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Ⅰ．導入の必要性



1. SMBが直面している情報セキュリティの問題点

新・変種の攻撃タイプの多様化

攻撃タイプの多様化

DDoS/APT新・変種の攻撃 ランサムウェア 複雑な管理SW間の衝突 社員の勝手なダウンロード

セキュリティコストの増加 制御不可能な領域の増加

複数のセキュリティソリューションが必要な

ため、管理の難しさとコストが増大

危険なファイルのダウンロードの

制御不可
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・ アンチウィルスソフトウェアだけで、すべてのセキュリティ対策が可能だった時代ははるか昔。

・ 企業を取り巻くセキュリティ環境はますます複雑化しつつあります。



▪ 新たな規制

▪ GDPR・個人情報流出

▪ Exploit

▪ APT 攻撃

▪ ランサムウェア

▪ マルウェア

▪ Unknown Threat

▪ フィッシング・有害サイト

▪ セキュリティインフラ投資

▪ BYOD 拡大

▪ 内部情報流出

▪ 非業務用サイへのアクセス

▪ 低い内部のセキュリティ意識

▪ 新たな脅威への対応情報の不足

▪ 統合セキュリティ管理システムの不備

▪ 内部のセキュリティ専門家の不在

外部の脅威の増加

コンプライアンス急変

内部管理の負担加重

社内の専門人材不足
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飛躍的に増加する

「外部からの脅威」
予想不可能な

「内部からの情報漏洩」

今日も情報セキュリティ担当者の悩みはどんどん増えていきます。

1. SMBが直面している情報セキュリティの問題点



統合エンドポイントプロテクション

06

1. SMBが面している情報セキュリティの対策案

アンチランサムウェア

ウェブ保護

アンチマルウェア

ハッカー

マルウェア

フィッシング

PC 最新バージョンチェック

バックアップ

リムーバブルメディア制御

機密データ検出

外部からの脅威 内部からの情報漏洩
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一つのエージェントを

PCにインストール

するだけ

2. Exosphere Endpoint Protectionの提供価値

導入が簡単

運用が楽

一つの管理コンソール

でユーザー管理が

可能

安定した
検出性能

最高レベルのAVIRA

エンジン使用

PCの必要なセキュリティ機能を統合して、総合的な脅威に簡単手軽に対応することができます。

外部からの脅威と

内部からの情報漏

洩を防止

多機能

コスト削減

完全
クラウド管理
AWSクラウド基盤で

の運用・管理

専門管理者不要

オールインワンで

セキュリティ対策

+

ONE

Management

Agent
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3. 製品ラインナップ

製品名称と機能比較

・ Exosphere Endpoint Protection 

アンチマルウェア
EPA

EPA

・ Exosphere Endpoint Protection 

アンチマルウェア+ 
EPA+

・ Exosphere Endpoint Protection 

DLP
DLP

・ Exosphere Endpoint Protection 

PRO 
PRO

※リムーバブルメディア（USB Memory、SD Cardのみ対応）

「2020年春リリース予定」

「2020年春リリース予定」

 アンチマルウェア(アンチウィルス) ✔ ✔ ✔

 アンチランサムウェア ✔ ✔ ✔

 ウェブ保護 ✔ ✔ ✔

 デバイス制御 　   ✔  ※ ✔ ✔

 機密データ検出 ✔ ✔

 機密検出時の暗号化保護 ✔ ✔

 ウェブフィルタリング ✔ ✔

 バックアップ ✔ ✔

 ユーザー管理 ✔ ✔ ✔ ✔

 システム管理 ✔ ✔ ✔ ✔

 カスタマーサポート ✔ ✔ ✔ ✔

 アンチマルウェア

 DLP(情報漏洩防止)

 その他

EPA+EPA PRODLP
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Ⅱ．製品特長



検出率の強化、誤検出 / 未検出の最小化+未知の攻撃防御

最高レベルエンジン使用

(SAVAPI+APC)

AI及びThreat Intelligence基板

の検出率強化、誤検出を最小化

Core 
Engine

マルウェア検出/ランサムウェア検出/不正URL検出

マシンラーニング / ヒューリスティック / ジェネリック検出

AI 分析/評価分析

フォルダ保護

グローバルエンジン ＋ 脅威インテリジェンス
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1. 強力なアンチマルウェア検出と分析

強力なアンチマルウェア機能の適用はもちろん

Global
Engine

Threat
Intelligence

Advanced
Defense



グローバル3大のセキュリティソフトテスト機関

Virus BulletinのVB100認証保有

2018.12

2019.02

2019.04

アンチマルウェア性能テスト

会社名 ライセンスタイプ 検出数

Exosphere Business 3,709

A社 Business 3,635

E社 Business 2,592

E社 Business 3,027

K社 Free Trial 3,370

M社 Free Trial 3,068

M社 Free Trial 3,445

T社 Business 2,180

製品名 ライセンス対応 検出数

Exosphere Business 3,656

A社 Business 3,459

T社 Business 2,773

(2018年12月 / 独自テスト / Win7) (2019年5月3日 / 独自テスト / Win7)

