SafeGuard Enterprise
管理者ヘルプ

製品バージョン: 7
ドキュメント作成日: 2014年 12月

目次
1 SafeGuard Enterprise 7.0 について...................................................................................9
2 セキュリティのベストプラクティス ...............................................................................11
3 SafeGuard Management Center について.......................................................................14
4 SafeGuard Management Center へのログオン................................................................15
4.1 企業証明書の期限切れに関する警告..................................................................15
4.2 Single Tenancy モードでのログオン..................................................................15
4.3 Multi Tenancy モードでのログオン....................................................................16
4.4 SafeGuard Management Center ユーザーインターフェース...........................16
4.5 言語設定.............................................................................................................18
5 SafeGuard Management Center の構成...........................................................................19
5.1 前提条件.............................................................................................................19
5.2 Multi Tenancy の構成..........................................................................................19
5.3 SafeGuard Management Center の初期構成の開始 ..........................................19
5.4 データベース サーバー接続の構成.....................................................................20
5.5 データベースの作成または選択.........................................................................21
5.6 MSO (マスター セキュリティ担当者) の作成....................................................21
5.7 企業証明書の作成...............................................................................................23
5.8 SafeGuard Management Center の初期構成の完了...........................................23
5.9 追加のデータベース構成の作成 (Multi Tenancy 用)...........................................24
5.10 SafeGuard Management Center の追加インスタンスの構成..........................24
6 ライセンス.......................................................................................................................26
6.1 ライセンス ファイル..........................................................................................26
6.2 トークン ライセンス..........................................................................................27
6.3 評価およびデモ ライセンス...............................................................................27
6.4 ライセンス状態の概要........................................................................................28
6.5 ライセンス ファイルのインポート.....................................................................29
6.6 ライセンスの超過...............................................................................................30
7 複数のデータベース構成での作業...................................................................................32
7.1 追加のデータベース構成の作成.........................................................................32
7.2 既存のデータベース構成への接続......................................................................33
7.3 構成のファイルへのエクスポート......................................................................33
7.4 ファイルからの構成のインポート......................................................................33

2

7.5 SafeGuard Management Center での構成のインポート....................................34
7.6 構成ファイルのダブルクリックによる構成のインポート (Single および Multi
Tenancy)...............................................................................................................34
7.7 データベース構成の迅速な切り替え..................................................................35
7.8 データベースの整合性の検証.............................................................................35
8 SafeGuard Enterprise Server の登録と設定....................................................................36
8.1 SafeGuard Enterprise Server の登録と構成 (同じコンピュータで使用する場
合).........................................................................................................................36
8.2 SafeGuard Enterprise Server の登録・構成 (別のコンピュータで使用する場
合).........................................................................................................................37
8.3 SafeGuard Enterprise Server のプロパティの編集 ...........................................38
8.4 SafeGuard Enterprise Server の登録 (ソフォスのファイアウォールが有効に
なっている場合)...................................................................................................39
9 SSL による転送接続の保護..............................................................................................40
9.1 SSL の設定.........................................................................................................40
9.2 SafeGuard Enterprise での SSL 暗号化の有効化...............................................41
10 組織構造の作成..............................................................................................................42
10.1 Active Directory からのインポート...................................................................42
10.2 ワークグループやドメインの作成....................................................................44
10.3 SafeGuard Enterprise データベースでのユーザー、コンピュータ、グルー
プの検索 ..............................................................................................................50
10.4 「ユーザーとコンピュータ」でのオブジェクトのプロパティの表示..............51
11 SafeGuard Enterprise セキュリティ担当者...................................................................52
11.1 セキュリティ担当者のロール...........................................................................52
11.2 ロールの作成....................................................................................................55
11.3 セキュリティ担当者へのロールの割り当て.....................................................55
11.4 担当者とロールのプロパティの表示................................................................55
11.5 ロールの変更....................................................................................................56
11.6 ロールのコピー................................................................................................58
11.7 ロールの削除....................................................................................................58
11.8 マスター セキュリティ担当者の作成...............................................................58
11.9 セキュリティ担当者の作成..............................................................................61
11.10 セキュリティ担当者へのディレクトリ オブジェクトの割り当て..................64
11.11 セキュリティ担当者の昇格............................................................................65
11.12 マスター セキュリティ担当者の降格.............................................................67
11.13 セキュリティ担当者証明書の変更..................................................................67
11.14 セキュリティ担当者のツリー ビューでの配置...............................................68

3

11.15 セキュリティ担当者の迅速な切り替え .........................................................68
11.16 セキュリティ担当者の削除............................................................................68
12 鍵と証明書.....................................................................................................................70
12.1 データの暗号化に使用する鍵...........................................................................71
12.2 File Encryption を使ったファイル ベースの暗号化用の個人鍵........................73
12.3 証明書...............................................................................................................75
12.4 企業証明書とマスター セキュリティ担当者証明書のエクスポート................78
12.5 仮想クライアント.............................................................................................79
13 Company Certificate Change Order...............................................................................83
13.1 企業証明書を更新する......................................................................................83
13.2 企業証明書を置き換える..................................................................................84
13.3 Company Certificate Change Order (CCO) を管理する...................................85
14 ポリシーの使用について................................................................................................87
14.1 ポリシーを作成する.........................................................................................87
14.2 ポリシー設定の編集.........................................................................................88
14.3 ポリシー グループ............................................................................................89
14.4 ポリシーおよびポリシー グループをバックアップする..................................90
14.5 ポリシーおよびポリシー グループを復元する.................................................91
14.6 ポリシーを割り当てる......................................................................................91
14.7 ユーザーとコンピュータでポリシーを管理する..............................................92
14.8 ポリシー配布を無効にする..............................................................................92
14.9 ポリシーの割り当ておよび分析のルール.........................................................93
15 構成パッケージについて................................................................................................98
15.1 管理型エンドポイント用の構成パッケージを作成する...................................99
15.2 管理対象外のエンドポイント用に構成パッケージを作成する......................100
15.3 Mac 用の構成パッケージを作成する.............................................................101
16 SafeGuard Power-on Authentication (POA).................................................................102
16.1 ログオン.........................................................................................................102
16.2 他の SafeGuard Enterprise ユーザーの登録..................................................104
16.3 ユーザータイプ..............................................................................................104
16.4 SafeGuard Power-on Authentication を構成する...........................................105
16.5 SafeGuard Power-on Authentication で対応しているホットキー..................110
16.6 無効になっている SafeGuard POA と Lenovo Rescue and Recovery..........112
17 Windows エンドポイントで管理タスクを実行するためのアカウント........................113
18 Windows ログオン用のサービス アカウントのリスト.................................................114
18.1 サービス アカウントのリストを作成し、ユーザーを追加する.....................115

4

18.2 ユーザー名およびドメイン名の入力に関する詳細情報.................................115
18.3 サービス アカウントのリストの編集、削除..................................................117
18.4 ポリシーでサービス アカウントのリストを割り当てる................................117
18.5 エンドポイントへのポリシーの転送..............................................................117
18.6 サービス アカウントを使用したエンドポイントへのログオン.....................118
18.7 イベントをログ記録する................................................................................118
19 SafeGuard POA ログオン用の POA ユーザー.............................................................119
19.1 POA ユーザーを作成する...............................................................................119
19.2 POA ユーザーのパスワードを変更する.........................................................120
19.3 POA ユーザーを削除する...............................................................................120
19.4 POA グループを作成する...............................................................................120
19.5 POA グループにユーザーを追加する.............................................................121
19.6 POA グループからユーザーを削除する.........................................................121
19.7 エンドポイントに POA ユーザーを割り当てる.............................................122
19.8 POA ユーザー権限でエンドポイントにログオンする....................................124
20 ポリシーの設定............................................................................................................125
20.1 全般設定.........................................................................................................126
20.2 認証................................................................................................................131
20.3 ポリシーで使用する禁止 PIN 一覧を作成する...............................................138
20.4 PIN の構文ルール...........................................................................................139
20.5 ポリシーで使用する禁止パスワード一覧を作成する.....................................142
20.6 パスワードの構文ルール................................................................................142
20.7 SafeGuard Data Exchange 用のパスフレーズ...............................................146
20.8 ファイル ベースの暗号化で使用するデバイス保護ポリシー用 White List.....148
20.9 デバイス保護..................................................................................................150
20.10 マシンの設定 - 基本設定..............................................................................156
20.11 Windows エンドポイント用のログ ..............................................................164
21 ディスク暗号化............................................................................................................165
21.1 SafeGuard フルディスク暗号化.....................................................................165
21.2 BitLocker ドライブ暗号化...............................................................................169
21.3 FileVault 2 フルディスク暗号化.....................................................................179
22 SafeGuard Configuration Protection.............................................................................181
23 File Encryption.............................................................................................................182
23.1 File Encryption ポリシーでの暗号化ルールの設定.........................................183
23.2 File Encryption 設定の「全般設定」ポリシーでの指定..................................189
23.3 複数の File Encryption ポリシー.....................................................................191

5

23.4 エンドポイントにおける File Encryption 暗号化ルールの評価......................191
23.5 競合する File Encryption ルール.....................................................................192
23.6 File Encryption と SafeGuard Data Exchange...............................................192
24 SafeGuard Data Exchange..........................................................................................193
24.1 グループ鍵......................................................................................................193
24.2 ローカル鍵......................................................................................................193
24.3 メディア パスフレーズ...................................................................................194
24.4 ベスト プラクティス......................................................................................195
24.5 SafeGuard Data Exchange で信頼するアプリケーションと無視するアプリ
ケーションを設定する........................................................................................200
24.6 SafeGuard Data Exchange で無視するデバイスを設定する.........................201
24.7 SafeGuard Data Exchange で永続暗号化を設定する....................................201
24.8 リムーバブル メディア上でアクセスされたファイルの追跡.........................202
24.9 SafeGuard Data Exchange と File Encryption...............................................202
25 Cloud Storage..............................................................................................................203
25.1 クラウドストレージ用ベンダソフトの要件...................................................203
25.2 Cloud Storage の定義 (CSD) を作成する.......................................................203
25.3 対象が Cloud Storage の定義のデバイス保護ポリシーを作成する...............208
25.4 クラウドストレージでアクセスされたファイルの追跡.................................209
26 UMA (User Machine Assignment)................................................................................210
26.1 SafeGuard Management Center での UMA (User Machine Assignment)......210
26.2 ユーザーおよびコンピュータ グループを割り当てる....................................214
27 トークンおよびスマートカード...................................................................................215
27.1 トークンの種類..............................................................................................216
27.2 コンポーネント..............................................................................................216
27.3 トークンの使用を設定する............................................................................219
27.4 トークン使用の準備をする............................................................................220
27.5 トークンを発行する.......................................................................................221
27.6 ログオン モードを設定する...........................................................................223
27.7 証明書の割り当て ..........................................................................................224
27.8 PIN を管理する...............................................................................................227
27.9 トークンとスマートカードを管理する..........................................................229
28 セキュアな Wake on LAN (WOL).................................................................................232
28.1 セキュアな Wake on LAN の例.......................................................................232
29 復旧オプション............................................................................................................234
29.1 Local Self Help による復旧............................................................................235

6

29.2 チャレンジ/レスポンスによる復旧.................................................................239
29.3 BitLocker 用の復旧.........................................................................................255
29.4 Mac エンドポイント用の復旧鍵.....................................................................256
29.5 SafeGuard フルディスク暗号化とシステム復旧............................................257
30 破損した SafeGuard Management Center の復元.......................................................262
31 破損したデータベース設定の復元...............................................................................263
32 インベントリおよびステータス データ.......................................................................264
32.1 インベントリにある Mac エンドポイント.....................................................264
32.2 インベントリ データを表示する....................................................................264
32.3 非表示の列を表示する....................................................................................265
32.4 インベントリ データのフィルタ表示.............................................................265
32.5 インベントリ データの更新...........................................................................266
32.6 概要................................................................................................................266
32.7 「ドライブ」タブ...........................................................................................267
32.8 「ユーザー」タブ...........................................................................................268
32.9 「機能」タブ..................................................................................................269
32.10 「企業証明書」タブ.....................................................................................269
32.11 インベントリ レポートを作成する...............................................................270
33 レポート.......................................................................................................................271
33.1 適用シナリオ..................................................................................................272
33.2 前提条件.........................................................................................................272
33.3 イベント ログの出力先...................................................................................272
33.4 ログの設定を定義する....................................................................................273
33.5 ログ出力されたイベントを表示する..............................................................274
33.6 リムーバブル メディアとクラウドストレージに関するファイルアクセスの
レポート.............................................................................................................276
33.7 レポートを印刷する.......................................................................................278
33.8 ログ出力されたイベントの連結.....................................................................278
33.9 ログ出力されたイベントの整合性を検証する................................................279
33.10 選択されたイベント、またはすべてのイベントを削除する........................279
33.11 バックアップ ファイルを作成する...............................................................279
33.12 バックアップ ファイルを開く......................................................................279
33.13 スクリプトによりスケジュールされたイベント クリーンアップ................280
33.14 レポートのメッセージ テンプレート...........................................................283
34 タスクのスケジュール設定..........................................................................................284
34.1 新しいタスクを作成する................................................................................284

7

34.2 タスク スケジューラの概要表示....................................................................286
34.3 タスクを編集する...........................................................................................288
34.4 タスクを削除する...........................................................................................288
34.5 タスク スケジューラ でスクリプトを使用する..............................................288
34.6 登録済みサーバーに関する制限事項..............................................................292
34.7 タスク スケジューラのログ イベント............................................................293
35 SafeGuard Management Center での Mac エンドポイントの管理.............................294
35.1 Mac のインベントリおよびステータス データ..............................................294
35.2 Mac 用の構成パッケージの作成.....................................................................295
36 SafeGuard Enterprise と Opal 準拠の自己暗号化ハードドライブ..............................296
36.1 SafeGuard Enterprise による Opal 準拠ハード ディスクの統合方法............296
36.2 SafeGuard Enterprise による Opal 準拠ハード ドライブの拡張...................296
36.3 Opal 準拠のハード ドライブのあるエンドポイントの SafeGuard Enterprise
による管理.........................................................................................................297
36.4 Opal 準拠のハード ドライブを暗号化する....................................................297
36.5 Opal 準拠のハード ドライブをロックする....................................................297
36.6 Opal 準拠のハード ドライブのロック解除をユーザーに許可する................298
36.7 Opal 準拠のハード ドライブを搭載しているエンドポイントのイベントを
記録する.............................................................................................................298
37 レポートに含めることのできるイベント.....................................................................299
38 エラーコード................................................................................................................313
38.1 Windows イベント ログ内の SGMERR コード..............................................313
38.2 BitLocker エラーコード..................................................................................330
39 テクニカルサポート.....................................................................................................333
40 ご利用条件...................................................................................................................334

8

管理者ヘルプ

1 SafeGuard Enterprise 7.0 について
SafeGuard Enterprise は、暗号化や追加のログオン認証機能を通じて、強力なデータ保護を
提供します。
このバージョンの SafeGuard Enterprise は、BIOS または UEFI 搭載の Windows 7 および
Windows 8 環境のエンドポイントに対応しています。
■

BIOS の場合、SafeGuard Enterprise フルディスク暗号化、または SafeGuard Enterprise
によって管理される BitLocker 暗号化のいずれかを選択できます。BIOS 版には、BitLocker
のネイティブ復旧機能があります。
注: このガイドに記載されている SafeGuard Power-on Authentication や SafeGuard フ
ルディスク暗号化の説明は、Windows 7 BIOS エンドポイントのみを対象にしています。

■

UEFI の場合、ディスク暗号化は SafeGuard Enterprise で管理される BitLocker を使用し
ます。このようなエンドポイントでは、SafeGuard Enterprise のチャレンジ/レスポンス
機能を使用できます。対応している UEFI のバージョンや、SafeGuard BitLocker チャレ
ンジ/レスポンス対応の制限事項は、次のサイトにあるリリースノートを参照してくださ
い。http://downloads.sophos.com/readmes/readsgn_7_jpn.html

注: 説明内容が UEFI のみを対象にしている場合、そのように明記しています。
使用できるコンポーネントは次の表を参照してください。

SafeGuard フルディスク SafeGuard によって管理 BitLocker プリブート認
暗号化と SafeGuard
される BitLocker プリ 証 (PBA) 用の SafeGuard
Power-on Authentication
ブート認証 (PBA)
C/R 復旧
(POA)
Windows 7 BIOS

はい

はい

Windows 7 UEFI

はい

Windows 8 BIOS

はい

Windows 8 UEFI

はい

Windows 8.1 BIOS

はい

Windows 8.1 UEFI

はい

はい

はい

はい

注: BitLocker プリブート認証 (PBA) 用の SafeGuard C/R 復旧は、64ビット版のみで使用
できます。
SafeGuard フルディスク暗号化と SafeGuard Power-on Authentication (POA)は、エンド
ポイントのボリュームを暗号化するためのソフォスのモジュールです。SafeGuard Power-on
Authentication (POA) と呼ばれる、ソフォスのプリブート認証機能を備えており、スマート
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カードや指紋を使用したログオン方法や、チャレンジ/レスポンスを使用した復旧機能があ
ります。
SafeGuard によって管理される BitLocker プリブート認証 (PBA) は、BitLocker 暗号化エ
ンジンと BitLocker プリブート認証を有効化・管理するコンポーネントです。
BIOS 版と UEFI 版があります。
■

■

UEFI 版では、さらに BitLocker 復旧用の SafeGuard チャレンジ/レスポンス機能があり
ます (ユーザーが PIN を忘れた場合に使用します)。UEFI 版は、一定のシステム要件が
満たされている場合に使用できます。たとえば、UEFI のバージョンは 2.3.1 である必要
があります。詳細は、リリースノートを参照してください。
BIOS 版に、SafeGuard チャレンジ/レスポンス機能を使用した復旧の強化機能はありま
せん。BIOS 版は、UEFI のバージョン要件が満たされなかった場合の代替としても使用
できます。ソフォスのインストーラは、システム条件が満たされているかを確認し、満
たされていない場合は、チャレンジ/レスポンス機能のない BitLocker を自動的にインス
トールします。

Mac エンドポイント
Mac エンドポイントで使用できる製品は次のとおりです。SafeGuard Enterprise によって
管理される、または SafeGuard Management Center にレポートを送信します。

Sophos SafeGuard File Encryption Sophos SafeGuard Native Device
7.0
Encryption (FileVault 2 の管理) 7.0
OS X 10.8

はい

はい

OS X 10.9

はい

はい

OS X 10.10

はい

はい

このガイドにある説明は、Windows OS のみを対象にしています。Mac 用製品の詳細は、
該当する製品ドキュメントを参照してください。

Sophos Mobile Encryption
Sophos Mobile Encryption を使用すれば、SafeGuard Cloud Storage や SafeGuard Data
Exchange といった SafeGuard Enterprise のモジュールで暗号化されたファイルを閲覧す
ることができます。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しま
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。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、ファイルを復号化することができます。Sophos
Mobile Encryption の詳細は、www.sophos.com/ja-jp/ を参照してください。
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2 セキュリティのベストプラクティス
ここで説明する簡単な手順に従うことによって、リスクを軽減し、企業のデータを常に安全
に保護することができます。
SafeGuard Enterprise を認定に準じた方法で操作する詳細は、「SafeGuard Enterprise 認
証取得のための操作マニュアル」(英語) を参照してください。

スリープモードの使用は避ける
SafeGuard Enterprise で保護されているエンドポイントであっても、スリープ モードによっ
ては OS が完全にシャットダウンされず、バックグラウンドのプロセスが終了しないことが
あるので、攻撃者が暗号化鍵にアクセスできる場合があります。OS を常に正しくシャット
ダウンまたは休止状態にするようにすれば、保護は強化されます。
正しい操作についてユーザー認識の向上を図るか、使用していないまたはアイドル状態のエ
ンドポイントで、スリープモードを一元的に無効化することを考慮してください。
■

■

■

スリープ (スタンバイ/一時停止) モードの他、ハイブリッドスリープモードの使用も避け
る。ハイブリッド スリープ モードは、休止状態とスリープを組み合わせたモードです。
再開後、パスワードの入力が必要となるように設定しても、十分な保護は提供されませ
ん。
完全にシャットダウンまたは休止状態にしない場合は、単にデスクトップコンピュータ
をロックしてモニターの電源を切ったり、モバイル PC のカバーを閉じたりしない。再
開後、パスワードの入力が必要となるように設定しても、十分な保護は提供されません。
常にエンドポイントをシャットダウンまたは休止状態にする。コンピュータを次に使用
する際、SafeGuard Power-on Authentication が有効化されるので、より高レベルの保護
を提供できます。
注: 休止状態ファイルは、暗号化されたボリュームに保存する必要があります。通常、
保存先は C:\ ドライブです。
適切な電源管理は、「グループ ポリシー オブジェクト」で一元設定するか、各エンドポ
イントの「コントロール パネル」にある「電源オプション」ダイアログを使用してロー
カル設定できます。電源ボタンの操作を「休止状態」または「シャットダウン」に指定
してください。

強力なパスワードポリシーを導入する
強力なパスワードポリシーを導入し、特にエンドポイントへのログオンパスワードなど、パ
スワードの定期的な変更を強制してください。
パスワードは、他人と共有したり、書き留めたりしないでください。
強力なパスワードの設定について、ユーザー認識の向上を図ってください。強力なパスワー
ドとは、次の条件を満たすものを指します。
■

十分な長さがある。最低 10文字指定することを推奨します。
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■

半角英字 (大文字、小文字)、半角数字、および記号が組み合わされている。

■

一般的な単語や名称を含んでいない。

■

他人に推測されるのは難しいが、自分にとって覚えやすく、正確に入力しやすい。

SafeGuard Power-on Authentication を無効化しない
SafeGuard Power-on Authentication は、エンドポイントでのログオン時に追加保護を提供
します。SafeGuard のフルディスク暗号化では、デフォルトでインストール、有効化され
ます。高レベルの保護を提供するためには、無効にしないでください。詳細は以下のサイト
(英語) を参照してください。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/110282.aspx

コード注入攻撃に対して保護する
DLL のプリロード攻撃などのコード注入攻撃は、SafeGuard Enterprise 暗号化ソフトが正
規のコードを探すディレクトリに、実行可能ファイルなど悪意のあるコードを攻撃者が配置
することによって実行されます。防止対策は次のとおりです。
■

■

■

暗号化ソフトによってロードされるミドルウェア (例: トークンのミドルウェアなど) を、
外部攻撃者がアクセスできないディレクトリにインストールする。これは、通常、
Windows および Program Files ディレクトリのサブフォルダすべてです。
外部攻撃者がアクセス可能なフォルダを指定するコンポーネントは、PATH 環境変数に
含めない (上記参照)
一般ユーザーに管理者権限を与えない。

暗号化のベストプラクティス
■

すべてのドライブにドライブ文字が割り当てられているようにする
暗号化/復号化の対象になるのは、ドライブ文字が割り当てられているドライブのみで
す。割り当てられていない場合、そのドライブから機密データが平文で漏えいする恐れ
があります。
防止対策は次のとおりです。ドライブ文字の割り当ての変更をユーザーに許可しない。
ユーザーの権限を随時変更してください。Windows の一般ユーザーにはデフォルトでこ
の権限はありません。

■

高速初期暗号化は注意して使用する
SafeGuard Enterprise では、高速初期暗号化を使用して、実際に使用されている領域の
みにアクセスすることで、ボリュームの初期暗号化の時間を短縮します。SafeGuard
Enterprise で暗号化する前にボリュームを使用していた場合は、このモードを使用する
と安全性が低下します。構造上、SSD (Solid State Disk) は、通常のハードディスクと比
較してより大きな影響を受けます。このモードは、デフォルトで無効になっています。
詳細は、http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/113334.aspx を参照して
ください。

■
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■

クライアント/サーバー通信の保護に、SSL/TLS (SSL バージョン 3 以降) を使用する。
詳細については、「SafeGuard Enterprise インストールガイド」を参照してください。

■

アンインストールを防止する
エンドポイントの保護を強化するため、「マシンの設定」ポリシーで、ローカルマシン
での SafeGuard Enterprise のアンインストールを防止できます。「アンインストールを
許可する」を「いいえ」に指定し、このポリシーをエンドポイントに適用します。アン
インストールを試みるとキャンセルされ、不正な操作はログに記録されるようになりま
す。
デモバージョンを使用している場合は、デモバージョンの有効期限が切れる前に、「ア
ンインストールを許可する」を「はい」に指定する必要があります。
Sophos Endpoint Security and Control バージョンを使用しているエンドポイントでは、
タンパー プロテクション機能を有効にしてください。
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3 SafeGuard Management Center につい
て
SafeGuard Management Center は、SafeGuard Enterprise で暗号化されたコンピュータを
一元的に管理するための管理コンソールです。SafeGuard Management Center を使用する
と、会社規模のセキュリティ ポリシーをエンドポイントに実装・適用できます。SafeGuard
Management Center を使用して、次の操作を実行できます。
■

組織構造を作成またはインポートする。

■

セキュリティ担当者を作成する。

■

ポリシーを定義する。

■

構成をエクスポートおよびインポートする。

■

総合的なログ機能を介してコンピュータを監視する。

■

パスワード、および暗号化されたエンドポイントへのアクセスを復旧する。

SafeGuard Management Center では、テナント固有の構成 (Multi Tenancy) を介して、複数
のデータベースやドメインを操作できます。異なる SafeGuard Enterprise データベースを
管理したり、異なる構成を保守したりすることができます。
権限のあるユーザー (セキュリティ担当者) だけが、SafeGuard Management Center にアク
セスできます。複数のセキュリティ担当者が同時にデータを操作できます。さまざまなセ
キュリティ担当者が、各自に割り当てられているロールや権限に従って処理を実行できま
す。
SafeGuard Enterprise のポリシーや設定は、必要に応じてカスタマイズできます。データ
ベースに保存された新しい設定は、エンドポイントに転送できます。転送後、エンドポイン
トで有効になります。
注: 一部のライセンスには含まれていない機能もあります。ライセンスで使用が許諾されて
いるモジュールや機能の詳細は、製品の販売元にお問い合わせください。
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4 SafeGuard Management Center へのロ
グオン
SafeGuard Enterprise の初期構成時に、マスター セキュリティ担当者のアカウントが作成
されます。このアカウントは、SafeGuard Management Center への初回のログオン時に必
要です。SafeGuard Management Center を開始するには、ユーザーは、証明書ストアのパ
スワードを知っていることと、証明書の秘密鍵を保持している必要があります。
詳細については、「SafeGuard Enterprise インストールガイド」を参照してください。
ログオン操作は、SafeGuard Management Center を 1つのデータベースに接続する (Single
Tenancy モード)、または複数のデータベースに接続する (Multi Tenancy モード) のどちら
で実行するかによって異なります。
注: 2人のセキュリティ担当者が同じコンピュータで同じ Windows アカウントを使用しな
いようにしてください。アクセス権限を正しく分担することができなくなります。

4.1 企業証明書の期限切れに関する警告
企業証明書の有効期限が切れる 6ヵ月前から、ログオン時に SafeGuard Management Center
で警告が表示され、企業証明書を更新してエンドポイントに展開するよう指示があります。
有効な企業証明書がないと、エンドポイントはサーバーに接続することができません。
企業証明書は、随時更新することができます。すでに期限切れになっていても更新可能で
す。期限切れの企業証明書に対してもメッセージボックスが表示されます。企業証明書を更
新する方法の詳細は、企業証明書を更新する (p. 83) を参照してください。

4.2 Single Tenancy モードでのログオン
1. 「開始」メニューの製品フォルダから SafeGuard Management Center を開始します。
ログオン ダイアログが表示されます。
2. MSO (マスター セキュリティ担当者) としてログオンして、初期構成時に指定した証明
書ストアのパスワードを入力します。「OK」をクリックします。
SafeGuard Management Center が開きます。
注: 間違ったパスワードを入力した場合、エラー メッセージが表示され、次回のログオン
に遅延が発生します。ログオンに失敗するたびに、遅延時間は長くなります。ログオンの失
敗はログに記録されます。
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4.3 Multi Tenancy モードでのログオン
複数のデータベースを設定している場合 (Multi Tenancy)、SafeGuard Management Center
にログオンする際の手順が多くなります。詳細は、複数のデータベース構成で作業する (p.
32) を参照してください。
1. 「開始」メニューの製品フォルダから SafeGuard Management Center を開始します。
「構成の選択」ダイアログが表示されます。
2. ドロップダウン リストから使用するデータベース設定を選択し、「OK」をクリックし
ます。
選択したデータベース構成が SafeGuard Management Center に接続され、有効になり
ます。
3. SafeGuard Management Center で認証を行うために、この構成のセキュリティ担当者の
名前を選択し、セキュリティ担当者の証明書ストアのパスワードを入力するように求め
られます。「OK」をクリックします。
SafeGuard Management Center が開き、選択したデータベース構成に接続されます。
注: 間違ったパスワードを入力した場合、エラー メッセージが表示され、次回のログオン
に遅延が発生します。ログオンに失敗するたびに、遅延時間は長くなります。ログオンの失
敗はログに記録されます。

4.4 SafeGuard Management Center ユーザーインター
フェース
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ナビゲーション ペイン
ナビゲーション ペインには、すべての管理処理用の以下のボタンが含まれます。
■

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

■

ポリシー
ポリシーを作成します。

■

鍵と証明書
鍵とおよび証明書を管理します。

■

トークン
トークンおよびスマートカードを管理します。

■

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

■

レポート
セキュリティ関連のイベントすべてのレコードを生成・管理します。

ナビゲーション ペイン
処理するオブジェクトや作成できるオブジェクト (OU、ユーザーおよびコンピュータ、ポ
リシー項目などの Active Directory オブジェクト) がナビゲーション ペインに表示されます。
表示されるオブジェクトは、選択されたタスクによって異なります。
注: 「ユーザーとコンピュータ」では、ナビゲーション ペインのディレクトリ ツリーに表
示されるオブジェクトは、各ディレクトリ オブジェクトに対するセキュリティ担当者のア
クセス権限に依存します。ディレクトリ ツリーには、ログオンしているセキュリティ担当
者がアクセスできるオブジェクトのみが表示されます。ツリーのより下位にあるノードに対
するアクセス権がそのセキュリティ担当者にある場合を除き、アクセスが拒否されたオブ
ジェクトは表示されません。この場合、拒否されたオブジェクトはグレーアウト表示されま
す。セキュリティ担当者に「フルアクセス権」がある場合、オブジェクトは黒で表示されま
す。「読み取り専用」アクセス権のあるオブジェクトは、青で表示されます。

処理ペイン
処理ペインで、ナビゲーション ペインで選択したオブジェクトの設定を定義します。処理
ペインには、オブジェクトを処理し、設定を行うためのさまざまなタブが含まれています。
処理ペインには、選択したオブジェクトの情報も含まれます。
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関連ビュー
これらのビューには、その他のオブジェクトや情報が表示されます。これらは、システム管
理に役立つ情報を提供し、システムを使いやすくします。たとえば、ドラッグ & ドロップ
を使用して、オブジェクトに鍵を割り当てることもできます。

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

4.5 言語設定
エンドポイント上の SafeGuard Management Center および SafeGuard Enterprise 暗号化ソ
フトの言語は、次のように設定します。

SafeGuard Management Center の表示言語
SafeGuard Management Center の言語は、次のようにして設定します。
■

■

SafeGuard Management Center のメニューバーで、「ツール > オプション > 全般」を
クリックします。「ユーザー定義の言語を使用する」を選択し、使用可能な言語を選択
します。英語、ドイツ語、フランス語、および日本語に対応しています。
SafeGuard Management Center を再起動します。選択した言語で表示されるようになり
ます。

エンドポイント上の SafeGuard Enterprise の言語
エンドポイントでの SafeGuard Enterprise の表示言語を設定するには、SafeGuard
Management Center の「全般設定」という種類のポリシーで、「カスタマイズ > クライア
ントで使用される言語」を指定します。
■

■
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OS の言語が設定されている場合は、SafeGuard Enterprise で OS の言語設定が使用さ
れます。SafeGuard Enterprise で OS の設定言語が使用できない場合、SafeGuard
Enterprise の表示言語はデフォルトで英語になります。
使用可能な言語が 1つ選択されると、エンドポイント上の SafeGuard Enterprise のオプ
ション名がその言語で表示されます。
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5 SafeGuard Management Center の構成
SafeGuard Management Center をインストールしたら、設定を行う必要があります。
SafeGuard Management Center 構成ウィザードは、初期設定の操作を支援する使いやすい
機能で、SafeGuard Management Center の基本設定やデータベースの接続設定が簡単に行
えます。インストール後、最初に SafeGuard Management Center を開始すると、このウィ
ザードが自動的に開きます。
SafeGuard Management Center では、単一のデータベース (Single Tenancy ) または複数の
データベース (Multi Tenancy) を使用するように設定できます。
注: Single Tenancy 設定および Multi Tenancy 設定を行うには、構成ウィザードを使って次
の初期設定を行う必要があります。

5.1 前提条件
次の前提条件を満たす必要があります。
■

Windows の管理者権限があることを確認します。

■

以下の情報が手元にあること。ない場合は社内の SQL 管理者から取得できます。
■

SQL のアカウント情報

■

SafeGuard Enterprise のデータベースを実行する SQL サーバー名

■

SafeGuard Enterprise のデータベースが既に作成済みである場合は、そのデータベー
ス名

5.2 Multi Tenancy の構成
異なる SafeGuard Enterprise データベースを設定し、SafeGuard Management Center の 1
つのインスタンスとして維持することができます。これは、異なるドメイン、組織単位、ま
たは企業の場所などで異なるデータベース設定を使用する場合に特に便利です。
注: 各データベース (テナント) ごとに異なる SafeGuard Enterprise Server インスタンスを
設定する必要があります。
以前に作成した設定をファイルからインポートしたり、新規に作成したデータベース設定を
エクスポートして後で再利用すると、設定が簡素化されます。
Multi Tenancy 対応の SafeGuard Management Center を設定するには、まず初期設定を行
い、次に Multi Tenancy 対応の特定の追加設定手順を実行します。

5.3 SafeGuard Management Center の初期構成の開始
SafeGuard Management Center をインストールしたら初期構成を行う必要があります。初
期構成は Single Tenancy モードと Multi Tenancy のモードの両方で行う必要があります。
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SafeGuard Management Center 構成ウィザードの起動方法は次のとおりです。
1. 「スタート」メニューから SafeGuard Management Center を選択します。構成ウィ
ザードが起動します。画面の指示に従って必要な手順を実行してください。
2. 「ようこそ」ページで、「次へ」をクリックします。

5.4 データベース サーバー接続の構成
SafeGuard Enterprise のすべての暗号化ポリシーや設定はデータベースに格納されます。
このデータベースと SafeGuard Management Center および SafeGuard Enterprise Server
を通信させるには、データベース アクセスの認証方法 (Windows NT 認証または SQL 認証)
を指定する必要があります。SQL 認証を行うデータベース サーバーに接続する場合は、適
切な SQL アカウント情報を手元に用意してください。必要な場合、この情報はユーザーの
SQL 管理者から取得できます。
1. 「データベース サーバーの接続」ページで次の手順を実行します。
■

■

「接続設定」で「データベース サーバー」リストから SQL データベース サーバーを
選択します。Microsoft SQL Server がインストールされているネットワーク上のすべ
てのコンピュータが一覧に表示されます。サーバーを選択できない場合は、サーバー
名または IP アドレスと SQL インスタンス名を手動で入力します。
「SSL の使用」を選択し、SafeGuard Management Center と SQL データベース サー
バー間の接続を保護します。SQL 認証情報の転送を暗号化するため、「SQL サーバー
認証」を選択した場合は特にこの設定を推奨します。SSL 暗号化を使用するには、事
前に SQL データベース サーバーで SSL 環境を設定して稼働させておくことが必要
です。詳細は SSL による転送接続の保護 (p. 40) を参照してください。

2. 「認証」で、このデータベース サーバーのインスタンスにアクセスする際の認証タイプ
を有効にします。この設定は SafeGuard Management Center とデータベースを通信さ
せるために必要です。
■

Windows ログオン情報を使用するときは、「Windows NT 認証を使用する」選択し
ます。
注:
コンピュータがドメインに参加しているときは、この種の認証を使用します。ただ
し、ユーザーがデータベースに接続することを承認するときは、追加構成が必要で
す。詳細については、「SafeGuard Enterprise インストールガイド」を参照してく
ださい。

■

SQL ログオン情報を使用してデータベースにアクセスするときは、「SQL Server 認
証の使用」を選択します。社内の SQL 管理者が作成した SQL ユーザー アカウント
のアカウント情報を入力します。この情報は必要に応じて社内の SQL 管理者から取
得します。
注:
コンピュータがドメインに参加していないときは、この種類を使用します。データ
ベース サーバーとの接続をセキュリティで保護するときは、必ず「SSL を使用する」
を選択してください。
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3. 「次へ」をクリックします。
データベース サーバーへの接続が確立されました。

5.5 データベースの作成または選択
注: SafeGuard Enterprise と SafeGuard LAN Crypt を同時に並行して使用する場合は、別々
のデータベースを使用する必要があります。
「データベースの設定」ページで、管理データを格納するために、既存のデータベースを使
うか新しいデータベースを使うかを指定します。
1. 次のいずれか 1つを実行します。
■

■

データベースがまだ存在しない場合、「新しいデータベースに名前を付けて作成」を
クリックします。新しいデータベースの名前を入力します。入力するには適切な SQL
アクセス権限が必要です。詳細については、「SafeGuard Enterprise インストールガ
イド」を参照してください。SafeGuard Enterprise データベースの名前には、ローカ
ライズ時に発生する問題を避けるため、英語アルファベット文字 (A-Z, a-z)、半角数
字 (0-9)、およびアンダスコア (_) のみを使用してください。
データベースが既に作成されている場合や、SafeGuard Management Center を既に
別のコンピュータにインストールしている場合は、「利用可能なデータベースから選
択」を選択して適切なデータベースを一覧から選択します。

2. 「次へ」をクリックします。

5.6 MSO (マスター セキュリティ担当者) の作成
セキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center にアクセスして SafeGuard Enterprise
ポリシーを作成したり、エンドユーザーのために暗号化ソフトウェアを設定したりします。
MSO (マスター セキュリティ担当者) は最も強い権限を持つ管理者で、すべての権限と無期
限の証明書が付与されています。
1. 「セキュリティ担当者のデータ」ページの「マスター セキュリティ担当者 (MSO) の ID」
でマスター セキュリティ担当者の名前を入力します。
2. 「マスター セキュリティ担当者 (MSO) の証明書」で、以下のいずれかを実行します。
■

■

新しい MSO 証明書を作成する場合、「作成」をクリックします。証明書ストアと証
明書がエクスポートされるファイル (秘密鍵ファイル P12) それぞれのパスワードを
入力・確認入力するようメッセージが表示されます。証明書が作成され「マスター
セキュリティ担当者 (MSO) の証明書」の下に表示されます。
既にネットワークで利用できる MSO 用の証明書を使用する場合、「インポート」を
クリックします。「認証証明書のインポート」で鍵ファイルのバックアップを参照し
ます。「鍵ファイルのパスワード」で、このファイル用のパスワードを入力します。
「証明書ストアのパスワード」にパスワードを入力し、確認入力します。「OK」を
クリックします。証明書がインポートされ「マスター セキュリティ担当者 (MSO) の
証明書」の下に表示されます。
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MSO が SafeGuard Management Center にログオンするには、証明書ストアのパスワー
ドが必要です。このパスワードはメモに残し安全な場所に保管してください。パスワー
ドをなくすと MSO が SafeGuard Management Center にログオンできなくなります。
MSO が破損した SafeGuard Management Center を復元する際は、秘密鍵ファイルのパ
スワードが必要です。
3. 「次へ」をクリックします。
マスターセキュリティ担当者が作成されます。

5.6.1 MSO 証明書の作成
「MSO 証明書の作成」で次の手順を実行します。
1. 「マスター セキュリティ担当者 ID」でマスター セキュリティ担当者の名前を確認しま
す。
2. 証明書ストアのパスワードを 2回入力し、「OK」をクリックします。
MSO 証明書が作成されバックアップとしてローカルに保存されます (<mso_name>.cer)。
注: このパスワードはメモに残し安全な場所に保管してください。SafeGuard Management
Center での認証に必要です。

5.6.2 MSO 証明書のエクスポート
MSO 証明書はファイルにエクスポートします。このファイルはいわゆる秘密鍵ファイル
(.p12) でパスワード保護されます。つまり、MSO 証明書は二重に保護されています。秘密
鍵ファイルは破損した SafeGuard Management Center を復元する際に必要です。
MSO 証明書をエクスポートする方法は次のとおりです。
1. 「証明書をエクスポートする」で、秘密鍵 (.p12) のパスワードを入力・確認入力しま
す。パスワードは半角英数字 8文字です。
2. 「OK」をクリックします。
3. 秘密鍵ファイルの保存場所を入力します。
秘密鍵が作成されファイルが指定した場所に保存されます (<mso_name>.p12)。
注: 初期構成が完了したら、すぐに秘密鍵 (p12 ファイル) のバックアップを作成し安全な
場所に保存します。コンピュータの障害などで鍵が消失した場合は、SafeGuard Enterprise
を再インストールする必要があります。これは、SafeGuard で生成するすべてのセキュリ
ティ担当者の証明書に該当します。詳細は管理者ヘルプの「企業証明書とマスター セキュ
リティ担当者 (MSO) 証明書をエクスポートする」を参照してください。

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

5.7 企業証明書の作成
企業証明書は異なる環境にインストールされている SafeGuard Management Center を区別
するために使用されます。MSO 証明書と併せて使用すると、破損した SafeGuard Enterprise
Database 構成を復元できます。
1. 「企業証明書」ページで「企業証明書を新規作成する」を選択します。
注: 作成した企業証明書はすべて、2199年 12月 31日に有効期限が切れます。
2. 任意の名前を入力します。
注: SafeGuard Enterprise によって生成される、企業証明書、マシン証明書、セキュリ
ティ担当者証明書、ユーザー証明書などの証明書は、初回のインストールにおけるセキュ
リティを強化するために、「SHA-256 ハッシュ アルゴリズムで署名されています。
SafeGuard Enterprise 6 以前のエンドポイントを SafeGuard Management Center 7.0 で
管理する必要がある場合は、「証明書生成用ハッシュアルゴリズム」で「SHA-1」を選
択する必要があります。詳細は自己署名証明書のアルゴリズムを変更するを参照してく
ださい。
選択したアルゴリズムは、SafeGuard Enterprise によって生成される証明書すべての署
名に使用されます。証明書の種類には、企業証明書、マシン証明書、セキュリティ担当
者証明書、およびユーザー証明書があります。
3. 「次へ」をクリックします。
新しく作成した企業証明書がデータベースに格納されます。
初期構成が完了したら、すぐに企業証明書のバックアップを作成し安全な場所に保存しま
す。
破損したデータベース構成を復元する方法は、破損したデータベース構成の復元 (p.263) を
参照してください。

5.8 SafeGuard Management Center の初期構成の完了
1. 「完了」をクリックし、SafeGuard Management Center の初期構成を完了します。
構成ファイルが作成されました。
■

SafeGuard Enterprise Server への接続。

■

SafeGuard Enterprise データベース。
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■

■

SafeGuard Management Center にログオンするためのマスター セキュリティ担当者の
アカウント。
破損したデータベース構成や SafeGuard Management Center インストールを復元する
ために必要な証明書すべて。

構成ウィザードが終了すると、SafeGuard Management Center が起動します。

5.9 追加のデータベース構成の作成 (Multi Tenancy 用)
前提条件:Multi Tenancy 機能は、インストールするときに「完全」という種類のインストー
ルを選択するとインストールされます。SafeGuard Management の初期構成が実行済みの
必要があります。
注: 各データベースごとに異なる SafeGuard Enterprise Server インスタンスを設定する必
要があります。
初期構成後、追加の SafeGuard Enterprise データベース構成を作成する方法は次のとおり
です。
1. SafeGuard Management Center を開始します。「構成の選択」ダイアログが表示されま
す。
2. 「新規作成」をクリックします。SafeGuard Management Center 構成ウィザードが自動
的に開始します。
3. このウィザードでは、新しいデータベース構成を作成するために必要な手順を順を追っ
て実行します。必要に応じて設定を行います。新しいデータベース構成が生成されます。
4. この構成のセキュリティ担当者の名前を選択し、セキュリティ担当者の証明書ストアの
パスワードを入力するようにメッセージが表示され、SafeGuard Management Center の
認証が行われます。「OK」をクリックします。
SafeGuard Management Center が起動し、新しいデータベース構成に接続します。次に
SafeGuard Management Center を起動したときに一覧から新しいデータベース構成を選択
できます。

5.10 SafeGuard Management Center の追加インスタンス
の構成
SafeGuard Management Center の追加インスタンスを構成し、セキュリティ担当者が各コ
ンピュータで管理タスクを実行できるようにします。SafeGuard Management Center は、
データベースにアクセス可能なネットワーク上のコンピュータにインストールできます。
SafeGuard Enterprise では、専用の証明書ディレクトリ内で SafeGuard Management Center
に対するアクセス権限が管理されます。このディレクトリには、SafeGuard Management
Center へのログオンが許可されている各セキュリティ担当者の証明書がすべて含まれてい
る必要があります。このため、SafeGuard Management Center へのログオンに必要なのは
証明書ストアのパスワードだけです。
1. 必要な機能を備える他のコンピュータに SGNManagementCenter.msi をインストールし
ます。
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2. SafeGuard Management Center を新規インストールしたコンピュータで SafeGuard
Management Center を起動します。構成ウィザードが起動します。画面の指示に従って
必要な手順を実行してください。
3. 「ようこそ」ページで、「次へ」をクリックします。
4. 「データベース サーバーの接続」ページの「データベース サーバー」で一覧から適切な
SQL データベースのインスタンスを選択します。コンピュータまたはネットワーク上で
利用可能なすべてのデータベース サーバーが表示されます。「認証」で、このデータ
ベース サーバーのインスタンスにアクセスする際の認証タイプを有効にします。「SQL
Server 認証の使用」を選択した場合は、社内の SQL 管理者が作成した SQL のユーザー
アカウント情報を入力します。「次へ」をクリックします。
5. 「データベースの設定」ページで「使用可能なデータベースから選択」をクリックし、
一覧から関連するデータベースを選択します。「次へ」をクリックします。
6. 「SafeGuard Management Center 認証」で一覧から認証されているユーザーを選択し
ます。Multi Tenancy が有効の場合、ユーザーログオンしようとしている構成がダイアロ
グに表示されます。証明書ストアのパスワードを入力・確認入力します。
現在のユーザー アカウントに対して証明書ストアが作成され、このパスワードで保護さ
れます。今後のログオンにはこのパスワードだけが必要になります。
7. 「OK」をクリックします。
証明書および秘密鍵が見つからなかったか、またはアクセスできなかったことを示すメッ
セージが表示されます。
8. データをインポートするには「はい」をクリックします。そして、「OK」をクリックし
ます。インポート処理が開始します。
9. 「認証鍵ファイルのインポート」で「...」をクリックし鍵ファイルを選択します。「鍵
ファイルのパスワード」を入力します。「証明書ストア パスワードまたはトークン PIN」
で定義してある証明書ストアのパスワードを入力します。「証明書ストアにインポート」
を選択します。または「トークンへコピー」を選択し、証明書をトークンに保存します。
10. パスワードをもう一度入力して証明書ストアを初期化します。
これで証明書および秘密鍵が証明書ストアに保存されます。SafeGuard Management Center
へのログオンには証明書ストアへのパスワードが必要です。
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6 ライセンス
SafeGuard Enterprise を SafeGuard Enterprise Management Center と共に実環境で使用す
るには、有効なライセンスが必要です。たとえば、SafeGuard Enterprise データベースでポ
リシーをエンドポイントに配布するには、有効なライセンスが必要です。トークン管理のた
めにも、適切なトークン ライセンスが必要です。
ライセンス ファイルは、セールス パートナーから入手できます。インストールの後で、ラ
イセンス ファイルを SafeGuard Enterprise データベースにインポートする必要があります。
ライセンス ファイルには、次のような情報が含まれます。
■

モジュールあたり購入したライセンス数。

■

ライセンス所有者名

■

超過したライセンス数に対して指定されている許容限度が表示されます。

使用可能なライセンス数または許容限度を超える場合は、SafeGuard Management Center
を起動するときに、関連する警告/エラー メッセージが表示されます。
SafeGuard Management Center の「ユーザーとコンピュータ」ペインには、インストール
されている SafeGuard Enterprise システムのライセンスの状態の概要が表示されます。ラ
イセンス状態は、ルート ノード、ドメイン、OU、コンテナ オブジェクト、およびワーク
グループの「ライセンス」タブに表示されます。セキュリティ担当者は、ライセンスの状態
に関する詳細をここで参照することができます。十分な権限がある場合は、ライセンスを
SafeGuard Enterprise のデータベースにインポートすることもできます。

6.1 ライセンス ファイル
SafeGuard Enterprise データベースへのインポート用に提供されるライセンス ファイルは、
署名付きの .XML ファイルです。ファイルには、次の情報が含まれます。
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■

会社名

■

追加情報 (部門、子会社など)

■

発行日

■

モジュールあたりのライセンスの数

■

トークン ライセンス情報

■

ライセンスの有効期限

■

ライセンスの種類 (デモまたはフル ライセンス)

■

ライセンス署名証明書による署名
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6.2 トークン ライセンス
トークンまたはスマートカードを管理するには、適切なトークン ライセンスが必要です。
適切なライセンスがない場合、SafeGuard Management Center でトークンのポリシーを作
成することはできません。

6.3 評価およびデモ ライセンス
デフォルトのライセンス ファイル (評価ライセンス) または個々のデモ ライセンス ファイ
ルは、評価および初期導入のために使用します。これらのライセンスには期間の制約があ
り、有効期限が設けられていますが、機能の面での制限はありません。
注: 通常の運用環境で、評価およびデモ ライセンスを使用することはできません。

6.3.1 デフォルトのライセンス ファイル
SafeGuard Management Center をインストールすると、デフォルトのライセンス ファイル
が自動的にロードされます。この評価ライセンス (SafeGuard Enterprise Evaluation License)
には、モジュールごとに 5つのライセンスが含まれ、対象の SafeGuard Enterprise バージョ
ンのリリース時点から 2年間の有効期限が設定されています。

SafeGuard Cloud Storage および SafeGuard File Encryption 用のデ
フォルトのライセンス ファイル
SafeGuard Management Center 7 がインストールされると、追加で、SafeGuard Cloud
Storage および SafeGuard File Encryption 用のデフォルトのライセンスも自動的にインス
トールされます。この評価ライセンス ファイルには、この 2つのモジュールごとに 5つのラ
イセンスが含まれており、SafeGuard Enterprise 7 のリリース日から 2年間有効です。
注: SafeGuard Enterprise 5.6 から SafeGuard Enterprise 7 にアップグレードする際、この
ライセンス ファイルを SafeGuard Enterprise データベースに手動でインポートする必要が
あります。

6.3.2 カスタマイズ版デモ ライセンス ファイル
評価にあたり、デフォルトのライセンス ファイルに含まれているライセンス数以上のライ
センスが必要な場合は、特定のニーズに合わせてカスタマイズされたデモ ライセンスを入
手することもできます。カスタマイズ版デモ ライセンス ファイルを入手するには、セール
ス パートナーまでお問い合わせください。この種のデモ ライセンスにも有効期限がありま
す。また、セールス パートナーと取り決められたモジュールごとのライセンス数に制限さ
れます。
SafeGuard Management Center を起動すると、デモ ライセンスを使用していることを警告
するメッセージが表示されます。デモ ライセンスで指定されている使用可能なライセンス
の数を超えた場合、または有効期限に達した場合は、エラー メッセージが表示されます。
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6.4 ライセンス状態の概要
ライセンスの状態の概要の表示方法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで「ユーザーとコンピュータ」
をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで、ルート ノード、ドメイン、OU、コンテナ オブジェク
ト、またはワークグループをクリックします。
3. 処理ペインで、右側の「ライセンス」タブに切り替えます。
ライセンスの状態が表示されます。
表示は、3つのペインに分かれています。上部には、ライセンスの発行対象の顧客名と発行
日が表示されます。
中央には、ライセンスの詳細が表示されます。各列には、次の情報が含まれます。

列

説明

状態 (アイコン)

対象モジュールのライセンスの状態 (有効性、警告メッセージ、エ
ラーメッセージ) がアイコンで表示されます。

機能

インストール済みのモジュールが表示されます。

購入されたライセンス

インストール済みのモジュールに対して、購入されたライセンス
数が表示されます。

使用されたライセンス

インストール済みのモジュールに対して、使用されたライセンス
数が表示されます。

有効期限

ライセンスの有効期限が表示されます。

種類

ライセンスの種類 (デモまたは通常のライセンス) が表示されます。

許容制限

購入されたライセンス数を超過した場合の許容数が表示されます。

ドメイン/OU の「ライセンス」タブを表示した場合は、関連するドメイン内のコンピュー
タに基づく概要が表示されます。
この概要の下には、ライセンス済みのトークン モジュールの詳細が表示されます。
下部のペインには、選択しているドメインや OU に関わらず、状態を表す背景色 (緑 = 有
効、黄 = 警告、赤 = エラー) とアイコンのあるメッセージで、ライセンスのグローバルな状
態が表示されます。警告やエラー メッセージが表示されている場合は、有効なライセンス
状態に戻すための方法も表示されます。
「ライセンス」タブに表示されるアイコンの意味は次のとおりです。

有効なライセンス
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警告
次の場合、モジュールのライセンスに対して警告が表示されます。
ライセンスの数が超過した場合。
ライセンスの有効期限が切れた場合。

エラー
次の場合、モジュールのライセンスに対してエラーが表示されます。
許容制限を超過した場合。
ライセンスの有効期限が切れてから 1ヵ月を超える場合。

ライセンスの状態の概要を更新するには、「使用ライセンスの再計算」をクリックしてくだ
さい。

6.5 ライセンス ファイルのインポート
前提条件:ライセンス ファイルを SafeGuard Enterprise データベースにインポートするに
は、「ライセンス ファイルのインポート」権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで、ルート ノード、ドメイン、または OU をクリックしま
す。
3. 処理ペインで、右側の「ライセンス」タブに切り替えます。
4. 「ライセンス ファイルのインポート...」ボタンをクリックします。
ライセンス ファイルを選択するためのウィンドウが開きます。
5. インポートするライセンス ファイルを選択し、「開く」をクリックします。
「ライセンスを適用しますか？」ダイアログで、ライセンス ファイルの内容が表示され
ます。
6. 「ライセンスの適用」をクリックします。
ライセンス ファイルが SafeGuard Enterprise データベースにインポートされます。
ライセンス ファイルをインポートした後、購入済みのモジュールのライセンスの種類は、
「regular」になっています。ライセンスが購入されておらず、評価ライセンス (デフォルト
ライセンス ファイル) や個々のデモ ライセンスが使用されているモジュールのライセンス
の種類は、「demo」になっています。
注: 新しいライセンス ファイルをインポートする際、そのライセンス ファイルに含まれて
いるモジュールのみが更新されます。他のモジュールのライセンス情報はすべて、データ
ベースがら取得したときの状態のままで保持されます。このインポート機能によって、購入
後に、追加でモジュールを評価する操作が簡略化されます。
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6.6 ライセンスの超過
ライセンス ファイルでは、購入したライセンス数およびライセンスの有効期限の超過に対
する許容値が設定されています。モジュールごとの有効ライセンス数または有効期限を超過
した場合は、最初に警告メッセージが表示されます。システムの動作に影響はなく、機能は
制限されません。ライセンスの状態を確認し、ライセンスをアップグレードまたは更新でき
ます。許容値は、通常、購入されたライセンス数の 10% に設定されています (最小値: 5、
最大値: 5,000)。
許容値を超えた場合は、エラー メッセージが表示されます。この場合、機能は制限されま
す。エンドポイントへのポリシーの配布は無効になります。これを SafeGuard Management
Center で手動で解除することはできません。ライセンスをアップグレードまたは更新しな
い限り、機能のすべてを再び使用することはできません。ポリシー配布が無効であることを
除くと、機能の制限は、エンドポイントに影響を与えません。すでに割り当てられているポ
リシーは有効のままです。また、クライアントをアンインストールすることもできます。
以下のセクションでは、ライセンスを超過した場合のシステムの動作、および機能の制限を
解除する方法について説明します。

6.6.1 無効なライセンス:警告
使用可能なライセンス数を超える場合は、SafeGuard Management Center を起動するとき
に警告メッセージが表示されます。
SafeGuard Management Center が開くと「ユーザーとコンピュータ」ペインの「ライセン
ス」タブにライセンスの状態の概要が表示されます。
警告メッセージで、ライセンスが無効であることが示されます。ライセンス ファイルにつ
いて表示される詳細情報を参照して、使用可能なライセンスの数が超過したモジュールを確
認できます。ライセンスを延長、更新、またはアップグレードすることで、ライセンスの状
態を元に戻すことができます。

6.6.2 無効なライセンス:エラー
ライセンスの数またはライセンスで設定されている有効期間の許容値を超えると、SafeGuard
Management Center はエラー メッセージを表示します。
SafeGuard Management Center では、エンドポイント コンピュータへのポリシーの配布は
無効になっています。
エラー メッセージは「ユーザーとコンピュータ」ペインの「ライセンス」タブに表示され
ます。
ライセンス ファイルについて表示される詳細情報を参照して、使用可能なライセンスの数
が超過したモジュールを確認できます。
機能の制限を解除する方法は次のとおりです。
■

ライセンスを再配布する
ライセンスを使用できるようにするには、使用していないエンドポイントでソフトウェ
アをアンインストールして、SafeGuard Enterprise データベースから削除します。
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■

ライセンスをアップグレード/更新する
ライセンスをアップグレードまたは更新するには、セールス パートナーにお問い合わせ
ください。SafeGuard Enterprise データベースにインポートする新しいライセンス ファ
イルを入手できます。

■

新しいライセンス ファイルをインポートする
ライセンスを更新またはアップグレードした場合は、ライセンス ファイルを SafeGuard
Enterprise データベースにインポートする必要があります。無効なライセンス ファイル
が、新しくインポートしたファイルに置き換わります。

ライセンスを再配布すると、または有効なライセンス ファイルをインポートすると、機能
の制限が直ちに解除され、システムは正常な動作を再開します。
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7 複数のデータベース構成での作業
SafeGuard Management Center では、複数のデータベース構成を使用できます (Multi
Tenancy)。この機能を使用する場合は、インストール時に有効にする必要があります。詳
細については、「SafeGuard Enterprise インストールガイド」を参照してください。
Multi Tenancy を使用すると、異なる SafeGuard Enterprise データベース構成を設定し、
SafeGuard Management Center の 1つのインスタンスとして維持することができます。こ
の機能は、異なるドメイン、組織単位、または企業の場所に対して別の構成を使用する場合
に特に有効です。
前提条件:Multi Tenancy 機能は、インストール タイプ「完全」を選択した場合インストー
ルされます。SafeGuard Management Center の初期構成が実行済みの必要があります。
構成を容易にするために実行できる操作は次のとおりです。
■

複数のデータベース構成を作成する。

■

以前に作成されたデータベース構成を選択する。

■

一覧からデータベース構成を削除する。

■

ファイルから、以前に作成されたデータベース構成をインポートする。

■

データベース構成を、後で再利用するためにエクスポートする。

7.1 追加のデータベース構成の作成
初期構成後、追加の SafeGuard Enterprise データベース構成を作成する方法は次のとおり
です。
1. SafeGuard Management Center を開始します。
「構成の選択」ダイアログが表示されます。
2. 「新規作成」をクリックします。
SafeGuard Management Center 構成ウィザードが自動的に開始します。このウィザード
では、新しいデータベース構成を作成するために必要な手順を順を追って実行します。
3. 必要に応じて設定を行います。
新しいデータベース構成が作成されます。
4. SafeGuard Management Center で認証を行うために、この構成のセキュリティ担当者の
名前を選択し、セキュリティ担当者の証明書ストアのパスワードを入力するように求め
られます。「OK」をクリックします。
SafeGuard Management Center が開き、新しいデータベース構成に接続します。次に
SafeGuard Management Center を起動したときに一覧から新しいデータベース構成を選択
できます。
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7.2 既存のデータベース構成への接続
既存の SafeGuard Enterprise データベース上で作業する方法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center を開始します。
「構成の選択」ダイアログが表示されます。
2. ドロップダウン リストから目的のデータベース構成を選択し、「OK」をクリックしま
す。
選択したデータベース構成が SafeGuard Management Center に接続され、有効になり
ます。
3. SafeGuard Management Center で認証を行うために、この構成のセキュリティ担当者の
名前を選択し、セキュリティ担当者の証明書ストアのパスワードを入力するように求め
られます。「OK」をクリックします。
SafeGuard Management Center が起動し、選択したデータベース構成に接続します。

7.3 構成のファイルへのエクスポート
データベース構成を保存または再利用するために、ファイルにエクスポートすることができ
ます。
1. SafeGuard Management Center を開始します。
「構成の選択」ダイアログが表示されます。
2. リストから該当するデータベース構成を選択し、「エクスポート...」をクリックします。
3. 構成ファイルを保護するために、構成ファイルを暗号化するパスワードを入力し、確認
するように求められます。「OK」をクリックします。
4. エクスポートした構成ファイル *.SGNConfig のファイル名と保存場所を指定します。
この構成ファイルがすでに存在する場合は、既存の構成ファイルを上書きするかどうか
尋ねられます。
データベース構成ファイルが指定した保存場所に保存されます。

7.4 ファイルからの構成のインポート
データベース構成を使用または変更するために、以前に作成した構成を SafeGuard
Management Center にインポートすることができます。次の 2種類の方法があります。
■

SafeGuard Management Center を使用する (Multi Tenancy 用)。

■

構成ファイルをダブルクリックする (Single および Multi Tenancy 用)。
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7.5 SafeGuard Management Center での構成のインポー
ト
1. SafeGuard Management Center を開始します。
「構成の選択」ダイアログが表示されます。
2. 「インポート...」をクリックし、目的の構成ファイルを参照して、「開く」をクリック
します。
3. エクスポート中に定義された構成ファイルのパスワードを入力し、「OK」をクリックし
ます。
選択した構成が表示されます。
4. 構成を有効にするには、「OK」をクリックします。
5. SafeGuard Management Center で認証を行うために、この構成のセキュリティ担当者の
名前を選択し、セキュリティ担当者の証明書ストアのパスワードを入力するように求め
られます。「OK」をクリックします。
SafeGuard Management Center が開き、インポートされたデータベース構成に接続します。

7.6 構成ファイルのダブルクリックによる構成のイン
ポート (Single および Multi Tenancy)
注: このタスクは Single Tenancy および Multi Tenancy モードで実行可能です。
構成をエクスポートし、複数のセキュリティ担当者に配布することもできます。その後、セ
キュリティ担当者は、構成ファイルをダブルクリックするだけで、完全に構成された
SafeGuard Management Center を開くことができます。
これは、データベースに対して SQL 認証を使用する場合、SQL パスワードがすべての管理
者に知られないようにするために便利です。この場合は、SQL パスワードを 1回入力し、
構成ファイルを作成して、それを各セキュリティ担当者のコンピュータに配布するだけで済
みます。
前提条件:SafeGuard Management Center の初期構成が実行されている必要があります。詳
細は、「SafeGuard Enterprise インストールガイド」を参照してください。
1. SafeGuard Management Center を開始します。
2. 「ツール」メニューから「オプション」を選択し、「データベース」タブを選択します。
3. SQL Database Server のログオン情報を入力し、確定します。
4. 「構成のエクスポート」をクリックして、この構成ファイルをファイルにエクスポート
します。
5. 構成ファイルのパスワードを入力し、確定します。
6. ファイル名を入力し、保存場所を選択します。
7. この構成ファイルをセキュリティ担当者のコンピュータに配布します。このファイルの
パスワードと SafeGuard Management Center での認証に必要な証明書ストア パスワー
ドをセキュリティ担当者に知らせます。
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8. セキュリティ担当者は、構成ファイルをダブルクリックするだけです。
9. セキュリティ担当者は、構成ファイルのパスワードを入力するように求められます。
10. SafeGuard Management Center で認証を行うために、証明書ストアのパスワードの入力
が求められます。
SafeGuard Management Center が、インポートされた構成で開始します。この構成が、新
しいデフォルト構成です。

7.7 データベース構成の迅速な切り替え
複数のテナントの管理タスクを簡素化するために、SafeGuard Management Center では、
データベース構成を迅速に切り替えることができます。
注: このタスクは Single Tenancy モードでも実行可能です。
1. SafeGuard Management Center で、「ファイル」メニューから「構成の変更...」を選択
します。
2. ドロップダウン リストから切り替えるデータベースを選択し、「OK」をクリックしま
す。
SafeGuard Management Center は、選択した構成によって自動的に再起動します。

7.8 データベースの整合性の検証
データベースにログオンすると、データベースの整合性が自動的に検証されます。この検証
でエラーが発生した場合は、「データベースの整合性の確認」ダイアログが表示されます。
ログオンした後いつでもデータベースの整合性の確認を開始して、「データベースの整合性
の確認」ダイアログを表示することもできます。
1. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「ツール > データベースの整合性」
を選択します。
2. 「すべてチェック」または「選択対象をチェック」をクリックして、テーブルを確認し
ます。
エラーが発生したテーブルは、ダイアログでマークされます。修復するには、「修復」をク
リックします。
注: SafeGuard Enterprise バックエンドのアップデート (SQL) 後、データベースの整合性
の検証が実行されます。アップデートを完了するには、SafeGuard Enterprise データベース
ごとに、一回だけ検証を実行する必要があります。
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8 SafeGuard Enterprise Server の登録と
設定
SafeGuard Enterprise Server は、IIS サーバー、データベース、および SafeGuard で保護
されるエンドポイント間で情報を中継するように登録・構成する必要があります。必要な情
報はサーバー構成パッケージに含まれています。
このタスクは SafeGuard Management Center で実行します。処理の流れは、SafeGuard
Enterprise Server が SafeGuard Management Center と同じコンピュータにインストールさ
れているか、別のコンピュータにインストールされているかにより異なります。
特定のサーバーへセキュリティ担当者を追加するなど詳細設定を行うか、またはデータベー
スの接続を構成します。

8.1 SafeGuard Enterprise Server の登録と構成 (同じコ
ンピュータで使用する場合)
SafeGuard Management Center と SafeGuard Enterprise Server が同じコンピュータにイン
ストールされている場合、SafeGuard Enterprise Server の登録と構成を行います。
注:
Multi Tenancy がインストールされていないと、この方法は利用できません。
1. SafeGuard Management Center を開始します。
2. 「ツール」メニューの「構成パッケージ ツール」をクリックします。
3. 「サーバー」タブを選択し、「このコンピュータを SGN サーバーに指定」を選択しま
す。
4. 「サーバー」を選択し、「オプション」をクリックします。
SafeGuard Enterprise Server の構成セットアップが自動的に開始します。
5. これ以降のダイアログではデフォルト設定をそのまま使用します。
SafeGuard Enterprise Server が登録されます。<サーバー名>.msi というサーバー構成パッ
ケージが作成され、お使いのコンピュータに直接インストールされます。サーバーの情報が
「サーバー」タブに表示されます。追加の初期構成を実行します。
注: 新しいサーバー構成パッケージ (MSI) を SafeGuard Enterpise Server にインストールす
る場合は、必ず古い構成パッケージを先にアンインストールしてください。また、ローカル
キャッシュを手動で削除して、SSL 設定などの、新しい構成データで正常にアップデート
できるようにしてください。次に、この構成パッケージをサーバーにインストールします。
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8.2 SafeGuard Enterprise Server の登録・構成 (別のコ
ンピュータで使用する場合)
SafeGuard Enterprise Server を SafeGuard Management Center とは別のコンピュータにイ
ンストールした場合は、SafeGuard Enterprise Server を登録・構成してください。
1. SafeGuard Management Center を開始します。
2. 「ツール」メニューの「構成パッケージ ツール」をクリックします。
3. 「サーバー」タブを選択し、「追加...」をクリックします。
4. 「サーバーの登録」で「...」をクリックし、サーバーのマシン証明書を選択します。こ
の証明書は SafeGuard Enterprise Server のインストール時に生成されます。デフォルト
では SafeGuard Enterprise Server インストール ディレクトリの MachCert ディレクト
リ内にあります。ファイル名は <コンピュータ名>.cer です。SafeGuard Enterprise
Server が SafeGuard Management Center とは異なるコンピュータにインストールされ
ている場合は、この .cer ファイルにアクセスできる必要があります (ローカルへのファ
イルコピーまたはネットワーク経由のどちらかで)。
MSO 証明書を選択しないでください。
FQDN (完全修飾ドメイン名、例: server.mycompany.com) と証明書情報が表示されま
す。
注:
Mac エンドポイントを SGN サーバーに接続した場合、接続を保護するためには、「転
送データの暗号化」列で「SSL」を選択する必要があります。
SSL をエンドポイントとサーバー間の転送暗号化として使用する場合は、ここで指定さ
れたサーバー名は SSL 証明書で指定されたサーバー名と同一である必要があります。同
一でない場合、エンドポイントとサーバーは通信できません。
接続を設定する際には、https ポート 443 を開放するようにしてください。
5. 「OK」をクリックします。
サーバーの情報が「サーバー」タブに表示されます。
6. 「サーバー用パッケージ」タブを選択します。使用可能なサーバーが表示されます。必
要なサーバーを選択します。サーバー構成パッケージの出力先を指定します。「構成パッ
ケージの作成」をクリックします。
指定したディレクトリに <サーバー名>.msi というサーバー構成パッケージ (MSI) が作成
されます。
7. 「OK」をクリックして成功のメッセージを確認します。
8. 「サーバー」タブで「閉じる」をクリックします。
これで SafeGuard Enterprise Server の登録と構成は完了です。サーバー構成パッケージを
SafeGuard Enterprise Server を実行しているコンピュータに展開します。サーバーの構成
は「サーバー」タブで随時変更できます。
注: 新しいサーバー構成パッケージ (MSI) を SafeGuard Enterpise Server にインストールす
る場合は、必ず古い構成パッケージを先にアンインストールしてください。また、ローカル
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キャッシュを手動で削除して、SSL 設定などの、新しい構成データで正常にアップデート
できるようにしてください。次に、この構成パッケージをサーバーにインストールします。

8.3 SafeGuard Enterprise Server のプロパティの編集
登録したサーバーとそのデータベース接続のプロパティや設定は、随時編集できます。
1. SafeGuard Management Center で「構成パッケージ ツール」の「サーバー」タブで適
切なサーバーを選択します。
2. 次のいずれかを実行します。
オプション

説明

スクリプトの使用を許可

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

サーバー ロール

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

Windows 認証 WHD

選択したサーバーの SafeGuard Web Helpdesk に対して Windows
認証を有効にするには、このチェックボックスを選択する必要が
あります。選択しない場合、該当する Web Helpdesk 権限のある
セキュリティ担当者のみが SafeGuard Web Helpdesk にアクセス
できます。
SafeGuard Web Helpdesk の Windows 認証に関する詳細は、
SafeGuard Web Helpdesk マニュアルを参照してください。

サーバー ロールの追加...

