードの指⽰に従ってタスクを追加し、「適⽤」をクリックしてタスクを作成します。
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9. 任意: タスクバンドルにその他のタスクを追加します。

注
Android のタスクバンドルの場合、Android とビジネス向け Android のタスクを同⼀のタス
クバンドルに追加することはできません。たとえば、Android デバイスのプロファイルと仕
事⽤ Android アプリを同じタスクバンドルを使⽤してインストールすることはできません。

ヒント
選択したタスクがインストールされる順序は、タスクのリストの右側にあるソート⽮印を使っ
て設定できます。

10.必要なタスクすべてをタスクバンドルに追加したら、「タスクバンドルの編集」ページで「保
存」をクリックします。

作成したタスクバンドルは、これで配信する準備ができました。「タスクバンドル」ページに作成し
たタスクバンドルが表⽰されます。

注
セルフサービスポータルで「初期パッケージ」として使⽤されている、既存のタスクバンドルを
編集する際、登録タスクを削除することはできません。詳細は、セルフサービス ポータルの設定
(p. 23)を参照してください。

関連概念
設定可能な Android のタスクの種類 (p. 250)
設定可能な iOS のタスクの種類 (p. 254)
設定可能な macOS のタスクの種類 (p. 256)
設定可能な Windows のタスクの種類 (p. 258)

16.2 設定可能な Android のタスクの種類
Android のタスクバンドルで選択できるタスクの種類は次のとおりです。

登録
このタスクがデバイスに配信されると、各デバイスに対して設定されているメールアドレスに登録
メールが送信されます。ユーザーは、登録メールにある⼿順に従ってデバイスを登録する必要があり
ます。
タスクが、既に登録済みのデバイスに配信されると、登録メールは送信されません。

Sophos コンテナの登録
このタスクがデバイスに配信されると、各デバイスに対して設定されているメールアドレスに登録
メールが送信されます。ユーザーは、登録メールにある⼿順に従ってデバイスを登録する必要があり
ます。
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タスクが、既に登録済みのデバイスに配信されると、登録メールは送信されません。

プロファイルのインストール
選択可能なプロファイルやポリシーの⼀覧から、プロファイルやポリシーを選択します。この⼀覧に
プロファイルやポリシーを追加する⽅法の詳細は、プロファイルとポリシー (p. 81)を参照してくだ
さい。
タスクがデバイスに配信されると、プロファイルのインストールやポリシーの割り当てが、ユーザー
の操作なしで実⾏されます。

プロファイルのアンインストール
「指定⽅法」で「プロファイル」を選択し、リストからプロファイルを選択します。
リストには、Sophos Mobile サーバーで選択可能なプロファイルの他、管理下にあるデバイスで使⽤
中のプロファイルも含まれています。
リストに含まれていないプロファイルをアンインストールすることもできます。「識別⼦」を選択し
て、デバイスからアンインストールするプロファイルの識別⼦を⼊⼒します。
タスクがデバイスに配信されると、プロファイルは、ユーザーの操作なしでアンインストールされま
す。

注
デバイスから直接 Sophos コンテナポリシーやモバイル セキュリティ ポリシーをアンインス
トールすることはできません。代わりに、デバイスのアクション「Sophos コンテナの登録解
除」または「SMSec の登録解除」を使⽤してください。この操作により、関連するポリシーも
デバイスから削除されます。

アプリのインストール
選択可能なアプリの⼀覧からアプリを選択します。この⼀覧にアプリを追加する⽅法の詳細は、アプ
リのアプリの追加 (p. 261)を参照してください。
タスクがデバイスに配信されると、Sophos Mobile によってアプリがインストールされることが、
ユーザーのデバイスに通知されます。ユーザーは、「ＯＫ」をタップして操作を開始するか、「後で
対処」をタップして、後ほど通知を受信することができます。
ユーザーが「OK」をタップした後、次に表⽰される Android のダイアログで「キャンセル」をタッ
プすると、タスクは失敗します。
タスクを受信したデバイスに既にアプリがインストールされている場合、アプリはアップデートされ
ます。

Android 仕事⽤アプリのインストール
このタスクは、カスタマーに対してビジネス向け Android を設定済みの場合に使⽤できます。
選択可能な仕事⽤アプリの⼀覧からアプリを選択します。この⼀覧にアプリを追加する⽅法の詳細
は、アプリの仕事⽤アプリの編集 (p. 296)を参照してください。
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インストールタスクが Google サービスに送信されます。その後、デバイスへのアプリのインストー
ルは Google によって管理されます。タスクが Google に送信されると、「現在のタスク」ページ
に、タスクの状態が「成功」のタスクとして表⽰されます。
または、「Android 仕事⽤アプリ」ページから仕事⽤アプリをインストールできます。詳細は、仕事
⽤アプリのインストール (p. 298)を参照してください。
デバイスから仕事⽤アプリをアンインストールする⽅法の詳細は、仕事⽤アプリのアンインストール
(p. 298)を参照してください。

アプリの削除
「指定⽅法」で「アプリ」を選択し、選択可能なアプリのリストから削除するアプリを選択します。
リストには、Sophos Mobile サーバーで選択可能なアプリの他、管理下にあるデバイスで使⽤中のア
プリも含まれています。なお、Android のシステムアプリと、メーカーによってデバイスにプリイン
ストールされているアプリは含まれていません。
リストに含まれていないアプリを削除することもできます。「識別⼦」を選択して、デバイスから削
除するパッケージを⼊⼒します。「Knox コンテナアプリ」を選択すると、アプリは Samsung Knox
コンテナから削除されます。
タスクがデバイスに配信されると、Sophos Mobile によってアプリがアンインストールされること
が、ユーザーのデバイスに通知されます。ユーザーは、「ＯＫ」をタップして操作を開始するか、
「後で対処」をタップして、後ほど通知を受信することができます。
ユーザーが「OK」をタップした後、次に表⽰される Android のダイアログで「キャンセル」をタッ
プすると、タスクは失敗します。
タスクを受信したデバイスにアプリがインストールされていない場合、通知は表⽰されません。

メッセージの送信
デバイスに表⽰する平⽂のメッセージを⼊⼒します。
タスクがデバイスに配信されると、メッセージテキストが通知ウィンドウに表⽰されます。ユーザー
は、過去のメッセージを Sophos Mobile Control アプリの「メッセージ」ページに表⽰できます。

登録解除
このタスクがデバイスに配信されると、デバイスは Sophos Mobile から登録解除されます。詳細
は、デバイスの登録解除 (p. 58)を参照してください。デバイスのユーザーは、この操作を実⾏する
ことを確認する必要はありません。
同じタスクバンドルに、「登録解除」タスクと「ワイプ」タスクを追加することはできません。

ワイプ
このタスクがデバイスに配信されると、デバイスは出荷時の状態にリセットされます。デバイスの
ユーザーは、この操作を実⾏することを確認する必要はありません。
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重要
このタスクの種類は注意して使⽤してください。このタスクを受信したデバイス上のすべての
データは、ユーザーの確認なしで削除されます。

注
ビジネス向け Android のプロファイル所有者モードで Sophos Mobile に登録されているデバイ
スに、「ワイプ」タスクが配信されると、仕事⽤プロファイルと仕事⽤アプリのみが削除されま
す。

同じタスクバンドルに、「登録解除」タスクと「ワイプ」タスクを追加することはできません。

Knox コンテナ: ロック
タスクが Samsung Knox に対応しているデバイスに配信されると、Knox コンテナはロックされま
す。

Knox コンテナ: ロック解除
タスクが Samsung Knox に対応しているデバイスに配信されると、Knox コンテナのロックは解除
されます。

Knox コンテナ: パスワードのリセット
タスクが Samsung Knox に対応しているデバイスに配信されると、Knox コンテナのパスワードは
リセットされます。ユーザーは、Knox コンテナのロックを解除するために、新しいパスワードを設
定する必要があります。

Knox コンテナ: 削除
タスクが Samsung Knox に対応しているデバイスに配信されると、Knox コンテナ (およびコンテナ
に関連した設定内容) は削除されます。

SMSec によるスキャンの開始
タスクがデバイスに配信されると、Sophos Mobile Security アプリがユーザーの操作なしで実⾏さ
れ、マルウェアや不要と思われるアプリ (PUA) のスキャンが実⾏されます。
このタスクを実⾏するには、Sophos Mobile Security が Sophos Mobile の管理下にある、つまり、
デバイスにモバイル セキュリティ ポリシーが割り当てられている必要があります。詳細は、Sophos
Mobile Security の管理 (p. 316)を参照してください。
タスクを受信するデバイスで、Sophos Mobile Security が Sophos Mobile の管理下にない (つま
り、デバイスにモバイル セキュリティ ポリシーが割り当てられていない) 場合、タスクはの状態は
「再試⾏予定」のままで残ります。
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16.3 設定可能な iOS のタスクの種類
iOS のタスクバンドルで選択できるタスクの種類は次のとおりです。

登録
このタスクがデバイスに配信されると、各デバイスに対して設定されているメールアドレスに登録
メールが送信されます。ユーザーは、登録メールにある⼿順に従ってデバイスを登録する必要があり
ます。
タスクが、既に登録済みのデバイスに配信されると、登録メールは送信されません。

Sophos コンテナの登録
このタスクがデバイスに配信されると、各デバイスに対して設定されているメールアドレスに登録
メールが送信されます。ユーザーは、登録メールにある⼿順に従ってデバイスを登録する必要があり
ます。
タスクが、既に登録済みのデバイスに配信されると、登録メールは送信されません。

プロファイルのインストール
選択可能なプロファイルやポリシーの⼀覧から、プロファイルやポリシーを選択します。この⼀覧に
プロファイルやポリシーを追加する⽅法の詳細は、プロファイルとポリシー (p. 81)を参照してくだ
さい。
タスクがデバイスに配信されると、プロファイルのインストールやポリシーの割り当てが、ユーザー
の操作なしで実⾏されます。

プロファイルのアンインストール
「指定⽅法」で「プロファイル」を選択し、リストからプロファイルを選択します。
リストには、Sophos Mobile サーバーで選択可能なプロファイルの他、管理下にあるデバイスで使⽤
中のプロファイルも含まれています。
リストに含まれていないプロファイルをアンインストールすることもできます。「識別⼦」を選択し
て、デバイスからアンインストールするプロファイルの識別⼦を⼊⼒します。
タスクがデバイスに配信されると、プロファイルは、ユーザーの操作なしでアンインストールされま
す。

注
デバイスから直接 Sophos コンテナポリシーをアンインストールすることはできません。代わり
に、デバイスのアクション「Sophos コンテナの登録解除」を使⽤してください。この操作によ
り、関連するポリシーもデバイスから削除されます。
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プロビジョニング プロファイルのインストール
選択可能なプロファイルの⼀覧から、アプリのプロビジョニング プロファイルを選択します。この
⼀覧にプロファイルを追加する⽅法の詳細は、iOS アプリ⽤のプロビジョニング プロファイルのイン
ポート (p. 83)を参照してください。
タスクがデバイスに配信されると、プロビジョニング プロファイルは、ユーザーの操作なしでインス
トールされます。

プロビジョニング プロファイルのアンインストール
「指定⽅法」で「プロファイル」を選択し、リストからプロビジョニング プロファイルを選択しま
す。
リストには、Sophos Mobile サーバーで選択可能なプロファイルの他、管理下にあるデバイスで使⽤
中のプロファイルも含まれています。
リストに含まれていないプロビジョニング プロファイルを削除することもできます。「識別⼦」を選
択して、デバイスから削除するプロファイルの識別⼦を⼊⼒します。
タスクがデバイスに配信されると、プロビジョニング プロファイルは、ユーザーの操作なしで削除さ
れます。

SMC アプリの再設定
タスクがデバイスに配信されると、ユーザーは QR コードを読み取るか、設定の詳細を⼿動で⼊⼒す
るよう求められます。これによって、以前アンインストールした Sophos Mobile Control アプリが
サーバーに再接続されます。

注
このタスクを実⾏する前に、「アプリのインストール」タスクを使って、Sophos Mobile
Control アプリをインストールする必要があります。

アプリのインストール
選択可能なアプリの⼀覧からアプリを選択します。この⼀覧にアプリを追加する⽅法の詳細は、アプ
リのアプリの追加 (p. 261)を参照してください。
タスクがデバイスに配信されると、Sophos Mobile によってアプリがインストールされることが、
ユーザーのデバイスに通知されます。ユーザーは、「インストール」をタップして操作を開始する
か、「キャンセル」をタップしてインストールを拒否できます。
ユーザーがインストールを拒否すると、タスクは失敗します。
タスクを受信したデバイスに既にアプリがインストールされている場合、アプリはアップデートされ
ます。

アプリの削除
「指定⽅法」で「アプリ」を選択し、選択可能なアプリのリストから削除するアプリを選択します。
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リストには、Sophos Mobile サーバーで選択可能なアプリの他、管理下にあるデバイスで使⽤中のア
プリも含まれています。なお、iOS のシステムアプリは含まれていません。
リストに含まれていないアプリを削除することもできます。「識別⼦」を選択して、デバイスから削
除するアプリのバンドル ID を⼊⼒します。
タスクがデバイスに配信されると、アプリは、ユーザーの操作なしで削除されます。

最新の iOS アップデートのインストール
タスクがデバイスに配信されると、iOS ソフトウェアの使⽤可能な最新のアップデートがインストー
ルされます。インストールされるアップデートは、iOS のデバイスの機種に応じて異なる場合があり
ます。
管理者が iOS ソフトウェアをアップデートできるデバイスは次のとおりです。
• iOS 10.3 以降の監視対象デバイス
• 監視対象 Apple DEP デバイス
これ以外のデバイスでは、タスクに失敗します。

メッセージの送信
デバイスに表⽰する平⽂のメッセージを⼊⼒します。
タスクがデバイスに配信されると、メッセージテキストが通知ウィンドウに表⽰されます。ユーザー
は、過去のメッセージを Sophos Mobile Control アプリの「メッセージ」ページに表⽰できます。

登録解除
このタスクがデバイスに配信されると、デバイスは Sophos Mobile から登録解除されます。詳細
は、デバイスの登録解除 (p. 58)を参照してください。デバイスのユーザーは、この操作を実⾏する
ことを確認する必要はありません。
同じタスクバンドルに、「登録解除」タスクと「ワイプ」タスクを追加することはできません。

ワイプ
このタスクがデバイスに配信されると、デバイスは出荷時の状態にリセットされます。デバイスの
ユーザーは、この操作を実⾏することを確認する必要はありません。

重要
このタスクの種類は注意して使⽤してください。このタスクを受信したデバイス上のすべての
データは、ユーザーの確認なしで削除されます。

同じタスクバンドルに、「登録解除」タスクと「ワイプ」タスクを追加することはできません。

16.4 設定可能な macOS のタスクの種類
macOS のタスクバンドルで選択できるタスクの種類は次のとおりです。
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登録
このタスクがデバイスに配信されると、各デバイスに対して設定されているメールアドレスに登録
メールが送信されます。ユーザーは、登録メールにある⼿順に従ってデバイスを登録する必要があり
ます。
タスクが、既に登録済みのデバイスに配信されると、登録メールは送信されません。

デバイスポリシーの割り当て
設定可能な macOS のデバイスポリシーの⼀覧からポリシーを選択します。この⼀覧にポリシーを追
加する⽅法の詳細は、プロファイルとポリシー (p. 81)を参照してください。
タスクがデバイスに配信されると、ユーザーの操作なしでデバイスにポリシーが適⽤されます。既に
デバイスポリシーが割り当てられている場合は、新しいポリシーで上書きされます。

ユーザーポリシーの割り当て
設定可能な macOS のユーザーポリシーの⼀覧からポリシーを選択します。この⼀覧にポリシーを追
加する⽅法の詳細は、プロファイルとポリシー (p. 81)を参照してください。
タスクがデバイスに配信されると、ユーザーの操作なしでデバイスにポリシーが適⽤されます。既に
ユーザーポリシーが割り当てられている場合は、新しいポリシーで上書きされます。
ユーザーポリシーは、ユーザーが次に Mac にログインしたときに適⽤されます。

登録解除
このタスクがデバイスに配信されると、デバイスは Sophos Mobile から登録解除されます。詳細
は、デバイスの登録解除 (p. 58)を参照してください。デバイスのユーザーは、この操作を実⾏する
ことを確認する必要はありません。
同じタスクバンドルに、「登録解除」タスクと「ワイプ」タスクを追加することはできません。

ワイプ
6桁のシステムロック PIN を設定します。
タスクが Mac に配信されると、macOS が再起動し、ディスクのワイプが開始します。ユーザーは、
設定したシステムロック PIN を⼊⼒して Mac のロックを解除する必要があります。
同じタスクバンドルに、「登録解除」タスクと「ワイプ」タスクを追加することはできません。

重要
このタスクの種類は注意して使⽤してください。このタスクを受信したデバイス上のすべての
データは、ユーザーの確認なしで削除されます。
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ヒント
Sophos Mobile Adminで、macOS のシステム PIN ロックは、デバイスページの「デバイスのプ
ロパティ > Unlock passcode」および「タスクの詳細」ページの「PIN ロック」に表⽰されま
す。

16.5 設定可能な Windows のタスクの種類
Windows のタスクバンドルで選択できるタスクの種類は次のとおりです。

登録
このタスクがデバイスに配信されると、各デバイスに対して設定されているメールアドレスに登録
メールが送信されます。ユーザーは、登録メールにある⼿順に従ってデバイスを登録する必要があり
ます。
タスクが、既に登録済みのデバイスに配信されると、登録メールは送信されません。

ポリシーの割り当て
設定可能なデバイスポリシーの⼀覧からポリシーを選択します。この⼀覧にポリシーを追加する⽅法
の詳細は、プロファイルとポリシー (p. 81)を参照してください。
タスクがデバイスに配信されると、ユーザーの操作なしでデバイスにポリシーが適⽤されます。既に
デバイスポリシーが割り当てられている場合は、新しいポリシーで上書きされます。

アプリのインストール
選択可能なアプリの⼀覧からアプリを選択します。この⼀覧にアプリを追加する⽅法の詳細は、アプ
リのアプリの追加 (p. 261)を参照してください。
タスクがデバイスに配信されると、ユーザーの操作なしでアプリがインストールされます。
タスクを受信したデバイスに既にアプリがインストールされている場合、アプリはアップデートされ
ます。

アプリの削除
削除するアプリを選択します。
選択可能なアプリの⼀覧には、Sophos Mobile サーバーで設定したアプリや、管理にある Windows
コンピュータにインストールしたアプリ (Windows のシステムアプリは除く) が含まれます。
タスクがデバイスに配信されると、ユーザーの操作なしで選択したアプリが削除されます。

注
Sophos Mobile によってインストールされたアプリのみ削除できます。ユーザーによってインス
トールされたアプリを削除しようとすると、タスクは失敗します。
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登録解除
このタスクがデバイスに配信されると、デバイスは Sophos Mobile から登録解除されます。詳細
は、デバイスの登録解除 (p. 58)を参照してください。デバイスのユーザーは、この操作を実⾏する
ことを確認する必要はありません。
同じタスクバンドルに、「登録解除」タスクと「ワイプ」タスクを追加することはできません。

ワイプ
このタスクがデバイスに配信されると、デバイスは出荷時の状態にリセットされます。デバイスの
ユーザーは、この操作を実⾏することを確認する必要はありません。

重要
このタスクの種類は注意して使⽤してください。このタスクを受信したデバイス上のすべての
データは、ユーザーの確認なしで削除されます。

同じタスクバンドルに、「登録解除」タスクと「ワイプ」タスクを追加することはできません。

16.6 タスクバンドルの複製
タスクバンドルの作成には時間がかかりますが、作成したタスクバンドルを複製することができま
す。これは、似たようなタスクから構成される、詳細なタスクバンドルが複数必要な場合に便利で
す。⼀部のタスクを削除/追加するだけで済みます。

