Sophos EndUser
Data Suite
暗号化、DLP、エンドポイント保護、モバイル保護 —
包括的なデータ保護を簡単に実現
ÌÌ データ保護、エンドポイント保護、
モバイル保護、メール保護を単一
のライセンスに統合

ÌÌ すべての iPhone、iPad、Android デ
バイスなどに対するモバイルデバ
イス管理

ÌÌ エンドポイント保護に、フルディス
ク暗号化、ファイル暗号化、メー
ル暗号化を統合

ÌÌ 簡単な乗換えと導入

ÌÌ ク ラ イ ア ン ト フ ァ イ ア ウ ォ ー ル 、
Web フィルタリング、アプリケーシ
ョンコントロール、デバイスコントロ
ール、データコントロール、パッチ
評価を含む包括的なエンドポイン
ト脅威保護

ÌÌ SophosLabs のグローバルセキュ
リティエキスパートによるサポート
で、業界随一のサポートを提供

データ流出防止 (DLP)、 メール暗号化、エンドポイント保護が組み合わされ
た Sophos EndUser Data Suite で、お客様に安全と安心を提供できます。フ
ルディスク暗号化、ファイル暗号化、メール暗号化により、データ共有の安全
性が簡単に確保できます。デスクトップのマルウェア対策とメール保護に搭
載された機密データのスキャン機能で、偶発的なデータ流出を阻止します。
個別の購入は必要ありません。
すべてソフォスの製品なので、効率よく連携します。非常に使いやすく、時間と
コストを節約する最適な保護を提供します。

対象企業

ライセンスに含まれるもの

Sophos EndUser Data Suite は、管
理しやすい包括的な保護を必要と
する、あらゆる規模の企業・組織に
最適です。

単一のライセンスには、あらゆるプラットフォーム
に対応する包括的なデータ保護と脅威保護、無
償のスタンダードサポート (平日 9:00 - 17:30 /
緊急時は 24時間 365日)、無償アップデートが含
まれます。Sophos EndUser Data Suite のライセ
ンスには、以下の機能が含まれます。

Encryption: 実証済みで認証済み
コンピュータの暗号化に関する簡単なポリシー設定

機密データや個人情報は、法規制に従って保護
される必要があります。ソフォスの暗号化はデー
タ漏えいを阻止し、データに対する従業員のセキ
ュアなアクセス、共有、保存を可能にします。ま
た、マルウェア対策と同じコンソールを使用して
管理できます。
フルディスク暗号化やファイル/フォルダ暗号化 (PrivateCrypto)
でデータを保護
高速の暗号化アルゴリズムを使用して、ハードドライブでの暗
号化時間を大幅に短縮
パスワードから鍵 (キー) を生成し、暗号化キーをディスクに保
存する危険性を削減
使いやすい設定ウィザードが用意されているので、データセキ
ュリティ ポリシーを簡単に実行可能
個別のコンピュータに直接インストール、またはネットワークの
全コンピュータに自動インストール
Windows OS 向けのエンドポイントコンソールで、暗号化を集中
管理
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Endpoint: 脅威をブロックして
生産性を維持
ソフォス製品は、マルウェア阻止に必要なあらゆ
る対策を提供し、単一のコンソールとエージェン
トでデータを保護します。ユーザーの利用場所を
問わず、効果の高い包括的なセキュリティを実現
します。
Windows、Mac、Linux、UNIX、仮想化プラットフォームすべて
に、高速のマルウェア対策スキャンを実行

Mobile: 安全な BYOD を実現
Sophos Mobile Control (MDM) は、従業員のスマ
ートフォンやタブレット端末から、企業メールやデ
ータへの安全なアクセスを簡単に実現します。
iPhone、iPad、Android、BlackBerry、Windows Mobile などのデ
バイスに、ポリシーコントロールを適用
オートロック、セキュリティレベルの高いパスコード、紛失や盗
難に遭ったデバイスの位置確認、リモートロック、リモートワイ
プなどの機能で、データ流出を防止

定義ファイル反映前のクラウド型マルウェアの検出、アプリケ
ーションコントロール、デバイスコントロール、データコントロー
ルを実行

Enterprise App Store (自社専用のアプリストア) でアプリを管
理し、不要なアプリをブロック

単一のコンソールで、パッチ評価、Web フィルタリング、ディスク
暗号化を含む集中管理が可能

Exchange: Microsoft Exchange サー
バー向けのマルウェア対策とスパム
対策

機密情報の移動・コピーを制御するデータ流出防止 (DLP) 機
能を搭載
デバイスコントロールにより、リムーバブルストレージデバイス
の使用に関するルールを簡単に設定可能
ソフォスの単一スキャンエンジンは、コンピュータパフォーマン
スへの影響を最小限に抑制。独立機関によるテストでは、他の
ウイルス対策企業に比べて最速の検出速度を記録しました。

Email: スパム、フィッシング、
マルウェア、データ流出を阻止
迷惑メールや悪質メールが受信ボックスへ送信
されるのを阻止できる一方、機密情報の流出・漏
えいを防止することが簡単にできます。
スパム、フィッシング、スパイウェア、マルウェアなど、受信メー
ルを介して侵入する脅威をゲートウェイで高速かつ効率的に
ブロック
自動化されたメール暗号化で機密情報を保護し、データ流出
のリスクを低減
わかりやすいウィザードで、シンプルな制御を実現
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Microsoft Exchange サーバーを保護して、安全なメールゲート
ウェイを確立。スパム、マルウェア、不適切なコンテンツが、組
織全体に配信される可能性を防止できます。