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

データベース接続

「...」をクリックして、データベースのログオン情報、Web サー
バーとデータベース サーバーと間の通信内容の暗号化など、登録
されている Web サーバーに対して特定のデータベース接続を設定
します。詳細はデータベースサーバーの接続の設定 (p. 20) を参照
してください。データベースの接続に失敗する場合は、新しいサー
バー構成パッケージを作成できます。
注:
データベースの設定を更新するために SafeGuard Management
Center 構成ウィザードを再度実行する必要はありません。ただ
し、後で必ず新しいサーバー パッケージを作成して、対応する
サーバーに配布してください。更新したサーバー パッケージが
サーバーにインストールされると、新しいデータベース接続を使
用できます。

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

8.4 SafeGuard Enterprise Server の登録 (ソフォスのファ
イアウォールが有効になっている場合)
ソフォスのファイアウォールが、デフォルト設定でエンドポイントにインストールされてい
る場合、SafeGuard Enterprise で保護されるエンドポイントは、SafeGuard Enterprise Server
に接続できません。デフォルトで、ソフォスのファイアウォールは NetBIOS 接続をブロッ
クしますが、この接続は、SafeGuard Enterprise Server のネットワーク名を解決するため
に必要です。
1. 回避策として、次のいずれか 1つを実行してください。
■

■

ファイアウォールで NetBIOS 接続を許可する。
SafeGuard Enterprise Server の完全修飾パスを、サーバーの構成パッケージに含め
る。詳細は、SafeGuard Enterprise Server を登録・構成 (別のコンピュータで使用す
る場合) (p. 37) を参照してください。
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9 SSL による転送接続の保護
SafeGuard Enterprise は、セキュリティを強化するために、コンポーネント間の通信内容の
SSL 暗号化に対応しています。
■

■

データベース サーバーと Web サーバー間の接続、およびデータベース サーバーと
SafeGuard Management Center が配置されているコンピュータ間の接続を、SSL で暗
号化できます。
SafeGuard Enterprise Server と SafeGuard Enterprise で管理しているコンピュータとの
接続は、SSL または SafeGuard 固有の暗号化によって保護できます。SSL の利点は、
標準プロトコルであること、またそのために SafeGuard 転送暗号化と比較して、より高
速な接続を実現できることです。
Mac:SafeGuard Enterprise Server と Mac エンドポイント間の通信内容を安全に保つた
めには、SSL を使用する必要があります。
注: テスト環境やデモ環境を除き、サーバーとクライアント間の通信内容は SSL で暗号
化することを強く推奨します。何らかの理由で SSL を使えない場合で、SafeGuard 固有
の暗号化を使用するときは、1つのサーバーインスタンスに接続できるクライアント数の
上限は 1000台です。

必ず SSL 環境を設定・稼働させてから、SafeGuard Enterprise で SSL をアクティブ化して
ください。
詳細については、「SafeGuard Enterprise インストールガイド」を参照してください。

9.1 SSL の設定
SSL 通信対応の Web サーバーを設定するには、次の一般的なタスクが実行されている必要
があります。
■

■

■

■

SSL 暗号化で使う証明書を発行するための証明機関がインストールされている。
証明書が発行されており、また、SSL を実装し、発行した証明書を参照するように IIS
サーバーが構成されている。
SafeGuard Enterprise Server を構成するときに指定するサーバー名が、SSL 証明書に指
定されているサーバー名と同じである。そうでない場合は、クライアントとサーバーは
通信できません。SafeGuard Enterprise Server ごとに異なる証明書が必要です。
Network Load Balancer を使用する場合は、SSL ポートがポート範囲に含まれているこ
とを確認する。

さらに詳しくはテクニカルサポートにお問い合わせください。または以下を参照してくださ
い。
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http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms998300.aspx

■

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja-jp;316898
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■

https://blogs.msdn.com/sql_protocols/archive/2005/11/10/491563.aspx (英語)

詳細については、「SafeGuard Enterprise インストールガイド」を参照してください。

9.2 SafeGuard Enterprise での SSL 暗号化の有効化
SafeGuard Enterprise で SSL を有効にするには次の手順を実行してください。
■

Web サーバーとデータベース サーバーとの接続
SafeGuard Management Center の構成パッケージ ツールで SafeGuard Enterprise Server
を登録するときに、SSL 暗号化を有効にします。詳細はデータベースサーバーの接続の
設定 (p. 20) を参照してください。または次のサイトをを参照してください。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/109012.aspx

■

データベース サーバーと SafeGuard Management Center との接続
SafeGuard Management Center 構成ウィザードで SSL 暗号化を有効にします。詳細は
データベースサーバーの接続の設定 (p. 20) を参照してください。

■

SafeGuard Enterprise Server と SafeGuard Enterprise で保護されたエンドポイントとの
接続
SafeGuard Management Center の構成パッケージツールで SafeGuard Enterprise の管
理型エンドポイント用構成パッケージを作成する際、SSL 暗号化を有効にします。詳細
は、管理型エンドポイント用の構成パッケージを作成する (p. 99) を参照してください。
SafeGuard Enterprise Server と SafeGuard Enterprise で保護されたエンドポイントとの
接続を SSL で保護するための設定方法の詳細は、「SafeGuard Enterprise インストー
ルガイド 」を参照してください。

SafeGuard Enterprise における SSL 暗号化は、SafeGuard Enterprise コンポーネントの初
期構成で設定できますが、後で設定することもできます。新しい構成パッケージを後で作成
し、各サーバーや管理対象コンピュータにインストールします。
詳細については、「SafeGuard Enterprise インストールガイド」を参照してください。
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10 組織構造の作成
SafeGuard Management に組織構造を反映させるには次の 2とおりの方法があります。
■

■

Active Directory などから既存の組織構造を SafeGuard Enterprise データベースにイン
ポートすることができます。
ポリシー項目管理用の構造とともにワークグループやドメインを作成して、独自の組織
構造を手動で作成できます。

10.1 Active Directory からのインポート
Active Directory などから既存の組織構造を SafeGuard Enterprise データベースにインポー
トすることができます。
インポート・同期タスクすべてで使用するための、専用の Windows サービス アカウントを
作成することを推奨します。SafeGuard Enterprise データベースへのオブジェクトのイン
ポートを正確に行ったり、オブジェクトを誤って削除することを防ぐことができます。必要
な権限を割り当てる方法は、http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/107979.aspx
を参照してください。

10.1.1 組織構造のインポート
注: SafeGuard Management タスク スケジューラを使用すると、Active Directory と
SafeGuard Enterprise を自動同期する定期タスクを作成することができます。この目的で、
製品配布メディアには、事前に定義されたスクリプトのテンプレートが含まれています。詳
細は、タスクのスケジュール設定 (p.290) および定期的に実行するタスク用の事前に定義さ
れたスクリプト (p. 284) を参照してください。
1. SafeGuard Management Center で、「ツール > オプション」を選択します。
2. 「ディレクトリ」タブを選択し、「追加」をクリックします。
3. 「LDAP 認証」で以下の手順を実行します。
a) 「サーバー名または IP」フィールドに、ドメイン コントローラの NetBIOS 名または
IP アドレスを入力します。
b) 「ユーザー ログオン情報」には、この環境の Windows のユーザー名とパスワードを
入力します。
c) 「OK」をクリックします。
注: シングル Windows コンピュータの場合、LDAP 経由の接続を有効にするには、ディ
レクトリが共有されている必要があります。
4. 「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
5. 左側のナビゲーション ペインで、ルート ディレクトリの「ルート [フィルタ アクティ
ブ]」をクリックします。
6. 右側の処理ペインで、「同期」タブをクリックします。
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7. 「ディレクトリ DSN」リストから必要なディレクトリを選択し、検索アイコン （画面
右上） をクリックします。
企業の組織単位 (OU) の Active Directory 構造が図で表示されます。
8. 同期する組織単位 (OU) を確認します。Active Directory の内容全体をインポートする必
要はありません。
9. また、メンバーシップを同期するには、「メンバーシップを同期する」チェックボック
スを選択します。あるいは、ユーザーの有効・無効状態を同期するには、「ユーザーの
有効化状態を同期する」チェックボックスを選択します。
10. 処理ペインの下部にある「同期」をクリックします。
ユーザーとそのグループ メンバーシップを同期する際、「プライマリ グループ」のメン
バーシップはグループから認識できないので同期されません。
ドメインが同期されます。同期の詳細が表示されます。同期プロトコルは、左側のボタンの
下のステータスバーに表示されるメッセージをクリックして表示できます。プロトコルをク
リックして、クリップボードにコピーし、メールやファイルに貼り付けてください。
注: Active Directory の 1つのサブツリーから別のサブツリーに要素を移動した場合、両方の
サブツリーを SQL データベースと同期する必要があります。1つのサブツリーのみを同期
すると、オブジェクトは移動されず、削除されます。
注: 400,000個を超えるオブジェクトを AD にインポートする場合は、数回に分けて実行す
ることを推奨します。ただし、1つの組織単位に 400,000個を超えるオブジェクトがある場
合は除きます。

10.1.2 Active Directory からの新しいドメインのインポート
1. 左側のナビゲーション ペインで、ルート ディレクトリの「ルート [フィルタ アクティ
ブ]」をクリックします。
2. 「ファイル > 新規作成 > Active Directory からドメインをインポートする」を選択しま
す。
3. 右側の処理ペインで、「同期」タブをクリックします。
4. 「ディレクトリ DSN」リストから必要なディレクトリを選択し、検索アイコン （画面
右上） をクリックします。
企業の組織単位 (OU) の Active Directory 構造が図で表示されます。
5. 同期するドメインを確認し、ナビゲーション ペインの下部にある「同期」をクリックし
ます。
注: Active Directory の 1つのサブツリーから別のサブツリーに要素を移動した場合、両方の
サブツリーを SQL データベースと同期する必要があります。1つのサブツリーのみを同期
すると、オブジェクトは移動されず、削除されます。
注: ドメイン コントローラを IP アドレスを使って構成した場合、Active Directory の同期に
よって Windows 2000 (NetBIOS) より前のドメイン名は同期されません。代わりに、ドメイ
ン コントローラは、サーバー名 (NetBIOS または DNS) を使用して構成してください。Active
Directory の同期を行うクライアントは、ドメインに所属しているか、対象のドメインコン
トローラの DNS 名を名前解決できる必要があります。
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10.1.3 セキュリティ担当者のアクセス権限と Active Directory のインポー
ト
Active Directory から組織構造をインポートする際のアクセス権限の詳細は次のとおりです。
■

Active Directory 接続に関して、すでに存在するドメインに Active Directory 接続を追加
すると次の事柄が実行されます。
■

■

■

■

■

ドメイン (DNS) に対する「フルアクセス権」がある場合、ディレクトリの接続に使
用されるログオン情報が更新されます。
ドメイン (DNS) に対する「読み取り専用」権限またはそれ以下の権限がある場合、
ログオン情報は更新されませんが、既存のログオン情報を使用して同期を行うことが
できます。

Active Directory のインポートおよび同期にあたり、コンテナやドメインへのアクセス権
限によって、インポートまたは同期できるドメイン ツリーが異なります。サブツリーに
対する「フルアクセス権」がない場合、同期することはできません。変更できないサブ
ツリーは、同期ツリーに表示されません。
ディレクトリ オブジェクトに対するセキュリティ担当者のアクセス権限に関わらず、
SafeGuard Enterprise のデータベースに存在しないドメインは、Active Directory からイ
ンポートすることができます。セキュリティ担当者と上位担当者には、新しいドメイン
に対する「フルアクセス権」が自動的に付与されます。
サブコンテナの同期を選択した場合、ルートまでさかのぼって同期を行う必要がありま
す。このサブコンテナより上位にあるコンテナへのアクセス権限が「読み取り専用」ま
たは「拒否」であっても、同期ツリーにある該当するコンテナすべてが自動的に選択さ
れます。サブコンテナを選択から外すと、アクセス権限によっては、ルートまでさかの
ぼってコンテナを選択から外すことが必要になる場合があります。
アクセス権限が「読み取り専用」または「拒否」のグループが同期の対象に含まれると、
次の事柄が実行されます。
■

■

■

グループのメンバーシップは更新されません。
Active Directory でそのグループが削除されても、SafeGuard Enterprise のデータベー
スでは削除されません。
Active Directory でそのグループが移動されると、移動先が「フルアクセス権」のな
いコンテナである場合も含め、SafeGuard Enterprise でも移動されます。

アクセス権が「読み取り専用」または「拒否」で、ルートまでさかのぼる際に通過する
コンテナが同期の対象に指定され、そのコンテナに「フルアクセス権」のグループが含
まれている場合、このグループは同期されます。アクセス権限が「読み取り専用」また
は「拒否」のグループは同期されません。

10.2 ワークグループやドメインの作成
必要な権限のあるセキュリティ担当者は、ポリシー項目管理用の構造の他、ワークグループ
やドメインを手動で作成できます。また、ポリシーや暗号化ポリシーをローカル ユーザー
に割り当てることもできます。
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AD (Active Directory) からドメインをインポートしない、またはインポートできない場合の
み (AD が使用できないためなど)、ドメインを手動で作成することが必要になります。

10.2.1 新しいユーザーとして登録
ユーザーがはじめて SafeGuard Enterprise にログオンすることについての詳細は、SafeGuard
Power-on Authentication (POA) (p. 102) を参照してください。
新しいユーザーのエンドポイントが SafeGuard Enterprise Server に接続後、同ユーザーが
SafeGuard Enterprise にログオンすると、ユーザー登録が行われ、SafeGuard Management
Center の「ユーザーとコンピュータ」エリアの該当するドメインやワークグループ配下に、
ユーザーが自動的に表示されます。
これらのユーザー/コンピュータのディレクトリである「.自動登録済み」が、ルート ディレ
クトリおよび各ドメイン/ワークグループ配下に自動的に作成されます。このディレクトリ
の名前を変更したり、移動したりすることはできません。また、このディレクトリ内のオブ
ジェクトを手動で移動することもできません。組織単位 (OU) が、次回、SafeGuard Enterprise
データベースと同期する際、そのオブジェクトは、該当する OU に移動されます。それ以
外の場合は、該当するドメイン/ワークグループの「.自動登録済み」ディレクトリに残りま
す。
セキュリティ担当者は、自動登録されるオブジェクトを、通常どおり管理できます。
注: ローカル ユーザーは、空のパスワードで SafeGuard Enterprise にログオンできません。
空のパスワードで SafeGuard Enterprise にログオンしたローカル ユーザーはゲストのまま
であり、データベースに保存されません。また、これらのユーザーに対して Windows 自動
ログオンが有効になっている場合、ログオンは拒否されます。SafeGuard Enterprise へのロ
グオンに成功するには、新しいパスワードを作成し、エンドポイントのレジストリでWindows
自動ログオンを無効にする必要があります。
注: Microsoft のアカウントは、常に SafeGuard Enterprise ゲスト ユーザーとして扱われま
す。

10.2.2 自動登録の使用例
ここでは、自動登録されるオブジェクトの動作に関する 2つの使用例を示します。
Active Directory に属さないユーザー/コンピュータ
企業において、すべてのユーザーやコンピュータ オブジェクトが Active Directory (AD) に
属するとは限りません (例: ローカル ユーザーなど)。ワークグループが 1つまたは少数の場
合、AD は必要ありません。
このような企業が、SafeGuard Enterprise を展開し、そのユーザー/コンピュータ オブジェ
クトにポリシーを追加することを想定します。この場合、企業の組織構造は、SafeGuard
Management Center を使用して、手動で次のように作成します。
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オブジェクトは、「.自動登録済み」フォルダ内に残ります。このようなオブジェクトは、
ポリシーを「.自動登録済み」フォルダに適用することで、SafeGuard Management Center
で管理できます。
SafeGuard Enterprise データベースと Active Directory の同期がとれていない
ユーザーが、すでに企業の Active Directory (AD) に所属していることを想定します。ただ
し、SafeGuard Enterprise のデータベースと AD の同期がとれていないとします。ユーザー
(User 1) が SafeGuard Enterprise にログオンすると、自動的に SafeGuard Management
Center の「ユーザーとコンピュータ」エリア、ログオン時に指定したドメイン (ドメイン
1) 配下に表示されます。

これでユーザーは、「.自動登録済み」フォルダに含まれるようになりました。オブジェク
トは、ポリシーを「.自動登録済み」フォルダに適用することで、SafeGuard Management
Center で管理できます。
次回 AD と SafeGuard Enterprise のデータベースが同期されると、User 1 は、適切な組織
単位 (Users) に自動的に移動されます。
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以後、User 1 に対してポリシーを適用するには、組織単位 Users に割り当てる必要があり
ます。

10.2.3 自動登録オブジェクトの鍵と証明書
各自動登録オブジェクトに対して、サーバーの要求に応じて証明書が生成されます。
ローカル ユーザーには次の 2つの鍵が与えられます。
■

「自動登録済み」コンテナの鍵

■

サーバーの要求に応じて生成される秘密鍵

ローカル ユーザーには、割り当てられたコンテナに対する他の鍵や、ルート鍵は与えられ
ません。
ワークグループには、鍵は与えられません。

10.2.4 自動登録オブジェクトのポリシー
自動登録オブジェクトに対して作成できるポリシーの数に制限はありません。
ローカル ユーザーは、「認証されたユーザー」グループに追加されます。コンピュータは、
「認証されたコンピュータ」グループに追加されます。各グループに対して有効にしたポリ
シーは、それぞれのメンバーに適用されます。

10.2.5 ワークグループの作成
必要な権限を持つセキュリティ担当者は、Windows ワークグループを表すルート ディレク
トリの下にコンテナを作成できます。ワークグループには鍵は与えられません。名前を変更
することはできません。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで「ルート [フィルタ アクティブ]」を右クリックし、「新
規作成 > 新しいワークグループの作成 (自動登録)」の順に選択します。
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3. 「一般情報」で、次の手順を実行します。
a) ワークグループの「フル ネーム」を入力します。
b) 必要に応じて、「説明」を追加できます。
c) オブジェクトの種類は、「接続状態」フィールドに表示されます。この場合は
「Workgroup」です。
d) ポリシーが継承されないようにするには、「ポリシー継承のブロック」を選択しま
す。
e) 「OK」をクリックします。
ワークグループが作成されます。デフォルトの「自動登録済み」ディレクトリが、ワークグ
ループ コンテナの下に自動的に作成されます。名前を変更することも、削除することもで
きません。

10.2.6 ワークグループの削除
ワークグループを削除するには、対象ワークグループに対する「フルアクセス権」が必要で
す。ワークグループに割り当てられたメンバーも削除されます。メンバーは、次回ログオン
するときに自動的に再登録されます。
ワークグループを削除するには、対象オブジェクトすべてに対する「フルアクセス権」が必
要です。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで、削除するワークグループを右クリックし、「削除」を
選択します。
3. 「Yes」(はい) をクリックして確定します。
ワークグループが削除されます。所属していたメンバーも削除されます。
注: ワークグループ内のメンバーすべてに対する「フルアクセス権」がないと、ワークグ
ループを削除することができず、エラーメッセージが表示されます。

10.2.7 新しいドメインの作成
必要な権限を持つセキュリティ担当者は、ルート ディレクトリの下に新しいドメインを作
成できます。AD (Active Directory) からドメインをインポートしない、またはインポートで
きない場合のみ (AD が使用できないためなど)、新しいドメインの作成が必要になります。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで「ルート [フィルタ アクティブ]」を右クリックし、「新
規作成 > 新しいドメインの作成 (自動登録)」の順に選択します。
3. 「一般情報」にドメイン コントローラに関する以下の情報を入力します。
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2つの名前は共に正確に入力する必要があります。正しくなければ、ドメインは同期され
ません。
a) フル ネーム:たとえば、computer name.domain.com、またはドメイン コントローラ
の IP アドレス
b) 識別名 (読み取り専用): DNS 名。たとえば、
DC=computername3,DC=domain,DC=country
c) ドメインの説明 (任意)
d) Netbios 名:ドメイン コントローラの名前
e) オブジェクトの種類は「接続状態」の横に表示されます。この場合は「Domain」で
す。
f) ポリシーが継承されないようにするには、「ポリシー継承のブロック」を選択しま
す。
g) 「OK」をクリックします。
新しいドメインが作成されます。ユーザーやコンピュータは、自動登録中に自動的にこのド
メインに割り当てられます。デフォルトの「.自動登録済み」ディレクトリが、ドメイン コ
ンテナの下に自動的に作成されます。名前を変更することも、削除することもできません。

10.2.8 ドメイン名の変更
必要な権限を持つセキュリティ担当者は、ドメイン名を変更し、追加プロパティを定義でき
ます。対象ドメインに対する「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで、名前を変更するドメインを右クリックし、「プロパ
ティ」を選択します。
3. 「一般情報」の下の「フルネーム」でドメイン名と説明を変更します。
4. 「NetBIOS 名」でドメイン コントローラの名前を変更することもできます。
5. また、「コンテナの設定」タブで、自動再起動の Wake on LAN モードを定義すること
もできます。
6. 「OK」をクリックして確認します。
これで変更内容が保存されます。

10.2.9 ドメインの削除
必要な権限を持つセキュリティ担当者は、ドメインを削除できます。ドメインを削除するに
は、対象ドメインに対する「フルアクセス権」が必要です。
注: ドメインに割り当てられたメンバーも削除されます。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで、削除するドメインを右クリックし、「削除」を選択し
ます。
3. 「はい」をクリックします。
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ドメインが削除されます。所属していたメンバーも削除されます。
注: ドメインのメンバーすべてに対する権限が「フルアクセス権」より低い場合、ドメイン
を削除することができず、エラーメッセージが表示されます。

10.2.10 自動登録されたコンピュータの削除
自動登録されたコンピュータを削除すると、このコンピュータのローカル ユーザーもすべ
て削除されます。ユーザーは、次回このコンピュータにログオンするときに自動的に再登録
されます。

10.2.11 ローカル オブジェクトのフィルタ
10.2.11.1 ユーザーとコンピュータ
「ユーザーとコンピュータ」で、左側のナビゲーション ペイン内のビューでローカル ユー
ザーをフィルタするか、特定のローカル ユーザーを検索することができます。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインの左下の「フィルタ」をクリックします。
3. 「種類」で、「ローカル ユーザー」を選択します。特定のユーザーを検索する場合は、
そのユーザーの名前を入力します。
4. 検索アイコンをクリックします。
「ユーザーとコンピュータ」ビューが条件に応じてフィルタされます。
注: Microsoft のアカウントは、常に SafeGuard Enterprise ゲスト ユーザーとして扱われま
す。

10.2.11.2 ログ
ユーザー、コンピュータ、またはワークグループの登録の成功/失敗が記録されます。
SafeGuard Management Center のイベント ビューアの「レポート」の下で、この情報の一
覧を確認できます。

10.3 SafeGuard Enterprise データベースでのユーザー、
コンピュータ、グループの検索
「ユーザー、コンピュータ、およびグループの検索」ダイアログでオブジェクトを表示する
には、対象オブジェクトに対する「読み取り専用」権限または「フルアクセス権」が必要で
す。
注: オブジェクトを検索する際、セキュリティ担当者は、アクセス権限を付与されているエ
リア (ドメイン) 内のみで検索を実行できます。ルートで検索を実行できるのは、マスター
セキュリティ担当者のみです。
「ユーザーとコンピュータ」でオブジェクトを検索する際、数種類のフィルタを使うことが
できます。たとえば、AD 同期が原因で重複して存在するユーザーやコンピュータは、「重
複しているユーザーとコンピュータ」フィルタを使用して表示できます。ここでは、同じド
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メインにある同じ名前のコンピュータすべて、さらに、同じドメインにある名前、ログオン
名 または Windows 2000 以前のログオン名が同じユーザーすべてがフィルタ表示されます。
オブジェクトを検索する方法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで「ユーザーとコンピュータ」
をクリックします。
2. 「ユーザーとコンピュータ」ナビゲーション ペインで、該当するコンテナを選択しま
す。
3. SafeGuard Management Center で、「編集 > 検索」をクリックします。
「ユーザー、コンピュータ、およびグループの検索」ダイアログが表示されます。
4. 「検索」ドロップ ダウン リストから適切なフィルタを選択します。
5. 「場所」フィールドで、選択されたコンテナが表示されます。
これは、ドロップ ダウン リストで別のオプションを選択することで変更できます。
6. 特定のオブジェクトを検索する場合は、「検索名」フィールドに該当する検索名を入力
します。
7. 「検索が終了するごとに結果をクリアする」チェックボックスで、各検索が終了するご
とに結果をクリアするかどうかを指定します。
8. 「今すぐ検索」をクリックします。
結果は、「ユーザー、コンピュータ、およびグループの検索」ダイアログに表示されます。
このダイアログで結果の 1つをクリックすると、「ユーザーとコンピュータ」ツリー構造で
該当するエントリにマークが付きます。たとえば、重複したオブジェクトを検索した場合な
ど、エントリを容易に削除することができます。

10.4 「ユーザーとコンピュータ」でのオブジェクトのプ
ロパティの表示
オブジェクトのプロパティを表示するには、対象のオブジェクトに対する「フルアクセス
権」または「読み取り専用」権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで「ユーザーとコンピュータ」
をクリックします。
2. 「ユーザーとコンピュータ」のナビゲーション ペインで、対象オブジェクトを右クリッ
クして、「プロパティ」を選択します。
選択したオブジェクトのプロパティが表示されます。対象オブジェクトに対して「読み取り
専用」権限がある場合、このダイアログで、プロパティの情報はグレーアウト表示され、編
集することはできません。
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11 SafeGuard Enterprise セキュリティ担
当者
SafeGuard Enterprise は、1人または複数のセキュリティ担当者で管理できます。SafeGuard
Enterprise のロールベースの管理では、管理作業を複数のユーザーで分担できます。どの
ユーザーにも 1つまたは複数のロールを割り当てられます。セキュリティを強化するため
に、処理の追加認証を、担当者のロールに割り当てることができます。
SafeGuard Management Center の初期構成時に、すべての権限と証明書を持つ最上位の管
理者、マスター セキュリティ担当者 (MSO) が作成されます。デフォルトで MSO 証明書
は、5年間で有効期限が切れ、Management Center の「セキュリティ担当者」セクションで
更新できます。他のセキュリティ担当者を、ヘルプデスクや監査など特定のタスクに割り当
てるために作成できます。
SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで、企業の組織構造を反映するよ
う、セキュリティ担当者を階層的に配置することができます。ただし、これは、権限とロー
ルに関する階層を意味するものではありません。
注: 2人のセキュリティ担当者が同じコンピュータで同じ Windows アカウントを使用しな
いようにしてください。アクセス権限を正しく分担することができなくなります。追加の認
証は、セキュリティ担当者が暗号化トークン/スマートカードを使って認証する必要がある
場合、より安全です。

11.1 セキュリティ担当者のロール
操作を容易にするために、SafeGuard Enterprise には、セキュリティ担当者用のさまざまな
機能を備えたロールが事前に定義されています。必要な権限のあるセキュリティ担当者は、
処理/権限の一覧から新しいロールを定義し、特定のセキュリティ担当者に割り当てること
もできます。
次の種類のロールが用意されています。
■

マスター セキュリティ担当者 (MSO) のロール

■

事前定義済みのロール

■

カスタマイズされたロール

11.1.1 マスター セキュリティ担当者
SafeGuard Enterprise のインストール後、SafeGuard Management Center の初期構成時に、
マスター セキュリティ担当者 (MSO) がデフォルトで作成されます。マスター セキュリティ
担当者は最上位のセキュリティ担当者で、すべての権限と、すべてのオブジェクトに対する
アクセス権が付与されています (Windows 管理者に相当します) 。マスター セキュリティ担
当者の権限は変更できません。
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SafeGuard Management Center の 1つのインスタンスに対して、複数のマスター セキュリ
ティ担当者が作成される場合があります。セキュリティ上の理由から、少なくとも 1名のマ
スター セキュリティ担当者を追加することを強く推奨します。追加したマスター セキュリ
ティ担当者は削除される場合がありますが、SafeGuard Enterprise のデータベースにマスタ
セキュリティ担当者 (MSO) として明示的に作成したユーザーを 1名は必ず残しておく必要
があります。
マスター セキュリティ担当者は、他のユーザーにタスクを委任することができます。2つの
方法があります。
■

■

新しいセキュリティ担当者は「セキュリティ担当者」で作成できます。
SafeGuard Management Center でルート ディレクトリに表示される、Active Directory
からインポートされたコンテナ内のユーザーまたはすべてのメンバーを、「ユーザーと
コンピュータ」でセキュリティ担当者に昇格させることができます。

1つまたは複数のロールおよびドメインを割り当てることができます。たとえば、管理担当
者のロールとヘルプデスク担当者のロールを 1人のユーザーに割り当てることができます。
また、マスター セキュリティ担当者は、カスタムロールを作成して特定のユーザーに割り
当てることもできます。

11.1.2 事前定義済みのロール
SafeGuard Management Center では、MSO 以外に次のセキュリティ担当者のロールが事
前に定義されています。事前定義済みのロールに割り当てられている権限を変更することは
できません。たとえば、事前定義済みのロールに「ポリシー項目とポリシー グループを作
成する」という権限がある場合、この権限はロールから削除できません。事前定義済みの
ロールに新しい権限を追加することもできません。ただし、追加のセキュリティ担当者認証
は、随時、事前定義済みのロールに割り当てることができます。
■

管理担当者
管理担当者は、セキュリティ担当者ペイン内の各オブジェクトを参照できます。また、
自分の管理範囲に属するセキュリティ担当者を管理する権限を持っています。

■

セキュリティ担当者
セキュリティ担当者は、SafeGuard Enterprise の構成、ポリシーおよび鍵の管理、監視
と復旧用のアクセス許可など、広範囲に渡る業務を行えます。

■

ヘルプデスク担当者
ヘルプデスク担当者は復旧処理を実行する権限があります。さらに、SafeGuard
Management Center のほとんどの機能ペインを表示できます。

■

監査担当者
SafeGuard Enterprise を監視するため、監査担当者は SafeGuard Management Center
の機能ペインの大半を表示することができます。

■

復旧担当者
復旧担当者は SafeGuard Enterprise データベースを修復する権限があります。
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11.1.3 カスタマイズされたロール
必要な権限を持つセキュリティ担当者は、処理/権限の一覧から新しいロールを定義し、既
存または新しいセキュリティ担当者に割り当てることができます。事前定義済みのロールと
同様に、ロールの機能に対して追加のセキュリティ担当者認証をいつでも有効にすることが
できます。
新しいロールを割り当てるときには、追加認証について次の点に注意してください。
注: 同じ権限を持つ 2つのロールがユーザーに割り当てられている状態で、片方のロールに
追加認証を割り当てると、他方のロールにも自動的に追加認証が適用されます。
必要な権限のあるセキュリティ担当者は、カスタムロールに権限を追加したり、カスタム
ロールから権限を削除したりすることができます。事前定義済みのロールとは異なり、カス
タムロールは、必要に応じて削除することもできます。ロールが削除されると、どのユー
ザーにも割り当てられなくなります。ユーザーにロールが 1つしか割り当てられていないと
きに、そのロールが削除されると、そのユーザーは SafeGuard Management Center にログ
オンできなくなります。
注: ロールとそこで定義される処理によって、ユーザーができることとできないことが決ま
ります。これは、ユーザーに複数のロールを割り当てている場合にも当てはまります。ユー
ザーが Management Center にログオンした後、該当するロールの実行に必要なペインだけ
が SafeGuard Management Center で有効になり表示されます。このことは、スクリプト
ペインと API ペインにも当てはまります。したがって、各処理が定義されているペインの
表示を常に有効にしていることが重要です。処理は機能ペインでソートされ、階層的に構造
化されます。この構造は、他の特定の処理を実行する前にどの処理が必要であるかを示しま
す。

11.1.4 追加のセキュリティ担当者認証
追加のセキュリティ担当者認証 (「2人ルール」とも呼ばれます) は、ロールの特定の処理に
割り当てることができます。この場合、このロールを持つユーザーが、この特定の処理を実
行できるのは、別のロールを持つユーザーが存在し、処理を認証する場合のみに限られま
す。ユーザーがこのアクションを実行するたびに、別のユーザーが処理を認証する必要があ
ります。
追加認証は、事前定義済みのロール、およびカスタムロールの両方に割り当てることができ
ます。同じロールを持つ担当者が 2人以上になると、自身のロールを選択することもできる
ようになります。
追加認証を実行するロールはユーザーに割り当てられる必要があり、SafeGuard Enterprise
データベース内に少なくとも 2人のセキュリティ担当者が必要です。処理用に追加認証が必
要になると、この処理に追加認証が必要でない他のロールをユーザーが所有している場合で
も、追加認証が必要になります。
追加認証を変更する権限のない担当者がロールを作成する場合、新しいロールの追加認証用
の設定は、作成する担当者のロールと一致するよう事前に決められます。
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11.2 ロールの作成
前提条件:新しい役割を作成するには、セキュリティ担当者の役割を表示して作成する権限
が必要です。追加認証を割り当てるには、「追加の認証設定を変更する」権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. 「カスタム ロール」を右クリックし、「新規作成 > 新しいカスタム ロール」を選択し
ます。
3. 「新しいカスタムロール」で、ロールの名前と説明を入力します。
4. このロールに処理を割り当てます。「有効」列の必要な処理の隣にあるチェックボック
スを選択します。
処理は機能ペインでソートされ、階層的に構造化されます。この構造は、他の特定の処
理を実行する前にどの処理が必要であるかを示します。
5. 必要に応じて、「追加のセキュリティ担当者認証」を割り当てます。デフォルトの設定
「なし」をクリックし、リストから必要なロールを選択します。
追加認証を変更する権限のない担当者がロールを作成する場合、追加認証は担当者のロー
ルに設定された追加認証に基づいて事前に決められます。
6. 「OK」をクリックします。
ナビゲーション ペインの「カスタムロール」の下に新しいロールが表示されます。ロール
をクリックすると、右側の処理ペインに許可された処理が表示されます。

11.3 セキュリティ担当者へのロールの割り当て
前提条件:役割を割り当てるには、セキュリティ担当者を表示して変更する権限が必要です。
1. ナビゲーション ペインで個々の担当者を選択します。
そのプロパティが、右側の処理ペインに表示されます。
2. 使用可能なロールの隣の該当するチェック ボックスを選択して、必要なロールを割り当
てます。
事前定義済みのロールは太字で表示されます。
3. ツール バーの「更新」を表す、2つの矢印のあるシンボルをクリックします。
ロールがセキュリティ担当者に割り当てられます。
注: カスタマイズしたロールが複雑な場合、SafeGuard Management Center のパフォーマ
ンスに若干の影響を与える場合があります。

11.4 担当者とロールのプロパティの表示
前提条件:セキュリティ担当者のプロパティまたはロールの割り当ての概要を表示するには、
セキュリティ担当者およびセキュリティ担当者のロールを表示する権限が必要です。
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担当者とロールのプロパティを表示する方法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで、概要を表示したいオブジェクトをダブルクリックしま
す。
右側の処理ペインに表示される情報は、選択したオブジェクトによって異なります。

11.4.1 MSO のプロパティの表示
MSO の全般情報および変更情報が表示されます。

11.4.2 セキュリティ担当者のプロパティの表示
セキュリティ担当者の全般情報および変更情報が表示されます。
1. 「プロパティ」で、「処理」タブを選択して、許可されている処理の概要およびセキュ
リティ担当者に割り当てられたロールを表示します。

11.4.3 セキュリティ担当者の権限とロールの表示
セキュリティ担当者に割り当てられたすべてのロールの処理の概要が表示されます。ツリー
ビューに、他の特定の処理を実行する前にどの処理が必要であるかが表示されます。さら
に、割り当てられたロールも表示できます。
1. 「<セキュリティ担当者名> プロパティ」ダイアログの「処理」タブで、処理を選択し
て、この処理を含む割り当てられたロールすべてを表示します。
2. 「選択した処理の割り当てられたロール」リストで、ロールをダブルクリックします。
「<セキュリティ担当者名> プロパティ」ダイアログが閉じ、ロールのプロパティが表示
されます。

11.4.4 ロールのプロパティの表示
ロールの全般情報および変更情報が表示されます。
1. 「プロパティ」で「担当者」タブを選択し、このロールに割り当てられたセキュリティ
担当者を表示します。

11.4.5 ロールの割り当ての表示
1. 「<ロール名> プロパティ」の「担当者」タブで、セキュリティ担当者をダブルクリック
します。「プロパティ」ダイアログが閉じた後、セキュリティ担当者に関する情報やロー
ルが表示されます。

11.5 ロールの変更
以下の操作を実行できます。
■
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■

ロールのすべてのプロパティを変更する。

ロールの隣にあるアイコンは、どの処理が可能かを示します。

アイコン

説明
ロールを変更できます (処理を追加/削除する)。

追加認証を変更できます。

両方の変更が可能です。

注: 事前定義済みのロールや、それに割り当てられている操作は変更できません。追加認証
が有効化されると、事前定義済みのロールも含め、どのロールでも変更できます。

11.5.1 追加認証のみの変更
前提条件:追加認証を割り当てるには、「セキュリティ担当者を表示する」権限および「追
加の認証設定を変更する」権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. 「カスタムロール」の下のナビゲーション ペインで、変更したいロールをクリックしま
す。右側の処理ペインで、「追加のセキュリティ担当者認証」列の必要な設定をクリッ
クし、リストから異なるロールを選択します。
事前定義済みのロールは太字で表示されます。
3. ツール バーの「保存」アイコンをクリックし、変更をデータベースに保存します。
このロールの追加のセキュリティ担当者認証が変更されました。

11.5.2 ロールのすべてのプロパティの変更
前提条件:カスタム ロールを変更するには、セキュリティ担当者のロールを表示して変更す
る権限が必要です。追加認証を割り当て直すには、「追加の認証設定を変更する」権限が必
要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. 「カスタムロール」の下のナビゲーション ペインで、変更したいロールを右クリックし
「カスタム ロールの変更」を選択します。
3. 必要に応じてプロパティを変更します。この列の値をクリックし必要なロールを選択し
て、追加のセキュリティ担当者認証のプロパティを変更します。
4. ツール バーの「保存」アイコンをクリックし、変更をデータベースに保存します。
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ロールが変更されました。

11.6 ロールのコピー
既存のロールに似たプロパティを持つ新しいロールを作成するには、既存のロールを新しい
ロールのテンプレートとして使用できます。事前定義済みのロールまたはカスタムロールを
テンプレートとして選択できます。
前提条件:現在認証されているセキュリティ担当者が、特定のロール テンプレートに含まれ
る権限をすべて持っている場合、既存のロールのみをテンプレートとして使用できます。そ
のため、可能な処理が限られている担当者の場合にはこの機能が無効化されている場合があ
ります。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ペインで、コピーするロールを右クリックし、「新規作成 > ロールの新
しいコピー」を選択します。「新しいカスタムロール」では、既存のロールのプロパティ
がすべて選択されています。
3. このロールの新しい名前を入力し、必要に応じてプロパティを変更します。
4. ツール バーの「保存」アイコンをクリックし、変更をデータベースに保存します。
新しいロールが作成されます。

11.7 ロールの削除
注: 事前定義済みのロールは削除できません。
前提条件:ロールを削除するには、セキュリティ担当者のロールを表示して削除する権限が
必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. 「カスタムロール」の下のナビゲーション ペインで、削除したいロールを右クリックし
「削除」を選択します。ロールのプロパティに応じて、対応する警告メッセージが表示
されます。
注: ロールを削除すると、このロールを割り当てられていたセキュリティ担当者はすべ
て、このロールを失います。そのロールがあるセキュリティ担当者に割り当てられた唯
一のロールである場合、上位のセキュリティ担当者がそのセキュリティ担当者に新しい
ロールを割り当てない限り、SafeGuard Management Center にログインすることができ
なくなります。そのロールが追加認証に使用される場合、追加認証を実行するために
MSO が必要となります。
3. ロールを削除するには、警告メッセージで「はい」をクリックしてください。
4. ツール バーの「保存」アイコンをクリックし、変更をデータベースに保存します。
ロールがナビゲーション ペインとデータベースから削除されます。

11.8 マスター セキュリティ担当者の作成
前提条件:新しいマスター セキュリティ担当者を作成するには、セキュリティ担当者を表示
する権限と作成する権限が必要です。
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注: マスターセキュリティ担当者を作成する簡単な方法は、セキュリティ担当者を昇格する
ことです。詳細は、セキュリティ担当者の昇格 (p. 65) を参照してください。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ペインで、「マスター セキュリティ担当者」ノードを右クリックし、
「新規作成 > 新しいマスター セキュリティ担当者」の順に選択します。
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3. 「新しいマスター セキュリティ担当者」で必要な項目の入力を行います。

フィールド/チェッ
ク ボックス

説明

有効

ここで指定しない限り、セキュリティ担当者は有効になりません。指定し
ない場合、作成したセキュリティ担当者はシステムに存在しますが、
SafeGuard Management Center にはまだログオンできません。別のセキュ
リティ担当者によって有効にされた場合のみにログオンし、自分の管理タ
スクを実行できます。

名前

SafeGuard Enterprise によって生成された証明書に入力されているとおり
に (「cn=」 以降)、セキュリティ担当者の名前を入力します。このセキュ
リティ担当者は、SafeGuard Management Center ナビゲーション ペイン
にも表示されます。この名前は一意である必要があります。
最大値:256文字

説明

任意
最大値:256文字

携帯電話

任意
最大値:128文字

電子メール

任意
最大値:256文字

トークンを使用した 次の方法でログオンできます。
ログオン
トークンなし:セキュリティ担当者はトークンを使用してログオンできませ
ん。ログオン情報 (ユーザー名/パスワード) を入力してログオンする必要が
あります。
任意:トークンを使用してログオンすることも、ログオン情報を入力してロ
グオンすることもできます。セキュリティ担当者が自由に選択できます。
必須:ログオンにはトークンを使用する必要があります。この場合、セキュ
リティ担当者の証明書に含まれる秘密鍵が、トークンに存在する必要があ
ります。
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フィールド/チェッ
ク ボックス

説明

証明書

セキュリティ担当者が SafeGuard Management Center にログオンするに
は常に証明書が必要です。SafeGuard Enterprise で作成された証明書でも、
既存の証明書でも構いません。トークンによるログオンが必須な場合は、
セキュリティ担当者のトークンに証明書を追加する必要があります。
作成:
証明書と鍵ファイルが作成され、選択した場所に保存されます。.p12 ファ
イルのパスワードを入力し、確定します。セキュリティ担当者がログオン
するときには、.p12 ファイルが必要です。作成された証明書は、セキュリ
ティ担当者に自動的に割り当てられ、「証明書」に表示されます。SafeGuard
Enterprise パスワード ルールが使用されている場合は、Active Directory に
あるルールを無効にする必要があります。
注: 保存するパスおよびファイル名の最大の長さ:260文字。セキュリティ
担当者の作成時には、証明書の公開セクションだけで十分です。ただし、
SafeGuard Management Center にログオンするときには、証明書の個人用
セクションである鍵ファイルも必要です。個人用セクションがデータベー
スに存在しない場合、メモリなどに格納してセキュリティ担当者が使用で
きるようにする必要があります。その場合、個人用セクションはログオン
時に証明書ストアに保存されます。

証明書

インポート:
インポート中に、セキュリティ担当者に割り当てられた既存の証明書が使
用されます。.p12 鍵ファイルからインポートする場合、証明書のパスワー
ドを把握している必要があります。
PKCS#12 証明書コンテナが選択されている場合、すべての証明書が割り当
て可能な証明書のリストにロードされます。ドロップダウン リストで証明
書を選択して、インポート後に証明書が割り当てられます。

4. 「OK」をクリックして確認します。
「マスター セキュリティ担当者」ノードの下のナビゲーション ペインに、新しいマスター
セキュリティ担当者が表示されます。セキュリティ担当者のプロパティは、ナビゲーション
ペインで個々のセキュリティ担当者を選択して表示できます。MSO は表示された名前で
SafeGuard Management Center にログオンできます。

11.9 セキュリティ担当者の作成
前提条件:セキュリティ担当者を作成するには、セキュリティ担当者を表示して作成する権
限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ペインで、新しいセキュリティ担当者を特定したい場所のセキュリティ
担当者のノードを右クリックし、「新規作成 > 新しいセキュリティ担当者」を選択しま
す。
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3. 「新しいセキュリティ担当者」ダイアログで適切に入力します。

フィールド/チェック ボッ
クス

説明

有効

ここで指定しない限り、セキュリティ担当者は有効になりません。
指定しない場合、作成したセキュリティ担当者はシステムに存在し
ますが、SafeGuard Management Center にはまだログオンできませ
ん。別のセキュリティ担当者によって有効にされた場合のみにログ
オンし、自分の管理タスクを実行できます。

名前

SafeGuard Enterprise によって生成された証明書に入力されている
とおりに (「cn=」 以降)、セキュリティ担当者の名前を入力します。
このセキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center ナビ
ゲーション ペインにも表示されます。この名前は一意である必要が
あります。
最大値:256文字

説明

任意
最大値:256文字

携帯電話

任意
最大値:128文字

電子メール

任意
最大値:256文字

有効期間

セキュリティ担当者に対して SafeGuard Management Center へロ
グオンが可能となる期間 (日付) を選択します。

トークンを使用したログオ 次の方法でログオンできます。
ン
トークンなし:セキュリティ担当者はトークンを使用してログオンで
きません。ログオン情報 (ユーザー名/パスワード) を入力してログオ
ンする必要があります。
任意:トークンを使用してログオンすることも、ログオン情報でログ
オンすることもできます。セキュリティ担当者が自由に選択できま
す。
必須:ログオンにはトークンを使用する必要があります。この場合、
セキュリティ担当者の証明書に含まれる秘密鍵が、トークンに存在
する必要があります。
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フィールド/チェック ボッ
クス

説明

証明書

セキュリティ担当者が SafeGuard Management Center にログオン
するには常に証明書が必要です。SafeGuard Enterprise で作成され
た証明書でも、既存の証明書でも構いません。トークンによるログ
オンが必須な場合は、セキュリティ担当者のトークンに証明書を追
加する必要があります。
作成:
証明書と鍵ファイルが新規に作成され、選択した場所に保存されま
す。.p12 ファイルのパスワードを入力し、確定します。セキュリ
ティ担当者がログオンするときには、.p12 ファイルが必要です。作
成された証明書は、セキュリティ担当者に自動的に割り当てられ、
「証明書」に表示されます。SafeGuard Enterprise パスワード ルー
ルが使用されている場合は、Active Directory にあるルールを無効に
する必要があります。
注: 保存するパスおよびファイル名の最大の長さ:260文字。セキュ
リティ担当者の作成時には、証明書の公開セクションだけで十分で
す。ただし、SafeGuard Management Center にログオンするときに
は、証明書の個人用セクションである鍵ファイルも必要です。個人
用セクションがデータベースに存在しない場合、メモリなどに格納
してセキュリティ担当者が使用できるようにする必要があります。
その場合、個人用セクションはログオン時に証明書ストアに保存さ
れます。

証明書

インポート:
インポート中に、セキュリティ担当者に割り当てられた既存の証明
書が使用されます。.p12 鍵ファイルからインポートする場合、証明
書のパスワードを把握している必要があります。
PKCS#12 証明書コンテナが選択されている場合、すべての証明書
が割り当て可能な証明書のリストにロードされます。ドロップダウ
ン リストで証明書を選択して、インポート後に証明書が割り当てら
れます。

セキュリティ担当者のロー ロール:
ル
あらかじめ定義されているロールまたはカスタムロールをセキュリ
ティ担当者に割り当てられます。ロールごとに関連づけられた権限
は、それぞれのロールをクリックしたとき、またはセキュリティ担
当者を右クリックして「プロパティ」-「処理」を選択したとき、処
理ペインの「処理を許可します」の下に表示されます。複数のロー
ルをユーザーに割り当てることができます。

4. 「OK」をクリックして確認します。
それぞれの「セキュリティ担当者」ノードの下のナビゲーション ペインに、新しく作成さ
れたセキュリティ担当者が表示されます。セキュリティ担当者のプロパティは、ナビゲー
ション ペインで個々のセキュリティ担当者を選択して表示できます。セキュリティ担当者
は表示された名前で SafeGuard Management Center にログオンできます。次に、セキュリ

63

SafeGuard Enterprise

ティ担当者にディレクトリ オブジェクト/ドメインを割り当てて、タスクを実行できるよう
にする必要があります。

11.10 セキュリティ担当者へのディレクトリ オブジェク
トの割り当て
セキュリティ担当者がタスクを実行できるようにするため、ディレクトリ オブジェクトに
アクセスする権限が必要です。アクセス権は、ドメイン、組織単位 (OU)、およびユーザー
グループの他、ルート ディレクトリ下の「.自動登録済み」ディレクトリに対しても付与で
きます。
「ユーザーとコンピュータ」で、該当するコンテナに対してフルアクセス権があり、自分が
担当しているセキュリティ担当者の場合、他のセキュリティ担当者のアクセス権限を変更す
ることができます。自分で自分のアクセス権限を変更することはできません。セキュリティ
担当者をディレクトリ オブジェクトにはじめて割り当てると、そのコンテナに対する自分
のアクセス権限が継承されます。
注: 自分が持っているアクセス権限より高い権限を、他のセキュリティ担当者に付与するこ
とはできません。
前提条件:ディレクトリ オブジェクトに対するアクセス・管理権限をセキュリティ担当者に
付与したり、取り消したりするには、「セキュリティ担当者のアクセス権限を表示する」お
よび「ディレクトリへのアクセス権限を付与/拒否する」という「ユーザーとコンピュータ」
権限が必要です。さらに、対象ディレクトリ オブジェクトに対する「フルアクセス権」が
必要です。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで、必要なディレクトリ オブジェクトを選択します。
注: ナビゲーションツリーには、アクセスできるディレクトリ オブジェクトのみが表示
されます。「フルアクセス権」がある場合、オブジェクトは黒で表示されます。「読み
取り専用」アクセス権のあるオブジェクトは、青で表示されます。グレーアウト表示さ
れているノードは、表示されてもアクセスできませんが、その配下にアクセス可能なノー
ドがあることを意味します。
3. 右側の処理ペインで、「アクセス」タブをクリックします。
4. 選択したオブジェクトに権限を割り当てるには、対象とする担当者を右端から「アクセ
ス」テーブルまでドラッグします。
5. 「アクセス権限」カラムで、選択したオブジェクトに対して、そのセキュリティ担当者
に付与する権限を選択します。
■
■
■

フルアクセス権
読み取り専用
拒否

選択したオブジェクトに対する権限の割り当てを解除するには、セキュリティ担当者を
ドラッグして「担当者」テーブに戻します。
6. ツール バーの「保存」アイコンをクリックして、変更をデータベースに保存します。
選択したオブジェクトは、対象セキュリティ担当者によって使用可能になります。
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注: 2人のセキュリティ担当者が同じ SafeGuard Enterprise のデータベースで同時に作業し
ており、1人がアクセス権限を変更している場合、もう 1人のセキュリティ担当者にメッセー
ジが表示され、保存されなかった変更は失われます。セキュリティ担当者がノードに対する
権限すべてを失った場合、アクセスは許可されなくなり、それを伝える内容のメッセージが
表示されます。ナビゲーション ペインは、随時、更新されます。

11.10.1 ディレクトリオブジェクトに対するセキュリティ担当者の権限の
表示
ディレクトリオブジェクトに対して、セキュリティ担当者に割り当てられているアクセス権
は、「ユーザーとコンピュータ」の該当するオブジェクトの「アクセス」タブに表示されま
す。
注: 「アクセス」タブには、アクセス権限のあるコンテナのアクセス権限のみが表示されま
す。また、担当しているセキュリティ担当者のみが表示されます。
「アクセス」タブには、次の情報が含まれます。
■

■

■

■

■

■

「担当者」カラムには、ディレクトリオブジェクトに割り当てられているセキュリティ
担当者の種類と名前が表示されます。
「割り当て元」カラムには、アクセス権を割り当てたセキュリティ担当者の名前が表示
されます。
「割り当て日」
「アクセス権限」カラムには、付与された権限が表示されます。「フルアクセス権」、
「拒否」または「読み取り専用」。
「親ノード」カラムには、セキュリティ担当者にアクセス権限が割り当てられた、割り
当て元ノードの完全な名前が表示されます。例:選択したディレクトリオブジェクトの親
ノードに権限が付与された場合、親ノードが表示されます。この場合、親ノードにアク
セス権が付与されたことで、セキュリティ担当者は、選択したディレクトリオブジェク
トへのアクセス権を継承したことになります。
「状態」カラムには、セキュリティ担当者がアクセス権を取得した方法が表示されます。
■

■

■

「継承」(青い文字):アクセス権は親ノードから継承しました。
「上書き」(茶色の文字):アクセス権は、親ノードから継承しましたが、ノードで直接
割り当てることによって変更されました。
「個別割り当て」(黒い文字):アクセス権は、ノードで直接割り当てられました。

継承した権限の場合、「状態」カラムで、権限の割り当て元をツールチップで表示する
ことができます。

11.11 セキュリティ担当者の昇格
以下の操作を実行できます。
■

■

「ユーザーとコンピュータ」ペインで、ユーザーをセキュリティ担当者に昇格する。
「セキュリティ担当者」ペインで、セキュリティ担当者をマスター セキュリティ担当者
に昇格する。
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11.11.1 ユーザーの昇格の前提条件
必要な権限を備えたセキュリティ担当者は、ユーザーをセキュリティ担当者に昇格させ、
ロールを割り当てることができます。
この方法で作成されたセキュリティ担当者は、Windows のログオン情報またはトークン/ス
マートカード PIN を使用して SafeGuard Management Center にログオンできます。実行で
きる操作と管理方法は、その他のセキュリティ担当者と同様です。
次の前提条件を満たす必要があります。
■

■

昇格するユーザーは Active Directory からインポートされ、SafeGuard Management
Center の「ユーザーとコンピュータ」ペインに表示されている必要があります。
昇格したユーザーがセキュリティ担当者として SafeGuard Management Center にログ
オンするには、ユーザー証明書が必要です。この証明書は、ユーザーを昇格する際に作
成できます。ユーザーをセキュリティ担当者に昇格 (p.66) を参照してください。Windows
ログオン情報を使用してログオンするには、秘密鍵を含む .p12 ファイルが SafeGuard
Enterprise データベースに存在する必要があります。トークンまたはスマートカード PIN
を使用してログオンするには、秘密鍵を含む .p12 ファイルがトークンまたはスマート
カードに存在する必要があります。
注: ユーザーの昇格時に証明書を作成した場合、同ユーザーは、SafeGuard Management
Center にログオンする際、証明書パスワードを使用する必要があります。Windows パス
ワードの入力が求められますが、証明書パスワードを入力する必要があります。なお、
SafeGuard Enterprise Web Helpdesk にログオンする際も同様です。

11.11.2 ユーザーをセキュリティ担当者に昇格
前提条件:ユーザーを昇格するには、マスター セキュリティ担当者 (MSO)、または必要な権
限を持つセキュリティ担当者である必要があります。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. セキュリティ担当者に昇格させるユーザーを右クリックし「このユーザーをセキュリティ
担当者に指定」を選択します。
3. 次に行う手順は、選択したユーザーに対するユーザー証明書があるかどうかによって異
なります。
■

■

ユーザーに対して既にユーザー証明書が割り当てられている場合は、「ロールの選
択」が表示されます。ステップ 4 に進んでください。
ユーザー証明書がない場合は、このユーザーに対して、自己署名鍵ペアを作成するか
どうかを確認するメッセージが表示されます。「はい」をクリックして、「新しい証
明書のパスワード」ダイアログで、パスワードを入力し、確認入力します。次に、
「ロールの選択」ダイアログが表示されます。

4. 「ロールの選択」ダイアログで、必要なロールを選択して、「OK」をクリックします。
ユーザーは昇格し、ユーザーの名前で「セキュリティ担当者」ペインに表示されます。担当
者のプロパティは、ナビゲーション ペインで個々の担当者を選択して表示できます。ユー
ザーの秘密鍵がデータベースに格納されている場合は「トークンなし」が有効になっていま
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す。ユーザーの秘密鍵がトークンまたはスマートカードに存在する場合は、「任意」が有効
になっています。
必要に応じて、「セキュリティ担当者」ツリー ビューの必要な場所にセキュリティ担当者
をドラッグ アンド ドロップすることができます。
セキュリティ担当者は表示された名前で SafeGuard Management Center にログオンできま
す。

11.11.3 セキュリティ担当者のマスター セキュリティ担当者への昇格
前提条件:セキュリティ担当者を昇格するには、セキュリティ担当者を表示して変更する権
限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ペインで、昇格するセキュリティ担当者を右クリックし、「マスター セ
キュリティ担当者 (MSO) に昇格」を選択します。
3. 昇格した担当者に子がある場合、子の新しい親ノードを選択するよう求められます。
セキュリティ担当者が昇格し、「マスター セキュリティ担当者」ノードの下に表示されま
す。マスター セキュリティ担当者に昇格した担当者には、すべてのオブジェクトに対する
全種類の権限が付与されるため、割り当てられているロールや「ユーザーとコンピュータ」
で個別に付与されているドメインのアクセス権はすべて失われます。

11.12 マスター セキュリティ担当者の降格
前提条件:マスター セキュリティ担当者をセキュリティ担当者に降格するには、マスター セ
キュリティ担当者の権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ペインで、降格するマスター セキュリティ担当者を右クリックし、「セ
キュリティ担当者に降格する」を選択します。
3. 担当者の親ノードを選択して少なくとも 1つのロールを割り当てるよう求められます。
セキュリティ担当者が降格し、「セキュリティ担当者」ノードの下に表示されます。降格し
た担当者はすべてのオブジェクトに対する権限すべてを失い、そのロールに割り当てられた
権限だけを受け取ります。降格した担当者には、ドメインに対する権限は何もありません。
「アクセス」タブの下にある「ユーザーとコンピュータ」ペインで、ドメイン アクセス権
限を個別に付与する必要があります。

11.13 セキュリティ担当者証明書の変更
前提条件:セキュリティ担当者またはマスター セキュリティ担当者の証明書を変更するに
は、セキュリティ担当者を表示する権限と作成する権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ペインで証明書を変更するセキュリティ担当者をクリックします。割り
当てられた現在の証明書が、右側の処理ペインの「証明書」フィールドに表示されます。
3. 処理ペインで、「証明書」ドロップダウン リストをクリックして異なる証明書を選択し
ます。
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4. ツール バーの「保存」アイコンをクリックして、変更をデータベースに保存します。

11.14 セキュリティ担当者のツリー ビューでの配置
セキュリティ担当者は、企業の組織構造を反映するよう「セキュリティ担当者」のナビゲー
ション ペインで階層的に配置できます。
ツリー ビューで、マスター セキュリティ担当者を除くすべてのセキュリティ担当者を配置
できます。MSO は MSO ノードの下に非階層的なリストで表示されます。セキュリティ担
当者ノードはツリー ビューを含んでおり、各ノードがセキュリティ担当者を表します。た
だし、これは、権限とロールに関する階層を意味するものではありません。
前提条件:セキュリティ担当者をツリー ビューで移動するには、セキュリティ担当者を表示
して変更する権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ペインで、個々のノードに移動する担当者を選択してドラッグ アンド
ドロップします。
選択した担当者のすべての子も移動します。

11.15 セキュリティ担当者の迅速な切り替え
作業を容易にするため、SafeGuard Management Center を迅速に再起動して、別の担当者
としてログオンできます。
1. SafeGuard Management Center で「ファイル > 担当者の変更 」を選択します。SafeGuard
Management Center が再起動し、ログイン ダイアログが表示されます。
2. SafeGuard Management Center にログオンするために使用するセキュリティ担当者を選
択し、パスワードを入力します。Multi Tenancy モードで作業している場合、同じデータ
ベース構成にログオンします。
SafeGuard Management Center が再起動し、ログオンした担当者に割り当てられたビュー
を表示します。

11.16 セキュリティ担当者の削除
前提条件:セキュリティ担当者またはマスター セキュリティ担当者を削除するには、セキュ
リティ担当者を表示する権限と削除する権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」を選択します。
2. ナビゲーション ペインで、削除するセキュリティ担当者またはマスター セキュリティ担
当者を右クリックし、「削除」を選択します。ログオンした担当者を削除することはで
きません。
3. 担当者に子がある場合、子の新しい親ノードを選択するよう求められます。
担当者がデータベースから削除されます。
注: 単にセキュリティ担当者に昇格されたユーザーでなく、セキュリティ担当者として明示
的に作成された 1人のマスター セキュリティ担当者が、必ずデータベースに残されている
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必要があります。セキュリティ担当者に昇格されたユーザーがデータベースから削除される
と、そのユーザー アカウントもデータベースから削除されます。
注: 追加認証を含むロールが削除する担当者に割り当てられていて、それ以外の人にはこの
ロールが割り当てられていない場合でも、この担当者は削除されます。追加認証はマスター
セキュリティ担当者によって引き継がれます。
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12 鍵と証明書
デフォルト設定の SafeGuard Enterprise では、ディレクトリ構造をインポートする時に、
以下のオブジェクトに対して鍵が自動的に生成されます。
■

ドメイン

■

コンテナ/OU

また、これらの鍵は、対応するオブジェクトに割り当てられます。必要に応じて、コンピュー
タ鍵およびユーザー鍵が生成されます。
グループ用の鍵
デフォルト設定の SafeGuard Enterprise では、グループに対して鍵を自動的に生成しませ
ん。デフォルトで生成しない設定になっています。セキュリティ担当者は、「ツール > オ
プション」から「鍵」タブを選択して、この動作を変更できます。「鍵」タブで「グルー
プ」を選択した場合、データベースの同期後、SafeGuard Enterprise でグループ鍵が自動的
に生成されます。「同期」タブの下部に、同期を実行した後、鍵の生成対象の項目が表示さ
れます。
鍵を削除することはできません。鍵は SafeGuard Enterprise Database 内に永続的に保持さ
れます。
エンドポイントを初めて起動するときに、SafeGuard Enterprise によってこのエンドポイン
トのコンピュータ鍵 (定義済みのマシン鍵) が生成されます。
注: 定義済みのマシン鍵は、エンドポイントにボリューム ベースの暗号化機能がインストー
ルされた場合のみ生成されます。
各ユーザーは、ログオン時に各自のユーザー鍵リングからすべての鍵を取得します。ユー
ザー鍵リングは、以下の鍵から構成されています。
■

ユーザーがメンバーとして属するグループの鍵

■

ユーザーがメンバーとして属するグループのコンテナ全体/OU の鍵

ユーザー鍵リング内の鍵によって、ユーザーがアクセスできるデータが決まります。ユー
ザーは、対応する鍵のあるデータのみにアクセスできます。
注: ユーザーの鍵リングに表示する未使用のグループ鍵の数を制限するには、鍵を非表示に
することができます。詳細は、鍵を非表示にする (p. 72) を参照してください。
特定のユーザーのすべての鍵を表示するには、「ユーザーとコンピュータ」をクリックし、
「鍵」タブを選択します。
すべての鍵を表示するには、SafeGuard Management Center で「鍵と証明書」をクリック
して、「鍵」を選択します。「割り当てられた鍵」および「非アクティブな鍵」の一覧を生
成できます。
注: 「割り当てられた鍵」の一覧には、「読み取り専用」または「フルアクセス権」権限の
あるオブジェクトに対して割り当て済みの鍵のみが表示されます。「鍵」ビューには、アク
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セス可能かどうかに関わらず、鍵の総数が表示されます。「割り当てられた鍵」の一覧に
は、アクセス権限に応じて使用可能な鍵の数が表示されます。
1. 「ユーザーとコンピュータ」をクリックすると表示が開きます。
2. 選択したオブジェクトの鍵が、処理ペインおよび個々のビューに表示されます。
3. 処理ペインの内容は、ナビゲーション ペインでの選択内容に応じて表示されます。選択
したオブジェクトに割り当てられたすべての鍵が表示されます。
4. 「使用できる鍵」で、使用できる鍵すべてが表示されます。選択したオブジェクトにす
でに割り当てられている鍵はグレーアウト表示されます。「フィルタ」を選択すると、
オブジェクトに割り当て済みの鍵 (有効) とオブジェクトに未割り当ての鍵 (無効) が切り
替わります。
インポート後、各ユーザーは、データの暗号化に使用できる鍵をいくつか受け取ります。

12.1 データの暗号化に使用する鍵
「デバイス保護」タイプのポリシーを定義すると、特定のボリュームの暗号化に使用する鍵
がユーザーに割り当てられます。
「デバイス保護」タイプのポリシーで、メディアごとに「暗号化に使用される鍵」を指定で
きます。
ここでは、ユーザーが暗号化に使用できる鍵または使用する必要がある鍵を定義します。
■

ユーザー鍵リング内の任意の鍵
Windows にログオン後、ユーザーは、個々のボリュームの暗号化に使用する鍵を選択で
きます。ダイアログが表示され、ユーザーは必要な鍵を選択できます。

■

ユーザー鍵リング内の任意の鍵 (ユーザー鍵を除く)
ユーザーはデータの暗号化に自身の個人用の鍵を使用できません。

■

ユーザー鍵リング内の任意のグループ鍵
ユーザーは、自身のユーザー鍵リング内のグループ鍵を 1つだけ選択できます。

■

定義済みのマシン鍵
定義済みのマシン鍵は、このコンピュータを初めて起動するときに、SafeGuard Enterprise
によってこのコンピュータ専用に生成される固有の鍵です。ユーザーは他に選択するこ
とはできません。通常、定義済みのマシン鍵が、起動およびシステム パーティション、
および、「Documents and Settings」が置かれているドライブに使用されます。

■

一覧の定義済みの鍵
ユーザーが暗号化に必要な特定の鍵を定義できます。この方法でユーザーに対して鍵を
指定するには、「暗号化の定義済みの鍵」で鍵を定義する必要があります。このオプショ
ンは、「一覧の定義済みの鍵」を選択すると表示されます。
「暗号化の定義済みの鍵」の横にある「[...]」ボタンをクリックすると、ダイアログが表
示され、鍵を指定できます。ユーザーが対応する鍵を所有していることも確認します。
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選択する鍵をハイライト表示し、「OK」をクリックします。選択した鍵は、エンドポイ
ント コンピュータで暗号化に使用されます。

12.1.1 ユーザーとコンピュータで鍵を割り当てる
ユーザーに鍵を割り当てるには、対象オブジェクトに対する「フルアクセス権」が必要で
す。
ユーザーに新しい鍵を割り当てる方法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインで、対象のオブジェクト (ユーザー、グループ、コンテナなど) を
選択します。
3. 「鍵」タブで右クリックして、ショートカット メニューから「新しい鍵の割り当て」を
選択します。
4. 「新しい鍵の割り当て」ダイアログで次の操作を行います。
a) 鍵の「シンボリック名」および「説明」を入力します。
b) ユーザーの鍵リングで鍵を非表示にするには、「鍵の非表示」チェック ボックスを
選択します。
5. 「OK」をクリックします。
鍵が割り当てられ、「鍵」タブに表示されます。

12.1.2 鍵を非表示にする
エンドポイントでユーザーの鍵リングに表示する未使用のグループ鍵の数を制限するため、
鍵を非表示にすることができます。ユーザーの鍵リングに表示されていない鍵を使用して暗
号化されたファイルにアクセスすることはできますが、ファイルを新たに暗号化することは
できません。
鍵を非表示にする方法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center を開き、「鍵と証明書」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインで、「鍵」をクリックし、「割り当てられた鍵」をクリックしま
す。
「割り当てられた鍵」ビューに「鍵を表示しない」列が表示されます。
3. 非表示にする鍵を指定する方法には、次の 2とおりあります。
■

■

該当する鍵に対して「鍵を表示しない」チェック ボックスを選択します。
1つまたは複数の鍵を選択して右クリックして、ショートカット メニューを表示しま
す。
「ユーザーに鍵を表示しない」を選択します。

4. 変更内容をデータベースに保存します。
指定した鍵は、ユーザーの鍵リングに表示されなくなります。
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エンドポイントにてユーザーの鍵リングを表示することに関する詳細は、SafeGuard
Enterprise ユーザー ヘルプの「システム トレイ アイコンとツールチップ」の章を参照して
ください。
注: 鍵を非表示にして暗号化することがポリシーで指定されている場合、エンドポイントに
おける暗号化で「鍵を表示しない」の設定内容は無視されます。

12.2 File Encryption を使ったファイル ベースの暗号化用
の個人鍵
個人鍵は、特定のユーザーに対して作成される特別な暗号化鍵で、他のユーザーと共有する
ことはできません。特定のユーザーに対してアクティブな個人鍵は、「アクティブな個人
鍵」と呼ばれます。アクティブな個人鍵を他のユーザーに割り当てることはできません。
「File Encryption」ポリシーでは、鍵名でなく、「個人鍵」プレースホルダを使用して暗
号化ルールを定義することができます。このようなルールでは、ユーザーのアクティブな個
人鍵が使用されます。
パス C:\encrypt を個人鍵を使って暗号化する暗号化ルールを定義すると、ユーザーごとに
異なる鍵が使用されます。したがって、特定のフォルダ内の情報は、該当するユーザーごと
に機密扱いできます。詳細はFile Encryption (p. 182) を参照してください。
File Encryption ルールで、暗号化に使用する個人鍵が定義されている場合、アクティブな個
人鍵を持っていない該当ユーザーに対して、個人鍵が自動的に作成されます。
必要な権限のあるセキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center で、一部のユー
ザーや特定のグループ内のすべてのユーザーに対して、個人鍵を作成することができます。
また、ユーザーが会社を辞めた場合など、アクティブな個人鍵を降格することもできます。

12.2.1 個人鍵の自動作成
File Encryption ルールで、暗号化に使用する個人鍵が定義されている場合、アクティブな個
人鍵を持っていないユーザー用の個人鍵は、SafeGuard Enterprise Server で自動的に作成
されます。エンドポイントでポリシーを受信してから、必要となるアクティブな個人鍵が使
用可能になるまでの間、ユーザーは File Encryption ルールが適用されているフォルダ内で
新しいファイルを作成することができません。
個人鍵を使用する File Encryption ポリシーを、多数のユーザー (数百人以上) に対して初め
て展開する場合は、SafeGuard Management Center で個人鍵を作成することを推奨します
(複数のユーザーに対して個人鍵を作成する (p. 74) を参照)。これによって、SafeGuard
Enterprise Server に与える負荷が軽減されます。

12.2.2 ユーザー 1人に対して個人鍵を作成する
個人鍵を作成するには、「鍵の作成」および「鍵を割り当てる」権限が必要です。さらに、
対象オブジェクトに対する「フルアクセス権」が必要です。アクティブな個人鍵を置き換え
るには、「個人鍵を管理する」権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインで、対象ユーザーを選択します。
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3. 「鍵」タブで右クリックして、ショートカット メニューから「新しい鍵の割り当て」を
選択します。
4. 「新しい鍵の割り当て」ダイアログで次の操作を行います。
a) 個人鍵の説明を入力します。
b) 個人鍵をユーザーの鍵リングで非表示にする場合は、「鍵の非表示」を選択します。
5. アクティブな個人鍵を持っている、または、まだ持っていないユーザーのどちらに対し
て個人鍵を作成しているかによって、「新しい鍵の割り当て」ダイアログに表示される
チェックボックスは異なります。表示されるチェックボックスを選択して、新しく作成
された鍵を個人鍵として定義してください。
■

■

個人鍵:このチェックボックスは、まだアクティブな個人鍵を持っていないユーザー
に対して表示されます。
アクティブな個人鍵を置き換える:このチェックボックスは、すでにアクティブな個
人鍵を持っているユーザーに対して表示されます。

6. 「OK」をクリックします。
選択したユーザーに対して個人鍵が作成されます。「鍵」タブに、作成した鍵が、ユーザー
の「アクティブな個人鍵」として表示されます。すでにアクティブな個人鍵を持っていた
ユーザーの場合、既存の鍵は降格され、新しい鍵が与えられます。降格された個人鍵は、
ユーザーの鍵リングに残ります。アクティブな個人鍵を他のユーザーに割り当てることはで
きません。

12.2.3 複数のユーザーに対して個人鍵を作成する
個人鍵を作成するには、「鍵の作成」および「鍵を割り当てる」権限が必要です。さらに、
対象オブジェクトに対する「フルアクセス権」が必要です。既存のアクティブな個人鍵を置
き換えるには、「個人鍵を管理する」権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 個人鍵を作成する対象のノードを、ナビゲーション ペインで右クリックします。
■

ドメインノード

■

ルートやドメイン内の「.自動登録済み」ノード

■

組織単位のノード

3. ショートカット メニューで「ユーザー用の個人鍵の作成」を選択します。
4. 「ユーザー用の個人鍵を作成する」ダイアログで次の操作を実行します。
a) 個人鍵の説明を入力します。
b) 個人鍵をユーザーの鍵リングで非表示にする場合は、「鍵の非表示」を選択します。
c) 既存のアクティブな個人鍵を新しいもので置き換えるには、「既存のアクティブな個
人鍵を置き換える」を選択します。
5. 「OK」をクリックします。
選択したノード内のユーザーすべてに対して、それぞれ個人鍵が作成されます。「鍵」タブ
に、作成した鍵がそれぞれ、各ユーザーの「アクティブな個人鍵」として表示されます。す
でにアクティブな個人鍵を持っていたユーザーに対して「既存のアクティブな個人鍵を置き
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換える」を選択した場合、既存の鍵は降格され、新しい鍵が与えられます。降格された個人
鍵はそれぞれ、各ユーザーの鍵リングに残ります。個別のアクティブな個人鍵を他のユー
ザーに割り当てることはできません。

12.2.4 アクティブな個人鍵を降格する
アクティブな個人鍵を手動で降格するには、「鍵を変更する」および「個人鍵を管理する」
権限が必要です。デフォルトで、「個人鍵を管理する」権限は、事前定義済みのロール、
「マスター セキュリティ担当者」に割り当てられていますが、ユーザーが新たに定義した
ロールに割り当てることもできます。さらに、対象オブジェクトに対する「フルアクセス
権」が必要です。
ユーザーが会社を辞めた場合など、アクティブな個人鍵を手動で降格することができます。
「個人鍵を管理する」権限がある場合、このユーザーの降格された個人鍵を他のユーザーに
割り当て、この鍵で暗号化されたファイルへの読み取り専用アクセスを与えることができま
す。ただし、他のユーザーは、この鍵を使ってファイルを暗号化することはできません。
注: この操作を元に戻すことはできません。降格された個人鍵は、いかなるユーザーに対し
てもアクティブな個人鍵として使用することはできません。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインで、対象ユーザーを選択します。
3. 「鍵」タブで、「アクティブな個人鍵」を右クリックし、ショートカット メニューで
「個人鍵の降格」を選択します。
鍵は降格されます。これは、引き続き個人鍵ですが、アクティブな個人鍵として使用するこ
とはできなくなりました。File Encryption ルールで、暗号化に使用する個人鍵が定義されて
いる場合、アクティブな個人鍵を持っていないユーザー用の個人鍵は、SafeGuard Enterprise
Server で自動的に作成されます。

12.3 証明書
■

■

■

■

ユーザーごとに証明書 1つのみを割り当てることができます。ユーザー証明者がトーク
ンに保存されている場合、ユーザーは、そのトークン (暗号化トーク - Kerberos) を使用
してのみ各自のエンドポイントにログオンすることができます。
ユーザー証明書をインポートするときに、証明書の公開セクションと個人用セクション
の両方がインポートされることに注意してください。公開セクションしかインポートさ
れなかった場合には、トークン認証のみに対応しますます。
CA 証明書と CRL (証明書失効リスト) の組み合わせが一致する必要があります。そうし
ないと、ユーザーは対応するエンドポイントにログオンできません。組み合わせが正し
いかどうかを確認してください。SafeGuard Enterprise では、この確認は行われません。
証明機関 (CA) 証明書をデータベースで削除して、再使用しない場合は、すべての管理者
コンピュータのローカル ストアから、これらの証明書を手動で削除する必要がありま
す。
同じトークン上に古い鍵と新しい鍵が存在する場合、SafeGuard Enterprise は期限が切
れている証明書のみと通信できます。
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■

■

■

■

CA 証明書をトークンから取得して、データベースまたは証明書ストアに保存すること
はできません。CA 証明書を使用する場合は、トークンだけでなくファイル形式でも使
用できる必要があります。これは CRL にも当てはまります。
SafeGuard Enterprise によって生成される証明書は、SHA-1 または SHA-256 で署名さ
れています。SHA-256 ではよりセキュリティ機能が拡張されており、デフォルトで、初
回インストールに対して使用されます。SafeGuard Enterprise 6 以前のエンドポイント
を管理する必要がある場合、または以前のバージョンからアップグレードする場合は、
デフォルトで SHA-1 が使用されます。
顧客によって提供され、SafeGuard Enterprise にインポートされた証明書は、現在、
RFC3280 に基づいて検証されません。たとえば、暗号化目的で署名の証明書を使用する
ことは禁止されていません。
セキュリティ担当者のログオン証明書は「MY」証明書ストアにある必要があります。

注: 「鍵と証明書」にある「割り当てられた証明書」の一覧には、「読み取り専用」または
「フルアクセス権」権限のあるオブジェクトに対して割り当て済みの証明書のみが表示され
ます。「証明書」ビューには、アクセス可能かどうかに関わらず、証明書の総数が表示され
ます。「割り当てられた証明書」の一覧には、アクセス権限に応じて使用可能な証明書の数
が表示されます。
証明書を変更するには、ユーザーが所属するコンテナに対する「フルアクセス権」が必要で
す。

12.3.1 CA 証明書と証明書失効リストをインポートする
CA 証明書を使用している場合は、証明書失効リスト (CRL) を含む、完全な CA 階層を
SafeGuard データベースにインポートしてくださ。CA 証明書をトークンから取得すること
はできず、一方、ファイルとして SafeGuard Enterprise データベースにインポートできる
必要があります。証明書失効リスト (CRL) についても同様です。
1. SafeGuard Management Center を開き、「鍵と証明書」をクリックします。
2. 「証明書」をクリックして、ツールバーで「CA 証明書をインポートする」アイコンを
クリックします。インポートする CA 証明書ファイルを参照します。
インポートした証明書が、右側の作業ペインに表示されます。
3. 「証明書」をクリックして、ツールバーで「CRL のインポート」アイコンをクリックし
ます。インポートする CRL ファイルを参照します。
インポートした CRL が、右側の作業ペインに表示されます。
4. CA と CRL が正しく、また一致することを確認してください。当該のコンピュータに
ユーザーがログオンするには、CA 証明書が CRL と一致する必要があります。SafeGuard
Enterprise では、この確認は行われません。

12.3.2 自己署名証明書のアルゴリズムを変更する
前提条件:SafeGuard Enterprise のすべてのコンポーネントがバージョン 6.1 以降である必
要があります。
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企業証明書、マシン証明書、セキュリティ担当者証明書、ユーザー証明書など、SafeGuard
Enterprise によって生成される証明書は、セキュリティを強化するため、デフォルトで、初
回のインストール時に「SHA-256」ハッシュ アルゴリズムで署名されます。
SafeGuard Enterprise 6 以前からアップグレードする場合、デフォルトで、「SHA-1」ハッ
シュ アルゴリズムが自己署名証明書に使用されます。アップグレード完了後、セキュリティ
を強化するため、手動で「SHA-256」に変更可能です。
注: SafeGuard Enterprise のコンポーネントすべてとエンドポイントが、最新バージョンに
アップグレード済みの場合のみ、アルゴリズムを「SHA-256」に変更するようにしてくだ
さい。「SHA-256」は、SafeGuard Enterprise 6 エンドポイントが SafeGuard Management
Center 7 によって管理されているなど、バージョンが混在した環境には対応していません。
バージョンが混在した環境では、ここで説明するタスクを実行して、アルゴリズムを
「SHA-256」に変更しないようにしてください。
自己署名証明書のアルゴリズムを変更する手順は次のとおりです。
■

ハッシュ アルゴリズムを変更する。

■

Certificate Change Order (CCO) を作成する。

■

CCO を含む構成パッケージを作成する。

■

SafeGuard Enterprise (データベース) サーバーを再起動する。

■

エンドポイントに構成パッケージを配布し、展開する。

自己署名証明書のアルゴリズムを変更する方法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center で、「ツール > オプション」を選択します。
2. 「全般」タブの「証明書」で、必要なアルゴリズムを「証明書生成用ハッシュアルゴリ
ズム」で選択して、「OK」をクリックします。
3. 「証明書」タブの「要求」で、「更新」をクリックします。「企業証明書の更新」で、
CCO の名前を入力し、バックアップのパスも指定します。P12 ファイル用のパスワード
を入力して、確認入力します。コメントを入力した後 (任意)、「作成」をクリックしま
す。
4. いったんこの変更を行うと元に戻すことができず、また、この企業証明書の更新後に作
成する構成パッケージを、すでにインストール済みのエンドポイントで使用するには、
この CCO を含める必要がある、という内容のダイアログが表示されたら確定します。
5. 更新に成功し、すべての構成パッケージに含める必要のある CCO が作成された、とい
う内容のダイアログが表示されたら確定します。「OK」をクリックします。
6. 「ツール」メニューの「構成パッケージ ツール」をクリックします。
7. 必要な種類のエンドポイント構成パッケージを次から選択します。「管理型クライアン
ト用パッケージ」、「スタンドアロン クライアント用パッケージ」。
8. 「構成パッケージの追加」をクリックし、任意の構成パッケージ名を入力します。
9. 先ほど作成した「CCO」を選択します。
10. 必要に応じてさらに設定を行います。
11. 構成パッケージ (MSI) の出力パスを指定します。
12. 「構成パッケージの作成」をクリックします。
これで、指定したディレクトリに構成パッケージ (MSI) が作成されました。
13. すべての SafeGuard Enterprise (データベース) サーバーを再起動します。
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14. このパッケージを SafeGuard Enterprise の管理対象エンドポイントに配布して、展開し
ます。
SafeGuard Enterprise によって生成される証明書は、変更後のアルゴリズムで署名されるよ
うになります。
詳細は、http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/116791.aspx を参照してくだ
さい。

12.4 企業証明書とマスター セキュリティ担当者証明書
のエクスポート
SafeGuard Enterprise のインストールでは、次の 2つのファイルは重要なため、安全な場所
にバックアップしておく必要があります。
■

■

SafeGuard データベースに保存された企業証明書。
SafeGuard Management Center がインストールされているコンピュータの証明書ストア
にあるマスター セキュリティ担当者 (MSO) の証明書。

どちらの証明書も、バックアップを目的として .p12 ファイルでエクスポートできます。イ
ンストールを復元するには、関連する企業およびセキュリティ担当者の証明書を .p12 ファ
イルとしてインポートし、新しいデータベースの設定時に使用します。このようにすると、
データベース全体を復元する必要がありません。
注: このタスクは、SafeGuard Management Center の初期設定を終えたら、すぐに実行す
ることを推奨します。

12.4.1 企業証明書をエクスポートする
注: マスター セキュリティ担当者のみが、バックアップ等の目的のために、企業証明書を
エクスポートできます。
1. SafeGuard Management Center で、「ツール > オプション」を選択します。
2. 「証明書」タブを選択し、「企業証明書」セクションの「エクスポート」をクリックし
ます。
3. エクスポートされたファイルを保護するために、パスワードを入力するように求められ
ます。パスワードを入力し、確認のために再入力して、「OK」をクリックします。
4. ファイルの名前と保存場所を入力して、「OK」をクリックします。
企業証明書が .p12 ファイルとして指定した場所にエクスポートされ、復旧作業に使用でき
るようになります。

12.4.2 マスター セキュリティ担当者証明書をエクスポートする
SafeGuard Management Center にログオンしている MSO のマスター セキュリティ担当者
証明書をバックアップする方法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center で、「ツール > オプション」を選択します。
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2. 「証明書」タブを選択し、「<管理者> の証明書」セクションで「エクスポート」をク
リックします。
3. エクスポートされたファイルを保護するために、パスワードを入力するように求められ
ます。パスワードを入力し、確認のために再入力して、「OK」をクリックします。
4. ファイルの名前と、エクスポートされるファイルの保存場所を入力し、「OK」をクリッ
クします。
現在ログオンしている MSO のマスター セキュリティ担当者証明書が .p12 ファイルとして
指定した場所にエクスポートされ、復旧作業に使用できるようになります。

12.5 仮想クライアント
注: 仮想クライアントは、SafeGuard フルディスク暗号化と SafeGuard Power-on
Authentication (POA) のみで使用できます。
仮想クライアントは、特定の暗号化された鍵ファイルで、必要なユーザー情報を使用でき
ず、通常はチャレンジ/レスポンスを使用できない場合に (例: SafeGuard POA が破損したと
き）、チャレンジ/レスポンスでの復旧に使用することができます。
このような複雑な復旧操作でチャレンジ/レスポンスを有効にするには、仮想クライアント
と呼ばれるファイルを作成します。そして、チャレンジ/レスポンス セッションを開始する
前に、このファイルをユーザーに配布する必要があります。仮想クライアントを使用する
と、エンドポイント コンピュータ上の鍵修復ツールを使ってチャレンジ/レスポンスを開始
することができます。ユーザーは、必要な鍵の情報をヘルプデスク担当者に渡してレスポン
ス コードを入力するだけで、暗号化されたボリュームに再びアクセスできるようになりま
す。
1つの鍵、または複数の鍵を含む暗号化鍵ファイルを使用することで、復旧が可能です。
SafeGuard Management Center の「鍵と証明書」ペインで、以下を行うことができます。
■

仮想クライアントを作成してエクスポートする。

■

複数の鍵を含む暗号化された鍵ファイルを作成し、エクスポートする。

■

仮想クライアントおよびエクスポートされた鍵ファイルを表示、フィルタする。

■

仮想クライアントを削除する。

12.5.1 仮想クライアントを作成する
仮想クライアント ファイルは、異なる複数のコンピュータで、複数のチャレンジ/レスポン
ス セッションに使用できます。
1. SafeGuard Management Center を開き、「鍵と証明書」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ウィンドウで「仮想クライアント」をクリックします。
3. ツール バーで、「仮想クライアントの追加」をクリックします。
4. 仮想クライアントの一意の名前を入力し、「OK」をクリックします。
データベース内の仮想クライアントは、ここで指定する名前によって識別されます。
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5. ツールバーの「保存」アイコンをクリックして、仮想クライアントをデータベースに保
存します。
新しい仮想クライアントが処理ペインに表示されます。

12.5.2 仮想クライアントをエクスポートする
仮想クライアントを作成した後は、それをファイルにエクスポートする必要があります。こ
のファイルは、常に recoverytoken.tok という名前で、ヘルプデスク担当者に配布する
必要があります。たとえば SafeGuard POA が破損したときなど、復旧ツールを使用して
チャレンジ/レスポンス セッションを開始するには、エンドポイント環境でこのファイルを
使用できる必要があります。チャレンジ/レスポンスを使用できるようにするには、仮想ク
ライアント ファイル recoverytoken.tok を復旧ツールと同じフォルダに置く必要があり
ます。
1. SafeGuard Management Center を開き、「鍵と証明書」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ウィンドウで「仮想クライアント」をクリックします。
3. 処理ペインで、検索アイコンをクリックし、対応する仮想クライアントを検索します。
使用できる仮想クライアントが表示されます。
4. 処理ペインで必要なエントリを選択し、ツール バーの「仮想クライアントのエクスポー
ト」をクリックします。
5. recoverytoken.tok ファイルを格納する場所を選択し 「OK」をクリックします。成
功したことを伝えるメッセージが表示されます。
6. この仮想クライアント ファイル recoverytoken.tok を、個々の SafeGuard Enterprise
ユーザーに配布します。
ファイルをメモリなどの安全な保存場所に保管します。チャレンジ/レスポンスを開始する
際、復旧ツールと同じフォルダに、このファイルが存在している必要があります。

12.5.3 仮想クライアント復旧のために鍵ファイルを作成、エクスポート
する
仮想クライアント復旧の間に、暗号化されたボリュームへのアクセスを復旧するために複数
の鍵が必要な場合は、それらを 1つのファイルにまとめてエクスポートできます。この鍵
ファイルは、データベースに保存されているランダムなパスワードを使用して暗号化されま
す。このパスワードは作成される鍵ファイルごとに一意です。
暗号化された鍵ファイルをユーザーに転送し、復旧ツールによるチャレンジ/レスポンス
セッションを開始するときに、ユーザーが鍵ファイルを使用できるようにしておく必要があ
ります。
チャレンジ/レスポンス セッションでは、鍵ファイルのパスワードがレスポンス コードと共
に送信されます。このパスワードを使用して鍵ファイルを復号化し、使用可能な鍵で暗号化
されているすべてのボリュームに再びアクセスできるようになります。
鍵ファイルをエクスポートするには、対象の鍵が割り当てられているオブジェクトに対する
「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center を開き、「鍵と証明書」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、「仮想クライアント」-「エクスポートされた鍵
ファイル」をクリックします。
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3. ツール バーで、「鍵ファイルに鍵をエクスポート」をクリックします。
4. 「鍵ファイルに鍵をエクスポート」で、次のように入力します。
a) ディレクトリ:「[...]」をクリックして鍵ファイルの場所を選択します。
b) ファイル名:鍵ファイルは、ここに表示されるランダムなパスワードを使用して暗号
化されます。この名前は変更できません。
c) 鍵を追加または削除するには、「鍵の追加」または「鍵の削除」をクリックします。
ポップアップ ペインが表示されるので、必要な鍵を検索して選択します。「OK」を
クリックして、選択を確認します。
d) 「OK」をクリックしてすべての入力を確認します。
5. この鍵ファイルを個々のエンドポイント環境に配布します。これは、エンドポイントで
レスポンス コードを入力する際に必要となります。

12.5.4 仮想クライアント ビューの表示、フィルタ表示
チャレンジ/レスポンス時に要求された仮想クライアントや鍵を簡単に発見できるよう、
SafeGuard Management Center の「鍵と証明書」にはフィルタと検索の機能が複数用意さ
れています。

12.5.5 仮想クライアントの表示
1. 左側のナビゲーション ペインで「仮想クライアント」をクリックします。
2. 検索アイコンをクリックし、すべての仮想クライアントの完全な一覧を生成します。
3. 「シンボリック名]」または「鍵 GUID」で、仮想クライアントをフィルタします。

12.5.6 エクスポートされた鍵ファイルの表示
1. SafeGuard Management Center で、「仮想クライアント」-「エクスポートされた鍵ファ
イル」をクリックします。
2. 検索アイコンをクリックし、すべてのエクスポートされた鍵ファイルの完全な一覧を生
成します。
3. ファイルに含まれる鍵を表示するには、目的の鍵ファイルの横にある「+」アイコンをク
リックします。

12.5.7 仮想クライアントを削除する
1. SafeGuard Management Center を開き、「鍵と証明書」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで「仮想クライアント」をクリックします。
3. 処理ペインで、検索アイコンをクリックし、対応する仮想クライアントを検索します。
使用できる仮想クライアントが表示されます。
4. 処理ペインで必要なエントリを選択し、ツールバーの「仮想クライアントの削除」をク
リックします。
5. ツール バーの「保存」アイコンをクリックし、変更をデータベースに保存します。
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仮想クライアントがデータベースから削除されます。
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13 Company Certificate Change Order
Company Certificate Change Order (CCO) は、次の操作を行うために使用します。
■

企業証明書を更新する: 間もなく期限切れになる場合。
管理対象および管理対象外のエンドポイントの両方に対して企業証明書を更新できます
が、操作は管理コンソールのみで実行できます。

■

管理対象外のエンドポイントを別の環境に移動する: 異なる環境にある 2つの Sophos
SafeGuard を 1つの Sophos SafeGuard 環境に結合する場合などです。いずれか 1つの
環境を移動先の環境に指定します。
これを行うには、1つの環境の企業証明書を、移動先の環境の企業証明書と交換します。
注: マスター セキュリティ担当者のみが、CCO を作成できます。他のセキュリティ担
当者に CCO の作成権限を与えるには、マスター セキュリティ担当者は、カスタムロー
ルを作成して、それに「CCO を管理する」権限を割り当てる必要があります。

13.1 企業証明書を更新する
間もなく期限切れになる企業証明書は、SafeGuard Management Center で更新することが
できます。企業証明書の有効期限が切れる 6ヵ月前から、ログオン時に SafeGuard
Management Center で警告が表示されます。有効な企業証明書がないと、エンドポイント
はサーバーに接続することができません。企業証明書の更新には、次の 3つのステップがあ
ります。
■