注
編集中のタスクバンドルを複製することはできません。複製後、元の名前の前に「Copy of」が追
加されます。バンドルの名前は必要に応じて変更することができます。

1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」の下の「タスクバンドル」をクリックして、
「Android または iOS 」の順にクリックします。
「タスクバンドル」ページが表⽰されます。

2. 複製するタスクバンドルの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックし、「複製」をクリックし
ます。

タスクバンドルが複製され、「タスクバンドル」ページに表⽰されます。これで、複製したタスクバ
ンドルを編集できるようになりました。タスクバンドルを編集するには、その横にある⻘い逆三⾓形
のマークをクリックし、「編集」をクリックします。

16.7 タスクバンドルを個別のデバイスやデバイス
グループに配信する⽅法
1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」の下の「タスクバンドル」をクリックして、

「Android または iOS 」の順にクリックします。
「タスクバンドル」ページが表⽰されます。
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2. 該当するデバイスの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックし、「配信」をクリックします。
「デバイスの選択」ページが表⽰されます。

3. このページでは次の操作を⾏うことができます。
• タスクバンドルを配信する各デバイスを選択します。
• 「デバイスグループの選択」をクリックして「デバイスグループの選択」ページを開き、タス

クバンドルを配信するデバイスグループを選択します (複数選択可)。
4. 選択後、「次へ」をクリックします。

「実⾏⽇時の設定」ページが表⽰されます。
5. 「予定⽇時」で、「今すぐ」を選択するか、タスクを実⾏する⽇時を指定します。
6. 「完了」をクリックします。

「現在のタスク」ページが表⽰されます。
これで、タスクバンドルが、指定した⽇時にデバイスに配信されます。

260 Copyright © 2018 Sophos Limited



Sophos Mobile on Premise

17 アプリ
アプリを設定して、Sophos Mobile Admin (管理者が実⾏)、または Sophos Mobile Control アプリ
(ユーザーが実⾏) からインストールできるようにします。
アプリの管理は、以下のプラットフォームで使⽤できます。
• Android
• iOS
• Windows Mobile
Sophos Mobile からアプリをインストールできるようにするには、次のいずれかを実⾏します。
• Sophos Mobile サーバーにアプリ パッケージをアップロードする。このオプション

は、Windows Mobile アプリや、Sophos コンテナのみが Sophos Mobile の管理下にあるデバイ
スでは使⽤できません。

• 該当する App Store にあるアプリへのリンクを提供する。
両⽅の⽅法の詳細は、アプリの追加 (p. 261)を参照してください。
デバイスにアプリをインストールするには、「アプリのインストール」タスクを含むタスクバンドル
を作成します。Android および iOS デバイスの場合、このようなタスクバンドルは、直接「アプリ」
ページで作成できます。詳細は、アプリのインストール (p. 262)を参照してください。

注
(アプリストアからのインストールでなく) Sophos Mobile サーバーに保存されたアプリのパッ
ケージをインストールできるようにするには、次の要件が満たされている必要があります。

• Android の場合、「提供元不明のアプリ」という Android のセキュリティ設定が有効化され
ている必要があります。「提供元不明のアプリ」が無効化されている状態で APK ファイルを
インストールしようとすると、この設定を有効化するページが Sophos Mobile Control アプ
リによって表⽰されます。この制限は、LG GATE、Samsung Knox または Sony Enterprise
API 搭載のデバイスには適⽤されません。

• iOS の場合、⾃分で開発したアプリのみ、IPA ファイルからインストールすることができま
す。アプリを配布する準備ができたら、アプリのプロビジョニング プロファイルを作成し
て、デバイスに事前にインストールするか、アプリの IPA プロファイルに含めて、デバイス
で使⽤可能にする必要があります。プロビジョニング プロファイルは、Sophos Mobile を使
⽤して iOS デバイスに配布することができます。詳細は、iOS アプリ⽤のプロビジョニング
プロファイルのインポート (p. 83)を参照してください。プロビジョニング プロファイルの
詳細は、「iOS Developer Library」を参照してください。

17.1 アプリの追加
アプリ パッケージをアップロードするか、該当する App Store にあるアプリへのリンクを提供し
て、アプリをインストールする準備をします。
1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「アプリ」をクリックし、アプリを追加するプ

ラットフォームをクリックします。
2. 「アプリの追加」をクリックして必要なオプションを選択します。
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• Android 向けパッケージ: APK ファイルを Sophos Mobile にアップロードし、Android ア
プリを追加します。

• iOS 向けパッケージ: IPA ファイルを Sophos Mobile にアップロードし、iOS アプリを追加
します。

• Android 向けリンク: Google Play のリンクを設定し、Android アプリを追加します。
• iOS 向けリンク: App Store のリンクを設定し、iOS アプリを追加します。
• Windows Mobile 向けリンク: Microsoft Store のリンクを設定し、Windows Mobile アプ

リを追加します。
• Windows MSI 向けリンク: MSI 形式のインストールファイルのリンクを設定し、Windows

アプリを追加します。
• Microsoft Store 向けリンク: Microsoft Store のリンクを設定し、Windows アプリを追加

します。
3. 必要に応じてアプリの設定を⾏います。
4. 「保存」をクリックしてアプリの設定を保存し、「アプリ」ページに戻ります。
これで、アプリをインストールする準備ができました。「アプリ」ページに作成したパッケージ
が表⽰されます。「適⽤可能なデバイスグループ」フィールドを設定した場合は、Sophos Mobile
Control アプリの Enterprise App Store にもアプリが表⽰され、ユーザーはここからアプリをインス
トールできます。インストールは無⼈で実⾏されるか、または最低限のユーザー介⼊のみで実⾏され
ます。

注
Sophos コンテナのみが Sophos Mobile の管理下にあるデバイスでは、APK ファイル (Android
アプリの場合) または IPA ファイル (iOS アプリの場合) をアップロードして追加したアプリは使
⽤できません。

関連資料
アプリの設定 (Android) (p. 265)
アプリの設定 (iOS) (p. 266)
アプリの設定 (Windows Mobile) (p. 268)
アプリの設定 (Windows) (p. 269)

17.2 アプリのインストール
注
このセクションは、Android 仕事⽤アプリには適⽤されません。仕事⽤アプリをインストールす
るには、仕事⽤アプリのインストール (p. 298) を参照します。

注
Sophos Mobile で Sophos コンテナのみ管理しているデバイスは、ここでの説明の対象ではあり
ません。

アプリの追加 (p. 261)の説明に従って Sophos Mobile にアプリを追加した場合、選択したデバイス
またはデバイスグループに⼿動でアプリをインストールすることができます。
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1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「アプリ」をクリックし、アプリをインストール
するプラットフォームをクリックします。

2. 「アプリ」ページで、必要なアプリの右側に表⽰されている⻘い逆三⾓形のマークをクリック
し、「インストール」をクリックします。

3. アプリをインストールするデバイスを選択します。次のいずれかを実⾏してください。
• 個別のデバイスを選択します。
• 「デバイスグループの選択」をクリックしてデバイスグループを選択します (複数選択可)。
準備ができたら「次へ」をクリックします。

4. 「実⾏⽇時の設定」ページで、アプリをインストールする⽇時を指定します。
• 即座に実⾏する場合は、「今すぐ」を選択します。
• 「⽇付」を選択して実⾏予定⽇時を⼊⼒します。

5. 「完了」をクリックします。
選択したアプリが指定したデバイスに指定した⽇時にインストールされます。

注
次のデバイスでは、アプリはサイレントインストール (ユーザーの操作なし) されます。

• 監視対象 iOS デバイス
• Samsung Knox Standard SDK 5.1 以降を搭載の Android デバイス
• LG GATE 搭載の Android デバイス
• Sony Enterprise API バージョン 8 以降を搭載の Android デバイス
• Windows コンピュータ (アプリのインストールオプション「/quiet」を設定した場合)

ヒント
インストールタスクの状態は、「現在のタスク」ページに表⽰されます。

ヒント
アプリは、次のいずれかのオプションを使⽤してインストールすることもできます。

• 1台のデバイスにアプリをインストールする: デバイスの「デバイスの表⽰」ページで、「イ
ンストール済みのアプリ」タブを選択し、「アプリのインストール」をクリックします。

• 複数のデバイスにアプリをインストールする: 「すべてのデバイス」ページで、該当するデバ
イスを選択し、「アクション > アプリのインストール」をクリックします。

• タスクバンドルを使⽤して、1台または複数のデバイスにアプリをインストールする: タスク
バンドルに「アプリのインストール」タスクを追加し、該当するデバイスやデバイスグループ
に配信します。
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17.3 アプリのアンインストール
注
このセクションは、Android 仕事⽤アプリには適⽤されません。仕事⽤アプリをアンインストー
ルするには、仕事⽤アプリのアンインストール (p. 298) を参照します。

注
Sophos Mobile で Sophos コンテナのみ管理しているデバイスは、ここでの説明の対象ではあり
ません。

アプリの追加 (p. 261)の説明に従って Sophos Mobile にアプリを追加した場合、選択したデバイス
またはデバイスグループから⼿動でアプリをアンインストールすることができます。
1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「アプリ」をクリックし、アプリをアンインス

トールするプラットフォームをクリックします。
2. 「アプリ」ページで「アンインストール」をクリックします。
3. アプリをアンインストールするデバイスを選択します。次のいずれかを実⾏してください。

• 個別のデバイスを選択します。
• 「デバイスグループの選択」をクリックしてデバイスグループを選択します (複数選択可)。
準備ができたら「次へ」をクリックします。

4. 「アプリの選択」ページで必要なアプリのグループを選択します。
5. 「実⾏⽇時の設定」ページで、アプリがアンインストールされる⽇時を選択します。

• 即座に実⾏する場合は、「今すぐ」を選択します。
• 「⽇付」を選択して実⾏予定⽇時を⼊⼒します。

6. 「完了」をクリックします。
選択したアプリが指定したデバイスから指定した⽇時にアンインストールされます。

注
次のデバイスでは、管理対象アプリはユーザーとの対話なしでサイレントアンインストールされ
ます。

• 監視対象 iOS デバイス上の管理対象アプリ
• Windows コンピュータ (アプリのインストールオプション「/quiet」を設定した場合)

ヒント
または、次のようにして、個別のデバイスからアプリをアンインストールできます。「デバイス
の表⽰」ページを開いて、「インストール済みのアプリ」タブを表⽰し、アプリ名の横にあるゴ
ミ箱アイコンをクリックします。
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17.4 アプリの設定 (Android)

全般設定

設定/フィールド 説明

名前 アプリの名前。

バージョン アプリのパッケージの場合は、Enterprise App
Store に表⽰される「バージョン」です。
アプリのリンクの場合は、Google Play のバー
ジョンが Sophos Mobile で使⽤されます。

アプリ識別⼦ アプリの内部識別⼦。
正確な識別⼦がわからない場合は、このフィー
ルドは空⽩のままにしてください。ほとんどの
場合、アプリ本体から値を読み取った値が⾃動で
フィールドに挿⼊されます。

アプリのカテゴリ カテゴリ名。例: 仕事効率化 など。
Enterprise App Store を通じたアプリの配布を
設定すると、このカテゴリ名でアプリが表⽰され
ます。

適⽤可能なデバイスグループ ユーザー⾃⾝でアプリのインストールが開始でき
るように、Enterprise App Store を通じてアプ
リを配布することができます。「表⽰」をクリッ
クして、Enterprise App Store でアプリを表⽰
する対象のデバイスグループを 1つまたは複数選
択します。

説明 Enterprise App Store に表⽰されるアプリの説
明。
説明⽂では任意の位置に %_appstoretext_% と
いうプレースホルダを挿⼊できます。このプレー
スホルダは、Google Play ストアの実際のアプリ
の説明⽂に置き換えられ、Enterprise App Store
に表⽰されます。

Knox コンテナにインストールする Samsung Knox デバイスの場合、Knox コンテ
ナ内にアプリがインストールされます。
この設定は、Samsung Knox ライセンスを設定
した場合のみ利⽤できます。
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アプリのリンクの設定

設定/フィールド 説明

リンク アプリの Google Play の URL。
URL を調べるには、「Google Play を開く」を
クリックしてブラウザの新規タブで Google Play
を開き、該当するアプリのページを参照します。
タブのアドレスバーから URL をコピーし、「リ
ンク」フィールドに貼り付けます。

アプリのパッケージの設定

設定/フィールド 説明

ファイルのアップロード 「ファイルのアップロード」をクリックして
Sophos Mobile サーバーにアプリをアップロー
ドします。APK ファイルを参照し、「開く」を
クリックします。

関連タスク
アプリの追加 (p. 261)

17.5 アプリの設定 (iOS)

全般設定

設定/フィールド 説明

名前 アプリの名前。

バージョン アプリのパッケージの場合は、Enterprise App
Store に表⽰される「バージョン」です。
アプリのリンクの場合は、App Store のバージョ
ンが Sophos Mobile で使⽤されます。

アプリ識別⼦ アプリの内部識別⼦。
正確な識別⼦がわからない場合は、このフィー
ルドは空⽩のままにしてください。ほとんどの
場合、アプリ本体から値を読み取った値が⾃動で
フィールドに挿⼊されます。
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設定/フィールド 説明

アプリのカテゴリ カテゴリ名。例: 仕事効率化 など。
Enterprise App Store を通じたアプリの配布を
設定すると、このカテゴリ名でアプリが表⽰され
ます。

適⽤可能なデバイスグループ ユーザー⾃⾝でアプリのインストールが開始でき
るように、Enterprise App Store を通じてアプ
リを配布することができます。「表⽰」をクリッ
クして、Enterprise App Store でアプリを表⽰
する対象のデバイスグループを 1つまたは複数選
択します。

Sophos Mobile 管理型インストール アプリは管理対象のアプリとしてインストール
されます。詳細は、iOS ⽤の管理対象アプリ (p.
271)を参照してください。
この設定は、 Enterprise App Store からユー
ザーがインストールしたアプリに対してのみ適
⽤されます。Sophos Mobile Admin からインス
トールするアプリは、常に管理対象アプリとして
インストールされます。

説明 Enterprise App Store に表⽰されるアプリの説
明。
説明⽂では任意の位置に %_appstoretext_% と
いうプレースホルダを挿⼊できます。このプレー
スホルダは、App Store の実際のアプリの説明⽂
に置き換えられ、Enterprise App Store に表⽰
されます。

設定と VPN 「表⽰」をクリックしてアプリを起動したときに
使⽤する VPN の接続を設定したり、アプリのイ
ンストール中にデバイスに展開するアプリの設定
内容を指定します。

アプリのリンクの設定

設定/フィールド 説明

iTunes の検索 「iTunes の検索」をクリックして iTunes の
データベースを検索します。
検索結果の⼀覧からアプリを選択すると、次の
フィールドに⾃動的に値が挿⼊されます。
• アプリ識別⼦
• アプリのカテゴリ
• リンク
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設定/フィールド 説明

リンク アプリの App Store の URL。
URL を調べるには、「App Store を開く」を
クリックしてブラウザの新規タブで iTunes Link
Maker を開きます。Link Maker でアプリを参照
し、「ダイレクトリンク」の下に表⽰されてい
る URL を Sophos Mobile Admin の「リンク」
フィールドに貼り付けます。

アプリのパッケージの設定

設定/フィールド 説明

ファイルのアップロード 「ファイルのアップロード」をクリックして
Sophos Mobile サーバーにアプリをアップロー
ドします。IPA ファイルを参照し、「開く」をク
リックします。

関連タスク
アプリの追加 (p. 261)

17.6 アプリの設定 (Windows Mobile)
設定/フィールド 説明

名前 アプリの名前。

バージョン アプリのバージョン。
Sophos Mobile では Microsoft Store のバー
ジョンが使⽤されます。

アプリのカテゴリ カテゴリ名。例: 仕事効率化 など。
Enterprise App Store を通じたアプリの配布を
設定すると、このカテゴリ名でアプリが表⽰され
ます。

説明 Enterprise App Store に表⽰されるアプリの説
明。
説明⽂では任意の位置に %_appstoretext_% と
いうプレースホルダを挿⼊できます。このプレー
スホルダは、Microsoft Store の実際のアプリの
説明⽂に置き換えられ、Enterprise App Store
に表⽰されます。
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設定/フィールド 説明

適⽤可能なデバイスグループ ユーザー⾃⾝でアプリのインストールが開始でき
るように、Enterprise App Store を通じてアプ
リを配布することができます。「表⽰」をクリッ
クして、Enterprise App Store でアプリを表⽰
する対象のデバイスグループを 1つまたは複数選
択します。

リンク アプリの Microsoft Store の URL。
URL を調べるには、「Microsoft Store を
開く」をクリックしてブラウザの新規タブで
「Windows Phone アプリ - Microsoft ストア」
を参照します。タブのアドレスバーから URL を
コピーし、「リンク」フィールドに貼り付けま
す。

関連タスク
アプリの追加 (p. 261)

17.7 アプリの設定 (Windows)

全般設定

設定/フィールド 説明

名前 アプリの名前。

バージョン アプリのバージョン。

アプリのカテゴリ カテゴリ名。例: 仕事効率化 など。

説明 アプリの説明。

MSI リンクの設定

設定/フィールド 説明

製品コード GUID MSI ファイルの ProductCode の GUID。

注
正しくない GUID の値を⼊⼒すると、アプリをア
ンインストールできなくなります。

リンク MSI ファイルの URL。
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設定/フィールド 説明

SHA-256 ファイルのハッシュ MSI ファイルの SHA-256 のハッシュ値。

注
正しくないハッシュ値を⼊⼒すると、アプリをイ
ンストールできなくなります。

インストール オプション msiexec.exe (Microsoft Windows インストー
ラ) のコマンドラインオプション。
デフォルトで指定されているオプション「/
quiet」は、ユーザーとの対話なしでアプリをイ
ンストールします。

これらの設定の詳細は、Windows MSI のリンクの設定⽅法について (p. 271)を参照してくださ
い。

Microsoft Store のリンクの設定

設定/フィールド 説明

ストア ID アプリの Microsoft Store のストア ID。この値
は、「データの取得」をクリックすると⾃動的に
挿⼊されます。

SKU ID Microsoft Store カタログにあるアプリの SKU
ID (Stock Keeping Unit ID)。
アプリの SKU ID は、フルバージョン/評価版、
または販売地域によって異なる場合があります。
アプリの SKU ID が不明な場合は、デフォルト
値 0010 を使⽤してください。

パッケージ ファミリ名 アプリの Package Family Name (PFN)。
この値は、「データの取得」をクリックすると⾃
動的に挿⼊されます。

リンク アプリの Microsoft Store の URL。
URL を調べるには、「Microsoft Store を
開く」をクリックしてブラウザの新規タブで
「Windows アプリ - Microsoft ストア」を参照
します。タブのアドレスバーから URL をコピー
し、「リンク」フィールドに貼り付けます。
URL を⼊⼒した後、「データの取得」をクリッ
クすると、次のフィールドに⾃動的に値が挿⼊さ
れます。
• 製品 ID
• パッケージ ファミリ名
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関連タスク
アプリの追加 (p. 261)

17.8 Windows MSI のリンクの設定⽅法について
このセクションでは、Windows MSI のリンクの設定⽅法に関する⼿引きを紹介します。
• 製品コード GUID ̶ Microsoft Windows SDK が既にインストールされている場合は、SDK に含

まれている Orca プログラムを使⽤して MSI ファイルの ProductCode の値を取得します。この
1例として、Orca を使⽤した MSI ファイルの GUID 製品コードの確認⽅法 (英語) の説明を参照
してください。
または PowerShell のスクリプトを使⽤します。こういったスクリプトは、インターネット上で
⾒つけることができます。たとえば、MSI のファイル情報を PowerShell で確認する⽅法 (英語)
でも紹介されています。