*悪性コード4,000個を、インターネット上でランダムに
収集して行われました。

(2018年12月から継続参加)
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2. 安定した検出性能



簡単配布

PC リソース使用量の最小化

セキュリティプログラム間の衝突防止

社内PCを簡単にクラウドから管理

社内の脅威を可視化

情報セキュリティ運用コストの削減

管理者の負担減少

One
Agent

One
Management

3. One Agent＋One Management

クラウドベースの One Agent + One Managementで動作

+
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4. ライセンスの発行から初回起動までの流れ
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ライセンス
発行

ライセンス管理者がExosphere

ライセンスを発行し、お客様へ

ライセンス情報の案内メール

を送付。

スーパー管理者
登録

案内メールのライセンス情報に

あるスーパー管理者登録の

手順に従ってスーパー

管理者を登録。

スーパー管理者
ログイン

スーパー管理者ページへログイン

し、社内の部署、社員構成に

合わせてユーザーとグループ

を追加。

・ユーザー＆グループ追加とエージェント初回起動

・ライセンス発行とスーパー管理者登録

ダウンロードパス
配布

追加したユーザーにメッセンジャー

やメールを利用し、ダウンロード

パスにてインストール情報を

配布。

エージェントを
PCにインストール

受け取ったインストール情報に

従って、PCにエージェントの

インストールを実施。

インストール後
再起動

インストールが完了した後、

再起動を行います。

※再起動しないと、PCが正常に

動作しなくなる場合が

ある。

アンチランサムウェア
DB更新

PCを再起動した後に、エージェ

ントがアンチランサムウェアDBを

最新で更新。

ユーザー＆グループ
追加

管理者が社内の部署と社員

構成に合わせてユーザーと

グループを追加。

起動



5. All-in-One Endpoint Protection Solution
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外部からの脅威と内部からの情報漏洩を一つのソリューションで保護
進化する「All-in-One Endpoint Protection Solution」

ユーザーがブラウザを介してWebに接続する場合、
マルウェア、フィッシングなどが発生する可能性のあ
る有害サイトを遮断することにより、ユーザーに安全
なインターネット環境を提供します。

マシンラーニング、ヒューリスティックなど多分析手法で
収集した膨大なシグネチャクラウドを通して、アンチマル
ウェア機能を提供します。アンチマルウェアの分野でグ
ローバルトップティアのAviraの最高仕様の対策エンジ
ンと独自のエンジンを使用してマルウェアを検出します。

保護フォルダ内に保存されたデータには、事前に許可
されたプロセス（ホワイトリスト）のみのアクセスを許可
し、未確認のマルウェアからの攻撃を遮断します。ユー
ザーの不便を最小化するために、独自のプロセス分析
システムを運営しており、AIとグローバルインテリジェンス
を通して誤検知検証を進めます。

外部入力装置や疑わしいダウンロード
など、様々な流入経路やマルウェアが
侵入する可能性に備えることができま
す。

最悪の状況にも、企業のデータを
守れるように、物理的に分離され
たデータ保存空間にデータを複製
しておき、復元することができる二
次保護装置を提供します。

PCのセキュリティ状態のチェックと改善
を目的として、OSとPCにインストールさ
れたアプリケーションの最新バージョンか
どうかをチェックし、脆弱性を最小限に
するための機能として提供します。

独自のホワイトリスト管理、無許可のプロセスのファイル
改ざん動作を遮断、プロセス評判分析情報の提供、改
ざん動作情報の提供

不正URL遮断
ホームページを改ざんする動作や不正ファイルをダウンロー
ドさせる不正URL
フィッシングサイト遮断
個人情報などのユーザーの情報を搾取するフィッシングURL
PUA遮断
不要なプログラムのインストールを誘導するURL
信頼サイト個別設定
管理者による信頼サイトの追加が可能

スキャンオプションフルスキャン、クイックスキャン、フォル
ダスキャン、カスタムスキャン、予約スキャン (管理者コ
ンソールで提供)
検出対象
ウイルス、ランサムウェア、Trojans、 Rootkits、Keylo
gger、 Spyware、adware

デバイス制御
リムーバブルデバイス遮断（USB、
SD CARD）
ドライブ遮断（CD/DVDなどディ
スクドライブ）
ネットワーク制御
無線LAN、デザリングなど
他の制御
赤外線ポート、Bluetoothなど