Certificate Change Order (CCO) を作成する。

■

CCO を含む構成パッケージを作成する。

■

サーバーを再起動し、エンドポイントに構成パッケージを配布、展開する

企業証明書を更新する方法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center で、「ツール > オプション」を選択します。
2. 「証明書」タブを選択し、「要求」セクションの「更新」をクリックします。
3. 「企業証明書の更新」ダイアログで、CCO の名前を入力し、バックアップのパスも指定
します。P12 ファイル用のパスワードを入力して、確認入力します。コメントを入力し
た後 (任意)、「作成」をクリックします。
4. いったんこの変更を行うと元に戻すことができず、また、この企業証明書の更新後に作
成する構成パッケージを、すでにインストール済みのエンドポイントで使用するには、
この CCO を含める必要がある、という内容のダイアログが表示されたら確定します。
5. 更新に成功し、すべての構成パッケージに含める必要のある CCO が作成された、とい
う内容のダイアログが表示されたら確定します。「OK」をクリックします。
6. 「ツール」メニューの「構成パッケージ ツール」をクリックします。
7. 「管理型クライアント用パッケージ」を選択します。
8. 「構成パッケージの追加」をクリックし、任意の構成パッケージ名を入力します。
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9. 「プライマリ サーバー」を割り当てます (「セカンダリ サーバー」は任意です)。
10. 企業証明書を更新するために作成した「CCO」を選択します。
11. 「転送の暗号化」モードを選択して、SafeGuard Enterprise Client と SafeGuard Enterprise
Server との間の接続を暗号化する方法を定義します。SafeGuard 転送暗号化と SSL 暗
号化の 2種類から選択できます。
SSL の利点は、標準プロトコルであること、また SafeGuard 転送暗号化と比較して、よ
り高速な接続を実現できることです。SSL 暗号化は、デフォルトで選択されています。
SSL を使用して転送の接続を保護する方法の詳細は、「SafeGuard Enterprise インス
トールガイド」を参照してください。
12. 構成パッケージ (MSI) の出力パスを指定します。
13. 「構成パッケージの作成」をクリックします。
「転送データの暗号化」モードとして SSL 暗号化を選択した場合は、サーバー接続が検
証されます。接続に失敗すると、警告メッセージが表示されます。
これで、指定したディレクトリに構成パッケージ (MSI) が作成されました。すべての SGN
サーバーを必ず再起動してください。このパッケージを SafeGuard Enterprise の管理対象
エンドポイントに配布して、展開する必要があります。

13.2 企業証明書を置き換える
エンドポイントを 1つのスタンドアロン環境からもう 1つのスタンドアロン環境に移動する
場合、企業証明書を置き換える必要があります。移動するエンドポイントには、移動先の環
境の企業証明書が必要です。そうでない場合、このエンドポイントに、新しい環境のポリ
シーを適用することができません。企業証明書を置き換えるために必要な操作は、SafeGuard
Management Center と Policy Editor のどちらにおいても実行できます。以下の説明で、「管
理ツール」は SafeGuard Management Center と SafeGuard Policy Editor の両方を指しま
す。企業証明書を置き換える手順は、両ツールでまったく同じです。
次の前提条件を満たす必要があります。
どちらの Management Center/Policy Editor 環境をもとに操作を行うか (つまり置き換え元
と置き換え先) を決定してください。移動するエンドポイントの構成パッケージを作成した
ときに使用した Management Center/Policy Editor は置き換え元になります。エンドポイン
トの移動先にある Management Center/Policy Editor は置き換え先になります。
企業証明書を置き換える方法は次のとおりです。
1. 置き換え先の管理ツールで、企業証明書をエクスポートします。「ツール」メニューで、
「オプション」をクリックします。「証明書」タブを選択し、「企業証明書」の「エク
スポート」ボタンをクリックします。証明書のバックアップ用パスワードを入力・確認
入力して、出力先ディレクトリとファイル名を選択します。企業証明書が出力されます
(.cer ファイル)。
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2. 置き換え元の管理ツールの「ツール」メニューで、「オプション」をクリックします。
そして、「証明書」タブを選択し、「要求」セクションの「作成...」をクリックします。
「CCO の作成」ダイアログで、置き換え先の管理ツールで出力した企業証明書 (ステッ
プ 1) を参照します。正しい証明書が選択されていることを確認します。「作成」をク
リックして .cco ファイルの出力先ディレクトリとファイル名を選択します。Company
Certificate Change Order (CCO) を作成することを確認します。CCO は、特定のエン
ドポイントに関連付けされていません。CCO を使用すれば、置き換え元の環境にある任
意のエンドポインを移動できます。
3. 置き換え先の管理ツールで、置き換え元の管理ツールで作成した CCO をインポートす
る必要があります。「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」をクリックし、
「CCO」タブを選択します。「インポート」をクリックします。
4. 「CCO のインポート」ダイアログで、置き換え元の管理ツールで作成した CCO を選択
し、CCO 名と説明 (任意) を入力します。「OK」をクリックします。
5. 置き換え先の管理ツールで、構成パッケージを作成します。「ツール」メニューの「構
成パッケージ ツール > スタンドアロン クライアント用パッケージ」をクリックして、
新しい構成パッケージを追加します。「CCO」カラムのドロップダウン メニューで、イ
ンポートした CCO を選択します。「構成パッケージの出力パス」で、パスを指定しま
す。「構成パッケージの作成」をクリックします。指定した場所に構成パッケージが作
成されます。
6. この構成パッケージを、移行するすべてのエンドポイントにインストールします。

13.3 Company Certificate Change Order (CCO) を管理す
る
SafeGuard Management Center の「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」をク
リックします。作成された CCO すべてが、「CCO」タブに表示されます。
選択した CCO の詳細情報は、ダイアログの下部に表示されます。
企業証明書を更新するために CCO が作成された場合、更新する証明書は「元の企業証明
書」です。エンドポイントを移動するために CCO が作成された場合は、移動先の環境の企
業証明書を更新してください。
「移動先の企業証明書」は、企業証明書を更新するため、またはエンドポイントの移動先の
環境の企業証明書を更新するために CCO が作成された場合の新しい企業証明書です。
証明書の詳細の下には、選択した CCO の対象タスクが表示されます。
注: CCO を管理するには、「CCO を管理する」権限が必要です。

13.3.1 インポート
構成パッケージの作成時に、企業証明書を変更するために別の管理ツールを使用して作成し
た CCO を指定するには、まず、その CCO をインポートする必要があります。
「インポート...」をクリックすると表示されるダイアログで、CCO を選択して、名前を付
けることができます。ここで付けた名前は、「構成パッケージ ツール」の「CCO」タブに
表示されます。
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13.3.2 エクスポート
「エクスポート」機能を使って、データベースに保存されている CCO をエクスポートした
後、.cco 形式で使用することができます。
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14 ポリシーの使用について
以下のセクションでは、ポリシーに関する管理タスク (ポリシーの作成、グループ化、バッ
クアップなど) について説明します。
注: ポリシーの割り当て・削除・編集を行うには、該当するオブジェクトおよびそのポリ
シーが適用されるグループに対する「フルアクセス権」が必要です。
SafeGuard Enterprise で指定できるポリシー設定の詳細は、ポリシーの設定 (p. 125) を参照
してください。

14.1 ポリシーを作成する
1. 初期構成中に設定したパスワードを使用して SafeGuard Management Center にログオ
ンします。
2. ナビゲーション エリアで、「ポリシー」をクリックします。
3. ナビゲーション ペインで「ポリシー項目」を右クリックし、「新規作成」を選択しま
す。
4. ポリシーの種類を選択します。
新しいポリシーの名前を入力するためのダイアログが表示されます。
5. 新しいポリシーの名前を入力し、必要に応じて説明を入力します。
「デバイス保護」のポリシー:
デバイス保護のポリシーを作成した場合は、デバイス保護の対象も指定する必要があり
ます。次の対象を選択できます。
■

大容量記憶装置 (ブート ボリューム/他のボリューム)

■

リムーバブル メディア

■

光学式ドライブ

■

記憶デバイス モデル

■

特有の記憶デバイス

■

Cloud Storage

対象ごとに、異なるポリシーを作成する必要があります。後で個別のポリシーをまとめ
て、たとえば「暗号化」という名前のポリシー グループを作成できます。
6. 「OK」をクリックします。
ナビゲーション ペインの「ポリシー項目」の下に、新しいポリシーが表示されます。処理
エリアには、選択したポリシーの種類の設定すべてが表示され、必要に応じて変更すること
もできます。
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14.2 ポリシー設定の編集
ナビゲーション ペインでポリシーを選択すると、処理ペインでポリシー設定を編集できま
す。
注:

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

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

アイコン

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

ペイン内のすべてのポリシー設定を「未構成」に設定します。

マークされたポリシーにデフォルト値を指定します。

ペイン内のすべてのポリシー設定にデフォルト値を指定します。

マシン固有のポリシーとユーザー固有のポリシーを区別する
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青字で表示されるポリシー項目

ポリシーはマシンのみに適用され、ユーザーには
適用されません。

黒字で表示されるポリシー項目

ポリシーはマシンとユーザーに適用されます。
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14.3 ポリシー グループ
SafeGuard Enterprise のポリシーを結合してポリシー グループに結合します。1つのポリ
シー グループに、異なる種類のポリシーを含めることができます。SafeGuard Management
Center には、「デフォルト」ポリシー グループがあります。これはデフォルトで、「ユー
ザーとコンピュータ」の「ルート」に割り当てられています。
同じ種類のポリシーをグループ化した場合、設定は自動的に結合されます。この場合、ポリ
シーの設定の優先度を指定できます。優先度の高いポリシーの設定は、優先度の低いポリ
シーの設定よりも優先されます。
定義済みのポリシー設定は、次の場合、他のポリシーの設定によって上書きされます。
■

その設定を持つポリシーの優先度が高い場合。

■

ポリシーの設定が定義されていない場合 (「未構成」)。

注: 重複するポリシーがグループに適用されている場合、優先度の算出を正しくできない場
合があります。一意のポリシー設定を使用するようにしてください。
デバイス保護における例外:
デバイス保護のポリシーは、同じ対象 (例: ブート ボリューム) に対して定義されている場
合のみに結合されます。対象が異なる場合、設定は追加されます。

14.3.1 ポリシーをグループに結合する
前提条件:各種のポリシーは、事前に作成しておく必要があります。
1. ナビゲーション エリアで、「ポリシー」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインで「ポリシー グループ」を右クリックし、「新規作成」を選択し
ます。
3. 「新しいポリシー グループ」をクリックします。ポリシー グループの名前を入力するた
めのダイアログが表示されます。
4. ポリシー グループの名前と、必要に応じて説明を入力します。「OK」をクリックしま
す。
5. ナビゲーション ウィンドウの「ポリシー グループ」に、新しいポリシー グループが表
示されます。
6. 作成したポリシー グループを選択します。処理エリアに、ポリシーのグループ化に必要
な設定すべてが表示されます。
7. グループにポリシーを追加するには、使用できるポリシーのリストから、追加するポリ
シーをポリシー エリアにドラッグします。
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8. ショートカット メニューを使用してポリシーを順番に並べて、各ポリシーの「優先度」
を指定できます。
同じ種類のポリシーをグループ化した場合、設定は自動的に結合されます。この場合、
ポリシーの設定の優先度を指定できます。優先度の高いポリシーの設定は、優先度の低
いポリシーの設定よりも優先されます。オプションが「未構成」に設定されている場合、
優先度の低いポリシーの設定は上書きされません。
デバイス保護における例外:
デバイス保護のポリシーは、同じ対象 (例: ブート ボリューム) に対して定義されている
場合のみに結合されます。対象が異なる場合、設定は追加されます。
9. 「ファイル > 保存」の順に選択して、ポリシーを保存します。
これでポリシー グループには、個別のポリシーの設定すべてが含まれるようになりました。

14.3.2 ポリシーのグループ化の結果
ポリシーのグループ化の結果は、個別に表示されます。
結果を表示するには「結果」タブをクリックします。
■

ポリシーの種類ごとに異なるタブに表示されます。
個別のポリシーをグループに結合した結果の設定が表示されます。

■

デバイス保護のポリシーの場合は、ポリシーの対象 (ブート ボリューム、ドライブ X な
ど) ごとにタブが表示されます。

14.4 ポリシーおよびポリシー グループをバックアップ
する
ポリシーとポリシー グループのバックアップを XML ファイルとして作成できます。必要な
場合は、関連するポリシー/ポリシー グループをこれらの XML ファイルから復元できます。
1. ナビゲーション ペインの「ポリシー項目」または「ポリシー グループ」で、ポリシーや
ポリシー グループを選択します。
2. 右クリックでショートカットメニューを表示し、「ポリシーのバックアップ」を選択し
ます。
注: 「ポリシーのバックアップ」コマンドは「処理」メニューにもあります。
3. 「名前を付けて保存」ダイアログで、XML ファイルのファイル名を入力し、ファイルの
保存場所を選択します。「保存」をクリックします。
ポリシーやポリシー グループのバックアップが、指定したディレクトリに XML ファイルと
して保存されます。
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14.5 ポリシーおよびポリシー グループを復元する
ポリシーやポリシー グループを XML ファイルから復元するには、次の手順を実行します。
1. ナビゲーション ペインで、「ポリシー項目/ポリシー グループ」を選択します。
2. 右クリックでショートカット メニューを表示し、「ポリシーの復元」を選択します。
注: 「ポリシーの復元」コマンドは「処理」メニューにもあります。
3. ポリシーやポリシー グループの復元に使用する XML ファイルを選択し、「開く」をク
リックします。
ポリシーやポリシー グループが復元されます。

14.6 ポリシーを割り当てる
ポリシーを割り当てるには、対象オブジェクトすべてに対する「フルアクセス権」が必要で
す。
1. 「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインで、対象のコンテナ オブジェクト (OU、ドメインなど) を選択し
ます。
3. 「ポリシー」タブに切り替えます。
処理ペインにポリシーの割り当てに必要なすべての項目が表示されます。
4. ポリシーを割り当てるには、一覧からポリシーをドラッグし、「ポリシー」タブにドロッ
プします。
5. ショートカット メニューを使用してポリシーを順番に並べて、各ポリシーの「優先度」
を指定できます。優先度が高いポリシーの設定で優先度の低いポリシーの設定が上書き
されます。ポリシーに対して「上書きなし」を選択すると、その設定は他のポリシーの
設定で上書きされません。
注: 優先度の低いポリシーに対して「上書きなし」を選択すると、優先度の高いポリシー
よりもこのポリシーが優先されます。
「ユーザーとコンピュータ」でポリシーの「優先度」や「上書きなし」設定を変更する
には、ポリシーが割り当てられているオブジェクトすべてに対する「フルアクセス権」
が必要です。オブジェクトすべてに対する「フルアクセス権」がない場合、設定を編集
することはできません。設定を編集しようとすると、情報メッセージが表示されます。
6. 有効化ペインには認証されたユーザーおよび認証されたコンピュータが表示されます。
OU またはドメイン内のすべてのグループにポリシーが適用されます。

14.6.1 個々のグループに対してポリシーを有効にする
ポリシーは常に OU、ドメインまたはワークグループに割り当てられます。ポリシーはコン
テナ オブジェクト内のすべてのグループに適用されます (認証されたユーザーおよび認証さ
れたコンピュータ グループは有効化ペインに表示されます)。
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1つまたは複数のグループに対して、ポリシーを定義し有効にすることもできます。ポリ
シーは、これらのグループのみに適用されます。
注: 個々のグループに対してポリシーを有効にするには、対象グループに対して「フルアク
セス権」が必要です。
1. グループが含まれる OU にポリシーを割り当てます。
2. 有効化ペインには認証されたユーザーおよび認証されたコンピュータが表示されます。
3. この 2つのグループを有効化ペインから「使用できるグループ」の一覧にドラッグしま
す。この状態では、ポリシーはユーザーにもコンピュータにも有効ではありません。
4. 次に、必要なグループ (複数可) を「使用できるグループ」の一覧から有効化ペインにド
ラッグします。
これでこのポリシーはこのグループのみに適用されます。
ポリシーがより上位の OU にも割り当てられた場合、OU 全体に対して定義されたポリシー
に加え、このポリシーがグループに適用されます。

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

「ポリシー」タブに切り替えます。または、

■

「RSOP」タブに切り替えます。

4. 割り当てられたポリシーや使用可能なポリシーを右クリックし、ショートカット メニュー
から「開く」を選択します。
ポリシー ダイアログが表示され、ポリシーの設定を表示、編集できます。
5. 「OK」をクリックして変更を保存します。
6. ポリシーのプロパティを表示するには、ポリシーを右クリックして、ショートカット メ
ニューから「プロパティ」を選択します。
ポリシーの「プロパティ」ダイアログが表示されます。「全般」および「割り当て」情
報を表示できます。

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

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

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

14.9.2 ポリシーの継承
ポリシーはコンテナ オブジェクト間のみで継承できます。コンテナに他のコンテナ オブ
ジェクトがグループ レベルで含まれていない場合は、そのコンテナ内でポリシーを有効化
できます。グループ間で継承することはできません。

14.9.3 ポリシーの継承階層
ポリシーが階層チェーンに沿って割り当てられる場合、ターゲット オブジェクト (ユーザー/
コンピュータ) に最も近いポリシーが最も上位となります。したがって、ターゲットオブ
ジェクトにより近いポリシーが優先されます。

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

14.9.5 ポリシーの間接的な割り当て
ユーザー/コンピュータは、配置先コンテナ オブジェクトが上位のコンテナ オブジェクトか
ら継承したポリシーを取得します (別のコンテナ オブジェクトに配置されているグループの
ユーザーとしてのメンバーシップだけでは不十分です)。
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14.9.6 ポリシーの有効化/無効化
コンピュータ/ユーザーに対してポリシーを有効にするには、グループ レベルで有効化する
必要があります (ポリシーはグループ レベルのみで有効化できます)。このグループが同一
のコンテナ オブジェクトに含まれているかどうかは関係ありません。重要なことは、ユー
ザーまたはコンピュータが、ポリシーに直接的に割り当てられているか、(継承によって) 間
接的に割り当てられているかという点だけです。
コンピュータまたはユーザーが OU または継承ラインの外部にあり、この OU 内にあるグ
ループのメンバーである場合、有効化はこのユーザーまたはコンピュータには適用されませ
ん。このユーザーまたはコンピュータに対する有効な割り当て (直接的または間接的) がな
いからです。確かにグループは有効化されましたが、有効化はポリシーも割り当てられてい
るユーザーおよびマシンのみに適用されます。つまり、オブジェクトに対して直接的または
間接的なポリシーの割り当てが行われていない場合、ポリシーの有効化はコンテナの境界外
には適用されません。
ポリシーは、ユーザー グループまたはコンピュータ グループに対して有効化されること
で、有効になります。ユーザー グループが分析され、次にコンピュータ グループ (「認証
されたユーザー」および「認証されたコンピュータ」も含む) が分析されます。両方の結果
は論理和でリンクされます。この論理和リンクがコンピュータ/ユーザーの関係に対して真
となった場合は、ポリシーが適用されます。
注: 1つのオブジェクトに対して複数のポリシーを有効にすると、前述のルールに従いなが
ら、個々のポリシーが結合されます。つまり、オブジェクトの実際の設定は、複数の異なる
ポリシーから構成されることがあることを意味します。
グループには、次のいずれかの有効化設定を行えます。
■

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

■

非アクティブ化
ポリシーが割り当てられています。グループは有効化ペインにありません。

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

14.9.7 ユーザー/グループの設定
ユーザーに対するポリシーの設定 (SafeGuard Management Center で黒で表示) は、コン
ピュータに対する設定 (SafeGuard Management Center で青で表示) よりも優先します。
ユーザー設定がコンピュータに対するポリシーで指定された場合、これらの設定はユーザー
に対するポリシーによって上書きされます。
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注: ユーザー設定のみが上書きされます。ユーザーに対するポリシーにコンピュータに対す
る設定 (青で表示されている設定) が含まれていても、この設定はユーザー ポリシーによっ
て上書きされません。
例 1:
パスワード長が、コンピュータ グループに対しては 4 に定義され、ユーザー グループには
同じ設定で 3 の値が割り当てられている場合、コンピュータ グループ内のコンピュータ上
でこのユーザーに対してパスワード長 3 が適用されます。
例 2:
サーバーへの接続の間隔 (分) がユーザー グループに対しては 1分に、マシン グループに対
しては 3分に定義されている場合、3分の値が使用されます。1分の値はユーザーに対するポ
リシーで定義されたマシン設定であるためです。

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

14.9.9 割り当て内での優先度
割り当て内では、最も高い優先度 (1) を持つポリシーが、より低い優先度を持つポリシーよ
りも優先されます。
注: 優先度が低く、「上書きなし」が指定されているポリシーが、優先度の高いポリシーと
同じ階層に割り当てられている場合、優先度が低くても、このポリシーが優先されます。

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

95

SafeGuard Enterprise

14.9.11 ステータス インジケータ
ステータス インジケータを設定して、ポリシーの標準ルールを変更できます。
■

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

■

上書きなし
割り当て処理中に設定します。このポリシーは他のポリシーで上書きできません。
「上書きなし」が設定されているポリシーの割り当てがターゲット オブジェクトから遠
いほど、すべての下位コンテナ オブジェクトに対するこのポリシーの影響は強くなりま
す。「上書きなし」が適用された上位コンテナは、下位コンテナのポリシー設定を上書
きします。たとえば、OU に対して「ポリシー継承のブロック」が設定されている場合
でも、設定を上書きできないドメイン ポリシーを定義できます。
注: 優先度が低く、「上書きなし」が指定されているポリシーが、優先度の高いポリシー
と同じ階層に割り当てられている場合、優先度が低くても、このポリシーが優先されま
す。

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

14.9.12.2 ユーザー設定を無視
この設定は、次の場所にあります。
「ポリシー項目」 > 「全般設定 > 設定のロード > ポリシーのループバック」
「全般設定」の「ポリシーのループバック」フィールドでコンピュータのポリシーに対して
「ユーザー設定を無視」を選択し、このポリシーがマシンから取得したものである場合、マ
シン設定のみが分析されます。ユーザー設定は分析されません。
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14.9.12.3 ループバックなし
この設定は、次の場所にあります。
「ポリシー項目」 > 「全般設定 > 設定のロード > ポリシーのループバック」
「ループバックなし」は標準の動作です。ユーザー ポリシーがコンピュータ ポリシーより
も優先されます。

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

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

14.9.13 その他の定義
ポリシーがユーザー ポリシーかマシン ポリシーかについての判断は、ポリシーの取得元に
よって異なります。ユーザー オブジェクトはユーザー ポリシーを持ち、コンピュータはコ
ンピュータ ポリシーを持ちます。見方によって、同一のポリシーがマシン ポリシーでも
あったり、ユーザー ポリシーでもあったりすることがあります。
■

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

■

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

97

SafeGuard Enterprise

15 構成パッケージについて
SafeGuard Management Center で作成できる構成パッケージは次のとおりです。
■

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

■

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

■

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

■

Mac 用の構成パッケージ
Mac は、サーバーのアドレスと企業証明書をこのパッケージ経由で受信します。ステー
タス情報は、SafeGuard Management Center に表示されます。Mac 用の構成パッケー
ジの作成方法の詳細は、Mac 用の構成パッケージを作成する (p. 295) を参照してくださ
い。

注: ネットワークとコンピュータを定期的に調べて、古くなったり、使用されていない構成
パッケージがないか確認し、あればセキュリティ上の理由から削除してください。コンピュー
タやサーバーに新しい構成パッケージをインストールする前に、必ず古い構成パッケージを
アンインストールしてください。
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15.1 管理型エンドポイント用の構成パッケージを作成す
る
前提条件
■

「ユーザーとコンピュータ」ナビゲーション ペインの「インベントリ」タブで、新しい
構成パッケージを受信するエンドポイントに対して、企業証明書の変更が必要かどうか
を確認します。「現在の企業証明書」フィールドが選択されていない場合、 SafeGuard
Enterprise のデータベースとコンピュータにある現在アクティブな企業証明書は異なる
ので、企業証明書の変更が必要となります。

1. SafeGuard Management Center の「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」
をクリックします。
2. 「管理型クライアント用パッケージ」を選択します。
3. 「構成パッケージの追加」をクリックします。
4. 構成パッケージに対して任意のパッケージ名を入力します。
5. プライマリ サーバーを割り当てます (セカンダリ サーバーは任意です)。
6. 必要に応じて、エンドポイントに適用する「ポリシー グループ」を指定します。このポ
リシー グループは、SafeGuard Management Center で事前に作成しておく必要があり
ます。エンドポイントでインストール後のタスクを行う際にサービスアカントを使用す
る場合は、この最初のポリシーグループに各ポリシー設定を追加します。詳細はWindows
ログオン用のサービス アカウントのリスト (p. 114) を参照してください。
7. SafeGuard Enterprise のデータベースにある現在アクティブな企業証明書が、新しい構
成パッケージを受信するエンドポイントにあるものと異なる場合、適切な「CCO
(Company Certificate Change Order) を選択してください。「ユーザーとコンピュータ」
で、該当するドメイン、OU、またはコンピュータの「インベントリ」タブ で、「現在
の企業証明書」にチェックマークがない場合、企業証明書の変更が必要なことを意味し
ます。必要な CCO に関する情報は、「ツール」メニューの「構成パッケージ ツール」
の「CCO」タブを参照してください。
注: 現在アクティブな企業証明書が、SafeGuard Enterprise のデータベースとエンドポ
イントで一致せず、適切な「CCO」が指定されていない場合、エンドポイントへの新し
い構成パッケージの展開は失敗します。
8. 「転送データの暗号化」モードを選択して、SafeGuard Enterprise Client と SafeGuard
Enterprise Server との間の接続を暗号化する方法を定義します。ソフォスの暗号化機能
によるものと SSL 暗号化の 2種類から選択できます。
SSL の利点は、標準プロトコルであること、および SafeGuard 転送暗号化機能を使用す
る場合と同様に接続を高速化できることです。SSL 暗号化は、デフォルトで選択されて
います。SSL を使用して転送の接続を保護する方法の詳細は、「SafeGuard Enterprise
インストールガイド」を参照してください。
9. 構成パッケージ (MSI) の出力パスを指定します。
10. 「構成パッケージの作成」をクリックします。
「転送データの暗号化」モードとして SSL 暗号化を選択した場合は、サーバー接続が検
証されます。接続に失敗すると、警告メッセージが表示されます。
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これで、指定したディレクトリに構成パッケージ (MSI) が作成されました。このパッケージ
をエンドポイントに配布して、展開する必要があります。

15.2 管理対象外のエンドポイント用に構成パッケージを
作成する
1. SafeGuard Management Center の「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」
をクリックします。
2. 「スタンドアロン クライアント用パッケージ」を選択します。
3. 「構成パッケージの追加」をクリックします。
4. 構成パッケージに対して任意のパッケージ名を入力します。
5. エンドポイントに適用する「ポリシー グループ」を指定します。このポリシー グループ
は、SafeGuard Management Center で事前に作成しておく必要があります。
6. 「POA グループ」で、エンドポイントに割り当てる POA ユーザー グループを選択でき
ます。POA ユーザーは、SafeGuard Power-on Authentication がアクティブ化された後
に、エンドポイントにアクセスして管理タスクを実行できます。POA ユーザーを割り当
てるには、POA グループが SafeGuard Management Center の「ユーザーとコンピュー
タ」領域にあらかじめ作成されている必要があります。
7. SafeGuard Enterprise のデータベースにある現在アクティブな企業証明書が、新しい構
成パッケージを受信するエンドポイントにあるものと異なる場合、適切な「CCO
(Company Certificate Change Order) を選択してください。
注: 現在アクティブな企業証明書が、SafeGuard Enterprise のデータベースとエンドポ
イントで一致せず、適切な「CCO」が指定されていない場合、エンドポイントへの新し
い構成パッケージの展開は失敗します。
8. 「鍵バックアップ場所」で、鍵復旧ファイルを格納するための共有ネットワーク パスを
指定するか、または選択します。共有パスは以下の形式で入力します。\\ネットワーク
コンピュータ\ (例: \\mycompany.edu\)ここでパスを指定しない場合、インストール
後にエンドポイントに最初にログオンする際、エンドユーザーはこのファイルの保存場
所を入力する必要があります。
鍵復旧ファイル (XML) は、Sophos SafeGuard で保護されるエンドポイントを復旧する
ために必要で、各コンピュータ上に生成されます。
注: この鍵復旧ファイルは必ずヘルプデスク担当者がアクセスできる場所に保存してく
ださい。または、別の方法でヘルプデスク担当者にファイルを提供することもできます。
このファイルは、企業証明書によって暗号化されています。このため、外付けメディア
またはネットワークに保存しておき、復旧が必要なときにそれをヘルプデスク担当者に
提供することもできます。メールで送信することもできます。
9. 構成パッケージ (MSI) の出力パスを指定します。
10. 「構成パッケージの作成」をクリックします。
これで、指定したディレクトリに構成パッケージ (MSI) が作成されました。このパッケージ
をエンドポイントに配布して、展開する必要があります。

100

管理者ヘルプ

15.3 Mac 用の構成パッケージを作成する
Mac 用の構成パッケージには、サーバー情報と企業証明書が含まれます。Mac はこの情報
を使用して、ステータス情報 (SafeGuard POA 有効/無効、暗号化の状態など) を報告しま
す。ステータス情報は、SafeGuard Management Center に表示されます。
1. SafeGuard Management Center の「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」
をクリックします。
2. 「管理型クライアント用パッケージ」を選択します。
3. 「構成パッケージの追加」をクリックします。
4. 構成パッケージに対して任意のパッケージ名を入力します。
5. プライマリ サーバーを割り当てます (セカンダリ サーバーは任意です)。
6. エンドポイントと SafeGuard Enterprise Server との間の接続の「転送データの暗号化」
として、「SSL」を選択します。Mac 環境で、「Sophos」を「転送データの暗号化」
に指定することはできません。
7. 構成パッケージ (MSI) の出力パスを指定します。
8. 「構成パッケージの作成」をクリックします。
SSLの「転送データの暗号化」モードのサーバー接続が検証されます。接続に失敗する
と、警告メッセージが表示されます。
これで、指定したディレクトリに構成パッケージ (ZIP) が作成されました。次に、このパッ
ケージを Mac に配布して、展開する必要があります。Sophos SafeGuard Native Device
Encryption for Mac および Sophos SafeGuard File Encryption for Mac 用のマニュアル
も参照してください。
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16 SafeGuard Power-on Authentication
(POA)
注: ここでは、SafeGuard フルディスク暗号化のある Windows 7 エンドポイントについて
説明しています。
SafeGuard Enterprise では、OS の起動前にユーザーを識別します。このため、OS の起動
前に SafeGuard Enterprise 独自のシステム コアが開始します。システム コアは改ざんされ
ないように保護され、ハードディスクに非表示で保存されています。ユーザーが SafeGuard
POA で正しく認証された場合のみ、暗号化されたパーティションから、実際の OS (Windows)
が起動します。ユーザーは、後で Windows に自動的にログオンします。エンドポイントが
ハイバネーション (休止状態) から復帰するときにも、同じ手順が実行されます。

SafeGuard Power-on Authentication の特長は次のとおりです。
■

■

■

■

■

マウスを利用し、ドラッグ可能なペインで簡単に操作できる GUI。
企業内のコンピュータで表示する GUI のレイアウト (背景イメージ、ログオン イメー
ジ、ようこそメッセージなど) を、ガイドラインに従って変更可能。
多種のカード リーダーやスマートカードに対応。
起動前でも Windows ユーザー アカウントおよびパスワードを認識。ユーザーは個々の
ログオン情報を覚えておく必要はない。
Unicode に対応しているため、英字以外の GUI にも対応。

16.1 ログオン
SafeGuard Enterprise では、証明書ベースのログオンを行います。このため、ユーザーは、
SafeGuard Power-on Authentication に正常にログオンするために鍵および証明書が必要に
なります。ただし、ユーザー固有の鍵と証明書は、Windows に正常にログオンした後には
じめて作成されます。Windows に正常にログオンしたユーザーだけが、SafeGuard Power-on
Authentication でも正常に認証されます。
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以下に、ユーザーが SafeGuard Enterprise にログオンする手順について簡単に説明します。
SafeGuard POA のログオン手順の詳細については、SafeGuard Enterprise ユーザーヘルプ
を参照してください。

SafeGuard 自動ログオン
はじめてログオンすると、エンドポイント起動後に SafeGuard Enterprise 自動ログオンが
表示されます。
その後の動作
1. 自動ログオンが設定済みのユーザーがログオンされます。
2. クライアントが SafeGuard Enterprise Server で自動的に登録されます。
3. マシン鍵が SafeGuard Enterprise Server に送信され、SafeGuard Enterprise データベー
スに格納されます。
4. マシン ポリシーがエンドポイントに送信されます。

Windows ログオン
Windows のログオン ダイアログが表示されます。ユーザーがログオンします。
その後の動作
1. ユーザー ID とユーザーのログオン情報のハッシュがサーバーに送信されます。
2. ユーザー ポリシー、証明書、および鍵が作成され、エンドポイントに送信されます。
3. SafeGuard POA がアクティブ化されます。

SafeGuard POA ログオン
エンドポイントが再起動すると、SafeGuard POA が表示されます。
その後の動作
1. ユーザーは証明書および鍵を使用でき、SafeGuard POA にログオンできます。
2. ユーザーの公開 RSA 鍵で、すべてのデータが安全に暗号化されます。
3. ログオンする必要がある他のユーザーすべてを、まず SafeGuard POA にインポートす
る必要があります。

16.1.1 ログオン待機時間
SafeGuard Enterprise で保護されたエンドポイントでは、ユーザーが、Windows での認証
または SafeGuard Power-on Authentication で間違ったログオン情報を指定すると、ログオ
ン待機時間が発生します。ログオンに失敗するたびに、遅延時間は長くなります。各ログオ
ン失敗後、ダイアログに待機時間が表示されます。
注: トークンを使用したログオン中にユーザーが間違った PIN を入力した場合、遅延は発
生しません。
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「認証」タイプのポリシーで許可されるログオン試行の回数は、「失敗したログオンの最大
数」オプションを使用して指定できます。失敗したログオンの最大数に達すると、エンドポ
イントはロックされます。ユーザーがそのコンピュータのロックを解除するには、チャレン
ジ/レスポンスを開始する必要があります。

16.2 他の SafeGuard Enterprise ユーザーの登録
Windows に最初にログオンしたユーザーは、SafeGuard POA に自動的に登録されます。は
じめ、他の Windows ユーザーは SafeGuard POA にログオンできません。
他のユーザーは、最初のユーザがインポートする必要があります。他のユーザーのインポー
トの詳細については、SafeGuard Enterprise ユーザーヘルプを参照してください。
誰が新しいユーザーをインポートできるかは、ポリシー設定によって指定されます。このポ
リシーは、SafeGuard Management Center の以下の場所で確認できます。
ポリシー項目
■

種類:マシンの設定

■

フィールド:新しい SGN ユーザーの登録を許可する

デフォルト設定:所有者
エンドポイントの所有者は、SafeGuard Management Center の以下の場所で指定します。
ユーザーとコンピュータ
■

<エンドポイント名> を選択します。

■

「ユーザー」タブ

16.3 ユーザータイプ
SafeGuard Enterprise にはさまざまな種類のユーザーが用意されています。各種ユーザーの
デフォルト設定を変更する方法については、ポリシーの設定 (p.125) を参照してください。
■

■

■

■
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所有者: SafeGuard Enterprise のインストール後、最初にエンドポイントにログオンする
ユーザーは、SGN ユーザーとしてだけでなく、エンドポイントの所有者としても登録さ
れます。デフォルトの設定を変更していない場合、所有者は他のユーザーがエンドポイ
ントにログオンして、SGN ユーザーになることを許可することができます。
SGN ユーザー: すべての権限が付与されている SGN ユーザーは、SafeGuard Power-on
Authentication でログオンできます。また UMA (User Machine Assignment) に追加され、
暗号化データにアクセスするためのユーザー証明書と鍵リングが割り当てられます。
SGN Windows ユーザー: SGN Windows ユーザーは、SafeGuard POA には追加されま
せんが、SGN ユーザーと同様に、暗号化されたファイルにアクセスするための鍵リング
を使用できます。SGN Windows ユーザーは UMA にも追加されるため、追加されたエン
ドポイントで Windows にログオンすることができます。
SGN ゲストユーザー: SGN ゲストユーザーは、UMA に追加されず、SafeGuard POA で
ログオンする権限が与えられず、証明書や鍵リングが割り当てられず、データベースに
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保存されません。SGN ゲストユーザーが Windows にログオンできないように設定する
方法については、マシンの設定 - 基本設定 (p. 156) を参照してください。
■

■

サービスアカウント: サービス アカウントを使えば、ロールアウト担当者や IT 担当者な
どのユーザーがエンドポイントに SafeGuard Enterprise をインストールした後、SafeGuard
Power-on Authentication をアクティブにしたり、コンピュータに自身をユーザー登録し
たりせずに、エンドポイントにログオンできます。サービス アカウントのリストに含ま
れているユーザーは、エンドポイントで Windows にログオンした後、SGN ゲスト ユー
ザーとして扱われます。
POA ユーザー: POA をアクティブ化した後も管理タスクの実行が必要なことがあるかも
しれません。POA ユーザーは、あらかじめ定義されているローカルアカウントで、POA
の通過が許可されていますが、Windows への自動ログオンはありません。POA ユーザー
アカウントでログオンするユーザーは、ユーザー自身の Windows アカウントで Windows
にログオンします。このアカウント (ユーザー ID とパスワード) は、SafeGuard
Management Center の「ユーザーとコンピュータ」で定義され、POA グループに基づ
いてエンドポイントに割り当てられます。詳細は、SafeGuard POA ログオン用の POA
ユーザー (p. 119) を参照してください。

16.4 SafeGuard Power-on Authentication を構成する
SafeGuard POA ダイアログは以下のコンポーネントから構成されています。
■

ログオン画像

■

ダイアログ テキスト

■

キーボードのレイアウトの言語

SafeGuard Management Center のポリシー設定を使用して、SafeGuard POA ダイアログの
外観をお好みに合わせて変更できます。

16.4.1 背景およびログオン画像
デフォルトで、SafeGuard POA の背景画像およびログオン画像には SafeGuard のデザイン
が使用されます。自社のロゴを表示するなど、画像をカスタマイズすることができます。
背景およびログオン画像は、「全般設定」タイプのポリシーで定義します。
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背景画像とログオン画像を SafeGuard Enterprise で使用するには、特定の要件を満たす必
要があります。
背景イメージ
すべての背景画像の最大ファイル サイズ:500 KB
SafeGuard Enterprise は 2種類の背景画像をサポートしています。
■

1024x768 (VESA モード)
色: 制限なし
ポリシー タイプ 「全般設定」のオプション: 「POA の背景イメージ」

■

640x480 (VGA モード)
色:16
ポリシー タイプ 「全般設定」のオプション: 「POA の背景イメージ (低解像度)」

ログオン画像
すべてのログオン画像の最大ファイル サイズ:100 KB
SafeGuard Enterprise は 2種類のログオン画像をサポートしています。
■

413x140
色: 制限なし
ポリシー タイプ 「全般設定」のオプション: 「POA の背景イメージ」

■

413x140
色:16
ポリシー タイプ 「全般設定」のオプション: 「POA のログオン イメージ (低解像度)」

イメージは、まずファイル (BMP、PNG、または JPG) として作成し、作成後、ナビゲー
ション ペインで登録してください。

16.4.1.1 イメージを登録する
1. ポリシーのナビゲーション ペインで、「イメージ」を右クリックし、「新規作成 > イ
メージ」を選択します。
2. 「イメージ名」フィールドにイメージの名前を入力します。
3. 「[...]」をクリックして作成済みのイメージを選択します。
4. 「OK」をクリックします。
ポリシーのナビゲーション ペインの「イメージ」のサブノードに、新しい画像が表示され
ます。画像を選択すると、その画像が処理ペインに表示されます。これで、ポリシーの作成
時に画像を選択できます。
前述の操作で、その他の画像を登録してください。登録したすべての画像がサブノードとし
て表示されます。
注: 「イメージの変更」ボタンを使用すると、割り当てられたイメージを変更できます。
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16.4.2 SafeGuard POA のユーザー定義の情報テキスト
SafeGuard POA をカスタマイズして、次のようなユーザー定義の情報テキストを表示でき
ます。
■

ログオン復旧のためにチャレンジ/レスポンスを開始したときに表示される情報テキスト
(たとえば、「サポート デスク (電話番号: 01234-56789) までお問い合せください」)
情報テキストは、「全般設定」タイプのポリシーの「テキスト」オプションを使用して
設定できます。

■

SafeGuard POA へのログオン後に表示される利用条件
利用条件のテキストは、「マシンの設定」タイプのポリシーの「利用条件のテキスト」
オプションを使用して設定できます。

■

SafeGuard POA へのログオン後に表示される詳細情報テキスト
詳細情報テキストは、「マシンの設定」タイプのポリシーの「詳細情報テキスト」オプ
ションを使用して設定できます。

16.4.2.1 情報テキストを登録する
必須情報を含むテキスト ファイルを SafeGuard Management Center に登録する前に、そ
れらを作成しておく必要があります。情報テキストの最大ファイル サイズは、50KB です。
SafeGuard Enterprise は、Unicode UTF-16 でエンコーディングされたテキストのみを使用
します。このエンコーディング形式でテキスト ファイルを作成しないと、登録時に自動的
に変換されます。したがって、SafeGuard POA 用に作成する情報テキストで特殊文字を使
用する場合は注意が必要です。一部の文字が正しく表示されないことがあります。
情報テキストを登録するには、次の手順を実行します。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「テキスト」を右クリックし、「新規作成 > テ
キスト」を選択します。
2. 「テキスト項目名」フィールドに表示するテキスト名を入力します。
3. 「[...]」をクリックして、作成済みのテキスト ファイルを選択します。ファイルの変換
が必要な場合は、メッセージが表示されます。
4. 「OK」をクリックします。
ポリシーのナビゲーション ペインの「テキスト」のサブノードに、新しいテキスト項目が
表示されます。テキスト項目を選択すると、その内容がペインの右側に表示されます。これ
で、ポリシーの作成時に、このテキスト項目を選択できます。
その他のテキスト項目も、前述の操作で登録してください。登録したすべてのテキスト項目
がサブノードとして表示されます。
注: 「テキストの変更」ボタンを使用すると、既存のテキストに新しいテキストを追加でき
ます。このボタンをクリックすると、別のテキスト ファイルを選択するためのダイアログ
が表示されます。このファイルに含まれるテキストは、既存のテキストの末尾に追加されま
す。
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16.4.3 SafeGuard POA ダイアログ テキストの言語
SafeGuard Enterprise 暗号化ソフトウェアのインストール後、SafeGuard POA ダイアログ
のテキストは、SafeGuard Enterprise インストール時にエンドポイントの Windows の「地
域と言語のオプション」で設定されたデフォルト言語で表示されます。
SafeGuard Enterprise のインストール後、SafeGuard POA ダイアログ テキストの言語を変
更するには、次のいずれか 1つの方法を使用してください。
■

■

エンドポイントにて、Windows の「地域と言語のオプション」でデフォルト言語を変更
する。エンドポイントを 2度再起動すると、新しく設定された言語が SafeGuard POA で
有効になります。
「全般設定」タイプのポリシーを作成し、「クライアントで使用される言語」フィール
ドで言語を指定し、エンドポイントにこのポリシーを適用する。

注: ポリシーを定義してエンドポイントに適用すると、Windows の「地域と言語のオプショ
ン」で指定されている言語でなく、このポリシーで指定した言語が適用されます。

16.4.4 キーボードのレイアウト
通常、国ごとに独自のキーボードのレイアウトがあり、キーの割り当てが異なっています。
SafeGuard POA では、ユーザー名、パスワード、およびレスポンス コードを入力する際
に、適切なキーボードのレイアウトが設定されていることが重要になります。
デフォルトで、SafeGuard Enterprise のインストール時に、Windows のデフォルト ユー
ザーに対して Windows の「地域と言語のオプション」で設定されていたキーボードのレイ
アウトが SafeGuard POA で使用されます。Windows でキーボードのレイアウトとして「ド
イツ語」が設定されている場合、ドイツ語のキーボードのレイアウトが SafeGuard POA で
使用されます。
使用されているキーボードのレイアウトの言語は、SafeGuard POA に表示されます (例: 英
語の場合は、「EN」)。デフォルトのキーボードのレイアウトとは別に、US キーボードの
レイアウト (英語) も使用できます。
以下の例外があります。
■

■

■

キーボードのレイアウトに対応していてもフォントが存在しない場合は (ブルガリア語な
ど)、「ユーザー名」フィールドに特殊文字のみが表示されます。
使用できないキーボードのレイアウトもあります (例: ドミニカ共和国)。このような場
合、SafeGuard POA では元のキーボードのレイアウトに戻ります。ドミニカ共和国の場
合、これは「スペイン語」になります。
ユーザー名とパスワードに、選択したキーボードや代替キーボードのレイアウトでは対
応していない文字が含まれているとき、ユーザーは SafeGuard POA でログオンできま
せん。

注: 対応していないキーボードのレイアウトには、デフォルトで US キーボードのレイアウ
トが使用されます。つまり、認識され入力可能な文字は、US キーボードのレイアウトで対
応しているものに限られます。したがってユーザーは、ユーザー名とパスワードが US キー
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ボードのレイアウトまたはそれぞれの言語の代替キーボードで対応している文字から構成さ
れている場合のみに SafeGuard POA でログオンできます。

仮想キーボード
SafeGuard Enterprise には仮想キーボードがあり、ユーザーは、SafeGuard POA で表示/非
表示にしたり、ログオン情報を入力するとき画面上のキーをクリックしたりできます。
セキュリティ担当者は、「マシンの設定」タイプのポリシーの「POA の仮想キーボード」
オプションを使用して、仮想キーボードの表示を有効/無効にすることができます。
仮想キーボードの対応は、ポリシーの設定で有効/無効にする必要があります。
仮想キーボードは各種レイアウトに対応しており、SafeGuard POA のキーボード レイアウ
トを変更するのと同じオプションを使用してレイアウトを変更できます。

16.4.4.1 キーボードのレイアウトを変更する
SafeGuard Power-on Authentication のキーボード レイアウト (仮想キーボードのレイアウ
トを含む) は、インストール手順後、変更できます。
1. 「スタート > コントロール パネル > 地域と言語のオプション > 詳細設定」を選択しま
す。
2. 「地域オプション」タブで、必要な言語を選択します。
3. 「詳細設定」タブで、「既定のユーザー アカウントの設定」の「すべての設定を現在の
ユーザー アカウントと既定のユーザー プロファイルに適用する」を選択します。
4. 「OK」をクリックします。
SafeGuard POA は、前回正常にログオンしたときに使用したキーボードのレイアウトを記
憶し、次回ログオンするときにそのレイアウトを自動的に有効にします。これには、エンド
ポイントの再起動が 2回必要になります。前回のキーボード レイアウトが「地域と言語の
オプション」で無効になっていても、ユーザーが別のレイアウトを選択するまでそのレイア
ウトが使用されます。
注: Unicode 対応でないプログラムのキーボード レイアウトの言語を変更する必要があり
ます。
目的の言語がエンドポイントで使用できない場合は、Windows からその言語をインストー
ルするように求められます。その後、エンドポイントを 2度再起動する必要があります。そ
れによって、SafeGuard Power-on Authentication で新しいキーボードのレイアウトを読み
取った後、設定することができます。
SafeGuard Power-on Authentication で使用するキーボードのレイアウトは、マウスを使用
して変更することも、キーボード (Alt + Shift) を使用して変更することもできます。
システムにインストール済みで使用可能な言語を確認するには、「スタート >ファイル名
を指定して実行 > regedit > HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload」
を選択して、値を参照します。
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16.5 SafeGuard Power-on Authentication で対応している
ホットキー
エンドポイントを起動するときにハードウェアの設定や機能が原因で問題が発生し、システ
ムが応答しなくなることがあります。SafeGuard Power-on Authentication では、これらの
ハードウェア設定を変更したり機能を無効にしたりするため、数種類のホットキーを利用で
きます。さらに、問題を引き起こすとわかっている機能を記載したグレー リストおよびブ
ラック リストが、エンドポイントにインストールされた .msi ファイルに組み込まれていま
す。
SafeGuard Enterprise を大規模に展開する前に、SafeGuard POA 構成ファイルの最新版を
インストールすることを推奨します。このファイルは毎月更新されます。ダウンロード元は
次のとおりです。(http://www.sophos.com/ja-jpsupport/knowledgebase/65700.aspx)
このファイルは、特定の環境のハードウェアを反映するようにカスタマイズできます。
注: カスタマイズしたファイルを定義すると、.msi ファイルに組み込まれているものではな
く、このファイルが使用されます。デフォルトのファイルは、SafeGuard POA 構成ファイ
ルが定義されていない、または見つからない場合のみに使用されます。
SafeGuard POA 構成ファイルをインストールするには、次のコマンドを入力します。
MSIEXEC /i <クライアント MSI パッケージ> POACFG=<SafeGuard POA 構成ファイ
ルへのパス>
該当する情報のみを収集するツールを実行して、ハードウェアの互換性の向上にご協力いた
だくことをお願いしています。これは大変使いやすいツールです。収集した情報は、ハード
ウェアの構成ファイルに追加されます。
詳細は次の文章を確認してください。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/110285.aspx
SafeGuard POA で対応しているホットキーは次のとおりです。
■

Shift F3 = USB レガシー対応 (ON/OFF)

■

Shift F4 = VESA グラフィック モード (OFF/ON)

■

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

■

Shift F6 = ATA コントローラ (OFF/ON)

■

Shift F7 = USB 2.0 対応のみ (OFF/ON)
USB 1.x 対応は Shift F5 キーで設定されたままになります。

■

Shift F9 = ACPI/APIC (OFF/ON)

USB ホットキーの依存性評価表
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Shift F3

Shift F5

Shift F7

レガシー

USB 1.x

USB 2.0

注釈

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON
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Shift F3

Shift F5

Shift F7

レガシー

USB 1.x

USB 2.0

注釈

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

デフォルト

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

1.、2.

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

1.、2.

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

3.

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

2.

1. Shift F5 キーは、USB 1.x と USB2.0 の両方を無効にします。
注: 起動中に「Shift+F5」キーを押すと、SafeGuard POA の起動時間が大幅に短縮され
ます。ただし、コンピュータで USB キーボードまたは USB マウスを使用している場合
は、Shift F5 キーを押すことによって無効になることがあるのでご注意ください。
2. USB 対応が有効になっていない場合、SafeGuard POA は USB コントローラのバック
アップと復旧を行う代わりに、BIOS システム マネージメント モード (SMM) の使用を
試みます。このシナリオでは、レガシー モードが動作することがあります。
3. レガシー対応が有効で、USB も有効です。SafeGuard POA は、USB コントローラの
バックアップと復旧を試みます。使用している BIOS のバージョンによっては、システ
ムがハングすることがあります。
「.mst」ファイルを使用して SafeGuard Enterprise 暗号化ソフトウェアをインストールす
る際、ホットキーを使用して設定を変更できます。この操作は、msiexec に適切な呼び出し
オプションを組み合わせることで行います。

NOVESA

VESA モードと VGA モードのどちらを使用するかを定義します。0 の場合:
VESA モード (標準)、1 の場合: VGA モード

NOLEGACY

SafeGuard POA ログオン後にレガシー サポートを有効にするかどうかを定義し
ます。0 の場合: レガシー サポートは有効、1 の場合: レガシー サポートは有効
にしない (標準)

ALTERNATE:

SafeGuard POA で USB デバイスに対応するかどうかを定義します。0 の場合:
USB 対応のアクティブ化 (標準)、1 の場合: USB 対応なし

NOATA

int13 デバイス ドライバを使用するかどうかを定義します。0 の場合: 標準の
ATA デバイスドライバ (デフォルト)、1 の場合: Int13 デバイスドライバ

ACPIAPIC

ACPI/APIC のサポートを使用するかどうかを定義します。0 の場合: ACPI/APIC
対応なし (デフォルト)、1 の場合: ACPI/APIC 対応が有効
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16.6 無効になっている SafeGuard POA と Lenovo Rescue
and Recovery
SafeGuard Power-on Authentication がコンピュータで無効になっている場合は、Rescue
and Recovery 認証を有効にしてください。暗号化されたファイルに Rescue and Recovery
環境からアクセスできないよう保護することができます。
Rescue and Recovery 認証を有効にする方法の詳細は、Lenovo Rescue and Recovery のド
キュメントを参照してください。
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17 Windows エンドポイントで管理タスク
を実行するためのアカウント
注: ここでは、SafeGuard Power-on Authentication 機能のある SafeGuard Enterprise で保
護されている Windows エンドポイントについて説明しています。
SafeGuard Enterprise のインストール後、ユーザーは、以下の 2種類のアカウントを使用し
て、エンドポイントにログオンし、管理タスクを実行することができます。
■

Windows ログオン用のサービス アカウント
管理者は、サービス アカウントを使用することで、SafeGuard Enterprise をインストー
ルした後にエンドポイントにログオン (Windows ログオン) できます。SafeGuard Power-on
Authentication をアクティブ化したり、自身をエンドポイントにユーザーとして追加した
りする必要はありません。サービス アカウントのリストは、SafeGuard Management
Center の 「ポリシー」ペインで定義され、ポリシーに基づいてエンドポイントに割り当
てられます。サービス アカウントのリストに含まれているユーザーは、エンドポイント
にログオンするときにゲスト ユーザーとして扱われます。
注: サービス アカウントのリストは、ポリシーに基づいてエンドポイントに割り当てら
れます。サービス アカウントのリストは、エンドポイントを設定するために作成する最
初の SafeGuard Enterprise 構成パッケージ内で割り当てることを推奨します。
詳細は、Windows ログオン用のサービス アカウントのリスト (p. 114) を参照してくださ
い。

■

SafeGuard POA ログオン用の POA ユーザー
事前に定義されたローカル アカウントである POA ユーザーを使用して、ユーザーは、
SafeGuard Power-on Authentication がアクティブ化された後にエンドポイントにログオ
ン (SafeGuard POA ログオン) し、管理タスクを実行することができます。このアカウ
ントは、SafeGuard Management Center の「ユーザーとコンピュータ」でユーザー ID
とパスワードが定義され、構成パッケージに含まれる POA グループに基づいて、エン
ドポイントに割り当てられます。
詳細は、SafeGuard POA ログオン用の POA ユーザー (p. 119) を参照してください。
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18 Windows ログオン用のサービス アカ
ウントのリスト
注: サービス アカウントは、SafeGuard Power-on Authentication 機能のある SafeGuard
Enterprise で保護されている Windows エンドポイントのみで使用できます。
展開チームが環境に新しいコンピュータをインストールし、SafeGuard Enterprise のインス
トールも合わせて行うことが一般的です。エンド ユーザーが新しいコンピュータを受け取
り、SafeGuard Power-on Authentication を有効にできるためには、その前に展開担当者が
個々のコンピュータにログオンして、インストールや検証を行うことになります。
そのため、シナリオは次のようになると考えられます。
1. SafeGuard Enterprise をエンドポイントにインストールします。
2. エンドポイントを再起動後、展開担当者がログオンします。
3. 展開担当者が SafeGuard POA に追加され、POA が有効になります。展開担当者がエン
ドポイントの所有者になります。
エンドポイントを受け取った時点で、エンド ユーザーは SafeGuard POA にはログオンで
きません。ユーザーは、チャレンジ/レスポンスを実行する必要があります。
SafeGuard Enterprise で保護されたエンドポイントで管理上の処理を実行した結果、
SafeGuard Poweron Authentication が有効になり、展開担当者がユーザーおよびマシンの所
有者としてエンドポイントに追加されてしまうことがあります。これを防止するために、
SafeGuard Enterprise には、SafeGuard Enterprise で保護されたエンドポイント向けにサー
ビス アカウントのリストを作成する機能があります。これらのリストに含まれるユーザー
は、SafeGuard Enterprise ゲスト ユーザーとして扱われます。
サービス アカウントを使用すると、シナリオは以下のようになります。
1. SafeGuard Enterprise をエンドポイントにインストールします。
2. エンドポイントを再起動した後、サービス アカウントのリストに含まれる展開担当者が
ログオンします (Windows ログオン)。
3. コンピュータに適用されるサービス アカウントのリストに基づいて、そのユーザーは
サービス アカウントとして認識され、ゲスト ユーザーとして扱われます。
展開担当者は SafeGuard POA には追加されず、POA は有効になりません。展開担当者は
エンドポイントの所有者になりません。エンドユーザーはログオンし、SafeGuard POA を
有効にすることができます。
注: サービス アカウントのリストは、ポリシーに基づいてエンドポイントに割り当てられ
ます。サービス アカウントのリストは、エンドポイントを設定するために作成する最初の
SafeGuard Enterprise 構成パッケージ内で割り当てることを推奨します。
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18.1 サービス アカウントのリストを作成し、ユーザー
を追加する
1. ナビゲーション エリアで、「ポリシー」をクリックします。
2. ポリシーのナビゲーション ウィンドウで、「サービス アカウントのリスト」を選択しま
す。
3. 「サービス アカウントのリスト」のショートカット メニューで、「新規作成 > サービ
ス アカウントのリスト」をクリックします。
4. サービス アカウントのリストの名前を入力し、「OK」をクリックします。
5. ポリシーのナビゲーション ウィンドウの「サービス アカウントのリスト」に表示され
る、新しいリストを選択します。
6. 処理ペインを右クリックして、サービス アカウントのリストのショートカット メニュー
を開きます。ショートカット メニューで「追加」を選択します。
新しいユーザー行が追加されます。
7. 該当する列に「ユーザー名」と「ドメイン名」を入力し、「Enter」キーを押します。さ
らにユーザーを追加するには、この手順を繰り返します。
8. ツール バーの「保存」アイコンをクリックして変更を保存します。
これでサービス アカウントのリストが登録され、ポリシーの作成時に選択して割り当てる
ことができます。

18.2 ユーザー名およびドメイン名の入力に関する詳細情
報
「ユーザ名」と「ドメイン名」という 2 つのフィールドを使用してサービス アカウントの
リストにユーザーを指定する方法は複数あります。この 2つのフィールドに入力できる文字
列には制限があります。

ログオンのさまざまな組み合わせへの対応
リストの各エントリは「ユーザー名」と「ドメイン名」という 2つのフィールドに分かれて
いるため、「ユーザー名@ドメイン名」、「ドメイン名\ユーザー名」など、ログオンのあ
らゆる組み合わせに対応できます。
ユーザー名/ドメイン名の複数の組み合わせに対応するために、アスタリスク (*) をワイルド
カードとして使用できます。アスタリスクは、文字列の最初の 1文字および最後の 1文字と
して指定できます。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:
■

ユーザー名:Administrator

■

ドメイン名:*

この組み合わせは、ユーザー名が「Administrator」で、任意のネットワークまたはローカル
コンピュータにログオンするすべてのユーザーを指定します。
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「ドメイン名」フィールドのドロップダウン リストには、事前に定義されたドメイン名
[LOCALHOST] があり、任意のローカル コンピュータでのログオンに対応しています。
例:
■

ユーザー名:*admin

■

ドメイン名:[LOCALHOST]

この組み合わせは、ユーザー名が「admin」で終わり、任意のローカル コンピュータにログ
オンするすべてのユーザーを指定します。
ユーザーはさまざまな方法でログオンできます。
例:
■

ユーザー: test、ドメイン: mycompany または

■

ユーザー: test、ドメイン: mycompany.com

サービス アカウントのリストのドメイン指定は自動的に解決されないため、ドメインを正
しく指定するには 3とおりの方法があります。
■

ユーザーがログオンする方法を正確に把握し、それに従ってドメインを入力します。

■

サービス アカウントのリストのエントリを複数作成します。

■

あらゆるケースに対応するためにワイルドカードを使用します (ユーザー: test、ドメイ
ン: mycompany*)。

注: Windows で同じ文字の並びが使用できないことに起因する問題を回避するために、完
全修飾パスと NetBIOS 名をそれぞれ入力するか、またはワイルドカードを使用することを
推奨します。

制限事項
アスタリスクは、文字列の最初の 1文字および最後の 1文字として指定できます。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。次に、アスタリスクを使用した
有効な文字列と、無効な文字列の例を示します。
■

有効な文字列は、admin*、*、*strator、*minis* などです。

■

無効な文字列は、**、Admin*trator、Ad*minst* などです。

さらに、次の制限事項も適用されます。
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■

ユーザー ログオン名に「?」文字は使用できません。

■

ドメイン名に / \ [ ] :; | = , + * ?< > " は使用できません。
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18.3 サービス アカウントのリストの編集、削除
セキュリティ担当者には「サービス アカウントのリストを変更する」権限があるので、サー
ビス アカウントのリストをいつでも編集したり、削除したりすることができます。
■

■

サービス アカウントのリストを編集するには、ポリシー ナビゲーション ペインでリス
トをクリックします。右ペインにサービス アカウントのリストが開き、リストにユー
ザー名を追加したり、削除したり、変更したりすることができます。
サービス アカウントのリストを削除するには、ポリシー ナビゲーション ペインでリス
トを選択し、ショートカット メニューを開いて、「削除」を選択します。

18.4 ポリシーでサービス アカウントのリストを割り当
てる
1. 「認証」タイプの新しいポリシーを作成するか、または既存のポリシーを選択します。
2. 「ログオン オプション」で、「サービス アカウントのリスト」フィールドのドロップ
ダウン リストから、目的のサービス アカウントのリストを選択します。
注:デフォルト設定は「リストなし」で、サービス アカウントのリストは適用されませ
ん。SafeGuard Enterprise のインストール後にエンドポイントにログオンした展開担当
者はゲスト ユーザーとしては扱われず、SafeGuard Power-on Authentication を有効にで
き、コンピュータに追加されます。サービス アカウントのリストの割り当てを解除する
には、「リストなし」オプションを選択します。
3. ツール バーの「保存」アイコンをクリックして変更を保存します。
これで、ポリシーを各コンピュータに転送して、エンドポイントでサービス アカウントを
使用できます。
注: RSOP (ポリシーの結果セット: 特定のコンピュータ/グループに有効な設定) ですべて関
連し合う各ポリシーで、異なるサービス アカウントのリストを選択すると、前回適用した
ポリシーで選択されたサービス アカウントのリストが、それより前に選択されたサービス
アカウントのリストより優先されます。サービス アカウントのリストは結合されません。
「ユーザーとコンピュータ」で RSOP を表示するには、対象オブジェクトに対して、少な
くとも「読み取り専用」アクセス権が必要です。

18.5 エンドポイントへのポリシーの転送
サービス アカウントのリスト機能は、特に実装の展開段階で実施する初期インストールの
際に非常に役立つ重要な機能です。そのため、インストールの直後にサービス アカウント
の設定をエンドポイントに転送することを推奨します。この時点でサービス アカウントの
リストをエンドポイントで使用できるようにするには、インストール後にエンドポイントを
設定するための初期構成パッケージを作成するときに、「認証」タイプのポリシーを追加し
ます。
サービス アカウントのリストの設定はいつでも変更でき、変更内容は通常の方法でサーバー
経由でエンドポイントに転送されます。
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18.6 サービス アカウントを使用したエンドポイントへ
のログオン
エンドポイントを再起動後の最初の Windows ログオンで、サービス アカウントのリストに
含まれるユーザーは、エンドポイントに SafeGuard Enterprise ゲスト ユーザーとしてログ
オンします。エンドポイントへのこの最初の Windows ログオンで、保留中の SafeGuard
Power-on Authentication が開始されたり、このユーザーがエンドポイントに追加されるこ
とはありません。SafeGuard Enterprise システム トレイ アイコンとバルーン ヒント「初期
ユーザー同期が完了しました」は表示されません。

エンドポイントでのサービス アカウントの状態の表示
ゲスト ユーザーのログオンの状態は、システム トレイ アイコンを介して見ることもできま
す。詳細は、SafeGuard Enterprise ユーザー ヘルプの「システム トレイ アイコンとツール
チップ」の章 (SGN ユーザーの状態フィールドに関する説明) を参照してください。

18.7 イベントをログ記録する
サービス アカウントのリストに関連して実行された処理は、次のログ イベントで報告され
ます。
SafeGuard Management Center
■

サービス アカウントのリスト <名前> が作成されました

■

サービス アカウントのリスト <名前> が変更されました

■

サービス アカウントのリスト <名前> が削除されました

SafeGuard Enterprise で保護されているエンドポイント
■
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Windows ユーザー <ドメイン/ユーザ名> が <タイムスタンプ> にコンピュータ <ドメイ
ン/ワークステーション名> に SGN サービス アカウントとしてログオンしました。

■

新しいサービス アカウントのリスト <名前> がインポートされました。

■

サービス アカウントのリスト <名前> が削除されました。
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19 SafeGuard POA ログオン用の POA ユー
ザー
注: POA ユーザーは、SafeGuard Power-on Authentication 機能のある SafeGuard Enterprise
で保護されている Windows エンドポイントのみで使用できます。
SafeGuard Enterprise がインストールされて SafeGuard Power-on Authentication (POA) が
有効になった後に、管理タスクを実行するエンドポイントへのアクセスが必要になることが
あります。ユーザー (IT チームのメンバーなど) は POA ユーザーとして、管理タスク用の
エンドポイント上で SafeGuard Power-on Authentication にログオンできます。チャレンジ/
レスポンスを開始する必要はありません。Windows への自動ログオンは実行されません。
POA ユーザー アカウントでログオンするユーザーは、既存の Windows アカウントで
Windows にログオンします。
POA ユーザーを作成し、それらのユーザーを POA グループに登録してから、グループを
エンドポイントに割り当てることができます。割り当てた POA グループに含まれている
ユーザーは、SafeGuard POA に追加され、定義済みのユーザー名とパスワードを使用して
ログオンできるようになります。
注: POA ユーザーと POA グループを管理するには、「ユーザーとコンピュータ」の配下に
ある「POA」ノードに対して、「フルアクセス権」が必要です。

19.1 POA ユーザーを作成する
POA ユーザーを作成するには、「ユーザーとコンピュータ」の配下にある「POA」ノード
に対して、「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで「ユーザーとコンピュータ」
をクリックします。
2. 「ユーザーとコンピュータ」ナビゲーション ウィンドウの「POA」で、「POA ユー
ザー」を選択します。
3. 「POA ユーザー」のショートカット メニューで、「新規作成 > 新しいユーザーの作成」
をクリックします。
「新しいユーザーの作成」ダイアログが表示されます。
4. 「フル ネーム」フィールドに、新しい POA ユーザーの名前 (ログオン名) を入力しま
す。
5. 必要に応じて、新しい POA ユーザーの説明を入力します。
6. 新しい POA ユーザーのパスワードを入力して、確認入力します。
注: セキュリティを強化するために、パスワードは複雑さの最低要件 (長さが 8文字以
上、半角数字と半角英字を混ぜるなど) に従う必要があります。入力したパスワードが短
すぎる場合は、警告メッセージが表示されます。
7. 「OK」をクリックします。
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新しい POA ユーザーが作成され、「ユーザーとコンピュータ」ナビゲーションペインの
「POA ユーザー」に表示されます。

19.2 POA ユーザーのパスワードを変更する
POA ユーザーを編集するには、「ユーザーとコンピュータ」の配下にある「POA」ノード
に対して、「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで、「ユーザーとコンピュー
タ」をクリックします。
2. 「ユーザーとコンピュータ」ナビゲーション ペインの「POA」-「POA ユーザー」で、
該当する POA ユーザーを選択します。
3. POA ユーザーのショートカット メニューで「プロパティ」を選択します。
POA ユーザーのプロパティ ダイアログが表示されます。
4. 「全般」タブの「ユーザー パスワード」で、新しいパスワードを入力して確定します。
5. 「OK」をクリックします。
新しいパスワードが、関連する POA ユーザーに適用されます。

19.3 POA ユーザーを削除する
POA ユーザーを削除するには、「ユーザーとコンピュータ」の配下にある「POA」ノード
に対して、「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで「ユーザーとコンピュータ」
をクリックします。
2. 「ユーザーとコンピュータ」ナビゲーション ペインの「POA」-「POA ユーザー」で、
該当する POA ユーザーを選択します。
3. POA ユーザーを右クリックし、ショートカット メニューから「削除」を選択します。
POA ユーザーが削除されます。「ユーザーとコンピュータ」ナビゲーション ウィンドウに
表示されなくなります。
注: ユーザーが 1つまたは複数の POA グループに属している場合は、該当するすべてのグ
ループからもこの POA ユーザーが削除されます。ただし、この POA ユーザーは、 POA グ
ループの割り当てが解除されるまで、エンドポイント上で引き続き使用できます。

19.4 POA グループを作成する
POA グループを作成するには、「ユーザーとコンピュータ」の配下にある「POA」ノード
に対して、「フルアクセス権」が必要です。
エンドポイントに POA ユーザーを割り当てるには、それらのアカウントをグループにまと
める必要があります。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで「ユーザーとコンピュータ」
をクリックします。
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2. 「ユーザーとコンピュータ」ナビゲーション ペインの「POA」で、「POA グループ」
を選択します。
3. 「POA グループ」のショートカット メニューで、「新規作成 > 新しいグループの作成」
をクリックします。
「新しいグループの作成」ダイアログが表示されます。
4. 「フル ネーム」フィールドに、新しい POA グループの名前を入力します。
5. 必要に応じて、「説明」を追加します。
6. 「OK」をクリックします。
新しい POA グループが作成されました。「ユーザーとコンピュータ」ナビゲーション ペイ
ンの「POA グループ」に表示されます。次に、POA ユーザーを POA グループに追加しま
す。

19.5 POA グループにユーザーを追加する
POA グループを編集するには、「ユーザーとコンピュータ」の配下にある「POA」ノード
に対して、「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで「ユーザーとコンピュータ」
をクリックします。
2. 「ユーザーとコンピュータ」ナビゲーション ペインの「POA」-「POA グループ」で、
該当する POA グループを選択します。
SafeGuard Management Center の処理ペインの右側に、「メンバー」タブが表示されま
す。
3. SafeGuard Management Center ツール バーで、「追加」アイコン (緑色のプラス記号)
をクリックします。
「メンバー オブジェクトを選択する」ダイアログが表示されます。
4. グループに追加するユーザーを選択します。
5. 「OK」をクリックします。
POA ユーザーがグループに追加されて「メンバー」タブに表示されます。

19.6 POA グループからユーザーを削除する
POA グループを編集するには、「ユーザーとコンピュータ」の配下にある「POA」ノード
に対して、「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで「ユーザーとコンピュータ」
をクリックします。
2. 「ユーザーとコンピュータ」ナビゲーション ペインの「POA」-「POA グループ」で、
該当する POA グループを選択します。
SafeGuard Management Center の処理ペインの右側に、「メンバー」タブが表示されま
す。
3. グループから削除するユーザーを選択します。
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4. SafeGuard Management Center ツール バーで、「削除」アイコン (赤色の×印) をクリッ
クします。
ユーザーがグループから削除されます。

19.7 エンドポイントに POA ユーザーを割り当てる
注: エンドポイントに POA ユーザーを割り当てるには、それらのアカウントをグループに
まとめる必要があります。
エンドポイントに POA ユーザーを割り当てる、または割り当てを解除する方法は、エンド
ポイントのタイプに依存します。
■

■

管理対象のエンドポイント: POA グループは、「ユーザーとコンピュータ」の「POA グ
ループの割り当て」タブで割り当てることができます。
管理対象外のエンドポイント: スタンドアロン モードで実行され、SafeGuard Enterprise
Server に接続していないコンピュータの場合、POA グループを含む構成パッケージを作
成して、適用する必要があります。

19.7.1 管理対象のエンドポイントに POA ユーザーを割り当てる
管理対象エンドポイントに POA ユーザーを割り当てるには、対象 POA グループに対する
「フルアクセス権」または「読み取り専用」権限、さらに対象コンテナに対する「フルアク
セス権」が必要です。
注: SafeGuard Enterprise 管理型エンドポイントに POA ユーザーを割り当てる機能は、バー
ジョン 5.60 以降のみで対応しています。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで「ユーザーとコンピュータ」
をクリックします。
2. 「ユーザーとコンピュータ」ナビゲーション ペインで、該当するコンテナを選択しま
す。
3. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「POA グループの割り当て」タブ
を選択します。
「POA グループの割り当て」の処理ペインの右側に、使用可能なすべての POA グルー
プが表示されます。
4. 該当する POA グループを「POA グループ」から「POA グループの割り当て」の処理ペ
インに移動します。
POA グループの「グループ名」と「グループ DSN」が作業エリアに表示されます。
5. 変更内容をデータベースに保存します。
割り当てられた POA グループのメンバーすべては、選択されたコンテナのエンドポイント
すべてに配布されます。
説明に従って、POA グループの割り当てを解除したり、割り当てられている POA グルー
プを変更することができます。「POA グループの割り当て」タブの処理ペインと「POA グ
ループ」ペインからグループを移動したり、そこにグループを移動したりします。
変更内容をデータベースで保存すると、新しい割り当てが有効になります。
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19.7.2 管理対象外のエンドポイントに POA ユーザーを割り当てる
管理対象外のエンドポイントに POA ユーザーを割り当てる場合は、該当する POA グルー
プに対する「読み取り専用」または「フルアクセス権」が必要です。
POA ユーザーは、構成パッケージで管理対象外のエンドポイント (スタンドアロン モード
で動作) に割り当てられます。
1. SafeGuard Management Center で、「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」
を選択します。
2. 既存の構成パッケージを選択するか、または新しく作成します。
3. エンドポイントに適用する「POA グループ」を指定します。この POA グループは、
SafeGuard Management Center の「ユーザーとコンピュータ」ペインで事前に作成して
おく必要があります。
デフォルトで表示される「リストなし」グループを選択することもできます。このグルー
プは、エンドポイントに割り当てられている POA グループを削除するために使用でき
ます。
4. 構成パッケージの出力パスを指定します。
5. 「構成パッケージの作成」をクリックします。
6. 構成パッケージをエンドポイントに展開します。
構成パッケージをインストールすることによって、グループに含まれるユーザーが、エンド
ポイント上の SafeGuard POA に追加されます。POA ユーザーは POA ログオンに使用でき
ます。
注: 管理対象外のエンドポイントを管理対象に変更すると、SafeGuard Management Center
で割り当てられている場合、POA ユーザーもアクティブのままで残ります。構成パッケー
ジで配布される POA グループで指定済みのパスワードは、SafeGuard Management Center
で指定されたものに変更されます。「F8」キーを使用して変更したパスワードは、上書き
されます。管理対象外のエンドポイントを管理対象に変更する方法の詳細は、「SafeGuard
Enterprise アップグレードガイド」(英語) を参照してください。

19.7.3 管理対象外のエンドポイントから POA ユーザーの割り当てを解除
する
POA ユーザーは、空の POA グループを割り当てることによって、管理対象外のエンドポ
イントから削除できます。
1. SafeGuard Management Center で、「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」
を選択します。
2. 既存の構成パッケージを選択するか、または新しく作成します。
3. SafeGuard Management Center の「ユーザーとコンピュータ」ペインで事前に作成した
空の「POA グループ」を指定するか、または「構成パッケージ ツール」にデフォルト
で表示される「リストなし」POA グループを選択します。
4. 構成パッケージの出力パスを指定します。
5. 「構成パッケージの作成」をクリックします。
6. 構成パッケージをエンドポイントに展開します。
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構成パッケージをインストールすることによって、すべての POA ユーザーがエンドポイン
トから削除されます。つまり、該当するすべての POA ユーザーが SafeGuard POA から削
除されます。

19.7.4 管理対象外のエンドポイントに割り当てられている POA ユーザー
を変更する
1. 新しい POA グループを作成するか、または既存のグループを変更します。
2. 新しい構成パッケージを作成し、新しいまたは変更した POA グループを選択します。
3. 新しい構成パッケージをエンドポイントに配布します。
新しい POA グループは、そのエンドポイントで使用できます。また、グループに含まれる
すべての POA ユーザーが POA に追加されます。新しいグループによって古いグループが
上書きされます。POA グループが結合されることはありません。

19.8 POA ユーザー権限でエンドポイントにログオンす
る
1. エンドポイントの電源を入れます。
SafeGuard Power-on Authentication ログオン ダイアログが表示されます。
2. 定義済み POA ユーザーの「ユーザー名」と「パスワード」を入力します。
Windows には自動的にログオンしません。Windows のログオン ダイアログが表示され
ます。
3. 「ドメイン」フィールドで、「POA」を選択します。
4. 既存の Windows ユーザー アカウントを使用して、Windows にログオンします。

19.8.1 ローカル パスワードの変更
POA ユーザーのパスワードを「F8」キーを使って変更した場合、この変更は、他のエンド
ポイントでは認識されません。管理者は、このユーザーのパスワードを一元的に変更する必
要があります。
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20 ポリシーの設定
SafeGuard Enterprise ポリシーには、全社規模のセキュリティ ポリシーをエンドポイント
に実装するために必要なすべての設定が含まれます。
SafeGuard Enterprise ポリシーは、以下に関する設定を含むことができます (ポリシーの種
類)。
■

全般設定
転送率、カスタマイズ、ログオン復旧、背景イメージなどの設定。

■

認証
ログオン モード、デバイスのロックなどの設定。

■

PIN
使用する PIN の要件を定義。

■

パスワード
使用するパスワードの要件を定義。

■

パスフレーズ
SafeGuard Data Exchange で使用されるパスフレーズの要件を定義。

■

デバイス保護
ボリューム ベースまたはファイル ベースの暗号化の設定 (SafeGuard Data Exchange、
SafeGuard Cloud Storage および SafeGuard Portable の設定を含む) や、アルゴリズム、
鍵、データが暗号化されるドライブなどの設定。

■

マシンの設定
SafeGuard Power-on Authentication (有効/無効)、セキュアな Wake on LAN、表示オプ
ションなどの設定。

■

ログ
ログに記録するイベントおよびログの出力先を定義。

■

構成保護
注: 構成保護 (Configuration Protection) は、バージョン 6.0 以前の SafeGuard Enterprise
Client のみに対応しています。構成保護ポリシーは、Configuration Protection が適用さ
れている古いクライアントに対して、SafeGuard Management Center バージョン 7.0 か
らも引き続き利用できます。
ポートと周辺機器 (リムーバブル メディア、プリンタなど) の使用に関する設定 (許可/禁
止)。

■

File Encryption
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ローカルドライブやネットワーク上 (特にネットワーク共有にあるワークグループなど)
で行うファイル ベースの暗号化の設定。
SafeGuard Management Center では、すべてのポリシーの種類に対して、デフォルト ポリ
シーが設定されています。「デバイス保護」のポリシーの場合、フルディスク暗号化のポリ
シー (対象: 大容量記憶装置)、Cloud Storage (対象: DropBox) のポリシー、および Data
Exchange (対象: リムーバブルメディア) のポリシーを使用できます。これらのデフォルト
ポリシーでは、オプションにデフォルト値が指定されています。デフォルトの値は、要件に
従って変更できます。デフォルト ポリシーのポリシー名は、「<ポリシーの種類> (デフォ
ルト)」と表示されます。
注: デフォルト ポリシーの名前は、インストール時の言語設定に依存します。インストー
ル後 SafeGuard Management Center の表示言語を変更しても、デフォルト ポリシーのポ
リシー名は、インストール時の言語で表示されます。

20.1 全般設定
ポリシー設定

説明

設定のロード
ポリシーのループバック

マシン設定の再実行
「ポリシーのループバック」フィールドで「マシン設定の再実
行」を選択し、そのポリシーがマシンから取得したものである場
合 (ユーザー ポリシーの「マシン設定の再実行」は無効)、最後に
このポリシーが再び実装されます。すべてのユーザー設定が上書
きされ、マシン設定が適用されます。
ユーザー設定を無視
「ポリシーのループバック」フィールドでポリシー (マシン ポリ
シー) に対して「ユーザー設定を無視」を選択し、そのポリシー
がマシンから取得したものである場合、マシン設定のみが分析さ
れます。ユーザー設定は分析されません。
ループバックなし
「ループバックなし」は標準の動作です。ユーザー ポリシーがマ
シン ポリシーよりも優先されます。
「ユーザー設定を無視」設定と「マシン設定の再実行」設定が分
析される方法
有効なポリシー割り当てが存在する場合、最初にマシン ポリシー
が分析され統合されます。さまざまなポリシーを統合した結果
「ポリシーのループバック」で「ユーザー設定を無視] 属性にな
る場合、ユーザーに適用されるはずだったポリシーは分析されな
くなります。つまり、ユーザーに対して、マシンと同じポリシー
が適用されます。
「ポリシーのループバック」で「マシン設定の再実行」値が適用
される場合、個々のマシン ポリシーが統合された後に、ユーザー
ポリシーがマシン ポリシーと結合されます。統合後、マシン ポ
リシーが書き換えられ、すべてのユーザー ポリシー設定を上書き
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説明
します。つまり、両方のポリシーに設定が存在する場合、マシン
ポリシーの値がユーザー ポリシーの値を上書きします。個々のマ
シン ポリシーを統合した結果、「未構成」になる場合、設定の優
先順位は次のとおりです。ユーザー設定がマシン設定よりも優先
されます。

転送率
サーバーへの接続の間隔 (分)

SafeGuard Enterprise Client が SafeGuard Enterprise Server にポ
リシー (変更) の問い合わせを送信する間隔を分単位で指定しま
す。
注: 多数のクライアントがサーバーに同時に接続するのを防ぐた
めに、通信は設定された接続間隔の +/- 50% の間隔で実行されま
す。例:「90分」に設定すると、45分から 135分の間隔ごとにサー
バーとの通信が行われます。