注
「製品コード GUID」フィールドに値を⼊⼒する際は、値のはじまりと終わりに付いている
カッコを外す必要があります。

• SHA-256 ファイルのハッシュ ̶ Get-FileHash という PowerShell のコマンドを使⽤して、MSI
ファイルの SHA-256 のハッシュ値を取得します。

PS> Get-FileHash <MSI ファイルのパス>

Get-FileHash コマンドの詳細については、マイクロソフト社の Web ページ「Get-FileHash (英
語)」を参照してください。

• インストール オプション ̶ MSI ファイルのインストールに使⽤できるコマンドラインオプション
の詳細は、マイクロソフト社の Microsoft ページ「標準インストーラのコマンドラインオプショ
ン (英語)」を参照してください。

関連資料
アプリの設定 (Windows) (p. 269)

17.9 iOS ⽤の管理対象アプリ
Sophos Mobile に追加する iOS アプリは、「管理状態にある」アプリまたは「管理状態にない」アプ
リとして、ユーザーのデバイスにインストールすることができます。
管理対象アプリの特徴は次のとおりです。
• ユーザーが、Enterprise App Store で管理対象アプリを選択すると、Sophos Mobile でイン

ストールタスクが作成、処理されます。⼀⽅、ユーザーが管理対象外のアプリを選択した場合
は、Apple App Store からアプリをインストールするようにリダイレクトされます。

• 管理対象アプリは、Sophos Mobile Admin でアンインストールできます。しかし、この⽅法で、
管理対象外のアプリをアンインストールすることはできません。

• 監視対象 iOS デバイスでは、管理対象アプリはサイレントインストール/アンインストール (ユー
ザーの操作なし) されます。

• iOS デバイスのプロファイルの⼀部の設定は、管理対象アプリのみに対して設定できます。
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• Sophos Mobile から iOS デバイスの登録を解除すると、管理対象アプリすべてが、デバイスから
⾃動的に削除されます。⼀⽅、管理対象外のアプリは削除されません。

アプリが管理対象アプリとしてインストールされるかどうかは、以下のルールに従います。
• Sophos Mobile Admin からインストールするアプリは、常に管理対象アプリとしてインストール

されます。
• ユーザーが App Store からインストールするアプリは、常に管理対象外アプリとしてインストー

ルされます。
• アプリの追加 (p. 261)にある説明に従って、アプリのプロパティの「SMC 管理型インストー

ル」設定を有効化した場合、ユーザーが Enterprise App Store からインストールするアプリは、
管理対象アプリとしてインストールされます。

デバイスにあるアプリのステータスをチェックするには、「デバイスの表⽰」ページを開いて、「イ
ンストール済みのアプリ」タブを選択します。詳細は、「デバイスの表⽰」ページ (p. 59)を参照し
てください。

ヒント
管理者は、ユーザーがインストールした管理対象外のアプリを、管理対象アプリに変換すること
ができます。これには、Sophos Mobile で、アプリを管理対象アプリに設定した後、対応する
インストールタスクを作成します。既にインストールされているため、アプリは再インストール
されませんが、アプリのステータスは、「管理状態にない」から「管理状態にある」に変わりま
す。

17.10 Apple VPP アプリの管理
Apple Volume Purchase Program (VPP: ボリューム購⼊プログラム) を使⽤すると、企業は iOS ア
プリを⼀括購⼊して配布することができます。
Apple VPP でのアプリの購⼊⼿続きが完了したら、購⼊したアプリのライセンスを含む sToken
(サービストークン) をダウンロードします。
Apple VPP を登録・使⽤する⽅法の詳細は、http://www.apple.com/jp/business/vpp/ を参照し
てください。
VPP アプリをユーザーやデバイスに割り当てる⽅法の詳細は、VPP アプリの⾃動割り当て (p.
275)および VPP アプリの⼿動割り当て (p. 276)を参照してください。

ユーザーへの VPP アプリの割り当て
Sophos Mobile で、sToken に含まれる VPP ライセンスをユーザーに配布するには、認証済み Apple
VPP ユーザーになるようユーザーを招待するメールを送信します。招待を承諾したユーザーは、認
証済み VPP ユーザーになり、そのようなユーザーに VPP アプリを割り当てることができます。ユー
ザーは、割り当てられた VPP アプリを、iTunes を使⽤してデバイスにインストールすることができ
ます。
認証済み VPP ユーザーになるようユーザーを招待する⽅法は、Sophos Mobile で内部ユーザー管理
と外部ユーザー管理のどちらを使⽤しているかによって異なります。この後のサブセクションで、そ
の両⽅について説明します。
内部ユーザー管理と外部ユーザー管理については、「Sophos Mobile スーパー管理者向けガイド (英
語)」を参照してください。

272 Copyright © 2018 Sophos Limited

http://www.apple.com/jp/business/vpp/
http://docs.sophos.com/esg/smc/8-1/admin/ja-jp/webhelp/PDF/smc_ag.pdf
http://docs.sophos.com/esg/smc/8-1/admin/ja-jp/webhelp/PDF/smc_ag.pdf


Sophos Mobile on Premise

デバイスへの VPP アプリの割り当て
VPP アプリは、デバイスにも割り当てることができます。この場合、デバイスを VPP に招待する必
要はありません。割り当てられた VPP アプリは、Sophos Mobile を使⽤してデバイスにインストー
ルします。

注
• デバイスから VPP アプリがアンインストールされると、Sophos Mobile によって VPP アプ

リの割り当てが取り消されます。
• デバイスが Sophos Mobile から登録解除されると、Sophos Mobile によってすべての VPP

アプリの割り当てが取り消されます。

17.10.1 VPP sToken の設定
Apple Volume Purchase Program (VPP) で購⼊したアプリのライセンスを Sophos Mobile で提供
するには、sToken (サービストークン) を設定する必要があります。
1. 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

リックします。
2. 「システムセットアップ」ページで「Apple VPP」タブをクリックします。
3. 「Apple iTunes VPP ポータル」というリンクをクリックします。

Apple VPP の Web ポータルがブラウザの新しいウィンドウで開きます。
4. 開いたページで「ビジネス」を選択します。
5. 「Business Store Sign In」(ビジネス Store サインイン) の下に Apple ID とパスワードを⼊

⼒します。
6. 「Account Summary」(アカウント概要) ページに移動し、「Download Token」(トークン

をダウンロード) をクリックします。
.vpptoken という拡張⼦のテキストファイルとして sToken がダウンロードされ、ブラウザの設
定に応じてコンピュータのローカルフォルダに保存されます。

7. 任意: sToken ファイルを Sophos Mobile Admin からアクセスできる場所に移動します。
8. Sophos Mobile Admin の「Apple VPP」タブに戻り、「ファイルのアップロード」をクリック

してダウンロードした sToken ファイルを選択し、「開く」をクリックします。
Sophos Mobile でファイルが読み込まれ、sToken の詳細から「所属」と「有効期限⽇」フィー
ルドにデータが取り込まれます。

9. 「インストール時の VPP アプリの⾃動割り当て先｣リストで、VPP アプリの⾃動割り当てを設定
できます。詳細は、VPP アプリの⾃動割り当て (p. 275)を参照してください。

10.任意: 「Apple VPP」タブの残りのフィールドにも⼊⼒します。
「国名」フィールドには、たとえば、⽶国の場合は US など、2⽂字からなる国コードを⼊⼒しま
す。

11.「保存」をクリックします。

17.10.2 ユーザーを Apple VPP に登録
ユーザーを Apple Volume Purchase Program (VPP) に登録する前に、sToken を設定する必要があ
ります。詳細は、VPP sToken の設定 (p. 273)を参照してください。
1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「ユーザー」をクリックします。
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2. 「ユーザーの表⽰」ページで、すべてのユーザーまたは個別のユーザーを Apple VPP に登録する
ことができます。
• すべてのユーザーを登録する場合:

a) 「ユーザーの表⽰」ページ上部の「ユーザーを Apple VPP に登録」をクリックします。
b) 確認の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。

• 個別のユーザーを登録する場合:
a) 登録するユーザー名をクリックします。
b) 「ユーザーの表⽰」ページで「ユーザーへの VPP 参加依頼」をクリックします。
c) 確認の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。

• 個別のユーザー登録する場合で、外部ユーザー管理を使⽤しており、ユーザーのデバイスが登
録されていないとき:
a) 「ユーザーの表⽰」ページ上部の「ユーザーを検索して Apple VPP に登録」をクリック

します。
b) 「ユーザーの検索」ダイアログでユーザー名またはメールアドレスでユーザーを検索しま

す。
c) 検索結果の⼀覧から Apple VPP に登録するユーザーを選択します。
d) 「適⽤」をクリックします。

Sophos Mobile から関連するユーザーに登録メールが送信されます。
ユーザーは、登録メールに記載されているリンクから Apple VPP に関連付いている Apple iTunes ア
カウントに接続する必要があります。以後、企業のライセンスで使⽤が許諾されているアプリをイン
ストールして使⽤できます。

注
外部ユーザー管理を使⽤している場合、すべてのユーザーを Apple VPP に登録すると、メールア
ドレスが指定されていないユーザーは、Apple VPP には登録されますが、Apple VPP に関連付い
ている Apple iTunes アカウントに接続するためのリンクは送信されません。
このような場合に VPP の登録処理を完了させる⽅法については、メールアドレスが指定されてい
ないユーザーを Apple VPP に登録 (p. 274)を参照してください。

17.10.3 メールアドレスが指定されていないユーザーを Apple
VPP に登録
前提条件: ここでの⼿順では、スーパー管理者アカウントが必要であるため、Sophos Mobile as a
Service は対象外です。
ユーザーを Apple VPP に登録 (p. 273)の説明に従って外部ユーザーディレクトリから Apple VPP
にユーザーを登録した場合、メールアドレスが指定されていないユーザーは、Apple VPP には登録さ
れますが、Apple VPP に関連付いている Apple iTunes アカウントに接続するリンクは送信されませ
ん。
この場合、Apple VPP の登録処理を完了させるには次のステップを実⾏します。
1. Sophos Mobile のスーパー管理者として、サーバーのログファイルをダウンロードします。

詳細は、「Sophos Mobile スーパー管理者向けガイド (英語)」を参照してください。
2. ログファイルから該当するユーザーアカウントを⾒つけ出します。
3. Sophos Mobile Admin のサイドバーのメニューで、「管理」の下の「ユーザー」をクリックしま

す。
4. 「ユーザーの表⽰」ページで該当するユーザー名のいずれかをクリックします。
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5. 「ユーザーの表⽰」ページで「登録リンクの表⽰」をクリックします。
メールアドレスの指定のない外部ユーザーの場合、この機能では登録メールは送信されません
が、メッセージボックスに登録リンクが表⽰されます。

6. メッセージボックスからリンクをコピーしてユーザーに通知します。
7. 該当するすべてのユーザーに対して、この⼿順を繰り返します。
ユーザーは、このリンクから Apple VPP に関連付いている Apple iTunes アカウントに接続する必要
があります。

17.10.4 Apple VPP ユーザーの管理
VPP sToken の設定 (p. 273)の説明に従って Apple VPP sToken を設定すると、各ユーザーの
「ユーザーの表⽰」ページに、「Apple Volume Purchase Program (VPP)」セクションが表⽰
されます。
このセクションでは、各ユーザーの Apple VPP の状態を表⽰/編集するために、次のタスクを実⾏で
きます。
• Apple VPP ユーザーの状態を表⽰します。次のいずれかが表⽰されます。

̶ Not registered (未登録): ユーザーに Apple VPP への参加依頼が送信されていません。
̶ Registered (登録済み): Apple VPP への参加依頼がユーザーに送信されましたが、ユーザー

は、Apple iTunes アカウントを Apple VPP に関連付けていません。
̶ Associated (関連付け済み): ユーザーは、Apple iTunes アカウントを Apple VPP に関連付け

ており、VPP アプリをインストール可能です。
• ユーザーがインストール済みの Apple VPP アプリを表⽰します。
• 「ユーザーへの VPP 参加依頼」をクリックして、ユーザーに Apple VPP への参加依頼を送信し

ます。
通常、登録リンクがユーザーにメール送信されます。ユーザーアカウントにメールアドレスが指
定されていない場合は、メッセージボックスに登録リンクが表⽰されます。

• ユーザーが登録メールを受信しなかった場合やメールを紛失した場合は、「登録メールの再送
信」をクリックして、登録メールを再送信します。

• Apple VPP からユーザー登録を解除するには、「VPP 登録の削除」をクリックします。

17.10.5 VPP アプリの⾃動割り当て

Apple Volume Purchase Program (VPP) で購⼊したアプリは、デフォルトで、アプリのインストー
ル先デバイスに⾃動的に割り当てられます。デバイスが VPP アプリの割り当てをサポートしていない
場合、アプリは、デバイスに割り当てられているユーザーに割り当てられます。

注
VPP アプリの割り当てをサポートするには、デバイスの状態は「管理状態にある」である必要が
あります。

ユーザーへの割り当てがデバイスへの割り当てより優先されるように割り当ての順番を変更した
り、または、⾃動割り当てを無効化して、VPP アプリの⼿動割り当て (p. 276)に説明のあるよう
に、VPP アプリを⼿動で割り当てたりできます。
VPP アプリの⾃動割り当ては、カスタマーごとに実⾏されます。
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1. 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
リックします。

2. 「システムセットアップ」ページで「Apple VPP」タブをクリックします。
3. 「インストール時の VPP アプリの⾃動割り当て先｣ドロップダウンリストで、必要なオプション

を選択します。
• デバイス優先: デバイスでサポートしている場合、VPP アプリはデバイスに割り当てられま

す。サポートしていない場合は、VPP アプリは、デバイスに割り当てられているユーザーに割
り当てられます。デバイスにユーザーが割り当てられていない場合は、アプリの割り当てに失
敗します。

• ユーザー優先: ユーザーがデバイスに割り当てられている場合、VPP アプリはユーザーに割り
当てられます。割り当てられていない場合は、アプリはデバイスに割り当てられます。デバイ
スでサポートしていない場合は、アプリの割り当てに失敗します。

• 無効: VPP アプリは⾃動的に割り当てられません。このオプションを選択すると、VPP アプリ
は⼿動で割り当てる必要があります。

17.10.6 VPP アプリの⼿動割り当て
ここでは、各 VPP アプリの⼿動割り当てについて説明します。Apple Volume Purchase Program
(VPP) で購⼊したアプリは、デフォルトで、アプリのインストール先デバイスに⾃動的に割り当てら
れます。詳細は、VPP アプリの⾃動割り当て (p. 275)を参照してください。
Apple Volume Purchase Program (VPP) で購⼊したアプリは、ユーザーやデバイスに割り当てる
ことができます。Apple VPP に関連付けられているユーザーへの VPP アプリの割り当てが完了する
と、ユーザーは、⾃分の Apple ID に関連付けられているすべての iOS デバイスにアプリをインス
トールできます。デバイスに VPP アプリを割り当てた後は、Sophos Mobile からそのアプリをデバ
イスに配布することができます。
VPP アプリをユーザーやデバイスに割り当てる⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「アプリ > iOS」をクリックします。

Sophos Mobile に追加したアプリの⼀覧が、「アプリ」ページに表⽰されます。
2. Apple VPP 経由で購⼊したアプリをアプリのリストに追加するには、「VPP アプリのインポー

ト」をクリックします。
これによって、Apple VPP サーバーからアプリの情報が取得され、必要に応じて、Sophos
Mobile にアプリのエントリが作成されます。

3. ユーザーやデバイスに割り当てる VPP アプリの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックし、
「編集」をクリックします。

ヒント
VPP アプリは、「VPP」カラムにチェックマークのアイコン付きで表⽰されます。

4. 「iOS 向けリンクの編集」ページで、「VPP ライセンス」オプションの右側の「表⽰」をクリッ
クします。
「VPP ライセンス」ダイアログが開きます。

5. １名または複数のユーザーにアプリを割り当てるには、「VPP ユーザー」をクリックして、対象
のユーザーを選択します。
リストには、Apple VPP に登録済み、または関連付けられているユーザーすべてが表⽰されま
す。

6. 1台または複数のデバイスにアプリを割り当てるには、「デバイス」をクリックして、対象のデバ
イスを選択します。
⼀覧には、状態が「管理状態にある」デバイスすべてが表⽰されます。
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7. 「適⽤」を選択して変更を保存し、「VPP ライセンス」ダイアログを閉じます。
8. デフォルトで、VPP アプリはデバイスグループに割り当てられていません。1つまたは複数のグ

ループにアプリを割り当てるには、「適⽤可能なデバイスグループ」の横にある「表⽰」をク
リックして、Enterprise App Store でアプリを表⽰する対象のデバイスグループを 1つまたは複
数選択します。

9. デフォルトで VPP アプリは、管理状態にあるアプリとしてユーザーのデバイスにインストールさ
れます。管理状態にないアプリとしてアプリをインストールするには、「Sophos Mobile 管理型
インストール」チェックボックスの選択を解除します。
管理対象アプリに関する詳細は、iOS ⽤の管理対象アプリ (p. 271)を参照してください。

10.「保存」を選択して変更を保存し、アプリの割り当てを Apple VPP サーバーと同期します。

ヒント
「VPP ライセンス」ダイアログボックスで変更した割り当ての設定を破棄するには、「適
⽤」をクリックしてダイアログボックスを閉じた後、「戻る」をクリックして、変更内容を
データベースに保存せずに「iOS 向けリンクの編集」ページを離れます。

割り当てられたアプリをデバイスにインストールする⽅法は次のとおりです。
• ユーザーに割り当てられたアプリは、ユーザーのデバイスにある iTunes アプリの「購⼊済み」画

⾯に表⽰されます。ユーザーは、ここからインストールできます。
• デバイスに割り当てられたアプリは、Sophos Mobile からインストールすることができます。詳

細は、アプリのインストール (p. 262)を参照してください。
アプリの割り当てを解除する⽅法は次のとおりです。
• 上記の説明に従って「VPP ライセンス」ダイアログボックスを開き、該当するユーザーやデバイ

スの選択を解除します。

注
VPP アプリの状態は Apple VPP サーバーによって管理されるため、Sophos Mobile で変更した
内容がデバイスに反映されるまでには時間がかかることがあります。

17.10.7 VPP ライセンス情報の同期
パフォーマンス上の理由から、Sophos Mobile は、VPP ライセンス情報のローカルコピーを保存しま
す。Sophos Mobile の VPP データを Apple VPP サーバーと同期する⽅法は次のとおりです。

注
VPP データの同期は、表⽰されているアプリのライセンス情報が間違っている場合のみに必要で
す。

1. 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、「Apple VPP」タブをクリックします。

2. 「VPP のキャッシュをクリア」をクリックします。
Sophos Mobile は、カスタマーのローカル VPP 情報を破棄し、VPP データを Apple VPP サーバー
と同期します。
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注
VPP アプリのライセンス情報を表⽰する⽅法の詳細は、VPP アプリの⼿動割り当て (p. 276)を
参照してください。

17.11 「アプリごとの VPN」と設定を iOS アプ
リで設定する⽅法
iOS アプリの場合、アプリの起動時に使⽤する VPN 接続を設定できます。またデバイスにアプリをイ
ンストールする際、適⽤する設定内容を指定することもできます。
前提条件:
• 「アプリごとの VPN」を選択するには、iOS 構成プロファイルで、「アプリごとの VPN」を設定

済みである必要があります。詳細は、「アプリごとの VPN の設定 (iOS デバイスのプロファイル)
(p. 164)」を参照してください。

• 設定内容を定義する場合は、パラメータとその種類も指定する必要があります。
1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「アプリ > iOS」をクリックします。
2. 「アプリ」ページで、必要なアプリの右側に表⽰されている⻘い逆三⾓形のマークをクリック