UNIX: UNIX サーバー向けのマルウ
ェア対策とスパム対策
オープンアーキテクチャによる柔軟な導入が可能なメッセー
ジセキュリティ対策。高度な脅威対策とスパム対策は、様々
な規模のグループに応じてカスタマイズ可能。幅広い用途
で安全に使用でき、きわめて高い信頼性を誇ります。

エンドポイント保護 - Windows、Mac、Linux、UNIX、仮想化
プラットフォームのすべてを単一のコンソールで管理
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より最適な保護の達成

ソフトウェアコンポーネント

Sophos EndUser Data Suite に含まれるセキ
ュリティ機能は、連携し合って最適なデータ保
護と脅威保護を達成し、優れた可視性と使い
やすさを実現します。

Sophos Encryption
Windows および Mac に対するフルディスク暗号化の搭載。 OS 起動時認証、パスワード
リカバリ、マシン復旧ツールが含まれます。

ÌÌ マルウェア対策を管理するのと同じコンソー
ルでフルディスク暗号化を導入・管理。
ÌÌ マルウェア対策、ホスト侵入防止システム
(HIPS)、デバイスコントロール、アプリケーシ
ョンコントロール、 Web フィルタリング、デー
タ流出防止 (DLP) 機能がすべて単一のエ
ージェントに搭載され、単一のコンソールで
管理可能。
ÌÌ 紛失や盗難に遭ったモバイルデバイスの位
置確認、リモートロック、リモートワイプなど
の機能により、モバイルデバイスからデータ
が流出するリスクを排除。全てが単一のラ
イセンスに含まれます。
ÌÌ デスクトップ PC、ノートPC、Exchange サー
バー、メールゲートウェイなどを含むすべて
の ポイントと プラットフォームに、単一のマ
ルウェア対策エンジンを使用。
ÌÌ SophosLabs のアナリストが、検出機能を常
に監視して調整。新しいデータ保護ポリシ
ーを配信し、悪質なアプリケーションや Web
サイト、台頭する脅威、スパムなどを監視し
てブロック。
ÌÌ 単一のセキュリティベンダーが提供する 24
時間サポートが、認定されたエキスパート
によって個別に対応されます。
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Sophos PrivateCrypto
Windows Explorer でのファイル/フォルダ暗号化とメール添付ファイルの暗号化。
Sophos Enterprise Console
Windows、Mac、UNIX、Linux、仮想化システムに対応する単一の自動化コンソールで、
マルウェア対策、クライアントファイアウォール、侵入防止システム、エンドポイント Web
スキャン、パッチ評価、暗号化、データコントロール、デバイスコントロール、アプリケー
ションコントロール、エンドポイント評価などの機能を一括導入して集中管理。
Sophos Endpoint Security (マルウェア対策、ホスト侵入防止システム (HIPS)、デバイス
コントロール、アプリケーションコントロール、DLP)
Windows 向けの単一のエンドポイントエージェントで、ウイルス、スパイウェア、アドウェ
ア、ルートキット、疑わしいファイル、疑わしい動作などを検出。機密情報のネットワーク
からの流出を監視し、悪質なサイトや不適切な Web サイトをブロック。また、多様な OS
上で、リムーバブルストレージデバイスの使用や、未承認のアプリケーションの使用を
制御。 Windows PC をスキャンし、脅威の攻撃対象となる脆弱性に対して適用されてい
ない重要なパッチを識別。集中管理可能なクライアントファイアウォール。エンタープライ
ズ環境に最適で、ワームやハッカーをブロックして侵入を防止。
Sophos Email Protection with SPX Encryption
SPX Encryption を搭載した 3機種の Sophos Email Appliance (追加購入) や Virtual Email
Appliance (日本未提供) から選択可能。Sophos Email Appliance は、メール暗号化、デー
タ流出防止 (DLP)、マルウェア対策、スパム対策、フィッシング対策など、メールゲートウ
ェイでのあらゆる機能を搭載。
Sophos PureMessage for Microsoft Exchange および Sophos PureMessage for UNIX
Microsoft Exchange サーバーや UNIX サーバー向けのマルウェア対策およびスパム対
策。
Sophos Web Filtering in Endpoint (Web フィルタリング)
不適切サイトに対する Web ポリシーの施行と、Web マルウェアスキャンを、Endpoint エ
ージェントで実行。
Sophos Network Access Control (NAC)
ネットワークアクセスコントロール ソリューションは、管理対象コンピュータ、管理対象外
コンピュータ、未認可コンピュータを評価。 NAC は、未更新のウイルス対策や無効にな
っているファイアウォールなど、設定上の問題を検出し、アクセスを許可する前に問題
の解決を図ります。
Sophos Anti-Virus for Mac/Linux/UNIX/Netware/OpenVMS
Mac、Linux、UNIX、NetWare、OpenVMS コンピュータに対するマルウェア対策。
Sophos Mobile Control
iOS、Android、BlackBerry、Windows Mobile 向けの包括的な Mobile Device Management
(モバイルデバイス管理)。セキュリティポリシーのフルコントロール、紛失や盗難に遭っ
たデバイスの制御、セキュリテイポリシーの施行や設定修復オプション、アプリ管理など
を提供。