ログ
フィードバックするまでのイベン Win32 サービスの「SGM LogPlayer」として実装されているログ
ト数
システムは、SafeGuard Enterprise で生成されるログを集中管理
用データベースに収集し、ローカルのログファイルに保存しま
す。これらのファイルは、ローカルキャッシュの「Auditing」ディ
レクトリ内の SGMTransLog に置かれます。ファイルは転送メカ
ニズムに転送され、SafeGuard Enterprise サーバーを介してデー
タベースに送られます。転送は、転送メカニズムによりサーバー
への接続が確立されると実行されます。したがって、接続が確立
されるまで、ログ ファイルのサイズが増大していきます。各ログ
ファイルのサイズを制限するために、ポリシーでログ エントリの
最大数を設定できます。事前に設定されたエントリ数に達する
と、ログ出力システムはログ ファイルを SafeGuard Enterprise
サーバーの転送キューに置き、新しいログ ファイルを開始しま
す。
カスタマイズ
クライアントで使用される言語

エンドポイントで SafeGuard Enterprise の設定を表示する言語。
対応している言語を選択するか、エンドポイントの OS と同じ言
語を指定することが可能です。

ログオン復旧
Windows ローカル キャッシュの Windows ローカル キャッシュは、エンドポイントとサーバー間
破損後、ログオン復旧をアクティ でデータ交換するための開始および終了ポイントです。ここに、
ブにする
すべての鍵、ポリシー、ユーザー証明書、および監査ファイルが
格納されます。ローカル キャッシュに格納されたデータはすべて
署名されていて、手動で変更することはできません。
デフォルトでローカル キャッシュが破損した後のログオン復旧は
非アクティブです。つまり、ローカル キャッシュはバックアップ
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説明
から自動的に復元されます。この場合、Windows ローカル キャッ
シュの修復に、チャレンジ/レスポンスは必要ありません。
Windows ローカル キャッシュがチャレンジ/レスポンスを通じて
修復される場合は、このフィールドを明示的に「はい」に設定し
ます。

Local Self Help
Local Self Help の有効化

ユーザーがパスワードを忘れた場合に、Local Self Help を使用し
て自分のエンドポイントにログオンすることを許可するかどうか
を決定します。Local Self Help を使用すると、ユーザーは
SafeGuard Power-on Authentication で、指定された数の以前に定
義された質問に答えることによってログオンできます。電話もイ
ンターネット接続も使用できない場合でも、ユーザーは自分のコ
ンピュータに再びアクセスできるようになります。
注: ユーザーが Local Self Help を使用できるようにするには、
Windows への自動ログオンを有効にする必要があります。そう
しないと、Local Self Help が機能しません。

回答の最小長

Local Self Help のために回答の最低文字数を定義します。

Windows の「ようこそ」テキス エンドポイントで Local Self Help ウィザードを起動したときに最
ト
初のダイアログに表示されるカスタム テキストを指定します。こ
こでテキストを指定する前に、「ポリシー」ナビゲーション ペイ
ンの「 テキスト」で、テキストを作成、登録する必要がありま
す。
ユーザーが独自の質問を定義でき セキュリティ担当者は、回答される一連の質問を一元的に定義
る
し、ポリシーを介してそれをエンドポイントに配布できます。た
だし、独自の質問を定義する権限をユーザーに付与することもで
きます。ユーザーに独自の質問を定義することを許可するには、
オプション「はい」を選択します。
チャレンジ/レスポンス (C/R)
C/R によるログオン復旧を有効に チャレンジ/レスポンスを通じて自分のコンピュータに再びアクセ
する
スできるようになるために、SafeGuard POA (Power-on
Authentication) でユーザーにチャレンジの生成を許可するかどう
かを指定します。
はい:ユーザーはチャレンジを生成できます。この場合、ユーザー
は緊急時にチャレンジ/レスポンスを通じて自分のコンピュータに
再びアクセスできるようになります。
いいえ:ユーザーはチャレンジの発行を許可されていません。この
場合、ユーザーは緊急時に自分のコンピュータに再びアクセスで
きるようにするための C/R を開始できません。
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説明

Windows への自動ログオンを許 チャレンジ/レスポンスを使用して認証を行ったユーザーに、
可する
Windows への自動ログオンを許可します。
はい:ユーザーは Windows に自動的にログオンします。
いいえ:Windows ログオン画面が表示されます。
例:ユーザーがパスワードを忘れた場合、チャレンジ/レスポンス
の実行後、SafeGuard Enterprise では SafeGuard Enterprise パス
ワードなしでユーザーがエンドポイントにログオンできます。こ
の場合、Windows への自動ログオンはオフになっており、
Windows のログオン画面が表示されます。ユーザーは自分の
SafeGuard Enterprise パスワード (Windows パスワードと同じ)
を知らないため、ログオンできません。「はい」を選択すると、
自動ログオンが許可され、ユーザーは Windows のログオン画面
で足止めされなくなります。

テキスト

SafeGuard POA でチャレンジ/レスポンスが開始されたときに情
報テキストを表示します。例:「サポート デスク (電話
01234-56789) にご連絡ください。」
ここでテキストを指定する前に、「ポリシー」ナビゲーション ペ
インの「テキスト] で、表示するテキストをテキスト ファイルと
して作成する必要があります。

画像
前提条件:
新しい画像は、SafeGuard Management Center の「ポリシー」
ナビゲーション ペインの「イメージ」で登録する必要がありま
す。画像は登録後のみに使用します。対応している形
式:.BMP、.PNG、.JPEG

POA の背景イメージ
POA の背景イメージ (低解像度)

SafeGuard Enterprise の青い背景を、カスタム版背景イメージで
置き換えます。たとえば、SafeGuard POA および Windows ログ
オンで自社のロゴを使用することができます。すべての背景ビッ
トマップの最大ファイル サイズ:500KB
標準:
解像度:1024x768 (VESA モード)
色: 制限なし
低:
解像度:640x480 (VGA モード)
色:16色
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POA のログオン イメージ
POA のログオン イメージ (低解
像度)

説明

SafeGuard POA のログオン時に表示される SafeGuard Enterprise
のイメージを、企業のロゴなど、カスタム版イメージで置き換え
ます。
標準:
解像度:413 x 140 ピクセル
色: 制限なし
低:
解像度:413 x 140 ピクセル
色:16色

File Encryption
信頼するアプリケーション

File Encryption や SafeGuard Data Exchange を使ったファイル
ベースの暗号化では、アプリケーションを「信頼するアプリケー
ション」と指定して、暗号化ファイルへのアクセスを許可するこ
とができます。これは、たとえば、ウイルス対策ソフトが暗号化
ファイルを検索する場合などに必要です。
このフィールドのエディタのリストボックスに、信頼するアプリ
ケーションとして定義するアプリケーションを入力します。アプ
リケーション名は、完全修飾パスとして指定する必要がありま
す。

無視するアプリケーション

File Encryption や SafeGuard Data Exchange を使ったファイル
ベースの暗号化では、アプリケーションを「無視するアプリケー
ション」と指定して、透過的な暗号化/復号化から除外することが
できます。たとえば、バックアッププログラムを無視するアプリ
ケーションに指定すると、このプログラムによってバックアップ
された暗号化データは復号化されません。
このフィールドのエディタのリストボックスに、無視するアプリ
ケーションとして定義するアプリケーションを入力します。アプ
リケーション名は、完全修飾パスとして指定する必要がありま
す。

無視するデバイス

File Encryption や SafeGuard Data Exchange を使ったファイル
ベースの暗号化では、ファイル ベースの暗号化からデバイス全体
(例: ディスク) を除外することができます。
エディタのリストボックスで、「ネットワーク」を選択して、事
前に指定されたデバイスを選択するか、デバイス名を入力して、
特定のデバイスを暗号化から除外します。

永続暗号化を有効にする
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説明
続暗号化の場合、暗号化ルールが適用されていない場所が保存先
であっても、暗号化ファイルのコピーは暗号化されます。
このポリシーの設定は、デフォルトで有効化されています。

ユーザーはデフォルトの鍵を設定 Cloud Storage を使ったファイル ベースの暗号化では、暗号化の
できる
ためのデフォルトの鍵を、ユーザーが設定することができるかど
うかを設定できます。許可する場合、「デフォルトの鍵を設定す
る」コマンドが、Cloud Storage 同期フォルダの Windows エクス
プローラのショートカット メニューに追加されます。ユーザーは
このコマンドを使用して、暗号化する同期フォルダごとに、異な
るデフォルトの鍵を指定することができます。

20.2 認証
ポリシー設定

説明

アクセス
ユーザーは内部ハード ディスクのみ
注: この設定は、バージョン 6.1 より前の SafeGuard Enterprise
から起動できる
がインストールされているエンドポイントのみで使用できま
す。外部メディアを使ったエンドポイントの起動をユーザーに
許可することで復旧を実行しました。バージョン 6.1 以降がイ
ンストールされているエンドポイントは、この設定は無視され
ます。複雑な障害が発生した際の復旧には、仮想クライアント
を使用した復旧を使用できます。詳細は、仮想クライアントを
使用したチャレンジ/レスポンス (p. 245) を参照してください。
ユーザーがハード ドライブと別のメディアの両方または一方
からコンピュータを起動できるどうかを指定します。
はい:ユーザーはハード ディスクのみから起動できます。
SafeGuard POA には、フロッピー ディスクまたは他の外部メ
ディアからコンピュータを起動するオプションは表示されませ
ん。
いいえ:ユーザーはハード ディスク、フロッピー ディスク、ま
たは外部メディア (USB、CD など) からコンピュータを起動で
きます。

ログオン オプション
ログオン モード

SafeGuard POA でユーザーが自身を認証する方法を指定しま
す。
ユーザー ID/パスワード
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説明
ユーザーは、ユーザー名とパスワードを入力してログオン
する必要があります。
トークン
ユーザーはトークンまたはスマートカードを使用してのみ、
SafeGuard POA でログオンできます。この処理では、より
高度なセキュリティが実現されます。ユーザーはログオン
時にトークンの挿入を求められます。ユーザーの ID は、
トークンの所有と PIN の提示によって確認されます。ユー
ザーが正しい PIN を入力すると、ユーザー ログオン デー
タが SafeGuard Enterprise によって自動的に読み込まれま
す。
注: このログオン プロセスを選択すると、ユーザーは既存の発
行されたトークンを使用してのみログオンできます。
「ユーザー ID/パスワード」と「トークン」の設定を組み合わ
せることも可能です。トークンを使用したログオンが機能する
かどうかをテストするには、まず両方の設定を選択します。
トークンを使用した認証が成功した場合のみ、「ユーザー ID/
パスワード」ログオン モードを選択から外します。ログオン
モードを切り替えるために、2つの設定を組み合わせる間、ユー
ザーに一度ログオンを許可します。許可しない場合、ログオン
のデッドロックが発生する可能性があります。また、トークン
を使用したログオンで Local Self Help を許可するには、両方
の設定を組み合わせる必要があります。
指紋
この設定を選択して、Lenovo 指紋リーダーによるログオン
を有効にします。このポリシーをユーザーに適用すると、
指紋またはユーザー名とパスワードを使用してログオンで
きるようになります。この手順では、最高レベルのセキュ
リティが提供されます。ログオン時に、ユーザーは指紋リー
ダーに指を通します。指紋の認識に成功すると、SafeGuard
Power-on Authentication プロセスがユーザーのログオン情
報を読み取り、ユーザーは Power-on Authentication にログ
オンします。その後、システムによってログオン情報が
Windows に転送され、ユーザーがコンピュータにログオン
します。
注: このログオン手順を選択した場合、ユーザーは事前に
登録された指紋によるか、ユーザー名とパスワードによっ
てのみログオンできます。同じコンピュータ上でトークン
と指紋ログオン手順を組み合わせて使用することはできま
せん。

トークンを使用したログオンのオプ ユーザーのエンドポイントで使用するトークンまたはスマート
ション
カードの種類を決定します。
非暗号化:
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説明
SafeGuard POA および Windows でのユーザー ログオン情
報に基づいた認証。
Kerberos:
SafeGuard POA および Windows での証明書ベースの認証。
管理対象エンドポイントの場合、セキュリティ担当者は、
PKI の証明書を発行し、トークンに保存します。この証明
書はユーザー ログオン情報として SafeGuard Enterprise
データベースにインポートされます。データベースに自動
生成された証明書がすでに存在する場合、インポートされ
た証明書によって置き換えられます。暗号化トークンを管
理対象外のエンドポイントで使用することはできません。
注: Kerberos トークンを使用する場合、ログオン復旧に
Local Self Help やチャレンジ/レスポンスを使用することは
できません。仮想クライアントを使用したチャレンジ/レス
ポンスのみを使用できます。これでユーザーは、エンドポ
イント上の暗号化されたボリュームに再度アクセスするこ
とができるようになります。

トークンによる自動ログオンに使用 デフォルト PIN を指定し、ユーザーがトークンまたはスマー
される PIN
トカードを使用して SafeGuard Power-on Authentication で自
動的にログオンできるようにします。ユーザーはログオン時に
トークンの挿入を求められ、その後 SafeGuard Power-on
Authentication をパス スルーします。Windows が起動します。
PIN ルールを遵守する必要はありません。
注:
このオプションは、「トークン」が「ログオン モード」と
して選択されている場合のみに使用できます。
このオプションを選択した場合は、「Windows へのパス
スルー」を「Windows へのパススルーを無効にする」に
設定する必要があります。

このユーザーの失敗したログオンを 「はい」に設定した場合: SafeGuard POA と Windows でログ
表示する
オンした後、前回の失敗したログオンについての情報 (ユーザー
名/日付/時刻) を含むダイアログが表示されます。
前回のユーザー ログオンを表示する 「はい」に設定した場合:SafeGuard POA と Windows でログ
オンした後、以下の情報を含むダイアログが表示されます。
前回の成功したログオン (ユーザー名/日付/時刻)
前回ログオンしたユーザーのユーザー ログオン情報
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説明

ワークステーション ロックで「強制
注: この設定は Windows XP 環境のエンドポイントのみに適用
ログオフ」を無効化する
されます。SafeGuard Enterprise 6.1 から、Windows XP はサ
ポートしていません。このポリシー設定は、SafeGuard
Enterprise 6 クライアントを 7.0 Management Center で管理す
るため、引き続き SafeGuard Management Center に表示され
ます。
ユーザーが短期間だけエンドポイントから離れる場合は、「ワー
クステーションのブロック」をクリックして、他のユーザーに
対してコンピュータをロックできます。ロックは、ユーザー
パスワードを入力することで解除できます。いいえ:コンピュー
タをロックしたユーザーと、管理者がロックを解除できます。
管理者がコンピュータのロックを解除すると、現在ログオンし
ているユーザーは自動的にログオフされます。はい:この動作
が変更されます。この場合は、ユーザーのみがコンピュータの
ロックを解除できます。管理者はロックを解除できず、ユー
ザーが自動的にログオフされることはありません。
ユーザー/ドメインの事前設定をアク はい:SafeGuard POA は、前回ログオンしたユーザーのユー
ティブにする
ザー名およびドメインを保存します。したがって、ユーザー
は、ログオンするごとにユーザー名を入力する必要がありませ
ん。
いいえ:SafeGuard POA は、前回ログオンしたユーザーのユー
ザー名およびドメインを保存しません。

サービス アカウントのリスト

SafeGuard Enterprise で保護されたエンドポイントで管理上の
処理を実行した結果、Power-on Authentication がアクティブ化
され、導入担当者がユーザーとしてエンドポイントに追加され
てしまうことを防止するために、SafeGuard Enterprise では、
SafeGuard Enterprise エンドポイント向けに Windows ログオ
ン用のサービス アカウントのリストを作成することができま
す。リストに含まれるユーザーは SafeGuard Enterprise ゲス
ト ユーザーとして扱われます。
ここでリストを選択する前に、「ポリシー」ペインの「サービ
ス アカウントのリスト」でリストを作成する必要があります。

Windows へのパス スルー

注: 自分のコンピュータにアクセスする権限を他のユーザーに
付与できるユーザーには、Windows へのログオン パススルー
を無効にできることが必要です。
ユーザーに自由な選択を許可する
ユーザーは、SafeGuard POA のログオン ダイアログでこ
のオプションを選択または選択解除して、Windows への自
動ログオンを実行するかどうかを決定できます。
Windows へのパス スルーを無効にする
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説明
SafeGuard POA へのログオン後、Windows のログオン ダ
イアログが表示されます。ユーザーは Windows に手動でロ
グオンする必要があります。
Windows へのパス スルーを強制する
ユーザーは常に Windows に自動的にログオンします。

BitLocker オプション
BitLocker ログオン モード: ブート 以下のオプションから選択できます。
ボリューム用
TPM:ログオン鍵は TPM (Trusted Platform Module) チップ
に格納されます。
TPM + PIN:ログオン鍵は TPM チップに格納され、ログオ
ンに PIN も要求されます。
スタートアップ キー:ログオン鍵は USB メモリに格納され
ます。
TPM + スタートアップ キー: ログオン鍵は TPM チップお
よび USB メモリに格納されます。両方ログインに必要で
す。
注: 「TPM + PIN」、「TPM + スタートアップ キー」、ま
たは「スタートアップ キー」ログオンモードを使用するに
は、Active Directory またはローカルコンピュータのグルー
プ ポリシーで、「スタートアップ時に追加の認証を要求す
る」を有効にしてください。「ローカル グループ ポリシー
エディター」(gpedit.msc) で、「グループ ポリシー」の場
所は、以下のとおりです。「ローカル コンピュータ ポリ
シー - コンピュータの構成 - 管理用テンプレート - Windows
コンポーネント - BitLocker ドライブ暗号化 - オペレーティ
ング システム ドライブ」
「スタートアップ キー」を使用する場合は、グループポリ
シーで、追加で「互換性のある TPM が装備されていない
BitLocker を許可する」も有効にしてください。
注: 現在システムで有効のログオンモードが、許可されて
いる代替ログオンモードの場合、ここで指定したログオン
モードは施行されません。

BitLocker 代替ログオン モード:
ブートボリューム用

「BitLocker ログオン モード: ブートボリューム用」で定義さ
れている設定を適用できない場合、SafeGuard Enterprise では
次のログオンオプションが利用できます。
パスワード:ユーザーはパスワードの入力を求められます。
スタートアップ キー: ログオン鍵は USB メモリに格納され
ます。

135

SafeGuard Enterprise

ポリシー設定

説明
パスワードまたはスタートアップ キー:クライアントの OS
がパスワードに対応していない場合に限り、USB メモリが
使用されます。
エラー:エラーメッセージが表示され、ボリュームは暗号化
されません。
注: バージョン 6.1 以前がインストールされているクライ
アントでは、「パスワードまたは スタートアップ キー」お
よび「パスワード」は、「USB メモリ」および「エラー」
に置き換えられます。
注: パスワードは Windows 8 以降でのみサポートされてい
ます。

BitLocker ログオン モード: ブート ブートボリューム以外のボリューム (固定データドライブ) に
ボリューム以外のボリューム用
対していは、次のオプションが利用できます。
自動ロック解除:ブートボリュームが暗号化されると、外部
鍵が作成されブートボリュームに保存されます。その後、
固定データドライブが自動的に暗号化されます。固定デー
タドライブのロックは、BitLocker の自動ロック解除機能で
ログオン時に自動的に解除されます。自動ロック解除機能
はブートボリュームが暗号化されている場合のみに利用で
きる点に注意してください。そうでない場合、代替ログオ
ンモードに切り替わります。
パスワード:ユーザーは各固定データドライブに対してパス
ワードの入力を求められます。
スタートアップ キー:固定データドライブのロックを解除す
るキーが USB メモリに保存されます。
注: バージョン 6.1 以前がインストールされているクライ
アントでは、このポリシーの設定は無視されます。代わり
に「ログオン モード: ブートボリューム用」で設定されて
いる内容が適用されます。固定データドライブに対しては
TPM を使用できないため、このような場合は USB メモリ
またはエラーメッセージが適用されます。
注: パスワードは Windows 8 以降でのみサポートされてい
ます。
注: 現在システムで有効のログオンモードが、許可されて
いる代替ログオンモードの場合、ここで指定したログオン
モードは施行されません。

BitLocker 代替ログオン モード:
「BitLocker ログオン モード: ブートボリューム以外のボリュー
ブートボリューム以外のボリューム ム用」で定義されている設定を適用できない場合、SafeGuard
用
Enterprise では次の設定が利用できます。
パスワード:ユーザーは各固定データドライブに対してパス
ワードの入力を求められます。
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説明
スタートアップ キー:USB メモリに鍵が保存されます。
パスワードまたはスタートアップ キー:クライアントの OS
がパスワードに対応していない場合に限り、USB メモリが
使用されます。
注: バージョン 6.1 以前がインストールされているクライ
アントでは、このポリシーの設定は無視されます。代わり
に「代替ログオン モード: ブートボリューム用」で設定さ
れている内容が適用されます。パスワードが利用できない
ため、代わりに USB メモリまたはエラーメッセージが適用
されます。
注: パスワードは Windows 8 以降でのみサポートされてい
ます。

ログオンの失敗
失敗したログオンの最大数

無効なユーザー名またはパスワードを使用してユーザーがログ
オンを試みることができる回数を指定します。たとえば、誤っ
たユーザー名またはパスワードを連続して 3回入力すると、4
回目の試行でコンピュータがロックされます。

POA の「ログオン失敗」メッセー
ジの表示

ログオン失敗に関するメッセージの詳細レベルを定義します。
標準:概要を表示します。
詳細:より詳細な情報を表示します。

トークン オプション
トークンのログオン状態が失われた トークンをコンピュータから取り外した後の動作を定義しま
場合の処理
す。
以下の動作が可能です。
コンピュータをロックする
PIN ダイアログを表示する
処理なし

トークンのブロック解除を許可する ログオン時にトークンのブロックを解除できるかどうかを指定
します。
ロック オプション
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説明

非アクティブ後、画面をロックする 使用されなくなったデスクトップを自動的にロックするまでの
までの待ち時間 (分)
時間を指定します。
デフォルト値は 0分です。値を変更していない場合、デスク
トップはロックされません。

トークンの取り外し時に画面をロッ セッション中にトークンが取り外された場合に画面をロックす
クする
るかどうかを指定します。
再開後に画面をロックする

コンピュータがスタンバイ モードから復帰する場合に画面を
ロックするかどうかを指定します。

20.3 ポリシーで使用する禁止 PIN 一覧を作成する
「PIN」タイプのポリシーのために禁止 PIN 一覧を作成して、PIN で使用を禁止する文字列
を定義できます。PIN は、トークンを使用してログオンする際に使用されます。詳細は、
トークンおよびスマートカード (p. 215) を参照してください。
SafeGuard Management Center で登録する前に、必要な情報を含むテキスト ファイルを作
成しておく必要があります。テキストファイルの最大ファイル サイズは、50KB です。
SafeGuard Enterprise は、Unicode UTF-16 でエンコーディングされたテキストのみを使用
します。別のエンコーディング形式でテキスト ファイルを作成すると、登録時に自動的に
変換されます。
注: 一覧内で、禁止 PIN は、改行によって区切ります。
テキスト ファイルを登録する方法は次のとおりです。
1. ポリシーのナビゲーション ペインで、「テキスト」を右クリックし、「新規作成 > テキ
スト」を選択します。
2. 「テキスト項目名」フィールドに表示するテキスト名を入力します。
3. 「[...]」をクリックして、作成済みのテキスト ファイルを選択します。ファイルの変換
が必要な場合は、メッセージが表示されます。
4. 「OK」をクリックします。
ポリシーのナビゲーション ペインの「テキスト」のサブノードに、新しいテキスト項目が
表示されます。テキスト項目を選択すると、その内容がペインの右側に表示されます。これ
で、ポリシーの作成時に、このテキスト項目を選択できます。
その他のテキスト項目も、前述の操作で登録してください。登録したすべてのテキスト項目
はサブノードとして表示されます。
注: 「テキストの変更」ボタンを使用すると、既存のテキストに新しいテキストを追加でき
ます。このボタンをクリックすると、別のテキスト ファイルを選択するためのダイアログ
が表示されます。このファイルに含まれるテキストは、既存のテキストの末尾に追加されま
す。
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20.4 PIN の構文ルール
「PIN」タイプのポリシーで、トークンの PIN の設定を定義します。この設定は BitLocker
で暗号化されているエンドポイントのログオン用 PIN には適用されません。BitLocker の
PIN の詳細は、PIN およびパスワード (p. 170) を参照してください。
PIN には、数字、文字、および特殊文字 (+、-、; など) を含めることができます。ただし、
新しい PIN を発行するときは、ALT + <文字> キーの組み合わせを使用する文字を使用しな
いでください。この入力モードは、SafeGuard Power-on Authentication では使用できませ
ん。
注: PIN のルールは、SafeGuard Management Center か Active Directory のいずれか 1つの
みで定義してください。

ポリシー設定

説明

PIN
PIN の最小の長さ

ユーザーがパスワードを変更するときに、PIN を最小何文字で構
成する必要があるかを指定します。必要な値を直接入力するか、
矢印ボタンを使用して数字を増減します。

PIN の最大の長さ

ユーザーが PIN を変更するときに、PIN を最大何文字で構成でき
るかを指定します。必要な値を直接入力するか、矢印ボタンを使
用して数字を増減します。

文字の最小数

これらの設定は、PIN が文字のみ、数字のみ、または特殊文字の
みで構成されることは許可されず、少なくとも 2つの組み合わせ
で構成される必要があることを指定します (15flower など)。ここ
での設定は、最小 PIN 長を 2 より大きく定義した場合のみに有効
です。

数字の最小数
特殊文字の最小数

大文字と小文字を区別する

この設定は「禁止 PIN 一覧を使用する」および「PIN と同じユー
ザー名を禁止する」のみで有効です。
例 1:禁止 PIN の一覧に「board」と入力しました。「大文字と小
文字を区別する」オプションを「はい」に設定すると、大文字/小
文字が異なる PIN (BOARD や BoaRD など) は承諾されず、ログ
オンが拒否されます。
例 2:ユーザー名として「EMaier」を入力しました。「大文字と小
文字を区別する」オプションを「はい」に設定し、「PIN と同じ
ユーザー名を禁止する」オプションを「いいえ」に設定すると、
ユーザー EMaier は大文字/小文字を変更したユーザー名
(「emaier」や「eMaiER」など) を PIN として使用できません。

キーボード行を禁止する

「123」または「qwe」などキーボード上で行として行として連続
するキーを指します。キーボード上に左右にある最大 2文字を入
力できます。連続するキー シーケンスは、キーボードの英数字部
分のみを指します。
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説明

キーボード列を禁止する

「xsw2」または「3edc」など、キーボード上で列として連続する
キーを指します (「xdr5」や「cft6」は違います)。単一のキーボー
ド列内の上下にある最大 2文字を入力できます。キーボード列を
禁止すると、これらのような組み合わせは PIN として拒否されま
す。連続するキー シーケンスは、キーボードの英数字部分のみを
指します。

3文字以上の連続する文字を禁止 このオプションを有効にすると、次のキー シーケンスが禁止され
する
ます。
昇順または降順の連続した 3つ以上の ASCII 文字 (「abc」ま
たは「cba」など)
3つ以上の同じ ASCII 文字 (「aaa」や「111」)

PIN と同じユーザー名を禁止する ユーザー名と PIN を同じにできるかどうかを指定します。
はい:Windows ユーザー名と PIN は違うものにする必要がありま
す。
いいえ:ユーザーは、PIN として Windows ユーザー名と同じ文字
列を使用することができます。

禁止 PIN 一覧を使用する

PIN に特定の文字列を使用できないようにするかどうかを指定し
ます。文字列は、「禁止 PIN のリスト」 (.txt ファイルなど) に保
存されます。

禁止 PIN のリスト

PIN で使用できないようにする文字列を定義します。ユーザーが
禁止 PIN を使用すると、エラー メッセージが表示されます。
前提条件:
Management Center のポリシー ナビゲーション ペインの「テキ
スト」で、禁止する PIN の一覧を登録する必要があります。一覧
は登録後のみに使用できます。
最大ファイル サイズ:50 KB
対応している形式:Unicode
禁止 PIN を定義する
一覧内で、禁止パスワードは、改行によって区切ります。
ワイルドカード:ワイルドカード文字「*」は、PIN で 1文字以上の
任意の文字列を表します。したがって、*123* は、123 を含むす
べての文字列が PIN として禁止されることを意味します。
注:
一覧にワイルドカードのみが含まれる場合、パスワードの変
更を強制された後にユーザーはシステムにログオンできなく
なります。
ユーザーにこのファイルへのアクセスを許可しないでくださ
い。
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説明
「禁止 PIN 一覧を使用する」オプションを有効にする必要が
あります。

変更
PIN の変更を許可するまでの日数 PIN を変更できない期間を指定します。この設定は、ユーザーが
一定の期間内に頻繁にパスワードを変更することを防止します。
例:
ユーザー Miller が新しい PIN (たとえば「13jk56」) を定義しま
す。このユーザー (またはこのユーザーが割り当てられたグルー
プ) の最小変更間隔は 5日間に指定されています。2日後、このユー
ザーは PIN を「13jk56」に変更しようとします。ユーザー Miller
は 5日間が経過するまで、新しい PIN を定義できないため、この
新しい PIN の変更は拒否されます。
PIN が期限切れになるまでの日数 設定されている期間が経過すると、ユーザーは新しい PIN を定義
する必要があります。日数を「999日」に設定すると、PIN の変
更が不要になります。
期限切れの通知日数 (日前)

PIN の有効期限が切れる「n」日前に警告メッセージが表示され、
ユーザーに「n」日が経過する前に PIN を変更するように促しま
す。または、ユーザーは、PIN をすぐに変更することもできます。

全般
POA で PIN を隠す

PIN を入力する際、入力した数字を非表示にするかどうかを指定
します。有効にすると、POA で PIN を入力する際に入力した内
容がまったく表示されなくなります。無効な場合は、入力した
PIN がアスタリスクで表示されます。

PIN 履歴の長さ

以前に使用した PIN をいつ再び使用できるようになるかを指定し
ます。履歴の長さは「PIN が期限切れになるまでの日数」設定と
組み合わせて定義してください。
例:
ユーザー Miller に対して、PIN 履歴の長さを 4、ユーザーが PIN
を変更しなければならない日数として 30日後が指定されていま
す。ユーザー Miller は、現在、PIN 「Informatics」を使用してロ
グオンしています。期限の 30日が経過すると、ユーザー Miller に
対して PIN の変更が求められます。ユーザー Miller は、新しい
PIN として「Informatics」と入力しますが、この PIN はすでに使
用されているので新しい PIN を入力する必要があることを示すエ
ラー メッセージが表示されます。ユーザー Miller は 4回目の PIN
変更要求後まで (つまり PIN 履歴の長さが 4)、PIN 「Informatics」
を使用することはできません。
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20.5 ポリシーで使用する禁止パスワード一覧を作成する
「パスワード」タイプのポリシーのために禁止パスワード 一覧を作成して、パスワードで
使用を禁止する文字列を定義できます。
注: 一覧内で、禁止パスワードは、改行によって区切ります。
SafeGuard Management Center で登録する前に、必要な情報を含むテキスト ファイルを作
成しておく必要があります。テキストファイルの最大ファイル サイズは、50KB です。
SafeGuard Enterprise は、Unicode UTF-16 でエンコーディングされたテキストのみを使用
します。別のエンコーディング形式でテキスト ファイルを作成すると、登録時に自動的に
変換されます。
ファイルが変換された場合は、メッセージが表示されます。
テキスト ファイルを登録する方法は次のとおりです。
1. ポリシーのナビゲーション ペインで、「テキスト」を右クリックし、「新規作成 > テキ
スト」を選択します。
2. 「テキスト項目名」フィールドに表示するテキスト名を入力します。
3. 「[...]」をクリックして、作成済みのテキスト ファイルを選択します。ファイルの変換
が必要な場合は、メッセージが表示されます。
4. 「OK」をクリックします。
ポリシーのナビゲーション ペインの「テキスト」のサブノードに、新しいテキスト項目が
表示されます。テキスト項目を選択すると、その内容がペインの右側に表示されます。これ
で、ポリシーの作成時に、このテキスト項目を選択できます。
その他のテキスト項目も、前述の操作で登録してください。登録したすべてのテキスト項目
はサブノードとして表示されます。
注: 「テキストの変更」ボタンを使用すると、既存のテキストに新しいテキストを追加でき
ます。このボタンをクリックすると、別のテキスト ファイルを選択するためのダイアログ
が表示されます。このファイルに含まれるテキストは、既存のテキストの末尾に追加されま
す。

20.6 パスワードの構文ルール
「パスワード」タイプのポリシーで、システムにログオンするためのパスワードのルールを
定義します。この設定は BitLocker で暗号化されているエンドポイントのログオン用パス
ワードには適用されません。BitLocker のパスワードの詳細は、PIN およびパスワード (p.
170) を参照してください。
パスワードには、数字、文字、および特殊文字 (+、-、; など) を含めることができます。た
だし、新しいパスワードを発行するときは、ALT + <文字> キーの組み合わせを使用する文
字を使用しないでください。この入力モードは、SafeGuard Power-On Authentication では
使用できません。システムへのログオンに使用するパスワードのルールは、「パスワード」
タイプのポリシーで定義します。
注: 強力なパスワードポリシーを施行する詳細は、セキュリティのベストプラクティス (p.
11) および「SafeGuard Enterprise 認証取得のための操作マニュアル (英語)」を参照して
ください。
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SGN 資格情報プロバイダを一貫して使用していない限り、パスワードのルールや履歴の施
行は保障されません。パスワードのルールは、SafeGuard Management Center か Active
Directory のいずれか 1つのみで定義してください。

ポリシー設定

説明

パスワード
パスワードの最小の長さ

ユーザーがパスワードを変更するときに、パスワードを最小何
文字で構成する必要があるかを指定します。必要な値を直接入
力するか、矢印ボタンを使用して数字を増減します。

パスワードの最大の長さ

ユーザーがパスワードを変更するときに、パスワードを最大何
文字で構成できるかを指定します。必要な値を直接入力する
か、矢印ボタンを使用して数字を増減します。

文字の最小数

これらの設定は、パスワードが文字のみ、数字のみ、または特
殊文字のみで構成されることは許可されず、少なくとも 2つの
組み合わせで構成される必要があることを指定します (15flower
など)。ここでの設定は、最小パスワード長を 2 より大きく定
義した場合のみに有効です。

数字の最小数
特殊文字の最小数

大文字と小文字を区別する

この設定は「禁止パスワードの一覧を使用する」および「パス
ワードと同じユーザー名を禁止する」のみで有効です。
例 1:禁止パスワードの一覧に「board」と入力しました。「大
文字と小文字を区別する」オプションを「はい」に設定する
と、大文字/小文字が異なる PIN (BOARD や BoaRD など) は承
諾されず、ログオンが拒否されます。
例 2:ユーザー名として「EMaier」を入力しました。「大文字
と小文字を区別する」オプションを「はい」に設定し、「パス
ワードと同じユーザー名を禁止する」オプションを「いいえ」
に設定すると、ユーザー EMaier は大文字/小文字を変更した
ユーザー名 (「emaier」や「eMaiER」など) をパスワードとし
て使用できません。

キーボード行を禁止する

「123」または「qwe」などキーボード上で行として行として
連続するキーを指します。キーボード上に左右にある最大 2文
字を入力できます。連続するキー シーケンスは、キーボードの
英数字部分のみを指します。

キーボード列を禁止する

「xsw2」または「3edc」など、キーボード上で列として連続
するキーを指します (「xdr5」や「cft6」は違います)。単一の
キーボード列内の上下にある最大 2文字を入力できます。キー
ボード列を禁止すると、これらのような組み合わせはパスワー
ドとして拒否されます。連続するキー シーケンスは、キーボー
ドの英数字部分のみを指します。
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説明

3文字以上の連続する文字を禁止す このオプションを有効にすると、次のキー シーケンスが禁止さ
る
れます。
昇順または降順の連続した 3つ以上の ASCII 文字 (「abc」
または「cba」など)
3つ以上の同じ ASCII 文字 (「aaa」や「111」)

パスワードと同じユーザー名を禁止 ユーザー名をパスワードとして使用できるかを指定します。
する
はい:Windows ユーザー名とパスワードは違うものにする必要
があります。
いいえ:ユーザーは、パスワードとして Windows ユーザー名を
使用することができます。

禁止パスワードの一覧を使用する

パスワードとして特定の文字列を使用できないようにするかど
うかを指定します。文字列は、禁止パスワードの一覧 (.txt ファ
イルなど) に保存されます。

禁止パスワードの一覧

パスワードで使用できないようにする文字列を定義します。
ユーザーが禁止パスワードを使用すると、エラー メッセージが
表示されます。
SafeGuard Management Center のポリシー ナビゲーション ペ
インの「テキスト」で、禁止するパスワードの一覧を登録する
必要があります。一覧は登録後のみに使用できます。
最大ファイル サイズ:50 KB
対応している形式:Unicode
禁止パスワードを定義する
一覧内で、禁止パスワードは、改行によって区切ります。ワイ
ルドカード:ワイルドカード文字「*」は、パスワードで 1文字
以上の任意の文字列を表します。したがって、*123* は、123
を含むすべての文字列がパスワードとして禁止されることを意
味します。
注:
一覧にワイルドカードのみが含まれる場合、パスワードの
変更を強制された後にユーザーはシステムにログオンでき
なくなります。
ユーザーにこのファイルへのアクセスを許可しないでくだ
さい。
「禁止パスワードの一覧を使用する」オプションを有効に
する必要があります。

他の SGN クライアントへのユー
ザーのパスワード同期
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説明
れているユーザーがパスワードを変更した場合に、パスワード
を同期させる手順を指定します。以下のオプションから選択で
きます。
低速 (ユーザーのログオンを待機)
ユーザーが SafeGuard Enterprise エンドポイントでパスワー
ドを変更し、そのユーザーが登録されている別のエンドポ
イントにログオンしようとする場合、まず SafeGuard
Power-on Authentication で古いパスワードを使用してログ
オンする必要があります。パスワードの同期は、まず古い
パスワードを使用してログオンした後のみに実行されます。
高速 (マシンの接続を待機)
ユーザーが SafeGuard Enterprise エンドポイントでパスワー
ドを変更する場合、そのユーザーが登録されている別のエ
ンドポイントとのパスワードの同期は、別のエンドポイン
トがサーバーへの接続を確立するとただちに実行されます。
たとえば、エンドポイントのユーザーとして登録されてい
る別のユーザーが、その間にエンドポイントにログオンし
た場合などです。

変更
パスワードの変更を許可するまでの パスワードを変更できない期間を指定します。この設定は、
日数
ユーザーが一定の期間内に頻繁にパスワードを変更することを
防止します。ユーザーが Windows によってパスワードの変更
を強制された場合や、数日後にパスワードの期限が切れること
を知らせる警告メッセージが表示された後でユーザーがパス
ワードを変更した場合、この設定は評価されません。
例:
ユーザー Miller が新しいパスワード (たとえば「13jk56」) を定
義します。このユーザー (またはこのユーザーが割り当てられ
たグループ) の最小変更間隔は 5日間に指定されています。2日
後、このユーザーはパスワードを「3jk56」に変更しようとし
ます。ユーザーは 5日間が経過するまで、新しいパスワードを
定義できないため、このパスワードの変更は拒否されます。

パスワードが期限切れになるまでの このオプションを設定すると、設定されている期間が経過した
日数
後に、ユーザーは新しいパスワードを定義する必要がありま
す。
期限切れの通知日数 (日前)

パスワードの有効期限が切れる「n」日前に警告メッセージが
表示され、ユーザーに「n」日が経過する前にパスワードを変
更するように促します。または、ユーザーは、パスワードをす
ぐに変更することもできます。

全般
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説明

POA でパスワードを隠す

パスワードを入力する際、入力した文字を非表示にするかどう
かを指定します。有効にすると、POA でパスワードを入力す
る際に入力した内容がまったく表示されなくなります。無効な
場合は、入力したパスワードがアスタリスクで表示されます。

パスワード履歴の長さ

以前に使用したパスワードをいつ再び使用できるようになるか
を指定します。履歴の長さは「パスワードが期限切れになるま
での日数」の設定と組み合わせて定義してください。
例:
ユーザー Miller に対して、パスワード履歴の長さを 4、ユーザー
がパスワードを変更しなければならない日数として 30日後が
指定されています。ユーザー Miller は、現在、パスワード
「Informatics」を使用してログオンしています。期限の 30日が
経過すると、ユーザー Miller に対してパスワードの変更が求め
られます。ユーザー Miller は、新しいパスワードとして
「Informatics」と入力しますが、このパスワードはすでに使用
されているので新しいパスワードを入力する必要があることを
示すエラー メッセージが表示されます。ユーザー Miller は 4回
目のパスワード変更要求後まで (つまり、パスワード履歴の長
さが 4)、パスワード「Informatics」を使用することはできませ
ん。
注: パスワード履歴の長さを 0 に設定した場合、ユーザーは古
いパスワードを新しいパスワードとして設定できます。セキュ
リティ上の理由から、この設定の使用は極力避けてください。

20.7 SafeGuard Data Exchange 用のパスフレーズ
ユーザーはパスフレーズを入力する必要があります。パスフレーズは、SafeGuard Data
Exchange と安全にデータを交換するためのローカル鍵の生成に使用されます。エンドポイ
ントで生成された鍵は、SafeGuard Enterprise のデータベースにも格納されます。「パスフ
レーズ」タイプのポリシーで、該当する要件を定義します。
SafeGuard Data Exchange の詳細は、SafeGuard Data Exchange (p. 193) を参照してくださ
い。
エンドポイントの SafeGuard Data Exchange と SafeGuard Portable の詳細は、「SafeGuard
Enterprise ユーザーヘルプ」の「SafeGuard Data Exchange」の章を参照してください。

ポリシー設定

説明

パスフレーズ
パスフレーズの最小の長さ
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鍵の生成元になるパスフレーズの最小文字数を定義します。必要
な値を直接入力するか、矢印ボタンを使用して数字を増減しま
す。
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説明

パスフレーズの最大の長さ

パスフレーズの最大文字数を定義します。必要な値を直接入力す
るか、矢印ボタンを使用して数字を増減します。

文字の最小数

この設定は、パスフレーズが文字のみ、数字のみ、または記号の
みで構成されることは許可されず、少なくとも 2つの組み合わせ
で構成される必要があることを指定します (15flower など)。ここ
での設定は、最小パスフレーズ長を 2 より大きく定義した場合
のみに有効です。

数字の最小数
特殊文字の最小数

大文字と小文字を区別する

この設定は「パスフレーズと同じユーザー名を禁止する」が有効
な場合に有効です。
例:ユーザー名として「EMaier」を入力しました。「大文字と小
文字を区別する」オプションを「はい」に設定し、「パスフレー
ズと同じユーザー名を禁止する」を「いいえ」に設定すると、
ユーザー EMaier は大文字/小文字を変更したユーザー名 (emaier
や eMaiER など) をパスフレーズとして使用できません。

キーボード行を禁止する

「123」または「qwe」などキーボード上で行として行として連
続するキーを指します。キーボード上に左右にある最大 2文字を
入力できます。連続するキー シーケンスは、キーボードの英数
字部分のみを指します。

キーボード列を禁止する

「xsw2」または「3edc」など、キーボード上で列として連続す
るキーを指します (「xdr5」や「cft6」は違います)。単一のキー
ボード列内の上下にある最大 2文字を入力できます。キーボード
列を禁止すると、こうした組み合わせはパスフレーズに対して拒
否されます。連続するキー シーケンスは、キーボードの英数字
部分のみを指します。

3文字以上の連続する文字を禁止
する

このオプションを有効にすると、次のキー シーケンスが禁止さ
れます。
昇順または降順の連続した 3つ以上の ASCII 文字 (「abc」ま
たは「cba」など)
3つ以上の同じ ASCII 文字 (「aaa」や「111」)

パスフレーズと同じユーザー名を ユーザー名とパスフレーズを同じにできるかどうかを指定しま
禁止する
す。
はい:Windows ユーザー名とパスフレーズを違うものにする必要
があります。
いいえ:ユーザーは、パスフレーズとして Windows ユーザー名を
使用することができます。
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20.8 ファイル ベースの暗号化で使用するデバイス保護
ポリシー用 White List
SafeGuard Management Center で、ファイル ベースの暗号化で使用する、「デバイス保
護」タイプのポリシー用 White List を選択できます。これによって、特定のデバイスの種類
のモデルや特定のデバイス用に、暗号化ポリシーを作成することができます。
「デバイス保護」ポリシーで使用する White List を選択する前に、SafeGuard Management
Center でそのリストを作成し、登録する必要があります。特有の記憶デバイス モデル (iPod
や特定のベンダの USB デバイスなど) や、固有のシリアル番号を基にした特有の記憶デバ
イスを対象に White List を定義できます。デバイスは、手動で White List に追加したり、
SafeGuard PortAuditor (国内未販売) スキャンの結果を利用したりすることができます。詳
細は、「SafeGuard PortAuditor ユーザーガイド」(英語) を参照してください。
後で、「デバイス保護」ポリシーを作成する際に、作成した White List を選択できます。
注: 「デバイス保護」タイプのポリシーで使用する White List を選択した場合、「メディア
の暗号化モード」では、「ファイル ベース」 または「暗号化なし」のみ選択できます。
White List のある「デバイス保護」ポリシーで「暗号化なし」を選択した場合、ボリューム
ベースの暗号化が別のポリシーによって指定されている場合、デバイスは暗号化から除外さ
れません。
注: BlockMaster 製の SafeStick デバイスには、特別の要件があります。このデバイスでは、
管理者権限のないユーザーと管理者に対して、それぞれ異なる ID が使用されます。SafeGuard
Enterprise で一貫した処理を行うため、両方の ID を White List に追加してください。
SafeGuard PortAuditor (国内未販売) は、SafeGuard PortAuditor スキャン対象コンピュータ
で少なくとも 1回 SafeStick デバイスを開いた場合、この両方の ID を検出します。

20.8.1 ファイル ベースの暗号化のためにデバイス保護ポリシー用 White
List を作成する
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「White List」を選択します。
2. 「White List」のショートカット メニューで、「新規作成 > White List」の順にクリッ
クします。
3. White List の種類を選択します。
■

■
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特定のデバイス モデル用に White List を作成するには、「記憶デバイス モデル」を
選択します。
シリアル番号に基き特有のデバイス用に White List を作成するには、「特有の記憶デ
バイス」を選択します。
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4. 「White List のソース」で、White List の作成方法を指定します。
■

デバイスを手動で入力するには、「White List を手動で作成」を選択します。
「OK」をクリックすると、空の White List が SafeGuard Management Center で開
きます。この空の White List に、エントリを手動で作成できます。新しいエントリを
追加するには、SafeGuard Management Center ツール バーにある緑色の「追加 (挿
入)」アイコンをクリックします。
注: Windows デバイス マネージャにて、デバイスの必要な情報を入手するには、デ
バイスの「プロパティ」ウィンドウを開き、「ハードウェア ＩＤ」および「デバイ
ス インスタンス パス 」プロパティを参照してください。次のインターフェースのみ
に対応しています。USB、1394、PCMCIA およびPCI。

■

SafeGuard PortAuditor (国内未販売) で行ったエンドポイントのスキャン結果を使用
する場合は、「SafeGuard PortAuditor の結果からインポート」を選択します。
White List を作成するためのソースとして使用する場合は、SafeGuard PortAuditor の
スキャン結果 (XML ファイル) を使用可能である必要があります。ファイルを選択す
るには、「[...]」ボタンをクリックします。
詳細は、「SafeGuard PortAuditor ユーザーガイド」(英語) を参照してください。
「OK」をクリックすると、インポートされたファイルの内容が SafeGuard
Management Center に表示されます。

「ポリシー」ナビゲーション ペインの「White List」の下に、ホワイト リストが表示され
ます。これは、ファイル ベースの暗号化で使用する、「デバイス保護」タイプのポリシー
を作成する際に選択できます。

20.8.2 ファイル ベースの暗号化のためにデバイス保護ポリシー用 White
List を選択する
前提条件:必要な White List が、SafeGuard Management Center で作成済みである必要があ
ります。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで、「ポリシー」をクリック
します。
2. ナビゲーション ペインで「ポリシー項目」を右クリックし、「新規作成」を選択しま
す。
3. 「デバイス保護」を選択します。
新しいポリシーの名前を入力するためのダイアログが表示されます。
4. 新しいポリシーの名前を入力し、必要に応じて説明を入力します。
5. 「デバイス保護の対象」で、該当する White List を選択します。
■

■

記憶デバイス モデル用 White List を作成した場合、それは「記憶デバイス モデル」
の下に表示されます。
特有の記憶デバイス モデル用 White List を作成した場合、それは「特有の記憶デバ
イス」の下に表示されます。

6. 「OK」をクリックします。
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「デバイス保護」ポリシーの対象としてホワイト リストが選択されました。ポリシーがエ
ンドポイントに転送された後、ポリシーで設定した暗号化モードが適用されます。

20.9 デバイス保護
「デバイス保護」タイプのポリシーには、SafeGuard Data Exchange および SafeGuard
Portable の設定も含まれます。多様な鍵およびアルゴリズムを使用して、ボリューム ベー
スまたはファイル ベースの暗号化を実行できます。「デバイス保護」タイプのポリシーに
は、SafeGuard Data Exchange、SafeGuard Cloud Storage および SafeGuard Portable の
設定も含まれます。SafeGuard Data Exchange の詳細は、SafeGuard Data Exchange (p.
193) を参照してください。SafeGuard Cloud Storage の詳細は、Cloud Storage (p. 203) を参
照してください。エンドポイント上の SafeGuard Data Exchange、SafeGuard Cloud Storage
および SafeGuard Portable の詳細は、「SafeGuard Enterprise ユーザーヘルプ」を参照し
てください。
デバイス保護のポリシーを作成するときは、まずデバイス保護の対象を指定する必要があり
ます。次の対象を選択できます。
■

大容量記憶装置 (ブート ボリューム/他のボリューム)

■

リムーバブル メディア

■

光学式ドライブ

■

記憶デバイス モデル

■

特有の記憶デバイス

■

Cloud Storage の定義

対象ごとに、異なるポリシーを作成します。
注: リムーバブル メディア:リムーバブル メディアのボリューム ベースの暗号化を指定し、
一覧からユーザーに鍵の選択 (例: 「ユーザー鍵リング内の任意の鍵」) を許可するポリシー
が指定されている場合、ユーザーは、鍵を選択しないことでこのポリシーを迂回することが
できます。リムーバブル メディアが常に暗号化されているようにするには、ファイル ベー
スの暗号化ポリシーを使用するか、ボリューム ベースの暗号化ポリシーで鍵を特定してく
ださい。

ポリシー設定

説明

メディアの暗号化モード

デバイス (デスクトップ PC、ノート PC など) や、各種のリムー
バブル メディアを保護するために使用されます。
注: この設定は必須です。
その主な目的は、ローカルまたは外付けの記憶デバイスに格納さ
れているすべてのデータを暗号化することです。透過的に実行さ
れるため、ユーザーは、Microsoft Office などの通常のアプリケー
ションをいつもどおりに使用し続けることができます。
透過的な暗号化とは、暗号化されたすべてのデータが (暗号化さ
れたディレクトリ内かボリューム内かを問わず)、プログラムで開
かれるとすぐにメイン メモリ内で自動的に復号化されることを意
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説明
味します。ファイルは、保存されるときに自動的に再暗号化され
ます。
以下のオプションから選択できます。
暗号化なし
ボリューム ベース (透過的なセクタベースの暗号化)
ユーザーが通常の操作手順を変更したり、セキュリティを考
慮したりしなくても、すべてのデータが暗号化されます (起動
ファイル、スワップファイル、アイドル ファイル/ハイバネー
ション ファイル、一時ファイル、ディレクトリ情報などを含
む)。
ファイル ベース (透過的なファイル ベースの暗号化 (スマート
メディアの暗号化))
すべてのデータが暗号化されます (起動メディアおよびディレ
クトリ情報以外)。CD/DVD などの光学式メディアも暗号化さ
れ、(ポリシーで許可されていれば) SafeGuard Enterprise がイ
ンストールされていない外部コンピュータとデータを交換で
きるという利点があります。
注: ホワイトリストのデバイスを保護対象にした場合、「暗号化
なし」または「ファイル ベース」のみ選択できます。

全般設定
暗号化に使用されるアルゴリズム 暗号化アルゴリズムを設定します。
使用できるすべてのアルゴリズムとその規格を以下に示します。
AES256:32バイト (256ビット)
AES128:16バイト (128ビット)
暗号化に使用される鍵

暗号化に使用される鍵を定義します。特定の鍵 (マシン鍵や定義
済みの鍵など) を定義することや、ユーザーが鍵を選択できるよ
うにすることが可能です。また、ユーザーが使用できる鍵を制限
することもできます。
以下のオプションから選択できます。
ユーザー鍵リング内の任意の鍵
ユーザーの鍵リングのすべての鍵が表示され、ユーザーは任
意の鍵を選択できます。
注: SafeGuard Enterprise (スタンドアロン型) で保護された非
管理対象エンドポイントでファイル ベースの暗号化に対する
ポリシーを定義する場合は、このオプションを選択する必要
があります。
ユーザー鍵リング内の任意の鍵 (ユーザー鍵を除く)
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説明
ユーザー鍵を除き、ユーザーの鍵リングのすべての鍵が表示
され、ユーザーは任意の鍵を選択できます。
ユーザー鍵リング内の任意のグループ鍵
ユーザーの鍵リングのすべてのグループ鍵が表示され、ユー
ザーは任意の鍵を選択できます。
定義済みのマシン鍵
マシン鍵が使用されます。ユーザーは鍵を選択できません。
注: SafeGuard Enterprise (スタンドアロン型) で保護された非
管理対象エンドポイントでボリューム ベースの暗号化に対す
るポリシーを定義する場合は、このオプションを選択する必
要があります。ただし、「ユーザー鍵リング内の任意の鍵」
を選択し、かつユーザーがボリューム ベースの暗号化のため
のローカルで作成された鍵を選択した場合、このボリューム
へのアクセスは拒否されます。
鍵リング内の任意の鍵 (ローカルで作成された鍵を除く)
ローカルで生成された鍵を除いて、鍵リングのすべての鍵が
表示され、ユーザーは任意の鍵を選択できます。
一覧の定義済みの鍵
管理者は、Management Center でポリシーの設定時に使用可
能な任意の鍵を選択できます。

鍵は「暗号化の定義済みの鍵」で選択する必要があります。
「定義済みのマシン鍵」オプションを使用する場合:
SafeGuard Data Exchange のみがエンドポイントにインストール
されている場合 (SafeGuard POA なし、ボリューム ベースの暗号
化なし)、定義済みのマシン鍵をファイル ベースの暗号化に使用
する鍵として定義するポリシーは、このエンドポイントで有効に
なりません。定義済みのマシン鍵は、このタイプのエンドポイン
トでは使用できません。データは暗号化できません。
SafeGuard Enterprise (スタンドアロン型) で保護された非管理対
象エンドポイントのポリシー:
注: 非管理対象エンドポイント コンピュータのポリシーを作成す
る場合、「ユーザー鍵リング内の任意の鍵」オプションしか使用
できないことに注意してください。また、ローカル鍵の作成がこ
のタイプのエンドポイント コンピュータに許可されている必要が
あります。
管理下にないエンドポイントではグループ鍵が使用できないため、
管理下にないエンドポイントでメディア パスフレーズ機能がアク
ティブ化されている場合は、メディア暗号化鍵が「暗号化の定義
済みの鍵」として自動的に使用されます。管理下にないエンドポ
イントのリムーバブル メディア ポリシーを作成するときに「暗
号化の定義済みの鍵」で別の鍵を選択しても無効になります。
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説明

暗号化の定義済みの鍵

このフィールドは「暗号化に使用される鍵」フィールドで「一覧
の定義済みの鍵」オプションを選択した場合のみにアクティブに
なります。「[...]」をクリックして「鍵の検索」ダイアログを表示
します。「今すぐ検索」をクリックして鍵を検索し、表示された
一覧から鍵を選択します。
対象が「リムーバブル メディア」である「デバイス保護」タイプ
のポリシーの場合、メディア パスフレーズ機能が有効になってい
ると (「ユーザーはデバイスに対してメディア パスフレーズを定
義できる」: 「はい」)、メディア暗号化鍵を暗号化するためにこ
の鍵が使用されます。
したがって、リムーバブル メディアのデバイス保護ポリシーで
は、次の設定
暗号化に使用される鍵
暗号化の定義済みの鍵
を互いに独立に指定する必要があります。
SafeGuard Enterprise (スタンドアロン型) で保護された非管理対
象エンドポイントのポリシー:
管理下にないエンドポイントではグループ鍵が使用できないため、
管理下にないエンドポイントでメディア パスフレーズ機能がアク
ティブ化されている場合は、メディア暗号化鍵が「暗号化の定義
済みの鍵」として自動的に使用されます。

ユーザーはローカル鍵を作成でき この設定は、ユーザーが自らのコンピュータでローカル鍵を生成
る
できるかどうかを指定します。
ローカル鍵は、ユーザーが入力するパスフレーズに基づいて、エ
ンドポイント上で生成されます。パスフレーズの要件は、「パス
フレーズ」タイプのポリシーで設定できます。
これらの鍵はデータベースにも保存されます。ユーザーはログオ
ンした任意のエンドポイントでそれらの鍵を使用します。
ローカル鍵は、SafeGuard Data Exchange (SG DX) を介した安全
なデータ交換に使用します。

ボリュームベースの設定
ユーザーは暗号化されたボリュー はい:エンドポイントのユーザーが、鍵リングに鍵を追加または削
ムの鍵を追加または削除できる 除できます。ダイアログは、ショートカット メニューのコマンド
の「プロパティ > 暗号化」タブを選択すると表示されます。
いいえ:エンドポイントのユーザーは鍵を追加できません。

暗号化されていないボリュームに 暗号化されていないメディアを SafeGuard Enterprise で処理する
対する反応
方法を定義します。
以下のオプションから選択できます。
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説明
拒否 (テキスト メディアは暗号化されません)
空のメディアのみを承諾して暗号化する
すべてのメディアを承諾して暗号化する

ユーザーはボリュームを復号化で ユーザーに、Windows エクスプローラのショートカット メニュー
きる
のコマンドを使用したボリュームの復号化を許可します。
高速初期暗号化

ボリューム ベースの暗号化に対する高速初期暗号化が有効になり
ます。このモードは、エンドポイントで行う初期暗号化に必要な
時間を短縮します。
注: このモードを使用すると安全性が低下する場合があります。
詳細は、高速初期暗号化 (p. 167) を参照してください。

不良セクタを無視する

不良セクタが検出された場合に暗号化を続行するかどうかを指定
します。デフォルト設定は「はい」です。

ファイル ベースの設定
すべてのファイルの初期暗号化

ユーザーのログオン開始後、ボリュームの初期暗号化が自動的に
開始されます。ユーザーは事前に鍵リングから鍵を選択する必要
があります。

ユーザーは初期暗号化をキャンセ ユーザーによる初期暗号化のキャンセルを可能にします。
ルできる
ユーザーは暗号化されていない ユーザーがボリューム上の暗号化されていないデータにアクセス
ファイルにアクセスすることを許 できるかどうかを指定します。
可されている
ユーザーはファイルを復号化でき ユーザーは個々のファイルまたはディレクトリ全体を復号化でき
る
ます (Windows エクスプローラの拡張機能「右クリック」を使用
します)。
ユーザーはデバイスに対してメ
ディア パスフレーズを定義でき
る

ユーザーが自分のコンピュータ上でメディア パスフレーズを定義
できるようにします。メディア パスフレーズを使用すると、
SafeGuard Data Exchange がインストールされていないコンピュー
タ上で、SafeGuard Portable を使って、使用されているすべての
ローカル鍵に容易にアクセスできます。

リムーバブル メディアと Cloud このオプションを選択すると、暗号化されたメディアやフォルダ
Storage のみ:
に書き込みが行われると、エンドポイントに接続された任意のリ
SG Portable を対象にコピーする ムーバブル メディアや、SafeGuard Cloud Storage 用に Cloud
Storage の定義で指定された任意の同期フォルダに、SafeGuard
Portable がコピーされます。
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SafeGuard Portable を使用すると、受け取る側に SafeGuard
Enterprise がインストールされていなくても、リムーバブル メ
ディアや Cloud Storage を使用して暗号化データを交換できます。
受け取る側は、SafeGuard Portable および対応するパスフレーズ
を使用して、暗号化されたファイルを復号化および再暗号化する
ことができます。受け取る側は、SafeGuard Portable を使用して
ファイルを再暗号化することも、暗号化に元の鍵を使用すること
もできます。
SafeGuard Portable は、受け取る側のコンピュータにインストー
ルまたはコピーする必要はなく、リムーバブル メディア、または
Cloud Storage の同期フォルダから直接使用します。

デフォルトの初期暗号化鍵

ファイル ベースの初期暗号化に使用される鍵を選択するダイアロ
グを表示できます。ここで鍵を選択すると、ユーザーは初期暗号
化の起動時に鍵を選択できません。初期暗号化はユーザー操作な
しで起動します。
選択した鍵は、常に初期暗号化で使用されます。
例:
前提条件:初期暗号化のデフォルトの鍵が設定されています。
ユーザーがコンピュータに USB デバイスを接続すると、自動的
に初期暗号化が起動します。定義済みの鍵が使用され、ユーザー
による介入は必要ありません。その後、ファイルの再暗号化や
USB デバイスへの新しいファイルの保存をする場合、ユーザーは
任意の鍵を選択できます (許可されていて、使用可能な場合)。ユー
ザーが別の USB デバイスを接続すると、初期暗号化のために定
義された鍵が再び使用されます。この鍵は、ユーザーが別の鍵を
明示的に選択しない限り、後続のすべての暗号化処理にも使用さ
れます。
注: メディアパスフレーズ機能がアクティブになっていると、こ
のオプションが無効になります。「暗号化の定義済みの鍵」が使
用されます。

非暗号化フォルダ

すべてのリムーバブル メディア、大容量記憶装置、および Cloud
Storage の同期フォルダに対して、ここで指定されたフォルダが
作成されます。このフォルダにコピーされたファイルは、常に平
文のままです。

ユーザーは暗号化を実行するか決 ユーザーは、リムーバブル メディアおよび大容量記憶装置上の
定できる
ファイルの暗号化を実行するか決定できます。
このオプションを「はい」に設定すると、ユーザーは、デー
タを暗号化するかを決定することができます。大容量記憶装
置の場合、ログオンするたびにメッセージが表示され、リムー
バブル メディアの場合、リムーバブル メディアを差し込んだ
ときにメッセージが表示されます。
このオプションを「はい - ユーザーの設定を保存する」に設定
すると、「この設定を保存し、次回からこのダイアログを表
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示しない」オプションを選択し、該当するデバイスに対する
設定内容を記憶させることができます。この場合、ダイアロ
グは、該当するデバイスに対して次回表示されません。
エンドポイントに表示されるダイアログでこのオプションを「い
いえ」に設定すると、初期暗号化も透過的な暗号化も実行されま
せん。

20.10 マシンの設定 - 基本設定
ポリシー設定

説明

POA (POWER-ON AUTHENTICATION)
POA (Power-on Authentication) を有効にする

SafeGuard POA を有効/無効にするかどうかを定
義します。
重要: セキュリティ上の理由から、SafeGuard
POA は常に有効にしておくことを強く推奨しま
す。SafeGuard POA を非アクティブ化すると、
システム セキュリティが Windows ログオン セ
キュリティのみに低下し、暗号化されたデータに
不正アクセスされる可能性が増加します。

アクセスが拒否されるまでのサーバー未接続日数 エンドポイントがサーバーに接続していない期間
(0=拒否しない)
が設定された期間を超えた場合に、SafeGuard
POA へのログオンを拒否します。
セキュアな Wake on LAN (WOL)

「セキュアな Wake on LAN (WOL)」を使用し
て、エンドポイントにソフトウェアを集中インス
トールする際の事前準備ができます。該当する
Wake on LAN 設定がエンドポイントに適用され
る場合、必要なパラメータ (SafeGuard POA の
非アクティブ化や Wake on LAN の時間帯など)
は、エンドポイントに直接転送され、パラメータ
はそこで分析されます。
重要: たとえ限られた起動処理回数であっても、
SafeGuard POA を非アクティブ化すると、シス
テムのセキュリティ レベルが低下します。
セキュアな Wake on LAN の詳細は、セキュアな
Wake on LAN (WOL) (p. 232) を参照してくださ
い。
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自動ログオンの数

Wake on LAN のために SafeGuard Power-on
Authentication が無効になっている間の再起動の
回数を定義します。
自動ログオンが事前に設定されている回数に達す
るまで、この設定は「POA (Power-on
Authentication) を有効にする」設定を一時的に
上書きします。その後、SafeGuard Power-on
Authentication が再度アクティブ化されます。
自動ログオンの回数を 2に設定し、「POA
(Poweron Authentication) を有効にする」が有
効な場合、エンドポイントは、SafeGuard POA
での認証なしに、2回起動します。
Wake on LAN の場合、予期しない問題が起こっ
たときにコンピュータを操作できるようにするた
めに、再起動の回数を必要な数より 3回多く設定
することを推奨します。

WOL 中にローカル Windows ログオンを許可す
る

Wake On LAN 中にローカル Windows ログオン
を許可するかどうかを決定します。

外部 WOL を開始するためのタイム スロットの開 Wake on LAN (WOL) の開始および終了の日付と
始日時
時刻を選択するか、または入力できます。
外部 WOL を開始するためのタイム スロットの終 日付の形式:YYYY/MM/DD
了日時
時間の形式:HH:MM
以下の入力の組み合わせが可能です。
WOL の開始および終了を定義。
WOL の終了は定義し、開始は定義しない。
入力なし: 時間帯を設定しない。
ソフトウェアの展開が計画されている場合、セ
キュリティ担当者は WOL の時間帯を設定して、
スケジューリング スクリプトが十分な余裕をもっ
て早期に開始され、すべてのエンドポイントに起
動する十分な時間があるようにする必要がありま
す。
WOLstart:スケジューリング スクリプト内の WOL
の開始日時は、ポリシーに設定された時間帯内で
ある必要があります。時間帯が定義されないと、
WOL は SafeGuard Enterprise で保護されたエン
ドポイントのローカルでアクティブ化されませ
ん。WOLstop:このコマンドは、WOL に設定され
た終了日時に関係なく実行されます。

User Machine Assignment (UMA)
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説明

注: この設定は、管理対象エンドポイントのみに
適用されます。
エンドポイントで、ユーザーに Windows へのロ
グオン資格を与えるかどうかを定義します。
注: Microsoft のアカウントは、常に SafeGuard
Enterprise ゲスト ユーザーとして扱われます。

新しい SGN ユーザーの登録を許可する

SGN ユーザーを SafeGuard POA および/または
UMA に追加できるユーザーを指定します (OS へ
のパススルーを無効にすることで実行)。
注: Device Encryption モジュールがインストー
ルされていないエンドポインで、鍵リングにアク
セスできる複数のユーザーを UMA に追加するに
は、「新しい SGN ユーザーの登録を許可する」
設定を「全員」に設定する必要があります。設定
しない場合、ユーザーは Management Center の
みで追加できます。この設定は、管理対象エンド
ポイントのみで利用できます。新しい SafeGuard
Enterprise Data Exchange ユーザーが Data
Exchange のみの SafeGuard Enterprise にログオ
ンした後、証明書を受信しない (英語)も参照して
ください。

SGN Windows ユーザーの登録を有効にする

SGN Windows ユーザーをエンドポイントに登録
できるかどうかを指定します。SGN Windows
ユーザーは、SafeGuard POA には追加されませ
んが、SGN ユーザーと同様に、暗号化されたファ
イルにアクセスするための鍵リングを使用できま
す。この設定を行った場合、SGN ゲストユーザー
になるはずのユーザーすべてが、SGN Windows
ユーザーになります。ユーザーは、Windows に
ログオンすると、だたちに UMA に追加されま
す。

スタンドアロン型エンドポイント用に対する手動
注: この設定は、管理対象外のエンドポイントの
の UMA クリーンアップを有効化する
みに適用されます。
ユーザーが、SGN ユーザーや SGN Windows ユー
ザーを、User Machine Assignment から削除でき
るかどうかを指定します。「はい」を選択する
と、「User Machine Assignments」コマンド
が、エンドポイントのシステムトレイ アイコン
のメニューに表示されるようになります。このコ
マンドを指定すると、SafeGuard Power-on
Authentication で SGN ユーザーとしてログオン
できるユーザー、および Windows で SGN
Windows ユーザーとしてログオンできるユーザー
の一覧が表示されます。表示されるダイアログ

158

管理者ヘルプ

ポリシー設定

説明
で、ユーザーをリストから削除することができま
す。削除された SGN ユーザーや SGN Windows
ユーザーは、以後、SafeGuard Power-on
Authentication や Windows でログオンすること
はできません。

自動クリーンアップ前に登録可能な SGN Windows
注: この設定は、管理対象エンドポイントのみに
ユーザーの最大数
適用されます。
これを使用して、管理対象エンドポイント上の
SafeGuard Enterprise Windows ユーザーの自動
クリーンアップを有効にできます。SafeGuard
Enterprise Windows ユーザーの数が、ここで指
定した最大数を超えると、新規ユーザー以外の、
既存の SafeGuard Enterprise Windows ユーザー
すべてが、User Machine Assignment から削除さ
れます。デフォルト値は 10 です。
表示オプション
マシンの識別情報を表示する

SafeGuard POA のタイトル バーにコンピュータ
名または定義されたテキストを表示します。
Windows ネットワーク設定にコンピュータ名が
含まれる場合、これは基本設定に自動的に組み込
まれます。

マシンの識別情報のテキスト

SafeGuard POA のタイトル バーに表示されるテ
キストです。
「マシンの識別情報を表示する」フィールドで
「定義済みの名前」を選択した場合には、この入
力フィールドにテキストを入力できます。

利用条件を表示する

SafeGuard POA での認証前に表示される構成可
能なコンテンツが含まれたテキスト ボックスを
表示します。一部の国では、特定のコンテンツを
含むテキスト ボックスの表示が法律で義務づけ
られています。
ユーザーは、システムの起動を続ける前に、この
ボックスを確認する必要があります。
表示するテキストを指定する前に、「ポリシー」
のナビゲーション ペインの「テキスト」で、テ
キストを登録する必要があります。

利用条件のテキスト

利用条件として表示されるテキストです。
「ポリシー」ナビゲーション ペインの「テキス
ト」で登録したテキスト項目を選択できます。
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詳細情報を表示する

利用条件の後に表示される (アクティブ化されて
いる場合) 構成可能なコンテンツが含まれたテキ
スト ボックスを表示します。
詳細情報を表示するかどうかを定義できます。
なし
すべてのシステム起動
すべてのログオン
表示するテキストを指定する前に、「ポリシー」
のナビゲーション ペインの「テキスト」で、テ
キストを登録する必要があります。

詳細情報テキスト

詳細情報として表示されるテキストです。
「ポリシー」ナビゲーション ペインの「テキス
ト」で登録したテキスト項目を選択できます。

表示時間 (秒)

詳細情報を表示する時間 (秒単位) を定義できま
す。
詳細情報のテキスト ボックスが自動的に閉じら
れるまでの秒数を指定できます。ユーザーは
「OK」をクリックすれば、いつでもテキスト
ボックスを閉じることができます。

システム トレイ アイコンを有効化して表示する

SafeGuard Enterprise システム トレイ アイコン
を使用すると、ユーザーはエンドポイントで、す
べてのユーザー機能に迅速、容易にアクセスでき
ます。また、エンドポイントの状態についての情
報 (新しいポリシーの受信など) をツールチップ
で表示できます。
はい:
システム トレイ アイコンがタスク バーの情報ペ
インに表示され、ユーザーはツールチップを介し
て SafeGuard Enterprise で保護されたエンドポ
イントの状態を常時通知します。
いいえ:
システム トレイ アイコンは表示されません。ツー
ルチップを介してユーザーに状態情報は提供され
ません。
サイレント:
システム トレイ アイコンがタスク バーの情報ペ
インに表示されますが、ユーザーにツールチップ
を介して状態情報は提供されません。
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エクスプローラにオーバーレイ アイコンを表示す ボリューム、デバイス、フォルダ、およびファイ
る
ルの暗号化の状態を示す鍵アイコンを表示するか
どうかを定義します。
POA の仮想キーボードを表示する

要求されたときに SafeGuard POA のダイアログ
にパスワード入力用の仮想キーボードを表示でき
るようにするかどうかを定義します。

インストール オプション
アンインストールを許可する

SafeGuard Enterprise のアンインストールをエン
ドポイントで許可するかどうかを指定します。
「アンインストールを許可する」を「いいえ」に
設定すると、この設定が有効である限り、管理者
権限を持つユーザーも SafeGuard Enterprise を
アンインストールすることはできません。

ソフォス タンパー プロテクションを有効にする

ソフォスのタンパー プロテクション機能を有効/
無効にします。ポリシー設定「アンインストール
を許可する」によって SafeGuard Enterprise の
アンインストールを許可している場合でも、この
ポリシー設定を「はい」に設定することで、この
ソフトウェアが誤って削除されることがないよう
にアンインストール操作をチェックすることがで
きます。
ソフォスのタンパー プロテクション機能によっ
てアンインストールを許可しない場合は、アンイ
ンストール操作はキャンセルされます。
「ソフォス タンパー プロテクションを有効にす
る」を「いいえ」に設定している場合は、
SafeGuard Enterprise のアンインストール操作は
チェック (防止) されません。
注: この設定は、Sophos Endpoint Security and
Control バージョン 9.5 以降がインストールされ
ているエンドポイントにのみ適用されます。

資格情報プロバイダの設定
資格情報プロバイダをラップする

SafeGuard Enterprise to で、Windows 資格情報
プロバイダとは異なる、別のログオン情報プロバ
イダーを使用するよう設定できます。対応してい
るログオン情報プロバイダーのテンプレートは、
ソフォス Web サイトからダウンロードできま
す。検証済みのログオン情報プロバイダーのテン
プレートの一覧、およびダウンロード先の取得方
法は、ソフォス テクニカルサポートにお問い合
わせください。
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テンプレートのインポートや、エンドポイントへ
の展開は、「ログオン情報プロバイダ」ポリシー
設定を使用して実行できます。「テンプレートの
インポート」をクリックして、テンプレートファ
イルを参照してください。インポートされたテン
プレートと、その内容は、「ログオン情報プロバ
イダ」フィールドに表示され、ポリシーとして指
定されます。
テンプレートを削除するには、「テンプレートの
クリア」をクリックします。
注: ダウンロードしたテンプレートは編集しない
でください。これらのファイルの XML 構造が変
更されると、エンドポイントで設定が認識され
ず、代わりに、デフォルトの Windows 資格情報
プロバイダが使用されてしまう恐れがあります。

トークン サポートの設定
トークン ミドルウェア モジュール名

トークンの PKCS#11 モジュールを登録します。
以下のオプションから選択できます。
ActiveIdentity ActivClient
ActiveIdentity ActivClient (PIV)
AET SafeSign Identity Client
Aladdin eToken PKI Client
a.sign Client
ATOS CardOS API
Charismatics Smart Security Interface
Estonian ID-Card
Gemalto Access Client
Gemalto Classic Client
Gemalto .NET Card
IT Solution trustware CSP+
Módulo PKCS#11 TC-FNMT
Nexus Personal
RSA Authentication Client 2.x
RSA Smart Card Middleware 3.x
Siemens CardOS API
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T-Systems NetKey 3.0
Unizeto proCertum
PKCS#11 のカスタム設定...
「PKCS#11 のカスタム設定...」を選択する
と、「PKCS#11 のカスタム設定」が有効化
されます。
その後、使用するモジュール名を入力できま
す。
PKCS#11 モジュール - Windows 版
PKCS#11 モジュール - Power-on
Authentication 版
注: Nexus Personal または Gemalto .NET Card
ミドルウェアをインストールした場合は、コン
ピュータの「システムのプロパティ」で、そのイ
ンストールパスを PATH 環境変数に追加する必
要があります。
Gemalto .NET Card のデフォルトインストー
ルパス:C:\Program Files\
Gemalto\PKCS11 for .NET V2 smart
cards
Nexus Personal のデフォルトインストール
パス:C:\Program Files\Personal\bin
ライセンス:
標準のオペレーティング システム用の各社のミ
ドルウェアを使用するには、該当するメーカーと
の使用許諾契約が必要です。ライセンスの入手元
について詳細は、SafeGuard Device Encryption
で必要な OS 用ミドルウェアのライセンス取得方
法を参照してください。
Siemens ライセンスについては以下にお問い合
わせください。
Atos IT Solutions and Services GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
D-81739 Muenchen
Germany

待機するサービス

この設定は特定のトークンに関する問題を解決す
るために使用されます。必要に応じて、サポート
チームに該当する設定をお問い合わせください。

163

SafeGuard Enterprise

20.11 Windows エンドポイント用のログ
SafeGuard Enterprise のイベントは、Windows イベント ビューアまたは SafeGuard Enterprise
データベースに記録できます。記録するイベントとその記録先を指定するには、「ログ」タ
イプのポリシーを作成し、目的のイベントをクリックして選択します。
さまざまなカテゴリ (認証、暗号化など) のさまざまなイベントから選択できます。ログ記
録の目的を明確にし、報告および監査要件に基づいて必要なイベントを決定することを推奨
します。
詳細は、レポート (p. 271) を参照してください。
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21 ディスク暗号化
このバージョンの SafeGuard Enterprise は、BIOS または UEFI 搭載の Windows 7 および
Windows 8 環境のエンドポイントに対応しています。
■

BIOS の場合、SafeGuard Enterprise フルディスク暗号化、または SafeGuard によって
管理される BitLocker 暗号化のいずれかを選択できます。BIOS 版には、BitLocker のネ
イティブ復旧機能があります。
注: このガイドに記載されている SafeGuard Power-on Authentication や SafeGuard フ
ルディスク暗号化の説明は、Windows 7 BIOS エンドポイントのみを対象にしています。

■

UEFI の場合、ディスク暗号化は SafeGuard Enterprise で管理される BitLocker を使用し
ます。このようなエンドポイントでは、SafeGuard Enterprise のチャレンジ/レスポンス
機能を使用できます。対応している UEFI のバージョンや、SafeGuard BitLocker チャレ
ンジ/レスポンス対応の制限事項は、次のサイトにあるリリースノートを参照してくださ
い。http://downloads.sophos.com/readmes/readsgn_7_jpn.html

注: 説明内容が UEFI のみを対象にしている場合、そのように明記しています。
使用できるコンポーネントは次の表を参照してください。

SafeGuard ディスク SafeGuard Power-on SafeGuard によって BitLocker プリブー
暗号化と SafeGuard Authentication (POA)
管理される
ト認証 (PBA) 用の
Power-on
と with C/R 復旧
BitLocker プリブー SafeGuard C/R 復旧
Authentication (POA)
ト認証 (PBA)
Windows 7
BIOS

はい

はい

はい

Windows 7
UEFI

はい

Windows 8
BIOS

はい

Windows 8
UEFI

はい

はい

はい

21.1 SafeGuard フルディスク暗号化
SafeGuard Enterprise の特長は、さまざまなデータ記憶デバイス上のデータを暗号化できる
ことです。フルディスク暗号化は、さまざまな鍵およびアルゴリズムを使用して、ボリュー
ム ベースまたはファイル ベースで実行することができます。
ファイルは透過的に暗号化されます。ユーザーがファイルを開くとき、編集するとき、お
よび保存するときに、暗号化や復号化についての確認は表示されません。
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セキュリティ担当者は、「デバイス保護」タイプのセキュリティ ポリシーで暗号化を設定
します。詳細は、ポリシーの使用について (p. 87) およびデバイス保護 (p. 150) を参照して
ください。
注: ここで説明するフルディスク暗号化機能は、Windows 7 BIOS 搭載のシステムのみで使
用できます。UEFI または Windows 8 など他のシステムを使用している場合は、Windows
搭載の BitLocker ドライブ暗号化機能を使用してください。詳細は、BitLocker ドライブ暗
号化 (p. 169) を参照してください。

21.1.1 ボリューム ベースのフルディスク暗号化
ボリューム ベースのフルディスク暗号化を使用すると、ボリューム上のすべてのデータ
(ブート ファイル、ページ ファイル、ハイバネーション ファイル、一時ファイル、ディレ
クトリ情報など) が暗号化されます。ユーザーは通常の操作手順を変更したり、セキュリ
ティを考慮したりする必要はありません。
エンドポイントでボリューム ベースの暗号化を実行できるようにするには、「デバイス保
護」タイプのポリシーを作成して、「メディアの暗号化モード」を「ボリュームベース」に
設定します。詳細は、デバイス保護 (p. 150) を参照してください。
注:
■

■

■

■

■

ボリュームベースの暗号化/復号化は、ドライブレターが割り当てられていないドライブ
で利用することはできません。
ボリュームまたはボリュームの種類に対する暗号化ポリシーが存在する場合で、ボリュー
ムの暗号化に失敗したとき、ユーザーはそのボリュームにアクセスできません。
暗号化/復号化の処理中にエンドポイントがシャットダウンし、再起動する可能性があり
ます。
アンインストール後に復号化を行う場合は、復号化処理中にエンドポイントをスリープ
状態や休止状態にしないことを推奨します。
ボリュームの暗号化後、復号化を許可する新しいポリシーがエンドポイント コンピュー
タに適用されたら、次の操作を行ってださい。ボリュームベースの暗号化が完了した後
は、復号化を行う前に、必ずエンドポイント コンピュータを最低 1回再起動してくださ
い。

注:
SafeGuard のボリュームベースの暗号化は、SafeGuard BitLocker Drive Encryption とは異
なり、GPT (GUID パーティションテーブル) ディスクに対応していません。そのようなディ
スクが検出されると、インストールは中止されます。インストール後に、システムに GPT
ディスクが追加された場合は、ディスク上のボリュームは暗号化されます。BE_Restore.exe
や recoverkeys.exe など、SafeGuard 復旧ツールはこのようなボリュームを処理できないた
め、GPT ディスクは暗号化しないことを強く推奨します。誤って暗号化されたボリューム
を復号化するには、SGN ポリシーを適宜変更して、ユーザー自身が復号化できるようにし
てください。
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21.1.1.1 高速初期暗号化
SafeGuard Enterprise のボリュームベースの暗号化には、特別な高速初期暗号化モードがあ
ります。実際に使用されているディスク領域のみにアクセスすることで、エンドポイント上
のボリュームの初期暗号化 （または最終復号化) に必要な時間を短縮します。
高速初期暗号化の前提条件は次のとおりです。
■