し、「編集」をクリックします。
3. 「iOS 向けリンクの編集」または「iOS 向けパッケージの編集」ページで、「設定と VPN の編

集」フィールドの右側の「表⽰」をクリックします。
4. 「設定と VPN の編集」ページで、「アプリごとの VPN」リストから必要な設定を選択してアプ

リが接続する VPN を指定します。
5. カスタム設定オプションを追加するには、「パラメータの作成」をクリックします。
6. 「設定パラメータ」ダイアログで以下を設定します。

a) 「パラメータ」フィールドに、適切なパラメータを⼊⼒します (例: SMC_URL)。
b) 「値」フィールドにパラメータ値 (例: smc.sophos.com) を⼊⼒します。
c) 「種類」リストから、パラメータの種類を選択します。「String」、「Bool」、

「Integer」、「Real」があります。
d) 「適⽤」をクリックします。

指定したカスタム設定オプションが、「設定と VPN の編集」ページに表⽰されます。
7. 「設定と VPN の編集」ページで、「適⽤」をクリックします。
8. 「保存」をクリックします。
選択した「アプリごとの VPN」は、アプリが VPN に接続する際に使⽤されます。定義した設定内容
は、アプリのインストール時に、デバイスにインストールされます。
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18 アプリグループ
Sophos Mobile では、まずアプリグループを作成し、次にそれを使って、プロファイル、ポリシー、
およびコンプライアンスポリシーでアプリの⼀覧を指定できます。
アプリグループは、次の設定項⽬で使⽤できます。
• Android デバイスのプロファイルの「アプリのロック」。
• Android デバイスのプロファイルの「アプリ コントロール」。
• Android デバイスのプロファイル、iOS デバイスのプロファイル、Knox コンテナのプロファイル

の「制限」。
• Windows Mobile ポリシーの「アプリの制限」。
• コンプライアンスポリシーで指定する、許可するアプリ、禁⽌するアプリ、および必須アプリの

⼀覧。

18.1 アプリグループの作成
1. サイドバーのメニューの「設定」で、「アプリグループ」をクリックし、アプリグループを作成

するプラットフォームをクリックします。
2. 「アプリグループ」ページで「アプリグループの作成」をクリックします。
3. 「アプリグループの編集」ページで、新しいアプリグループの「名前」を⼊⼒して「アプリの追

加」をクリックします。
4. 「アプリの編集」ダイアログボックスで、⼀覧からアプリを選択するか、カスタムのアプリデー

タを⼊⼒します。
• ⼀覧からアプリを選択するには、「アプリのリスト」をクリックし、選択したプラットフォー

ムの管理下にあるデバイスにインストール済みのアプリのリストから選択します。
• Android アプリのカスタムのアプリデータを⼊⼒するには、「カスタム」をクリックして、次

の情報を設定します。
̶ アプリ名: アプリの識別に使⽤される任意の名前。
̶ 識別⼦: アプリのパッケージ名。パッケージ名は、アプリの Google Play

の URL から取得できます。たとえば、Sophos Mobile Control の Android
アプリの場合、Google Play の URL は play.google.com/store/apps/
details?id=com.sophos.mobilecontrol.client.android で、パッケージ名は
com.sophos.mobilecontrol.client.android です。

̶ リンク: アプリの Google Play の URL (参照⽤)。
• iOS アプリのカスタムのアプリデータを⼊⼒するには、「カスタム」をクリックして、次の情

報を設定します。
̶ アプリ名: アプリの識別に使⽤される任意の名前。
̶ 識別⼦: アプリのバンドル ID。
̶ リンク: アプリの App Store の URL (参照⽤)。

• macOS アプリのカスタムのアプリデータを⼊⼒するには、「カスタム」をクリックして、次
の情報を設定します。
̶ アプリ名: アプリの識別に使⽤される任意の名前。
̶ 識別⼦: アプリのバンドル ID。
̶ リンク: アプリの App Store の URL (参照⽤)。
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• Windows Mobile アプリのカスタムのアプリデータを⼊⼒するには、「カスタム」をクリック
して、次の情報を設定します。
̶ アプリ名: アプリの識別に使⽤される任意の名前。
̶ リンク: アプリの Microsoft Store の URL。たとえば、Sophos Mobile Control の

Windows Mobile アプリの場合、URL は https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/
mobile-control-2017/9nblggh51qsj です。

̶ GUID: アプリの GUID がわかっている場合は、リンクの代わりに⼊⼒できます。そうで
ない場合は、空⽩のままにしてください。

• Windows アプリのカスタムのアプリデータを⼊⼒するには、「カスタム」をクリックして、
次の情報を設定します。
̶ アプリ名: アプリの識別に使⽤される任意の名前。
̶ 識別⼦: Windows で報告されるアプリの ID。MSI アプリの場合、この値は MSI ファイ

ルの「ProductCode」の GUID です。Microsoft Store アプリの場合、この値はアプリの
「パッケージ ファミリ名 (PFN)」です。

̶ リンク: アプリの Microsoft Store の URL (参照⽤)。たとえば、Wikipedia の
Windows アプリの場合、URL は https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/
wikipedia/9wzdncrfhwm4 です。

5. ⼀覧からアプリを選択した後、またはカスタムのアプリデータを⼊⼒した後は、「追加」をク
リックして、アプリをアプリグループに追加します。

6. 任意: アプリグループにさらにアプリを追加します。
7. 準備ができたら「保存」をクリックして、アプリグループを保存します。

18.2 アプリグループのインポート
UTF-8 形式の CSV ファイル (カンマ区切り) をインポートして、アプリグループを作成することがで
きます (1ファイルにつき最⼤ 10,000件)。

注
CSV ファイルの編集には、テキストエディタを使⽤してください。Microsoft Excel を使⽤する
と、⼊⼒した値が正しく表⽰されない場合があります。ファイルを保存する際は、拡張⼦が .csv
になっていることを確認してください。

ヒント
このファイルで指定する列名や列順は、「アプリのインポート」ページからダウンロードできる
サンプルファイルにて確認できます。

CSV ファイルかアプリをインポートしてアプリグループに追加する⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューの「設定」で、「アプリグループ」をクリックし、アプリグループを作成

するプラットフォームをクリックします。
2. 「アプリグループ」ページで「アプリグループの作成」をクリックします。
3. 「アプリグループの編集」ページで、新しいアプリグループの「名前」を⼊⼒して「アプリのイ

ンポート」をクリックします。
4. 「アプリのインポート」ページで、「ファイルのアップロード」をクリックして⽤意した CSV

ファイルを参照します。
ファイルから項⽬が読み込まれ、画⾯に表⽰されます。
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5. データの形式が正しくない場合や、データに不整合がある場合は、ファイル全体が取り込めなく
なります。この場合、問題のある項⽬の右側に表⽰されるエラーメッセージを確認し、CSV ファ
イルの内容を修正したら、ファイルをアップロードしなおします。

6. 「完了」をクリックしてアプリグループにアプリを追加します。
7. 「アプリグループの編集」ページで「保存」をクリックします。
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19 社内ストレージ
注
この機能を使⽤するには、Mobile Advanced という種類のライセンスが必要です。

Sophos Mobile で、ファイルをアップロードして、ユーザーのデバイスに配信することができます。
• Sophos Mobile の管理下にあるドキュメントは、Sophos Secure Workspace の「社内ストレー

ジ」に⾃動的に追加されます。
• 「社内ストレージ」から各ドキュメントにカテゴリを割り当てることができます。
• 「社内ストレージ」にあるドキュメントは読み取り専⽤です。
• Sophos Secure Workspace が Sophos Mobile の管理下にない場合、「社内ストレージ」は表⽰

されません。
業務ドキュメントを配信する⽅法は次のとおりです。
1. デバイスに Sophos Secure Workspace アプリをインストールします。詳細は、アプリ (p.

261)を参照してください。
2. Sophos コンテナポリシーで「社内ストレージ」を設定して、デバイスに割り当てます。
3. Sophos Mobile にドキュメントをアップロードします。

19.1 業務ドキュメントの追加
注
この機能を使⽤するには、Mobile Advanced という種類のライセンスが必要です。

ドキュメントをデバイスに配信する⽅法は次のとおりです。
1. サイドバーのメニューで、「デバイス設定」の下の「ドキュメント」をクリックします。

「ドキュメント」ページが表⽰されます。
2. 「ドキュメントの追加」をクリックします。

「ドキュメントの編集」ページが表⽰されます。
3. 「カテゴリ」フィールドに、デバイスの「社内ストレージ」エリアにドキュメントを表⽰する際

のカテゴリを⼊⼒します。
このフィールドを空⽩のままにすると、ファイルは「社内ストレージ」のルートフォルダに表⽰
されます。

4. 各ドキュメントに対して次の項⽬を定義します。
• ユーザーがドキュメントのコピーをクリップボードへコピーすることを許可する場合は、「ク

リップボードへコピー」を選択します。
• ユーザーがドキュメントを共有することを許可する場合は、「ドキュメントの共有」を選択し

ます。
• ユーザーがドキュメントを「お気に⼊り」リストに追加することを許可する場合は、「ドキュ

メントをオフラインで使⽤」を選択します。
「社内ストレージ」の暗号化されていないドキュメントが「お気に⼊り」リストに追加される
と、暗号化されたコピーがローカルに保存されます。ドキュメントの共有が許可されている場
合、ファイルは、⾃動的に復号化されてから他のアプリに転送されます。「ドキュメントをオ
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フラインで使⽤」チェックボックスの選択を解除すると、次回同期が⾏われる際、ローカルコ
ピーは⾃動的に削除されます。

5. 「割り当て済みグループ」の横にある「表⽰」をクリックして、ドキュメントへのアクセスを許
可するグループを選択します。

6. ドキュメントの説明を⼊⼒します。
7. 「ファイルのアップロード」をクリックして、ドキュメントを参照します。選択して、「開く」

をクリックします。
8. 配信する各ドキュメントに対してこの操作を繰り返します。
ドキュメントは、ドキュメントの⼀覧に追加されます。ドキュメントはユーザーに配信され、ユー
ザーは Sophos Secure Workspace アプリでそれを表⽰することができます。
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20 ビジネス向け Android
Android には、企業環境向けにデバイスを設定し、デバイス上の従業員の個⼈データと、業務データ
を分離する機能が搭載されています。これは、ビジネス向け Android (旧称 Android for Work) と呼
ばれます。

注
Sophos Mobile は、Android 6 以降のデバイスにおけるビジネス向け Android に対応していま
す。

Sophos Mobile は、ビジネス向け Android の登録モード「デバイス所有者」と「プロファイル所有
者」に対応しています。

デバイス所有者
デバイス所有者モードでデバイスを登録すると、デバイスの所有者に Sophos Mobile が割り当てられ
ます。Sophos Mobile は、デバイス上のすべてのアプリとデータを監視・管理することができます。
デバイス所有者モードによる登録は、標準の登録と次の点で異なります。
• 登録時にユーザーが⾏う操作が簡単です。
• ユーザーは個⼈の Google アカウントをデバイスに追加する必要がありません。
• ユーザーはビジネス向け Google Play からのみアプリをインストールでき、管理者がストアを構

成できます。
• 必要最低限のアプリのみがデフォルトで有効に設定されます。(Google Play ストア、連絡先、

メッセージ、電話)
• ユーザーの操作なしで、アプリのインストールやアップデートを⾏うことができます。
• 管理者がアプリの権限を設定できるため、アプリの実⾏時にユーザーに対して権限の許可が要求

されません。
• 該当する場合、管理者はカスタムアプリの設定を⾏うことができます。
• 管理者は画⾯ロックのパスワードをリセットすることができます。標準登録の場合、この操作は

Android 7.0 以降のデバイスでのみ可能です。
• 管理者はキオスクモードを設定し、使⽤できるアプリを 1つに制限できるほか、選択した複数のア

プリのみに制限することもできます。
• 管理者はセットアップされていない状態のデバイスか、出荷時の状態にリセットされたデバイス

のみを登録できます。
• 登録を解除する機能は特にありません。登録を解除するにはデバイスをワイプしてください。

プロファイル所有者
プロファイル所有者モードでデバイスを登録すると、デバイス上に仕事⽤プロファイルが作成されま
す。Sophos Mobile は、仕事⽤プロファイル内のアプリとデータのみを監視・管理することができま
す。
プロファイル所有者モードは、BYOD (Bring Your Own Device) 環境に最適な登録モードです。
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関連情報
ビジネス向け Android ヘルプ (外部リンク)

20.1 ビジネス向け Android の設定 - 概要
組織で使⽤するためにビジネス向け Android を設定する場合、次の 2つのシナリオからいずれかを選
択できます。

ビジネス向け Google Play アカウントシナリオ
これは、ビジネス向け Android を組織内で設定する最も簡単な⽅法です。
• Sophos Mobile の指⽰に従って、ビジネス向け Android のアカウントを組織内で設定します。
• 必要に応じて、ビジネス向け Android のアカウントを、組織内で複数作成することができます。
• ユーザーアカウントのライフサイクル全体は、Sophos Mobile によって管理されます。
詳細は、ビジネス向け Android (ビジネス向け Google Play アカウントシナリオ) の設定 (p.
285)を参照してください。

ビジネス向け Google ドメインシナリオ
この⽅法は、既にビジネス向け Google ドメインがある場合、または Sophos Mobile の外でビジネ
ス向け Android ユーザーのアカウントを管理する場合に使⽤してください。
• Google でビジネス向け Google ドメインを登録して、ドメイン所有権を証明します。
• Sophos Mobile をサードバーティの EMM (Enterprise Mobility Management) として、ビジネ

ス向け Google ドメインにバインドします。
• 必要に応じて、Sophos Mobile によってユーザーアカウントが作成されます。これ以外

に、Sophos Mobile によってアカウントのライフサイクルは管理されません。
詳細は、ビジネス向け Android (ビジネス向け Google ドメイン シナリオ) の設定 (p. 286)を参照
してください。

20.2 ビジネス向け Android (ビジネス向け
Google Play アカウントシナリオ) の設定
ビジネス向け Google Play アカウントシナリオに沿って導⼊する場合、Sophos Mobile の指⽰に
従って、ビジネス向け Android を組織内で設定します。
1. サイドバーのメニューの「設定」の下の「セットアップ > システム セットアップ」をクリック

し、「ビジネス向け Android」タブをクリックします。
2. 「設定」をクリックします。
3. 「「ビジネス向け Google Play アカウント」シナリオ」を選択した後、「次へ」をクリックしま

す。
4. 「アカウントの登録」を選択します。

Google Web サイトにリダイレクトされるので、そこでビジネス向け Android に組織を登録しま
す。

5. Google アカウントで Google Web サイトにログインします。
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注
専⽤の Google アカウントを新規作成することを推奨します。

6. Google Web サイトで、指⽰に従って組織を登録します。

ヒント
組織名を指定する際、組織名 (SMC/カスタマー名) というように、「SMC」と Sophos
Mobile のカスタマー名を含めるようにしてください。アカウントのプロパティには、アカウ
ントが Sophos Mobile に関連付けられていることは表⽰されません。

登録⼿順が完了したら、Google Web サイトから Sophos Mobile にリダイレクトされます。
7. Sophos Mobile で「セットアップの完了」をクリックして登録処理を完了します。
これで、ビジネス向け Android を組織内で設定できました。

20.3 ビジネス向け Android (ビジネス向け
Google ドメイン シナリオ) の設定
ビジネス向け Google ドメインシナリオに沿って導⼊する場合、ビジネス向け Android を組織内で設
定する⽅法は次のとおりです。
1. Google でビジネス向け Google ドメインを登録します。
2. 企業⽤のサービスアカウントを作成し、Google サービスとの通信に必要な API を設定します。
3. Sophos Mobile をサードバーティの EMM (Enterprise Mobility Management) として、ビジネ

ス向け Google ドメインにバインドします。

20.3.1 Google でのドメインの登録
ビジネス向け Android を組織内で設定する⼿順のステップ 1 として、Google にドメインを登録し
(ビジネス向け Google ドメイン)、ドメイン管理者を作成し (ビジネス向け Google アカウント)、ド
メインの所有権を確認します。

注
G Suite (旧称: Google Apps) に登録済みであるなどの理由で、既に管理対象の Google ドメイ
ンがある場合は、ここでの⼿順を⾶ばしてください。

1. 次のリンク先で、ビジネス向け Google ドメインに登録します。https://www.google.com/a/
signup/?enterprise_product=ANDROID_WORK&hl=ja

2. Web フォームに必要な情報を⼊⼒します。
• 「お客様の事業について」で、ビジネス向け Google ドメインとして使⽤するドメインを

「ビジネス向けドメインアドレス」フィールドに⼊⼒します。たとえば、Sophos Mobile
サーバーのドメインなどを使⽤できます。
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注
Sophos Mobile で、複数のカスタマーに対してビジネス向け Android を設定する場合
は、カスタマーごとに異なるドメインが必要になります。

• 「Google 管理者アカウント」で、新しいドメイン管理者のアカウント情報を⼊⼒します。

注
アカウント情報は、後のセットアップ操作で必要になるので書き留めてください。

3. ボタンをクリックして、ドメイン管理者アカウントを作成します。
Google 管理コンソールが開きます。

4. Google 管理コンソールで、ドメインの所有権の確認を開始します。
表⽰される⼿順に従い、ドメインの所有権を確認します。

ドメインの所有権を確認できたら、サードパーティの EMM プロバイダ (つまり、Sophos Mobile) を
ビジネス向け Google ドメインに接続するためのトークンが届きます。
次に、Google サービスアカウントを作成して、該当する Google API を設定する必要があります。
詳細は、Google サービスアカウントの設定 (p. 287)を参照してください。

20.3.2 Google サービスアカウントの設定
ビジネス向け Android を組織内で設定する⼿順のステップ 2 として、Google サービスアカウントを
作成して、設定します。
前提条件: ビジネス向け Google ドメイン⽤のドメイン管理者アカウントが必要です。
Google サービスアカウントは、特別な種類のアプリケーション⽤ Google アカウントです。Sophos
Mobile は、このアカウントを使⽤して Google API と通信します。
プロジェクトの作成:
1. 次のリンクをクリックして、Google API コンソールを開きます。https://

console.developers.google.com/apis/libraryドメイン管理者権限でログインします。
2. Google API コンソールのヘッダバーで、「Project (プロジェクト) > プロジェクトを作成」を

クリックします。
作成済みのプロジェクトがある場合は、ヘッダバーに「Project」という⽂字列の代わりに、その
プロジェクト名が表⽰されます。

3. 「新しいプロジェクト」ダイアログで、「ビジネス向け Android」など、プロジェクト名を⼊⼒
し、「作成」をクリックします。

必要な API の有効化:
4. サイドバーのメニューで、「ライブラリ」をクリックし、検索フィールドに⽂字列「admin

sdk」を⼊⼒します。
5. 検索結果の⼀覧で、「Admin SDK」をクリックします。
6. 「Admin SDK」(SDK の管理) ページで、「有効にする」をクリックします。
7. ステップ 4〜6 を繰り返して実⾏して、「Google Play EMM API」を有効にします。

a) サイドバーのメニューで、「ライブラリ」をクリックし、検索フィールドに⽂字列「emm」
を⼊⼒します。

b) 検索結果の⼀覧で、「Google Play EMM API」をクリックします。
c) 「Google Play EMM API」ページの上部で、「有効にする」をクリックします。
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サービスアカウントの作成:
8. 「Google Play EMM API」ページで、「認証情報の作成」をクリックします。
9. 「プロジェクトへの認証情報の追加」ページのステップ 1 で、「サービス アカウント」のリンク

をクリックします。
10.「サービス アカウント」ページで、「サービス アカウントを作成」をクリックします。
11.「サービス アカウントの作成」ダイアログで、次の設定を⼊⼒します。

a) 「サービス アカウント名」に、「ビジネス向け Android」など、サービスアカウントを識別
する名称を⼊⼒します。

b) 「新しい秘密鍵の提供」を選択し、「JSON」を選択します。
c) 「G Suite ドメイン全体の委任を有効にする」を選択します。
d) 「同意画⾯のサービス名」で、「ビジネス向け Android」などと⼊⼒します。
「作成」をクリックすると、サービスアカウント⽤の秘密鍵が⽣成され、JSON ファイルとしてコ
ンピュータに保存されます。