■

高速初期暗号化は、NTFS 形式のボリュームのみで実行できます。
クラスタサイズが 64KB の NTFS 形式のボリュームは、高速初期暗号化モードで暗号化
することはできません。

注: SafeGuard Enterprise 使用以前にディスクを使用したことがある場合は、このモードを
使用すると安全性が低下します。未使用のセクタにもデータが含まれていることがあるから
です。したがって、高速初期暗号化はデフォルトで無効になっています。
高速初期暗号化を有効にするには、「デバイス保護」タイプのポリシーで、「高速初期暗号
化」を選択してください。
注: ボリュームの復号化では、ポリシーの設定内容に関わらず、常に、高速初期暗号化モー
ドが使用されます。また、復号化に対しても上記の前提条件が適用されます。

21.1.1.2 ボリューム ベースの暗号化と Windows 7 システム パーティション
Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate 環境では、ドライブ文字の割り当てなしに、エ
ンドポイントでシステム パーティションが作成されます。このシステム パーティション
は、SafeGuard Enterprise で暗号化できません。

21.1.1.3 ボリューム ベースの暗号化および不明なファイル システム オブジェクト
不明なファイル システム オブジェクトとは、暗号化されていないのか、デバイスレベルで
暗号化されているのかを SafeGuard Enterprise が明確に特定できないボリュームのことで
す。不明なファイル システム オブジェクト用の暗号化ポリシーがある場合は、このボリュー
ムへのアクセスは拒否されます。暗号化ポリシーがない場合、ユーザーはこのボリュームに
アクセスできます。
注: 不明なファイル システム オブジェクト ボリューム用の暗号化ポリシーがあって、その
「暗号化に使用される鍵」が鍵を選択できるオプション (たとえば、「ユーザー鍵リング内
の任意の鍵」) に設定されている場合は、鍵を選択するダイアログが表示されてからアクセ
スが拒否されるまでに少し時間がかかります。この間はボリュームにアクセスできてしまい
ます。つまり、ダイアログで鍵の選択が確定されるまでは、ボリュームにアクセスできま
す。この状態を避けるには、暗号化用に、事前に選択する鍵を指定してください。該当する
ポリシーの設定の詳細は、デバイス保護 (p. 150) を参照してください。不明なファイル シス
テム オブジェクト ボリュームがエンドポイントに接続されていて、暗号化ポリシーが有効
になるときにユーザーがそのボリューム上のファイルをすでに開いている場合にも、この現
象は発生します。この場合は、データが失われる可能性があるため、このボリュームへのア
クセスが拒否されることは保証されません。
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21.1.1.4 Autorun 機能が有効になっているボリュームの暗号化
Autorun が有効になっているボリュームに暗号化ポリシーを適用する場合は、次の問題が発
生することがあります。
■

■

ボリュームが暗号化されない。
ボリュームが、「不明なファイル システム オブジェクト」でも、アクセスが拒否されな
い。

21.1.1.5 BitLocker To Go で暗号化されたボリュームへのアクセス
BitLocker To Go サポートが有効になっている状態で SafeGuard Enterprise が使用されてい
て、BitLocker To Go で暗号化されたボリュームに SafeGuard Enterprise 暗号化ポリシーが
ある場合は、そのボリュームへのアクセスが拒否されます。SafeGuard Enterprise 暗号化ポ
リシーがない場合は、ユーザーはこのボリュームにアクセスできます。
BitLocker To Go に関する詳細は、BitLocker To Go (p. 178) を参照してください。

21.1.2 ファイル ベースのフルディスク暗号化
ファイル ベースの暗号化によって、起動メディアおよびディレクトリ情報以外のすべての
データが暗号化されます。ファイル ベースの暗号化を使用すると、CD/DVD などの光学式
メディアも暗号化できます。また、ポリシーで許可されていれば、SafeGuard Enterprise が
インストールされていない外部コンピュータとデータを交換することもできます。詳細は、
SafeGuard Data Exchange (p. 193) を参照してください。
注: ファイル ベースの暗号化を使用して暗号化したデータは圧縮できません。また、圧縮
したデータをファイル ベースで暗号化することもできません。
注: ブート ボリュームをファイル ベースで暗号化することはできません。ブート ボリュー
ムは、ポリシーで定義されている場合も含め、ファイル ベースの暗号化から自動的に除外
されます。
エンドポイントでファイル ベースの暗号化を実行できるようにするには、「デバイス保護」
タイプのポリシーを作成して、「メディアの暗号化モード」を「ファイル ベース」に設定
します。

21.1.2.1 ファイル保存時のデフォルトの動作
ファイルを保存する動作はアプリケーションによって異なるため、SafeGuard Enterprise で
は、変更された暗号化ファイルを 2とおりの方法で処理しています。
ボリュームのデフォルトの鍵以外の鍵を使って暗号化されたファイルを編集、保存した場
合、ファイルの「作成」でなく「編集」が行われたため、元の暗号化鍵が継続して使用され
ると想定するかもしれません。しかし、Microsoft Office など多くのアプリケーションでは、
保存・削除・名前の変更の各操作を組み合わせることによってファイルの保存が実行されま
す。このように動作するアプリケーションに対して、SafeGuard Enterprise はデフォルト
で、ボリュームのデフォルトの鍵を使用します。したがって、暗号化に別の鍵が使用される
ことになります。
デフォルトの処理方法でなく、常に元の鍵を暗号化に使用するよう設定する場合は、エンド
ポイントのレジストリキーを変更してください。
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変更されたファイルを、以前と同じ鍵を使用して保存するには、次のように指定します。

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UTIMACO\SGLCENC]
"ActivateEncryptionTunneling"=dword:00000001
変更されたファイルを、別の鍵 (デフォルトの鍵) を使用して保存することを許可するには、
次のように指定します。これは、インストールした後のデフォルト設定です。

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UTIMACO\SGLCENC]
"ActivateEncryptionTunneling"=dword:00000000
注: 変更内容を適用するには、エンドポイントを再起動する必要があります。

21.2 BitLocker ドライブ暗号化
BitLocker ドライブ暗号化は、Microsoft の Windows OS に搭載されている機能で、プリブー
ト認証でディスク全体を暗号化します。ブート ボリュームおよびデータボリュームを暗号
化することでデータを保護するようになっています。Windows 8 以降では、BitLocker ドラ
イブ暗号化機能のみを使用できます (SafeGuard フルディスク暗号化機能は利用できませ
ん)。
SafeGuard Enterprise ではコンピュータ上の BitLocker 暗号化機能を管理できます。BitLocker
暗号化を有効化したり、すでに BitLocker で暗号化されているドライブの管理を引き継いだ
りできます。
エンドポイントへのインストールと初回の再起動を行う際、SafeGuard Enterprise は、ハー
ドウェアが SafeGuard チャレンジ/レスポンスを使用する BitLocker のハードウェア要件を
満たしているかを判断します。満たしていない場合、SafeGuard Enterprise BitLocker 管理
は、チャレンジ/レスポンスなしで実行されます。この場合、BitLocker 復旧鍵は、SafeGuard
Management Center を使って取得できます。

21.2.1 BitLocker ドライブ暗号化を使用した認証
BitLocker ドライブ暗号化には、ブートボリュームや固定データドライブ (ブートボリュー
ム以外のボリューム) に対するさまざまな認証オプションが用意されています。
セキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center で、各種のログオン モードをポリ
シーで設定し、それを BitLocker エンドポイントに配布することができます。
SafeGuard Enterprise の BitLocker ユーザー用に、次のログオン モードがあります。
■

TPM (ブートボリュームのみ)

■

TPM + PIN (ブートボリュームのみ)

■

TPM + スタートアップ キー (ブートボリュームのみ)

■

パスワード (TPM なし)

■

スタートアップ キー (TPM なし)
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■

自動ロック解除 (ブートボリューム以外のボリュームのみ)

ポリシーにおけるログオンモードの設定の詳細は、認証 (p. 131) を参照してください。

21.2.1.1 Trusted Platform Module (TPM)
TPM は、暗号化やデジタル署名を行うスマートカードに似たモジュールで、マザーボード
上に実装されています。ユーザー鍵を作成、格納、および管理することができます。TPM
は各種の攻撃から保護されています。

21.2.1.2 PIN およびパスワード
BitLocker の PIN とパスワードの要件は、Windows グループポリシーで定義されています。
SafeGuard Enterprise の設定では定義できません。
関連するパスワードの設定はローカル グループ ポリシー エディタ (gpedit.msc) から行え
ます。
ローカル コンピュータ ポリシー - コンピュータの構成 - 管理用テンプレート - Windows コ
ンポーネント - BitLocker ドライブ暗号化 - オペレーティング システム ドライブ - システ
ムドライブのパスワードの使用を構成する および
ローカル コンピュータ ポリシー - コンピュータの構成 - 管理用テンプレート - Windows コ
ンポーネント - BitLocker ドライブ暗号化 - 固定データドライブ - 固定データドライブのパ
スワードの使用を構成する
この設定は Active Directory 経由で適用することもできます。
PIN は通常、数字のみを使用しますが、キーボード上の文字 (半角英数字および半角記号)
の使用を許可することもできます。このような拡張 PIN を許可する設定は、ローカル グルー
プ ポリシー エディタ (gpedit.msc) から行えます。ローカル コンピュータ ポリシー - コン
ピュータの構成 - 管理用テンプレート - Windows コンポーネント - BitLocker ドライブ暗
号化 - オペレーティング システム ドライブ の順に選択します。
「スタートアップの拡張 PIN を許可する」が「有効」に設定されている場合、拡張 PIN は
許可されています。
「スタートアップの拡張 PIN を許可する」が「未構成」になっている場合は、SafeGuard
Enterprise で拡張 PIN が許可されます。
「スタートアップの拡張 PIN を許可する」が「無効」に設定されている場合、拡張 PIN は
許可されていません。
注: BitLocker は「EN-US」のキーボードレイアウトのみに対応しています。このため、ユー
ザーが拡張 PIN や複雑なパスワードを入力する際、問題が生じる可能性があります。BitLocker
の新しい PIN やパスワードを指定する前にキーボードレイアウトを「EN-US」に変更しな
かった場合は、キーボード上の実際の配置と異なるキーを押さなくてはならないこともあり
ます。したがって、ブートボリュームを暗号化する前に、起動時にユーザーが PIN やパス
ワードを正しく入力できるように再起動が実行されます。

21.2.1.3 USB メモリ
外部鍵は、保護されていない USB メモリに格納できます。
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21.2.2 ベスト プラクティス: ポリシーの設定とユーザーエクスペリエン
ス
セキュリティ担当者は暗号化するドライブに対する暗号化ポリシーと認証ポリシーを設定し
ます。TPM は可能な限り使用する必要がありますが、TPM がなくてもブートボリュームは
暗号化されます。ユーザーによる操作は最小限に抑える必要があります。
これらの要件にもとづき、セキュリティ担当者は次の認証設定を選択します (これらはデ
フォルトの設定でもあります)。
■

■

■

■

BitLocker ログオン モード: ブートボリューム用:TPM + PIN
BitLocker 代替ログオン モード: ブートボリューム用:パスワードまたはスタートアップ
キー
BitLocker ログオン モード: ブートボリューム以外のボリューム用:自動ロック解除
BitLocker 代替ログオン モード: ブートボリューム以外のボリューム用: パスワードまた
はスタートアップ キー

セキュリティ担当者は、ターゲットを「内部記憶装置」に設定したデバイス保護ポリシーを
作成し、暗号化モードを「ボリュームベース」に設定します。その後、両方のポリシーは暗
号化するエンドポイントに適用されます。
SafeGuard Enterprise の BitLocker ユーザーのログオンシナリオは次のとおりです。
ケース 1:ユーザーが TPM を使用してエンドポイントにログオンする場合。
1. ユーザーはブートボリュームに対する PIN の入力を求められます (例: C: ドライブなど)。
2. ユーザーは PIN を入力し、「再起動＆暗号化」をクリックします。
3. システムでハードウェアがテストされ、ユーザーが PIN を正しく入力できるかどうかが
チェックされます。システムが再起動し、ユーザーに PIN の入力が求められます。
■

■

■

ユーザーが入力した PIN が正しい場合、エンドポイントが起動します。
ユーザー入力した PIN が正しくない場合 (たとえば、キーボードレイアウトの設定が
間違っているなど)、ユーザーは BitLocker のプリブート環境で「Esc」キーを押して
テストとエンドポイントの起動をキャンセルできます。
TPM が正常に動作していないなど、ハードウェアに問題がある場合は、テストとエ
ンドポイントの起動は中止されます。

4. ユーザーが再びログオンします。
5. ハードウェアテストが成功すると (ユーザーの入力した PIN が正しく、TPM にも問題が
ない場合)、ブートボリュームの暗号化が開始します。ハードウェアテストに失敗する
と、エラーメッセージが表示され、ボリュームの暗号化は行われません。ユーザーがプ
リブート環境で「Esc」キーを押したためにテストに失敗した場合は、再び PIN の入力
が促され、再起動が行われます (ステップ 2 に該当。ステップ 3、4、5 が繰り返されま
す)。
6. ブートボリュームの暗号化が開始します。
7. データボリュームの暗号化も開始します。ユーザーの操作は必要ありません。
ケース 2:ユーザーが Windows 8 環境のエンドポイントに TPM を使用せずログオンする場
合。
1. ユーザーはブートボリュームのパスワードの入力を求められます。
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2. ユーザーはパスワードを入力し、「再起動＆暗号化」をクリックします。
3. システムが再起動し、ハードウェアがテストされます。前述のケースのようにユーザー
は再びログオンします (ケース 1 のステップ 3 から 6 に該当。ただし、TPM は使用せ
ず、PIN はパスワードに置き換える)。
4. ブートボリュームの暗号化が開始します。
5. データボリュームの暗号化も開始します。ユーザーの操作は必要ありません。
ケース 3:ユーザーが Windows 7 環境のエンドポイントに TPM を使用せずログオンする場
合。
1. ユーザーはブートボリュームの暗号化鍵を USB メモリに保存するよう求められます。
2. ユーザーは USB メモリを挿入し、「保存＆再起動」を押します。
3. システムが再起動し、ハードウェアテストが実施されます。ユーザーが再びログオンし
ます。(前述のケースと同様の手順ですが、コンピュータを起動する際、USB メモリを
挿入する必要があります。BitLocker プリブート環境から USB メモリが読み取れないと
いうハードウェアに関するエラーが発生することもあります)
4. ブートボリュームの暗号化が開始します。
5. データボリュームの暗号化も開始します。ユーザーの操作は必要ありません。
ケース 4:セキュリティ担当者が「BitLocker 代替ログオン モード: ブートボリューム用」の
ポリシーの設定を「パスワード」に変更し、ユーザーが Windows 7 環境のエンドポイント
に TPM を使用せずログオンする場合。
1. エンドポイントに TPM が搭載されておらず、また Windows 7 ではブートボリュームに
パスワードを設定できないため、ブートボリュームは暗号化されません。
2. ブートボリューム以外の各ボリュームに対して、ユーザーは USB メモリに外部鍵を保存
するよう求められます。ユーザーが「保存」をクリックすると、各ボリュームの暗号化
が開始します。
3. コンピュータを起動する際に鍵を保存した USB メモリを挿入し、ブートボリューム以外
のボリュームのロックを解除する必要があります。

21.2.3 エンドポイントで BitLocker を管理するための前提条件
■

「TPM + PIN」、「TPM + スタートアップ キー」、「スタートアップ キー」、または
「パスワード」ログオンモードを使用するには、Active Directory またはローカルコン
ピュータのグループ ポリシーで、「スタートアップ時に追加の認証を要求する」を有効
にする必要があります。「ローカル グループ ポリシー エディター」(gpedit.msc) で、
「グループ ポリシー」の場所は、以下のとおりです。
「ローカル コンピュータ ポリシー - コンピュータの構成 - 管理用テンプレート - Windows
コンポーネント - BitLocker ドライブ暗号化 - オペレーティング システム ドライブ」
「スタートアップ キー」を使用する場合は、グループポリシーで「互換性のある TPM
が装備されていない BitLocker を許可する」を有効にする必要があります。

■
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注: これらのグループポリシーは、エンドポイントへのインストール時に自動的に有効
化されます。設定内容が、別のグループポリシーによって上書きされないようにしてく
ださい。
■

BitLocker のデバイス保護ポリシーは TPM ベースの認証 (TPM、TPM + PIN、TPM + ス
タートアップ キーなど) の構成を開始するため、TPM のアクティブ化は自動的に開始し
ます。TPM のアクティブ化が必要であるということと、TPM の使用状況に応じてシス
テムを再起動またはシャットダウンする必要があるということがユーザーに通知されま
す。
注: SafeGuard BitLocker 管理がエンドポイントにインストールされている場合、ドライ
ブの暗号化状態として「準備されていません」が表示される場合があります。これは、
必要な準備が行われていないため、現在、このドライブを BitLocker で暗号化できない
ことを示します。これは、管理対象エンドポイントのみに適用されます。管理対象外の
エンドポイントは、インベントリ データをレポートできません。
「ドライブ」タブ (p. 267) も参照してください。
システムの状態は、SGNState コマンドライン ツールで確認できます (管理者権限が必
要です)。詳細は「SafeGuard Enterprise ツールガイド」を参照してください。「Volume
Info:」(ボリューム情報) に、BitLocker 暗号化を実行するための準備がエンドポイントで
行われたかどうかが表示されます。Windows BitLocker ドライブ準備ツールを実行する
必要がある場合もあります。

BitLocker 用の SafeGuard チャレンジ/レスポンス
SafeGuard Enterprise BitLocker チャレンジ/レスポンスを使用するための条件は次のとおり
です。
■

64ビット Windows

■

UEFI バージョン 2.3.1 以降

■

Microsoft UEFI 証明書を使用できる、またはセキュア ブートが無効化されている

■

Windows から NVRAM のブートエントリにアクセスできる

■

Windows が GPT モードでインストールされている

■

ハードウェアが POACFG.xml ファイルに記載されていない
ソフォスのセットアップ ファイルには、デフォルトの POACFG.xml ファイルが埋め込
まれています。最新版のファイルをダウンロードして、インストールで使用するように
してください。

エンドポイントへのインストールと初回の再起動を行う際、SafeGuard Enterprise は、ハー
ドウェアが SafeGuard チャレンジ/レスポンスを使用する BitLocker のハードウェア要件を
満たしているかを判断します。満たしていない場合、SafeGuard Enterprise BitLocker 管理
は、チャレンジ/レスポンスなしで実行されます。この場合、BitLocker 復旧鍵は、SafeGuard
Policy Editor を使って取得できます。
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21.2.4 SafeGuard Enterprise で BitLocker ドライブ暗号化を管理する
SafeGuard Enterprise を使用すると、SafeGuard Enterprise で暗号化されているエンドポイ
ントと同様に、BitLocker ドライブ暗号化を SafeGuard Management Center で管理するこ
とができます。セキュリティ担当者は暗号化と認証のポリシーを設定し、BitLocker 搭載エ
ンドポイントに適用できます。
BitLocker 管理を有効にするには、SafeGuard Enterprise Client を Windows 7 にインストー
ルする際に BitLocker 機能を選択する必要があります。
BitLocker エンドポイントが SafeGuard Enterprise に登録されると、ユーザー、コンピュー
タ、ログオン モード、および暗号化の状態に関する情報が表示されます。BitLocker クライ
アントに関するイベントもログに記録されます。
SafeGuard Enterprise で、BitLocker クライアントの管理は透過的に実行されます。つまり
一般に、SafeGuard Device Encryption により暗号化される SafeGuard Enterprise Client に
対する管理と同様の管理が BitLocker クライアントに対して行われます。コンピュータの種
類は、「ユーザーとコンピュータ」にある「インベントリ」で確認できます。「暗号化の種
類」の列に、各コンピュータが、BitLocker クライアントであるかどうかが表示されます。
SafeGuard Enterprise は BitLocker を透過的に一元管理できるので、さまざまな環境で使用
することが可能です。SafeGuard Enterprise は、BitLocker の機能を大幅に拡張します。
BitLocker のセキュリティ ポリシーは、SafeGuard Enterprise を使用して一元的に配布でき
ます。BitLocker を SafeGuard Enterprise で管理すると、鍵の管理や復旧などの重要な処理
も実行できるようになります。
Windows 7 および Windows 8 環境での SafeGuard Enterprise の BitLocker To Go 対応機能
の拡張については、BitLocker To Go (p. 178) を参照してください。

21.2.5 SafeGuard Enterprise で管理する BitLocker を使用して暗号化を行
う
SafeGuard Enterprise は BitLocker ドライブ暗号化に対応しているため、BitLocker の暗号
化機能と鍵を使用してブートボリュームやブートボリューム以外のボリュームを暗号化でき
ます。また SafeGuard Enterprise のファイルベースの暗号化機能と暗号化鍵を使用して、
ディスク以外のデータ (リムーバブルメディアなど) を暗号化することもできます。この機
能は BitLocker ではなく SafeGuard Enterprise で提供される機能です。

21.2.5.1 BitLocker 暗号化鍵
ブート ボリュームまたはその他のボリュームを SafeGuard Enterprise 経由で BitLocker を
使用して暗号化する場合、暗号化鍵は常に BitLocker によって生成されます。鍵は BitLocker
によってボリュームごとに生成され、他の目的に再利用することはできません。
SafeGuard Enterprise を介して BitLocker を使用する場合、復旧鍵が SafeGuard Enterprise
Database に格納されます。これにより、SafeGuard Enterprise のチャレンジ/レスポンスと
同様のヘルプデスク支援や復旧メカニズムの導入が可能になります。
ただし、SafeGuard Device Encryption により暗号化されている SafeGuard Enterprise Client
のように、鍵を自由に選択したり、再利用したりすることはできません。また、これらの鍵
は SafeGuard Management Center に表示されません。
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注: BitLocker では、Active Directory に鍵をバックアップすることもできます。この操作が
グループ ポリシー オブジェクト (GPO) で有効化されている場合、BitLocker でボリューム
が暗号化される際に自動で行われます。ボリュームがすでに暗号化されている場合は、
Windows Manage-BDE ツール ("manage-bde -protectors -adbackup -?" を参照) を使って、
復旧鍵を手動でバックアップすることができます。

21.2.5.2 SafeGuard Enterprise の BitLocker で使用できるアルゴリズム
BitLocker は、次の Advanced Encryption Standard (AES) アルゴリズムに対応しています。
■

AES-128

■

AES-256

ディフューザと組み合わせた AES-128 や AES-256 への対応は終了しました。なお、ディ
フューザと組み合わせたアルゴリズムを使ってすでに暗号化されているドライブは、
SafeGuard Enterprise で管理できます。

21.2.5.3 BitLocker ドライブ暗号化用の暗号化ポリシー
セキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center で (初期) 暗号化のポリシーを作成
し、BitLocker を使用するエンドポイントに適用してポリシーを実行できます。この場合、
ポリシーで指定されたドライブに対して BitLocker 暗号化が実行されます。
SafeGuard Management Center では BitLocker クライアントが透過的に管理されるため、
セキュリティ担当者が BitLocker の特殊な暗号化設定を行う必要はありません。SafeGuard
Enterprise はクライアントの状態を認識しており、それに応じて BitLocker 暗号化を選択し
ます。BitLocker クライアントが SafeGuard Enterprise とともにインストールされ、ボリュー
ム暗号化がアクティブ化されると、ボリュームは BitLocker Drive Encryption によって暗号
化されます。
BitLocker エンドポイントでは、種類が「デバイス保護」および「認証」のポリシーが処理
されます。
エンドポイントで、以下の設定を使用できます。
■

種類が「デバイス保護」のポリシー内の設定:
■

ターゲット: ローカル記憶デバイス、内部記憶装置、ブート ボリューム、起動に使用
しないボリューム、ドライブ文字 A:～ Z:

■

メディアの暗号化モード:ボリューム ベース、または 暗号化なし

■

暗号化に使用されるアルゴリズム:AES128、または AES256

■

高速初期暗号化:はい、またはいいえ

詳細は、デバイス保護 (p. 150) を参照してください。
■

種類が「認証」のポリシー内の設定:
■

■

BitLocker ログオン モード: ブートボリューム用:TPM、TPM + PIN、TPM + スター
トアップ キー、または スタートアップ キー
BitLocker 代替ログオン モード: ブートボリューム用:スタートアップ キー、パスワー
ド、パスワードまたはスタートアップ キー、エラー
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■

■

BitLocker ログオン モード: ブートボリューム以外のボリューム用:自動ロック解除、
パスワード、スタートアップ キー
BitLocker 代替ログオン モード: ブートボリューム以外のボリューム用:スタートアッ
プ キー、パスワードまたはスタートアップ キー、パスワード

詳細は、認証 (p. 131) を参照してください。
それ以外の設定は、BitLocker エンドポイントですべて無視されます。

21.2.5.4 BitLocker で保護されているコンピュータでの暗号化
暗号化が開始する前に、BitLocker によって暗号化鍵が生成されます。使用しているシステ
ムに応じて、動作は多少異なります。

TPM のあるエンドポイント
セキュリティ担当者が BitLocker クライアントに対して TPM を使用するログオンモード
(TPM、TPM + PIN または TPM + スタートアップ キー) を設定している場合は、TPM のア
クティブ化は自動的に開始します。
TPM (Trusted Platform Module) は BitLocker が暗号化鍵の格納に使用するマイクロチップで
す。鍵は、コンピュータのハードディスクには保存されません。TPM は、起動時に BIOS
がアクセスできる必要があります。ユーザーがコンピュータを起動すると、BitLocker は
TPM からこれらの鍵を自動的に取得します。

TPM のないエンドポイント
エンドポイントに TPM が搭載されていない場合は、BitLocker スタートアップキーを使用
するか、エンドポイントが Windows 8 の場合は、ログインモードとしてパスワードを使用
できます。
BitLocker スタートアップキーは、USB メモリを使用して作成し、暗号化鍵を格納できま
す。コンピュータを起動するたびに、この USB メモリを挿入する必要があります。
SafeGuard Enterprise で BitLocker をアクティブにすると、ユーザーは BitLocker のスター
トアップ キーを保存するよう求められます。スタートアップ キーの保存先として有効なド
ライブが表示されます。
注: ブート ボリュームを暗号化する場合、エンドポイントの起動時に、スタートアップ キー
が使用可能である必要があります。したがって、スタートアップ キーは、リムーバブル メ
ディアのみに保存可能です。
データボリュームを暗号化する場合は、暗号化されているブート ボリュームに BitLocker ス
タートアップ キーを保存できます。ポリシーで「自動ロック解除」が設定されている場合、
この操作は自動で行われます。

BitLocker の復旧鍵
BitLocker の復旧では、SafeGuard Enterprise のチャレンジ/レスポンスを使用して、情報を
暗号化して交換できます。または、ヘルプデスク担当者から BitLocker の復旧鍵を取得でき
ます。詳細は、BitLocker で暗号化された SafeGuard Enterprise Client のレスポンス - UEFI
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エンドポイント (p. 255) およびBitLocker で暗号化された SafeGuard Enterprise Client 用の
復旧鍵 - BIOS エンドポイント (p. 256) を参照してください。
チャレンジ/レスポンスを使用した復旧や、復旧鍵の取得を行うには、必要なデータにヘル
プデスク担当者がアクセスできる必要があります。復旧に必要なデータは、特定の鍵復旧
ファイルに保存されます。
注: チャレンジ/レスポンスなしの SafeGuard BitLocker 管理をスタンドアロン モードで使
用する場合、復旧操作によって復旧鍵は変更されません。
注: コンピュータの BitLocker で暗号化されたハード ディスクが、BitLocker で暗号化され
た新しいハード ディスクに交換され、新しいハード ディスクに以前のハード ディスクと同
じドライブ文字が割り当てられた場合、SafeGuard Enterprise は新しいハード ディスクの
復旧鍵のみを保存します。

すでに BitLocker で暗号化されているドライブを管理する
すでに BitLocker で暗号化されたドライブのあるコンピュータに SafeGuard Enterprise をイ
ンストールした場合、このようなドライブの管理は SafeGuard Enterprise によって引き継
がれます。
暗号化済みブート ドライブ
■

■

SafeGuard Enterprise の BitLocker 対応機能によっては、コンピュータの再起動が必要
になる場合があります。コンピュータは、なるべく早く再起動するようにしてください。
SafeGuard Enterprise 暗号化ポリシーが暗号化ドライブに適用されている場合:
■

■

■

SafeGuard Enterprise BitLocker チャレンジ/レスポンスをインストールした場合:管
理は引き継がれ、SafeGuard Enterprise チャレンジ/レスポンスを使用できます。
SafeGuard Enterprise BitLocker がインストールされている場合:管理は引き継が
れ、復旧を使用できます。

SafeGuard Enterprise 暗号化ポリシーが暗号化ボリュームに適用されていない場合:
■

■

SafeGuard Enterprise BitLocker チャレンジ/レスポンスをインストールした場合:管
理は引き継がれず、SafeGuard Enterprise チャレンジ/レスポンスは使用できません。
SafeGuard Enterprise BitLocker をインストールした場合: 復旧を使用できます。

暗号化済みデータ ドライブ
■

SafeGuard Enterprise 暗号化ポリシーが暗号化ドライブに適用されている場合:
管理は引き継がれ、復旧を使用できます。

■

SafeGuard Enterprise 暗号化ポリシーが暗号化ボリュームに適用されていない場合:
SafeGuard Enterprise 復旧を使用できます。

21.2.5.5 BitLocker を使用した復号化
BitLocker を使用して暗号化されたコンピュータを自動的に復号化することはできません。
復号化には、「コントロールパネル」にある BitLocker Drive Encryption、または Microsoft
の「Manage-bde」コマンドラインツールを使用できます。
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BitLocker で暗号化されているドライブをユーザーが手動で復号化するには、BitLocker 暗号
化ドライブに対する暗号化ルールが指定されてないポリシーをエンドポイントに適用する必
要があります。この場合、ユーザーは「コントロールパネル」の「BitLocker ドライブ暗号
化」で、対象ドライブに対して BitLocker を無効化することで、復号化を開始できます。

21.2.6 BitLocker To Go
Windows 7 以降、BitLocker ドライブ暗号化機能は BitLocker To Go で拡張され、ユーザー
は、リムーバブルメディア上のボリュームも暗号化できるようになりました。なお、BitLocker
To Go はSafeGuard Enterprise で管理できません。
BitLocker To Go は、SafeGuard Enterprise のクライアントコンポーネントを BitLocker 対
応を有効にして展開した場合、使用できます。
SafeGuard Enterprise ボリュームベース暗号化のクライアントコンポーネントを展開した場
合、BitLocker To Go による暗号化は互換性がないため、無効になります。SafeGuard
Enterprise のインストール前に BitLocker To Go ですでに暗号化されていたボリュームとリ
ムーバブル メディアは、引き続き読み取ることができます。SafeGuard ファイルベースの
暗号化も引き続き使用できます。

21.2.6.1 BitLocker To Go 暗号化を非アクティブ化する
1. Windows のグループ ポリシー エディタで、「ローカル コンピュータ ポリシー > コン
ピュータの構成 > 管理用テンプレート > Windows コンポーネント > BitLocker ドライ
ブ暗号化 > リムーバブル データ ドライブ」を選択します。
2. 「リムーバブル データ ドライブ」で、次のポリシーを選択します。「リムーバブル ド
ライブでの BitLocker の使用を制御する」。オプションを次のように設定します。
a) 「有効」を選択します。
b) 「オプション」で、「リムーバブル データ ドライブに BitLocker 保護を適用できる
ようにする」を選択から外します。
c) 「オプション」で、「リムーバブル データ ドライブの BitLocker 保護を中断および
暗号化解除できるようにする」を選択します。
3. 「OK」をクリックします。
エンドポイント上の BitLocker To Go 暗号化が非アクティブ化されます。それ以降、ユー
ザーは BitLocker To Go で新しいボリュームを暗号化できなくなります。SafeGuard Device
Encryption のクライアントコンポーネントを展開する前に BitLocker To Go で暗号化したボ
リュームは、引き続き読み取ることができます。
以上の操作によって、クライアント側のレジストリ設定は次のようになります。
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE]
"RDVConfigureBDE"=dword:00000001
"RDVAllowBDE"=dword:00000000
"RDVDisableBDE"=dword:00000001
これらのレジストリ キーは SafeGuard Enterprise Device Encryption のクライアントコン
ポーネントのインストール中にも設定されるので、ワークグループに属するエンドポイント
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などのドメイン管理なしのコンピュータやスタンドアロン エンドポイント上の BitLocker
To Go も非アクティブ化されます。

21.2.7 ログ
BitLocker Client によって報告されたイベントは、他の SafeGuard Enterprise Client の場合
と同様に、ログに記録されます。そのイベントが BitLocker Client に関するものであること
は、特に記録されません。報告されたイベントは、他の SafeGuard Enterprise Client のイ
ベントと同様に扱われます。

21.3 FileVault 2 フルディスク暗号化
FileVault 2 は OS X に組み込まれている暗号化テクノロジーで、ボリューム全体を保護しま
す。SafeGuard Enterprise を使用して管理できます。

21.3.1 FileVault 2 フルディスク暗号化を SafeGuard Enterprise で管理す
る
SafeGuard Enterprise を使用すると、SafeGuard Enterprise で暗号化されているエンドポイ
ントと同様に、FileVault 2 フルディスク暗号化を SafeGuard Management Center で管理す
ることができます。
SafeGuard Enterprise Client のインストーラに、FileVault 2 管理用のコンポーネントは含ま
れてません。別にインストールする必要があります。詳細は Sophos SafeGuard Native
Device Encryption for Mac のドキュメントを参照してください。
SafeGuard Enterprise は FileVault 2 を透過的に一元管理できるので、さまざまな環境で使
用することが可能です。各プラットフォーム用のセキュリティ ポリシーは、一元的に配布
できます。

21.3.2 SafeGuard Management Center で FileVault 2 搭載エンドポイント
を管理する
SafeGuard Management Center では、FileVault 2 エンドポイントを、SafeGuard Enterprise
Device Encryption により暗号化されている SafeGuard エンドポイントと同様に管理できま
す。セキュリティ担当者は、FileVault 2 エンドポイントの暗号化ポリシーを設定し、配布し
ます。
FileVault 2 エンドポイントが SafeGuard Enterprise に登録されると、ユーザー、コンピュー
タ、ログオン モード、および暗号化の状態に関する情報が表示されます。FileVault 2 クラ
イアントに関するイベントもログに記録されます。
SafeGuard Enterprise で、FileVault 2 の管理は透過的に実行されます。つまり一般に、
SafeGuard Device Encryption により暗号化される SafeGuard Enterprise Client に対する管
理と同様の管理が FileVault 2 に対して行われます。コンピュータの種類は、「ユーザーと
コンピュータ」にある「インベントリ」で確認できます。「POA の種類」の列に各コン
ピュータが FileVault 2 クライアントであるかどうかが表示されます。
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21.3.3 FileVault 2 フルディスク暗号化用の暗号化ポリシー
セキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center で (初期) 暗号化のポリシーを作成
し、FileVault 2 を使用するエンドポイントに適用してポリシーを実行できます。
SafeGuard Management Center では FileVault 2 エンドポイントが透過的に管理されるた
め、セキュリティ担当者が FileVault の特殊な暗号化設定を行う必要はありません。SafeGuard
Enterprise はクライアントの状態を認識しており、それに応じて FileVault 2 暗号化を選択
します。
FileVault 2 エンドポイントでは、ポリシーの種類が「デバイス保護」で、「ブート ボリュー
ム」および「メディアの暗号化モード」が「ボリューム ベース」または「暗号化なし」に
設定されているポリシーのみが処理されます。それ以外のポリシーはすべて無視されます。
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■

ボリューム ベース: エンドポイントで FileVault 2 をアクティブにします。

■

暗号化なし: ユーザーによる Mac の復号化を許可します。
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22 SafeGuard Configuration Protection
SafeGuard Configuration Protection モジュールは、SafeGuard Enterprise 6.1 より使用でき
なくなりました。該当するポリシーと中断ウィザードは、Configuration Protection をインス
トール済みの SafeGuard Enterprise 6 または 5.60 クライアントを 7.0 Management Center
で管理するため、引き続き SafeGuard 7.0 に表示されます。
SafeGuard Configuration Protection の詳細は、SafeGuard Enterprise 6 管理者ヘルプを参照
してください。
http://www.sophos.com/ja-jp/medialibrary/PDFs/documentation/sgn_60_h_eng_admin_help.pdf
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23 File Encryption
SafeGuard Enterprise のモジュール「File Encryption」は、ローカルドライブやネットワー
ク上 (特にネットワーク共有にあるワークグループなど) にあるデータをファイル ベースで
暗号化する機能です。
SafeGuard Management Center にある「File Encryption」ポリシーで、ファイル ベースの
暗号化のルールを定義します。File Encryption ルールでは、File Encryption で暗号化する
フォルダ、暗号化モード、および暗号化に使用する鍵を指定します。「全般設定」ポリシー
では、File Encryption にあたり、エンドポイントにある各アプリケーションおよびファイル
システムの処理方法を定義します。無視するアプリケーションや信頼するアプリケーション
の他、無視するデバイスも指定できます。File Encryption では、永続暗号化を有効にするこ
ともできます。
暗号化では個人鍵を使用することができます。特定のユーザーに対して有効な個人鍵は、そ
のユーザーのみが使用でき、他のユーザーと共有したり、割り当てたりすることはできませ
ん。個人鍵は、SafeGuard Management Center の「ユーザーとコンピュータ」で作成でき
ます。
File Encryption ポリシーをエンドポイントに適用すると、そのポリシーで指定されている
場所にあるファイルは、ユーザー介入なしで透過的に暗号化されます。
■

■

■

■

指定した場所に作成した新規ファイルは、自動的に暗号化されます。
暗号化されたファイルに対する鍵があるユーザーは、ファイルの読み取り、変更が可能
です。
暗号化されたファイルに対する鍵がないユーザーは、ファイルにアクセスできません。
ユーザーが、 File Encryption がインストールされていないエンドポイント上の暗号化さ
れたファイルにアクセスすると、暗号化後の内容が表示されます。

ポリシーの対象の場所にある既存のファイルは、自動的に暗号化されません。ユーザーは、
エンドポイントの「SafeGuard ファイル暗号化ウィザード」で、初期暗号化を行う必要が
あります。詳細は、「SafeGuard Enterprise ユーザー ヘルプ」を参照してください。
注:
SafeGuard File Encryption は、Windows 内蔵の暗号化機能 EFS やファイル圧縮機能とは互
換性がありません。EFS が有効になっている場合、適用可能な File Encryption ルールより
も優先され、フォルダ内に作成されたファイルを File Encryption を使って暗号化すること
はできません。圧縮が有効になっている場合、File Encryption が優先され、ファイルが暗号
化されますが、圧縮されません。File Encryption を使ってファイルを圧縮するには、まず、
EFS 暗号化機能やデータ圧縮機能を削除する必要があります。これは、手動、または
SafeGuard Enterprise 初期暗号化ウィザードを使用して実行できます。
注:
Mac エンドポイントや SafeGuard File Encryption for Mac を使用する方法の詳細は、次の
ドキュメントを参照してください。
■

SafeGuard File Encryption for Mac - クイック スタートアップガイド
このドキュメントは、Mac ユーザーを対象にしています。
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■

SafeGuard File Encryption for Mac - 管理者ヘルプ
このドキュメントは、Mac と Windows OS の両方を管理している管理者を対象にしてい
ます。

23.1 File Encryption ポリシーでの暗号化ルールの設定
ネットワーク上で行うファイルベースの暗号化で使用するルールは、「File Encryption」
タイプのポリシーで定義します。
注: 一部のフォルダ (例: c:\Program Files) では、暗号化されると OS やアプリケーションの
実行が阻止される場合があります。暗号化ルールを定義する際、そのようなフォルダが暗号
化されていないことを確認してください。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「File Encryption」タイプのポリシーを新しく
作成するか、既存のポリシーを選択します。
「File Encryption」ポリシーのルールの表が表示されます。
2. 「パス」列で、File Encryption で処理するパス （つまりフォルダ） を指定します。
■

ドロップダウン ボタンをクリックし、使用可能なフォルダ名のプレースホルダのリ
ストから選択します。
注: リストの各エントリの上にカーソルを移動すると、エンドポイントで、通常どの
ようにしてプレースホルダが置き換えられるかがツールチップで表示されます。有効
なプレースホルダのみ入力できます。すべての使用可能なプレースホルダの説明は、
File Encryption ルールのパスで指定するプレースホルダ (p. 185) を参照してください。
注: プレースホルダ <User Profile> を使用してユーザー プロファイル全体を暗号化す
ると、エンドポイントで Windows のデスクトップが不安定になることがあります。

■

■

「参照」ボタンをクリックし、ファイルシステムを参照して、必要なフォルダを選択
します。
または、単にパスを入力します。

注: File Encryption ルールでパスを設定することに関する詳細は、File Encryption ルー
ルでパスを設定するための追加情報 (p. 184) を参照してください。
3. 「範囲」カラムで次のいずれかを選択します。
■

このフォルダのみ:「パス」カラムで指定したフォルダのみにルールを適用する場合。

■

サブフォルダを含める: すべてのサブフォルダにもルールを適用する場合。

4. 「動作モード」カラムで、「パス」カラムにあるフォルダを File Encryption で処理する
方法として次のいずれかを選択します。
■

■

暗号化: フォルダ内の新しいファイルが暗号化されます。適切な鍵を持つユーザーが
アクセスすると、現在暗号化されているファイルのコンテンツは復号化されます。適
切な鍵がないユーザーのアクセスは拒否されます。
除外: フォルダ内の新しいファイルは暗号化されません。このオプションは、「暗号
化」オプションが指定されているルールが親フォルダに適用されている場合に、サブ
フォルダを暗号化から除外するために使用できます。
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■

無視: フォルダ内のファイルは File Encryption によって処理されません。新しいファ
イルは暗号化されずに保存されます。このフォルダ内の既存の暗号化されたファイル
にユーザーがアクセスすると、適切な鍵を持っているかどうかに関わらず、暗号化さ
れたコンテンツが表示されます。

5. 「鍵」カラムで、「暗号化」モードで使用する鍵を選択します。「ユーザーとコンピュー
タ」で作成・適用した鍵を使用できます。
■

「参照」ボタンをクリックして、「鍵の検索」ダイアログを開きます。「今すぐ検
索」をクリックして、使用できる鍵の一覧を表示し、必要な鍵を選択します。
注: 一覧にマシン鍵は表示されません。マシン鍵は特定のマシン 1台のみで使用でき
るため、同じデータをアクセスするために File Encryption で複数のユーザーが使用す
ることはできません。

■

鍵アイコンのある「個人鍵」ボタンをクリックして、「鍵」カラムに「個人鍵」プ
レースホルダを挿入してください。エンドポイントで、このプレースホルダは、ログ
オンしている SafeGuard Enterprise ユーザーのアクティブな個人鍵に置き換えられ
ます。対象ユーザーにアクティブな個人鍵がない場合は、自動的に作成されます。個
人鍵は、「ユーザーとコンピュータ」で、1人または複数のユーザー用に作成できま
す。詳細は、File Encryption を使ったファイル ベースの暗号化用の個人鍵 (p. 73) を
参照してください。

6. 「システム」の種類 (「Windows」、「Mac OS X 」、または「すべてのシステム」
[Windows と Mac OSX]) が自動的に割り当てられます。
7. 必要に応じて他の暗号化ルールを追加し、変更内容を保存します。
注: ポリシーによって適用され、「ユーザーとコンピュータ」のさまざまなノードにあ
るユーザー/コンピュータに対して有効化される File Encryption ルールは、すべて蓄積さ
れます。「File Encryption」ポリシーで指定されている複数の暗号化ルールは、その順
番に関係なくエンドポイントで使用されます。ルールは、より見やい順番に、「File
Encryption」ポリシーでドラッグして並べ替えることができます。

23.1.1 File Encryption ルールでパスを設定するための追加情報
File Encryption ルールでパスを設定する場合は、次の点に注意してください。
■

■

パスには、ファイルシステムでも使用できる文字のみを指定してください。<、>、* お
よび $ などの文字は指定できません。
有効なプレースホルダのみ入力できます。使用可能なプレースホルダの一覧は、File
Encryption ルールのパスで指定するプレースホルダ (p. 185) を参照してください。
注: 環境変数の名前は、SafeGuard Management Center によって検証されません。エン
ドポイントに存在することのみが要求されます。

■

■

「パス」フィールドには、必ずフォルダを指定してください。ファイル 1つに対するルー
ルを指定したり、フォルダ名、ファイル名やファイルの拡張子で、ワイルドカード文字
を使用したりすることはできません。
絶対ルールと相対ルール
絶対ルールと相対ルールの 2種類を定義できます。絶対ルールでは、特定のフォルダを
指定します。たとえば、C:\encrypt などです。相対ルールでは、UNC サーバー/共有
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情報、ドライブ文字、または親フォルダ情報は指定しません。相対ルールで使用される
パスの例として、encrypt_sub があります。この場合、すべてのドライブ上 (ネット
ワークドライブも含む) の encrypt_sub フォルダ (またはそのサブフォルダ) 内のすべ
てのファイルがルールの対象になります。
■

長いフォルダ名と 8.3 形式
長いフォルダ名に対応する 8.3 形式のフォルダ名はコンピュータによって異なることが
あるため、File Encryption では、必ず長いフォルダ名を入力してください。適用された
ポリシーのルールに 8.3 形式の名前が含まれている場合、SafeGuard Enterprise によっ
て保護されているエンドポイントによって自動検出されます。アプリケーションで、ファ
イルのアクセスに長いフォルダ名または 8.3 形式のどちらが使用されていても、結果は
同じである必要があります。相対ルールを指定する場合は、8.3 形式を使用してくださ
い。アプリケーションで、どちらの形式のフォルダ名が使用されている場合でも、ルー
ルを施行することができます。

■

UNC または割り当てられたドライブ文字
ルールの管理で、UNC または割り当てられたドライブ文字のどちらを使用するかは、次
のように環境に依存します。
■

■

サーバー名や共有名が変更される可能性が少なく、割り当てられたドライブ文字が
ユーザーごとに異なる可能性がある場合は、UNC を使用してください。
ドライブ文字は変更されないが、サーバー名が変更される可能性がある場合は、割り
当てられたドライブ文字を使用してください。

UNC を使用する場合は、サーバー名と共有名を指定してください。たとえば、\\サーバー
\共有 などです。
File Encryption では、UNC 名と割り当てられたドライブ文字が、内部で照合されます。
したがってルールでパスを定義する場合、UNC パスとして指定するか、割り当てられた
ドライブ文字を使用して指定する必要があります。
注: ドライブ文字はユーザーによって変更される可能性があるため、セキュリティ上の
理由から、File Encryption ルールでは UNC パスを使用することを推奨します。
■

オフラインのフォルダ
Windows の「オフラインで使用する」機能を有効にしている場合、フォルダのローカル
(オフライン) コピー用に特別のルールを作成する必要はありません。オフラインで使用
可能なフォルダのローカルコピー内の新規ファイルは、元の (ネットワーク) ドライブに
適用されていたルールに従って暗号化されます。

注: ファイルやパスの命名規則の詳細は次のサイト (英語) を参照してください。
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa365247.aspx

23.1.2 File Encryption ルールのパスで指定するプレースホルダ
「File Encryption」ポリシー内の暗号化ルールでパスを指定する際に使用できるプレース
ホルダは次のとおりです。プレースホルダは、「パス」フィールドのドロップダウンボタン
をクリックして指定することができます。
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パスのプレースホルダ

OS (すべて =
Windows、Mac
OS X)

エンドポイントで置き換えられる値

<%環境変数名%>

すべて

環境変数の値。例:<%USERNAME%>
注: 環境変数に複数の場所が含まれている
場合 (PATH 環境変数など)、パスは複数の
ルールに分割されません。したがって、エ
ラーが発生し、暗号化ルールは無効になり
ます。

<Desktop>

Windows

Microsoft Windows デスクトップを表す仮想
フォルダ。

<Documents>

すべて

「マイ ドキュメント」のデスクトップを表
す仮想フォルダ (CSIDL_MYDOCUMENTS
に相当)。通常:C:\Documents and
Settings\ユーザー名\My Documents

<Downloads>

すべて

デフォルトで、ダウンロードファイルが保
存されるフォルダ。Windows の場合、通
常、C:\Users\username\Downloads

<Music>

すべて

ミュージックファイルのデータレポジトリ
として使用されるファイル システム ディレ
クトリ。通常:C:\Documents and
Settings\ユーザー名\My Documents\My
Music

<Pictures>

すべて

イメージファイルのデータレポジトリとし
て使用されるファイル システム ディレクト
リ。通常:C:\Documents and Settings\ユー
ザー名\My Documents\My Pictures

<Public>

すべて

すべてのユーザー用のドキュメントファイ
ルの共通レポジトリとして使用されるファ
イル システム ディレクトリ。通
常:C:\Users\<ユーザー名>\Public

<User Profile>

すべて

ユーザーのプロファイル フォルダ。通
常:C:\Users\ユーザー名
注: このプレースホルダを使用してユーザー
プロファイル全体を暗号化すると、エンド
ポイントで Windows のデスクトップが不安
定になることがあります。

<Videos>
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すべてのユーザー用のビデオファイルの共
通レポジトリとして使用されるファイル シ
ステム ディレクトリ。通常:C:\Documents
and Settings\All Users\Documents\My Videos
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パスのプレースホルダ

OS (すべて =
Windows、Mac
OS X)

エンドポイントで置き換えられる値

<Cookies>

Windows

インターネットのクッキーの共通レポジト
リとして使用されるファイル システム ディ
レクトリ。通常:C:\Documents and
Settings\ユーザー名\Cookies

<Favorites>

Windows

ユーザーのお気に入りアイテムの共通レポ
ジトリとして使用されるファイル システム
ディレクトリ。通常:\Documents and
Settings\ユーザー名\Favorites

<Local Application Data>

Windows

ローカル (ローミングしない) アプリケーショ
ンのデータレポジトリとして使用されるファ
イル システム ディレクトリ。通
常:C:\Documents and Settings\ユーザー名
\Local Settings\Application Data

<Program Data>

Windows

すべてのユーザー用のアプリケーションデー
タを含むファイル システム ディレクトリ。
通常:C:\Documents and Settings\All
Users\Application Data

<Program Files>

Windows

Program Files フォルダ。通常:\Program
Files64ビットシステムの場合、32ビットア
プリケーション用と 64ビットアプリケー
ション用の 2種類のルールに展開されます。

<Public Music>

Windows

すべてのユーザー用のミュージックファイ
ルの共通レポジトリとして使用されるファ
イル システム ディレクトリ。通
常:C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\My Music

<Public Pictures>

Windows

すべてのユーザー用のイメージファイルの
共通レポジトリとして使用されるファイル
システム ディレクトリ。通常:C:\Documents
and Settings\All Users\Documents\My
Pictures

<Public Videos>

Windows

すべてのユーザー用のビデオファイルの共
通レポジトリとして使用されるファイル シ
ステム ディレクトリ。通常:C:\Documents
and Settings\All Users\Documents\My Videos

<Roaming>

Windows

アプリケーション特有のデータの共通レポ
ジトリとして使用されるファイル システム
ディレクトリ。通常:C:\Documents and
Settings\ユーザー名\Application Data
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パスのプレースホルダ

OS (すべて =
Windows、Mac
OS X)

エンドポイントで置き換えられる値

<System>

Windows

Windows のシステムフォルダ。通
常:C:\Windows\System3264ビットシステム
の場合、32ビット用と 64ビット用の 2種類
のルールに展開されます。

<Temporary Burn Folder>

Windows

CD への書き込みを待機しているファイルの
ステージング エリアとして使用されるファ
イル システム ディレクトリ。通
常:C:\Documents and Settings\ユーザー名
\Local Settings\Application Data\Microsoft\CD
Burning

<Temporary Internet Folder>

Windows

インターネット一時ファイルの共通レポジ
トリとして使用されるファイル システム
ディレクトリ。通常:C:\Documents and
Settings\ユーザー名\Local
Settings\Temporary Internet Files

<Windows>

Windows

Windows ディレクトリまたは SYSROOT。
環境変数 %windir% または
%SYSTEMROOT% にそれぞれ対応します。
通常:C:\Windows

<Removables>

Mac OS X

すべての Mac OS X リムーバブルメディア
のルートフォルダを指定。

<Root>

Mac OS X

Mac OS X のルートフォルダ。機能的には可
能ですが、ルートフォルダにポリシーを設
定することは推奨されません。

注: パスの区切り文字として、必ずバックスラッシュを使用してください。Mac OS X 用の
File Encryption ルールを作成する場合も同様です。これによって、Windows と Mac OS X
の両方の OS にルールを適用することができます。
注: Mac OS X クライアントで、Mac OS X の OS 要件を満たすため、バックスラッシュは
自動的にスラッシュに変換されます。プレースホルダに関するエラーはすべてログに記録さ
れます。無効な File Encryption ルールはログに記録された後、エンドポイントで破棄され
ます。

パスの変換の例
Windows パス
<User Profile>\Dropbox\personal
は、Mac で次のように変換されます。
/Users/<Username>/Dropbox/personal
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23.2 File Encryption 設定の「全般設定」ポリシーでの指
定
「File Encryption」ポリシーで定義する暗号化ルールの他に、「全般設定」タイプのポリ
シーで、次の「File Encryption」設定を指定できます。
■

信頼するアプリケーション

■

無視するアプリケーション

■

無視するデバイス

■

永続暗号化を有効にする

23.2.1 File Encryption で信頼するアプリケーションと無視するアプリケー
ションを設定する
アプリケーションを「信頼するアプリケーション」と指定して、暗号化ファイルへのアクセ
スを許可することができます。これは、たとえば、ウイルス対策ソフトが暗号化ファイルを
検索する場合などに必要です。
また、アプリケーションを「無視するアプリケーション」と指定して、透過的な暗号化/復
号化から除外することができます。たとえば、バックアッププログラムを無視するアプリ
ケーションに指定すると、このプログラムによってバックアップされた暗号化データは復号
化されません。
注: 子プロセスを信頼したり無視したりすることはできません。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「全般設定」タイプのポリシーを新しく作成す
るか、既存のポリシーを選択します。
2. 「ファイル暗号化」で、「信頼するアプリケーション」または「無視するアプリケーショ
ン」フィールドのドロップダウン ボタンをクリックします。
3. エディタのリストボックスに、信頼/無視するアプリケーションを入力します。
■

■

■

■

1つのポリシーで、複数の信頼/無視するアプリケーションを定義することができま
す。エディタのリストボックスの 1行でアプリケーション 1つを定義します。
拡張子 .exe で終わるアプリケーション名を入力してください。
アプリケーション名は、ドライブ/ディレクトリ情報を含む、完全修飾パスとして指
定する必要があります。例: c:\dir\example.exe。ファイル名 (例: example.exe) を入力
するだけでは不十分です。アプリケーションの一覧を 1行ずつ表示するビューの場
合、見やすくするため、セミコロンで区切ったファイル名のみが表示されます。
アプリケーション名では、Windows シェルのフォルダや環境変数用のプレースホル
ダとして、File Encryption ポリシーの暗号化ルールと同じプレースホルダを指定する
ことができます。すべての使用可能なプレースホルダの説明は、File Encryption ルー
ルのパスで指定するプレースホルダ (p. 185) を参照してください。

4. 変更内容を保存します。
注: 「信頼するアプリケーション」および「無視するアプリケーション」ポリシー設定は、
マシンの設定です。したがって、ポリシーはユーザーでなく、マシンに適用する必要があり
ます。そうでない場合、設定は有効になりません。
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23.2.2 File Encryption で無視するデバイスの設定
デバイスを「無視するデバイス」と指定して、ファイル暗号化から除外することができま
す。除外する際、デバイス全体のみ除外できます。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「全般設定」タイプのポリシーを新しく作成す
るか、既存のポリシーを選択します。
2. 「ファイル暗号化」で、「無視するデバイス」フィールドのドロップダウン ボタンをク
リックします。
3. エディタのリストボックスに、次のように入力します。
a) ネットワーク上のデータすべてを暗号化から除外するには、「ネットワーク」を選択
します。
b) 暗号化から除外するデバイス名を入力します。これは、サードパーティコンポーネン
トを除外する場合などに便利です。
注: サードパーティツール (例: OSR 社の Device Tree など) を使用して、システムで
現在使用されているデバイスの名前を表示することができます。SafeGuard Enterprise
では、取り付けたデバイスすべてがログに記録されます。また、レジストリキーを使
用して、取り付けたデバイスや無視するデバイスの一覧を表示することもできます。
詳細は、File Encryption 設定で無視するデバイスや取り付けたデバイスを表示する
(p. 190) を参照してください。
個別の (ネットワーク) ディスクドライブを暗号化から除外するには、「File Encryption」
ポリシーで File Encryption ルールを作成し、暗号化の「動作モード」を「無視」に指定
してください。この設定は、Windows 環境のドライブのみに適用できます。Mac OS X
ボリュームには適用できません。

23.2.2.1 File Encryption 設定で無視するデバイスや取り付けたデバイスを表示する
無視するデバイスを指定する際、暗号化の対象デバイス (取り付けたデバイス) や現在無視
する設定になっているデバイスを、レジストリキーを使って表示することができます。無視
するデバイスの一覧では、コンピュータで実際に使用可能なデバイスで、無視する設定に
なっているもののみが表示されます。ポリシーで無視する設定になっていても、そのデバイ
スがコンピュータで使用可能でない場合、それは一覧には表示されません。
取り付けたデバイスまたは無視するデバイスを表示するには、次のレジストリキーを参照し
てください。
■

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Utimaco\SGLCENC\Log\AttachedDevices

■

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Utimaco\SGLCENC\Log\IgnoredDevices

23.2.3 File Encryption で永続暗号化を設定する
ユーザーが適切な鍵を持っている場合、File Encryption で暗号化されたファイルのコンテン
ツは、リアルタイムで復号化されます。暗号化ルールが適用されていない場所にコンテンツ
が新規ファイルとして保存された場合、そのファイルは暗号化されません。
永続暗号化の場合、暗号化ルールが適用されていない場所が保存先であっても、暗号化ファ
イルのコピーは暗号化されます。
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永続暗号化は、「全般設定」タイプのポリシーで設定できます。デフォルトで、「永続暗号
化を有効にする」オプションは有効化されています。
注: ファイルのコピー先や移動先が、無視するデバイスの場合、または動作モード「無視」
でポリシーが適用されているフォルダの場合、「永続暗号化を有効にする」設定は効果を示
しません。

23.3 複数の File Encryption ポリシー
ポリシーによって適用され、SafeGuard Management Center の「ユーザーとコンピュータ」
のさまざまなノードにあるユーザー/コンピュータに対して有効化される File Encryption ルー
ルはすべて蓄積されます。
すべてのユーザーに関連するルールを含む一般的な「File Encryption」ポリシーをルート
ノードに適用し、より特化されたポリシーを該当する各サブノードに適用することができま
す。ユーザー/コンピュータに割り当てられている、すべてのポリシー内のすべてのルール
は蓄積され、エンドポイントで施行されます。

23.3.1 RSOP で表示される File Encryption ポリシー
複数の「File Encryption」ポリシーがユーザー/コンピュータに適用される場合、「ユーザー
とコンピュータ」にある「RSOP」(ポリシーの一覧) タブには、すべての「File Encryption」
ポリシー内のすべての File Encryption ルールが表示されます。ルールは、エンドポイント
コンピュータで暗号化ルールが評価される順に並び替えられます (エンドポイントにおける
File Encryption 暗号化ルールの評価 (p. 191) を参照)。
「ポリシー名」カラムには、各ルールが指定されているポリシーが表示されます。
重複するルールの場合、2つ目 (および 3つ目以降) のルールは、アイコンでマークされま
す。アイコンのツールチップには、そのルールが、より優先順位の高いルールの複製である
ため、エンドポイントで破棄されることも表示されます。

23.4 エンドポイントにおける File Encryption 暗号化ルー
ルの評価
File Encryption 暗号化ルールは、エンドポイントで、より特化して指定された場所が先に評
価されるような順に並び替えられます。
■

■

■

「パス」と「範囲」が同じ 2つのルールが、別々のノードに割り当てられているポリシー
にそれぞれ含まれている場合、「ユーザーとコンピュータ」でユーザーに最も近いポリ
シーに含まれるルールが適用されます。
「パス」と「範囲」が同じ 2つのルールが、同じノードに割り当てられているポリシー
にそれぞれ含まれている場合、最も優先順位の高いポリシーに含まれるルールが適用さ
れます。
絶対ルールは相対ルールより先に評価されます。たとえば、c\encrypt は encrypt よ
り先に評価されます。詳細は、File Encryption ルールでパスを設定するための追加情報
(p. 184) を参照してください。
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■

■

■

■

■

■

パスのサブディレクトリの階層がより深いルールは、階層の浅いパスのルールより先に
評価されます。
UNC で定義されているルールは、ドライブ文字情報で定義されているルールより先に評
価されます。
「このフォルダのみ」が有効化されているルールは、このオプションが無効のルールよ
り先に評価されます。
動作モードが「無視」のルールは、動作モードが「暗号化」または「除外」のルールよ
り先に評価されます。
動作モードが「除外」のルールは、動作モードが「暗号化」のルールより先に評価され
ます。
ここで説明する条件がすべて等しいルールが 2つある場合、ルール名のアルファベット
順にルールが評価されます。

23.5 競合する File Encryption ルール
複数の File Encryption ポリシーを 1人のユーザー/1台のコンピュータに割り当てることがで
きるので競合することがあります。2つのルールで、パス、動作モードおよびサブディレク
トリが同じだが、使用する鍵が異なる場合、それは競合するといいます。この場合、より優
先順位の高い File Encryption ポリシーに含まれるルールが適用されます。残りのルールは
破棄されます。

23.6 File Encryption と SafeGuard Data Exchange
SafeGuard Data Exchange は、コンピュータに接続されたリムーバブル メディアに保存さ
れているデータを暗号化し、これらのデータを他のユーザーと交換するために使用されま
す。SafeGuard Data Exchange では、ファイル ベースの暗号化が使用されます。
エンドポイントに、SafeGuard Data Exchange と File Encryption の両方がインストールさ
れている場合、SafeGuard Data Exchange 暗号化ポリシーがコンピュータのドライブに対
して定義され、File Encryption ポリシーが同ドライブのフォルダに対して定義されるという
状況が発生する可能性があります。この場合、SafeGuard Data Exchange 暗号化ポリシー
が、File Encryption ポリシーより優先されます。新しいファイルは、SafeGuard Data
Exchange 暗号化ポリシーに準じて暗号化されます。
SafeGuard Data Exchange の詳細は、SafeGuard Data Exchange (p. 193) を参照してくださ
い。
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24 SafeGuard Data Exchange
SafeGuard Data Exchange は、コンピュータに接続されたリムーバブル メディアに保存さ
れているデータを暗号化し、これらのデータを他のユーザーと交換するために使用されま
す。暗号化と復号化の処理はすべて透過的に実行され、ユーザー介入は最小限で済みます。
対応する鍵を持っているユーザーだけが、暗号化されたデータの内容を読み取ることができ
ます。その後の暗号化処理はすべて透過的に実行されます。
一元管理では、リムーバブル メディア上のデータの処理方法を定義します。
セキュリティ担当者は、「デバイス保護対象」が「リムーバブル メディア」の「デバイス
保護」タイプのポリシーで設定を定義します。
SafeGuard Data Exchange では、ファイル ベースの暗号化を使用する必要があります。

24.1 グループ鍵
暗号化されたデータをユーザー間で交換するには、SafeGuard Enterprise のグループ鍵を使
用する必要があります。そのグループ鍵がユーザーの鍵リングに含まれていると、それらの
ユーザーは、自分のコンピュータに接続されたリムーバブル メディアに完全に透過的にア
クセスできます。
SafeGuard Enterprise がインストールされていないコンピュータでは、メディア パスフレー
ズとともに使用できる一元的に定義されたドメイン/グループ鍵を除き、リムーバブル メ
ディア上の暗号化されたデータにはアクセスできません。
注: SafeGuard Enterprise がインストールされていないコンピュータで、リムーバブル メ
ディア上の暗号化されたデータを使用/共有するには、SafeGuard Portable を使用できます。
SafeGuard Portable では、ローカル鍵またはメディア パスフレーズを使用する必要があり
ます。

24.2 ローカル鍵
SafeGuard Data Exchange では、ローカル鍵を使用した暗号化がサポートされています。
ローカル鍵はコンピュータ上で作成され、リムーバブル メディア上のデータを暗号化する
ために使用できます。ローカル鍵はパスフレーズを入力することによって作成され、
SafeGuard Enterprise のデータベース内にバックアップされます。
注: デフォルトでは、ユーザーはローカル鍵を作成できます。ユーザーがローカル鍵を作成
できないようにする場合は、このオプションを無効に設定する必要があります。この操作
は、「デバイス保護対象」が「ローカル記憶デバイス」である「デバイス保護」タイプのポ
リシーで実行する必要があります (「全般設定 > ユーザーはローカル鍵を作成できる > いい
え)。
リムーバブル メディア上のファイルがローカル鍵を使用して暗号化されている場合は、
SafeGuard Data Exchange がインストールされていないコンピュータ上で SafeGuard Portable
を使用してこれらのファイルを復号化できます。SafeGuard Portable でファイルが開かれ
ると、ユーザーは、この鍵が作成されたときに設定されたパスフレーズを入力するよう求め
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られます。ユーザーがこのパスフレーズを知っている場合は、ファイルを開くことができま
す。
SafeGuard Portable を使用すると、パスフレーズを知っているすべてのユーザーがリムー
バブル メディア上の暗号化されたファイルにアクセスできます。また、これにより、
SafeGuard Enterprise がインストールされていないパートナーとの暗号化されたデータの共
有も可能になります。パートナーには、SafeGuard Portable と、アクセスが必要なファイ
ルのパスフレーズを提供するだけで済みます。
リムーバブル メディア上のファイルを暗号化するために異なるローカル鍵が使用されてい
る場合は、ファイルへのアクセスを制限することもできます。例:my_localkey というパス
フレーズの鍵を使用して USB メモリ上のファイルを暗号化し、partner_localkey というパ
スフレーズを使用して ForMyPartner.doc という名前の単一のファイルを暗号化する場合
を考えてみます。その USB メモリをパートナーに渡し、パスフレーズ partner_localkey
を提供すると、そのパートナーは ForMyPartner.doc にのみアクセスできます。
注: デフォルトで、暗号化ルールが適用されているメディアに書き込みが行われると、
SafeGuard Portable が、システムに接続されているリムーバブル メディアに自動的にコピー
されます。SafeGuard Portable がリムーバブル メディアにコピーされないようにする場合
は、「デバイス暗号化」タイプのポリシーで「SG Portable を対象にコピーする」オプショ
ンを無効にします。

24.3 メディア パスフレーズ
SafeGuard Data Exchange では、エンドポイント上のすべてのリムーバブル メディア (光
学メディアを除く) に対して 1つのメディア パスフレーズを作成する必要があることを指定
できます。このメディア パスフレーズは、一元的に定義されたドメイン/グループ鍵、およ
び SafeGuard Portable で使用されているすべてのローカル鍵へのアクセスを提供します。
ユーザーは、1つのパスフレーズを入力するだけで、暗号化に使用されているローカル鍵に
は関係なく、SafeGuard Portable 内のすべての暗号化されたファイルにアクセスできるよ
うになります。
すべてのエンドポイント上で、各デバイスに対して、データ暗号化のための一意のメディア
暗号化鍵が自動的に作成されます。この鍵は、メディア パスフレーズで保護された、一元
的に定義されたドメイン/グループ鍵です。そのため、SafeGuard Data Exchange がインス
トールされているコンピュータ上では、リムーバブル メディア上の暗号化されたファイル
にアクセスするためにメディア パスフレーズを入力する必要はありません。対応する鍵が
ユーザの鍵リングに含まれている場合は、アクセスが自動的に許可されます。
使用されるドメイン/グループ鍵を「暗号化の定義済みの鍵」で指定する必要があります。
メディア パスフレーズ機能は、「デバイス保護」タイプのポリシーで「ユーザーはデバイ
スに対してメディア パスフレーズを定義できる」オプションを有効にしている場合に使用
できます。
この設定がエンドポイント上で有効になると、ユーザーはリムーバブル メディアに初めて
接続するとき、自動的にメディア パスフレーズを入力するよう求められます。メディア パ
スフレーズは、ユーザーがログオンを許可されているすべてのコンピュータ上で有効です。
また、ユーザーはメディア パスフレーズを変更することもでき、コンピュータ上の既知の
パスフレーズとリムーバブル メディアのメディア パスフレーズの同期がとれていない状態
になると自動的に同期されます。
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ユーザーがメディア パスフレーズを忘れた場合は、ヘルプデスク担当者の支援を受けなく
ても、そのユーザー自身が復旧できます。
注: メディア パスフレーズを有効にするには、「デバイス保護」タイプのポリシーで 「ユー
ザーはデバイスに対してメディア パスフレーズを定義できる」オプションを有効にします。
この設定は、使用可能な「デバイス保護の対象」として「リムーバブル メディア」が選択
されている場合のみに使用します。

24.3.1 メディア パスフレーズおよび非管理対象エンドポイント
非管理対象エンドポイントはローカル鍵のみを使用するため、インストールが完了した後、
メディア パスフレーズ機能が有効になっていない非管理対象エンドポイント (スタンドアロ
ン モードで動作しているコンピュータ) に使用可能な鍵はありません。暗号化を使用する前
に、ユーザーは鍵を作成する必要があります。
このようなエンドポイントに対して、リムーバブル メディア ポリシーでメディア パスフ
レーズ機能が有効になっている場合は、そのエンドポイント上にメディア暗号化鍵が自動的
に作成され、インストールが完了するとすぐに暗号化に使用できるようになります。そのメ
ディア暗号化鍵は、ユーザー鍵リング内の「事前に定義された鍵」として使用可能になり、
鍵選択のダイアログで <ユーザー名> として表示されます。
使用可能な場合、そのメディア暗号化鍵は、すべての初期暗号化タスクにも使用されます。

24.4 ベスト プラクティス
ここでは、SafeGuard Data Exchange の代表的な使用例と、適切なポリシーを作成して導
入する方法を例をあげながら説明します。
Bob と Alice の二人は同じ会社の同僚で、コンピュータには SafeGuard Data Exchange が
インストールされています。Joe は社外のパートナーで、コンピュータに SafeGuard
Enterprise はインストールされていません。

24.4.1 社内のみでの使用
Bob は、リムーバブル メディア上の暗号化されたデータを Alice と共有したいと考えてい
ます。2人は同じグループに属しているため、SafeGuard Enterprise 鍵リング内に対応する
グループ鍵を持っています。グループ鍵を使用しているため、パスフレーズを入力すること
なく、暗号化されたファイルに透過的にアクセスできます。
これらの設定は、「デバイス保護\リムーバブル メディア」タイプのポリシーで指定する必
要があります。
■

メディアの暗号化モード:ファイル ベース

■

暗号化に使用される鍵:一覧の定義済みの鍵
■

一覧の定義済みの鍵:<グループ/ドメイン鍵> (たとえば group_users_Bob_Alice@DC=...)
2人が同じ鍵を共有できるようにする

会社のポリシーでさらに、どのような状況でもリムーバブル メディア上のすべてのファイ
ルを暗号化する必要があることが定義されている場合は、次の設定を追加します。
■

すべてのファイルの初期暗号化:はい
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メディアが初めてシステムに接続されるとすぐに、リムーバブル メディア上のファイル
が暗号化されることを確認します。
■

ユーザーは初期暗号化をキャンセルできる:いいえ
ユーザーは初期暗号化を (たとえば、延期するために) キャンセルできません。

■

ユーザーは暗号化されていないファイルにアクセスすることを許可されている:いいえ
リムーバブル メディア上に平文のファイルが検出された場合、それらのファイルへのア
クセスは拒否されます。

■

ユーザーはファイルを復号化できる:いいえ
ユーザーは、リムーバブル メディア上のファイルの復号化を許可されません。

■

SG Portable を対象にコピーする: いいえ
リムーバブル メディア上のデータがワークグループ内で共有されている限り、SafeGuard
Portable は必要ありません。また、SafeGuard Enterprise がインストールされていない
コンピュータ上では SafeGuard Portable でもファイルを復号化できます。

ユーザーは、デバイスを交換するだけでデータを共有できます。そのデバイスを自分のコン
ピュータに接続すると、暗号化されたファイルに透過的にアクセスできます。
注: この使用例は、リムーバブル メディア デバイス全体がセクタベースで暗号化される
SafeGuard Enterprise Device Encryption を使用することによって実現できます。

24.4.2 ホーム オフィスまたはサードパーティ製 PC での個人的な使用
■

ホーム オフィス:
Bob は、SafeGuard Enterprise がインストールされていない自分のホーム PC 上で、暗
号化されたリムーバブル メディアを使用したいと考えています。自分のホーム PC 上
で、Bob は SafeGuard Portable を使用してファイルを復号化します。Bob のすべてのリ
ムーバブル メディアに対して 1つのメディア パスフレーズを定義することにより、Bob
は SafeGuard Portable を開き、メディア パスフレーズを入力するだけで済みます。そ
の後、暗号化のために使用されているローカル鍵には関係なく、Bob はすべての暗号化
されたファイルに透過的にアクセスできるようになります。

■

サードパーティ製 PC での個人的な使用
Bob は、リムーバブル メディア デバイス上に格納されている暗号化されたファイルにア
クセスするために、そのデバイスを Joe (社外のパートナー) のコンピュータに差し込み、
メディア パスフレーズを入力します。Bob はここで、Joe のコンピュータにファイル
(暗号化されているファイルや暗号化されていないファイル) をコピーできます。

エンドポイント上での動作:
■

Bob が初めてリムーバブル メディア デバイスを差し込みます。

■

デバイスごとに一意のメディア暗号化鍵が自動的に作成されます。

■
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■

■

■

使用する鍵や鍵リングに関する知識を持ったユーザーを煩わす必要はありません。デー
タ暗号化には、ユーザー介入なしで、メディア暗号化鍵が常に使用されます。メディア
暗号化鍵はユーザーに表示されることさえなく、一元的に定義さ れたグループ/ドメイン
鍵のみが表示されます。
同じグループまたはドメインに属している Bob と Alice は、同じグループ/ドメイン鍵を
共有しているため、透過的にアクセスできます。
SafeGuard Data Exchange がインストールされていないコンピュータ上で、リムーバブ
ル メディア デバイス上の暗号化されたファイルにアクセスする場合、Bob は SafeGuard
Portable 内のメディア パスフレーズを使用できます。

これらの設定は、「デバイス保護\リムーバブル メディア」タイプのポリシーで指定する必
要があります。
■

メディアの暗号化モード:ファイル ベース

■

暗号化に使用される鍵:一覧の定義済みの鍵
一覧の定義済みの鍵:<グループ/ドメイン鍵> (たとえば group_users_Bob_Alice@DC=...)
2人が同じ鍵を共有できるようにする。

■

ユーザーはデバイスに対してメディア パスフレーズを定義できる:はい
ユーザーは、自分のコンピュータ上で、すべてのリムーバブル メディアに有効な 1つの
メディア パスフレーズを定義します。

■

SG Portable を対象にコピーする:はい
SafeGuard Portable では、SafeGuard Data Exchange がインストールされていないシス
テム上で 1つのメディア パスフレーズを入力することによって、ユーザーがリムーバブ
ル メディア上のすべての暗号化されたファイルにアクセスできるようにします。

会社のポリシーでさらに、どのような状況でもリムーバブル メディア上のすべてのファイ
ルを暗号化する必要があることが定義されている場合は、次の設定を追加します。
■

すべてのファイルの初期暗号化:はい
メディアが初めてシステムに接続されるとすぐに、リムーバブル メディア上のファイル
が暗号化されることを確認します。

■

ユーザーは初期暗号化をキャンセルできる:いいえ
ユーザーは初期暗号化を (たとえば、延期するために) キャンセルできません。

■

ユーザーは暗号化されていないファイルにアクセスすることを許可されている:いいえ
リムーバブル メディア上に平文のファイルが検出された場合、それらのファイルへのア
クセスは拒否されます。

■

ユーザーはファイルを復号化できる:いいえ
ユーザーは、リムーバブル メディア上のファイルの復号化を許可されません。

会社では、Bob や Alice はリムーバブル メディア上の暗号化されたファイルに透過的にア
クセスできます。自宅またはサードパーティ製 PC 上では、SafeGuard Portable を使用し
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て、暗号化されたファイルを開くことができます。ユーザーはメディア パスフレーズを指
定するだけで、すべての暗号化されたファイルにアクセスできます。これは、すべてのリ
ムーバブル メディア上のデータを暗号化するための、単純ではあるが、効率的な方法です。
この構成の目的は、リムーバブル メディア上のすべてのファイルを暗号化し、ユーザーが
それらの暗号化されたファイルにオフライン モードでアクセスできるようにしながら、ユー
ザーによる操作を最小限に削減することにあります。ユーザーは、リムーバブル メディア
上のファイルの復号化を許可されません。
注: この構成では、その使用例には必要ないため、ユーザーはローカル鍵の作成を許可され
ません。この操作は、「デバイス保護対象」が「ローカル記憶デバイス」である「デバイス
保護」タイプのポリシーで指定する必要があります (「全般設定 > ユーザーはローカル鍵を
作成できる > いいえ」)。
■

SG Portable をリムーバブル メディアにコピーする:いいえ。
リムーバブル メディア上のデータがワークグループ内で共有されている限り、SafeGuard
Portable は必要ありません。また、SafeGuard Enterprise がない場合は SafeGuard
Portable でもファイルを復号化できます。

会社では、ユーザーはリムーバブル メディア上の暗号化されたファイルに透過的にアクセ
スできます。自宅では、SafeGuard Portable を使用して、暗号化されたファイルを開きま
す。ユーザーはメディア パスフレーズを入力するだけで、暗号化に使用されている鍵には
関係なく、すべての暗号化されたファイルにアクセスできます。

24.4.3 外部の当事者とリムーバブル メディアを共有する
注: ここで説明する例は、Windows エンドポイントのみに適用されます。
Bob は、暗号化されたデバイスを、SafeGuard Data Exchange がインストールされていな
いために SafeGuard Portable を使用する必要のある Joe (外部の当事者) に渡したいと考え
ています。Joe にリムーバブル メディア上のすべての暗号化されたファイルへのアクセス
を許可したくない場合、Bob はローカル鍵を作成し、このローカル鍵でこれらのファイル
を暗号化することができます。それにより、Joe が SafeGuard Portable を使用して、ロー
カル鍵のパスフレーズを介して、暗号化されたファイルを開けるようになるのに対して、
Bob は引き続き、メディア パスフレーズを使用して、リムーバブル デバイス上の任意の暗
号化されたファイルにアクセスできます。
コンピュータ上での動作
■

■

■

■

■
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■

■

SafeGuard Data Exchange がインストールされていないコンピュータ上で、リムーバブ
ル メディア デバイス上の暗号化されたファイルにアクセスする場合、Bob は SafeGuard
Portable 内のメディア パスフレーズを使用できます。
Joe は、リムーバブル メディア全体にはアクセスできなくても、JoeKey のパスフレー
ズを入力することによって特定のファイルにアクセスできます。

これらの設定は、「デバイス保護\リムーバブル メディア」タイプのポリシーで指定する必
要があります。
■

メディアの暗号化モード:ファイル ベース

■

暗号化に使用される鍵:ユーザー鍵リング内の任意の鍵
ユーザーに、リムーバブル メディア上のファイルを暗号化するための異なる鍵の選択を
許可します。
暗号化の定義済みの鍵:<グループ/ドメイン鍵> (たとえば
group_users_Bob_Alice@DC=...)。ユーザーがワークグループ内で確実にデータを共
有できるようにするとともに、リムーバブル メディアを会社にある自分のコンピュー
タに接続したときにそのリムーバブル メディアに透過的にアクセスできるようにす
る。

■

ユーザーはデバイスに対してメディア パスフレーズを定義できる:はい
ユーザーは、自分のコンピュータ上で、すべてのリムーバブル メディアに有効な 1つの
メディア パスフレーズを定義します。

■

SG Portable を対象にコピーする:はい
SafeGuard Portable では、SafeGuard Data Exchange がインストールされていないシス
テム上で 1つのメディア パスフレーズを入力することによって、ユーザーがリムーバブ
ル メディア上のすべての暗号化されたファイルにアクセスできるようにします。

会社のポリシーでさらに、どのような状況でもリムーバブル メディア上のすべてのファイ
ルを暗号化する必要があることが定義されている場合は、次の設定を追加します。
■

すべてのファイルの初期暗号化:はい
メディアが初めてシステムに接続されるとすぐに、リムーバブル メディア上のファイル
が暗号化されることを確認します。

■

ユーザーは初期暗号化をキャンセルできる:いいえ
ユーザーは初期暗号化を (たとえば、延期するために) キャンセルできません。

■

ユーザーは暗号化されていないファイルにアクセスすることを許可されている:いいえ
リムーバブル メディア上に平文のファイルが検出された場合、それらのファイルへのア
クセスは拒否されます。