注
JSON ファイルは安全な場所に保存してください。Sophos Mobile をビジネス向け Google
ドメインにバインドする際に必要となります。

API アクセスの設定:
12.次のリンクをクリックして、Google 管理コンソールを開き、ドメイン管理者権限でログインしま

す。https://admin.google.com
13.「セキュリティ」をクリックして、「詳細設定」をクリックします。

ヒント
「詳細設定」が表⽰されていない場合は、「もっと⾒る」をクリックして表⽰してください。

14.「API クライアント アクセスを管理する」をクリックします。
15.JSON ファイルをテキストエディタで開き、「client_id」の値を「クライアント 名」フィールド

にコピーします。
たとえば、JSON ファイルに次の⾏が含まれている場合は、

"client_id": "123456789",

「クライアント名」フィールドに「123456789」と⼊⼒します。
16.「1つ以上の API の範囲」フィールドに、次の 2つの URL をカンマで区切って⼊⼒します。

https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user,
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

17.「承認」をクリックします。
次に、Sophos Mobile をビジネス向け Google ドメインにバインドします。詳細は、Sophos Mobile
のドメインへのバインド (p. 289)を参照してください。
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20.3.3 Sophos Mobile のドメインへのバインド
ビジネス向け Android を組織内で設定する⼿順のステップ 3 として、Sophos Mobile をビジネス向
け Google ドメインにバインドします。
前提条件:
• ビジネス向け Google ドメイン⽤のドメイン管理者アカウントが必要です。
• ドメインの所有権を確認済みである必要があります。
• 該当する Google API を有効化済みである必要があります。
• Google サービスアカウントを作成済みである必要があります。
1. サイドバーのメニューの「設定」の下の「セットアップ > システム セットアップ」をクリック

し、「ビジネス向け Android」タブをクリックします。
2. 「設定」をクリックします。
3. 「「ビジネス向け Google ドメイン」シナリオ」を選択した後、「次へ」をクリックします。
4. 表⽰されるダイアログボックスで、次の値を設定します。

オプション 説明

会社のドメイン Google によって確認済みのビジネス向け
Google ドメイン。

ドメイン管理者 ドメイン管理者アカウントのアカウント名。こ
れは、ドメインを Google に登録する際に作成
した管理者アカウントです。

EMM トークン ドメインの所有権を確認後に Google から受信
したトークン。
トークンを表⽰するには、ドメイン管理者
権限で Google 管理コンソール (https://
admin.google.com) にログインし、「セキュ
リティ > Android 向けの EMM プロバイダの
管理」を参照します。

5. 「ファイルのアップロード」をクリックし、サービスアカウントを作成した際に Google Web サ
イトからダウンロードした JSON ファイルを参照します。
JSON ファイルの拡張⼦は、.json である必要があります。

6. 「バインド」をクリックします。
Sophos Mobile は Google Ｗeb サービスにアクセスし、EMM プロバイダとして⾃⾝をビジネス向け
Google ドメインにバインドします。
ビジネス向け Android を組織内で設定する⼿順の最終ステップとして、Google EMM を設定する必
要があります。詳細は、EMM の設定 (p. 289)を参照してください。

20.3.4 EMM の設定
ビジネス向け Android を組織内で設定する⼿順の最終ステップとして、Google EMM を設定しま
す。
前提条件: Sophos Mobile をビジネス向け Google ドメインにバインド済みである必要があります。
1. 次のリンクをクリックして、Google 管理コンソールを開き、ドメイン管理者権限でログインしま

す。https://admin.google.com
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2. 「セキュリティ」、「Android 向けの EMM プロバイダの管理」の順にクリックします。

ヒント
「Android 向けの EMM プロバイダの管理」は、「もっと⾒る」をクリックしないと表⽰さ
れない場合があります。

3. 「全般設定」の「Android 端末で企業向けモバイル管理（EMM）ポリシーを適⽤します」を選択
します。

これで、ビジネス向け Android を組織内で設定できました。

20.4 ビジネス向け Android へのデバイス登録の
設定
前提条件
• カスタマーに対してビジネス向け Android を設定済みである必要があります。
ビジネス向け Android にデバイスを登録するには、次の⼿順で設定を⾏います。
1. ビジネス向け Android の各登録モードに対して、サポートするポリシーを作成します。

• デバイス所有者モードに対しては、「ビジネス向け Android デバイスポリシー」という種類
のポリシーを作成します。

• プロファイル所有者モードに対しては、「ビジネス向け Android 仕事⽤プロファイルポリ
シー」という種類のポリシーを作成します。

ポリシーの作成⽅法に関する全般的な説明は、プロファイルやポリシーの作成 (p. 81)を参照して
ください。

2. ビジネス向け Android の各登録モードに対して、サポートするタスクバンドルを作成します。
タスクバンドルには、「登録」タスクと、あらかじめ作成したポリシーを適⽤するための「プロ
ファイルのインストールまたはポリシーの割り当て」タスクを、少なくとも 1つずつ含める必要が
あります。
タスクバンドルの作成⽅法に関する全般的な説明は、タスクバンドルの作成 (p. 249)を参照して
ください。

3. セルフサービスポータルのグループ設定で、初期パッケージとして作成したタスクバンドルを設
定します。
会社貸与、個⼈デバイスごとに個別にパッケージを設定することができます。たとえば、会社貸
与のデバイスに対してデバイス所有者モードによる登録を使⽤する⼀⽅で、 個⼈のデバイスに対
してはプロファイル所有者モードによる登録を使⽤できます。
セルフサービスポータルのグループ設定に関する全般的な説明は、セルフサービス ポータルの設
定 (p. 23)を参照してください。

管理者がデバイスの登録を設定すると、セルフサービスポータルのユーザーは、⾃分の Android デバ
イスを Sophos Mobile に登録できるようになります。設定内容に基づき、デバイスの種類 (会社また
は個⼈) によって登録モード (デバイス所有者またはプロファイル所有者) を指定します。
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注
このセクションの⼿順に従って、会社および個⼈デバイス (またはそのどちらか) に、ビジネス向
け Android の登録を設定した場合、セルフサービスポータルにおいて、設定した種類のデバイス
に対する Android デバイスの標準登録は利⽤できません。

20.5 ビジネス向け Android ユーザーの管理 (ビジ
ネス向け Google ドメイン シナリオ)

注
このトピックでは、ビジネス向け Google ドメイン シナリオを使⽤してビジネス向け Android
を設定した場合の、Google ユーザーアカウントの管理について説明します。

ビジネス向け Google Play アカウントシナリオに沿って導⼊する場合、Sophos Mobile は、ユー
ザーの Google アカウントを透過的に管理します。

ビジネス向け Android デバイスを登録するには、デバイスの所有者がビジネス向け Android アカウ
ントを持っている必要があります。このアカウントは、Google に登録済みのドメインに関連付けされ
ています。
アカウント名は、メールアドレスのように構成されます。たとえ
ば、user@your_managed_Google_domain などです。
ユーザーが、セルフサービスポータルを使⽤してデバイスを登録すると、Sophos Mobile は、その
ユーザーのビジネス向け Google アカウントが Google サーバーに存在するかどうかを確認します。
この際、Sophos Mobile におけるユーザーのメールアドレスの左側部分と、ビジネス向け Google ド
メインが組み合わされます。アカウント名が存在しない場合、Sophos Mobile はそれを作成します。
例: Sophos Mobile におけるユーザーのメールアドレスが user@your_company.com で、
ビジネス向け Google ドメインが your_managed_Google_domain の場合、Sophos Mobile
は、user@your_managed_Google_domain というアカウントが Google サーバーに存在するか確
認します。
登録時にユーザーのビジネス向け Google アカウントを作成する以外、Sophos Mobile はアカウン
トのライフサイクルを管理しません。Sophos Mobile でユーザーアカウントを削除しても、そのユー
ザーのビジネス向け Google アカウントは削除されません。
ビジネス向け Google ドメインのアカウントは、Google 管理コンソールで管理できます。また、必
要に応じて、Google Apps Directory Sync (GADS) を使⽤して、LDAP ディレクトリからアカウン
トを作成できます。

関連情報
Google 管理コンソール (外部リンク)
Google Apps Directory Sync について (外部リンク)

20.6 仕事⽤プロファイルの作成
仕事⽤プロファイルは、ユーザーがセルフサービスポータルから、ビジネス向け Android のプロファ
イル所有者モードでデバイスを登録すると作成されます。
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管理者は、デバイスの紛失・盗難時に企業データを削除する場合など、Sophos Mobile Admin を使
⽤して仕事⽤プロファイルを削除できます。

20.7 仕事⽤プロファイルのロック
Sophos Mobile Admin で、仕事⽤プロファイルをロックまたはロック解除できます。仕事⽤プロ
ファイルがロックされると、すべての仕事⽤アプリは使⽤できず、仕事⽤アプリに関する通知も表⽰
されません。

注
ビジネス向け Android (デバイス所有者モード) で Sophos Mobile に登録しているデバイスは、
ここでの説明の対象ではありません。詳細は、ビジネス向け Android (p. 284)を参照してくだ
さい。

1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイス」をクリックします。
2. 仕事⽤プロファイルをロックまたはロック解除するデバイスの横にある⻘い逆三⾓形のマークを

クリックし、「表⽰」をクリックします。
3. 「アクション > コンテナアクセスの設定」をクリックします。
4. アクセスモードを選択します。

• 拒否: 仕事⽤プロファイルはロックされます。ユーザーは、仕事⽤プロファイル内にあるアプ
リやデータにアクセスできなくなります。

• 許可: 仕事⽤プロファイルのロックは解除されます。
• ⾃動モード: 「コンテナをロック」アクションを含むコンプライアンスルールにデバイスが違

反している場合、仕事⽤プロファイルはロックされます。アクセスモードを設定しなかった場
合は、これがデフォルトで指定されます。

5. 「はい」をクリックします。
デバイスが Sophos Mobile サーバーと同期されます。これが完了すると、設定内容がデバイスに適⽤
されます。

ヒント
仕事⽤プロファイルのみでなく、デバイス全体をロックする場合は、「アクション > ロック」を
使⽤してください。

ヒント
ユーザーは、休暇中など、デバイスの「クイック設定」パネルから仕事⽤プロファイルをロック
することができます。
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20.8 デバイスからの仕事⽤プロファイルの削除
注
ビジネス向け Android (デバイス所有者モード) で Sophos Mobile に登録しているデバイスは、
ここでの説明の対象ではありません。詳細は、ビジネス向け Android (p. 284)を参照してくだ
さい。

管理者は、デバイスの紛失・盗難時に企業データを削除する場合など、Sophos Mobile Admin を使
⽤して仕事⽤プロファイルを削除できます。
デバイスから仕事⽤プロファイルを削除すると、Sophos Mobile Control アプリなど、仕事⽤アプリ
がすべて削除されます。Sophos Mobile Admin にデバイスの状態が「登録解除」と表⽰されます。
1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイス」をクリックします。
2. 仕事⽤プロファイルを削除するデバイスの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックし、「表

⽰」をクリックします。
3. 「アクション > Android 仕事⽤プロファイルのワイプ」をクリックします。
仕事⽤プロファイルを削除するタスクが作成され、デバイスに配信されます。タスクの状態は、「現
在のタスク」ページに表⽰されます。

注
既にユーザーが⼿動で仕事⽤プロファイルを削除済みの場合、デバイスがタスクを受信すること
ができないので、タスクは失敗します。

仕事⽤プロファイルを再作成するには、ユーザーは、セルフサービスポータルで登録⼿順を再実⾏す
る必要があります。

20.9 ユーザーによる仕事⽤プロファイルの削除
ユーザーは、誤ってまたは故意に⾃分のデバイスから仕事⽤プロファイルを削除してしまうこともあ
ります。このように削除された場合、Sophos Mobile では検知することができません。デバイスの状
態は、「ビジネス向け Android (プロファイル所有者)」と表⽰され続けます。
ユーザーによる仕事⽤プロファイルの削除後、デバイスを Sophos Mobile サーバーと同期することが
できなくなります。

ヒント
仕事⽤プロファイルが削除されたデバイスがどれであるかは、「過去 7⽇間に同期されていない
デバイス」レポートの結果から推定することができます。

仕事⽤プロファイルが誤って削除された場合は、次のようにして再登録することができます。
1. Sophos Mobile でデバイスを削除します。
2. ユーザーは、セルフサービスポータルで、デバイスを再登録します。
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20.10 仕事⽤アプリ
仕事⽤アプリは、ビジネス向け Android のデバイス所有者またはプロファイル所有者モードで
Sophos Mobile に登録されたデバイスにインストールできるアプリです。

注
プロファイル所有者モードの場合、仕事⽤アプリは、仕事⽤プロファイル内にインストールさ
れ、アプリのアイコンにブリーフケースのマークが付きます。

ユーザーが仕事⽤アプリを使⽤できるようにするために、管理者は、ビジネス向け Google Play と
Sophos Mobile で、次の⼿順を実⾏する必要があります。
1. ビジネス向け Google Play で、組織⽤のアプリを選択します。次の⼿順を実⾏します。

• アプリの承認
• アプリのライセンスの購⼊
• アプリのパーミッションの許可
詳細は、仕事⽤アプリの承認 (p. 294)を参照してください。

2. Sophos Mobile でアプリを設定します。次の⼿順を実⾏します。
• ユーザーのデバイスのビジネス向け Google Play ストア アプリで、アプリの表⽰場所を指定

します。
• 該当する場合、アプリのカスタムオプションを設定します。
• 有料アプリの場合、アプリのライセンスをユーザーに割り当てます。
詳細は、仕事⽤アプリの編集 (p. 296)を参照してください。

20.10.1 仕事⽤アプリの承認

1. ビジネス向け Google Play ストア (https://play.google.com/work) を開き、Android 管理者権
限でログインします。

2. ユーザーに使⽤を許可するアプリを選択します。
3. 「承認」(無料アプリの場合) または「購⼊(有料アプリの場合) のいずれかをクリックします。

注
有料の仕事⽤アプリを購⼊できるのは、現在、⽶国とカナダのお客様のみです。

4. アプリのパーミッションを許可する必要がある場合は、会社に代わって承認します。
ユーザーがアプリをインストールする際、パーミッションを許可する必要はありません。

5. 有料アプリの場合は、ライセンス数と⽀払い⽅法を⼊⼒します。
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注
アプリの購⼊時にエラーが表⽰される場合は、ご使⽤のドメインやアカウントに対して
Google のペイメントサービスが有効化されていることを Google 管理コンソールで確認して
ください。

ここまでの操作で、ご使⽤のドメインでのアプリの使⽤が承認されましたが、ユーザーはまだインス
トールすることはできません。Sophos Mobile でアプリをユーザーに割り当てる必要があります。詳
細は、仕事⽤アプリの編集 (p. 296)を参照してください。

注
仕事⽤アプリのアップデート版で、さらにアプリのパーミッションが必要な場合は、管理者が
パーミッションを許可するまで、ユーザーはアップデート版をインストールできません。Google
Play メニューで、「アップデート」をクリックして、保留中のアップデートを表⽰し、承認しま
す。

関連情報
ビジネス向け Google Play (外部リンク)
Google 管理コンソール (外部リンク)
ビジネス向け Google Play ヘルプ (外部リンク)

20.10.2 仕事⽤アプリの不承認

1. ビジネス向け Google Play ストア (https://play.google.com/work) を開き、Android 管理者権
限でログインします。

2. 「管理対象のアプリ」をクリックして、承認されている仕事⽤アプリを表⽰します。
3. ビジネス向け Google Play ストアから削除するアプリを選択します。
4. 「不承認」をクリックします。
5. 変更内容を Sophos Mobile に同期させるには、Sophos Mobile Admin にログインします。
6. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「アプリ > Android」の順に展開します。
7. 「アプリ」ページで「Android 仕事⽤アプリ」をクリックします。
8. 「Google からアプリのリストを取得」をクリックします。

注
また、Android のタスクバンドルからもアプリを削除する必要があります。

関連概念
タスクバンドル (p. 249)
関連情報
ビジネス向け Google Play (外部リンク)
Google 管理コンソール (外部リンク)
ビジネス向け Google Play ヘルプ (外部リンク)
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20.10.3 仕事⽤アプリの編集
ビジネス向け Google Play でアプリを承認した後は、ユーザーが使⽤できるように、Sophos Mobile
でそのアプリを設定する必要があります。
1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「アプリ > Android」の順に展開します。
2. 「アプリ」ページで「Android 仕事⽤アプリ」をクリックします。

「Android 仕事⽤アプリ」ページが開き、ビジネス向け Google Play で承認したアプリの⼀覧が
表⽰されます。

3. 「Google からアプリのリストを取得」をクリックし、ビジネス向け Google Play での変更内容
と同期します。同期が完了すると、ユーザーは、ビジネス向け Google Play ストアからアプリを
インストールできるようになります。

4. 該当するアプリの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックした後、「編集」をクリックしま
す。

5. 「Android 仕事⽤アプリの編集」ページで、必要に応じて設定を⾏います。詳細は、仕事⽤アプ
リの設定 (p. 296)を参照してください。

6. 「保存」をクリックして変更を保存します。
7. 「Android 仕事⽤アプリ」ページで、「Google に設定を送信」をクリックして、更新したレイ

アウト情報やアプリの設定を Google に送信します。

注
この最後の⼿順を⾶ばした場合、アプリの設定は、Sophos Mobile にローカル保存されるだ
けです。Google サーバーに配信されないため、ユーザーが使⽤することはできません。

データと Google サーバーの同期が完了すると、ユーザーは、ビジネス向け Google Play ストアから
アプリをインストールできるようになります。無料アプリは、すべてのユーザーが使⽤できますが、
有料アプリは、ライセンスが割り当てられたユーザーのみが使⽤できます。

関連資料
仕事⽤アプリの設定 (p. 296)

20.10.4 仕事⽤アプリの設定

設定/フィールド 説明

アプリ名 ビジネス向け Google Play に表⽰されるアプリ
の外部名。

製品 ID アプリの内部名。

価格 価格の種類:
• 無料
• 無料 (アプリ内購⼊あり)
• 有料
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設定/フィールド 説明

配布⽅法 • パブリック (Google ホスト型): ビジネス向
け Google Play で⼀般ユーザーが使⽤できる
アプリです。

• プライベート (Google ホスト型): 社内開発
されたアプリで、ビジネス向け Google ドメ
インのユーザーのみが使⽤できます。ビジネ
ス向け Google Play を管理するために APK
ファイルがアップロードされています。

• プライベート (⾃社ホスト型): プライベー
ト (Google ホスト型) と同様の使⽤制限が
ありますが、APK ファイルのインストール
元はローカルサーバーです。ビジネス向け
Google Play は、配信を管理するためだけに
使⽤されます。

ビジネス向け Google Play の URL、Google
Play の URL

ビジネス向け Google Play と Google Play にあ
るアプリの Web アドレス。
リンクをクリックして、ブラウザの新しいウィン
ドウでページを開きます。

ページ ユーザーの Google Play ストアのアプリで、ア
プリが表⽰されるページ。
値は、Sophos Mobile で事前に設定済みで変更
できません。

アプリのカテゴリ ユーザーの Google Play for Work ストアでのア
プリの表⽰先カテゴリの名前。
⼊⼒を開始すると、⼊⼒した⽂字と⼀致するカテ
ゴリの⼀覧が表⽰されます。存在しないカテゴリ
を⼊⼒した場合は、作成されます。

ライセンス 「ライセンス」の横にある「表⽰」をクリックす
ると、使⽤中のアプリのライセンス数およびライ
センス残数、さらにライセンスが割り当てられて
いるユーザーの数が表⽰されます。
このオプションは、有料アプリのみに対して表⽰
されます。
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設定/フィールド 説明