■

ユーザーはファイルを復号化できる:いいえ
ユーザーは、リムーバブル メディア上のファイルの復号化を許可されません。

会社では、Bob や Alice はリムーバブル メディア上の暗号化されたファイルに透過的にア
クセスできます。自宅では、SafeGuard Portable を使用してメディア パスフレーズを入力
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することによって、暗号化されたファイルを開くことができます。Bob または Alice が、リ
ムーバブル メディアを SafeGuard Data Exchange がインストールされていないサードパー
ティ製コンピュータに渡したいと考えている場合は、ローカル鍵を使用して、外部の当事者
が一部の特定のファイルにのみアクセスできることを保証できます。これは高度な構成で
す。つまり、ユーザーに自分のコンピュータ上でのローカル鍵の作成を許可するため、ユー
ザー介入が増えます。
注: この例の前提条件は、ユーザーがローカル鍵を作成できることです (SafeGuard Enterprise
のデフォルト設定)。

24.5 SafeGuard Data Exchange で信頼するアプリケーショ
ンと無視するアプリケーションを設定する
アプリケーションを「信頼するアプリケーション」と指定して、暗号化ファイルへのアクセ
スを許可することができます。これは、たとえば、ウイルス対策ソフトが暗号化ファイルを
検索する場合などに必要です。
また、アプリケーションを「無視するアプリケーション」と指定して、透過的な暗号化/復
号化から除外することができます。たとえば、バックアッププログラムを無視するアプリ
ケーションに指定すると、このプログラムによってバックアップされた暗号化データは復号
化されません。
注: 子プロセスを信頼したり無視したりすることはできません。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「全般設定」タイプのポリシーを新しく作成す
るか、既存のポリシーを選択します。
2. 「ファイル暗号化」で、「信頼するアプリケーション」または「無視するアプリケーショ
ン」フィールドのドロップダウン ボタンをクリックします。
3. エディタのリストボックスに、信頼/無視するアプリケーションを入力します。
■

■

■

1つのポリシーで、複数の信頼/無視するアプリケーションを定義することができま
す。エディタのリストボックスの 1行でアプリケーション 1つを定義します。
拡張子 .exe で終わるアプリケーション名を入力してください。
アプリケーション名は、ドライブ/ディレクトリ情報を含む、完全修飾パスとして指
定する必要があります。ファイル名 (例: example.exe) を入力するだけでは不十分で
す。アプリケーションの一覧を 1行ずつ表示するビューの場合、見やすくするため、
セミコロンで区切ったファイル名のみが表示されます。

4. 変更内容を保存します。
注: 「信頼するアプリケーション」および「無視するアプリケーション」ポリシー設定は、
マシンの設定です。したがって、ポリシーはユーザーでなく、マシンに適用する必要があり
ます。そうでない場合、設定は有効になりません。
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24.6 SafeGuard Data Exchange で無視するデバイスを設
定する
デバイスを「無視するデバイス」と指定して、ファイル暗号化から除外することができま
す。除外する際、デバイス全体のみ除外できます。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「全般設定」タイプのポリシーを新しく作成す
るか、既存のポリシーを選択します。
2. 「ファイル暗号化」で、「無視するデバイス」フィールドのドロップダウン ボタンをク
リックします。
3. エディタのリストボックスで、暗号化から除外するデバイス名を入力します。これは、
サードパーティコンポーネントを除外する場合などに便利です。
注: サードパーティツール (例: OSR 社の Device Tree など) を使用して、システムで現
在使用されているデバイスの名前を表示することができます。SafeGuard Enterprise で
は、取り付けたデバイスすべてがログに記録されます。また、レジストリキーを使用し
て、取り付けたデバイスや無視するデバイスの一覧を表示することもできます。

24.6.1 SafeGuard Data Exchange 設定で無視するデバイスや取り付けた
デバイスの表示
無視するデバイスを指定する際、暗号化の対象デバイス (取り付けたデバイス) や現在無視
する設定になっているデバイスを、レジストリキーを使って表示することができます。無視
するデバイスの一覧では、コンピュータで実際に使用可能なデバイスで、無視する設定に
なっているもののみが表示されます。ポリシーで無視する設定になっていても、そのデバイ
スがコンピュータで使用可能でない場合、それは一覧には表示されません。
取り付けたデバイスまたは無視するデバイスを表示するには、次のレジストリキーを参照し
てください。
■

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Utimaco\SGLCENC\Log\AttachedDevices

■

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Utimaco\SGLCENC\Log\IgnoredDevices

24.7 SafeGuard Data Exchange で永続暗号化を設定する
ユーザーが適切な鍵を持っている場合、SafeGuard Data Exchange で暗号化されたファイ
ルのコンテンツは、リアルタイムで復号化されます。暗号化ルールが適用されていない場所
にコンテンツが新規ファイルとして保存された場合、そのファイルは暗号化されません。
永続暗号化の場合、暗号化ルールが適用されていない場所が保存先であっても、暗号化ファ
イルのコピーは暗号化されます。
永続暗号化は、「全般設定」タイプのポリシーで設定できます。デフォルトで、「永続暗号
化を有効にする」オプションは有効化されています。
注:
■

ファイルのコピー先や移動先が、無視するデバイスの場合、または「動作モード」が「無
視」でポリシーが適用されているフォルダの場合、「永続暗号化を有効にする」設定は
効果を示しません。
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■

コピー操作は、ファイル名を基にして検出されます。暗号化されたファイルをユーザー
が、暗号化ルールが適用されていない場所に別のファイル名で「名前を付けて保存」し
た場合、そのファイルは暗号化されません。

24.8 リムーバブル メディア上でアクセスされたファイ
ルの追跡
SafeGuard Management Center の「レポート」機能を使用して、リムーバブル メディア上
でアクセスされたファイルを追跡することができます。アクセスされたファイルは、リムー
バブル メディアのファイルに対して暗号化ポリシーが適用されているかどうかに関わらず
追跡できます。
「ログ」タイプのポリシーで設定できる内容は次のとおりです。
■

■

■

リムーバブル メディア デバイスでファイルやディレクトリが作成された場合にログに記
録するイベント。
リムーバブル メディア デバイスでファイルやディレクトリの名前が変更された場合にロ
グに記録するイベント。
リムーバブル メディア デバイスからファイルやディレクトリが削除された場合にログに
記録するイベント。

詳細は、リムーバブル メディアとクラウドストレージに関するファイルアクセスのレポー
ト (p. 276) を参照してください。

24.9 SafeGuard Data Exchange と File Encryption
SafeGuard Enterprise のモジュール「File Encryption」は、ネットワーク上 (特にネットワー
ク共有にあるワークグループなど) にあるデータをファイル ベースで暗号化する機能です。
エンドポイントに、SafeGuard Data Exchange と File Encryption の両方がインストールさ
れている場合、SafeGuard Data Exchange 暗号化ポリシーがコンピュータのドライブに対
して定義され、File Encryption ポリシーが同ドライブのフォルダに対して定義されるという
状況が発生する可能性があります。この場合、SafeGuard Data Exchange 暗号化ポリシー
が、File Encryption ポリシーより優先されます。新しいファイルは、SafeGuard Data
Exchange 暗号化ポリシーに準じて暗号化されます。
詳細はFile Encryption (p. 182) を参照してください。
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25 Cloud Storage
SafeGuard Enterprise のモジュール「Cloud Storage」は、クラウド上のデータをファイル
ベースで暗号化する機能です。
機能導入後も、通常と同じ方法でクラウド上のデータを利用できます。クラウドとのデータ
送受信に、ユーザーがベンダ特有の同期アプリケーションを使用することには変わりはあり
ません。Cloud Storage モジュールによって、クラウドに保存されているデータのローカル
コピーは透過的に暗号化されます。これによって、常に暗号化された形でクラウドに保存さ
れることになります。
SafeGuard Management Center で Cloud Storage の定義 (CSD)を作成した後、それを「デ
バイス保護」ポリシーの対象として使用します。事前に定義された Cloud Storage の定義
を、Dropbox や Egnyte などの複数のクラウド ストレージ プロバイダに対して使用できま
す。
エンドポイントに Cloud Storage ポリシーが適用されると、そのポリシーの対象の場所にあ
るファイルは、ユーザー介入なしで透過的に暗号化されます。
■

■

暗号化されたファイルは、クラウドと同期されます。
クラウドから取得した暗号化されたファイルは、従来のアプリケーションを使って変更
可能です。

エンドポイントにある Cloud Storage によって暗号化されたファイルに、SafeGuard
Enterprise Cloud Storage なしでアクセスするには、SafeGuard Portable を使用してファイ
ルを読み取ることができます。
注: Cloud Storage はクラウドに新しく保存されるデータのみを暗号化します。Cloud Storage
をインストールする前にすでにクラウドに保存されていたデータは、自動的には暗号化され
ません。このようなデータを暗号化するには、いったんクラウドからデータを削除してか
ら、保存し直すようにしてください。

25.1 クラウドストレージ用ベンダソフトの要件
クラウドに保存されているデータの暗号化を可能にするには、クラウドストレージ ベンダ
提供のソフトウェアが次の要件を満たす必要があります。
■

■

■

Cloud Storage モジュールをインストール済みのコンピュータで稼働する。
保存先がローカルファイルシステムで、クラウドとローカルシステムでデータを同期す
るアプリケーション (またはシステムサービス) がある。
同期したデータをローカルファイルシステムに保存する。

25.2 Cloud Storage の定義 (CSD) を作成する
SafeGuard Management Center では、事前に定義された Cloud Storage の定義を、Dropbox
や Egnyte などの複数のクラウド ストレージ プロバイダに対して使用できます。事前に定
義されている Cloud Storage の定義にあるパスを必要に応じて変更したり、新しく定義を作

203

SafeGuard Enterprise

成して、事前に定義されているものから値をコピーしたりできます。これは、クラウドスト
レージのデータの一部のみを暗号化する場合などに便利です。また、Cloud Storage の定義
を自分で作成することもできます。
注: 一部のフォルダ (例: Dropbox のインストールフォルダ) では、暗号化されると OS やア
プリケーションの実行が阻止される場合があります。「デバイス保護」ポリシー用に Cloud
Storage の定義を作成する際は、そのようなフォルダが暗号化されていないことを確認して
ください。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「Cloud Storage の定義」を選択します。
2. 「Cloud Storage の定義」のショートカット メニューで、「新規作成 > Cloud Storage
の定義」をクリックします。
3. 「新しい Cloud Storage の定義」ダイアログが表示されます。Cloud Storage の定義の
名前を入力します。
4. 「OK」をクリックします。作成した名称の Cloud Storage の定義が、「ポリシー」ナビ
ゲーション ペインの「Cloud Storage の定義」ルート ノードの下に表示されます。
5. 作成した Cloud Storage の定義を選択します。右側の作業ペインで、Cloud Storage の定
義の内容が表示されます。
■

ターゲット名:

■

入力した名前です。「デバイス保護」タイプのポリシーの対象として、Cloud Storage
の定義を参照する際に使用されます。
同期アプリケーション:

■

クラウドとデータを同期するアプリケーションの名前とパスを入力します (例: <デス
クトップ>\dropbox\dropbox.exe)。ローカルドライブにあるアプリケーションのみ指
定できます。
同期フォルダ:
クラウドと同期するフォルダ (複数可) を入力します。ローカルパスのみ指定できま
す。
注: 「同期アプリケーション」と「同期フォルダ」でパスを指定する際、File
Encryption と同様のプレースホルダを使用できます。詳細は、File Encryption ルー
ルのパスで指定するプレースホルダ (p. 185) を参照してください。

25.2.1 クラウドストレージ プロバイダ用のプレースホルダ
セキュリティ担当者は、クラウドストレージ プロバイダ用のプレースホルダを使用して、
同期するアプリケーションや同期するフォルダを定義できます。ここで、プレースホルダ
は、対応しているサードパーティ製のクラウドストレージ アプリケーションを表します。
プレースホルダを使用して、特定のサードパーティ製アプリケーションを同期アプリケー
ションとして指定できます。また、同じプレースホルダを使用して、同期を行う際にサード
パーティ製アプリケーションで実際に使用される同期フォルダを指定することもできます。
クラウドストレージ プロバイダ用のプレースホルダは、<! と !> で囲って指定します。
注: SafeGuard Enterprise バージョン 7.0 は、OS X エンドポイントに対して、Dropbox お
よび Google Drive のみに対応しています。
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現在対応しているプレースホルダ

プロバイダ

プレースホルダ

Cloud Storage の定義で使用可 置き換え後
能

Dropbox

<!Dropbox!>

同期アプリケーション、同期 同期アプリケーションの
フォルダ
場合: Dropbox ソフトウェ
アによって使用される、
同期アプリケーションの
完全修飾パス名。
同期フォルダの場
合:Dropbox ソフトウェア
によって使用される、同
期フォルダの完全修飾パ
ス名。

Egnyte

<!Egnyte!>

同期アプリケーション

Egnyte ソフトウェアに
よって使用される、同期
アプリケーションの完全
修飾パス名。

<!EgnytePrivate!>

同期フォルダ

Egnyte クラウドストレー
ジ上のすべてのプライ
ベートフォルダ。Egnyte
標準ユーザーの場合、こ
れは通常 1つのフォルダ
です。Egnyte 管理者の場
合、このプレースフォル
ダによって、通常、複数
のフォルダが置き換えら
れます。

<!EgnyteShared!>

同期フォルダ

Egnyte クラウドストレー
ジ上のすべての共有フォ
ルダ。

注:
Egnyte フォルダの構造を変更した場合 (プライベートフォルダや共有フォルダの
追加・削除を含む)、自動的に検出されます。該当するポリシーは自動的に調整さ
れます。
注: Egnyte 同期フォルダがネットワークに存在する場合もあり、その場合は、「同
期フォルダ」設定にネットワークパスを入力できます。SafeGuard Enterprise Cloud
Storage モジュールは、デフォルトで、ネットワーク ファイル システムに接続し
ます。これが不要な場合は、「全般設定」ポリシーの「無視するデバイス」で
「ネットワーク」を選択して、無効にしてください。

Google ドライブ <!GoogleDrive!>

同期アプリケーション、同期 同期アプリケーションの
フォルダ
場合:Google ドライブ ソ
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プロバイダ

プレースホルダ

Cloud Storage の定義で使用可 置き換え後
能
フトウェアによって使用
される、同期アプリケー
ションの完全修飾パス
名。
同期フォルダの場
合:Google ドライブ ソフ
トウェアによって使用さ
れる、同期フォルダの完
全修飾パス名。

OneDrive

<!OneDrive!>

同期アプリケーション、同期 同期アプリケーションの
フォルダ
場合:OneDrive ソフト
ウェアによって使用され
る、同期アプリケーショ
ンの完全修飾パス名。
同期フォルダの場
合:OneDrive ソフトウェ
アによって使用される、
同期フォルダの完全修飾
パス名。

注: SafeGuard Enterprise は、Microsoft のアカウントには対応していません。
Windows 8.1 環境では、Windows ユーザーがドメインユーザーの場合のみに
OneDrive を使用できます。Windows 8.1 環境で SafeGuard Enterprise は、ローカ
ルユーザーに対して OneDrive に対応していません。

OneDrive for
Business

<!OneDriveForBusiness!> 同期アプリケーション、同期 同期アプリケーションの
フォルダ
場合:OneDrive ソフト
ウェアによって使用され
る、同期アプリケーショ
ンの完全修飾パス名。
同期フォルダの場
合:OneDrive ソフトウェ
アによって使用される、
同期フォルダの完全修飾
パス名。

注: OneDrive for Business クラウドでは、暗号化されたファイルをローカルフォ
ルダに保存して、それを同期することのみ実行できます。Microsoft Office 2013 ア
プリケーションの暗号化ファイルを、直接 OneDrive for Business クラウドや
SharePoint Server に保存することはできません。このようなファイルは、暗号化
されていない状態でクラウドに保存されます。
OneDrive for Business クラウドにある、SafeGuard Enterprise で暗号化されたファ
イルは、Microsoft Office 365 で開くことはできません。
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プロバイダ

プレースホルダ

Cloud Storage の定義で使用可 置き換え後
能

SkyDrive

<!SkyDrive!>

同期アプリケーション、同期 同期アプリケーションの
フォルダ
場合:OneDrive ソフト
ウェアによって使用され
る、同期アプリケーショ
ンの完全修飾パス名。
同期フォルダの場
合:OneDrive ソフトウェ
アによって使用される、
同期フォルダの完全修飾
パス名。

Microsoft は、SkyDrive を OneDrive に名前変更しましたが、<!SkyDrive!> プ
レースホルダは引き続き使用可能です。
このため、バージョン 7 より前のプレースホルダや SafeGuard Enterprise エンド
ポイントを使用していて、<!OneDrive!> プレースホルダを使用できない古いポ
リシーも変更なしで使用することができます。SafeGuard Enterprise バージョン
7 のエンドポイントでは、両方のプレースホルダを使用できます。

Media Center

<!Mediacenter!>

同期アプリケーション、同期 同期アプリケーションの
フォルダ
場合:Media Center ソフト
ウェアによって使用され
る、同期アプリケーショ
ンの完全修飾パス名。
同期フォルダの場
合:Media Center ソフト
ウェアによって使用され
る、同期フォルダの完全
修飾パス名。

例
クラウドストレージ プロバイダに Dropbox を使用している場合は、「同期アプリケーショ
ン」として「<!Dropbox!>」を入力してください。同期フォルダを指定しない場合、「同
期フォルダ」の下にあるフォルダの一覧にも <!Dropbox!> がコピーされます。
次のような環境を想定します。
■

Cloud Storage の定義で、同期アプリケーションにプレースホルダ <!Dropbox!> を指
定し、同期フォルダに <!Dropbox!>\encrypt を指定します。

■

エンドポイントには Dropbox がインストールされています。

■

Dropbox と同期するフォルダとして、d:\dropbox が指定されています。

上記のような CSD (Cloud Storage の定義) を持つポリシーを SafeGuard Enterprise エンド
ポイントに適用すると、CSD 内の同期アプリケーション用プレースホルダが Dropbox.exe
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のパスに自動的に置き換えられ、Dropbox の設定の読み込みやフォルダ
d:\dropbox\encrypt に対する暗号化ポリシーの設定が行われます。

25.2.2 Cloud Storage の定義をエクスポート、インポートする
セキュリティ担当者は、Cloud Storage の定義 (CSD) をエクスポートしたり、インポートし
たりできます。CSD は、XML ファイルとしてエクスポートされます。
■

■

CSD をエクスポートするには、「ポリシー」エリアの該当する Cloud Storage の定義の
ショートカット メニューで、「Cloud Storage の定義のエクスポート...」をクリックし
ます。
CSD をインポートするには、「ポリシー」エリアの Cloud Storage の定義のノードの
ショートカット メニューで、「Cloud Storage の定義のインポート...」をクリックしま
す。

この 2つのコマンドはともに、SafeGuard Management Center の「処理」メニューからも
選択できます。

25.3 対象が Cloud Storage の定義のデバイス保護ポリ
シーを作成する
Cloud Storage の定義が作成済みである必要があります。事前に定義された Cloud Storage
の定義を、Dropbox や Egnyte などの複数のクラウド ストレージ プロバイダに対して使用
できます。
Cloud Storage のデータの暗号化の設定は、「デバイス保護」タイプのポリシーで定義しま
す。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「デバイス保護」タイプの新しいポリシーを作
成します。
2. 対象として、Cloud Storage の定義を選択します。
3. 「OK」をクリックします。ナビゲーション ペインの「ポリシー項目」の下に、新しい
ポリシーが表示されます。処理エリアには、「デバイス保護」ポリシーの設定すべてが
表示され、必要に応じて変更することもできます。
4. 「メディアの暗号化モード」で、「ファイル ベース」を選択します。ボリューム ベース
の暗号化には対応していません。
5. 「暗号化に使用されるアルゴリズム」で、CSD で定義された同期フォルダにあるデータ
の暗号化に使用するアルゴリズムを選択します。
6. 「暗号化に使用される鍵」および「暗号化の定義済みの鍵」の設定は、暗号化で使用す
る鍵 (複数可) を定義するために使用されます。詳細は、デバイス保護 (p. 150) を参照し
てください。
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7. 「SG Portable を対象にコピーする」を有効化すると、各同期フォルダに書き込みが行
われると、そこに SafeGuard Portable がコピーされます。SafeGuard Portable は、
SafeGuard Enterprise がインストールされていない Windows コンピュータにある、暗号
化されたファイルの読み取りに使用できるアプリケーションです。
注: クラウドに保存されている暗号化データを SafeGuard Enterprise のないユーザーと
共有する場合、ユーザーはローカル鍵を作成することができます。詳細は、ローカル鍵
(p. 193) を参照してください。
8. 「非暗号化フォルダ」では、暗号化の対象から除外するフォルダを定義することができ
ます。ここで指定した非暗号化フォルダのサブフォルダにあるデータも、暗号化から除
外されます。SafeGuard Cloud Storage では、「Cloud Storage の定義」で定義された
すべての同期フォルダ内に、空の非暗号化フォルダが自動作成されます。

25.4 クラウドストレージでアクセスされたファイルの追
跡
SafeGuard Management Center の「レポート」機能を使用して、クラウドストレージでア
クセスされたファイルを追跡することができます。ファイルは、適用されている暗号化ポリ
シーに関わらず、追跡できます。
「ログ」タイプのポリシーで設定できる内容は次のとおりです。
■

■

■

リムーバブル メディア デバイスでファイルやディレクトリが作成された場合にイベント
ログに記録する。
リムーバブル メディア デバイスでファイルやディレクトリの名前が変更された場合にイ
ベントログに記録する。
リムーバブル メディア デバイスからファイルやディレクトリが削除された場合にイベン
トログに記録する。

詳細は、リムーバブル メディアとクラウドストレージに関するファイルアクセスのレポー
ト (p. 276) を参照してください。
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26 UMA (User Machine Assignment)
SafeGuard Enterprise では、UMA (User Machine Assignment) というリストで、どのユー
ザーがどのコンピュータにログオンを許可されているかを示す情報が管理されます。
UMA に追加されるユーザーの条件は、SafeGuard Enterprise がインストール済みのコン
ピュータに一度はログオンしたことがあること、SafeGuard Management Center に
SafeGuard Enterprise の「完全なユーザー」として登録されていることです。「完全なユー
ザー」とは、初回ログオンの後の証明書が作成済みのユーザー、および鍵リングが作成され
ているユーザーを指します。ユーザー データは、これらの条件が揃ったときだけ他のコン
ピュータに複製できます。複製が完了すると、当該のユーザーは、複製先のコンピュータに
SafeGuard POA でログオンできます。
デフォルトでは、SafeGuard Enterprise のインストール後、コンピュータに最初にログオン
したユーザーが、そのコンピュータの所有者として UMA に入力されます。
この特性により、所有者として登録されたユーザーは、SafeGuard Power-on Authentication
で認証を完了すると、他のユーザーに当該のコンピュータへのログオンを許可できるように
なります (他の SafeGuard Enterprise ユーザーの登録 (p. 104) を参照)。そのようなユーザー
も、このコンピュータの UMA に追加されます。
このようにして、どのユーザーがどのコンピュータへログオンできるかを示すリストが自動
生成されます。このリストは SafeGuard Management Center で編集できます。

26.1 SafeGuard Management Center での UMA (User
Machine Assignment)
SafeGuard Management Center でユーザーを特定のコンピュータに割り当てることができ
ます。SafeGuard Management Center でユーザーをコンピュータに割り当てると (または
コンピュータをユーザーに割り当てると)、この割り当ては UMA に組み込まれます。ユー
ザーのデータ (証明書、鍵など) がこのコンピュータにレプリケーションされ、ユーザーは
このコンピュータにログオンできるようになります。ユーザーを UMA から削除すると、
ユーザー データもすべて自動的に SafeGuard POA から削除されます。ユーザーは、ユー
ザー名とパスワードを使用して、SafeGuard POA でログオンできなくなります。
注: 「ユーザーとコンピュータ」で、ユーザーやコンピュータの割り当てを表示するには、
対象ユーザーとコンピュータのどちらかに対して、少なくとも「読み取り専用」アクセス権
限が必要です。割り当てを定義または変更するには、対象ユーザーとコンピュータの両方に
対して、「フルアクセス権」が必要です。UMA に表示されるユーザー/マシン情報は、アク
セス権限によって異なります。特定のコンピュータに割り当てられているユーザー、および
特定のユーザーに割り当てられているコンピュータを表示する UMA グリッドでは、必要な
アクセス権限のないオブジェクトも表示されますが、割り当てを変更することはできませ
ん。
ユーザーをコンピュータに割り当てる際、他のユーザーがこのコンピュータにログオンする
ことを許可できるユーザーも指定できます。
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SafeGuard Management Center の「種類」に、ユーザーが SafeGuard Enterprise データ
ベースに追加された方法が表示されます。「ローカル」は、ユーザーがエンドポイント上の
UMA に追加されたことを意味します。
注: SafeGuard Management Center で誰も割り当てられておらず、所有者として指定され
ているユーザーが存在しない場合、コンピュータに SafeGuard Enterprise をインストール
後、最初にログオンしたユーザーが所有者として入力されます。このユーザーは、このコン
ピュータに他のユーザーがログオンすることを許可できるようになります。他の SafeGuard
Enterprise ユーザーの登録 (p. 104) を参照してください。後日、SafeGuard Management
Center でこのコンピュータに割り当てられたユーザーは、SafeGuard Power-on Authentication
でログオンできます。ただし、こうしたユーザーは (既存の証明書と鍵を持つ) 完全なユー
ザーである必要があります。この場合、コンピュータの所有者はアクセス資格を割り当てる
必要はありません。
UMA にユーザーを追加できるユーザーを指定するために、以下の設定が使用されます。
■

■

所有者になることが可能:この設定を選択すると、ユーザーをコンピュータの所有者とし
て登録できます。
所有者として登録:この設定は、このユーザーが UMA に所有者として入力済みであるこ
とを意味します。コンピュータごとに 1名のユーザーのみを UMA に所有者として入力で
きます。
「マシンの設定」タイプのポリシーの「新しい SGN ユーザーの登録を許可する」ポリ
シー設定で、誰が UMA に他のユーザーを追加できるかを決定します。「マシンの設定」
タイプのポリシーの「SGN Windows ユーザーの登録を有効にする」設定で、SGN
Windows ユーザーをエンドポイントに登録し、UMA に追加するかを決定します。

■

新しい SGN ユーザーの登録を許可する
該当者なし
所有者として入力されたユーザーも、これ以上 UMA にユーザーを追加することはでき
ません。所有者がユーザーを追加するオプションは無効に設定されます。
所有者 (デフォルト)
注: セキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center でいつでもユーザーを追加
できます。
全員
所有者のみがユーザーを追加できる制限を取り払います。
注: Device Encryption モジュールがインストールされていないエンドポインで、鍵リン
グにアクセスできる複数のユーザーを UMA に追加するには、「新しい SGN ユーザーの
登録を許可する」設定を「全員」に設定する必要があります。設定しない場合、ユーザー
は Management Center のみで追加できます。この設定は、管理対象エンドポイントの
みで利用できます。新しい SafeGuard Enterprise Data Exchange ユーザーが Data
Exchange のみの SafeGuard Enterprise にログオンした後、証明書を受信しない (英語)
も参照してください。

■

SGN Windows ユーザーの登録を有効にする
「はい」を選択すると、SGN Windows ユーザーをエンドポイントに登録できるように
なります。SGN Windows ユーザーは、SafeGuard POA には追加されませんが、SGN
ユーザーと同様に、暗号化されたファイルにアクセスするための鍵リングを使用できま
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す。この設定を行った場合、SGN ゲストユーザーになるはずのユーザーすべてが、SGN
Windows ユーザーになります。ユーザーは、Windows にログオンすると、だたちに UMA
に追加されます。SGN Windows ユーザーは、管理対象エンドポイントでは自動的に
UMA から削除できます。管理対象外のエンドポイントでは手動で削除できます。詳細
は、マシンの設定 - 基本設定 (p. 156) を参照してください。
例:
以下の例は、SafeGuard Management Center で、Computer_ABC に対して 3人のユーザー
(User_a、User_b、User_c) にログオン資格を割り当てる方法について説明しています。
はじめに:要求するレスポンスを SafeGuard Management Center で指定します。SafeGuard
Enterprise は、夜間にすべてのエンドポイントにインストールされます。翌朝、ユーザーは
自分のログオン情報を使って POA にログオンすることができるはずです。
1. SafeGuard Management Center で、User_a、User_b、および User_c を Computer_ABC
に割り当てます。(「ユーザーとコンピュータ」-> computer_ABC を選択 -> ドラッグ ア
ンド ドロップでユーザーを割り当て」)。この操作で UMA が指定されました。
2. 「マシンの設定」タイプのポリシーで、「新しい SGN ユーザーの登録を許可する」を
「該当者なし」に設定します。User_a、User_b、および User_c には新しいユーザーの
追加を許可しないため、ユーザーを所有者として指定する必要はありません。
3. ポリシーをコンピュータやこのコンピュータに対して有効になるディレクトリ構造内の
場所に割り当てます。
最初のユーザーが Computer_ABC にログオンすると、SafeGuard POA に自動ログオンが
実装されます。コンピュータ ポリシーがエンドポイントに送信されます。User_a は UMA
に含まれているため、Windows にログオンすると完全なユーザーになります。ユーザーの
ポリシー、証明書、および鍵がエンドポイントに送信されます。SafeGuard POA がアクティ
ブ化されます。
注: ユーザーは、この処理が終了したことを SafeGuard システム トレイ アイコンのステー
タス メッセージ (バルーンヒント) で確認できます。
User_a は SafeGuard Enterprise の完全なユーザーとなり、初回のログオン後、SafeGuard
POA で認証を行うことによって自動的にログオンされます。
User_a がコンピュータの使用を終え、User_b がログオンしようとします。SafeGuard POA
が有効になっているため、これ以上自動ログオンは行われません。
User_b および User_c がこのコンピュータにアクセスする方法は 2つあります。
■

■

User_a が SafeGuard POA ログオン ダイアログで「Windows へのパス スルー 」を無
効にし、ログオンします。
User_b がチャレンジ/レスポンスを使用して、SafeGuard POA でログオンします。

どちらの場合も、Windows ログオン ダイアログが表示されます。
User_b は、自分の Windows ログオン情報を入力できます。ユーザーのポリシー、証明書、
および鍵がエンドポイントに送信されます。このユーザーが SafeGuard POA で有効になり
ます。User_b は SafeGuard Enterprise の完全なユーザーとなり、初回のログオン後、
SafeGuard POA で認証を行うことによって自動的にログオンされます。
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コンピュータ ポリシーで誰もこのコンピュータにユーザーをインポートできないよう指定
されている一方、これらのユーザーはすでに UMA に存在するため、User_b および User_c
は、Windows ログオンで完全なユーザー ステータスを獲得し、SafeGuard POA で有効に
なります。
UMA に他のユーザーは追加されず、したがって以後、他のユーザーが SafeGuard Power-on
Authentication で認証されることはありません。Windows にログオンしようとした User_a、
User_b、User_c 以外のユーザーは、このシナリオでは UMA から除外され、SafeGuard
POA でアクティブになることはありません。
ユーザーは、いつでも後から SafeGuard Management Center で追加することができます。
ただし、同期は初回のログオンによってのみトリガされるため、ユーザーの鍵リングは初回
のログオン以後は使用できません。再度ログオンすると、その鍵リングが使用可能になり、
ユーザーは適用されているポリシーに従ってコンピュータにアクセスできます。エンドポイ
ントへのログオンを完了したことのないユーザーの場合、前述した手順で追加できます。
注: セキュリティ担当者やマスターセキュリティ担当者によって、最後に保存された有効な
ユーザー証明書が UMA から削除された場合、すべてのユーザーが対象のコンピュータの
SafeGuard POA を通過できるようになります。エンドポイントのドメインが変更された場
合も同様の結果となります。このような状態で、コンピュータへのログオンや SafeGuard
POA の再アクティベート、コンピュータへの新しい所有者の追加を行う場合は、Windows
のログオン情報のみが必要となります。

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

26.1.2 グループ
SafeGuard Management Center で、コンピュータ グループをユーザー (アカウント) に割り
当てたり、ユーザー グループをコンピュータに割り当てたりすることができます。
グループの作成方法は次のとおりです。「ユーザーとコンピュータ」でグループを作成する
オブジェクトのノードを右クリックし、「新規作成」、「新しいグループの作成」の順に選
択します。「新しいグループの作成」の「フルネーム」に、グループ名と説明 (任意) を入
力します。「OK」をクリックします。
例:メンテナンス アカウント
たとえば、単一のサービス アカウントを使用して、多数のコンピュータにサービスを提供
できます。このためには、対象のコンピュータを単一のグループに入れる必要があります。
次に、このグループをメンテナンス アカウント (ユーザー) に割り当てます。メンテナンス
アカウントの所有者は、このグループ内のすべてのコンピュータにログオンできるようにな
ります。
また、異なるユーザーを含むグループをコンピュータに割り当てることにより、これらの
ユーザーは、特定のコンピュータに単一の手順でログオンできるようになります。
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26.2 ユーザーおよびコンピュータ グループを割り当て
る
「ユーザーとコンピュータ」で、ユーザーとコンピュータ グループの割り当てを表示する
には、対象ユーザーとコンピュータ グループのどちらかに対して、少なくとも「読み取り
専用」アクセス権限が必要です。割り当てを定義または変更するには、対象ユーザーとコン
ピュータの両方に対して、「フルアクセス権」が必要です。UMA に表示されるユーザー/マ
シン情報は、アクセス権限によって異なります。
注: グループの場合と同じ手順を使用し、個々のユーザーをコンピュータに割り当てたり、
コンピュータをユーザーに割り当てたりすることができます。
1. 「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. 単一のユーザーにコンピュータのグループを割り当てるには、ユーザーを選択します。
3. 処理ペインで「コンピュータ」タブをクリックします。
「使用できるコンピュータ」の下にすべてのコンピュータおよびコンピュータ グループ
が表示されます。
4. 「使用できるグループ」の一覧でグループを選択して、処理ペインにドラッグします。
5. そのユーザーをすべてのコンピュータの所有者にするかどうかを確認するダイアログが
表示されます。
SafeGuard Management Center に指定された所有者が存在しない場合、このコンピュー
タにログオンする最初のユーザーが所有者として自動的に入力されます。そのユーザー
には、他のユーザーがこのコンピュータにアクセスできるかどうかを許可する資格が与
えられます。ユーザーは「所有者になることが可能」と設定されている必要があります。
■

■

この質問に「はい」と答えると、このコンピュータにログオンする最初のユーザーが
所有者となり、他のユーザーにアクセスを許可できるようになります。
この質問に「いいえ」と答えると、そのユーザーはこのコンピュータの所有者になり
ません。

通常、サービス アカウントの所有者はコンピュータの所有者になる必要はありません。
この設定は、初期割り当ての後に変更できます。
割り当てたグループのすべてのコンピュータが、処理ペインに表示されます。
ユーザーはこのようにして割り当てられたコンピュータすべてにログオンできます。
同じ手順を使用して、ユーザー グループを単一のコンピュータに割り当てることもできま
す。
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27 トークンおよびスマートカード
注: Mac OS X 搭載エンドポイントに対しては、トークンやスマートカードを設定できませ
ん。
SafeGuard Enterprise では、トークン/スマートカードを使用した認証を行うことで、セキュ
リティ機能を拡張しています。トークン/スマートカードは、証明書、デジタル署名、生体
認証情報の格納に使用されます。
トークンを使用した認証は、次のような 2段階認証の原則に基づいています。ユーザーは
トークンを所有し、そのトークンのパスワードを知っている場合のみに使用できます。トー
クンまたはスマートカードを使用する場合、ユーザーに必要なものは、トークンと認証用の
PIN だけです。
注: SafeGuard Enterprise では、スマートカードとトークンを同じように扱っています。そ
のため、製品およびヘルプにおいて、「トークン」および「スマートカード」という用語
は、同じものとして理解することができます。トークンとスマートカードを使用するには適
切なライセンスが必要です。詳細はトークン ライセンス (p. 27) を参照してください。
注: Windows 8 以降には仮想スマートカードという機能が搭載されています。仮想スマー
トカードは、従来のスマートカードの機能を TPM をベースに使ってエミュレートしたもの
ですが、SafeGuard Enterprise では利用できません。
SafeGuard Enterprise においてトークンは次の機能や場面でサポートされています。
■

SafeGuard Power-on Authentication (Windows 8 および Windows 8.1 では利用できませ
ん)

■

OS レベル

■

SafeGuard Management Center へのログオン

トークンが SafeGuard Enterprise のユーザーに発行されると、メーカー、種類、シリアル
番号、ログオン データ、証明書などが、SafeGuard Enterprise データベースに格納されま
す。トークンは SafeGuard Enterprise でシリアル番号を識別された後に認識されます。
このため次のような重要なメリットが得られます。
■

どのトークンが発行されており、どのユーザーに割り当てられているかがわかる。

■

発行された日時がわかる。

■

■

トークンを紛失した場合、セキュリティ担当者はそのトークンを特定し、ブロックでき
ます。これにより、データの悪用を防止します。
ただし、セキュリティ担当者は、たとえばユーザーが PIN を忘れてしまった場合に、
チャレンジ/レスポンスを使用して、トークンがなくても一時的にログオンを許可できま
す。
注: SafeGuard ボリュームベースの暗号化で、この復旧オプションは、暗号化トークン
(Kerberos) では使用できません。
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27.1 トークンの種類
「トークン」という用語は、使用されているすべてのテクノロジーを指し、特定の種類のデ
バイスを指すものではありません。識別や認証のためにデータを保存・転送できるデバイス
すべてが含まれます (スマートカード、USB トークンなど)。
SafeGuard Enterprise は、認証に使用される次の種類のトークン/スマートカードに対応し
ています。
■

非暗号化
SafeGuard POA および Windows での認証は、トークンに保存されているユーザー ログ
オン情報 (ユーザー ID/パスワード) を使用して実行されます。

■

暗号化 - Kerberos
SafeGuard POA および Windows での認証は、トークンに保存されている証明書を使用
して実行されます。
注: 暗号化トークンを管理対象外のエンドポイントで使用することはできません。

27.1.1 暗号化トークン - Kerberos
暗号化トークンを使用すると、トークンに保存されている証明書を使用して SafeGuard POA
でユーザーの認証が行われます。システムにログオンするには、トークン PIN の入力だけ
が必要です。
注: 暗号化トークンを管理対象外のエンドポイントで使用することはできません。
必要な認証データすべてを含むトークンをユーザーに提供する必要があります。詳細は、
トークンの使用を設定する (p. 219) を参照してください。
証明書の最低要件:
■

アルゴリズム: RSA

■

鍵長: 最低 1024

■

■

鍵の使用状況: data encipherment または key encipherment。この設定は、ポリシーで
上書きすることができます。
自己署名: No。この設定は、ポリシーで上書きすることができます。

注: Kerberos トークンを使用する場合、ログオン復旧に Local Self Help やチャレンジ/レス
ポンスを使用することはできません。仮想クライアントを使用したチャレンジ/レスポンス
のみを使用できます。これでユーザーは、エンドポイント上の暗号化されたボリュームに再
度アクセスすることができるようになります。

27.2 コンポーネント
SafeGuard Enterprise でトークン/スマートカードを使用するには、次が必要です。
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■

トークン/スマートカード ドライバ

■

トークン/スマートカード ミドルウェア (PKCS#11 モジュール)

USB トークン
スマートカードと同様、USB トークンは、スマートカードとスマートカード リーダーから
構成され、両方のユニットが単一のケースに収められています。USB トークンを使用する
には、USB ポートが必要です。

27.2.1 トークン/スマートカード リーダーおよびドライバ
■

Windows
Windows OS レベルでは、PC/SC 互換のカード リーダーに対応しています。PC/SC イ
ンターフェースが、コンピュータとスマートカード間の通信を制御します。これらのカー
ド リーダーの多くは、すでに Windows インストールに組み込まれています。SafeGuard
Enterprise で対応するスマートカードには、PKCS#11 互換のスマートカード ドライバ
が必要です。

■

SafeGuard Power-on Authentication
SafeGuard Power-on Authentication では、PC とスマートカード間の通信を制御する
PC/SC インターフェースに対応しています。対応するスマートカード ドライバは固定さ
れており、ユーザーが追加することはできません。適切なスマートカード ドライバは、
SafeGuard Enterprise でポリシーを使用して有効にする必要があります。
スマートカード リーダー用のインターフェースは標準化されており、多くのカード リー
ダーでは USB インターフェースまたは ExpressCard/54 インターフェースを備え、CCID
標準を実装しています。SafeGuard Enterprise では、これが SafeGuard Power-on
Authentication で対応するための前提条件になります。さらに、ドライバ側で PKCS#11
モジュールに対応している必要があります。

27.2.2 SafeGuard Power-on Authentication で対応しているトークン/ス
マートカード
SafeGuard Enterprise は SafeGuard Power-on Authentication で、多様なトークン/スマート
カード リーダー、USB トークン、および各ドライバやミドルウェアに対応しています。
SafeGuard Enterprise では、2,048 ビットの RSA 操作に対応したトークン/スマートカード
がサポートされます。
対応するトークン/スマートカードの種類はリリースを重ねるたびに拡張されています。
SafeGuard Enterprise の最新バージョンで対応しているトークンおよびスマートカードは、
リリースノートを参照してください。

27.2.3 対応するミドルウェア
次の一覧にあるミドルウェアは、該当する PKCS#11 モジュールの形式で対応しています。
PKCS#11 は、暗号化トークン/スマートカードを別のソフトウェアに接続するための標準化
されたインターフェースです。ここでは、暗号化トークン/スマートカード、スマートカー
ド リーダー、および SafeGuard Enterprise 間の接続に使用されます。詳細は、
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/112781.aspxも参照してください。
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メーカー

ミドルウェア

ActivIdentity

ActivClient、ActivClient (PIV)

AET

SafeSign Identity Client

Aladdin

eToken PKI Client

A-Trust

a.sign Client

Charismatics

Smart Security Interface

Gemalto

Gemalto Access Client、Gemalto Classic Client、Gemalto
.NET Card

IT Solution GmbH

IT Solution trustWare CSP+

Nexus

Nexus Personal

RSA

RSA Authentication Client 2.x、RSA Smart Card Middleware
3.x

Sertifitseerimiskeskus AS

Estonian ID Card

Siemens

CardOS API TC-FNMT

ATOS

CardOS API TC-FNMT

FNMT

Módulo PCKS#11 TC-FNMT TC-FNMT

T-Systems

NetKey 3.0

Unizeto

proCertum

ライセンス
標準のオペレーティング システム用の各社のミドルウェアを使用するには、該当するメー
カーとの使用許諾契約が必要です。ライセンス取得方法の詳細は、次のリンク先を参照して
ください。 http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/116585.aspx
Siemens ライセンスについては以下にお問い合わせください。
Atos IT Solutions and Services GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Muenchen
Germany
ミドルウェアは、「マシンの設定」ポリシータイプの SafeGuard Enterprise ポリシーの
「PKCS#11 のカスタム設定」にある、「PKCS#11 モジュール - Windows 版」または
「PKCS#11 モジュール - Power-on Authentication 版」フィールドで指定できます。該当
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する構成パッケージは、SafeGuard Management Center を稼動しているコンピュータにも
インストールする必要があります。

27.3 トークンの使用を設定する
以下のユーザーに、トークンを使用した認証を提供するには、ここで説明する手順を実行し
てください。
■

管理対象エンドポイントのユーザー

■

SafeGuard Management Center のセキュリティ担当者

1. 空のトークンを初期化します。
詳細は、トークンを初期化する (p. 220) を参照してください。
2. ミドルウェアをインストールします。
詳細は、ミドルウェアをインストールする (p. 220) を参照してください。
3. ミドルウェアをアクティブにします。
詳細は、ミドルウェアをアクティブにする (p. 220) を参照してください。
4. ユーザーまたはセキュリティ担当者向けにトークンを発行します。
詳細は、トークンを発行する (p. 221) を参照してください。
5. ログオン モードを設定します。
詳細は、ログオン モードを設定する (p. 223) を参照してください。
6. PIN の構文ルールなど、その他のトークン設定を行います。
詳細は、PIN を管理する (p. 227) およびトークンとスマートカードを管理する (p. 229) を
参照してください。
7. トークン/ユーザーに、証明書を割り当てます。
詳細は、証明書を割り当てる (p. 224) を参照してください。
別のアプリケーションのデータを格納したトークンも、証明書およびログオン情報を格納で
きる十分な領域があれば認証に使用できます。
トークンの管理を容易にするため、SafeGuard Enterprise には次の機能があります。
■

トークン情報を表示およびフィルタする

■

PIN を初期化、変更、リセット、およびブロックする

■

トークン データを読み取ったり、削除したりする

■

トークンをブロックする

注: トークンを発行・管理したり、発行済みトークンのデータを変更したりするには、対象
ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要です。「発行されたトークン」ビューには、
「読み取り専用」権限や「フルアクセス権」のあるユーザーのトークンのみが表示されま
す。
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27.4 トークン使用の準備をする
SafeGuard Enterprise でトークン/スマートカードを使用するための準備は次のとおりです。
■

空のトークンを初期化します。

■

ミドルウェアをインストールします。

■

ミドルウェアをアクティブにします。

27.4.1 トークンを初期化する
空のフォーマットされていないトークンを使用する前に、トークンのメーカーから提供され
た説明書に従って、使用準備を行う (初期化する) 必要があります。初期化することにより、
標準 PIN などの基本情報が書き込まれます。初期化は、トークンのメーカーの初期化ソフ
トを使用して行います。
詳細は、使用しているトークンのメーカーにお問い合わせください。

27.4.2 ミドルウェアをインストールする
まだインストールしていない場合は、正しい種類のミドルウェアを、SafeGuard Management
Center をインストール済みのコンピュータ、および該当するエンドポイントの両方にイン
ストールします。利用できるミドルウェアの詳細は、対応するミドルウェア (p.217) を参照
してください。
新しいミドルウェアをインストールしたらコンピュータを再起動します。
注: Gemalto .NET Card または Nexus Personal をインストールした場合は、コンピュー
タの「システムのプロパティ」で、そのインストールパスを PATH 環境変数に追加する必
要があります。
■

■

Gemalto .NET Card のデフォルトインストールパス:C:\Program
Files\Gemalto\PKCS11 for .NET V2 smart cards
Nexus Personal のデフォルトインストールパス:C:\Program Files\Personal\bin

27.4.3 ミドルウェアをアクティブにする
SafeGuard Management Center でポリシーを定義して、適切なミドルウェアを PKCS#11
モジュールの形式でトークンに割り当てる必要があります。これは、SafeGuard Management
Center を実行しているコンピュータとエンドポイントの両方に対して行う必要があります。
その後、SafeGuard Enterprise がトークンと通信できるようになります。次のように、ポリ
シーを使用して PKCS#11 モジュールの設定を定義できます。
前提条件:該当するコンピュータにミドルウェアがインストールされ、トークンが初期化さ
れている必要があります。SafeGuard Management Center を実行するコンピュータに、
SafeGuard Enterprise Client 構成パッケージもインストールされている必要があります。
1. SafeGuard Management Center で「ポリシー」をクリックします。
2. 「マシンの設定」タイプの新しいポリシーを作成するか、または既存のポリシーを選択
します。
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3. 右側作業ペインで、「トークン サポートの設定 > モジュール名」で、対象のミドルウェ
アを選択します。設定を保存します。
4. ポリシーを割り当てます。
これで SafeGuard Enterprise は、トークンと通信できるようになりました。

27.5 トークンを発行する
SafeGuard Enterprise でトークンが発行されると、その後認証に使用されるデータがトーク
ンに書き込まれます。このデータはログオン情報と証明書から構成されます。
SafeGuard Enterprise では、次のユーザーのロールにトークンが発行されます。
■

管理対象エンドポイントのエンドユーザーのトークン

■

セキュリティ担当者 (SO) のトークン

ユーザーと セキュリティ担当者 (SO) はどちらもトークンにアクセスできます。トークンを
使用するのはユーザーです。ユーザーだけが、個人用のオブジェクトおよび鍵にアクセスで
きます。セキュリティ担当者は公開オブジェクトにしかアクセスできませんが、ユーザーの
PIN をリセットできます。

27.5.1 ユーザーにトークンまたはスマートカードを発行する
前提条件:
■

■

■

トークンが初期化され、該当する PKCS#11 モジュールが有効になっている必要があり
ます。
SafeGuard Management Center を実行するコンピュータに、SafeGuard Enterprise Client
構成パッケージもインストールされている必要があります。
対象ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要です。

1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. トークンを USB インターフェースに挿入します。SafeGuard Enterprise がトークンを読
み取ります。
3. トークンを発行するユーザーを選択し、右側の作業ペインで「トークン データ」ダイア
ログ ボックスを開きます。
4. 「トークン データ」ダイアログで、次の手順を実行します。
a) 対象のユーザーのユーザー ID とドメインを選択し、Windows パスワードを入力しま
す。
b) 「トークンの発行」をクリックします。
「トークンの発行」ダイアログが表示されます。
5. 「使用できるスロット」ドロップ ダウン リストから、トークン用の適切なスロットを選
択します。
6. 新しい「ユーザー PIN」を発行し、もう一度入力します。
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7. 「セキュリティ担当者 PIN」で、メーカーから与えられた標準 PUK か、トークンを初期
化したときに発行された PIN を入力します。
注: 「ユーザー PIN (必須)」フィールドだけに入力した場合、ユーザー PIN は、トーク
ンを初期化したときに発行された PIN と一致している必要があります。この場合、ユー
ザー PIN を繰り返し入力したり、セキュリティ担当者 PIN を入力したりする必要はあり
ません。
8. 「今すぐトークンを発行する」をクリックします。
トークンが発行され、ログオン情報がトークンに書き込まれ、トークン情報が SafeGuard
Enterprise データベースに保存されます。「トークン情報」タブの「トークン」ペインに
データを表示できます。

27.5.2 セキュリティ担当者にトークンまたはスマートカードを発行する
はじめて SafeGuard Enterprise をインストールした時点で、最初のセキュリティ担当者
(SO) は、自分自身にトークンを発行したり、ログオン モードを指定したりすることができ
ます (「SafeGuard Enterprise インストール ガイド」を参照)。他のすべてのセキュリティ
担当者のトークンは、SafeGuard Management Center で発行されます。
前提条件:
■

■

トークンが初期化され、該当する PKCS#11 モジュールが有効になっている必要があり
ます。
セキュリティ担当者の項目を入力できる権限が必要です。

1. SafeGuard Management Center で「セキュリティ担当者」をクリックします。
2. トークンを USB インターフェースに挿入します。SafeGuard Enterprise がトークンを読
み取ります。
3. 左側のナビゲーション ペインで「セキュリティ担当者」を選択し、ショートカット メ
ニューから「新規作成 > 新しいセキュリティ担当者」の順に選択します。
「新しいセキュリティ担当者」ダイアログが表示されます。
4. 「トークン ログオン」フィールドで、セキュリティ担当者用のログオンの種類を選択し
ます。
■

■

セキュリティ担当者がトークンを使用しても、しなくても認証できるようにするに
は、「任意」を選択します。
セキュリティ担当者が必ずトークンを使用して認証するようにするには、「必須」を
選択します。
この設定では、個人用の鍵はトークンに残っています。トークンは常に挿入している
必要があります。挿入していなければ、システムを再起動する必要があります。

5. 次に、セキュリティ担当者証明書を指定します。
■

新しい証明書を作成するには、「証明書」ドロップ ダウン リストの横にある「作成」
ボタンをクリックします。
証明書のパスワードを 2回入力し、「OK」をクリックし確定します。
証明書を保存する場所を指定します。
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■

証明書をインポートするには、「証明書」ドロップ ダウン リストの横にある「イン
ポート」をクリックして、対象の証明書を開きます。
検索は最初に証明書ファイル内で行われ、次にトークンで行われます。記憶場所がど
こであっても、証明書はその場所に残ります。

6. 「ロール」で、セキュリティ担当者に割り当てるロールをアクティブ化します。
7. 「OK」をクリックして入力を確定します。
セキュリティ担当者が作成され、トークンが発行されます。ログオン データがトークンに
書き込まれ (設定に依存します)、トークン情報が SafeGuard Enterprise Database に保存さ
れます。「トークン情報」タブの「トークン」ペインにデータを表示できます。

27.6 ログオン モードを設定する
エンドユーザーがトークンを使用してログオンする方法には 2とおりあります。両方のログ
オン方法を組み合わせることも可能です。
■

ユーザー ID/パスワードを使用したログオン

■

トークンを使用したログオン
トークン/スマートカードを使用してログオンする場合、非暗号化または Kerberos (暗号
化) のどちらかを選択できます。

セキュリティ担当者は、「認証」タイプのポリシーで、使用するログオン モードを指定し
ます。
トークンを使用したログオン方法「Kerberos」を選択した場合は次の操作を実行してくだ
さい。
■

PKI の証明書を発行し、トークンに保存する必要があります。この証明書はユーザー ロ
グオン情報として SafeGuard Enterprise データベースにインポートされます。データ
ベースに自動生成された証明書がすでに存在する場合、インポートされた証明書によっ
て置き換えられます。

27.6.1 デフォルトのトークン PIN を使って SafeGuard POA 自動ログオン
を有効にする
ポリシーで配布されるデフォルトのトークン PIN を使って、SafeGuard Power-on
Authentication における自動ユーザー ログオンを有効にすることができます。これにより、
個別にトークンを発行することなく、ユーザー操作なしで 、ユーザーは SafeGuard Power-on
Authentication で自動的にログオンできます。
ログオン時にトークンを使用し、コンピュータにデフォルトの PIN が割り当てられている
場合、ユーザーは PIN を入力しなくても SafeGuard Power-on Authentication でパス スルー
されます。
セキュリティ担当者は、「認証」タイプのポリシーで特定の PIN を設定し、その PIN を別
のコンピュータまたはコンピュータ グループ (たとえば、同じ場所に配置されているすべて
のコンピュータ) に割り当てることができます。
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デフォルトのトークン PIN を使って自動ログオンを有効にする方法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center で「ポリシー」をクリックします。
2. 「認証」タイプのポリシーを選択します。
3. 「ログオン オプション」の「ログオン モード」で、「トークン」を選択します。
4. 「トークンによる自動ログオンに使用される PIN」で、自動ログオンに使用されるデフォ
ルトの PIN を指定します。この場合、PIN ルールを遵守する必要はありません。
注: この設定は、使用可能な「ログオン モード」で「トークン」を選択した場合のみに
使用できます。
5. 「Windows へのパス スルー」で、「Windows へのパス スルーを無効にする」を設定
します。デフォルトの PIN を指定して、この設定を選択しない場合、ポリシーを保存で
きません。
「Windows へのパス スルー」オプションを有効にする場合は、後で「認証] タイプの別
のポリシーを作成し、このオプションを有効にし、そのポリシーを同じコンピュータ グ
ループに割り当てることができます。結果として、RSOP で両方のポリシーがアクティ
ブになります。
6. 必要に応じて、その他のトークンの設定を指定します。
7. 設定を保存し、該当するコンピュータまたはコンピュータ グループにポリシーを割り当
てます。
エンドポイントで自動ログオンに成功すると、Windows が起動します。
エンドポイントで自動ログオンに失敗した場合、SafeGuard Power-on Authentication でトー
クン PIN の入力を求めるメッセージが表示されます。

27.7 証明書の割り当て
ログオン情報だけでなく証明書もトークンに書き込めます。証明書 (.p12 ファイル) の個人
用セクションだけをトークンに保存できます。ただし、その場合、ユーザーはトークンを
使ったログオンしかできません。PKI 証明書の使用を推奨します。
次の方法で、認証データをトークンに割り当てることができます。
■

証明書を直接トークンで生成する

■

トークンにすでに存在するデータを割り当てる

■

ファイルから証明書をインポートする

注: CA 証明書をトークンから取得して、データベースまたは証明書ストアに保存すること
はできません。CA 証明書を使用する場合は、トークンだけでなくファイル形式でも使用で
きる必要があります。これは、CRL (証明書失効リスト) にも適用されます。さらに、当該
のコンピュータにユーザーがログオンするには、CA 証明書が CRL と一致する必要があり
ます。CA および対応する CRL が正しいことを確認してください。SafeGuard Enterprise
では、この確認は行われません。同じカード上に古い鍵と新しい鍵が存在する場合、
SafeGuard Enterprise は期限が切れている証明書のみと通信できます。
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27.7.1 トークンから証明書を生成する
トークンから証明書を生成するには、対象ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要で
す。
証明書の構造が存在しない場合など、トークンから直接新しい証明書を生成することができ
ます。
注: 証明書の個人用セクションだけをトークンに書き込んだ場合、ユーザーはトークンを使
用して自身の個人用の鍵にのみアクセスできます。この場合、個人用の鍵はトークン上のみ
に存在します。トークンを紛失すると、個人用の鍵にはアクセスできなくなります。
前提条件:トークンが発行されている必要があります。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. トークンを USB インターフェースに挿入します。
SafeGuard Enterprise がトークンを読み取ります。
3. 証明書を生成するユーザーを選択し、右側の作業ペインで「証明書」タブを開きます。
4. 「トークンから証明書を生成/割り当て」をクリックします。鍵長がトークンのサイズと
一致しなければならないことに注意してください。
5. スロットを選択し、トークンの PIN を入力します。
6. 「作成」をクリックします。
トークンで証明書が生成され、ユーザーに割り当てられます。

27.7.2 ユーザーにトークン証明書を割り当てる
前提条件:
■

トークンが発行されている必要があります。

■

対象ユーザーに対する「フルアクセス権」があります。

トークン上の証明書をユーザーに割り当てる方法は次のとおです。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. トークンを USB インターフェースに挿入します。
SafeGuard Enterprise がトークンを読み取ります。
3. 証明書を割り当てるユーザーを選択し、右側の作業ペインで「証明書」タブを開きます。
4. SafeGuard Management Center ツール バーの「トークンから証明書を割り当て」アイ
コンをクリックします。
5. 該当する証明書を一覧から選択し、トークンの PIN を入力します。
6. 「OK」をクリックします。
証明書がユーザーに割り当てられます。ユーザーごとに証明書 1つのみを割り当てることが
できます。
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27.7.3 ユーザーの証明書を変更する
ログオンに必要な証明書は、SafeGuard Management Center で新しい証明書を割り当てる
ことで、変更したり、更新したりすることができます。証明書は、既存の証明書とは別にス
タンバイ証明書として発行されます。新しい証明書でログオンすることで、ユーザーは、エ
ンドポイント上の証明書を変更します。
注: ユーザーがトークンを紛失したり、トークンが危害を受けた場合などは、ここでの説明
に従って、新しい証明書を割り当て、トークンを交換しないでください。問題が発生する恐
れがあります。たとえば、古いトークン証明書が Windows ログオンでまだ有効な場合があ
ります。古い証明書が有効な限り、Windows へのログオンは可能で、コンピュータのロッ
クを解除することができます。このため、トークンをブロックしてログオンを阻止するよう
にしてください。
スタンバイ証明書は、次の場合に使用できます。
■

暗号化トークンを使用して生成された証明書を変更する。

■

自動生成された証明書から、トークンを使用して生成された証明書に切り替える。

■

ユーザー名/パスワードを使用した認証から、暗号化トークン (Kerberos) を使用した認証
に切り替える。

前提条件:
■

新しいトークンが発行されている必要があります。

■

ユーザーに証明書が 1つのみ割り当てられています。

■

対象ユーザーに対する「フルアクセス権」があります。

トークンを使用してログオンするためのユーザーの証明書を変更する方法は次のとおりで
す。
1. SafeGuard Management Center で「ユーザーとコンピュータ」をクリックします。
2. トークンを USB インターフェースに挿入します。
SafeGuard Enterprise がトークンを読み取ります。
3. 証明書を変更するユーザーを選択し、右側の作業ペインで「証明書」タブを開きます。
4. ツールバーで、実行するアクションに対応するアイコンをクリックします。
5. 該当する証明書を選択し、トークンの PIN を入力します。
6. 「OK」をクリックします。
7. ユーザーに新しいトークンを提供します。
証明書は、スタンバイ証明書としてユーザーに割り当てられます。このことは、ユーザーの
「証明書」タブの「スタンバイ」列に表示されるチェックマークで示されます。
SafeGuard Enterprise サーバーとの同期をとった後、エンドポイントが「証明書を変更する
準備ができました」という状態であることが、エンドポイントの状態ダイアログに示されま
す。
この後ユーザーは、証明書の変更をエンドポイント コンピュータで実行する必要がありま
す。詳細は、「SafeGuard Enterprise ユーザー ヘルプ」を参照してください。
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ユーザーがエンドポイントで証明書を変更すると、次回の同期で、証明書は SafeGuard
Enterprise サーバーでも更新されます。これによって、SafeGuard Management Center で、
ユーサーの「証明書」タブから古いトークンが削除されます。新しいトークンが、ユーザー
の標準トークンになります。
注: SafeGuard Management Center で、両方の証明書は個別に削除できます。スタンバイ
証明書しかない場合、次に作成される証明書が標準の証明書になります。

27.7.4 ファイルからトークンに証明書をインポートする
前提条件:トークンが発行されている必要があります。
管理対象エンドポイントで Kerberos 対応のトークンを使用する場合は、この操作を実行す
る必要があります。証明書が SafeGuard Enterprise によって認識され、トークンに追加さ
れる必要があります。すでに自動生成された証明書がある場合、インポートされた証明書に
よって上書きされます。
証明書 (.p12 ファイル) の個人用セクションをファイルからトークンに追加する方法は次の
とおりです。
1. SafeGuard Management Center で「トークン」をクリックします。
2. トークンを USB インターフェースに挿入します。
SafeGuard Enterprise がトークンを読み取ります。
3. 証明書の個人用セクションを追加するトークンをマークし、右側の作業ペインで「ログ
オン情報および証明書」タブを開きます。
4. SafeGuard Management Center ツール バーの「P12 からトークンへ」アイコンをクリッ
クします。
5. 該当する証明書ファイルを選択します。
6. トークン PIN と .p12 ファイルのパスワードを入力し、「OK」をクリックして確定しま
す。
証明書の個人用セクションがトークンに追加されます。次に、証明書をユーザーに割り当て
る必要があります。ユーザーにトークン証明書を割り当てる (p.225) を参照してください。
その場合、ユーザーはこのトークンを使ったログオンしかできません。

27.8 PIN を管理する
セキュリティ担当者は、ユーザー PIN とセキュリティ担当者 PIN の両方を変更でき、ユー
ザー PIN の変更を強制することもできます。これは、通常、トークンが最初に発行された
ときに必要になります。また、PIN を初期化する (新規に PIN を発行し、ブロックする) こ
ともできます。
注: PIN を初期化、変更、およびブロックするには、対象ユーザーに対する「フルアクセス
権」が必要です。
ポリシーを使用して、エンドポイントの他の PIN オプションを指定できます。
注: PIN を変更する場合、トークンのメーカーによっては独自の PIN ルールを指定してい
ることがあり、それが SafeGuard Enterprise の PIN ルールと矛盾する可能性があることに
注意してください。このため、SafeGuard Enterprise の PIN ルールに従っていても、希望
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する形で PIN を変更できないことがあります。必ずトークンのメーカーの PIN ルールを参
照してください。ルールは、SafeGuard Management Center の「トークン情報」の「トー
クン」ペインに表示されます。
PIN は SafeGuard Management Center の「トークン」で管理します。トークンを挿入する
と、左側のナビゲーション ペインにマークされます。

27.8.1 ユーザー PIN を初期化する
前提条件:
■

セキュリティ担当者 PIN を知っている必要があります。

■

対象ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要です。

1. SafeGuard Management Center ツール バーで、「ユーザー PIN の初期化」アイコンを
クリックします。
2. セキュリティ担当者 PIN を入力します。
3. 新しいユーザー PIN を 2度入力し、「OK」をクリックして確定します。
ユーザー PIN が初期化されます。

27.8.2 セキュリティ担当者 PIN を変更する
前提条件:古いセキュリティ担当者 PIN を知っている必要があります。
1. SafeGuard Management Center ツール バーで、「セキュリティ担当者 PIN の変更」ア
イコンをクリックします。
2. 古いセキュリティ担当者 PIN を入力します。
3. 新しいセキュリティ担当者 PIN を 2度入力し、「OK」をクリックします。
セキュリティ担当者 PIN が変更されました。

27.8.3 ユーザー PIN を変更する
前提条件:
■

ユーザー PIN を知っている必要があります。

■

対象ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要です。

1. SafeGuard Management Center ツール バーで、「ユーザー PIN の変更」アイコンをク
リックします。
2. 古いユーザー PIN と新しいユーザー PIN を入力し、新しいユーザー PIN をもう一度入
力し、「OK」をクリックします。
ユーザー PIN が変更されました。別のユーザーの PIN を変更した場合は、変更したことを
そのユーザーに通知してください。
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27.8.4 PIN の変更を強制する
PIN の変更を強制するには、対象ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center ツール バーで、「PIN の強制変更」アイコンをクリッ
クします。
ユーザーは、次回トークンを使用してログオンするときに、ユーザー PIN を変更する必要
があります。

27.8.5 PIN の履歴
PIN の履歴を削除できます。これを行うには、SafeGuard Management Center ツール バー
の「PIN の履歴の削除」アイコンをクリックします。

27.9 トークンとスマートカードを管理する
SafeGuard Management Center の「トークン」ペインで、セキュリティ担当者は次の操作
を実行できます。
■

発行済みのトークンおよび証明書の概要を表示する。

■

概要をフィルタする。

■

認証に対するトークンをブロックする。

■

トークン上のデータの読み取りや削除を行う。

27.9.1 トークン/スマートカード情報を表示する
セキュリティ担当者は、発行されているすべてまたは個々のトークンに関する情報を表示で
きます。概要をフィルタすることもできます。
前提条件:トークンが挿入されている必要があります。
1. SafeGuard Management Center で「トークン」をクリックします。
2. 個々のトークンに対する情報を表示する場合は、「トークン スロット」の下のナビゲー
ション ペインで対象のトークンを選択します。
メーカー、種類、シリアル番号、ハードウェア詳細、および PIN ルールが「トークン情
報」に表示されます。トークンがどのユーザーに割り当てられているかを確認すること
もできます。
注: 「トークン スロット」には、対象ユーザーに対するアクセス権に関わらず、発行さ
れたトークンが表示されるので、各トークンが使用されているかどうかを確認できます。
割り当てられているユーザーに対して権限がない、または「読み取り専用」のアクセス
権がある場合、「トークン情報」タブおよび「ログオン情報 & 証明書」タブにあるトー
クン データはすべてグレーアウト表示され、そのトークンを管理することはできませ
ん。
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3. トークンの概要を表示するには、「発行されたトークン」を選択します。発行されてい
るすべてのトークンを表示したり、特定のユーザーで概要をフィルタすることができま
す。
トークンのシリアル番号、割り当てられているユーザー、および発行日が表示されます。
トークンがブロックされているかどうかも確認できます。
注: 「発行されたトークン」ビューには、「読み取り専用」権限や「フルアクセス権」
のあるユーザーすべてのトークンのみが表示されます。

27.9.2 トークンまたはスマートカードをブロックする
セキュリティ担当者は、トークンをブロックできます。これは、トークンを紛失した場合な
どに便利です。
PIN をブロックするには、対象ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要です。
1. SafeGuard Management Center で「トークン」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで、「トークン スロット」で選択します。
3. ブロックするトークンを選択し、SafeGuard Management Center ツール バーの「トー
クンのブロック」アイコンをクリックします。
トークンは認証できないようブロックされ、割り当てられたユーザーはそのトークンをログ
オンに使用できなくなります。トークンは、セキュリティ担当者 PIN のみでブロック解除
できます。

27.9.3 トークン/スマートカード情報を削除する
セキュリティ担当者は、SafeGuard Enterprise によってトークンに書き込まれた情報を削除
できます。
前提条件:
■

トークンが挿入されている必要があります。

■

対象ユーザーに対する「フルアクセス権」が必要です。

1. SafeGuard Management Center で「トークン」をクリックします。
2. 左側のナビゲーション ペインで、「トークン スロット」で、対象のトークンを選択しま
す。
3. SafeGuard Management Center ツール バーで、「トークンの消去」アイコンをクリッ
クします。
4. トークンに割り当てられたセキュリティ担当者 PIN を入力し、「OK」をクリックして
確定します。
SafeGuard Enterprise により管理されているデータがすべて削除されます。証明書はトーク
ンに残ります。
ユーザー PIN は 1234 にリセットされます。
削除したトークンは、発行済みトークンの一覧から自動的に削除されます。
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27.9.4 トークン/スマートカード情報を読み取る
セキュリティ担当者は、ユーザー PIN を使用して、トークン上のデータを読み取ることが
できます。
前提条件:
■

■

トークンが挿入されている必要があります。セキュリティ担当者は PIN を知っている必
要があります。または、初期化されている必要があります。ユーザー PIN を初期化する
(p. 228) を参照してください。
対象ユーザーに対する「読み取り専用」権限または「フルアクセス権」が必要です。

1. SafeGuard Management Center で「トークン」をクリックします。
2. ナビゲーション ペインの左側の「トークン スロット」で対象のトークンを選択し、「ロ
グオン情報 & 証明書」タブを選択します。
3. 「ユーザー ログオン情報の取得」アイコンをクリックし、トークンのユーザー PIN を入
力します。
トークン上のデータが表示されます。
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28 セキュアな Wake on LAN (WOL)
SafeGuard Management Center で、「セキュアな Wake on LAN (WOL)」用のポリシー設
定を定義すると、エンドポイントにソフトウェアを集中インストールする際の事前準備がで
きます。ポリシーがエンドポイントに適用される場合、必要なパラメータ (SafeGuard POA
の非アクティブ化や Wake on LAN の時間帯など) は、エンドポイントに直接転送され、パ
ラメータはそこで分析されます。
SafeGuard POA が非アクティブ化されていてもエンドポイントに最大限の保護を保証する
ためのコマンドを使用して、スケジューリング スクリプトを設計できます。
注: たとえ限られた起動処理回数であっても、SafeGuard POA を非アクティブ化すると、
システムのセキュリティ レベルが低下します。
「セキュアな Wake on LAN (WOL)」の設定は「マシンの設定」という種類のポリシーで定
義します。

28.1 セキュアな Wake on LAN の例
ソフトウェアのロールアウトを担当するチームが、2014年 9月 25日午前 3時～午前 6時の
ロールアウト実行計画を SafeGuard Enterprise のセキュリティ担当者に通知したとします。
2回の再起動が必要になり、ローカルのソフトウェア展開エージェントは、Windows にログ
オンできる必要があります。
セキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center で次の設定内容の「マシンの設定」
という種類のポリシーを作成し、該当するエンドポイントに割り当てます。

ポリシー設定

値

自動ログオンの数 (0 = WOL なし)

5

WOL 中に Windows ログオンを許可する

はい

外部 WOL を開始するためのタイム スロットの開始日
時

2014 年 9月 24日、12:00

外部 WOL を開始するためのタイム スロットの終了日
時

2014年 9月 25日、06:00

各設定の詳細は、マシンの設定 - 基本設定 (p. 156) を参照してください。
自動ログオンの数が 5に設定されているため、エンドポイントは、SafeGuard POA での認
証なしで 5回起動します。
注: Wake on LAN の場合、予期できない問題を解決するために、再起動の回数を必要な数
より 3回多く設定することを推奨します。
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セキュリティ担当者は、タイム スロットの開始を、ソフトウェアをロールアウトする前日
の正午に設定します。このようにすると、十分な余裕を持ってスケジューリング スクリプ
ト SGMCMDIntn.exe が開始し、遅くとも 9月 25日午前 3時までに WOL が開始します。
ソフトウェアのロールアウト担当チームは、スケジューリング スクリプト用に次の 2つの
コマンドを作成します。
■

2014 年 9月 24日、12:15 am に開始、SGMCMDIntn.exe /WOLstart

■

2014 年 9月 26日、09.00 am に開始、SGMCMDIntn.exe /WOLstop

ソフトウェアの展開スクリプトの日時は、2014年 9月 25日の午後 3時です。スクリプトの
終わりに SGMCMDIntn.exe /WOLstop を使用すると、WOL を明示的に無効に戻せます。
2014年 9月 24日より前にログインしており、ロールアウト用サーバーに接続しているエン
ドポイントは、すべて新しいポリシーとスケジューリング コマンドを受信します。
2014年 9月 24日の正午から 2014年 9月 26日の午前 9時の間にスケジュールでコマンド
SGMCMDIntn/WOLstart が開始するすべてのエンドポイントは、WOL のタイム スロットに
該当するため、Wake on LAN が有効になります。
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29 復旧オプション
復旧のために、SafeGuard Enterprise にはさまざまなシナリオに合わせていくつかのオプ
ションが用意されています。
■

Local Self Help によるログオン復旧
Local Self Help を使用すると、パスワードを忘れたユーザーは、ヘルプデスク担当者の
手を煩わせることなく自分のコンピュータにログオンできます。電話もネットワーク接
続も利用できない状況 (飛行機に乗っている場合など) でも、ユーザーは自分のコンピュー
タにアクセスできるようになります。ログオンするには、SafeGuard Power-on
Authentication で、事前定義済みの複数の質問に答えます。
Local Self Help の使用によって、ログオン復旧に関する問い合わせが削減するため、ヘ
ルプデスク担当者は単純な作業から解放され、より複雑な問題解決に集中できるように
なります。
詳細は、Local Self Help による復旧 (p. 235) を参照してください。

■

チャレンジ/レスポンスによる復旧
チャレンジ/レスポンス復旧メカニズムは、自分のコンピュータにログオンしたり暗号化
されたデータにアクセスしたりできないユーザーを支援するための、安全で効率的な復
旧システムです。チャレンジ/レスポンスでは、エンドポイントで生成されたチャレンジ
コードをユーザーがヘルプデスク担当者に渡すと、ヘルプデスク担当者は、そのコン
ピュータでの特定の処理の実行を認証するレスポンス コードを生成します。
SafeGuard Enterprise のチャレンジ/レスポンスによる復旧では、ヘルプデスクの支援を
必要とする復旧シナリオのために、いくつかのワークフローが用意されています。
詳細は、チャレンジ/レスポンスによる復旧 (p. 239) を参照してください。

■

SafeGuard フルディスク暗号化とシステム復旧
SafeGuard Enterprise では、次のような重要なシステム コンポーネントや SafeGuard
Enterprise コンポーネントに関する問題の復旧のために、いくつかの方法やツールが用
意されています。
■

破損した MBR

■

SafeGuard Enterprise カーネルに関する問題

■

ボリューム アクセスに関する問題

■

Windows の起動に関する問題

詳細は、SafeGuard フルディスク暗号化とシステム復旧 (p. 257) を参照してください。
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29.1 Local Self Help による復旧
注: Local Self Help は、SafeGuard Power-on Authentication (POA) 機能のある Windows 7
エンドポイントのみで使用できます。
SafeGuard Enterprise の Local Self Help を使用すると、パスワードを忘れたユーザーは、
ヘルプデスク担当者の支援を受けなくても自分のコンピュータにログオンできます。Local
Self Help の使用によって、ログオン復旧に関する問い合わせが削減するため、ヘルプデス
ク担当者は単純な作業から解放され、より複雑な問題解決に集中できるようになります。
たとえば Local Self Help を使用することで、電話もネットワーク接続も利用できないため
にチャレンジ/レスポンスを使用できない場合 (飛行機に乗っている場合など) に、ユーザー
は自分のモバイル PC に再びアクセスできるようになります。ユーザーは、SafeGuard
Power-on Authentication で、事前に定義された数の質問に答えることによって自分のコン
ピュータにログオンできます。
セキュリティ担当者は、回答される一連の質問を一元的に定義し、ポリシーを介してそれを
エンドポイントに配布できます。事前に定義された質問のテーマがテンプレートとして用意
されています。この質問のテーマをそのまま使用するか、またはそれを変更することができ
ます。また、関連するポリシーで、独自の質問を定義する権限をユーザーに付与することも
できます。
Local Self Help がポリシーによって有効になった後、エンド ユーザーは Local Self Help
ウィザードを使用して、最初の回答を入力したり、質問を編集したりすることができます。
エンドポイント上の Local Self Help の詳細は、SafeGuard Enterprise ユーザー ヘルプの
「Local Self Help による復旧」を参照してください。

29.1.1 ポリシーを介した Local Self Help 設定の定義
Local Self Help の設定は、「全般設定」タイプのポリシーで、「ログオン復旧 - Local Self
Help」の順に選択して定義します。ここは、エンドポイントで使用する機能を有効にした
り、さらに詳細な権限やパラメータを定義したりする場所です。

Local Self Help を有効にする
Local Self Help をアクティブ化してエンドポイント上で使用できるようにするには、「Local
Self Help の有効化」フィールドで「はい」を選択します。
このポリシーがエンドポイントで有効になると、この設定によって、ユーザーがログオン復
旧のために Local Self Help を使用できるようになります。Local Self Help を使用できるよ
うにするには、ユーザーはここで、アクセス許可に応じて、受信した一連の質問のうちの指
定された数の質問に答えるか、または独自の質問を作成しそれに答えることによって、この
復旧機能を有効にする必要があります。
このポリシーを受信してコンピュータを再起動した後、Windows タスク バーのシステム ト
レイ アイコンから Local Self Help ウィザードを使用できます。
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Local Self Help を設定する
「全般設定」タイプのポリシーで設定できる Local Self Help のオプションは次のとおりで
す。
■

回答の最小長
回答の最小長 (文字数) を定義します。デフォルトは 1 です。

■

Windows の「ようこそ」テキスト
エンドポイントで Local Self Help ウィザードを起動したときに最初のダイアログに表示
される個々の情報テキストを指定できます。ここでテキストを指定する前に、そのテキ
ストを作成し、登録しておく必要があります。

■

ユーザーが独自の質問を定義できる
Local Self Help の質問を定義する場合の可能性のあるシナリオとして、次のものがあり
ます。
■

■

■

セキュリティ担当者が質問を定義し、それをユーザーに配布します。ユーザーは、独
自の質問を定義することを許可されません。
セキュリティ担当者が質問を定義し、それをユーザーに配布します。さらに、ユー
ザーは独自の質問を定義することを許可されます。Local Self Help を有効にするため
に必要な最小限の数の質問に答える場合、ユーザーは、事前に定義された質問と独自
の質問のどちらかを選択できます。あるいは、この両方の組み合わせを使用できま
す。
セキュリティ担当者が、ユーザーに独自の質問を定義することを許可します。ユー
ザーは、独自の質問を定義しそれに答えることによって、自分のコンピュータ上で
Local Self Help を有効にします。

ユーザー独自の質問を定義することを許可するには、「ユーザーが独自の質問を定義でき
る」フィールドで「はい」を選択します。

29.1.2 質問の定義
エンドポイント上で Local Self Help を使用できるようにするには、ユーザーはあらかじめ
定義されている数の質問に答え、保存する必要があります。必要な権限のあるセキュリティ
担当者は、エンドポイントで Local Self Help をアクティブにするためにユーザーが回答す
る必要のある質問数を指定できます。また、SafeGuard POA で無作為に選択される質問の
数を指定することもできます。Local Self Help を使用して SafeGuard POA でログオンする
には、ユーザーは表示された質問すべてに正しく回答する必要があります。
必要な権限のあるセキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center で Local Self Help
の質問を登録、編集できます。
注:
SafeGuard POA は、Windows で入力可能な文字すべてに対応しているわけではありませ
ん。たとえば、ヘブライ文字やアラビア文字を使用することはできません。
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29.1.3 回答する必要のある質問数を定義する
Local Self Help の構成および SafeGuard POA で回答を必要とする質問の数を定義できま
す。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「LocalSelfHelp 質問」を選択します。
2. 「Local Self Help パラメータ」の下の処理ペインで、Local Self Help の質問の数に対し
て 2種類の値を指定できます。
a) 「使用できる質問/回答の最小数」フィールドで、エンドポイントで Local Self Help
をアクティブにするために、ユーザーが Local Self Help ウィザードで回答する必要
のある質問数を指定します。
Local Self Help をアクティブにするには、このフィールドで指定した数の質問と回答
が、エンドポイントで使用できる必要があります。
b) 「POA で表示する質問の数」フィールドで、ユーザーが Local Self Help を使用して
ログオンする際に、SafeGuard POA で回答する必要のある質問数を指定します。
SafeGuard POA で表示される質問は、Local Self Help ウィザードでユーザーが回答
した質問の中からランダムに表示されます。
「使用できる質問/回答の最小数」フィールドには、「POA で表示される質問の数」で
指定する値よりも大きい数値を指定する必要があります。そうでない場合、変更内容を
保存するとエラー メッセージが表示されます。
デフォルトは次のとおりです。
■

使用できる質問/回答の最小数:10

■

POA で表示する質問の数:5

3. 変更内容をデータベースに保存します。
質問の数は、エンドポイントに配布される Local Self Help の構成に適用されます。

29.1.4 テンプレートの使用
Local Self Help では、あらかじめ定義されている質問のテーマも使用できます。質問のテー
マは、SafeGuard Management Center の「Local Self Help の質問」で表示できます。
事前定義されている質問のテーマはそのまま使用することも、編集または削除することもで
きます。

29.1.5 質問のテーマをインポートする
インポート手順を実行すると、.XML ファイルとして作成された独自の質問リストをイン
ポートできます。
1. 新しい質問のテーマを作成します (新しい質問のテーマを作成し、質問を追加する (p.238)
を参照)。
2. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「LocalSelfHelp 質問」にて、新しい質問の
テーマを選択します。

237

SafeGuard Enterprise

3. 処理ペインを右クリックして、質問のテーマのショートカット メニューを開きます。
ショートカット メニューで「インポート」を選択します。
4. 目的のディレクトリと質問のテーマを選択し、「開く」をクリックします。
インポートされた質問が処理ペインに表示されます。ここで、この質問のテーマをそのまま
保存、または編集できます。