アプリの設定 アプリ特有の設定を表⽰または編集するには、
「アプリの設定」をクリックします。
設定可能なオプションの詳細は、アプリ開発者が
提供するドキュメントを参照します。
このオプションは、管理対象設定に対応している
アプリのみに対して表⽰されます。

ヒント
%_USERNAME_% および
%_EMAILADDRESS_% というプレースホルダ
を使⽤すると、実際のユーザー名とメールアドレ
スに変換されます。

20.10.5 仕事⽤アプリのインストール
ビジネス向け Google Play で仕事⽤アプリを承認し、アプリのライセンスをユーザーに割り当てた
後、管理者は、選択したデバイスやデバイスグループにアプリをインストールできます。

注
ユーザーは、ビジネス向け Google Play ストアから承認済みのアプリをインストールできます。

1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「アプリ > Android」の順に展開します。
2. 「アプリ」ページで「Android 仕事⽤アプリ」をクリックします。
3. 該当するアプリの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックした後、「インストール」をクリッ

クします。
4. アプリをインストールするデバイスを選択します。次のいずれかを実⾏してください。

• 個別のデバイスを選択します。
• 「デバイスグループの選択」をクリックしてデバイスグループを選択します (複数選択可)。
準備ができたら「次へ」をクリックします。

5. 「実⾏⽇時の設定」ページで、アプリをインストールする⽇時を指定します。
• 即座に実⾏する場合は、「今すぐ」を選択します。
• 「⽇付」を選択して実⾏予定⽇時を⼊⼒します。

6. 「完了」をクリックします。
インストールタスクが Google サービスに送信されます。その後、デバイスへのアプリのインストー
ルは Google によって管理されます。タスクが Google に送信されると、「現在のタスク」ページ
に、タスクの状態が「成功」のタスクとして表⽰されます。

20.10.6 仕事⽤アプリのアンインストール
選択したデバイスやデバイスグループから、仕事⽤アプリをアンインストールできます。
1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「アプリ」、「Android」の順に展開します。
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2. 「アプリ」ページで「Android 仕事⽤アプリ」をクリックします。
3. 「Android 仕事⽤アプリ」ページで「アンインストール」をクリックします。
4. アプリをアンインストールするデバイスを選択します。次のいずれかを実⾏してください。

• 個別のデバイスを選択します。
• 「デバイスグループの選択」をクリックしてデバイスグループを選択します (複数選択可)。
準備ができたら「次へ」をクリックします。

5. 「アプリの選択」ページで必要なアプリのグループを選択します。
6. 「実⾏⽇時の設定」ページで、アプリがアンインストールされる⽇時を選択します。

• 即座に実⾏する場合は、「今すぐ」を選択します。
• 「⽇付」を選択して実⾏予定⽇時を⼊⼒します。

7. 「完了」をクリックします。
アプリのアンインストールタスクが Google サービスに送信されます。その後、デバイスからのアプ
リのアンインストールは Google によって管理されます。タスクが Google に送信されると、「現在
のタスク」ページに、タスクの状態が「成功」のタスクとして表⽰されます。

ヒント
または、次のようにして、個別のデバイスからアプリをアンインストールできます。「デバイス
の表⽰」ページを開いて、「インストール済みのアプリ」タブを表⽰し、アプリ名の横にあるゴ
ミ箱アイコンをクリックします。

20.10.7 仕事⽤アプリのライセンス
ユーザーが有料な仕事⽤アプリを使⽤できるようにするには、ライセンスを割り当てる必要がありま
す。
有料な仕事⽤アプリのライセンスのみ、ユーザーに割り当てる必要があります。ビジネス向け Google
Play で承認した無料アプリは、Google のアプリの⼀覧と Sophos Mobile を同期後、すべてのユー
ザーが使⽤できます。
ライセンスの割り当ては、「Android 仕事⽤アプリの編集」ページで設定します。詳細は、仕事⽤ア
プリの編集 (p. 296)を参照してください。

ヒント
管理者によってインストールされるアプリのライセンスをユーザーに割り当てる必要はありま
せん。仕事⽤アプリのインストール (p. 298)の説明に従って仕事⽤アプリをインストールする
と、購⼊済みライセンスプールから、該当するユーザーに、ライセンスが⾃動的に割り当てられ
ます。

20.10.8 ビジネス向け Google Play のレイアウト
ユーザーのデバイスのビジネス向け Google Play ストア アプリにおける、各アプリの表⽰場所を指
定できます。
設定可能なレイアウト項⽬は、「ページ」と「カテゴリ」です。
• ページ: 上下にスクロール可能な、名前の付いたビューです。ページとその名前は、Sophos

Mobile で事前に定義されています。
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• カテゴリ: ページ内で左右にスクロール可能な、名前の付いたサブセクションで、管理者によって
定義されます。カテゴリは、Google ドキュメントで「クラスタ」とも呼ばれます。

• 各カテゴリはページごとに特有のもので、各アプリは特定のカテゴリ内に表⽰されます。
• アプリを含まないページは表⽰されません。
• 1ページに最⼤ 30種類のカテゴリを指定でき、また、1カテゴリに最⼤ 100種類のアプリを指定

できます。
各アプリに対して、ユーザーのデバイスのビジネス向け Google Play ストア アプリでアプリを表⽰
するページを定義し、任意でカテゴリも定義します。デフォルトで、アプリは「その他」というペー
ジに表⽰されます。
ストアのレイアウトは、「Android 仕事⽤アプリの編集」ページで設定します。詳細は、仕事⽤アプ
リの編集 (p. 296)を参照してください。

20.10.9 仕事⽤アプリのカスタマイズ
仕事⽤アプリが、管理対象設定を提供する場合があります。この機能は、アプリ開発者によって指定
されるもので、Sophos Mobile Contorl の管理者は、アプリのカスタムオプションを設定できます。
管理対象設定に対応しているアプリの場合、ビジネス向け Google Play のアプリのページに「このア
プリは管理対象設定を提供しています」と表⽰されます。
アプリのオプションは、「Android 仕事⽤アプリの編集」ページで設定します。詳細は、仕事⽤アプ
リの編集 (p. 296)を参照してください。

20.10.10 プライベート/⾃社ホスト型の仕事⽤アプリ
ユーザーに使⽤を許可する仕事⽤アプリは、すべてビジネス向け Google Play 経由で配信する必要が
あります。
• パブリックの仕事⽤アプリ: ビジネス向け Google アカウントのあるユーザーすべてが使⽤できる

アプリ。
• プライベートの仕事⽤アプリ: 社内開発され、ビジネス向け Google ドメインのユーザーのみが使

⽤できるアプリ。
• ⾃社ホスト型の仕事⽤アプリ: アプリパッケージ (APK ファイル) が、Google サーバーでなく、

⾃社サーバーに保存されているプライベートアプリ。なお、アプリをビジネス向け Google Play
経由で配信できるよう、⾃社ホスト型アプリ⽤のアプリストアのメタデータは、Google にアップ
ロードする必要があります。

プライベートの仕事⽤アプリの詳細は、Android in the enterprise developer information (英語)
Web ページ (外部リンク) を参照してください。
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21 Intune アプリ保護
Intune は、マイクロソフト社が提供するモバイルデバイスとアプリの管理サービスです。Intune ア
プリ保護では、アプリの使⽤に関する制限を定義して、その内容をユーザーに適⽤することができま
す。
ユーザー ID をベースとする Intune のアプリ保護は、デバイス管理 (MDM) なしで会社のデータを保
護できるため、BYOD (Bring Your Own Device) を導⼊している環境に最適です。
Intune のアプリ保護ポリシーは、Sophos Mobile Adminで管理できます。

機能と要件
• デバイスを Sophos Mobile に登録する必要はありません。
• Intune のアプリ保護ポリシーは、Office 365 アプリのほか、Intune App SDK を使⽤して保護

対象に追加したアプリに適⽤できます。
• ポリシーが適⽤されるのは、ユーザーが会社のアカウントでアプリにログインしているときのみ

です。プライベートのアカウントでログインしているときは、アプリの使⽤は制限されません。
• 会社のユーザーアカウントには、Azure Active Directory (AAD) を使⽤する必要があります。
• ユーザーは、Intune ライセンスが割り当てられている AAD アカウントを使⽤する必要がありま

す。
• Microsoft Outlook アプリの場合、ユーザーは、⾃⾝の AAD アカウントに紐づいている Office

365 Exchange Online のメールボックスとライセンスが必要です。
• Microsoft Word、Excel、および PowerPoint アプリの場合、ユーザーは、⾃⾝の AAD アカウン

トに紐づいている、Office 365 Business または Office 365 Business Enterprise ライセンスが
必要です。

関連情報
Microsoft Intune に関するドキュメント (外部リンク)
Microsoft Intune アプリ (外部リンク)

21.1 Microsoft Intune との統合の設定
Sophos Mobile Admin で、Intune のアプリ保護ポリシーを管理できるようにするには、Sophos
Mobile を Microsoft Azure アプリケーションとして登録する必要があります。これには、Microsoft
Azure 登録ウィザードの使⽤を推奨します。
1. サイドバーのメニューから「セットアップ > システム セットアップ」を開き、「Microsoft

Azure」タブをクリックします。
2. 「Microsoft Azure 登録ウィザード」をクリックします。

Microsoft Azure ポータルと Sophos Mobile Admin で、ウィザードの指⽰に従って登録を⾏い
ます。
a) Microsoft Azure ポータルで、Sophos Mobile のアプリケーションの登録を作成します。
b) Sophos Mobile で、アプリケーション ID を⼊⼒します。
c) Sophos Mobile のサーバー証明書をアプリケーションにアップロードします。
d) Microsoft Graph API に対する「Microsoft Intune アプリの読み取りおよび書き込み」と

「すべてのグループの読み取り」というデリゲートされたアクセス許可を、登録したアプリ
ケーションに付与します。
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セットアップ⼿順が完了すると、Sophos Mobile Admin のサイドバーのメニューに、「プロファイ
ルとポリシー > Intune アプリ保護」という新しい項⽬が表⽰されます。

21.2 Intune アプリ保護ポリシーの作成
Intune アプリ保護ポリシーを使⽤すると、ユーザー ID に基づいて、データに関する制限を適⽤でき
ます。ユーザーが会社のアカウントを使⽤してアプリを起動した場合など、仕事に関連する状況での
み、制限が適⽤されます。
ポリシーは、Android ⽤と iOS ⽤に分けて作成する必要があります。
1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「プロファイルとポリシー > Intune アプリ保

護」をクリックします。
2. 画⾯を確定してマイクロソフトのページに進み、Microsoft Azure の管理者アカウントでログイン

します。
現在の Sophos Mobile Admin のセッションで、既に Microsoft Azure にログインしている場合
は、このステップは省略されます。

3. Sophos Mobile Adminの「ポリシー」ページで、「追加」をクリックして、「Android ポリ
シー」または「iOS ポリシー」をクリックします。

4. 「ポリシーの編集」ページで、必要な設定項⽬を⼊⼒します。
詳細は、Intune アプリ保護ポリシーの設定 (Android) (p. 303)およびIntune アプリ保護ポリ
シーの設定 (iOS) (p. 308)を参照してください。

5. 「保存」をクリックします。
Intune のアプリ保護ポリシーを作成したら、アプリとユーザーに割り当てます。詳細は、Intune ア
プリ保護ポリシーへのアプリの追加 (p. 302)およびIntune アプリ保護ポリシーへのユーザーの追加
(p. 303)を参照してください。

21.3 Intune アプリ保護ポリシーへのアプリの追
加
Intune アプリ保護ポリシーは、ポリシーに割り当てられているアプリのみに適⽤されます。
1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「プロファイルとポリシー > Intune アプリ保

護」をクリックします。
2. 画⾯を確定してマイクロソフトのページに進み、Microsoft Azure の管理者アカウントでログイン

します。
現在の Sophos Mobile Admin のセッションで、既に Microsoft Azure にログインしている場合
は、このステップは省略されます。

3. Sophos Mobile Admin の「ポリシー」ページで、アプリを割り当てる対象のポリシーの横にある
⻘い逆三⾓形のマークをクリックし、「アプリの割り当て」をクリックします。

4. ポリシーに割り当てるアプリを選択します。
リストには、Microsoft Azure で Microsoft Intune のアカウントに追加したすべての Android ま
たは iOS アプリが表⽰されます。

5. 「保存」をクリックします。
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21.4 Intune アプリ保護ポリシーへのユーザーの
追加
Intune アプリ保護ポリシーは、ポリシーに追加したユーザーがアプリを使⽤しているときにのみ適⽤
されます。ユーザーは個別に追加せず、Azure Active Directory (AAD) のセキュリティグループで追
加します。
1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「プロファイルとポリシー > Intune アプリ保

護」をクリックします。
2. 画⾯を確定してマイクロソフトのページに進み、Microsoft Azure の管理者アカウントでログイン

します。
現在の Sophos Mobile Admin のセッションで、既に Microsoft Azure にログインしている場合
は、このステップは省略されます。

3. Sophos Mobile Admin の「ポリシー」ページで、ユーザーを追加するポリシーの横にある⻘い逆
三⾓形のマークをクリックし、「ユーザーグループの割り当て」をクリックします。

4. 利⽤可能な AAD セキュリティグループの⼀覧から追加または除外するグループを選択します。
• 追加: このグループのメンバーにはポリシーが適⽤されます。
• 除外: このグループのメンバーにはポリシーは適⽤されません。「追加」グループとこのグ

ループの両⽅のメンバーであっても適⽤されません。
• 割り当てなし: このグループのメンバーにはポリシーは適⽤されません。ただし、「追加」グ

ループとこのグループの両⽅のメンバーである場合は適⽤されます。
5. 「保存」をクリックします。

注
ポリシーは、Intune のライセンスが AD アカウントに割り当てられているユーザーのみに適⽤さ
れます。選択したセキュリティグループ内の他のユーザーには適⽤されません。

21.5 Intune アプリ保護ポリシーの設定
(Android)
Intune アプリ保護ポリシーでは、Intune 管理対象アプリの制限事項を定義します。ここでは、利⽤
可能な Android アプリに対する設定について説明します。

全般設定

設定/フィールド 説明

名前 ポリシーの名前。

説明 ポリシーに関する簡単な説明。
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データ再配置
データ再配置では、アプリでデータを受信したり、別の場所に送信したりする⽅法を設定します。

注
すべての設定内容は、ユーザーが会社のアカウントでログインしているときにアクセスするデー
タに対して適⽤されます。

設定/フィールド 説明

Android でのバックアップを禁⽌する アプリは Android のバックアップサービスを使⽤しま
せん。

このアプリから他のアプリにデータを転送
できるようにする

データ転送先として許可するアプリを指定します。
ポリシーで管理されているアプリ: Intune ポリシーで
管理されているアプリへの転送のみを許可します。
すべてのアプリ: すべてのアプリへの転送を許可しま
す。
なし: 他のアプリへのデータ転送を許可しません。

注
• データの転送先として常に許可されるアプリやサー

ビスがある場合があります。詳細は、Microsoft
Intune のドキュメントに記載されているデータ転送
の例外に関する説明を参照してください。

• Android Instant Apps へのデータ転送は常にブロッ
クされます。

このアプリで他のアプリからデータを受信
できるようにする

データ転送元として許可するアプリを指定します。
ポリシーで管理されているアプリ: Intune ポリシーで
管理されているアプリからの転送のみを許可します。
すべてのアプリ: すべてのアプリからの転送を許可しま
す。
なし: 他のアプリからのデータ転送を許可しません。

注
• データの転送元として常に許可されるアプリやサー

ビスがある場合があります。詳細は、Microsoft
Intune のドキュメントに記載されているデータ転送
の例外に関する説明を参照してください。

• Android Instant Apps からのデータ転送は常にブ
ロックされます。
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設定/フィールド 説明

「名前を付けて保存」を禁⽌する アプリの「名前を付けて保存」オプションが無効になり
ます。

ストレージの場所 「「名前を付けて保存」を禁⽌する」を選択した場合
は、会社のデータが保存される場所を指定してくださ
い。
ユーザーは、選択した場所に保存できます。他の場所は
ブロックされます。

他のアプリとの間で切り取り、コピー、貼
り付けを制限する

このアプリで切り取り、コピー、貼り付け操作をどのよ
うに使⽤できるようにするかを指定します。
ブロックされました: このアプリと他のアプリの間で、
切り取り、コピー、貼り付け操作を許可しません。
ポリシーで管理されているアプリ: このアプリと
Intune ポリシーで管理されているアプリ間で、切り取
り、コピー、貼り付け操作を許可します。
貼り付けを使⽤する、ポリシーで管理されているアプ
リ: このアプリと Intune ポリシーで管理されているア
プリ間で、切り取りまたはコピーを許可します。任意の
アプリからこのアプリへのデータの貼り付けを許可しま
す。
すべてのアプリ: このアプリに対する切り取り、コ
ピー、貼り付けに制限はありません。

Managed Browser に表⽰する Web コ
ンテンツを制限する

アプリ内の Web リンクが、Intune の Managed
Browser アプリで強制的に開かれます。

アプリデータを暗号化する Intune で定義されている暗号化スキームを使⽤して
データが暗号化されます。

連絡先の同期を無効にする アプリは連絡先アプリにデータを保存しません。

印刷を無効にする アプリで印刷が無効に設定されます。

アクセス
アクセスでは、会社のアカウントでログインしているときに、ユーザーがどのようにアプリにアクセ
スするかを設定します。
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設定/フィールド 説明

アクセスのために PIN を要求する アプリを使⽤する際に PIN が要求されます。
ユーザーは、会社のアカウントを使⽤してアプリに初め
てログインするときに、この PIN の設定を求められま
す。

注
すべての Intune 管理対象アプリで PIN が共有されま
す。

PIN をリセットするまでの試⾏回数 PIN がリセットされるまでに許可される⼊⼒試⾏回数。

単純な PIN を禁⽌する 1234 や 1111 などの単純な PIN シーケンスが使⽤で
きなくなります。

PIN の⽂字数 PIN シーケンスの最⼩桁数。

指紋認証を禁⽌する ユーザーは、PIN の代わりに指紋認証を使⽤することは
できません。

アクセスの際に会社の資格情報を要求する ユーザーは、PIN の代わりに会社のパスワードを⼊⼒す
る必要があります。
この設定は、PIN の要件をオーバーライドします。

root 化されたデバイスで管理対象アプリ
が実⾏されることを禁⽌する

ユーザーは、root 化されているデバイスで、会社のア
カウントを使⽤してこのアプリを実⾏することはできま
せん。

アクセス要件のタイムアウト アプリを起動してから、このポリシーで定義されている
アクセス要件が再確認されるまでの分数です。

注
⼀度 PIN を⼊⼒すると、その後、この設定で定義されて
いる期間の間は、再度 PIN を⼊⼒せずに Intune 管理対
象アプリを使⽤できます。

オフラインの猶予期間 デバイスをオフラインで実⾏できる分数です。この期間
を超えると、アプリのアクセス要件が再確認されます。
これが期限切れになると、アプリはユーザーに対して
ネットワークへの接続と再認証を要求します。
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アプリデータをワイプするまでのオフライ
ン間隔

デバイスをオフラインで実⾏できる⽇数です。この期間
を超えると、ユーザーはネットワークに接続して再認証
する必要があります。
認証に失敗した場合、会社のアプリデータはワイプ (削
除) されます。

注
Microsoft Outlook アプリの場合、アプリデータのワイ
プと同時に、連絡先アプリに保存したデータも削除され
ます。

スクリーンキャプチャと Android
Assistant をブロックする

ユーザーは、スクリーンキャプチャ機能と Google
Assistant 機能を使⽤できません。
また、最新使⽤したアプリの⼀覧にあるアプリの画像が
ぼかし表⽰になります。

Android OS の最⼩バージョン要件 このアプリを使⽤するために必要な最低限の Android
バージョン。
この設定を使⽤しない場合は、フィールドを空⽩のまま
にします。

Android OS の最⼩バージョン (推奨) このアプリを使⽤するために推奨される最低限の
Android バージョン。
デバイスがこの要件を満たしていない場合、通知が表⽰
されますが、ユーザーはこの通知を消去できます。
この設定を使⽤しない場合は、フィールドを空⽩のまま
にします。

アプリの最⼩バージョン要件 このアプリを使⽤するために必要な最低限のアプリバー
ジョン。
この設定を使⽤しない場合は、フィールドを空⽩のまま
にします。

アプリの最⼩バージョン (推奨) このアプリを使⽤するために推奨される最低限のアプリ
バージョン。
デバイス上のアプリがこの要件を満たしていない場合、
通知が表⽰されますが、ユーザーはこの通知を消去でき
ます。
この設定を使⽤しない場合は、フィールドを空⽩のまま
にします。
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Android の最⼩パッチバージョン要件 このアプリを使⽤するために必要な最低限のセキュリ
ティパッチのレベル。
パッチレベルの⽇付は、YYYY-MM-DD という形式で⼊
⼒します。
この設定を使⽤しない場合は、フィールドを空⽩のまま
にします。

Android の最⼩パッチバージョン (推奨) このアプリを使⽤するために推奨される最低限のセキュ
リティパッチのレベル。
パッチレベルの⽇付は、YYYY-MM-DD という形式で⼊
⼒します。
デバイスがこの要件を満たしていない場合、通知が表⽰
されますが、ユーザーはこの通知を消去できます。
この設定を使⽤しない場合は、フィールドを空⽩のまま
にします。

21.6 Intune アプリ保護ポリシーの設定 (iOS)
Intune アプリ保護ポリシーでは、Intune 管理対象アプリの制限事項を定義します。ここでは、利⽤
可能な iOS アプリに対する設定について説明します。

全般設定

設定/フィールド 説明

名前 ポリシーの名前。

説明 ポリシーに関する簡単な説明。

データ再配置
データ再配置では、アプリでデータを受信したり、別の場所に送信したりする⽅法を設定します。

注
すべての設定内容は、ユーザーが会社のアカウントでログインしているときにアクセスするデー
タに対して適⽤されます。

設定/フィールド 説明

iTunes と iCloud でのバックアップを禁
⽌する

アプリは、データを iTunes や iCloud にバックアップ
しません。
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設定/フィールド 説明

このアプリから他のアプリにデータを転送
できるようにする

データ転送先として許可するアプリを指定します。
ポリシーで管理されているアプリ: Intune ポリシーで
管理されているアプリへの転送のみを許可します。
すべてのアプリ: すべてのアプリへの転送を許可しま
す。
なし: 他のアプリへのデータ転送を許可しません。

注
• データの転送先として常に許可されるアプリやサー

ビスがある場合があります。詳細は、Microsoft
Intune のドキュメントに記載されているデータ転送
の例外に関する説明を参照してください。

• 「ポリシーで管理されているアプリ」および「な
し」は、Siri がアプリ名でデータを検索するのもブ
ロックします。

このアプリで他のアプリからデータを受信
できるようにする

データ転送元として許可するアプリを指定します。
ポリシーで管理されているアプリ: Intune ポリシーで
管理されているアプリからの転送のみを許可します。
すべてのアプリ: すべてのアプリからの転送を許可しま
す。
なし: 他のアプリからのデータ転送を許可しません。

注
• データの転送元として常に許可されるアプリやサー

ビスがある場合があります。詳細は、Microsoft
Intune のドキュメントに記載されているデータ転送
の例外に関する説明を参照してください。

• ⼀部のアプリでは、この設定は無視され、すべての
受信データが許可されます。

「名前を付けて保存」を禁⽌する アプリの「名前を付けて保存」オプションが無効になり
ます。

ストレージの場所 「「名前を付けて保存」を禁⽌する」を選択した場合
は、会社のデータが保存される場所を指定してくださ
い。
ユーザーは、選択した場所に保存できます。他の場所は
ブロックされます。
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他のアプリとの間で切り取り、コピー、貼
り付けを制限する

このアプリで切り取り、コピー、貼り付け操作をどのよ
うに使⽤できるようにするかを指定します。
ブロックされました: このアプリと他のアプリの間で、
切り取り、コピー、貼り付け操作を許可しません。
ポリシーで管理されているアプリ: このアプリと
Intune ポリシーで管理されているアプリ間で、切り取
り、コピー、貼り付け操作を許可します。
貼り付けを使⽤する、ポリシーで管理されているアプ
リ: このアプリと Intune ポリシーで管理されているア
プリ間で、切り取りまたはコピーを許可します。任意の
アプリからこのアプリへのデータの貼り付けを許可しま
す。
すべてのアプリ: このアプリに対する切り取り、コ
ピー、貼り付けに制限はありません。

Managed Browser に表⽰する Web コ
ンテンツを制限する

アプリ内の Web リンクが、Intune の Managed
Browser アプリで強制的に開かれます。

アプリデータを暗号化する データがどのようなときに暗号化されるかを指定しま
す。データは、iOS のデバイスレベルの暗号化スキーム
を使⽤して暗号化されます。
デバイスのロック時: デバイスのロック時にアプリデー
タが暗号化されます。
デバイスがロックされていて、開いているファイルがあ
るとき: デバイスのロック時に、アプリで現在開いてい
るファイルのデータを除き、アプリデータが暗号化され
ます。
デバイスの再起動後: デバイスの再起動時、デバイスが
最初にロック解除されるまで、アプリデータが暗号化さ
れます。
デバイスの設定を使⽤: デバイス上の設定に基づいて、
アプリデータが暗号化されます。

連絡先の同期を無効にする アプリは連絡先アプリにデータを保存しません。

印刷を無効にする アプリで印刷が無効に設定されます。

アクセス
アクセスでは、会社のアカウントでログインしているときに、ユーザーがどのようにアプリにアクセ
スするかを設定します。
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アクセスのために PIN を要求する アプリを使⽤する際に PIN が要求されます。
ユーザーは、会社のアカウントを使⽤してアプリに初め
てログインするときに、この PIN の設定を求められま
す。

注
同じ公開元のすべての Intune 管理対象アプリで PIN が
共有されます。

パスワードの種類 設定可能な PIN の種類:
数字: PIN には数字のみが含まれている必要がありま
す。
パスコード: PIN には、⽂字、特殊⽂字、または記号
(iOS の「English」キーボードで⼊⼒できるもの) のい
ずれかが少なくとも 1⽂字含まれている必要がありま
す。

注
「パスコード」は、⼀部のアプリではサポートされませ
ん。

PIN をリセットするまでの試⾏回数 PIN がリセットされるまでに許可される⼊⼒試⾏回数。

単純な PIN を禁⽌する 1234 や 1111 などの単純な PIN シーケンスが使⽤で
きなくなります。
「パスワードの種類」が「パスコード」に設定されてい
る場合、PIN には、数字、⽂字、および特殊⽂字 (また
は記号) が少なくとも 1⽂字ずつ含まれている必要があ
ります。

PIN の⽂字数 PIN シーケンスの最⼩⽂字数。

PIN の代わりの指紋を許可しない ユーザーは、PIN の代わりに Touch ID を使⽤すること
はできません。

PIN の代わりの顔認識を許可しない ユーザーは、PIN の代わりに Face ID を使⽤すること
はできません。

アクセスの際に会社の資格情報を要求する ユーザーは、PIN の代わりに会社のパスワードを⼊⼒す
る必要があります。
この設定は、PIN の要件をオーバーライドします。

脱獄されたデバイスで管理対象アプリが実
⾏されることを禁⽌する

ユーザーは、脱獄されたデバイスで、会社のアカウント
を使⽤してこのアプリを実⾏することはできません。
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アクセス要件のタイムアウト アプリを起動してから、このポリシーで定義されている
アクセス要件が再確認されるまでの分数です。

注
⼀度 PIN を⼊⼒すると、その後、この設定で定義されて
いる期間の間は、再度 PIN を⼊⼒せずに同じ公開元の
Intune 管理対象アプリを使⽤できます。

オフラインの猶予期間 デバイスをオフラインで実⾏できる分数です。この期間
を超えると、アプリのアクセス要件が再確認されます。
これが期限切れになると、アプリはユーザーに対して
ネットワークへの接続と再認証を要求します。

アプリデータをワイプするまでのオフライ
ン間隔

デバイスをオフラインで実⾏できる⽇数です。この期間
を超えると、ユーザーはネットワークに接続して再認証
する必要があります。
認証に失敗した場合、会社のアプリデータはワイプ (削
除) されます。

注
Microsoft Outlook アプリの場合、アプリデータのワイ
プと同時に、連絡先アプリに保存したデータも削除され
ます。

iOS の最⼩バージョン要件 このアプリを使⽤するために必要な最低限の iOS バー
ジョン。
この設定を使⽤しない場合は、フィールドを空⽩のまま
にします。

iOS の最⼩バージョン (推奨) このアプリを使⽤するために推奨される最低限の iOS
バージョン。
デバイスがこの要件を満たしていない場合、通知が表⽰
されますが、ユーザーはこの通知を消去できます。
この設定を使⽤しない場合は、フィールドを空⽩のまま
にします。

アプリの最⼩バージョン要件 このアプリを使⽤するために必要な最低限のアプリバー
ジョン。
この設定を使⽤しない場合は、フィールドを空⽩のまま
にします。
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アプリの最⼩バージョン (推奨) このアプリを使⽤するために推奨される最低限のアプリ
バージョン。
デバイス上のアプリがこの要件を満たしていない場合、
通知が表⽰されますが、ユーザーはこの通知を消去でき
ます。
この設定を使⽤しない場合は、フィールドを空⽩のまま
にします。

Intune アプリ保護ポリシー SDK バー
ジョンの最⼩要件

アプリに要求する Intune アプリ保護ポリシー SDK
バージョンの最⼩要件。
この設定を使⽤しない場合は、フィールドを空⽩のまま
にします。
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22 管理者の作成
1. サイドバーのメニューの「設定」の下で、「セットアップ > 管理者」の順にクリックして「管理

者の表⽰」ページを開き、「管理者の作成」をクリックします。
2. 「管理者の編集」ページで、管理者アカウントの詳細を設定します。

• カスタマーのユーザーディレクトリに「外部 LDAP ディレクトリ」が選択されている場合
は、「LDAP によるユーザー検索」をクリックして既存の LDAP アカウントを選択できま
す。

• 外部 LDAP ディレクトリを使⽤していない場合は、「ログイン名」、「名」、「姓」、「メー
ルアドレス」、「パスワード」を⼊⼒します。

ここで指定するパスワードはワンタイムパスワードです。管理者が初回ログインすると、変更が
促されます。

注
「ログイン名」フィールドには、⽂字 (ローマ字)、数字、スペース⽂字、記号 (\!._-#) のみ
を含めることができます。

3. 「ロール」ドロップダウンリストから、管理者のロールを選択します。
ここで指定するロールにもとづいて、Sophos Mobile に対する権限が新しい管理者に付与されま
す。詳細は、「ユーザーのロール (p. 4)」を参照してください。

4. 「保存」をクリックすると、管理者アカウントが作成されます。
新しい管理者が作成され、「管理者の表⽰」ページに表⽰されます。ログイン情報 (ユーザー、カス
タマー、およびワンタイムパスワード) を新規ユーザーに送信してください。このログイン情報で新
規ユーザーは Sophos Mobile Admin にログインできます。パスワードを今すぐ変更するようメッ
セージが表⽰されます。
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23 デバイスへのメッセージ送信
注
Windows コンピュータおよび Windows IoT デバイスは、ここでの説明の対象ではありませ
ん。

管理対象デバイスに、カスタムメッセージを送信できます。
1. サイドバーのメニューの「管理」で、「デバイス」をクリックします。

「デバイス」ページが表⽰されます。
2. 1台または複数のデバイスを選択して「アクション」をクリックした後、「メッセージの送信」を

クリックします。
3. 「メッセージの⼊⼒」ダイアログで、送信するメッセージを⼊⼒します。

メッセージは 500⽂字まで⼊⼒できます。
4. 「完了」をクリックします。
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24 Sophos Mobile Security の管理
注
この機能を使⽤するには、Mobile Advanced という種類のライセンスが必要です。

Sophos Mobile Security は、Android デバイス向けのセキュリティアプリです。悪質なアプリから
デバイスを保護するのはもちろんのこと、アプリが要求するパーミッションがセキュリティに与える
影響を表⽰します。Web フィルタリング機能を使って、Web サイトをカテゴリ別にフィルタ表⽰し
たり、不適切なコンテンツをブロックしたりできます。
Sophos Mobile Admin で、Sophos Mobile に登録済みのデバイスにある Sophos Mobile Security
アプリを次のようにして管理できます。
• Sophos Mobile Security アプリの設定を、⼀元的にリモート設定する。
• Sophos Mobile Security アプリをインストールして、指定した頻度で検索が⾏われるようにす

る。これは、コンプライアンスルールとして指定できます。
• 特定のデバイスで検索を実⾏する。
• デバイスの検索結果を表⽰する。
Sophos Mobile Security の詳細は、「Sophos Mobile Security ヘルプ」を参照してください。

24.1 Sophos Mobile Security のマルウェア対策
の設定
前提条件: Mobile Advanced ライセンスのアクティベーションが実⾏済みである必要があります。
1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「プロファイルとポリシー」、「Android」の順

に展開します。
「プロファイルとポリシー」ページが表⽰されます。

2. 「作成」をクリックし、「モバイル セキュリティ ポリシー」を選択します。
「ポリシーの編集」ページが表⽰されます。

3. 新しいプロファイルの名前を⼊⼒します。
4. 「説明」フィールドにプロファイルの説明を⼊⼒します。
5. 「設定の追加」をクリックします。

「設定可能なオプション」ページが表⽰されます。
6. 「マルウェア対策」を選択して、「次へ」をクリックします。

オプションの設定画⾯が表⽰されます。
7. 「マルウェア対策」タブを選択します。
8. 「全般」で、次のオプションを設定できます。

a) 「クラウド スキャン モード」フィールドで、最新のマルウェア情報を使⽤して検索を実⾏す
るタイミングを設定します。アプリでクラウドスキャンを実⾏するタイミングは次のオプショ
ンから選択できます。
• 常に
• ローミング時以外
• Wi-Fi のみ
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ここでの設定でアプリのデータトラフィックを制御できます。「クラウド スキャン モード」
オプションを「Wi-Fi のみ」に設定した場合、デバイスが Wi-Fi 接続しているときだけにクラ
ウドスキャンが実⾏されます。「クラウド スキャン モード」オプションを「ローミング時以
外」に設定した場合、デバイスが海外ネットワークに接続している間、クラウドスキャンは実
⾏されません。

b) 「スケジュール検索の頻度」リストから、検索を実⾏する頻度を選択します。
「毎⽇ (充電時)」を選択すると、デバイスが 30分以上電源につながっていると検索が実⾏さ
れます。

9. 「対象」で、次のオプションを設定できます。
a) システム アプリを検索に含めるには、「システム アプリの検索を実⾏する」を選択します。

システム アプリは Android OS で保護されており、ユーザーは削除できないため、デフォル
トで検索されません。しかし、ここでの設定で、システム アプリの検索を有効化することが
できます。

b) インストールされているすべてのアプリに対するデフォルトの検索に加え、社内共有ストレー
ジ、SD カード、および接続されている USB デバイス上のすべてのファイルに対する脅威検
索も実⾏するには、「ストレージを検索する」を選択します。

10.「不要と思われるアプリ」で、次の操作を実⾏できます。
a) 不要と思われるアプリを検出するには、「不要と思われるアプリを検出する」を選択します。

不要と思われるアプリ (PUA) は、悪質ではないものの⼀般的に企業ネットワークには不適切
と考えられているアプリです。不要と思われるアプリには、アドウェア、ダイヤラー、システ
ムモニター、リモート管理ツール、ハッキングツールなどがあります。しかし、不要と思われ
るアプリと分類できても、⼀部のユーザーが便利と考えるアプリもあります。
このオプションを有効化すると、Sophos Mobile Security は不要と思われるアプリを検出
し、デバイスのユーザーに通知します。

b) 不要と思われるアプリとして検出されたアプリをユーザーが許可できるようにするには、「不
要と思われるアプリのユーザーによる許可を有効にする」を選択します。ユーザーはそのよう
なアプリを無視するものとして分類できます。指定したアプリは、次回の検索から不要と思わ
れるアプリとして検出されなくなります。

11.「レピュテーションの低いアプリ」で、レピュテーションの低いアプリの対処⽅法を選択しま
す。アプリは、Sophos Live Protection のデータに基づいて分類されます。「処理モード」で、
次の操作を実⾏できます。
a) 「許可」を選択すると、レピュテーションの低いアプリの検索が無効化されます。
b) 「警告」を選択すると、レピュテーションの低いアプリが検出されると、デバイスで警告が表

⽰されます。ユーザーは対処⽅法を選択できます。許可するアプリの⼀覧に追加して、以後、
このアプリが検出されても警告が表⽰されないようにすることもできます。

c) 「ブロック」を選択すると、レピュテーションの低いアプリの起動がブロックされます。警告
も表⽰されますが、このようなアプリをユーザーが起動することはできません。

12.「Sophos Live Protection」で、次の操作を実⾏できます。
a) 検索に関する通知を受信するには、「検索の通知」チェックボックスが選択されていることを

確認します。
b) 「ストレージを監視する」を選択して、社内共有ストレージ、SD カード、接続されている

USB デバイスでの変更を監視します。新しいファイルをこのような場所に保存すると、検索
が実⾏されます。

13.実⾏を許可するべきアプリが検索結果に含まれている場合は、それを許可するアプリの⼀覧に追
加してください。この⼀覧のアプリは常に実⾏が許可されます。アプリは検出されなくなりま
す。
このようなアプリを特定するには、Sophos Mobile Security の検索結果を使⽤できます。詳細
は、「Sophos Mobile Security のスキャン結果の表⽰ (p. 319)」を参照してください。このよ
うなアプリの使⽤をデバイスで許可する前に、アプリをアプリグループに追加する必要がありま
す。詳細は、アプリグループ (p. 279)を参照してください。
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14.許可するアプリを追加するには、許可するアプリを含むアプリグループを選択します。
15.「適⽤」をクリックします。

24.2 Sophos Mobile Security の Web フィルタ
リングの設定
前提条件: Mobile Advanced ライセンスのアクティベーションが実⾏済みである必要があります。
Sophos Mobile Security アプリは、悪意のあるコンテンツや不適切または違法なコンテンツを掲載す
るサイトの閲覧を防⽌します。

注
Web フィルタリングは、Android の Web ブラウザまたは Google Chrome のみで利⽤できま
す。

1. サイドバーのメニューの「デバイス設定」で、「プロファイルとポリシー」、「Android」の順
に展開します。
「プロファイルとポリシー」ページが表⽰されます。

2. 「作成」をクリックし、「モバイル セキュリティ ポリシー」を選択します。
「ポリシーの編集」ページが表⽰されます。

3. 新しいプロファイルの名前を⼊⼒します。
4. 「説明」フィールドにプロファイルの説明を⼊⼒します。
5. 「設定の追加」をクリックします。

「設定可能なオプション」ページが表⽰されます。
6. 「Web フィルタリング」を選択して、「次へ」をクリックします。

「Web フィルタリング」ページが表⽰されます。
7. 「悪質な Web サイトのフィルタリング」フィールドで、悪質なコンテンツのある Web サイトの

閲覧を設定します。
8. 「Web サイトのカテゴリ別フィルタリング」で、Web サイトの閲覧をカテゴリに基づいて設定

します。
Web サイトの分類は、SophosLabs が管理するデータに基づいて⾏われます。データは常に更新
されています。

9. 「Web サイトの例外設定」で次を指定できます。
a) 許可するドメイン: ブロックするカテゴリに分類されているドメインまたは IP アドレスを許

可する場合、ここに⼊⼒します。
b) ブロックする URL: 許可するカテゴリに分類されているドメインまたは IP アドレスをブロッ

クする場合、ここに⼊⼒します。
ドメイン名や IP アドレスを指定できます。例: www.company.com, *.company.com,
10.2.0.1, 10.2.0.1/24