29.1.6 新しい質問のテーマを作成し、質問を追加する
ユーザーごとに異なる質問のテーマを用意するために、さまざまなトピックの質問のテーマ
を新しく作成できます。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「LocalSelfHelp 質問」を選択します。
2. 「LocalSelfHelp 質問」を右クリックして、「新規作成 > 質問のテーマ」を選択します。
3. 質問のテーマの名前を入力し、「OK」をクリックします。
4. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「LocalSelfHelp 質問」にて、新しい質問の
テーマを選択します。
5. 処理ペインを右クリックして、質問のテーマのショートカット メニューを開きます。
ショートカット メニューで「追加」を選択します。
新しい質問の行が追加されます。
6. 質問を入力し、Enter キーを押します。さらに質問を追加するには、この手順を繰り返
します。
7. 変更を保存するには、ツール バーの「保存」アイコンをクリックします。
質問のテーマが登録されます。これは、エンドポイント上で Local Self Help を有効にする
「全般設定」タイプのポリシーとともに自動的に転送されます。

29.1.7 質問のテーマを編集する
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「LocalSelfHelp 質問」にて質問のテーマを選
択します。
2. ここで質問を追加、変更、または削除することができます。
■

■

■

質問を追加するには、処理ペインを右クリックしてショートカット メニューを表示
します。ショートカット メニューで「追加」をクリックします。質問リストに新し
い行が追加されます。その行に質問を入力します。
質問を変更するには、処理ペインで目的の質問のテキストをクリックします。その質
問が鉛筆のアイコンによってマークされます。質問の行に変更を入力します。
質問を削除するには、処理ペインで質問の行の先頭にあるグレーのボックスをクリッ
クすることによって目的の質問を選択し、その質問のショートカット メニューで「削
除」をクリックします。

3. 変更を保存するには、ツール バーの「保存」アイコンをクリックします。
変更された質問のテーマが登録されます。これは、エンドポイント上で Local Self Help を
有効にする「全般設定」タイプのポリシーとともに転送されます。
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29.1.8 質問のテーマを削除する
質問のテーマ全体を削除するには、「ポリシー」ナビゲーション ペインで、目的のテーマ
の「LocalSelfHelp 質問」を右クリックし、「削除」を選択します。
注: ユーザーが自分のコンピュータ上で Local Self Help を有効にするためにいくつかの質
問に答えた後で、これらの質問のテーマを削除すると、質問が存在しなくなるため、それら
のユーザーの答えは無効になります。

29.1.9 「ようこそ」テキストを登録する
Local Self Help ウィザードで最初のダイアログに表示される「ようこそ」テキストを登録で
きます。
必須情報を含むテキスト ファイルを SafeGuard Management Center に登録する前に、そ
れらを作成しておく必要があります。情報テキストの最大ファイル サイズは、50KB です。
SafeGuard Enterprise は、Unicode UTF-16 でエンコーディングされたテキストのみを使用
します。このエンコーディング形式でテキスト ファイルを作成しないと、登録時に自動的
に変換されます。
1. 「ポリシー」ナビゲーション ペインで、「テキスト」を右クリックし、「新規作成 > テ
キスト」を選択します。
2. 「テキスト項目名」フィールドに表示するテキスト名を入力します。
3. 「[...]」をクリックして、作成済みのテキスト ファイルを選択します。ファイルの変換
が必要な場合は、メッセージが表示されます。
4. 「OK」をクリックします。
「ポリシー」ナビゲーション ペインの「テキスト」のサブノードに、新しいテキスト項目
が表示されます。テキスト項目を選択すると、その内容がペインの右側に表示されます。こ
れで、ポリシーの作成時に、このテキスト項目を選択できます。
その他のテキスト項目も、前述の操作で登録してください。登録したすべてのテキスト項目
はサブノードとして表示されます。

29.2 チャレンジ/レスポンスによる復旧
SafeGuard Enterprise には、ワークフローを効率化し、ヘルプデスク担当者の費用を削減す
るための、チャレンジ/レスポンスの復旧ソリューションが用意されています。Sophos
SafeGuard は、ユーザーがコンピュータにログオンできない場合や暗号化されたデータに
アクセスできない場合に、簡単で使いやすいチャレンジ/レスポンスによってユーザーを支
援します。
この機能は、SafeGuard Management Center に「復旧ウィザード」として組み込まれてい
ます。
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チャレンジ/レスポンスの利点
チャレンジ/レスポンスは、ユーザーを支援するための、安全で効率的な復旧システムです。
■

■

■

■

すべてのプロセスで機密データが交換されるときは、必ず暗号化された状態で交換され
ます。
この手順の間に第三者が傍受したとしても、問題はありません。傍受したデータを後で
使用したり、他のデバイスで使用したりできないようになっているためです。
コンピュータにアクセスするときに、オンライン ネットワーク接続は必要ありません。
ヘルプデスク担当者用のレスポンス コード ウィザードは、SafeGuard Enterprise サー
バーに接続されていない管理対象外のエンドポイント上でも動作します。複雑なインフ
ラストラクチャは必要ありません。
ユーザーはすばやく作業を再開できます。パスワードを忘れただけなので、暗号化され
たデータが失われているわけではありません。

ヘルプデスク担当者の支援を必要とする状況の一般例
■

■

■

■

■

ユーザーがログオンのためのパスワードを忘れ、コンピュータがロックされてしまった
場合。
ユーザーがトークン/スマートカードを忘れた場合/紛失した場合。
SafeGuard Power-on Authentication のローカル キャッシュが部分的に破損している場
合。
病気または休暇で持ち主が不在のコンピュータにあるデータにアクセスする必要がある
場合。
あるユーザーが暗号化されたボリュームにアクセスしたいものの、コンピュータ上に当
該の鍵がない場合。

SafeGuard Enterprise には、これらの一般的な状況が発生したときにユーザーが自分のコン
ピュータに再度アクセスできるようにするために、さまざまな復旧ワークフローが用意され
ています。

29.2.1 チャレンジ/レスポンスのワークフロー
チャレンジ/レスポンスは、次の 2つのコンポーネントに基づいて実行されます。
■

■
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注: チャレンジ/レスポンス を実行するには、対象コンピュータ/ユーザーに対する「フ
ルアクセス権」が必要です。
1. エンドポイント上で、ユーザーがチャレンジ コードを要求します。この処理を SafeGuard
Power-on Authentication で要求できるか、または KeyRecovery ツールを使用して要求
できるかは、復旧の種類によって決まります。
ASCII 文字列形式のチャレンジ コードが生成され、表示されます。
2. ユーザーはヘルプデスク担当者に連絡を取り、必要な識別情報とチャレンジ コードを伝
えます。
3. ヘルプデスク担当者は、SafeGuard Management Center で「復旧ウィザード」を起動し
ます。
4. ヘルプデスク担当者は、適切な復旧の種類を選択し、識別情報とチャレンジ コードを確
認して、必要な復旧処理を選択します。
ASCII 文字列形式のレスポンス コードが生成され、表示されます。
5. ヘルプデスク担当者は、電話またはテキスト メッセージを使って、ユーザーにレスポン
ス コードを提供します。
6. ユーザーがレスポンス コードを入力します。この処理を SafeGuard POA で実行できる
か、または KeyRecovery ツールを使用して実行できるかは、復旧の種類によって決まり
ます。
ユーザーは、承認された処理を実行できるようになります。たとえば、パスワードをリ
セットして作業を再開できます。

29.2.2 ユーザーのパスワード変更の要件
SafeGuard Enterprise の復旧プロセスの一部として、ユーザーは Windows パスワードの変
更を強制される可能性があります。次の表に、パスワードの変更がいつ必要になるかについ
て詳しく示します。1番目ら 4番目までの列には、チャレンジ/レスポンスの処理中に発生す
る可能性がある特定の状況を示します。最後の列には、それより前の列に示した条件に基づ
いて、ユーザーが Windows パスワードを強制的に変更する必要があるかどうかを示しま
す。

条件:ユーザー ログ
オンとパスワード
表示オプションで
チャレンジ/レスポ
ンスが使用される

条件:ユーザー ログ 条件:ドメイン コン
オンでチャレンジ/ トローラが使用で
レスポンスが使用 きる
される

条件:パスワード表
示オプションが
ユーザーによって
拒否された

結果:ユーザーは
Windows パスワー
ドを強制変更する
必要がある

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

該当なし

はい
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条件:ユーザー ログ
オンとパスワード
表示オプションで
チャレンジ/レスポ
ンスが使用される

条件:ユーザー ログ 条件:ドメイン コン
オンでチャレンジ/ トローラが使用で
レスポンスが使用 きる
される

条件:パスワード表
示オプションが
ユーザーによって
拒否された

結果:ユーザーは
Windows パスワー
ドを強制変更する
必要がある

いいえ

はい

いいえ

該当なし

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

該当なし

いいえ

29.2.3 復旧ウィザードを起動する
復旧手順を実行するには、必要な権限およびアクセス許可を備えている必要があります。
1. SafeGuard Management Center にログオンします。
2. メニュー バーで「ツール > 復旧」をクリックします。
「復旧ウィザード」が起動します。使用する復旧の種類を選択することができます。

29.2.4 復旧の種類
使用する復旧の種類を選択します。次の種類の復旧が用意されています。
■

SafeGuard Enterprise Client (管理型)
SafeGuard Management Center が一元管理するエンドポイント用のチャレンジ/レスポ
ンス。エンドポイントは SafeGuard Management Center の「ユーザーとコンピュータ」
ペインに表示されます。

■

仮想クライアント
SafeGuard POA が破損しているなど、複雑な復旧操作を行う場合、チャレンジ/レスポ
ンスを使用すれば、暗号化データへのアクセスを簡単に復旧できます。この際、「仮想
クライアント」と呼ばれるファイルが使用されます。これは、管理対象および管理対象
外のエンドポイントに対して利用可能です。

■

Sophos SafeGuard Clients (スタンドアロン型)
管理対象外のエンドポイント用のチャレンジ/レスポンス。このコンピュータは SafeGuard
Enterprise サーバーには接続されません。復旧に必要な情報として、鍵復旧ファイルが
参照されます。各エンドポイントでは、Sophos SafeGuard 暗号化ソフトウェアの展開
中にこのファイルが生成されます。この環境でチャレンジ/レスポンスを提供するには、
鍵復旧ファイルは、共有ネットワークパス上にあるなど、SafeGuard Enterprise ヘルプ
デスク担当者がアクセスできる必要があります。

注: ヘルプデスク担当者の支援を必要としないログオン復旧方法 Local Self Help も参照し
てください。
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29.2.5 SafeGuard Enterprise Client (管理型) 用のチャレンジ/レスポンス
SafeGuard Enterprise には、データベースに登録済みの SafeGuard Enterprise で保護され
たエンドポイントを、さまざまな障害シナリオで復旧するための機能 (パスワードの復旧な
ど) が用意されています。
チャレンジ/レスポンスは、SafeGuard Enterprise で暗号化されているエンドポイント、お
よび BitLocker で暗号化されているエンドポイントの両方でサポートされています。どのよ
うな種類のコンピュータが使用されているかが自動的に判断されます。復旧ワークフローは
それに応じて決定されます。

29.2.5.1 SafeGuard Enterprise Client の復旧処理
復旧ワークフローは、どのような種類のエンドポイントの復旧が要求されたかによって異な
ります。
注: BitLocker で暗号化されたコンピュータの復旧処理では、特定のボリュームを暗号化す
るために使用された鍵が復旧されるだけです。パスワードは復旧されません。
29.2.5.1.1 SafeGuard POA レベルでのパスワードの復旧
最も一般的な状況の 1つは、ユーザーがパスワードを忘れてしまった場合です。SafeGuard
Enterprise をインストールすると、デフォルトでは SafeGuard Power-on Authentication
(POA) が有効になります。コンピュータにアクセスするための SafeGuard POA パスワード
は、Windows パスワードと同じです。
ユーザーが SafeGuard POA レベルのパスワードを忘れてしまった場合、SafeGuard Enterprise
ヘルプデスク担当者は「ユーザーログオンありの SGN Client の起動」用のレスポンスを生
成します。このとき、ユーザーのパスワードは表示されません。ただし、この場合、レスポ
ンス コードを入力した後、コンピュータが再起動し、OS が開始します。ユーザーは、
Windows にログオンするときにパスワードを変更する必要があります (ドメインがアクセス
可能の場合)。それ以降は、その新しいパスワードを使って Windows と SafeGuard Power-on
Authentication にログオンできます。
29.2.5.1.2

SafeGuard POA レベルのパスワードを復旧する場合の推奨事項
注: ユーザーがパスワードを忘れた場合は、次の方法を使用することをお勧めします。ヘル
プデスク担当者がパスワードをリセットする必要がなくなります。
■

Local Self Help を使用する。
Local Self Help を使って復旧することで、現在のパスワードを表示できるので、ユーザー
はそのパスワードを引き続き使用できます。パスワードをリセットしたり、ヘルプデス
ク担当者に支援を依頼したりする必要がありません。

■

SafeGuard Enterprise Client (管理型) 用のチャレンジ/レスポンスを使用する。
チャレンジ/レスポンスを行う前に、Active Directory 内でパスワードをリセットすること
は推奨しません。リセットしないことで、Windows と SafeGuard Enterprise の間でパス
ワードが同期されたままになります。Windows のヘルプデスク担当者にこの注意を促し
てください。

SafeGuard Enterprise ヘルプデスク担当者は、「ユーザーパスワードの表示」オプションを
使用し、「ユーザーログオンありの SGN Client の起動」用のレスポンスを生成してくださ
い。このようにすると、パスワードを Active Directory 内でリセットする必要がないという
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利点があります。ユーザーは古いパスワードをそのまま使用し、後でローカルで変更するこ
とができます。
29.2.5.1.3 ユーザーパスワードの表示
SafeGuard Enterprise では、チャレンジ/レスポンス中にユーザーがパスワードを表示する
ことができます。このようにすると、パスワードを Active Directory 内でリセットする必要
がないという利点があります。このオプションは、「ユーザーログオンありの SGN Client
の起動」が要求されている場合にのみ利用できます。
29.2.5.1.4 別のユーザーが SafeGuard Enterprise で保護されたエンドポイントを起動する必要がある
この場合は、アクセスする必要のあるユーザーがそのエンドポイントを起動し、自分のユー
ザー名を入力します。そして、チャレンジを要求します。SafeGuard ヘルプデスクは、
「ユーザー ログオンなしの SGN Client の起動」および「Windows へのパス スルー」タイ
プのレスポンスを生成します。ユーザーはログオンして、コンピュータを使用できる状態に
なります。
29.2.5.1.5 SafeGuard Enterprise ポリシーキャッシュの復元
この手順は、SafeGuard ポリシー キャッシュが破損した場合に必要です。ローカル キャッ
シュには、すべての鍵、ポリシー、ユーザー証明書、および監査ファイルが格納されます。
デフォルトでは、ローカル キャッシュが破損するとログオン復旧は無効に設定されます。
ローカル キャッシュはバックアップから自動的に復元されます。この場合、ローカル キャッ
シュの修復に、チャレンジ/レスポンスは必要ありません。ただし、ローカル キャッシュを
チャレンジ/レスポンスを使用して修復する場合は、ポリシーに基づいてログオン復旧をア
クティブ化できます。このとき、ローカル キャッシュが破損している場合、ユーザーはチャ
レンジ/レスポンスを開始することを自動的に求められます。
29.2.5.1.6

SafeGuard Data Exchange:パスワードを忘れた場合の復旧
デバイス暗号化機能のない SafeGuard Data Exchange では、ユーザーがパスワードを忘れ
た場合、チャレンジ/レスポンス復旧を使用することはできません。この場合は、Active
Directory でパスワードを変更する必要があります。ヘルプデスクの支援なしでエンドポイ
ントにログオンし、エンドポイントでユーザーの設定を復元してください。

29.2.5.2 SafeGuard Enterprise Client のレスポンス
1. 「復旧の種類」ページで「SafeGuard Enterprise Client (管理型)」を選択します。
2. 「ドメイン」で、リストから対象のドメインを選択します。
3. 「コンピュータ」で、コンピュータ名を入力するか、対象のコンピュータ名を選択しま
す。これにはいくつかの方法があります。
■

■

■

名前を選択するには、「[...]」をクリックします。次に「今すぐ検索」をクリックし
ます。コンピュータのリストが表示されます。目的のコンピュータを選択し、「OK」
をクリックします。コンピュータ名が「復旧の種類」ページに表示されます。
コンピュータの短い名前を、フィールドに直接入力します。「次へ」をクリックする
と、データベースでこの名前が検索されます。見つかった場合は、コンピュータの識
別名が表示されます。
次のように、識別名の形式でコンピュータ名を直接入力します。
CN=Desktop1,OU=Development,OU=Headquarter,DC=Sophos,DC=edu
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4. 「次へ」をクリックします。
5. ユーザーのドメインを選択します。
6. 目的のユーザー名を入力します。これには数種類の方法があります。
■

■

ユーザー名を選択するには、「ログオン復旧」ページの「ユーザー情報」セクション
の「[...]」をクリックします。次に「今すぐ検索」をクリックします。ユーザーのリ
ストが表示されます。目的の名前を選択し、「OK」をクリックします。ユーザー名
が「復旧の種類」ページに表示されます。
ユーザー名を直接入力します。名前のつづりが正しいことを確認してください。

7. 「次へ」をクリックします。
チャレンジコードを入力できるページが表示されます。
8. ユーザーから伝えられたチャレンジ コードを入力し「次へ」をクリックします。チャレ
ンジ コードが検証されます。コードが間違って入力された場合、エラー表示の下に「無
効なチャレンジ」と表示されます。
9. チャレンジ コードが正しく入力されている場合は、SafeGuard Enterprise Client が要求
する復旧処理と、クライアント上で実行できる復旧処理が表示されます。レスポンスに
表示される処理は、チャレンジを呼び出すときにクライアント側が要求した処理によっ
て異なります。たとえば、クライアント側が「要求した暗号トークン」を要求した場合
には、レスポンスに表示される処理は「ユーザーログオンありの SGN クライアントの
起動」と「ユーザーログオンなしの SGN クライアントの起動」です。
10. ユーザーが実行する必要のある処理を選択します。
11. 「ユーザーログオンありの SGN Client の起動」が選択された場合は、「ユーザーパス
ワードの表示」を選択すると、そのコンピュータ上でパスワードを表示することができ
ます。
12. 「次へ」をクリックします。
13. レスポンス コードが生成されます。このレスポンスコードをユーザーに提供します。ス
ペル支援を利用できます。また、レスポンス コードはクリップボードにコピーすること
もできます。
ユーザーがレスポンス コードをエンドポイントに入力すると、承認された処理が実行でき
るようになります。

29.2.6 仮想クライアントを使用したチャレンジ/レスポンス
SafeGuard Enterprise の仮想クライアントの復旧では、複雑な障害が発生したとき (SafeGuard
POA が破損したときなど) でも、暗号化されたボリュームを復旧するための手段が用意され
ています。これは管理対象エンドポイントの他、管理対象外のエンドポイントにも適用でき
ます。
注: 仮想クライアントの復旧は、複雑な障害を解決する場合にだけ使用してください。たと
えば、ボリュームを復旧するための鍵が見つからないだけの場合は、ボリュームを復旧する
ために最適な方法は、見つからない鍵を各ユーザーの鍵リングに割り当てることです。
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29.2.6.1 仮想クライアントを使用した復旧ワークフロー
暗号化されたエンドポイントにアクセスするときは、以下の一般的なワークフローが適用さ
れます。
1. テクニカルサポートから SafeGuard Enterprise 復旧ディスクを取得します。
ヘルプデスク担当者は、ソフォス Web サイトのテクニカルサポート エリアから、最新
の SafeGuard Enterprise フィルタ ドライバを含む Windows PE 回復ディスクをダウン
ロードすることができます。詳細は次の文章を参照してください。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/108805.aspx
2. SafeGuard Management Center で仮想クライアントを作成します。仮想クライアントを
作成する (p. 79) を参照してください。
3. 仮想クライアントをファイルにエクスポートします。仮想クライアントをエクスポート
する (p. 80) を参照してください。
4. 必要に応じて、複数の仮想クライアント鍵をファイルにエクスポートします。詳細は、
仮想クライアント復旧のために鍵ファイルを作成、エクスポートする (p. 80) を参照して
ください。
5. 復旧ディスクからエンドポイントを起動します。
6. 仮想クライアントのファイルを KeyRecovery ツールにインポートします。
7. KeyRecovery ツールでチャレンジを開始します。
8. SafeGuard Management Center で仮想クライアントを確認します。
9. 必要な復旧処理を選択します。
10. SafeGuard Management Center でチャレンジ コードを入力します。
11. SafeGuard Management Center でレスポンド コードを生成します。
12. レスポンス コードを KeyRecovery ツールに入力します。
コンピュータに再びアクセスできるようになります。

29.2.6.2 復旧ディスクからコンピュータを起動する
前提条件:BIOS 設定の起動順序で CD からの起動が許可されていることを確認します。
1. ソフォスのテクニカルサポートから SafeGuard Enterprise Windows PE 回復ディスクを
入手します。
ヘルプデスク担当者は、ソフォス Web サイトのテクニカルサポート エリアから、最新
の SafeGuard Enterprise フィルタ ドライバを含む Windows PE 回復ディスクをダウン
ロードすることができます。詳細は次のサイトを確認してください。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/108805.aspx
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2. エンドポイントで、復旧ディスクを挿入し、コンピュータを起動します。統合ファイル
マネージャが開きます。マウントされているボリュームとドライブが一目でわかります。

暗号化されたドライブの内容は、ファイル マネージャには表示されません。また、暗号
化されたドライブのプロパティに、ファイル システム、容量、使用済み/空き領域が表示
されることもありません。
3. ファイル マネージャの下の「Quick Launch」 セクションにある KeyRecovery アイコ
ンをクリックして、鍵復旧ツールを開きます。鍵復旧ツールには、暗号化されたドライ
ブの鍵 ID が表示されます。

4. アクセスする必要のあるドライブの鍵 ID を見つけます。この鍵 ID は後で要求されます。
次に、鍵復旧ツールに仮想クライアントをインポートします。

29.2.6.3 KeyRecovery ツールに仮想クライアントをインポートする
前提条件:
■

復旧ディスクからコンピュータを起動している必要があります。
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■

仮想クライアント ファイル recoverytoken.tok が保存されている USB ドライブが
正常にマウントされていることを確認します。

1. Windows PE ファイル マネージャで、仮想クライアントが保存されているドライブを選
択します。ファイル recoverytoken.tok が右側に表示されます。
2. ファイル recoverytoken.tok を選択して KeyRecovery ツールが保存されているドライブ
にドラッグします。そこで Tools\SGN-Tools ディレクトリにドロップします。

29.2.6.4 KeyRecovery ツールでチャレンジを開始する
1. Windows PE ファイル マネージャの下の「Quick Launch」 セクションにある
KeyRecovery アイコンをクリックして、鍵復旧ツールを開きます。KeyRecovery ツール
には、暗号化されたドライブの鍵 ID が表示されます。
ツールが起動され、すべてのボリュームと、ボリュームに対応する暗号化情報 (鍵 ID) の
一覧が表示されます。
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2. 復号化するボリュームを選択し、「C/R によるインポート」をクリックしてチャレンジ
コードを生成します。
SafeGuard Enterprise データベース内の参照として仮想クライアント ファイルが使用さ
れ、チャレンジに記述されます。チャレンジ コードが生成され、表示されます。
3. 仮想クライアント名とチャレンジ コードを電話やテキスト メッセージなどでヘルプデス
ク担当者に伝えます。スペル支援を利用できます。

29.2.6.5 仮想クライアントを確認する
前提条件:仮想クライアントが SafeGuard Management Center の「仮想クライアント」で
作成され、データベースに存在している必要があります。
1. SafeGuard Management Center で、「ツール > 復旧」をクリックし、復旧ウィザード
を開きます。
2. 「復旧の種類」で「仮想クライアント」を選択します。
3. ユーザーから取得した仮想クライアント名を入力します。これには次の 2種類の方法が
あります。
■

■

一意の名前を直接入力する。
「復旧の種類」ダイアログの「仮想クライアント」セクションの「[...]」をクリック
し、名前を選択します。次に「今すぐ検索」をクリックします。仮想クライアントの
リストが表示されます。目的の仮想クライアントを選択し、「OK」をクリックしま
す。コンピュータ名が「復旧の種類」ページの「仮想クライアント」の下に表示され
ます。

4. 「次へ」をクリックして仮想クライアント ファイルの名前を確定します。
次に、要求された復旧処理を選択します。

29.2.6.6 必要な復旧処理を選択する
1. 「仮想クライアント」の「要求された処理」のページで、次のいずれかのオプションを
選択します。
■

「要求された鍵」を選択し、コンピュータの暗号化済みボリュームにアクセスするた
めの鍵を 1つ復旧する。
このオプションは、管理対象および管理対象外のエンドポイントに対して利用可能で
す。

■

「要求された鍵ファイルのパスワード」を選択し、コンピュータの暗号化済みボリュー
ムにアクセスするための鍵を複数復旧する。鍵はデータベース内のランダムなパス
ワードで暗号化されているファイル (1つ) にまとめて保存されています。このパス
ワードは作成される鍵ファイルごとに一意です。レスポンス コード内で、パスワー
ドが対象のコンピュータに転送されます。
このオプションは、管理対象エンドポイントのみに対して利用可能です。

2. 「次へ」をクリックします。
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29.2.6.7 要求された鍵を選択する (単一の鍵)
前提条件:
SafeGuard Management Center の復旧ウィザードで目的の仮想クライアントを選択し、復
旧処理として「要求された鍵」を選択している必要があります。
1. 復旧ウィザードの「仮想クライアント」ページで、管理対象エンドポイントまたは管理
対象外のエンドポイントで操作が必要な場合に、次を指定します。
■

管理対象エンドポイントの場合、「復旧鍵 - SafeGuard Enterprise Client (管理型)
用」を選択します。「...」をクリックします。「鍵の検索」で、鍵 ID またはシンボ
リック名のどちらかで鍵を表示します。「今すぐ検索」をクリックして鍵を選択し、
「OK」をクリックします。
注: レスポンスは割り当てられた鍵に対してのみ開始できます。鍵が有効ではない場
合、つまり鍵が少なくとも 1人のユーザーに割り当てられていない場合は、仮想クラ
イアントのレスポンスは不可能です。このような場合は、無効な鍵を他のユーザーに
割り当て直し、この鍵に対するレスポンスを再び生成することができます。

■

管理対象外のエンドポイントの場合、「復旧鍵を含む鍵復旧ファイルを選択する
(SafeGuard Enterprise Client スタンドアロン型)」を選択します。このオプション
の横の「...」をクリックして、各ファイルを参照します。復旧ファイルを識別しやす
くするために、ファイルにはコンピュータの名前 (computername.GUID.xml) が付け
られます。ファイルを選択し、「開く」をクリックします。
注: コンピュータに再度アクセスするために必要な鍵復旧ファイルは、ネットワーク
共有上など、ヘルプデスク担当者がアクセスできる場所に格納する必要があります。

2. 「次へ」をクリックします。チャレンジ コードを入力するページが表示されます。
要求した鍵は、レスポンス コードを入力することで、ユーザー環境に転送されます。

29.2.6.8 要求された鍵ファイルを選択する (複数の鍵)
前提条件:
このオプションは、管理対象エンドポイントのみに対して利用可能です。
鍵ファイルが、SafeGuard Management Center の「鍵と証明書」で、すでに作成されてい
て、鍵ファイルを暗号化するパスワードがデータベースに保存されている必要があります。
SafeGuard Management Center の復旧ウィザードで、目的の仮想クライアントファイルを
選択し、復旧処理として「要求された鍵ファイルのパスワード」を選択している必要があり
ます。
1. 鍵ファイルを選択するには、このオプションの横の「...」をクリックします。「鍵ファ
イル」で「今すぐ検索」をクリックします。鍵ファイルを選択し、「OK」をクリックし
ます。
2. 「次へ」をクリックして確認します。
チャレンジ コードを入力するページが表示されます。

29.2.6.9 チャレンジコードを入力し、レスポンスコードを生成する
前提条件:
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SafeGuard Management Center の復旧ウィザードで目的の仮想クライアントを選択し、か
つ必要な復旧処理を選択している必要があります。
1. ユーザーから伝えられたチャレンジ コードを入力し「次へ」をクリックします。チャレ
ンジ コードが検証されます。
チャレンジ コードが正しく入力されている場合は、レスポンス コードが生成されます。
コードが間違って入力された場合、エラー表示の下に「無効なチャレンジ」と表示され
ます。
2. このレスポンス コードをユーザーに伝えます。スペル支援を利用できます。また、レス
ポンス コードはクリップボードにコピーすることもできます。
「要求された鍵」を復旧処理として選択した場合、要求された鍵がレスポンスコード内で
ユーザー環境へ転送されます。
「要求された鍵ファイルのパスワード」を復旧処理として選択した場合、暗号化鍵ファイル
用のパスワードがレスポンスコード内で転送されます。鍵ファイルはその後に削除されま
す。

29.2.6.10 レスポンス コードを KeyRecovery ツールに入力する
1. エンドポイント上の KeyRecovery ツールで、ヘルプデスク担当者から渡されたレスポン
ス コードを入力します。
レスポンス コード内で、鍵ファイル用の必要な鍵やパスワードが転送されます。
2. 「OK」をクリックします。チャレンジ/レスポンスに選択したドライブが復号化されま
す。
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3. 復号化に成功したことを確認するために、復号化されたドライブを Windows PE ファイ
ル マネージャで選択します。

復号化されたドライブの内容がファイル マネージャに表示されます。復号化されたドラ
イブのプロパティには、ファイル システム、容量、使用済み/空き領域が表示されます。
このパーティションに保存されたデータに再びアクセスできるようになりました。復号化が
成功すると、各ドライブとの間で、データの読み取り、書き込み、コピーが行えます。

29.2.7 Sophos SafeGuard Client (スタンドアロン型) のチャレンジ/レスポ
ンス
SafeGuard Enterprise には、ユーザがパスワードを忘れたり、間違ったパスワードを何度も
入力したりしたときのために、管理対象外のエンドポイント (Sophos SafeGuard Client (ス
タンドアロン型)) のためのチャレンジ/レスポンスも用意されています。管理対象外のエン
ドポイントは、SafeGuard Enterprise サーバーには一時的であっても接続されません。スタ
ンドアロン モードで動作します。
チャレンジ/レスポンスに必要な復旧情報は、鍵復旧ファイルを使ってやり取りされます。
管理対象外の各エンドポイントでは、SafeGuard Enterprise 暗号化ソフトウェアの展開中に
この鍵復旧ファイルが生成されます。この鍵復旧ファイルは、共有ネットワークパス上にあ
るなど、SafeGuard Enterprise ヘルプデスク担当者がアクセスできる必要があります。
復旧ファイルの検索やグループ化を容易にするために、これらのファイルのファイル名には
コンピュータの名前 (コンピュータ名.GUID.xml) が付けられます。これにより、アスタリ
スク (*) を使用したワイルドカード検索 (*.GUID.xml など) が可能になります。
注: コンピュータの名前が変更されても、そのコンピュータのローカル キャッシュ内の名
前がそれに合わせて変更されることはありません。ローカル キャッシュには、すべての鍵、
ポリシー、ユーザー証明書、および監査ファイルが格納されます。そのため、Windows で
コンピュータの名前が変更されても以前の名前だけが残るように、ローカル キャッシュか
ら新しいコンピュータ名を削除する必要があります。
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29.2.7.1 Sophos SafeGuard Client (スタンドアロン型) の復旧処理
管理対象外のエンドポイントのチャレンジ/レスポンスは、次のようなときに開始できます。
■

ユーザーが間違ったパスワードを何度も入力した場合。

■

ユーザーがパスワードを忘れた場合。

■

破損したローカル キャッシュを修復する必要がある場合。

管理対象外のエンドポイントの場合、データベースからユーザー鍵を入手することはできま
せん。このため、チャレンジ/レスポンスセッションで実行できる復旧オプションは、「ユー
ザーログオンを使用せずに SGN クライアントを起動する」だけです。
チャレンジ/レスポンスでは、SafeGuard Power-on Authentication でコンピュータを起動で
きます。その後、ユーザーは Windows にログオンできるようになります。
復旧の例:
ユーザーが間違ったパスワードを SafeGuard POA レベルで何度も入力したため、コン
ピュータがロックされた場合。しかし、ユーザーがパスワードを覚えている場合。
コンピュータがロックされ、ユーザーはロック解除のためにチャレンジ/レスポンスを開始
することを求められます。ユーザーが正しいパスワードを覚えているため、パスワードをリ
セットする必要はありません。チャレンジ/レスポンスでは、SafeGuard Power-on
Authentication でコンピュータを起動できます。この後、ユーザーは Windows のログオン
ダイアログで正しいパスワードを入力して、Windows にログオンできます。
ユーザーがパスワードを忘れた場合
注: パスワードを忘れた場合、Local Self Help を使用して復旧することを推奨します。ユー
ザーは Local Self Help で既存のパスワードを表示でき、そのパスワードを引き続き使用で
きます。したがって、パスワードの再設定を行ったり、ヘルプデスク担当者に依頼したりす
る必要がなくなります。
忘れたパスワードをチャレンジ/レスポンスで復旧するときは、パスワードのリセットが必
要です。
1. チャレンジ/レスポンスでは、SafeGuard Power-on Authentication でコンピュータを起動
できます。
2. Windows のログオン ダイアログで、ユーザーが正しいパスワードを忘れてしまった場合
を想定します。パスワードは Windows レベルでリセットする必要があります。変更する
には、SafeGuard Enterprise 以外に、Windows 標準の方法による復旧処理が必要になり
ます。
注: チャレンジ/レスポンスを行う前に、パスワードを一括的にリセットすることは推奨
しません。リセットしないことで、Windows と SafeGuard Enterprise の間でパスワード
が同期されたままになります。Windows のヘルプデスク担当者にこの注意を促してくだ
さい。
Windows レベルでパスワードをリセットするときは、以下の方法を推奨します。
■

エンドポイント上で使用できるサービスまたは管理者アカウントのうち、必要な
Windows 権限を持つアカウントを使用する。

■

エンドポイント上で Windows パスワード リセット ディスクを使用する。
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ヘルプデスク担当者は、どちらの手続きを使用した方がよいかをユーザーに伝えて、
追加のWindows ログオン情報または必要なディスクを提供することをお勧めします。
3. ユーザーは、ヘルプデスク担当者がリセットした、新しい Windows パスワードを入力し
ます。その後、ユーザーは、すぐにこのパスワードを自分だけが知っているパスワード
に変更する必要があります。新しいユーザー証明書は、新しく設定された Windows パス
ワードに基づいて作成されます。この結果、ユーザーは再度コンピュータにログオンで
きるようになり、新しいパスワードを使って SafeGuard Power-on Authentication にログ
オンできます。
注: SafeGuard Data Exchange の鍵:パスワードがリセットされ、新しい証明書が作成
されると、エンドポイントがドメインのメンバーである場合、SafeGuard Data Exchange
用に以前に作成したローカル鍵を引き続き使用することができます。エンドポイントが
ワークグループのメンバーである場合は、ローカル鍵を再度有効にするには、SafeGuard
Data Exchange パスフレーズを記憶しておく必要があります。
ローカル キャッシュを修復する必要がある場合
ローカル キャッシュには、すべての鍵、ポリシー、ユーザー証明書、および監査ファイル
が格納されます。デフォルトでは、ローカル キャッシュが破損するとログオン復旧は非ア
クティブ化されます。つまり、ローカル キャッシュはバックアップから自動的に復元され
ます。この場合、ローカル キャッシュの修復に、チャレンジ/レスポンスは必要ありませ
ん。ただし、ローカル キャッシュをチャレンジ/レスポンスを使用して修復する場合は、ポ
リシーを使用してログオン復旧をアクティブにできます。このとき、ローカル キャッシュ
が破損している場合、ユーザーはチャレンジ/レスポンスを開始することを自動的に求めら
れます。

29.2.7.2 鍵復旧ファイルを使用して管理対象外のエンドポイント用のレスポンスを生
成する
注: SafeGuard Enterprise 暗号化ソフトウェアのインストール中に生成される鍵復旧ファイ
ルは、ヘルプデスク担当者がアクセスできる場所に格納し、担当者がファイル名を知ってい
る必要があります。
1. SafeGuard Management Center で、メニュー バーから「ツール > 復旧」を選択して復
旧ウィザードを開きます。
2. 「復旧の種類」で「Sophos SafeGuard Client (スタンドアロン型)」を選択します。
3. 「鍵復旧ファイル」フィールドの横にある「[...]」ボタンをクリックして、必要な鍵復旧
ファイルを参照します。復旧ファイルを識別しやすくするために、ファイルにはコン
ピュータの名前 (computername.GUID.xml) が付けられます。
4. ユーザーから伝えられたチャレンジ コードを入力し「次へ」をクリックします。チャレ
ンジ コードが検証されます。
チャレンジ コードが正しく入力されている場合は、コンピュータが要求する復旧処理
と、実行できる復旧処理が表示されます。コードが間違って入力された場合、エラー表
示の下に「無効なチャレンジ」と表示されます。
5. ユーザーが行う処理を選択し、「次へ」をクリックします。
6. レスポンス コードが生成されます。このレスポンス コードをユーザーに伝えます。スペ
ル支援を利用できます。レスポンス コードをクリップボードにコピーすることもできま
す。
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ユーザーは、レスポンス コードを入力し、必要な処理を実行して、作業を再開できます。

29.3 BitLocker 用の復旧
使用しているシステムに応じて、SafeGuard Enterprise では、チャレンジ/レスポンスを使
用して復旧を実行したり、ヘルプデスク担当者から復旧鍵を取得したりできます。SafeGuard
Enterprise チャレンジ/レスポンスの要件は、エンドポイントで BitLocker を管理するための
前提条件 (p. 172) を参照してください。

29.3.1 BitLocker で暗号化された SafeGuard Enterprise Client のレスポン
ス - UEFI エンドポイント
特定の要件を満たす UEFI エンドポイントに対して、SafeGuard Enterprise チャレンジ/レ
スポンスの復旧機能を使用することができます。要件を満たさない UEFI エンドポイントに
対しては、チャレンジ/レスポンスなしの SafeGuard BitLocker 管理が自動的にインストー
ルされます。このようなエンドポイントを復旧するには、BitLocker で暗号化された SafeGuard
Enterprise Client 用の復旧鍵 - BIOS エンドポイント (p. 256) を参照してください。
1. 「復旧の種類」ページで「SafeGuard Enterprise Client (管理型)」を選択します。
2. 「ドメイン」で、リストから対象のドメインを選択します。
3. 「コンピュータ」で、コンピュータ名を入力するか、対象のコンピュータ名を選択しま
す。これにはいくつかの方法があります。
■

■

■

名前を選択するには、「[...]」をクリックします。次に「今すぐ検索」をクリックし
ます。コンピュータのリストが表示されます。目的のコンピュータを選択し、「OK」
をクリックします。コンピュータ名が「復旧の種類」ページに表示されます。
コンピュータの短い名前を、フィールドに直接入力します。「次へ」をクリックする
と、データベースでこの名前が検索されます。見つかった場合は、コンピュータの識
別名が表示されます。
次のように、識別名の形式でコンピュータ名を直接入力します。
CN=Desktop1,OU=Development,OU=Headquarter,DC=Sophos,DC=edu

4. 「次へ」をクリックします。
5. アクセスするボリュームをリストから選択して、「次へ」をクリックします。
6. 「次へ」をクリックします。
チャレンジコードを入力できるページが表示されます。
7. ユーザーから伝えられたチャレンジ コードを入力し「次へ」をクリックします。
8. レスポンス コードが生成されます。このレスポンスコードをユーザーに提供します。ス
ペル支援を利用できます。また、レスポンス コードはクリップボードにコピーすること
もできます。
ユーザーはレスポンス コードを入力して、エンドポイントに再びアクセスできるようにな
ります。
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29.3.2 BitLocker で暗号化された SafeGuard Enterprise Client 用の復旧鍵
- BIOS エンドポイント
BitLocker で暗号化された BIOS コンピュータの場合、アクセスできなくなったボリューム
を復旧できる場合があります。
1. 「復旧の種類」ページで「SafeGuard Enterprise Client (管理型)」を選択します。
2. 「ドメイン」で、リストから対象のドメインを選択します。
3. 「コンピュータ」で、コンピュータ名を入力するか、対象のコンピュータ名を選択しま
す。これにはいくつかの方法があります。
■

■

■

名前を選択するには、「[...]」をクリックします。次に「今すぐ検索」をクリックし
ます。コンピュータのリストが表示されます。目的のコンピュータを選択し、「OK」
をクリックします。コンピュータ名が「ドメイン」の下の「復旧の種類」ウィンドウ
に表示されます。
コンピュータの短い名前を、フィールドに直接入力します。「次へ」をクリックする
と、データベースでこの名前が検索されます。見つかった場合は、コンピュータの識
別名が表示されます。
次のように、識別名の形式でコンピュータ名を直接入力します。
CN=Desktop1,OU=Development,OU=Headquarter,DC=Utimaco,DC=edu

4. 「次へ」をクリックします。
5. アクセスするボリュームをリストから選択して、「次へ」をクリックします。
6. 復旧ウィザードは、対応する 48桁の復旧鍵を表示します。
7. この鍵をユーザーに渡します。
ユーザーはこの鍵を入力して、エンドポイント上の BitLocker で暗号化されたボリュームを
復旧できます。

29.4 Mac エンドポイント用の復旧鍵
FileVault 2 で暗号化されている SafeGuard Enterprise Client にアクセスできなくなった場
合、使用できる状態に戻す方法は以下のとおりです。
1. 「復旧の種類」ページで「SafeGuard Enterprise Client (管理型)」を選択します。
2. 「ドメイン」で、リストから対象のドメインを選択します。
3. 「コンピュータ」で、コンピュータ名を入力するか、対象のコンピュータ名を選択しま
す。これにはいくつかの方法があります。
■

■
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■

次のように、識別名の形式でコンピュータ名を直接入力します。
CN=Desktop1,OU=Development,OU=Headquarter,DC=Utimaco,DC=edu

4. 「次へ」をクリックします。
5. 復旧ウィザードは、対応する 24桁の復旧鍵を表示します。
6. この鍵をユーザーに渡します。
ユーザーは復旧鍵を入力して Mac エンドポイントにログオンし、パスワードをリセットし
ます。

29.5 SafeGuard フルディスク暗号化とシステム復旧
SafeGuard Enterprise は、ファイルおよびドライブを透過的に暗号化します。起動ドライブ
も暗号化できます。このため、コード、暗号化アルゴリズム、暗号化鍵などの復号化機能
は、起動の初期段階で使用できる必要があります。この結果、復号化に必要な SafeGuard
Enterprise モジュールが使用不可能な場合や機能しない場合、暗号化された情報にアクセス
できなくなります。
以下のセクションでは、発生する可能性のある問題とその復旧方法について説明します。

29.5.1 外部メディアから起動してデータを復旧する
この種類の復旧は、ユーザーが、暗号化されたボリュームにはアクセスできなくなったとき
に使用できます。この場合、SafeGuard Enterprise 用にカスタマイズされた Windows PE
回復ディスクからコンピュータを起動することによって、暗号化されたデータに再度アクセ
スできます。
前提条件:
■

■

外部メディアから起動するユーザーには、そのための権限が必要です。これは、コン
ピュータの BIOS で設定する必要があります。
コンピュータは固定ハード ドライブ以外のメディアからの起動に対応している必要があ
ります。

コンピュータ上の暗号化されたデータに再度アクセスするには、次の手順を実行します。
1. ソフォスのテクニカルサポートから SafeGuard Enterprise Windows PE 回復ディスクを
入手します。
ヘルプデスク担当者は、ソフォス Web サイトのテクニカルサポート エリアから、最新
の SafeGuard Enterprise フィルタ ドライバを含む Windows PE 回復ディスクをダウン
ロードすることができます。詳細は次のサイトを確認してください。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/108805.aspx
2. Windows PE 回復ディスクをコンピュータに挿入します。
3. 復旧ディスクからコンピュータを起動して、仮想クライアントでチャレンジ/レスポンス
を実行します。詳細は、仮想クライアントを使用したチャレンジ/レスポンス (p. 245) を
参照してください。
このパーティションに保存されたデータに再びアクセスできるようになりました。
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注: 使用している BIOS によっては、ディスクから起動できないことがあります。

29.5.2 破損した MBR
SafeGuard Enterprise では、 BE_Restore.exe というツールを使って、破損した MBR を
復元することができます。
このツールを使用して破損した MBR を復元する方法の詳細は、「SafeGuard Enterprise
ツール ガイド」を参照してください。

29.5.3 破損したカーネル起動コード
カーネル起動コードが破損したハード ディスクにアクセスすることができます。これは、
鍵がカーネルとは別に KSA (鍵記憶域) に保存されているためです。カーネルと鍵が切り離
されているため、この種類のドライブは、別のコンピュータに接続すると復号化できます。
このためには、その別のコンピュータにログオンするユーザーが、起動できないパーティ
ションの KSA の鍵を鍵リングに持っている必要があります。
最悪の場合、パーティションはその別のコンピュータの Boot_Key のみで暗号化されます。
そうした場合、マスター セキュリティ担当者または復旧担当者は、この Boot_Key をユー
ザーに割り当てる必要があります。
詳細は、ハード ディスクを「スレーブ化」する (p. 259) を参照してください。

29.5.4 ボリューム
SafeGuard Enterprise では、ボリューム ベースの暗号化を行えます。この機能では、ブー
ト セクタ、プライマリ/バックアップ KSA、およびオリジナルのブート セクタから構成さ
れる暗号化情報が、それぞれのドライブに保存されます。
以下のいずれかの状況が発生すると、ボリュームにはアクセスできなくなります。
■

KSA (鍵記憶域) の両方が同時に破損した。

■

オリジナルの MBR が破損した。

29.5.4.1 ブート セクタ
暗号化処理時にボリュームのブートセクタは、SafeGuard Enterprise のブートセクタと置き
換えられます。
SafeGuard Enterprise のブートセクタには、以下の情報が保持されます。
■

■

パーティションの開始位置に対する、プライマリ/バックアップ KSA のクラスタおよび
セクタ内での位置
KSA のサイズ

SafeGuard Enterprise のブートセクタが破損した場合、暗号化されたボリュームにはアクセ
スできません。
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BE_Restore ツールを使用して、破損したブート セクタを復元できます。詳細は、
「SafeGuard Enterprise ツールガイド」を参照してください。

29.5.4.2 オリジナルのブート セクタ
オリジナルのブート セクタは、DEK (データ暗号化鍵) が復号化され、アルゴリズムおよび
鍵が BE フィルタ ドライバにロードされた後に実行されるセクタです。
この起動セクタが破損すると、Windows はボリュームにアクセスできなくなります。通常、
「このデバイスはフォーマットされていません。今すぐフォーマットしますか？はい/いい
え」という、一般的なエラー メッセージが表示されます。
それでもなお、SafeGuard Enterprise はこのボリュームの DEK をロードします。ブート セ
クタの修復に使用するツールは、SafeGuard Enterprise 上のボリューム フィルタと互換性
がある必要があります。

29.5.5 Windows の起動に関する問題
ボリューム固有の鍵 (起動セクタ、KSA (鍵記憶域)) が暗号化設計されているため、SafeGuard
Enterprise は非常に柔軟性が高くなっています。
SafeGuard の Power-on Authentication (SafeGuard Enterprise の暗号化サブシステムがイン
ストールされた Windows PE) から復旧メディアを起動することで、破損したシステムを復
旧できます。これらのメディアは、SafeGuard Enterprise で暗号化されたボリュームに透過
的に暗号化/復号化アクセスします。起動できないシステムの原因をそこから修復できます。

29.5.5.1 暗号化サブシステム
暗号化サブシステムは、BEFLT.sys などです。「Windows の起動に関する問題」で説明し
た手順を実行し、システムを修復してください。

29.5.6 SafeGuard Enterprise 用の WinPE を設定する
WinPE 環境内でコンピュータのブート鍵を使用して暗号化されたドライブにアクセスする
ために、SafeGuard Enterprise は必要な SafeGuard Enterprise 機能モジュールおよびドラ
イバを備えた WinPE を提供します。SetupWinPE を起動するには、次のコマンドを入力し
ます。
SetupWinPE -pe2 <WinPE イメージ ファイル>
WinPE イメージ ファイルは、WinPE イメージ ファイルのフル パス名です。
SetupWinPE によって必要なすべての変更が行われます。
注: この種類の WinPE 環境では、ブート鍵で暗号化された暗号化ドライブのみにアクセス
できます。ユーザー鍵で暗号化されたドライブには、この環境ではその鍵を使用できないた
め、アクセスできません。

29.5.7 ハード ディスクを「スレーブ化」する
SafeGuard Enterprise では、暗号化されたボリュームまたはハード ディスクをスレーブ化
できます。このため、エンド ユーザー、Windows 管理者、および SafeGuard Enterprise の
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セキュリティ担当者は、セクタベースの暗号化が有効な場合も、新しいボリュームまたは
ハード ディスクを接続または削除することができます。
ボリュームの KSA には、以下に示す必要なすべての情報が保持されます。
■

ランダムに生成された DEK。

■

ボリュームの暗号化に使用される暗号化アルゴリズムの識別子。

■

DEK を暗号化および復号化できる KEK (鍵暗号化鍵) GUID の一覧。

■

ボリュームにはそのサイズも含まれます。

SafeGuard Enterprise で暗号化されたボリュームには、ユーザーまたはコンピュータが鍵リ
ングにそのボリュームの KSA の KEK を持つ場合、SafeGuard Enterprise で保護されたす
べてのエンドポイントからアクセスできます。
ユーザーまたはコンピュータは、KEK で暗号化された DEK を復号化できる必要がありま
す。
配布可能な KEK (OU、グループ、ドメイン鍵など) で暗号化されたボリュームには、多数の
ユーザおよびコンピュータがアクセスできます。これは、ドメインの多数のユーザーまたは
コンピュータが、その鍵リングにこの鍵を持つためです。
ただし、SafeGuard Enterprise で保護されたエンドポイントの個々のブート鍵 (「Boot_コ
ンピュータ名」) のみで暗号化されたボリュームには、その特定のコンピュータのみからア
クセスできます。
ボリュームが元のコンピュータで起動しない場合は、SafeGuard Enterprise で保護された別
のエンドポイントに「スレーブ化」することができます。ただし、そのときに正しいブート
鍵にはアクセスできません。ブート鍵には、別の方法でアクセスする必要が生じます。
ユーザーが別のコンピュータからこのボリュームにアクセスしようとすると、アクセスは成
功します。これは、KSA 内の KEK と他のユーザーまたはコンピュータの鍵リングが再び一
致するからです。

29.5.7.1 例
Alice は彼女自身の個人用ユーザー鍵を持っています。Alice が自分の他のコンピュータ
(「Laptop_Alice」) にログオンすると、「SGNCLT」コンピュータのブート鍵で暗号化され
たボリュームにアクセスできません。
SafeGuard Enterprise で保護されたエンドポイント「SGMCLT」のみが独自のブート鍵
BOOT_SGMCLT を持ちます。
セキュリティ担当者は、以下のようにして Alice にブート鍵「BOOT_SGNCLT」を割り当
てます。
1. ユーザー Alice を選択します。
2. SafeGuard Enterprise ツール バーの検索アイコンをクリックします。これにより、検索
ダイアログが開き、ブート鍵も表示されます。
3. 「BOOT_SGMCLT」鍵を選択します。
Alice が持つ鍵は「User_Alice」と「BOOT_SGMCLT」の 2つになりました。これは「鍵と
証明書」で確認できます。
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「BOOT_SGMCLT」は 2 回割り当てられています。SGMCLT コンピュータに対してと、
ユーザー Alice に対してです。
Alice は、ログオンできる任意の他の SafeGuard Enterprise で保護されているコンピュータ
の暗号化ボリュームにアクセスできるようになりました。
これで、Alice は、Windows エクスプローラや regedit.exe などのツールを使用して、起動
の問題の原因を容易に解決できるようになりました。
問題を解決できないという最悪のシナリオでは、Alice は、データを別のドライブに保存し、
ボリュームを再フォーマットするか、新規として再度セットアップすることができます。
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30 破損した SafeGuard Management
Center の復元
インストールした SafeGuard Management Center が破損したものの、データベースには問
題がない場合は、セキュリティ担当者の証明書のバックアップと既存のデータベースを使
い、SafeGuard Management Center をインストールしなおすとソフトウェアを簡単に復元
できます。
■

■

関連するデータベース構成のマスター セキュリティ担当者の証明書を .p12 ファイルに
エクスポートして、有効かつ利用できる状態にしておく必要があります。
.p12 ファイルのパスワードと証明書ストアのパスワードが必要です。

破損した SafeGuard Management Center の復元方法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center インストール パッケージをインストールしなおします。
SafeGuard Management Center を開きます。構成ウィザードが自動的に起動します。
2. 「データベース接続」で関連するデータベースサーバーを選択し、必要に応じてデータ
ベースへの接続を設定します。「次へ」をクリックします。
3. 「データベースの設定」で「使用可能なデータベースから選択」をクリックし、一覧か
ら関連するデータベースを選択します。
4. 「セキュリティ担当者のデータ」で次のいずれかを実行します。
■

■

証明書ファイルのバックアップがコンピュータにある場合は、そのファイルが表示さ
れます。SafeGuard Management Center で認証に使用するパスワードを入力します。
バックアップした証明書ファイルがコンピュータ上に見つからない場合は、「イン
ポート」を選択します。バックアップした証明書ファイルを参照し、「開く」をク
リックします。選択した証明書ファイルのパスワードを入力します。「はい」をク
リックします。SafeGuard Management Center で認証に使用するパスワードを入力・
確認入力します。

5. 「次へ」をクリックします。そして、「完了」をクリックし、 SafeGuard Management
Center の設定を完了します。
破損した SafeGuard Management Center が復元されます。
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31 破損したデータベース設定の復元
破損したデータベースの設定は、SafeGuard Management Center をインストールしなおし
てバックアップした証明書ファイルから新しいデータベース インスタンスを作成すると修
復されます。修復後、既存の SafeGuard Enterprise エンドポイントは、これまでどおり新
しくインストールしたデータベースからポリシーを取得します。
■

■

関連するデータベース設定の企業およびマスター セキュリティ担当者の証明書を .p12
ファイルにエクスポートし、有効で利用できる状態になっている必要があります。
2つの .p12 ファイルのパスワードと証明書ストアのパスワードが必要です。

注: この方法によるデータベースの復元は、有効なデータベースのバックアップがない場合
のみに推奨します。この方法で復元されたバックエンドに接続されているすべてのコンピュー
タで、UMA (User Machine Assignment) が失われ、その結果、SafeGuard Power-on
Authentication が一時的に無効になります。チャレンジ/レスポンス機能は、当該のエンドポ
イントから鍵情報が送信されるまで使用することはできません。
破損したデータベース構成の復元方法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center インストール パッケージを再インストールします。
SafeGuard Management Center を開きます。構成ウィザードが自動的に起動します。
2. 「データベース接続」で「新しいデータベースを作成する」を選択します。「データベー
ス設定」でデータベースの接続を設定します。「次へ」をクリックします。
3. 「セキュリティ担当者のデータ」で関連する MSO を選択し、「インポート」をクリッ
クします。
4. 「認証証明書のインポート」で証明書ファイルのバックアップを参照します。「鍵ファ
イル」でこのファイル用のパスワードを入力・確認入力します。「OK」をクリックしま
す。
5. MSO 証明書がインポートされます。「次へ」をクリックします。
6. 「企業証明書」で「既存の企業証明書を使用して復元する」を選択します。「インポー
ト」をクリックし、有効な企業証明書が含まれるバックアップ済み証明書ファイルを参
照します。証明書ストアに指定されたパスワードを入力するように求められます。パス
ワードを入力し、「OK」をクリックして確認します。表示されるメッセージで、「は
い」を入力します。
企業証明書がインポートされます。
7. 「次へ」をクリックし、さらに「完了」をクリックします。
データベース設定が復元されます。
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32 インベントリおよびステータスデータ
SafeGuard Enterprise はエンドポイントから広範なインベントリ データおよびステータス
データを読み取ります。このデータは、各コンピュータの現在の状態を示します。データ
は、SafeGuard Management Center の「インベントリ」タブの「ユーザーとコンピュータ」
に表示されます。
セキュリティ担当者は、インベントリ データおよびステータス データを表示、エクスポー
ト、印刷できます。たとえば、エンドポイントが暗号化されたことを示すため、コンプライ
アンス レポートを作成できます。並べ替えやフィルタなどの幅広い機能を活用して、適切
なデータを選択することができます。
たとえば、「インベントリ」は、各マシンについての次のデータを提供します。
■

適用されたポリシー。

■

前回サーバーに接続した日時。

■

すべてのメディアの暗号化状態。

■

POA の状態と種類。

■

インストール済み SafeGuard Enterprise モジュール。

■

WOL の状態。

■

ユーザー データ。

32.1 インベントリにある Mac エンドポイント
「インベントリ」は、SafeGuard Management Center で管理される Mac のステータス デー
タを提供します。詳細は、Mac のインベントリおよびステータス データ (p. 294) を参照して
ください。

32.2 インベントリ データを表示する
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで「ユーザーとコンピュータ」
をクリックします。
2. ナビゲーション ペインで、左側の関連するコンテナ (ドメイン、ワークグループ、また
はコンピュータ) をクリックします。
3. 処理ペインで、右側の「インベントリ」タブに切り替えます。
4. 「フィルタ」ペインで、インベントリの表示に適用するフィルタを選択します。インベ
ントリ データのフィルタ表示 (p. 265) を参照してください。
注: 特定のコンピュータを選択した場合、「インベントリ」タブに切り替えるとすぐに
インベントリ データが表示されます。ここでは「フィルタ」ペインは使用できません。
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5. 「フィルタ」ペインで、検索アイコンをクリックします。
選択したコンテナ内のすべてのマシンについてのインベントリ データおよびステータス
データが概要テーブルに表示されます。各マシンに対して、「ドライブ」、「ユーザー」、
「機能」タブも使用できます。
列ヘッダーをクリックすると、選択した列の値に基づいて、インベントリ データを並べ替
えることができます。各列のショートカット メニューには、並べ替え、グループ化、表示
のカスタマイズなどのいくつかの機能が用意されています。インベントリで表示されるアイ
テムは、アクセス権限に応じて色分けされます。
■

「フルアクセス権」のあるオブジェクトのアイテムは黒で表示されます。

■

「読み取り専用」アクセス権限のあるオブジェクトのアイテムは青で表示されます。

■

アクセス権限のないオブジェクトのアイテムはグレーアウト表示されます。

32.3 非表示の列を表示する
インベントリ データでは、デフォルトで非表示になっている列もあります。
1. インベントリ データ タブで、列のヘッダ バーを右クリックします。
2. ショートカット メニューで「ランタイムの列のカスタマイズ」を選択します。
「カスタマイズ」ウィンドウに非表示の列が表示されます。
3. 必要な列を「カスタマイズ」ウィンドウから列のヘッダ バーにドラッグします。
列は、インベントリ データ タブに表示されます。再度、非表示にする場合は、「カスタマ
イズ」ウィンドウにドラッグします。

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

フィールド

説明

コンピュータ名

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

サブコンテナを含める

表示にサブコンテナを含める場合は、このフィールドを有効にし
ます。

表示件数

表示件数 (最終更新日順) を指定するフィールドです。

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

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

32.6 概要
概要の各列には、次の情報が表示されます。
注: デフォルトで非表示になっている列もあります。設定をカスタマイズして、非表示の列
を表示することもできます。詳細は、非表示の列を表示する (p.265) を参照してください。

列

説明

マシン名

コンピュータ名が表示されます。

ドメイン

コンピュータのドメイン名が表示されます。

Windows 2000 より前のドメ Windows 2000 より前のドメイン名が表示されます。
イン
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ユーザー名 (所有者)

コンピュータの所有者のユーザー名が表示されます (表示可能な場
合)。

名

所有者の名前 (名) が表示されます (表示可能な場合)。

姓

所有者の名前 (姓) が表示されます (表示可能な場合)。

メール アドレス

所有者のメール アドレスが表示されます (表示可能な場合)。
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列

説明

他の登録ユーザー

コンピュータの他の登録ユーザーの名前が表示されます (表示可能な
場合)。

OS

コンピュータの OS が表示されます。

前回サーバーに接続した日時 コンピュータが前回サーバーに接続した日時が表示されます。
前回ポリシーを受信した日時 コンピュータが前回ポリシーを受信した日時が表示されます。
暗号化されたドライブ

コンピュータの暗号化されたドライブが表示されます。

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

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

POA

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

WOL

コンピュータの Wake on LAN を有効にするかどうかを指定します。

更新日

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

要求された更新

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

親 DSN

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

現在の企業証明書

コンピュータで現在の企業証明書を使用するかどうかを指定します。

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

説明

ドライブ名

ドライブ名が表示されます。

ラベル

Mac ドライブのラベルが表示されます。

種類

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

状態

ドライブの暗号化状態が表示されます。
注: SafeGuard BitLocker 管理がエンドポイントにインストール
されている場合、ドライブの暗号化状態として「準備されてい
ません」が表示される場合があります。これは、必要な準備が
行われていないため、現在、このドライブを BitLocker で暗号
化できないことを示します。これは、管理対象エンドポイント
のみに適用されます。管理対象外のエンドポイントは、インベ
ントリ データをレポートできません。
BitLocker ドライブを管理・暗号化するための前提条件は、エン
ドポイントで BitLocker を管理するための前提条件 (p. 172) を参
照してください。
管理対象外のエンドポイントの暗号化状態は、SGNState コマ
ンドライン ツールで確認できます。詳細は、「SafeGuard
Enterprise ツールガイド」を参照してください。

アルゴリズム

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

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

説明

ユーザー名

ユーザーのユーザー名が表示されます。

識別名

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

所有者として登録

ユーザーがマシンの所有者として定義されているかどうかが表示
されます。

ロックされているユーザー

ユーザーがロックされているかどうかが表示されます。
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列

説明

SGN Windows ユーザー

ユーザーが SGN Windows ユーザーであるかどうかが表示されま
す。SGN Windows ユーザーは、SafeGuard POA には追加されま
せんが、SGN ユーザーと同様に、暗号化されたファイルにアクセ
スするための鍵リングを使用できます。エンドポイントでの SGN
Windows ユーザーの登録は、種類が「マシンの設定」のポリシー
で有効化できます。

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

列

説明

モジュール名

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

バージョン

インストールされている SafeGuard Enterprise モジュールのソフト
ウェア バージョンが表示されます。

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

列

説明

件名

企業証明書のサブジェクトの識別名を表示。

シリアルポート

企業証明書のシリアル番号を表示。

発行者

企業証明書の発行者の識別名を表示。

有効期間の開始日

企業証明書の有効期間の開始日時を表示。

有効期間の終了日

企業証明書の有効期間の終了日時を表示。

新しい企業証明書の有無

現在エンドポイントにある企業証明書より新しいものがあるかを
表示。
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32.11 インベントリ レポートを作成する
セキュリティ担当者は、複数の形式でインベントリ データのレポートを作成できます。た
とえば、エンドポイントが暗号化されたことを示すため、コンプライアンス レポートを作
成できます。レポートは、印刷したり、ファイルにエクスポートしたりできます。

32.11.1 インベントリ レポートを印刷する
1. SafeGuard Management Center で、「ファイル」をクリックします。
2. レポートを直接印刷したり、印刷プレビューを表示したりできます。
印刷プレビューでは、ページのレイアウト (ヘッダ、フッタなど) の編集など、さまざま
な操作を実行することができます。
■

■

印刷プレビューを表示するには、「ファイル > 印刷プレビュー」を選択します。
印刷プレビューを表示しないでドキュメントを印刷するには、「印刷」を選択しま
す。

32.11.2 インベントリ レポートをファイルにエクスポートする
1. SafeGuard Management Center で、「ファイル」をクリックします。
2. 「印刷 > プレビュー」を選択します。
インベントリ レポートの「プレビュー」が表示されます。
プレビューでは、ページのレイアウト (ヘッダ、フッタなど) の編集など、さまざまな操
作を実行することができます。
3. 「プレビュー」ウィンドウのツール バーで、「ドキュメントをエクスポート...」アイコ
ンのドロップ ダウン リストを選択します。
4. リストから適切なファイルの種類を選択します。
5. 適切なエクスポート オプションを選択し、「OK」をクリックします。
インベントリ レポートが、指定した種類のファイルとしてエクスポートされます。
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33 レポート
セキュリティ関連の事象を記録することは、詳細なシステム分析のための必要条件です。ロ
グ出力されたイベントは、特定のワークステーション上やネットワーク内のプロセスの正確
な追跡を容易にします。イベントをログに出力することで、たとえば、第三者によって行わ
れたセキュリティの侵害を検証できます。ログ機能を使用することで、管理者とセキュリ
ティ担当者は、ユーザー権限の割り当てにおけるエラーを発見し、修正することができま
す。
SafeGuard Enterprise は、すべてのエンドポイントの活動と状態情報、管理者による処理、
およびセキュリティ関連イベントを記録し、集中的に保存します。ログ機能は、インストー
ルされている SafeGuard 製品によって実行されるイベントを記録します。ログの種類は、
「ログ」タイプのポリシーで定義します。ログ ポリシーでは、ログに記録されるイベント
の出力および保存場所も指定します。保存場所は、エンドポイントの Windows イベント ロ
グまたは SafeGuard Enterprise データベースです。
必要な権限のあるセキュリティ担当者は、SafeGuard Management Center に表示される状
態情報およびログ レポートを、表示、印刷、およびアーカイブできます。SafeGuard
Management Center は広範な並べ替えおよびフィルタ機能を備えており、使用可能な情報
から関連するイベントを選択する際に非常に便利です。
Crystal Reports や Microsoft System Center Operations Manager などを使用して、ログ デー
タベースを自動的に分析することもできます。SafeGuard Enterprise は、クライアントおよ
びサーバー側の署名を使用して、不正な操作からログ エントリを保護します。
ログ ポリシーに応じて、次のカテゴリのイベントをログに取得できます。
■

認証

■

管理

■

システム

■

暗号化

■

クライアント

■

アクセス制御

■

■

SafeGuard Data Exchange では、該当するイベントをログに記録することで、リムー
バブル メディア上でアクセスされたファイルを追跡することができます。この種類のレ
ポートについての詳細は、リムーバブル メディアとクラウドストレージに関するファイ
ルアクセスのレポート (p. 276) を参照してください。
SafeGuard Cloud Storage では、該当するイベントをログに記録することで、クラウド
ストレージでアクセスされたファイルを追跡することができます。この種類のレポート
についての詳細は、リムーバブル メディアとクラウドストレージに関するファイルアク
セスのレポート (p. 276) を参照してください。
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33.1 適用シナリオ
SafeGuard Enterprise のログ機能は、イベントを記録して分析するための、使いやすい包括
的なソリューションです。以下の例では、SafeGuard Enterprise の「レポート」の代表的な
使用シナリオを示します。

33.1.1 ネットワーク内のエンドポイント監視の一元化
セキュリティ担当者は、定期的に重要なイベント (たとえば、不正なデータ アクセスや、一
定の時間内に試みられて失敗したログオンの回数) についての情報を受け取ることができま
す。セキュリティ担当者は、ログ ポリシーを使用して、エンドポイントで発生したすべて
のセキュリティ関連イベントをローカル ログ ファイルに記録するようログ プロセスを構成
できます。このログ ファイルは、イベントの数が特定の値に達すると、SafeGuard Enterprise
Server によって SafeGuard Enterprise データベースに転送されます。セキュリティ担当者
は、SafeGuard Management Center の「イベント ビューア」を使用して、イベントを取
得、表示、および分析できます。各エンドポイントで実行されたプロセスを、ユーザーの介
入なしで、ログで一括して監査できます。

33.1.2 モバイル ユーザーの監視
通常、モバイル ユーザーは、企業内ネットワークに常時接続していません。たとえば、営
業担当者は、会議中はノート PC を切断する場合があります。このようなユーザーがネット
ワークに再びログオンするとただちに、オフラインの間に記録された SafeGuard Enterprise
のイベントが転送されます。ログ機能を利用すれば、コンピュータがネットワークに接続さ
れていなかった期間中にもユーザーの活動の概要を正確に把握できます。

33.2 前提条件
イベントは SafeGuard Enterprise Server によって処理されます。SafeGuard Management
Center のコンポーネントまたは SafeGuard Enterprise Server そのものなど、SafeGuard
Enterprise クライアントがインストールされていないコンピュータでレポート機能を有効に
する場合は、SafeGuard Enterprise Server にイベントが送信されるようにする必要があり
ます。そのようにするには、コンピュータにクライアント構成パッケージをインストールし
ます。インストールすると、コンピュータが SafeGuard Enterprise Server 上でクライアン
トとしてアクティブ化し、Windows または SafeGuard Enterprise のログ機能も有効になり
ます。
クライアント構成パッケージの詳細は、構成パッケージについて (p. 98) を参照してくださ
い。

33.3 イベント ログの出力先
イベント ログの出力先は、Windows イベント ビューアまたは SafeGuard Enterprise デー
タベースです。関連する出力先には、SafeGuard 製品に関係のあるイベントのみが書き込
まれます。
ログに記録されるイベントの出力先は、ログ ポリシーで指定します。
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33.3.1 Windows イベント ビューア
ログ ポリシーで出力先として Windows イベント ビューアを定義したイベントは、Windows
イベント ビューアに記録されます。Windows イベント ビューアでは、システム、セキュリ
ティ、およびアプリケーションのイベントのログを表示および管理できます。また、これら
のイベントのログを保存できます。これらの手順を実行するには、関連するエンドポイント
の管理者アカウントが必要です。Windows イベント ビューアでは、イベントの説明文の代
わりにエラー コードが表示されます。
注: SafeGuard Enterprise イベントを Windows イベント ビューアで表示するための前提条
件は、エンドポイントにクライアントの構成パッケージがインストールされていることで
す。
注: この章では、SafeGuard Management Center でイベント ログを表示、管理、および分
析する方法について説明します。Windows イベント ビューアの詳細は、Microsoft のドキュ
メントを参照してください。

33.3.2 SafeGuard Enterprise データベース
ログ ポリシーで出力先として SafeGuard Enterprise データベースを定義したイベントは、
関連するエンドポイントのローカル キャッシュの auditing\SGMTranslog ディレクトリの
ローカル ログ ファイルに収集されます。ログ ファイルは転送メカニズムに送信され、
SafeGuard Enterprise サーバーを介してデータベースに転送されます。デフォルトでは、転
送メカニズムがサーバーへの接続の確立に成功するとすぐに、ファイルが送信されます。ロ
グ ファイルのサイズは、「全般設定」タイプのポリシーでログ エントリの最大数を定義す
ることで制限できます。エントリの数が指定した値に達すると、ログ ファイルは SafeGuard
Enterprise Server の転送キューに送信されます。データベースに記録されたイベントは、
SafeGuard Enterprise の「イベント ビューア」または「ファイルの追跡ビューア」で表示
できます。セキュリティ担当者は、データベースに記録されたイベントを表示、分析、管理
する権限が必要です。

33.4 ログの設定を定義する
レポートの設定は、次の 2つのポリシーで定義します。
■

全般設定ポリシー
「全般設定」ポリシーでは、ログ エントリの最大数を指定できます。この値に達する
と、集中管理用データベースに送るイベントを含むログ ファイルは、SafeGuard Enterprise
データベースに転送されます。これにより、転送される個別のログ ファイルのサイズが
減ります。この設定は任意です。

■

ログ ポリシー
ログに記録するイベントは、ログ ポリシーで指定します。このポリシーでは、必要なポ
リシー権限を持つセキュリティ担当者が、どのイベントをどの出力先に記録するかを定
義します。
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33.4.1 フィードバックのためのイベント数を定義する
1. SafeGuard Management Center ツール バーの「ポリシー」ボタンをクリックします。
2. 「全般設定」ポリシーを新しく作成するか、既存のポリシーを選択します。
3. 「ログ」の「フィードバックするまでのイベント数」フィールドで、ログ ファイルのイ
ベントの最大数を指定します。
4. 設定を保存します。
ポリシーを割り当てた後、指定したイベントの数が適用されます。

33.4.2 イベントを選択する
1. SafeGuard Management Center で「ポリシー」を選択します。
2. 「ログ」ポリシーを新しく作成するか、既存のポリシーを選択します。
右側の処理ペインの「ログ」の下に、ログを取得できるすべての定義済みイベントが表
示されます。デフォルトで、イベントは、「レベル」でグループ分けされます (例: 「警
告」、「エラー」など)。しかし、並び替え方法は変更できます。列のヘッダをクリック
すると、「ID」や「カテゴリ」などでイベントを並べ替えることができます。
3. イベントを SafeGuard Enterprise データベースに記録するように指定するには、「デー
タベースにイベントを記録する」アイコンが表示されている列をクリックしてイベント
を選択します。イベントを Windows イベント ビューアに記録する場合は、「イベント
ログへのログ出力」イベント ログ アイコンが表示されている列をクリックします。
もう 1 度クリックすると、イベントの選択を解除して無効に設定できます。イベントの
設定を定義しないと、関連するデフォルト値が適用されます。
4. 選択されているすべてのイベントには、該当する列に緑のチェックマーク記号が表示さ
れます。設定を保存します。
ポリシーを割り当てると、選択したイベントが該当する出力先に記録されます。
注: ログに使用できるすべてのイベントのリストの詳細は、レポートに含めることのできる
イベント (p. 299) を参照してください。

33.5 ログ出力されたイベントを表示する
必要な権限のあるセキュリティ担当者は、セントラル データベースに記録されているイベ
ントを、SafeGuard Management Center のイベント ビューアで表示できます。
セントラル データベースに記録されているエントリを取得方法は次のとおりです。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで、「レポート」をクリック
します。
2. 「レポート」ナビゲーション ペインで、「イベント ビューア」を選択します。
3. 右側の処理ペインの「イベント ビューア」で、検索アイコンをクリックします。
データベースに記録されているすべてのイベントが、イベント ビューアに表示されます。
各列には、記録されているイベントに関する次の情報が表示されます。
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列

説明

ID

イベントを識別する番号が表示されます。

イベント

イベントを説明するテキストが表示されます。

カテゴリ

ソース (暗号化、認証、システムなど) によるイベントのカテ
ゴリです。

アプリケーション

イベント発生元のソフトウェアペイン (SGMAuth、
SGBaseENc、SGMAS) が表示されます。

コンピュータ

記録されたイベントが発生したコンピュータの名前が表示さ
れます。

コンピュータ ドメイン

記録されたイベントが発生したコンピュータのドメインが表
示されます。

ユーザー

イベントが発生したときにログオンしていたユーザーが表示
されます。

ユーザー ドメイン

イベントが発生したときにログオンしていたユーザーのドメ
インが表示されます。

ログ日時

エンドポイントでイベントが記録されたときのシステムの日
付と時刻が表示されます。

関連する列のヘッダーをクリックすると「レベル」や「カテゴリ」などでイベントを並べ替
えることができます。
さらに、関連する列のショートカット メニューには、イベント ビューアの並べ替え、グ
ループ化、カスタマイズに関する複数の機能があります。
イベント ビューアのエントリをダブルクリックすると、ログ出力されたイベントに関する
イベントの詳細を表示できます。

33.5.1 SafeGuard Enterprise イベントビューアでのフィルタ機能の使用
SafeGuard Management Center には、広範なフィルタ機能が用意されています。これらの
機能を使用すると、表示されるイベントから関連するイベントをすばやく検索できます。
「イベント ビューア」の「フィルタ」ペインには、フィルタを定義するための次のフィー
ルドがあります。

フィールド

説明

カテゴリ

このフィールドを使用すると「カテゴリ」列に表示されるソース
のカテゴリ (「暗号化」、「認証」、「システム」など) に従って
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フィールド

説明
「イベント ビューア」をフィルタできます。フィールドのドロッ
プダウン リストから必要なカテゴリを選択します。

エラー レベル

このフィールドを使用すると「レベル」列に表示される Windows
イベントのカテゴリ (警告、エラーなど) に従って「イベント
ビューア」をフィルタできます。フィールドのドロップダウン リ
ストから必要なレベルを選択します。

表示件数

このフィールドでは、表示するイベントの数を定義できます。記
録された最後のイベントが、指定の数だけ表示されます (デフォ
ルトでは最後のイベント 100件)。

さらに、フィルタ エディタを使用して、ユーザー定義フィルタを作成できます。フィルタ
エディタは、各レポート列のショートカット メニューで表示できます。「フィルタ ビル
ダー」ペインでフィルタを定義して、関連する列に適用できます。

33.6 リムーバブル メディアとクラウドストレージに関
するファイルアクセスのレポート
SafeGuard Data Exchange および SafeGuard Cloud Storage では、リムーバブルメディ
アやクラウドストレージでアクセスされたファイルを追跡することができます。リムーバブ
ル メディアやクラウドストレージのファイルに対して暗号化ポリシーが適用されているか
どうかに関わらず、次のようなイベントをログに記録できます。
■

■

■

リムーバブル メディア デバイスまたはクラウドストレージでファイルやディレクトリが
作成された。
リムーバブル メディア デバイスまたはクラウドストレージでファイルやディレクトリの
名前が変更された。
リムーバブル メディア デバイスまたはクラウドストレージでファイルやディレクトリが
削除された。

ログポリシーを定義したときの設定によって、ファイルアクセスの追跡イベントは、Windows
イベント ビューア、または SafeGuard Enterprise の「ファイルの追跡ビューア」で表示で
きます。

33.6.1 ファイルアクセスの追跡を設定する
1. SafeGuard Management Center で「ポリシー」を選択します。
2. 「ログ」ポリシーを新しく作成するか、既存のポリシーを選択します。
右側の処理ペインの「ログ」の下に、ログを取得できるすべての定義済みイベントが表
示されます。列のヘッダをクリックすると、「ID」や「カテゴリ」などでイベントを並
べ替えることができます。
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3. ファイルアクセスの追跡を有効化するには、必要に応じて、次のいずれかのログ イベン
トを選択してください。
■

リムーバブル メディアに保存されているファイルの場合:
■

■

■

■

ID 3020 リムーバブルメディア上のファイルの追跡: ファイルが作成されました。
ID 3021 リムーバブルメディア上のファイルの追跡: ファイル名が変更されまし
た。
ID 3022 リムーバブルメディア上のファイルの追跡: ファイルが削除されました。

クラウドストレージに保存されているファイルの場合:
■

ID 3025 クラウドストレージ上のファイルの追跡: ファイルが作成されました。

■

ID 3026 クラウドストレージ上のファイルの追跡: ファイル名が変更されました。

■

ID 3027 クラウドストレージ上のファイルの追跡: ファイルが削除されました。

イベントを SafeGuard Enterprise データベースに記録するように指定するには、「デー
タベースにイベントを記録する」アイコンが表示されている列をクリックしてイベント
を選択します。イベントを Windows イベント ビューアに記録する場合は、「イベント
ログへのログ出力」イベント ログ アイコンが表示されている列をクリックします。
選択されているすべてのイベントには、該当する列に緑のチェックマーク記号が表示さ
れます。
4. 設定を保存します。
ポリシーを適用後、ファイルアクセスの追跡がアクティブになり、選択したイベントが指定
した出力先に記録されます。
注: ファイルアクセスの追跡を有効化するとサーバーの負荷が大きく増加しますので注意し
てください。

33.6.2 ファイルアクセスの追跡イベントを表示する
ファイルアクセスの追跡のログを表示するには、「ファイルの追跡のイベントを表示する」
権限が必要です。
1. SafeGuard Management Center のナビゲーション ペインで、「レポート」をクリック
します。
2. 「レポート」ナビゲーション ペインで、「ファイルの追跡ビューア」を選択します。
3. 右側の処理ペインの「ファイルの追跡ビューア」で、検索アイコンをクリックします。
データベースに記録されているすべてのイベントが、「ファイルの追跡ビューア」に表示さ
れます。表示項目は、「イベント ビューア」と同じです。詳細は、ログ出力されたイベン
トを表示する (p. 274) を参照してください。
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33.7 レポートを印刷する
SafeGuard Management Center の「イベント ビューア」や「ファイルの追跡ビューア」に
表示されているイベント レポートは、SafeGuard Management Center のメニュー バーの
「ファイル」メニューから印刷できます。
■

■

レポートを印刷する前に印刷のプレビューを表示するには、「ファイル > 印刷プレ
ビュー」を選択します。印刷プレビューでは、複数の出力形式 (PDF など) に関連ドキュ
メントをエクスポートしたり、ページ レイアウト (ヘッダーやフッターなど) を編集した
りすることができます。
印刷プレビューを表示しないでドキュメントを印刷するには、「ファイル > 印刷」を選
択します。

33.8 ログ出力されたイベントの連結
集中管理用データベースに送られるイベントは、SafeGuard Enterprise データベースの
EVENT テーブルに記録されます。このテーブルには整合性保護を適用できます。イベント
は、EVENT テーブル内の連結されたリストとして記録できます。連結されているため、リ
ストの各エントリは前のエントリに依存します。リストからエントリが削除される場合は認
識でき、整合性チェックにより検証できます。
パフォーマンスを向上させるために、デフォルトでは EVENT テーブル内のイベントの連結
は無効になっています。整合性を確認するために、ログ出力されたイベ ントの連結を有効
にすることもできます (ログ出力されたイベントの整合性を確認する (p. 279) を参照)。
注: ログ出力されたイベントの連結が無効になっている場合は、EVENT テーブルに整合性
保護は適用されません。
注: イベントの数が多すぎる場合、パフォーマンスに影響を与える場合があります。イベン
トをクリーンアップして、パフォーマンスの問題を回避する方法の詳細は、スクリプトによ
りスケジュールされたイベント クリーンアップ (p. 280) を参照してください。