10.「適⽤」をクリックします。
ユーザーは、管理者が Sophos Mobile で設定した内容を変更することはできません。
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24.3 Sophos Mobile Security のコンプライアン
スルール
前提条件: Mobile Advanced ライセンスのアクティベーションが実⾏済みである必要があります。
Sophos Mobile Security に関するコンプライアンスルールを設定することができます。
1. 新しいコンプライアンスポリシーを追加するか、既存のポリシーを開いて編集します。詳細

は、コンプライアンスポリシー (p. 41)を参照してください。
2. 「Android」タブを選択します。
3. 「SMSec スキャンの最⼤間隔」フィールドで、Sophos Mobile Security アプリが実⾏するマル

ウェア検索の最⼤間隔を指定できます。
4. 「SMSec のアクセス権限の拒否を許可する」リストで、必要なアクセス権限を拒否すると、コン

プライアンス違反になるかを指定します。
5. 「悪質アプリを許可する」リストで、検出された悪質アプリを許可するかを選択します。
6. 「疑わしいアプリを許可する」リストで、検出された疑わしいアプリを許可するかを選択しま

す。
7. 「不要と思われるアプリを許可する」リストで、検出された不要と思われるアプリを許可するか

を選択します。
8. 必要なオプションをすべて設定したら、「保存」をクリックします。

24.4 Sophos Mobile Security のスキャン結果の
表⽰

注
この機能を使⽤するには、Mobile Advanced という種類のライセンスが必要です。

1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイス」をクリックします。
2. 該当するデバイスの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックし、「編集」をクリックするか、

デバイス名をクリックします。
「デバイスの表⽰」ページまたは「デバイスの編集」ページが表⽰されます。

3. 「検索の結果」タブを選択します。
タブには、Sophos Mobile Security 検索の結果が表⽰されます。不要と思われるアプリなど、感
染しているパッケージが⼀覧に表⽰されます。「脅威名」の下にあるリンクをクリックして、該
当する脅威に関する SophosLabs の詳細情報を表⽰できます。

4. 検索結果に関連したコンプライアンス違反を表⽰するには、「コンプライアンス違反」タブを選
択します。表⽰される違反は、Sophos Mobile Security のコンプライアンスルールによって異な
ります。
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24.4.1 不要と思われるアプリやレピュテーションの低いアプリ
の許可リストの作成

注
この機能を使⽤するには、Mobile Advanced という種類のライセンスが必要です。

Sophos Mobile Security アプリのスキャン結果を使⽤して、許可するアプリの⼀覧を作成できます。
1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイス」をクリックします。
2. 検索結果を使⽤するデバイスの横にある⻘い逆三⾓形のマークをクリックし、「編集」をクリッ

クします。
3. 「検索の結果」タブを選択します。

感染しているパッケージが⼀覧に表⽰されます。「脅威名」カラムには、パッケージが、レピュ
テーションの低いアプリ、不要と思われるアプリ、マルウェアのいずれであるかが表⽰されま
す。クリックするとリンク先に、該当する脅威に関する SophosLabs の詳細情報が表⽰されま
す。
レピュテーションの低いアプリや不要と思われるアプリとして検出されたパッケージは、パッ
ケージ名の左側に⻘いチェックマーク アイコンが表⽰されます。許可するアプリの⼀覧には、こ
のようなアプリのみを追加できます。

4. ⻘いチェックマーク アイコンをクリックして、許可するアプリの⼀覧にアプリを追加します。
5. ダイアログボックスが表⽰されたら、「はい」をクリックして操作を確認します。

アプリは許可するアプリの⼀覧に追加されます。
6. 追加するすべてのアプリに対してこの操作を繰り返します。
7. ⼀覧を表⽰するには、「設定」で「全般」をクリックします。
8. 「許可リストを表⽰する」をクリックします。

追加したアプリがすべて表⽰されます。この⼀覧にあるアプリは、管理下にあるすべてのデバイ
スで実⾏可能です。以後、アプリは検出されなくなります。
「許可リストを消去する」をクリックすると、リストのすべての項⽬が削除されます。
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25 Sophos コンテナ
注
この機能を使⽤するには、Mobile Advanced という種類のライセンスが必要です。

Sophos コンテナは、Sophos Mobile の管理下にある Sophos Secure Workspace アプリ、Sophos
Secure Email アプリおよび Sophos Mobile Security アプリを含む、デバイス上の論理エリアです。
Sophos コンテナは以下のプラットフォームで利⽤可能です。
• Android
• iOS

25.1 Sophos コンテナ登録の設定
注
この機能を使⽤するには、Mobile Advanced という種類のライセンスが必要です。

Sophos コンテナを使⽤してデバイスを Sophos Mobile に登録するには、次の設定⼿順を実⾏する
必要があります。設定は、Sophos コンテナを使⽤して登録する各プラットフォーム (Android、iOS)
で実⾏する必要があります。
1. コンテナポリシーを作成します。詳細は、Android の Sophos コンテナポリシーの設定 (p.

134)およびiOS の Sophos コンテナポリシーの設定 (p. 180)を参照してください。
2. このコンテナポリシーをタスクバンドルで使⽤します。

タスクバンドルには、少なくとも 1つの「Sophos コンテナの登録」タスクと「プロファイルの
インストール」タスクを含める必要があります。詳細は、「タスクバンドルの作成 (p. 249)」を
参照してください。

3. このタスクバンドルを、セルフサービスポータルを使⽤した初回の登録パッケージとして使⽤し
ます。
セルフサービス ポータルの設定画⾯の「グループの設定」タブで、「初期パッケージ - 会社貸与
デバイス」または「初期パッケージ - 私物デバイス」フィールドからタスクバンドルを選択しま
す。詳細は、「セルフサービス ポータルの設定 (p. 23)」を参照してください。

25.2 Mobile Advanced のライセンス
Mobile Advanced ライセンスをアクティベートすると、次の機能も追加で利⽤できるようになりま
す。
• Sophos Secure Workspace アプリおよび Secure Email アプリの管理。詳細は、Sophos コン

テナアプリの管理 (p. 322)を参照してください。
• Sophos Mobile Security アプリの管理 (Android デバイスの場合)。詳細は、Sophos Mobile

Security の管理 (p. 316)を参照してください。
ライセンスキーを取得したら、それを使ってライセンスをアクティベートする必要があります。
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Sophos Mobile on Premise の Mobile Advanced ライセンスのアク
ティベーション
Sophos Mobile on Premise の場合、ライセンスは、スーパー管理者によって、カスタマー管理機能
で管理されます。詳細は「Sophos Mobile スーパー管理者向けガイド (英語)」を参照してください。

Sophos Mobile as a Service の Mobile Advanced ライセンスのアク
ティベーション
Sophos Mobile Adminで、「設定 > セットアップ > システムセットアップ > ライセンス」を開い
て、「Advanced 版ライセンスキー」フィールドにライセンスキーを⼊⼒します。

25.3 Sophos コンテナアプリの管理
注
この機能を使⽤するには、Mobile Advanced という種類のライセンスが必要です。

異なるデータを管理下のデバイスでより確実に保護するため、Sophos Mobile には、Sophos Secure
Email および Sophos Secure Workspace の 2種類の Sophos コンテナアプリがあります。
• Sophos Secure Email は、Android および iOS 搭載デバイス⽤のアプリで、メール、予定表の項

⽬、連絡先などを管理するためのセキュアなコンテナを提供します。
• Sophos Secure Workspace は、クラウド上に保存された暗号化ファイルを Android および iOS

デバイスで開くためのアプリです。ファイルはシームレスに復号化され、表⽰されます。暗号化
ファイルは、他のアプリから受け取り、対応するクラウド ストレージ サービスにアップロードす
ることができます。または、ドキュメントをアプリ内からローカルストレージ領域に保存するこ
ともできます。
Sophos Secure Workspace を使⽤すると、SafeGuard Cloud Storage や SafeGuard Data
Exchange で暗号化されたファイルを閲覧できます。どちらも SafeGuard Enterprise やその他
の製品エディションのモジュールです。これらのモジュールでは、ローカル鍵を使⽤してファイ
ルを暗号化できます。ローカル鍵はユーザーが⼊⼒するパスフレーズから作成されます。ファイ
ルの暗号化に使⽤されたパスフレーズがわかっている場合のみ、そのファイルを復号化すること
ができます。

Sophos コンテナには次のような機能があります。
• 集中設定されるパスワードのルール
• 全コンテナアプリ⽤のパスワードルール
• 全コンテナアプリ⽤のシングル サインオン
• Sophos Secure Workspace のドキュメントの設定
• Sophos Secure Workspace のブラウザの設定
• Sophos Secure Email の設定
ソフォスのアプリは、次のようにして Sophos Mobile で管理できます。
• 管理下にあるすべてのデバイス上の Sophos コンテナアプリを、Sophos Mobile から⼀元的にリ

モート設定する。詳細は、Android の Sophos コンテナポリシーの設定 (p. 134)およびiOS の
Sophos コンテナポリシーの設定 (p. 180)を参照してください。
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• コンプライアンスポリシーを使⽤して、確実にデバイスに Sophos コンテナアプリをインストー
ルする。

• 「社内ストレージ」機能を使⽤して、ドキュメントを安全に配信する。詳細は、社内ストレージ
(p. 282)を参照してください。

• Sophos Secure Workspace アプリと Sophos SafeGuard Enterprise 間の社内鍵リングを
同期できます。これによって、ユーザーの SafeGuard 鍵リングにある鍵は、Sophos Secure
Workspace 鍵リングで使⽤できるようになります。詳細は、社内鍵リングの同期の有効化 (p.
325)を参照してください。

注
Sophos コンテナアプリを管理するには、Sophos Mobile を使ってアプリを配信する必要があり
ます。ユーザーのデバイスに、スタンドアロン型の Sophos Secure Workspace アプリがイン
ストールされている場合は、まずそれをアンインストールしてから、管理型バージョンをインス
トールする必要があります。

Sophos Secure Workspace の詳細は、「Sophos Secure Workspace ヘルプ」を参照してくださ
い。

25.4 Sophos コンテナのパスワードのリセット
注
この機能を使⽤するには、Mobile Advanced という種類のライセンスが必要です。

注
ここでの説明は、Sophos コンテナポリシーが適⽤されているデバイスのみを対象にしていま
す。

Sophos コンテナのパスワードをリセットすることができます。これは、ユーザーがパスワードを忘
れた場合などに便利です。Sophos コンテナのパスワードをリセットすると、ユーザーは、新しいコ
ンテナのパスワードを設定する必要があります。
1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイス」をクリックします。

「すべてのデバイス」ページが表⽰されます。
2. Sophos コンテナのパスワードをリセットするデバイスをクリックします。

「デバイスの表⽰」ページが表⽰されます。
3. 「アクション」をクリックします。

「アクション」メニューが表⽰されます。
4. 「Sophos コンテナのパスワードのリセット」をクリックします。
5. ダイアログボックスが表⽰されたら、「はい」をクリックして操作を確認します。
Sophos コンテナのパスワードがリセットされます。ユーザーは、新しい Sophos コンテナのパス
ワードを⼊⼒する必要があります。
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25.5 Sophos コンテナのロック/ロック解除
注
この機能を使⽤するには、Mobile Advanced という種類のライセンスが必要です。

注
ここでの説明は、Sophos コンテナポリシーが適⽤されているデバイスのみを対象にしていま
す。

Sophos コンテナのロック/ロック解除を実⾏できます。つまり、Sophos コンテナと Sophos コンテ
ナ内のデータに対するアクセスのパーミッションを設定できます。
1. サイドバーのメニューで、「管理」の下の「デバイス」をクリックします。
2. 「デバイス」ページで、Sophos コンテナをロックまたはロック解除するデバイスの横にある⻘い

逆三⾓形のマークをクリックし、「表⽰」をクリックします。
3. 「デバイスの表⽰」ページで、「アクション > Sophos コンテナへのアクセスの設定」をクリッ

クします。
4. アクセスのパーミッションを設定するダイアログボックスで、次のいずれか 1つを選択します。

• 拒否: Sophos コンテナはロックされます。ユーザーは使⽤できなくなります。
• 許可: Sophos コンテナのロックは解除されます。
• ⾃動モード: デバイスが、「コンテナをロック」が有効化されているコンプライアンスルール

に違反している限り、Sophos コンテナはロックされます。アクセスモードが設定されていな
い限り、これがデフォルトの動作です。

5. 「はい」をクリックします。
デバイスと Sophos Mobile サーバーの同期が開始されます。同期が完了すると、設定内容がデバイス
に適⽤されます。

25.6 社内鍵リングの同期
社内鍵リングの同期を有効化すると、Sophos Secure Workspace アプリに次の機能が追加されま
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。
• このような鍵を使⽤して、アプリのユーザーは、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。
• 鍵リングの同期を有効化したときに SSW 鍵リングにあったローカル鍵を、ユーザーは引き続き使

⽤することができます。
• ユーザーは新しいローカル鍵を作成できません。
• 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 鍵リングの鍵はデ

バイスから削除されます。

324 Copyright © 2018 Sophos Limited



Sophos Mobile on Premise

25.6.1 社内鍵リングの同期の有効化
前提条件:
• Sophos SafeGuard Enterprise 8.0 の鍵を使⽤している。
• SafeGuard Enterprise で設定済みのデータベースと同じ Active Directory ユーザーのデータ

ベースを使⽤して、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。これには Mobile Advanced ラ

イセンスが必要です。
• Sophos Mobile Security が、HTTPS 経由で SafeGuard Enterprise サーバーに接続できる。
社内鍵リングの同期を有効化するために、Sophos Mobile と Sophos SafeGuard Enterprise 間の接
続を次のように設定します。
1. 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. 「証明書」リンクをクリックして、Sophos Mobile サーバーの証明書をダウンロードします。
3. SafeGuard Management Center を開き、「ツール > 構成パッケージツール」を選択します。
4. 「サーバー」タブで「追加」をクリックし、証明書ファイルを参照して「OK」をクリックしま

す。「サーバー名」フィールドの値は変更しないようにしてください。
5. 任意: 「モバイルデバイスを使⽤した復旧」を選択すると、Sophos Secure Workspace アプリで

BitLocker や FileVault の復旧鍵を同期できます。
6. 「管理型クライアント⽤パッケージ」タブで次の値を設定します。

• 「構成パッケージ名」フィールドで、「Managed Client (Default)」を選択します。
• 「プライマリサーバー」フィールドで、SGN サーバーを選択します。
• 「転送データの暗号化」フィールドで、「SSL」を選択します。

7. 「構成パッケージの作成」をクリックします。
8. Sophos Mobile Admin の「SGN」タブで、「ファイルのアップロード」をクリックし

て、SafeGuard Management Center で作成した構成パッケージを Sophos Mobile にアップ
ロードします。

9. 「保存」をクリックして、SafeGuard との統合の設定を保存します。
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26 Sophos Mobile から Sophos Mobile
in Central へのデータ転送
Sophos Mobile on Premise または Sophos Mobile as a Service のデータをエクスポートし
て、Sophos Mobile in Central にインポートすることができます。
転送できる項⽬は次のとおりです。
• プロファイル
• ポリシー
• アプリグループ
データをエクスポートするには、Sophos Mobile on Premise または Sophos Mobile as a Service
で次の⼿順を実⾏します。
1. サイドバーのメニューの「設定」で、「セットアップ > エクスポート」をクリックします。
2. 「エクスポートのプレビュー」に、エクスポートされる項⽬が表⽰されます。
3. 「エクスポート」をクリックし、Sophos Mobile in Central でデータをインポートする際に使⽤

するパスワードを⼊⼒します。
4. 「ダウンロード」をクリックします。

エクスポートしたファイルがコンピュータにダウンロードされます。
Sophos Mobile in Central にデータをインポートするには、Sophos Central Admin で次の⼿順を実
⾏します。
5. サイドバーのメニューで、「マイ プロダクト」の下の「モバイルデバイス」をクリックします。
6. 「モバイル」画⾯のサイドバーのメニュー「設定」の下の「セットアップ > インポート」をク

リックします。
7. 「切り替えファイルのアップロード」をクリックしてインポートするファイルを選択します。

データをエクスポートしたときに設定したパスワードを⼊⼒します。
8. 「アップロード」をクリックしてファイルをアップロードします。
9. 「インポートのプレビュー」にインポートする項⽬が表⽰されます。警告が発⽣していないかど

うか確認します。

重要
インポートする項⽬と同じ名前の項⽬が既に存在する場合、既存のデータは上書きされます。

10.「インポート」をクリックして、Sophos Mobile in Central アカウントにデータをインポートし
ます。
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27 ⽤語集
カスタマー デバイスを管理するテナント。
デバイス 管理対象デバイス (スマートフォン、タブレット

や Windows 10 デバイスなど)。
登録 Sophos Mobile へのデバイスの登録。
Enterprise App Store Sophos Mobile サーバーにホストされているア

プリのリポジトリ。管理者は、Sophos Mobile
Adminを使⽤して、Enterprise App Store に
アプリを追加できます。ユーザーは、Sophos
Mobile Control アプリを使⽤して、追加された
アプリを⾃分のデバイスにインストールできま
す。

プロビジョニング Sophos Mobile Control アプリをデバイスにイン
ストールするプロセス。

セルフサービス ポータル ヘルプデスクの⼿を煩わせることなく、ユーザー
⾃⾝でデバイスの登録や、さまざまなタスクを実
⾏できるユーザー向け Web インターフェース。

Mobile Advanced ライセンス Mobile Advanced ライセンスで
は、Sophos Mobile を使⽤した Sophos
Mobile Security、Sophos Secure
Workspace、Sophos Secure Email アプリの⼀
元管理が可能。

SMSec Sophos Mobile Security の略称。
Sophos Mobile クライアント Sophos Mobile の管理下のデバイスにインス

トールされている Sophos Mobile Control アプ
リ。

Sophos Mobile コンソール デバイスの管理に使⽤する Web インターフェー
ス。

Sophos Mobile Security Android デバイス向けのセキュリティ対策アプ
リ。このアプリは Sophos Mobile で⼀元管理
できます (Mobile Advanced ライセンスのア
クティベーションが完了している場合に限りま
す)。

Sophos Secure Email Android および iOS 搭載デバイス⽤のアプリ。
メール、予定表の項⽬、連絡先などを管理する
ためのセキュアなコンテナを提供します。この
アプリは Sophos Mobile で⼀元管理できます
(Mobile Advanced ライセンスのアクティベー
ションが完了している場合に限ります)。

Sophos Secure Workspace Android および iOS 搭載デバイス⽤のアプリ。
さまざまなクラウド ストレージ サービス上の
ファイルや企業が配信するファイルを、参照、
管理、編集、共有、暗号化、復号化できるセキュ
アなワークスペースを提供します。このアプリ
は Sophos Mobile で⼀元管理できます (Mobile
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Advanced ライセンスのアクティベーションが完
了している場合に限ります)。

タスクバンドル 複数のタスクを 1つのトランザクションとしてま
とめるためにパッケージを作成します。デバイス
の登録を完了し、社内で利⽤するために必要なす
べてのタスクを 1つにまとめられます。

328 Copyright © 2018 Sophos Limited



Sophos Mobile on Premise

28 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せ。 https://secure2.sophos.com/ja-jp/support/contact-support/

support-query.aspx
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29 利⽤条件
Copyright © 2018 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。
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