33.8.1 ログ出力されたイベントの連結を有効にする
1. Web サーバーで Web サービス SGNSRV を停止します。
2. データベースからすべてのイベントを削除し、削除中にバックアップを作成します (選択
されたイベント、またはすべてのイベントを削除する (p. 279) を参照)。
注: データベースから古いイベントをすべて削除しないと、残っている古いイベントで
は連結が有効になっていないため、連結が正しく機能しません。
3. 次のレジストリ キーを 0 に設定するか、または削除します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Utimaco\SafeGuard Enterprise
DWORD:DisableLogEventChaining = 0
4. Web サービスを再開します。
ログ出力されたイベントの連結が有効になります。
注: イベントの連結を再び無効にするには、このレジストリ キーを 1 に設定します。
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33.9 ログ出力されたイベントの整合性を検証する
前提条件:ログ出力されたイベントの整合性を確認するには、EVENT テーブル内のイベント
の連結を有効にする必要があります。
1. SafeGuard Management Center で「レポート」をクリックします。
2. SafeGuard Management Center のメニュー バーで「処理 > 整合性のチェック」を選択
します。
ログのイベントの整合性に関するメッセージが表示されます。
注: イベントの連結が無効になっている場合は、エラーが返されます。

33.10 選択されたイベント、またはすべてのイベントを削
除する
1. SafeGuard Management Center で「レポート」をクリックします。
2. 「イベント ビューア」で、削除するイベントを選択します。
3. 選択されたイベントを削除するには、「処理 > イベントの削除」を選択するか、ツール
バーにある「イベントの削除」アイコンをクリックします。すべてのイベントを削除す
るには、「処理 > すべてのイベントの削除」を選択するか、ツール バーにある「すべて
のイベントの削除」アイコンをクリックします。
4. 選択されたイベントを削除する前に、バックアップ ファイルを作成できるように「イベ
ントをバック アップ」ペインが表示されます (バックアップ ファイルを作成する (p.279)
を参照)。
イベントが、イベント ログから削除されます。

33.11 バックアップ ファイルを作成する
イベントを削除するときは、SafeGuard Management Center イベント ビューアに表示され
るレポートのバックアップ ファイルを作成できます。
1. 「処理 > イベントの削除」または「処理 > すべてのイベントの削除」を選択すると、イ
ベントが削除される前にバックアップ ファイルを作成するための「イベントをバック
アップ」ペインが表示されます。
2. イベント ログの .XML バックアップ ファイルを作成するには、ファイル名とファイルの
場所を入力し「OK」をクリックします。

33.12 バックアップ ファイルを開く
1. SafeGuard Management Center で「レポート」をクリックします。
2. SafeGuard Management Center のメニュー バーで「処理 > バックアップ ファイルを開
く」を選択します。
「イベントのバックアップを開く」ペインが表示されます。
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3. 開くバックアップ ファイルを選択し、「開く」をクリックします。
バックアップ ファイルが開き、イベントが SafeGuard Management Center 「イベント
ビューア」に表示されます。「イベント ビューア」の通常の表示に戻るには、ツール バー
の「バックアップ ファイルを開く」アイコンを再びクリックします。

33.13 スクリプトによりスケジュールされたイベント ク
リーンアップ
注: SafeGuard Management Center では、「タスク スケジューラ」を使用して、定期的に
実行するタスクを作成し、スクリプトを使用してスケジュール設定することができます。タ
スクは SafeGuard Enterprise サーバーのサービスによって自動的に実行され、指定された
スクリプトが実行されます。
EVENT テーブルの自動的かつ効率的なクリーンアップのために、SafeGuard Enterprise ソ
フトウェアの配布メディア上の \tools ディレクトリに、次の 4つの SQL スクリプトが用意
されています。
■

spShrinkEventTable_install.sql

■

ScheduledShrinkEventTable_install.sql

■

spShrinkEventTable_uninstall.sql

■

ScheduledShrinkEventTable_uninstall.sql

2つのスクリプト spShrinkEventTable_install.sql と
ScheduledShrinkEventTable_install.sql は、データベース サーバーにストアド プ
ロシージャとスケジュールされたジョブをインストールします。スケジュールされたジョブ
によって、ストアド プロシージャは一定の間隔で実行されます。このストアド プロシー
ジャは、定義された数の最新のイベントを EVENT テーブルに残し、その他のイベントを
EVENT テーブルからバックアップ ログ テーブル EVENT_BACKUP に移動します。
2つのスクリプト spShrinkEventTable_uninstall.sql と
ScheduledShrinkEventTable_uninstall.sql は、ストアド プロシージャとスケジュー
ルされたジョブをアンインストールします。この 2つのスクリプトは、EVENT_BACKUP
テーブルも削除します。
注: ストアド プロシージャを使用してイベントを EVENT テーブルからバックアップ ログ
テーブルに移動した場合、イベントの連結は適用されなくなります。イベントをクリーン
アップするためのストアド プロシージャを使用している状態のままで連結を有効にしても
意味がありません。詳細は、ログ出力されたイベントの連結 (p.278) を参照してください。

33.13.1 ストアド プロシージャの作成
スクリプト spShrinkEventTable_install.sql は、データを EVENT テーブルからバッ
クアップ ログ テーブル EVENT_BACKUP に移動するストアド プロシージャを作成します。
EVENT_BACKUP テーブルが存在しない場合は、自動的に作成されます。
最初の行は「USE SafeGuard」です。SafeGuard Enterprise データベースとして別の名前
を選択した場合は、それに応じて名前を変更します。
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このストアド プロシージャは、n個の最新のイベントを EVENT テーブルに残し、残りのイ
ベントを EVENT_BACKUP テーブルに移動します。EVENT テーブルに残すイベントの数
はパラメータで指定されます。
このストアド プロシージャを実行するには、SQL Server Management Studio (「新規クエ
リ」) で次のコマンドを起動します。
exec spShrinkEventTable 1000
このコマンド例は、最新の 1000個のイベントを除くすべてのイベントを移動します。

33.13.2 ストアド プロシージャを実行するためにスケジュール設定ジョブ
を作成する
EVENT テーブルを一定の間隔で自動的にクリーンアップするために、SQL Server にジョ
ブを作成できます。このジョブは、スクリプト
ScheduledShrinkEventTable_install.sql または SQL Enterprise Manager を使用
して作成できます。
注: このスケジュールされたジョブは、SQL Express データベースでは動作しません。こ
のジョブを実行するには、SQL Server エージェントが実行されている必要があります。SQL
Server Express のインストールには SQL Server エージェントが存在しないため、このジョ
ブはサポートされません。
■

このスクリプトは msdb で実行する必要があります。SafeGuard Enterprise データベー
スとして SafeGuard とは別の名前を選択した場合は、それに応じて名前を変更します。
/* Default:Database name 'SafeGuard' change if required*/
SELECT @SafeGuardDataBase='SafeGuard'

■

また、EVENT テーブルに残すイベントの数を指定することもできます。デフォルトは
100,000 です。
/* Default: keep the latest 100000 events, change if required*/
SELECT @ShrinkCommand='exec spShrinkEventTable 100000'

■

ジョブ実行を NT イベント ログに記録するかどうかを指定できます。
exec sp_add_job
@job_name='AutoShrinkEventTable',
@enabled=1,
@notify_level_eventlog=3
パラメータ notify_level_eventlog には、次の値を使用できます。

値

結果

3

ジョブが実行されるたびにログに記録します。

2

ジョブが失敗した場合はログに記録します。
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■

値

結果

1

ジョブが正常に実行された場合はログに記録します。

0

ジョブ実行を NT イベント ログに記録しません。

失敗した場合にジョブ実行を繰り返す頻度を指定できます。
exec sp_add_jobstep
■

@retry_attempts=3
この例では、失敗した場合にジョブ実行を 3 回試みることを定義しています。

■

@retry_interval=60
この例では、再試行の間隔を 60 分に定義しています。

■

ジョブを実行する時間スケジュールを指定できます。
exec sp_add_jobschedule
■

@freq_type=4
この例では、ジョブを毎日実行するように定義しています。

■

@freq_interval=1
この例では、ジョブを 1 日に 1 回実行するように定義しています。

■

@active_start_time=010000
この例では、ジョブを午前 1 時に実行するように定義しています。

注: 上に示した例の値に加え、sp_add-jobschedule を使用して、異なるスケジュール
オプションの数値を定義できます。たとえば、ジョブを 2分おきに、または 1週間に 1回だ
け実行することができます。詳細は、Microsoft Transact SQL のマニュアルを参照してくだ
さい。

33.13.3 ストアド プロシージャ、ジョブ、およびテーブルのクリーンアッ
プ
スクリプト spShrinkEventTable_uninstall.sql は、ストアド プロシージャと
EVENT_BACKUP テーブルを削除します。スクリプト
ScheduledShrinkEventTable_uninstall.sql は、スケジュールされたジョブの登録
を取り消します。
注: spShrinkEventTable_uninstall.sql を実行すると、EVENT_BACKUP テーブル
が、そこに含まれているすべてのデータとともに削除されます。
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33.14 レポートのメッセージ テンプレート
SafeGuard Enterprise データベースに記録されるイベントには、完全なイベント テキスト
は含まれません。データベースのテーブルには、ID と関連するパラメータ値のみが書き込
まれます。SafeGuard Management Center イベント ビューアでログのイベントを取得する
ときに、パラメータ値と .dll に格納されているテキスト テンプレートが、現在の SafeGuard
Management Center システムの言語で完全なイベント テキストに変換されます。
イベント テキストに使用するテンプレートは、たとえば SQL クエリなどを使用して、編集
および処理できます。そのために、イベント メッセージのすべてのテキスト テンプレート
を含むテーブルを生成できます。その後、特定の要件に従ってテンプレートをカスタマイズ
できます。
個別のイベント ID のテキスト テンプレートを含むテーブルを作成する方法は次のとおりで
す。
1. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「ツール > オプション」を選択し
ます。
2. 「オプション」ペインで「データベース」タブに移動します。
3. 「レポート メッセージテンプレート」ペインで、「テーブルの作成」をクリックしま
す。
イベント ID のテンプレートを含むテーブルが現在のシステム言語で作成され、カスタマイ
ズできます。
注: テンプレートが生成される前に、テーブルがクリアされます。特定の言語用のテンプ
レートを生成後、ユーザーが別の言語のテンプレートを生成すると、最初の言語のテンプ
レートは削除されます。
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34 タスクのスケジュール設定
SafeGuard Management Center では、「タスク スケジューラ」を使用して、定期的に実行
するタスクを作成し、スクリプトを使用してスケジュール設定することができます。タスク
は SafeGuard Enterprise サーバーのサービスによって自動的に実行され、指定されたスク
リプトが実行されます。
定期的に実行すると便利なタスクの例は次のとおりです。
■

Active Directory と SafeGuard Enterprise の自動同期。

■

イベント ログの自動削除。

この 2つのタスクに対して、SafeGuard Enterprise には事前に定義されたスクリプトのテン
プレートが用意されています。スクリプトはそのまま使用したり、要件に応じて変更したり
することもできます。詳細は、定期的に実行するタスク用の事前に定義されたスクリプト
(p. 290) を参照してください。
必要な権限のあるセキュリティ担当者は、タスク スケジューラで、タスクで使用するスク
リプト、ルール、頻度を指定できます。
注: SafeGuard Enterprise タスク スケジューラの実行に使用するアカウントに対して、適
切な SQL 権限が指定されていることを確認してください。詳細は、次のサポートデータ
ベースの文章を参照してください。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/113582.aspx
注: API は同時に複数のタスクを処理できません。1つのタスクに対して複数のアカウント
を使用すると、データベースのアクセス違反が生じます。

34.1 新しいタスクを作成する
「タスク スケジューラ」でタスクを作成するには、セキュリティ担当者の権限「タスク ス
ケジューラを使用する」および「タスクの管理」が必要です。
1. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「ツール > タスク スケジューラ」
を選択します。
「タスク スケジューラ」ダイアログが表示されます。
2. 「作成...」ボタンをクリックします。
「新規タスク」ダイアログが表示されます。
3. 「名前」フィールドに、一意のタスク名を入力します。
タスク名が一意でない場合、タスクを保存するため「OK」をクリックすると、警告が表
示されます。
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4. 「SGN サーバー」フィールドのドロップ ダウン リストで、タスクを実行するサーバー
を選択します。
ドロップ ダウン リストには、スクリプトの使用が許可されているサーバーのみが表示さ
れます。サーバーでのスクリプトの使用は、SafeGuard Management Center の「構成
パッケージ ツール」でサーバーを登録する際に許可します。サーバー登録の詳細は、
「SafeGuard Enterprise インストールガイド」を参照してください。
「なし」を選択すると、タスクは実行されません。
5. 「スクリプト」フィールドの横にある「インポート...」ボタンをクリックします。
「インポートするスクリプト ファイルの選択」ダイアログが表示されます。
注: SafeGuard Management Center インストール先の Script Templates サブフォルダ
に、事前に定義されたスクリプトが 2つあります。「インポートするスクリプト ファイ
ルの選択」ダイアログで、このディレクトリが自動的に表示されます。詳細は、定期的
に実行するタスク用の事前に定義されたスクリプト (p. 290) を参照してください。
「タスク スケジューラ 」では、スクリプトをインポート、エクスポート、編集できま
す。詳細は、タスク スケジューラ でスクリプトを使用する (p.288) を参照してください。
6. タスクとともに使用するスクリプトを選択し、「OK」をクリックします。
スクリプトを選択しないと、ダイアログで「OK」ボタンが有効にならず、警告アイコン
が表示されます。
7. 「開始日時」フィールドで、選択したサーバーでタスクを実行する日時を指定します。
表示される日時は、SafeGuard Management Center を稼動しているコンピュータのロー
カル タイムに基づいて表示されます。開始日時は、システム内部では、協定世界時 (UTC)
を使用して保存されます。これによって、サーバーが異なるタイム ゾーンにあってもタ
スクを同時に実行することができます。すべてのサーバーは、データベース サーバーの
現在の時刻を基にして、タスクの開始時刻を判断します。タスクを正確に監視できるよ
う、データベースの参照時刻は、「タスク スケジューラ」ダイアログに表示されます。
8. 「参照」で、選択したサーバーでタスクを実行する頻度を指定します。
■

■

■

■

タスクを一度実行するには、「一度のみ」を選択し、「日付指定」で日時を指定しま
す。
タスクを毎日実行するには、「毎日」を選択し、続いて「毎日 (土日を含む)」または
「平日 (月～金)」を選択します。
タスクを毎週実行するには、「毎週」を選択し、曜日を指定します。
タスクを毎月実行するには、「毎月」を選択し、実行する日付を 1～31の範囲で指定
します。タスクを月末に実行するには、ドロップ ダウン リストで「末日」を選択し
ます。

必須のフィールドの入力が完了すると、「OK」ボタンを有効になります。
9. 「OK」をクリックします。
タスクはデータベースに保存され、「タスク スケジューラ」の概要に表示されます。タス
クは、選択したサーバーでスケジュール設定に従って実行されます。
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34.2 タスク スケジューラの概要表示
SafeGuard Enterprise サーバーで実行するために作成したタスクは、「タスク スケジュー
ラ」ダイアログに表示されます (「ツール > タスク スケジューラ」を選択して表示します)。
ダイアログでは、各タスクについて次の列が表示されます。

列

説明

タスク名

一意のタスク名が表示されます。

SGN サーバー

タスクが実行されるサーバーが表示されます。

スケジュール

指定されたタスクのスケジュール (実行日時と頻度)
が表示されます。

次回の実行日時

タスクが次回実行される日時が表示されます。今後
タスクが実行される予定がない場合、この列には
「なし」と表示されます。

前回の実行日時

タスクが前回実行された日時が表示されます。まだ
実行されていない場合、この列には「なし」と表示
されます。

前回実行した結果

前回実行されたタスクの結果が表示されます。
成功
タスクのスクリプトの実行に成功しました。
失敗
タスクの実行に失敗しました。エラー番号が表
示されることがあります。
実行中
スクリプトが実行中です。
権限の不足
スクリプトを実行するために十分な権限がなかっ
たため、タスクに失敗しました。
中止
実行時間が 24時間を超えたため、タスクの実行
を中止しました。
制御の喪失
SGN スケジューラ サービスが停止された場合
など、タスクのスクリプト実行の制御が失われ
ました。
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列

説明
スクリプトが破損しています
実行するスクリプトが破損しています。
スクリプトが削除されました
タスクが実行キューに加わっていた間、対応す
るスクリプトが SafeGuard Enterprise データ
ベースから削除されました。
ランタイム エラー
スケジューラ サービスの処理中、ランタイム エ
ラーが検出されました。

列に表示されるボタンは次のとおりです。

ボタン

説明

作成...

新規タスクを作成するには、このボタンをクリッ
クします。

削除

選択されたタスクを削除するには、このボタンを
クリックします。

プロパティ

選択されタスクの「<タスク名> プロパティ」を
表示するには、このボタンをクリックします。こ
のダイアログで、タスクの編集やスクリプトのイ
ンポート/エクスポート/編集を実行できます。

更新

「タスク スケジューラ」ダイアログのタスクの一
覧の表示を更新するには、このボタンをクリック
します。別のユーザーがタスクを追加、削除した
場合、タスクの一覧が更新されます。

すべてのサーバーは、データベース サーバーの現在の時刻を基にして、タスクの開始時刻
を判断します。したがって、タスクを正確に監視できるよう、ここではデータベース サー
バーの時刻が表示されます。時刻は、SafeGuard Management Center を稼動しているコン
ピュータのローカル タイム ゾーンに基づいて表示されます。
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34.3 タスクを編集する
「タスク スケジューラ」でタスクを編集するには、セキュリティ担当者の権限「タスク ス
ケジューラを使用する」および「タスクの管理」が必要です。
1. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「ツール > タスク スケジューラ」
を選択します。
「タスク スケジューラ」ダイアログで、スケジュール タスクの概要が表示されます。
2. タスクを選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。
「<タスク名> プロパティ」ダイアログで、タスクのプロパティが表示されます。
3. 随時、変更します。
注: タスク名は一意である必要があります。タスク名を既存のタスク名に変更した場合
は、エラー メッセージが表示されます。
4. 「OK」をクリックします。
変更が有効になります。

34.4 タスクを削除する
「タスク スケジューラ」でタスクを削除するには、セキュリティ担当者の権限「タスク ス
ケジューラを使用する」および「タスクの管理」が必要です。
1. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「ツール > タスク スケジューラ」
を選択します。
「タスク スケジューラ」ダイアログで、スケジュール タスクの概要が表示されます。
2. タスクを選択します。
「削除」ボタンが有効になります。
3. 「削除」ボタンをクリックして、タスクの削除を確認します。
タスクは「タスク スケジューラ」の概要ダイアログから削除され、SafeGuard Enterprise
サーバーで実行されなくなります。
注: 操作中、タスクが開始された場合は、「タスク スケジューラ」の概要ダイアログから
削除されますが、タスクは実行されます。

34.5 タスク スケジューラ でスクリプトを使用する
「タスク スケジューラ 」では、スクリプトをインポート、編集、エクスポートできます。
「タスク スケジューラ」でスクリプトを使用するには、セキュリティ担当者の権限「タス
ク スケジューラを使用する」および「タスクの管理」が必要です。
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34.5.1 スクリプトをインポートする
タスクで実行するスクリプトを指定するには、スクリプトをインポートする必要がありま
す。スクリプトはタスクを作成する際にインポートできます。既存のタスクに対しても、ス
クリプトをインポートできます。
1. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「ツール > タスク スケジューラ」
を選択します。
「タスク スケジューラ」ダイアログで、スケジュール タスクの概要が表示されます。
2. タスクを選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。
「<タスク名> プロパティ」ダイアログで、タスクのプロパティが表示されます。
3. 「スクリプト」フィールドの横にある「インポート...」ボタンをクリックします。
「インポートするスクリプト ファイルの選択」ダイアログが表示されます。
注: SafeGuard Management Center インストール先の Script Templates サブフォルダ
に、事前に定義されたスクリプトが 2つあります。「インポートするスクリプト ファイ
ルの選択」ダイアログで、このディレクトリが自動的に表示されます。詳細は、定期的
に実行するタスク用の事前に定義されたスクリプト (p. 290) を参照してください。
4. インポートするスクリプトを選択し、「OK」をクリックします。
スクリプト名が、「スクリプト」フィールドに表示されます。
5. 「OK」をクリックします。
このスクリプトがすでにインポート済みの場合は、古いスクリプトを上書きするかどう
か尋ねられます。
インポートするファイルのサイズが 10MB を超える場合は、エラー メッセージが表示さ
れ、インポートは行われません。
スクリプトはデータベースに保存されます。

34.5.2 スクリプトを編集する
1. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「ツール > タスク スケジューラ」
を選択します。
「タスク スケジューラ」ダイアログで、スケジュール タスクの概要が表示されます。
2. タスクを選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。
「<タスク名> プロパティ」ダイアログで、タスクのプロパティが表示されます。
3. 「スクリプト」フィールドの横にある「編集」ドロップ ダウン ボタンをクリックしま
す。
ドロップ ダウン リストには、スクリプトの編集に使用可能なすべてのエディタが表示さ
れます。
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4. 使用するエディタを選択します。
そのエディタでスクリプトが開きます。
5. 編集後、保存します。
エディタが閉じ、再び「<タスク名> プロパティ」ダイアログが表示されます。
6. 「OK」をクリックします。
変更されたスクリプトはデータベースに保存されます。

34.5.3 スクリプトをエクスポートする
1. SafeGuard Management Center のメニュー バーで、「ツール > タスク スケジューラ」
を選択します。
「タスク スケジューラ」ダイアログで、スケジュール タスクの概要が表示されます。
2. タスクを選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。
「<タスク名> プロパティ」ダイアログで、タスクのプロパティが表示されます。
3. 「スクリプト」フィールドの横にある「エクスポート...」ボタンをクリックします。
「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。
4. スクリプトのファイル保存場所を選択し、「保存」をクリックします。
スクリプトは、指定したファイル保存場所に保存されます。

34.5.4 定期的に実行するタスク用の事前に定義されたスクリプト
SafeGuard Enterprise で事前に定義されたスクリプトは次のとおりです。
■

ActiveDirectorySynchronization.vbs
このスクリプトを使用して、Active Directory と SafeGuard Enterprise を自動同期できま
す。

■

EventLogDeletion.vbs
このスクリプトを使用して、イベント ログを自動削除できます。

スクリプトは、SafeGuard Management Center インストール先の Script Templates サブ
フォルダに自動的にインストールされます。
定期的に実行するタスクでこれらのスクリプトを使用するには、「タスク スケジューラ」
にインポートし、使用する前にパラメータを必要に応じて変更してください。

34.5.4.1 Active Directory 同期用の事前に定義されたスクリプト
Active Directory から既存の組織構造を SafeGuard Enterprise データベースにインポートす
ることができます。詳細は組織構造のインポート (p. 42) を参照してください。
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ディレクトリ構造をインポート後、Active Directory と SafeGuard Enterprise を自動同期す
る定期タスクをスケジュール設定することができます。このタスクには、事前に定義された
スクリプト、ActiveDirectorySynchronization.vbs を使用することができます。
このスクリプトは、SafeGuard Enterprise データベース内の既存のコンテナすべてを Active
Directory と同期します。
定期的に実行するタスクでスクリプトを使用する前に、次のパラメータを指定してくださ
い。

パラメータ

説明

logFileName

スクリプト ログ ファイルのパスを指定します。このパラ
メータは必須です。空の場合や無効な場合、同期は行わ
れず、エラー メッセージが表示されます。デフォルトで、
このパラメータは空です。ログ ファイルがすでに存在す
る場合、新しいログはファイルの終わりに追加されます。

synchronizeMembership

メンバーシップも同期する場合、このパラメータを 1 に
設定します。このパラメータを 0 に指定すると、メンバー
シップは同期されません。デフォルト設定は 1 です。

synchronizeAccountState

ユーザーの有効・無効のステートも同期する場合、この
パラメータを 1 に設定します。このパラメータを 0 に指
定すると、ユーザーのステートは最初に行う同期のみで
同期されます。デフォルト設定は 0 です。

注: Active Directory 同期に必要なアクセス権限があること、および SafeGuard Enterprise
タスク スケジューラの実行に使用するアカウントに対して、適切な SQL 権限が指定されて
いることを確認してください。詳細は、セキュリティ担当者のアクセス権限と Active Directory
のインポート (p. 44) を参照してください。Active Directory アクセス権限の設定方法の詳細
は、次のサイトを参照してください。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/107979.aspxSQL 権限の設定方法の詳
細は、次のサイトを参照してください。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/113582.aspx
適切な権限を設定したら、変更内容を適用して、次のようにしてサービスを再起動してくだ
さい。SafeGuard Enterprise の Web ページをホストしているサーバーに切り替えます。
「スタート > ファイル名を指定して実行 > Services.msc」をクリックして、「サービス」
を開きます。「SafeGuard ® Scheduler Service」を右クリックして、「すべてのタスク>
再起動」をクリックします。
注: Active Directory は、適切な頻度 (最高 1日 2回) で同期し、サーバーのパフォーマンス
が著しく低下することを防ぐことを推奨します。同期した後に追加された新しいオブジェク
トは、SafeGuard Management Center の「.自動登録済み」配下に表示され、通常どおり管
理することができます。

34.5.4.2 イベント ログ自動削除用の事前に定義されたスクリプト
SafeGuard Enterprise データベースでログに記録されたイベントは、EVENT テーブルに格
納されます。ログに関する詳細は、レポート (p. 271) を参照してください。
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「タスク スケジューラ」で、イベント ログを定期的に自動削除するタスクを作成すること
ができます。このタスクには、事前に定義されたスクリプト、EventLogDeletion.vbs を使用
することができます。
スクリプトは、EVENT テーブルからイベントを削除します。また、適切なパラメータを指
定した場合は、イベントをバックアップ ログ テーブル EVENT_BACKUP に移動し、定義
された数の最新のイベントを EVENT テーブルに残します。
定期的に実行するタスクでスクリプトを使用する前に、次のパラメータを指定してくださ
い。

パラメータ

説明

maxDuration

EVENT テーブルにイベントを残す日数を指定します。デ
フォルトは 0 です。このパラメータを 0 に指定すると、
EVENT テーブルにイベントを残す日数は無制限になりま
す。

maxCount

EVENT テーブルに残すイベントの数を指定します。デ
フォルトは 5000 です。このパラメータを 0 に指定する
と、EVENT テーブルに残すイベントの数は無制限になり
ます。

keepBackup

削除したイベントを EVENT_BACKUP テーブルにバック
アップするかを指定します。デフォルトは 0 です。この
パラメータを 0 に指定すると、イベントはバックアップ
されません。このパラメータを 1 に指定すると、削除し
たイベントのバックアップが作成されます。

注: このスクリプトを使用してイベントを EVENT テーブルからバックアップ ログ テーブ
ルに移動した場合、イベントの連結は適用されなくなります。イベントをクリーンアップす
るためのストアド プロシージャを使用している状態のままで、イベントの連結を有効にし
ても意味がありません。詳細は、ログ出力されたイベントの連結 (p.278) を参照してくださ
い。

34.6 登録済みサーバーに関する制限事項
SafeGuard Management Center の「構成パッケージ ツール」でサーバーを登録する際、同
じマシン証明書を持つサーバー テンプレートを複数登録することが可能です。しかし、マ
シンには、一度に 1つのテンプレートしかインストールできません。
両方のサーバーに対して「スクリプトの使用を許可」チェックボックスが選択されている場
合、「タスク スケジューラ」の「新規タスク」ダイアログおよび「<タスク名> プロパティ」
ダイアログの「SGN サーバー」ドロップ ダウン リストに、両方のサーバーが表示されま
す。「タスク スケジューラ」は、2つのテンプレートのどちらがマシンにインストールされ
ているかを判断することができません。
この状況を避けるには、サーバーにインストール済みでないテンプレートに対しては、「ス
クリプトの使用を許可」チェックボックスを選択しないようにしてください。また、同じマ
シン証明書を持つテンプレートを重複して登録しないようにしてください。
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サーバー登録の詳細は、「SafeGuard Enterprise インストールガイド」を参照してくださ
い。

34.7 タスク スケジューラのログ イベント
タスクの実行に関するイベントはログに記録して、トラブルシューティングなどを行う際に
参照することができます。次のイベントを記録することを定義できます。
■

スケジューラ タスクの実行に成功しました

■

スケジューラ タスクに失敗しました

■

例外が発生したため、スケジューラ サービスのスレッドが停止しました。

各イベントに対するコンソールへの出力た結果も、トラブルシューティング目的で記録され
ます。
ログに関する詳細は、レポート (p. 271) を参照してください。
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35 SafeGuard Management Center での
Mac エンドポイントの管理
次のソフォス製品をインストール済みの Mac は、SafeGuard Enterprise で管理したり、ス
テータス状態情報をレポートしたりできます。ステータス情報は、SafeGuard Management
Center に表示されます。
■

■

■

Sophos SafeGuard File Encryption for Mac 6.1 以降
Sophos SafeGuard Disk Encryption for Mac 6.1 / Sophos SafeGuard Native Device
Encryption 7.0
Sophos SafeGuard Disk Encryption for Mac 6 (レポート機能のみ)

注:
SafeGuard File Encryption for Mac や SafeGuard Disk / Native Device Encryption for Mac を
使用する際の推奨事項、特記事項、制限事項の詳細は、Mac 管理者ヘルプを参照してくだ
さい。

35.1 Mac のインベントリおよびステータス データ
Mac の「インベントリ」は、各マシンについての次のデータを提供します。表示されるデー
タは、インストール済みのソフォス製品によって異なる場合があります。
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■

Mac のマシン名

■

OS

■

POA の種類

■

POA の状態

■

暗号化されたドライブの数

■

暗号化されていないドライブの数

■

前回サーバーに接続した日時

■

更新日

■

現在の企業証明書の使用、未使用
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35.2 Mac 用の構成パッケージの作成
Mac 用の構成パッケージには、サーバー情報と企業証明書が含まれます。Mac はこの情報
を使用して、ステータス情報 (SafeGuard POA 有効/無効、暗号化の状態など) を報告しま
す。ステータス情報は、SafeGuard Management Center に表示されます。
1. SafeGuard Management Center の「ツール」メニューで、「構成パッケージ ツール」
をクリックします。
2. 「管理型クライアント用パッケージ」を選択します。
3. 「構成パッケージの追加」をクリックします。
4. 構成パッケージに対して任意のパッケージ名を入力します。
5. プライマリ サーバーを割り当てます (セカンダリ サーバーは任意です)。
6. エンドポイントと SafeGuard Enterprise Server との間の接続の「転送データの暗号化」
として、「SSL」を選択します。Mac 環境で、「Sophos」を「転送データの暗号化」
に指定することはできません。
7. 構成パッケージ (MSI) の出力パスを指定します。
8. 「構成パッケージの作成」をクリックします。
SSLの「転送データの暗号化」モードのサーバー接続が検証されます。接続に失敗する
と、警告メッセージが表示されます。
これで、指定したディレクトリに構成パッケージ (ZIP) が作成されました。次に、このパッ
ケージを Mac に配布して、展開する必要があります。
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36 SafeGuard Enterprise と Opal 準拠の自
己暗号化ハードドライブ
自己暗号化ハード ドライブは、データがハード ディスクに書き込まれると同時にハード
ウェア ベースで暗号化します。Opal は Trusted Computing Group (TCG) によって策定・公
開されている、特定のベンダに依存しない暗号化標準仕様です。さまざまなベンダ製のハー
ドドライブが Opal 仕様に準拠しています。SafeGuard Enterprise は Opal 仕様に対応して
おり、Opal 準拠の自己暗号化ハードドライブを実装したエンドポイントを管理できます。
詳細は、http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/113366.aspxも参照してくだ
さい。

36.1 SafeGuard Enterprise による Opal 準拠ハード ディ
スクの統合方法
SafeGuard Enterprise では、SafeGuard Enterprise によって保護される他のエンドポイント
と同様、Opal 準拠の自己暗号化ハード ドライブのあるエンドポイントも SafeGuard
Management Center で管理することが可能です。
Opal 準拠のハード ドライブは、SafeGuard Enterprise で完全かつ透過的に一元管理できる
ので、さまざまな IT 環境での使用が可能になります。Opal 仕様に対応することで、
SafeGuard Enterprise のフル機能を、Opal 準拠の自己暗号化ハード ドライブのコーポレー
ト ユーザーに提供しています。SafeGuard Enterprise と組み合わせることで、Opal 準拠の
ハード ドライブのセキュリティ機能を拡張しています。

36.2 SafeGuard Enterprise による Opal 準拠ハード ドラ
イブの拡張
SafeGuard Enterprise と Opal 準拠の自己暗号化ハード ドライブを組み合わせて使用する
と、次のような利点が提供されます。

296

■

エンドポイントの一元管理

■

GUI による SafeGuard Power-on Authentication

■

複数ユーザーに対応

■

トークン/スマートカードを使用したログオン

■

指紋を使用したログオン

■

Local Selp Help やチャレンジ/レスポンスによる復旧

■

一元監査

管理者ヘルプ

■

SafeGuard Data Exchange を使用したリムーバブル メディア (USB メモリなど) の暗号
化

36.3 Opal 準拠のハード ドライブのあるエンドポイント
の SafeGuard Enterprise による管理
SafeGuard Management Center では、Opal 準拠の自己暗号化ハード ドライブのあるエン
ドポイントを、SafeGuard Enterprise によって保護される他のエンドポイントと同様に管理
できます。セキュリティ担当者は、認証ポリシーなど、セキュリティ ポリシーを定義し、
エンドポイントに配布することができます。
Opal 準拠のハード ドライブのあるエンドポイントが SafeGuard Enterprise に登録される
と、ユーザー、コンピュータ、ログオン モード、および暗号化の状態に関する情報が表示
されます。さらに、イベントも記録されます。
Opal 準拠の自己暗号化ハード ドライブのあるエンドポイントの管理は、SafeGuard Enterprise
で透過的に行われます。一般に、SafeGuard Enterprise によって保護される他のエンドポイ
ントと同様に管理されます。コンピュータの種類は、「ユーザーとコンピュータ」のコンテ
ナの「インベントリ」で確認できます。「POA の種類」列に、各コンピュータが、SafeGuard
Enterprise によって暗号化されているか、Opal 準拠の自己暗号化ハード ドライブを使用し
ているかが表示されます。

36.4 Opal 準拠のハード ドライブを暗号化する
Opal 準拠のハード ドライブは、自己暗号化機能を備えています。データはハード ディスク
に書き込まれるときに自動的に暗号化されます。
ハード ドライブは、Opal パスワードとして使用される AES 128/256 鍵を使ってロックさ
れます。このパスワードは、暗号化ポリシーを使って SafeGuard Enterprise によって管理
されます。Opal 準拠のハード ドライブをロックする (p. 297) を参照してください。

36.5 Opal 準拠のハード ドライブをロックする
Opal 準拠のハード ドライブをロックするには、暗号化ポリシーで、ハード ドライブ上の最
低 1つのボリュームに対してマシン鍵を定義する必要があります。暗号化ポリシーにブート
ボリュームも含まれている場合、マシン鍵は自動的に定義されます。
1. SafeGuard Management Center で、「デバイス保護」タイプのポリシーを作成します。
2. 「メディアの暗号化モード」フィールドで、「ボリューム ベース」を選択します。
3. 「暗号化に使用される鍵」フィールドで、「定義済みのマシン鍵」を選択します。
4. 変更内容をデータベースに保存します。
5. ポリシーを該当するエンドポイントに配布します。
これで、Opal 準拠のハード ドライブはロックされ、SafeGuard Power-on Authentication で
コンピュータにログオンした場合のみにアクセスできるようになりました。
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36.6 Opal 準拠のハードドライブのロック解除をユーザー
に許可する
セキュリティ担当者は、Windows エクスプローラの右クリック メニューの「復号化」コマ
ンドを使って、エンドポイントに搭載されている Opal 準拠ハード ドライブのロック解除を
ユーザーに許可できます。
前提条件:Opal 準拠のハード ドライブに適用するデバイス保護ポリシーで、「ユーザーはボ
リュームを復号化できる」を必ず「はい」に設定する必要があります。
1. SafeGuard Management Center で、「デバイス保護」タイプのポリシーを作成し、Opal
準拠のハード ドライブ上のボリュームすべてを保護の対象にします。
2. 「メディアの暗号化モード」フィールドで、「暗号化なし」を選択します。
3. 変更内容をデータベースに保存します。
4. ポリシーを該当するエンドポイントに配布します。
これでユーザーがエンドポイント上の Opal 準拠ハード ドライブのロックを解除できるよう
になります。一方、ハード ドライブは、ロックされた状態のままで残ります。

36.7 Opal 準拠のハード ドライブを搭載しているエンド
ポイントのイベントを記録する
SafeGuard Enterprise によって保護される他のエンドポイントと同様、Opal 準拠の自己暗
号化ハード ドライブのあるエンドポイントで報告されるイベントは記録されます。各イベ
ントで、コンピュータの種類は明記されません。報告されるイベントは、SafeGuard
Enterprise によって保護される他のエンドポイントと同様のものです。
詳細は、レポート (p. 271) を参照してください。
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37 レポートに含めることのできるイベン
ト
次の表では、ログに含めることのできるイベントすべての概要を説明します。

カテゴリ

イベント
ID

説明

システム

1005

サービスが開始されました。

システム

1006

サービスの開始に失敗しました。

システム

1007

サービスが停止しました。

システム

1016

データ ファイルの整合性テストに失敗しました。

システム

1017

ログの記録先は使用できません。

システム

1018

権限のないユーザーによる SafeGuard Enterprise のアンインス
トールの試み。

認証

2001

外部 GINA が識別され、正常に統合されました。

認証

2002

外部 GINA が識別されましたが、統合に失敗しました。

認証

2003

Power-on Authentication は有効です。

認証

2004

Power-on Authentication は無効です。

認証

2005

Wake on LAN が有効化されました。

認証

2006

Wake on LAN が無効化されました。

認証

2007

チャレンジが作成されました。

認証

2008

レスポンスが作成されました。

認証

2009

ログオンに成功しました。

認証

2010

ログオンに失敗しました。

認証

2011

ログオン中にユーザーがインポートされ、所有者としてマーク
されました。
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300

カテゴリ

イベント
ID

説明

認証

2012

ユーザーが所有者によってインポートされ、非所有者としてマー
クされました。

認証

2013

ユーザーが非所有者によってインポートされ、非所有者として
マークされました。

認証

2014

ユーザーが所有者として削除されました。

認証

2015

ログオン中のユーザーのインポートに失敗しました。

認証

2016

ユーザーがログオフしました。

認証

2017

ユーザーが強制的にログオフされました。

認証

2018

デバイスで処理が実行されました。

認証

2019

ユーザーがパスワード/PIN の変更を開始しました。

認証

2020

ユーザーがログオン後にパスワード/PIN を変更しました。

認証

2021

パスワード/PIN の品質。

認証

2022

パスワード/PIN のポリシー違反です。

認証

2023

ローカル キャッシュが破損していましたが、復元されました

認証

2024

無効なパスワードのブラック リストの構成

認証

2025

ユーザーに対してパスワードの表示を許可するレスポンス コー
ドを受信しました。

認証

2030

ログオンしたユーザーがサービス アカウントです。

認証

2035

サービス アカウントのリストがインポートされました。

認証

2036

サービス アカウントのリストが削除されました。

認証

2056

SGN Windows ユーザーの追加

認証

2057

マシンからの SGN Windows ユーザーの削除。

認証

2058

UMA からのユーザーの削除

認証

2061

Computrace のチェックのリターン コードです。

認証

2062

Computrace のチェックを実行できませんでした。
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カテゴリ

イベント
ID

説明

認証

2071

カーネルの初期化が正常に完了しました。

認証

2071

カーネルの初期化に失敗しました。

認証

2073

クライアントでマシン鍵の生成に成功しました。

認証

2074

クライアントでマシン鍵の生成に失敗しました。内部コー
ド:0x%1。

認証

2075

ディスク プロパティの照会または Opal ディスクの初期化に失
敗しました。内部コード:0x%1。

認証

2079

カーネルへのユーザーのインポートが正常に完了しました。

認証

2080

カーネルからのユーザーの削除が正常に完了しました。

認証

2081

カーネルへのユーザーのインポートに失敗しました。

認証

2082

カーネルからのユーザーの削除に失敗しました。

認証

2083

「ユーザー パスワードの表示」を含むレスポンスが作成されま
した。

認証

2084

仮想クライアントのレスポンスが作成されました。

認証

2085

スタンドアロン クライアントのレスポンスが作成されました。

認証

2095

Wake on LAN を有効にできませんでした。

認証

証明書がスタンドアロン クライアント ユーザーに割り当てられ
ました。

認証

2096

Wake on LAN を無効にできませんでした。

認証

2097

ユーザーは、スタンバイ トークンをはじめて使用してクライア
ントにログインしました。スタンバイ トークンは、標準トーク
ンとして設定されました。

認証

2098

スタンバイ証明書のアクティブ化に成功したことがサーバーに
報告されました。

認証

2099

ユーザーは、スタンバイ トークンをはじめて使用してクライア
ントにログインしました。エラーが発生したため、スタンバイ
証明書をアクティブにできませんでした。

認証

2100

サーバーでスタンバイ証明書のアクティブ化に失敗しました。
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302

カテゴリ

イベント
ID

説明

管理

2500

SafeGuard Enterprise Administration が開始されました。

管理

2501

SafeGuard Enterprise Administration へのログオンに失敗しまし
た。

管理

2502

SafeGuard Enterprise Administration の認証に失敗しました。

管理

2504

処理に対して追加の認証が許可されました。

管理

2505

追加の認証に失敗しました。

管理

2506

ディレクトリからのデータのインポートに成功しました。

管理

2507

ディレクトリからのデータのインポートがキャンセルされまし
た。

管理

2508

ディレクトリからデータをインポートできませんでした。

管理

2511

ユーザーが作成されました。

管理

2513

ユーザーが変更されました。

管理

2515

ユーザーが削除されました。

管理

2518

ユーザーの適用に失敗しました。

管理

2522

ユーザーを削除できませんでした。

管理

2525

マシンが適用されました。

管理

2529

マシンが削除されました。

管理

2532

マシンのアプリケーションに失敗しました。

管理

2536

マシンを削除できませんでした。

管理

2539

OU が適用されました。

管理

2543

OU が削除されました。

管理

2546

OU のアプリケーションに失敗しました。

管理

2547

OU のインポートに失敗しました。

管理

2550

OU を削除できませんでした。
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カテゴリ

イベント
ID

説明

管理

2553

グループが適用されました。

管理

2555

グループが変更されました。

管理

2556

グループの名前が変更されました。

管理

2557

グループが削除されました。

管理

2560

グループのアプリケーションに失敗しました。

管理

2562

グループを変更できませんでした。

管理

2563

グループの名前を変更できませんでした。

管理

2564

グループを削除できませんでした。

管理

2573

メンバーがグループに追加されました。

管理

2575

メンバーがグループから削除されました。

管理

2576

メンバーをグループに追加できませんでした。

管理

2578

メンバーをグループから削除できませんでした。

管理

2580

グループが OU から OU に切り替えられました。

管理

2583

グループを OU から OU に切り替えられませんでした。

管理

2591

オブジェクトがグループに追加されました。

管理

2593

オブジェクトがグループから削除されました。

管理

2594

オブジェクトをグループに追加できませんでした。

管理

2596

オブジェクトをグループから削除できませんでした。

管理

2603

鍵が生成されました。アルゴリズム。

管理

2607

鍵が割り当てられました。

管理

2608

鍵の割り当てがキャンセルされました。

管理

2609

鍵を生成できませんでした。

管理

2613

鍵を割り当てられませんでした。
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カテゴリ

イベント
ID

説明

管理

2614

鍵の割り当てを削除できませんでした。

管理

2615

証明書が生成されました。

管理

2616

証明書がインポートされました。

管理

2619

証明書が削除されました。

管理

2621

証明書がユーザーに割り当てられました。

管理

2622

ユーザーへの証明書の割り当てがキャンセルされました。

管理

2623

証明書を作成できませんでした。

管理

2624

証明書をインポートできませんでした。

管理

2627

証明書を削除できませんでした。

管理

2628

証明書の拡張に失敗しました。

管理

2629

証明書をユーザーに割り当てられませんでした。

管理

2630

ユーザーへの証明書の割り当てを削除できませんでした。

管理

2631

トークンがプラグインされました。

管理

2632

トークンが削除されました。

管理

2633

トークンがユーザーに発行されました。

管理

2634

トークンのユーザー PIN を変更します。

管理

2635

トークンのセキュリティ担当者 PIN を変更します。

管理

2636

トークンがロックされました。

管理

2637

トークンがロック解除されました。

管理

2638

トークンが削除されました。

管理

2639

ユーザーに対するトークンの割り当てが削除されました。

管理

2640

ユーザーに対してトークンを発行できませんでした。

管理

2641

トークンのユーザー PIN を変更できませんでした。
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カテゴリ

イベント
ID

説明

管理

2642

トークンのセキュリティ担当者 PIN を変更できませんでした。

管理

2643

トークンをロックできませんでした

管理

2644

トークンをロック解除できませんでした。

管理

2645

トークンを削除できませんでした。

管理

2647

ポリシーが作成されました。

管理

2648

ポリシーが変更されました。

管理

2650

ポリシーが削除されました。

管理

2651

ポリシーが OU に割り当てられ、有効化されました。

管理

2652

割り当てられたポリシーが OU から削除されました。

管理

2653

ポリシーを作成できませんでした。

管理

2654

ポリシーを変更できませんでした。

管理

2657

OU にポリシーを割り当てて有効化することができませんでし
た。

管理

2658

OU からの割り当てられたポリシーの削除に失敗しました。

管理

2659

ポリシー グループが作成されました。

管理

2660

ポリシー グループが変更されました。

管理

2661

ポリシー グループが削除されました。

管理

2662

ポリシー グループを作成できませんでした。

管理

2663

ポリシー グループを変更できませんでした。

管理

2665

以下のポリシーがポリシー グループに追加されました。

管理

2667

以下のポリシーがポリシー グループから削除されました。

管理

2668

ポリシーをポリシー グループに追加できませんでした。

管理

2670

ポリシーをポリシー グループから削除できませんでした。
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306

カテゴリ

イベント
ID

説明

管理

2678

記録されたイベントがエクスポートされました。

管理

2679

記録されたイベントのエクスポートに失敗しました。

管理

2680

記録されたイベントが削除されました。

管理

2681

記録されたイベントを削除できませんでした。

管理

2684

セキュリティ担当者によって、証明書の更新が許可されていま
す

管理

2685

セキュリティ担当者によって、証明書の更新が禁止されていま
す

管理

2686

証明書の更新設定を変更できませんでした

管理

2687

担当者証明書が変更されました

管理

2688

担当者証明書を変更できませんでした

管理

2692

ワークグループの作成。

管理

2693

ワークグループの作成の失敗

管理

2694

ワークグループの削除。

管理

2695

ワークグループの削除の失敗

管理

2696

ユーザーの作成。

管理

2697

ユーザーの作成の失敗。

管理

2698

マシンの作成。

管理

2699

マシンの作成の失敗。

管理

2700

ライセンス違反です。

管理

2701

鍵ファイルが作成されました。

管理

2702

鍵ファイルの鍵が削除されました。

管理

2703

セキュリティ担当者がポリシーで Power-on Authentication を無
効にしました。

管理

2704

LSH 質問のテーマが作成されました。

管理者ヘルプ

カテゴリ

イベント
ID

説明

管理

2705

LSH 質問のテーマが変更されました。

管理

2706

LSH 質問のテーマが削除されました。

管理

2707

質問が変更されました。

管理

2753

コンテナ '%1' への読み取り専用アクセス権限が、セキュリティ
担当者 '%2' に付与されました。

管理

2755

コンテナ '%1' へのフルアクセス権限が、セキュリティ担当者
'%2' に付与されました。

管理

2757

セキュリティ担当者 '%2' が持つ、コンテナ '%1' のアクセスが
無効になりました。

管理

2766

セキュリティ担当者 '%2' に対してコンテナ %1' へのアクセスが
拒否されました。

管理

2767

セキュリティ担当者 '%2' に対するコンテナ '%1' へのアクセス
拒否が取り消されました。

管理

2768

セキュリティ担当者 '%2' に対するコンテナ '%1' への読み取り
許可が取り消されました。

管理

2810

POA ユーザー "%1" が作成されました。

管理

2811

POA ユーザー "%1" が変更されました。

管理

2812

POA ユーザー "%1" が削除されました。

管理

2815

POA ユーザー "%1" の作成に失敗しました。

管理

2816

POA ユーザー "%1" の変更に失敗しました。

管理

2817

POA ユーザー "%1" の削除に失敗しました。

管理

2820

POA グループ "%1" が作成されました。

管理

2821

POA グループ "%1" が変更されました。

管理

2822

POA グループ "%1" が削除されました。

管理

2825

POA グループ "%1" の作成に失敗しました。

管理

2826

POA グループ "%1" の変更に失敗しました。
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イベント
ID

説明

管理

2827

POA グループ "%1" の削除に失敗しました。

管理

2850

例外が発生したため、タスク スケジューラ サービスが停止しま
した。

管理

2851

スケジューラ タスクの実行に成功しました。

管理

2852

スケジューラ タスクに失敗しました。

管理

2853

スケジューラ タスクを作成または変更しました。

管理

2854

スケジューラ タスクを削除しました。

クライアント

3003

カーネルのバックアップに成功しました

クライアント

3005

カーネルの復元に最初の試みで成功しました

クライアント

3006

カーネルの復元に 2 度目の試みで成功しました

クライアント

3007

カーネルのバックアップに失敗しました

クライアント

3008

カーネルの復元に失敗しました

クライアント

3020

リムーバブルメディア上のファイルの追跡: ファイルが作成され
ました。

クライアント

3021

リムーバブルメディア上のファイルの追跡: ファイル名が変更さ
れました。

クライアント

3022

リムーバブルメディア上のファイルの追跡: ファイルが削除され
ました。

クライアント

3025

クラウドストレージ上のファイルの追跡: ファイルが作成されま
した。

クライアント

3026

クラウドストレージ上のファイルの追跡: ファイル名が変更され
ました。

クライアント

3027

クラウドストレージ上のファイルの追跡: ファイルが削除されま
した。

クライアント

3030

ユーザーがログオン後に LSH シークレットを変更しました。

クライアント

3035

LSH が有効化されました。

クライアント

3040

LSH が無効化されました。

管理者ヘルプ

カテゴリ

イベント
ID

説明

クライアント

3045

LSH が利用可能です - Enterprise クライアント。

クライアント

3046

LSH が利用可能です - スタンドアロン クライアント。

クライアント

3050

LSH が無効です - Enterprise クライアント。

クライアント

3051

LSH が利用できません - スタンドアロン クライアント。

クライアント

3055

QST リスト (LSH 質問) が変更されました。

クライアント

3405

Configuration Protection Client をアンインストールできません
でした。

クライアント

3070

鍵のバックアップが指定されたネットワーク共有に保存されま
した。

クライアント

3071

鍵のバックアップが指定されたネットワーク共有に保存できま
せんでした。

クライアント

3110

POA ユーザー "%1" が POA にインポートされました

クライアント

3111

POA ユーザー "%1" が POA から削除されました

クライアント

3115

POA ユーザー "%1" のパスワードが「F8」を使用して変更され
ました。

クライアント

3116

POA ユーザー "%1" を POA にインポートできませんでした

クライアント

3117

POA ユーザー "%1" を POA から削除できませんでした

クライアント

3118

POA ユーザー "%1" のパスワードの、「F8」を使用した変更に
失敗しました。

クライアント

3406

Configuration Protection Client で内部エラーが発生しました。

クライアント

3407

Configuration Protection Client がタンパー プロテクションのイ
ベントの可能性を検出しました。

クライアント

3408

構成保護クライアントでイベント ログの改ざんが行われた可能
性を検出しました。

暗号化

3501

ドライブ上のメディアへのアクセスが拒否されました。

暗号化

3502

データ ファイルへのアクセスが拒否されました。

暗号化

3503

ドライブのセクタ ベースの初期暗号化が開始されました。
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カテゴリ

イベント
ID

説明

暗号化

3504

ドライブのセクタ ベースの初期暗号化が開始されました。(ク
イック モード)。

暗号化

3505

ドライブのセクタ ベースの初期暗号化が正常に完了しました。

暗号化

3506

ドライブのセクタ ベースの初期暗号化に失敗し、閉じられまし
た。

暗号化

3507

ドライブのセクタ ベースの初期暗号化がキャンセルされまし
た。

暗号化

3508

ドライブのセクタベースの初期暗号化に失敗しました。

暗号化

3509

ドライブのセクタ ベースの復号化が開始されました。

暗号化

3510

ドライブのセクタ ベースの復号化が正常に閉じられました。

暗号化

3511

ドライブのセクタ ベースの復号化に失敗し、閉じられました。

暗号化

3512

ドライブのセクタ ベースの復号化がキャンセルされました。

暗号化

3513

ドライブのセクタ ベースの復号化に失敗しました。

暗号化

3514

ドライブ上のファイルベースの初期暗号化が開始されました。

暗号化

3515

ドライブ上のファイルベースの初期暗号化が正常に完了しまし
た。

暗号化

3516

ドライブ上のファイルベースの初期暗号化に失敗し、終了しま
した。

暗号化

3517

ドライブ上のファイルベースの復号化がキャンセルされました。

暗号化

3519

ファイルのファイルベースの暗号化が開始されました。

暗号化

3520

ドライブ上のファイルベースの暗号化が正常に終了しました。

暗号化

3521

ドライブ上のファイルベースの復号化に失敗し、終了しました。

暗号化

3522

ドライブ上のファイルベースの復号化がキャンセルされました。

暗号化

3524

ファイルの暗号化が開始されました。

暗号化

3525

ファイルの暗号化が正常に完了しました。

暗号化

3526

ファイルの暗号化に失敗しました。

管理者ヘルプ

カテゴリ

イベント
ID

説明

暗号化

3540

ファイルの復号化が開始されました。

暗号化

3541

ファイルの復号化が正常に終了しました。

暗号化

3542

ファイルの復号化に失敗しました。

暗号化

3543

ブート鍵のバックアップに成功しました

暗号化

3544

ブート アルゴリズムの最大数を超えています。

暗号化

3545

KSA の読み取りエラー

暗号化

3546

定義されたポリシーに基づいたボリュームの無効化。

暗号化

3547

警告:NTFS ブート セクタのバックアップがボリューム %1 に見
つかりません。

暗号化

3548

ユーザーが、コンピュータを起動するための新しい BitLocker ロ
グオン情報を設定しました。

暗号化

3549

ユーザーが、コンピュータを起動するための新しい BitLocker ロ
グオン情報を設定しようとしましたが、操作に失敗しました。

暗号化

3560

アクセス プロテクション。

暗号化

3600

一般的な暗号化エラーです

暗号化

3601

暗号化エラー - エンジン:ボリュームが存在しません。

暗号化

3602

暗号化エラー - エンジン:ボリュームがオフラインです。

暗号化

3603

暗号化エラー - エンジン:ボリュームが取り外されました。

暗号化

3604

暗号化エラー - エンジン:ボリュームが不正です。

暗号化

3607

暗号化エラー - 暗号化鍵が存在しません。

暗号化

3610

暗号化エラー - 元の KSA ペインが壊れています。

暗号化

3611

暗号化エラー - バックアップ KSA ペインが壊れています。

暗号化

3612

暗号化エラー - 元の ESA ペインが壊れています。

アクセス制御

4400

ポートが正常に承認されました。

アクセス制御

4401

デバイスが正常に承認されました。
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カテゴリ

イベント
ID

説明

アクセス制御

4402

ストレージが正常に承認されました。

アクセス制御

4403

WLAN が正常に承認されました。

アクセス制御

4404

ポートが正常に削除されました。

アクセス制御

4405

デバイスが正常に削除されました。

アクセス制御

4406

ストレージ デバイスが正常に削除されました。

アクセス制御

4407

WLAN が正常に切断されました。

アクセス制御

4408

ポートが制限されました。

アクセス制御

4409

デバイスが制限されました。

アクセス制御

4410

ストレージ デバイスが制限されました。

アクセス制御

4411

WLAN が制限されました。

アクセス制御

4412

ポートがブロックされました。

アクセス制御

4413

デバイスがブロックされました。

アクセス制御

4414

ストレージ デバイスがブロックされました。

アクセス制御

4415

WLAN がブロックされました。

管理者ヘルプ

38 エラーコード
38.1 Windows イベント ログ内の SGMERR コード
Windows イベント ログには、以下の様なメッセージが表示されます。
「ユーザー ... に対する SafeGuard Enterprise Administration の認証に失敗しました...理
由:SGMERR[536870951]」
番号「536870951」の定義については、以下の表を参照してください。たとえば、番号
「536870951」の意味は次のとおりです。「入力された PIN が間違っています。ユーザー
を認証できませんでした。」

エラー ID

表示

0

OK

21

内部エラーが検出されました

22

モジュールは初期化されませんでした

23

ファイル I/O エラーが検出されました

24

キャッシュを割り当てられません

25

ファイル I/O 読み取りエラー

26

ファイル I/O 書き込みエラー

50

操作は実行されませんでした

101

一般的なエラー

102

アクセス拒否

103

ファイルはすでに存在します

1201

レジストリ エントリを開くことができませんでした。

1202

レジストリ エントリを読み取れませんでした。

1203

レジストリ エントリを書き込めませんでした。

1204

レジストリ エントリを削除できませんでした。
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エラー ID

表示

1205

レジストリ エントリを作成できませんでした。

1206

システム サービスまたはドライバへのアクセスが不可能でした。

1207

システム サービスまたはドライバをレジストリに追加できませんでした。

1208

システム サービスまたはドライバをレジストリから削除できませんでした。

1209

システム サービスまたはドライバのエントリがレジストリにすでに存在しま
す。

1210

Service Control Manager へのアクセス権限がありません。

1211

セッションのレジストリ エントリが見つかりませんでした。

1212

レジストリ エントリが無効または不正です

1301

ドライブへのアクセスに失敗しました。

1302

ボリュームに関する情報がありません。

1303

ボリュームへのアクセスに失敗しました。

1304

無効なオプションが定義されています。

1305

無効なファイル システム タイプです。

1306

ボリューム上の既存のファイルシステムと定義済みファイル システムが異なり
ます。

1307

ファイル システムで使用される既存のクラスタ サイズと定義済みクラスタ サ
イズが異なります。

1308

ファイル システムで使用される無効なセクタ サイズが定義されています。

1309

無効な開始セクタが定義されています。

1310

無効なパーティション タイプが定義されています。

1311

必要なサイズの、断片化されていない未使用ペインがボリュームに見つかりま
せん。

1312

ファイル システムのクラスタに使用中のマークを付けることができませんでし
た。

1313

ファイル システムのクラスタに使用中のマークを付けることができませんでし
た。

管理者ヘルプ

エラー ID

表示

1314

ファイル システムのクラスタに正常のマークを付けることができませんでし
た。

1315

ファイル システムのクラスタに不正のマークを付けることができませんでし
た。

1316

ファイルシステムのクラスタに関する情報がありません。

1317

不正マークのペインがボリューム上に見つかりませんでした。

1318

定義されているボリュームエリアのサイズが無効です。

1319

ハード ディスクの MBR セクタは上書きできませんでした。

1330

割り当てまたは解放の不正なコマンドが定義されています。

1351

無効なアルゴリズムが定義されています。

1352

システム カーネルへのアクセスに失敗しました。

1353

システム カーネルがインストールされていません。

1354

システム カーネルへのアクセス中にエラーが発生しました。

1355

システム設定の変更が無効です。

1401

ドライブへのデータの書き込みに失敗しました。

1402

ドライブからのデータの読み取りに失敗しました。

1403

ドライブへのアクセスに失敗しました。

1404

無効なドライブが定義されています。

1405

ドライブ上の位置の変更に失敗しました。

1406

ドライブの準備ができていません。

1407

ドライブのマウント解除に失敗しました。

1451

ファイルを開くことができませんでした。

1452

ファイルが見つかりませんでした。

1453

無効なファイル パスが定義されています。
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表示

1454

ファイルを作成できませんでした。

1455

ファイルをコピーできませんでした。

1456

ボリュームに関する情報がありません。

1457

ファイル内の位置を変更できませんでした。

1458

ファイルからのデータの読み取りに失敗しました。

1459

ファイルへのデータの書き込みに失敗しました。

1460

ファイルを削除できませんでした。

1461

無効なファイル システムです

1462

ファイルを閉じることができませんでした。

1463

ファイルへのアクセスは許可されません。

1501

メモリが不足しています。

1502

無効または不正なパラメータが定義されています。

1503

データのバッファ サイズを超えています

1504

DLL モジュールをロードできませんでした。

1505

関数またはプロセスが中止されました。

1506

アクセスは許可されません。

1510

システム カーネルがインストールされていません。

1511

プログラムを起動できませんでした。

1512

関数、オブジェクト、またはデータが使用できません。

1513

無効なエントリが検出されました。

1514

オブジェクトはすでに存在します。

1515

無効な関数呼び出しです。

1516

内部エラーが発生しました。

管理者ヘルプ

エラー ID

表示

1517

アクセス違反が発生しました。

1518

関数またはモードがサポートされていません。

1519

アンインストールに失敗しました。

1520

例外エラーが発生しました。

1550

ハード ディスクの MBR セクタは上書きできませんでした。

2850

例外が発生したため、タスク スケジューラ サービスが停止しました。

2851

スケジューラ タスクの実行に成功しました。

2852

スケジューラ タスクに失敗しました。

2853

スケジューラ タスクを作成または変更しました。

2854

スケジューラ タスクを削除しました。

20001

不明

20002

プロセスが終了しました

20003

ファイルが検証されませんでした

20004

無効なポリシーです

30050

コマンドを開けませんでした。

30051

メモリ不足です

30052

プロセス通信の一般的なエラー

30053

リソースは一時的に使用できません。これは一時的な状態であり、後でアクセ
スを試みると正常に完了する可能性があります。

30054

一般的な通信エラー

30055

予期しない戻り値

30056

カードリーダーが接続されていません

30057

バッファ オーバーフロー

30058

カードに電源が供給されていません
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エラー ID

表示

30059

タイムアウトが発生しました

30060

無効なカードの種類

30061

現時点/この OS/この状況などで、要求された機能はサポートされていません

30062

無効なドライバ

30063

このソフトウェアでは、接続されたハードウェアのファームウェアを使用でき
ません。

30064

ファイルを開けませんでした

30065

ファイルが見つかりません

30066

カードが挿入されていません

30067

無効な引数

30068

セマフォは現在使用中です

30069

セマフォは現在使用中です

30070

一般的なエラーです。

30071

現在、要求された処理を実行するための権限がありません。通常は、事前にパ
スワードを入力する必要があります

30072

サービスは現在使用できません

30073

項目 (特定の名前の鍵など) が見つかりませんでした

30074

入力されたパスワードが間違っています。

30075

パスワードが複数回間違って入力されたため、ロックされています。通常は、
適切な管理者ツールを使用してロック解除します。

30076

ID が、定義されているクロスチェック ID と一致しません

30077

複数のエラーが発生しました。異なるさまざまなエラーが発生し、このエラー
コードがエラー コードを取得する唯一の方法の場合は、これを使用します。

30078

いくつかの項目が残っているため、ディレクトリ構造などを削除できません。

30079

一貫性のチェック中にエラーが発生しました

管理者ヘルプ

エラー ID

表示

30080

ID がブラックリストに含まれているため、要求された処理は許可されません。

30081

無効なハンドル

30082

無効な構成ファイル

30083

セクタが見つかりません。

30084

エントリが見つかりません。

30085

これ以上セクションはありません

30086

ファイルの末尾に到達しました。

30087

指定した項目はすでに存在します。

30088

パスワードが短すぎます。

30089

パスワードが長すぎます。

30090

項目 (証明書など) は期限切れです。

30091

パスワードはロックされていません。

30092

パスが見つかりません。

30093

ディレクトリは空ではありません。

30094

これ以上データがありません

30095

ディスクがいっぱいです

30096

操作が中止されました

30097

読み取り専用のデータです。書き込み操作に失敗しました

12451840

鍵を使用できません。

12451842

鍵が定義されていません。

12451842

暗号化されていないメディアに対するアクセスが拒否されました。

12451843

暗号化されていないメディアに対するアクセスは、空でない限り拒否されま
す。

352321637

ファイルは暗号化されていません。
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352321638

鍵を使用できません。

352321639

正しい鍵を使用できません。

352321640

ファイル ヘッダーでチェックサム エラーが発生しました

352321641

CBI 関数にエラーがあります。

352321642

無効なファイル名です。

352321643

一時ファイルの読み取り/書き込み中にエラーが発生しました。

352321644

暗号化されていないデータへのアクセスは許可されません。

352321645

鍵記憶域 (KSA) がいっぱいです。

352321646

ファイルは別のアルゴリズムですでに暗号化されています。

352321647

ファイルは NTFS で圧縮されており、暗号化できません。

352321648

ファイルは EFS で暗号化されています！

352321649

無効なファイル所有者です！

352321650

無効なファイル暗号化モードです！

352321651

CBC の操作にエラーがあります！

385875969

整合性違反です。

402653185

トークンにログオン情報が含まれていません。

402653186

ログオン情報をトークンに書き込めません。

402653187

TDF タグを作成できませんでした。

402653188

TDF タグに必須データが含まれていません。

402653189

トークン上にオブジェクトがすでに存在します。

402653190

有効なスロットが見つかりません。

402653191

シリアル番号を読み取れませんでした

402653192

トークンの暗号化に失敗しました。

管理者ヘルプ
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402653193

トークンの復号化に失敗しました。

536870913

鍵ファイルに有効なデータが含まれていません。

536870914

RSA 鍵ペアの一部が無効です。

536870915

鍵ペアをインポートできませんでした。

536870916

鍵ファイルの形式が無効です。

536870917

使用できるデータがありません。

536870918

証明書のインポートに失敗しました。

536870919

モジュールはすでに初期化されています。

536870920

モジュールはまだ初期化されていません。

536870921

ASN.1 暗号化が破損しています。

536870922

データの長さが間違っています。

536870923

署名が間違っています。

536870924

間違った暗号化メカニズムが適用されました。

536870925

このバージョンはサポートされていません。

536870926

スペース エラーです。

536870927

無効なフラグです。

536870928

証明書は期限が切れており、有効ではありません。

536870929

時刻が間違っています。証明書がまだ無効です。

536870930

証明書が取り消されました。

536870931

証明書チェーンが無効です。

536870932

証明書チェーンを作成できません。

536870933

CDP に連絡できませんでした。

536870934

最終データ単位としてのみ使用できる証明書が CA として使用されているか、
またはその逆です。
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536870935

チェーン内の証明書の長さの有効性に問題があります。

536870936

ファイルを開くときにエラーが発生しました。

536870937

ファイルの読み取り中にエラーが発生しました。

536870938

エラーか、または関数に割り当てられた複数のパラメータが間違っています。

536870939

関数の出力がキャッシュに収まりません。

536870940

トークンの問題および/またはスロットの違反です。

536870941

要求された関数を実行するのに十分なメモリ容量がトークンにありません。

536870942

関数の実行中に、トークンがスロットから取り外されました。

536870943

要求された関数を実行できませんでしたが、このエラーの原因に関する情報が
ありません。

536870945

CBI のコンパイルが実行されているコンピュータに、要求された関数を実行す
るのに十分なメモリがありません。この関数は部分的にのみ完了した可能性が
あります。

536870946

要求された関数は、CBI コンパイルではサポートされていません。

536870947

設定または変更できないオブジェクトに対して、値を設定しようとしました。

536870948

オブジェクトに対して無効な値です。

536870949

オブジェクトの値を取得しようとしましたが、オブジェクトがセンシティブ
か、またはアクセスできないため、失敗しました。

536870950

入力された PIN の有効期限が切れています。(通常ユーザーの PIN が発行され
たトークンで有効かどうかは、トークンによって異なります)。

536870951

入力された PIN が間違っています。ユーザーを認証できませんでした。

536870952

入力した PIN に無効な文字が含まれています。このレスポンス コードは、PIN
の設定を試みるユーザーにのみ適用されます。

536870953

入力した PIN が長すぎるか、短すぎます。このレスポンス コードは、PIN の
設定を試みるユーザーにのみ適用されます。

536870954

選択した PIN はブロックされており、使用できません。ユーザーの認証試行が
特定の数に達したため、トークンによって以降の試行が許可されない場合に、
このようになります。

管理者ヘルプ
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536870955

無効なスロット ID です。

536870956

リクエスト時に、トークンがそのスロット内にありませんでした。

536870957

CBI アーカイブまたはスロットがスロット内のトークンを認識できませんでし
た。

536870958

トークンが書き込み保護されているため、要求された処理を実行できません。

536870959

入力したユーザーは、すでにセッションにログオンしているため、ログオンで
きません。

536870960

別のユーザーがすでにセッションにログオンしているため、入力したユーザー
はログオンできません。

536870961

一致するユーザーがログオンしていないため、要求された処理を実行できませ
ん。たとえば、ログオンしているユーザーが存在するセッションはログオフで
きません。

536870962

通常のユーザー PIN は、CBIInitPin で初期化されていません。

536870963

複数の異なるユーザーが同じトークンに同時にログオンしようとして許可され
ました。

536870964

CBIUser として無効な値が入力されました。有効な種類はユーザーの種類で定
義されています。

536870965

指定した ID のオブジェクトがトークンに見つかりませんでした。

536870966

操作がタイムアウトしました。

536870967

このバージョンの IE はサポートされていません。

536870968

認証に失敗しました。

536870969

基本証明書は保護されています。

536870970

CRL が見つかりませんでした。

536870971

アクティブなインターネット接続がありません。

536870972

証明書の時刻の値にエラーがあります。

536870973

選択した証明書を確認できませんでした。

536870974

証明書の期限の状態が不明です。
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536870975

モジュールは終了しました。以降のリクエストは許可されません。

536870976

ネットワーク関数の要求中にエラーが発生しました。

536870977

無効な関数リクエストを受け取りました。

536870978

オブジェクトが見つかりません。

536870979

ターミナル サーバー セッションが中断されました。

536870980

無効な操作です。

536870981

オブジェクトは使用中です。

536870982

乱数ジェネレータは初期化されていません。(CBIRNDInit ( ) が要求されていま
せん。)

536870983

不明なコマンドです (CBIControl ( ) を参照)。

536870984

UNICODE はサポートされていません。

536870985

乱数ジェネレータにはさらにシードが必要です。

536870986

オブジェクトはすでに存在します

536870987

無効なアルゴリズムの組み合わせです。(CBIRecrypt ( ) を参照)。

536870988

Cryptoki モジュール (PKCS#11) は初期化されていません。

536870989

Cryptoki モジュール (PKCS#11) は初期化されています。

536870990

Cryptoki モジュール (PKCS#11) をロードできません。

536870991

証明書が見つかりません。

536870992

信頼されていません。

536870993

無効な鍵です。

536870994

鍵をエクスポートできません。

536870995

入力したアルゴリズムは一時的にサポートされていません。

536870996

入力した復号化モードはサポートされていません。

536870997

GSENC コンパイル エラーです。

管理者ヘルプ
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536870998

データのリクエスト形式が認識されません。

536870999

証明書に秘密鍵がありません。

536871000

無効なシステムの設定です。

536871001

アクティブな操作が 1つ存在します

536871002

チェーン内の証明書は、適切に時刻でネストされていません

536871003

CRL を置き換えられませんでした

536871004

ユーザー PIN はすでに初期化されています

805306369

この処理を行う十分な権限がありません。アクセスは許可されません！

805306370

無効な操作です

805306371

無効なパラメータが使用されています

805306372

オブジェクトはすでに存在します

805306373

オブジェクトが見つかりませんでした。

805306374

データベース例外

805306375

ユーザーによって処理がキャンセルされました。

805306376

トークンが特定のユーザーに割り当てられていません。

805306377

トークンが複数のユーザーに割り当てられています。

805306378

データベースでトークンが見つかりませんでした。

805306379

トークンが正常に削除され、データベースから削除されました。

805306380

データベースのトークンを識別できません。

805306381

ポリシーがポリシー グループに割り当てられています。ポリシーを削除する前
に、割り当てを削除する必要があります。

805306382

ポリシーが OU に割り当てられています。まず割り当てを削除してください。

805306383

この担当者の証明書は無効です。

805306384

この担当者の証明書は期限切れです。
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805306385

データベースで担当者が見つかりませんでした。

805306386

選択された担当者は一意ではありません。

805306387

担当者はブロックされており、認証できません。

805306388

担当者は期限切れか、まだ有効になっていません。

805306389

担当者の正当性を確認できませんでした。作業時間外に要求されました。

805306390

担当者が自身を削除することはできません。

805306391

追加認証には 2人目のマスター セキュリティ担当者が必要であるため、マス
ター セキュリティ担当者を削除することはできません。

805306392

追加認証には 2人目のセキュリティ担当者が必要なので、セキュリティ担当者
を削除できません。

805306393

追加認証には 2人目の監査担当者が必要なので、監査担当者を削除できません。

805306394

追加認証には 2人目の復旧担当者が必要なので、復旧担当者を削除できません。

805306395

追加認証には 2人目のヘルプデスク担当者が必要なので、ヘルプデスク担当者
を削除できません。

805306396

追加認証には 2人目のマスター セキュリティ担当者が必要なので、マスター
セキュリティ担当者の役割を削除できません。

805306397

追加認証には 2人目のセキュリティ担当者が必要なので、セキュリティ担当者
の役割を削除できません。

805306398

追加認証には 2人目の監査担当者が必要なので、監査担当者の役割を削除でき
ません。

805306399

追加認証には 2人目の復旧担当者が必要なので、復旧担当者の役割を削除でき
ません。

805306400

追加認証には 2人目のヘルプデスク担当者が必要なので、ヘルプデスク担当者
の役割を削除できません。

805306401

追加認証に使用できる、必要な役割を持つ追加の担当者はいません。

805306402

イベント ログ

805306403

中央イベント ログの整合性が正常に確認されました。
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805306404

整合性違反です！チェーンの先頭から 1つまたは複数のイベントが削除されま
した。

805306405

整合性違反です！チェーンから 1つまたは複数のイベントが削除されました。
チェーンの切断が検出された箇所のメッセージがハイライト表示されていま
す。

805306406

整合性違反です！チェーンの末尾から 1つまたは複数のイベントが削除されま
した。

805306407

イベントをファイルにエクスポートできませんでした。理由:

805306408

現在のビューには未保存のデータが含まれています。このビューを終了する前
に変更内容を保存しますか?

805306409

ファイルをロードできなかったか、ファイルが破損しています。理由:

805306410

ログの整合性に違反しています！1つまたは複数のイベントが削除されました。

805306411

削除する前にイベントをファイルに保存しますか？

805306412

ジョブ表示

805306413

データベースで複数の CRL が見つかりました。CRL を削除できません。

805306414

データベースで CRL が見つかりませんでした。

805306415

証明書が割り当てられているユーザーがデータベースで見つかりませんでし
た。

805306416

証明書の割り当てには P7 Blob が必須です。

805306417

証明書が割り当てられたユーザーの名前が一意ではありません。

805306418

証明書の割り当てが見つかりません。

805306419

証明書の割り当てが一意ではありません。削除する証明書を判別できません。

805306420

証明書を作成する対象のユーザーがデータベースで見つかりませんでした。

805306421

証明書を割り当てるユーザーに一意の名前を付けられません。

805306422

証明書はすでに別のユーザーに割り当てられています。証明書は 1人のユーザー
のみに割り当てることができます。

805306423

証明書を割り当てるマシンがデータベースで見つかりませんでした。
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805306424

証明書を割り当てるマシンを一意に識別できませんでした。

805306425

インポートされた証明書は、SGN で拡張できません。

805306426

証明書データに不整合が見つかりました

805306427

証明書の拡張はセキュリティ担当者によって承認されていません。

805306428

トークンの削除時にエラーが発生しました

805306429

現在のユーザーの正当性確認に使用されている証明書であるため、その証明書
をトークンから削除できません。

805306430

この名前のシステム アクセスはすでに存在します。別の名前を選択してくださ
い。

805306431

セキュリティ担当者に役割が割り当てられていません。ログオンを実行できま
せん。

805306432

ライセンス違反です。

805306433

ライセンスが見つかりませんでした。

805306435

存在しない、または無効なログファイルのパスです。

2415919104

ポリシーが見つかりません。

2415919105

構成ファイルがありません。

2415919106

サーバーへの接続がありません。

2415919107

これ以上データがありません。

2415919108

サーバーへの送信に無効な優先度が使用されています。

2415919109

さらに多くのデータが保留中です。

2415919110

自動登録が保留中です。

2415919111

データベース認証に失敗しました。

2415919112

不正なセッション ID です。

2415919113

データ パケットがドロップされました。

3674210305

ドメインが見つかりません。
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3674210306

マシンが見つかりません。

3674210307

ユーザーが見つかりません。

3758096385

パスワードの文字が不足しています

3758096386

パスワードの数字が不足しています

3758096387

パスワードの特殊文字が不足しています

3758096388

パスワードとユーザー名が同じです

3758096389

パスワードに連続する文字が含まれています

3758096390

パスワードとユーザー名が似すぎています

3758096391

パスワードが、禁止パスワードの一覧で見つかりました

3758096392

パスワードと古いパスワードが似すぎています

3758096393

パスワードに 2文字を超えるキーボード シーケンスが含まれています

3758096394

パスワードに 2文字を超えるキーボード列が含まれています

3758096395

パスワードはまだ有効ではありません

3758096396

パスワードの有効期限が切れました

3758096397

パスワードは有効期間の最小日数に達していません

3758096398

パスワードは有効期間の最大日数を過ぎました

3758096399

今後のパスワードの変更に関する情報を表示する必要があります

3758096400

初回ログオン時に変更する必要があります

3758096401

パスワードが履歴に見つかりました

3758096402

指定されたブラックリストとの比較検証中にエラーが発生しました。

4026531840

「プラットフォーム」が見つかりません。

4026531841

ドキュメントがありません。

4026531842

XML 解析エラー。
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4026531843

ドキュメント オブジェクト モデル (XML) エラー

4026531844

<DATAROOT> タグが見つかりません。

4026531845

XML タグが見つかりません。

4026531846

「nostream」エラー。

4026531847

「printtree」エラー。

38.2 BitLocker エラーコード
次の SafeGuard イベントにて、BitLocker エラーがレポートされます。
■

■

2072:カーネルの初期化に失敗しました。内部コード:<エラーコード>。
3506:ドライブ <ドライブ文字> のセクタ ベースの初期暗号化に失敗し、閉じられまし
た。理由:<エラーコード>

BitLocker noエラーコードの一覧は、次の表を参照してください。

エラーコード (16 エラーコード (10 説明
進)
進)
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0x00000000 –
0x000032C8

0 – 15999

Microsoft サイトの「システム エラー コード」(英語) を参照し
てください。

0x00BEB001

12496897

カーネルの初期化中、エラーが発生したため、暗号化を実行で
きません。

0x00BEB002

12496898

ブート マネージャがシステムボリュームにある場合、暗号化を
実行できません。

0x00BEB003

12496899

対応していないバージョンの Windows が、ハードディスクで見
つかりました。最低 Windows Vista が必要です。

0x00BEB004

12496900

指定された認証方法には対応していません。

0x00BEB005

12496901

PIN ダイアログが正常に完了しませんでした。

0x00BEB006

12496902

パス ダイアログが正常に完了しませんでした。

0x00BEB007

12496903

PIN ダイアログまたはパス ダイアログにて、プロセス間の通信
でエラーが発生しました。
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0x00BEB008

12496904

PIN ダイアログまたはパス ダイアログで、ハンドルされない例
外が発生しました。ダイアログが表示されましたが、ユーザー
がログオフしたか、「タスク マネージャ」によって停止されま
した。

0x00BEB009

12496905

ポリシーで定義されている暗号化アルゴリズムが、暗号化され
ているドライブのアルゴリズムと一致しません。デフォルトを
未変更の場合、ネイティブの BitLocker では AES-128 が使用さ
れ、SGN ポリシーでは AES-256 が使用されます。

0x00BEB00A

12496906

ボリュームがダイナミックボリュームです。ダイナミックボ
リュームはサポートされていません。

0x00BEB00B

12496907

ハードウェアに問題があるためハードウェアテストに失敗しま
した。

0x00BEB00C

12496908

TPM の初期化とアクティブ化を実行中、エラーが発生しまし
た。

0x00BEB00D

12496909

Safeguard Enterprise の暗号化アルゴリズムが GPO の暗号化ア
ルゴリズムと競合しています。

0x00BEB102

12497154

UEFI バージョンを検証できなかったため、BitLocker はレガシ
モードで実行されます。

0x00BEB202

12497410

クライアントの構成パッケージが、まだインストールされてい
ません。

0x00BEB203

12497411

UEFI バージョンに対応していないため、BitLocker はレガシ
モードで実行されます。最低必要なバージョンは 2.3.1 です。

0x80280006

-2144862202

TPM が非アクティブです。

0x80280007

-2144862201

TPM が無効です。

0x80280014

-2144862188

TPM にはすでに所有者があります。

0x80310037

-2144272329

FiPS 準拠のグループポリシーの設定では、ローカル復旧パス
ワードの生成や、鍵バックアップファイルへの書き込みが阻止
されます。なお、暗号化は続行します。

0x8031005B

-2144272293

指定された認証方法のグループポリシーが設定されていません。
グループポリシーで、「互換性のある TPM が装備されていな
い BitLocker を許可する」を有効にしてください。

0x8031005E

-2144272290

TPM が装備されていない暗号化のグループポリシーが設定され
ていません。グループポリシーで「スタートアップ時に追加の
認証を要求する」を有効にして、「互換性のある TPM が装備
されていない BitLocker を許可する」チェックボックスも選択
してください。
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0x80280000 –
0x803100CF
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-2144862208 –
-2144272177

詳細は、Microsoft COM エラーコード (TPM、PLA、FVE) (英語)
を参照してください。

管理者ヘルプ

39 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。
■

「SophosTalk」ユーザーフォーラム (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/

■

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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