アプリケーション制御
P2P、メッセンジャー、FTPユーティ
リティ、遠隔操作

管理者指定の拡張子バックアップの
バージョン別のコピー元を保存
会社で必ず保護しなければならない重
要なファイルを自動バックアップ
暗号化バックアップ
ストレージに保存されるファイルは、暗号
化されて保存され、Exosphereエー
ジェントを介して復号化
FTPS/ AmazonS3をサポート
FTPサーバーとオンラインバックアップをサ
ポート

チェック項目
windowsの最新のセキュリティアップデート
プログラム
重要なアプリケーションの最新バージョンイン
ストール
ファイアウォールの使用要否
ユーザー共有フォルダの設定
USB自動実行

社内で最も機密性の高い資産、
つまり企業データの安全を守る
ことができます。

機密データ検出
PCの機密データ(ファイル内のクレ
ジットカード、電子メール、キー
ワードなどの機密性の高い情報を
含む文書)を検出し、レポートを
提供
機密データ保護
PCの機密データ(ファイル内のクレ
ジットカード、電子メール、キー
ワードなどの機密性の高い情報を
含む文書)を検出し、暗号化して
保護する機能ウェブ保護

アンチマルウェア

デバイスおよび
アプリケーション制御

PC 最新バージョン
チェック

バックアップ

機密データ
検出

アンチランサムウェア

アンチマルウェア

機密データ検出デバイス＆
アプリケーション制御

バックアップ
PC最新バージョン
チェック

ウェブ保護アンチランサムウェア
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Ⅲ．製品詳細



2

3

4

PC エージェント

Exosphereエージェントプログラムは、直感的なUI/ UXを

提供することにより、ユーザーがどのような保護措置を

受けているのか簡単に確認し、直接保護措置を実行する上で、

不便がないようにします。

1

有効に働いているセキュリティ機能、およびエージェントPCの
セキュリティスコアを提示

保護メニューリスト

マルウェアスキャン

各機能の詳細設定画面

1

2

3

4
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EPA+

対象製品
EPA PRODLP1. ユーザーインターフェース紹介



1

2

3

4

5

6

7

管理者

社内PCのセキュリティ状態と

エージェントのインストール状況を管理することができる

Webベースの管理コンソールを提供します。

統合管理を介して社内で発生する様々な脅威を

一目で管理することができます。

脅威
可視性

ポリシー
制御

管理権限の
分割付与

エージェント
配布管理

1

２

3

4

5

6

7

特定の期間中の主要なセキュリティ統計情報の提供

機能別ログ照会

機能別ポリシー設定

デバイス制御機能中に一時許可申請などの承認管理

ユーザー、ユーザーグループ、管理者設定など

エージェント配布/アンインストール、契約状況確認など

カスタマーサポートのお問い合わせ
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EPA+

対象製品
EPA PRODLP1. ユーザーインターフェース紹介



誤検出/未検出を最小化し、

より強化したアンチマルウェア機能を利用することができます。

機能 説明

スキャン クイックスキャン /  フルスキャン /  カスタムスキャン

設定 マルウェア検出と隔離履歴 /  検出マルウェア管理 /  アンチマルウェア設定

機能 説明

ダッシュボード 期間別のマルウェア措置と隔離回数

ログ照会 期間別のマルウェアの検出履歴と措置内容

ポリシー設定 リアルタイム検査 /  予約検査(例外ユーザー設定)

提供機能 (エージェント)

提供機能 (管理者）

Malicious : Windows PE EXE and DLL, Linux, 
MacOS 
Malicious script: JavaScript, VBScript etc.
Office docs and embedded macros

ウイルス, ランサムウェア, 
Trojans, Rootkits, 
Keylogger, Spyware, 
Adware

検出対象 スキャン対象

エンドポイント
1次脅威検出

クラウド分析

悪性ファイル情報

疑わしいプロセスの
追加検証

隔離 or 追加分析

シグネチャ

ヒューリスティック

マシンラーニング

Generic Analysis

・ グローバルトップティアアビラ（Avira）のエンジン

+Exosphere独自のエンジンでデュアルエンジンを使用

・ マシンラーニング、ヒューリスティックなど多分析手法が適用された

膨大なシグネチャクラウドDB利用

・ プロセス検証を通すことで、誤検出/未探出を最小化
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EPA+

対象製品
EPA PRODLP2. アンチマルウェア



ホワイトリストベースで、

未知の攻撃からも強力にファイルを保護します。

機能 説明

設定 疑わしいプロセス制御履歴 / 疑わしいプロセス管理/   ランサムウェア保護フォルダの設定

情報提供 プロセス署名情報、改ざんされたファイル情報、プロセスレビュー

機能 説明

ダッシュボード 期間別の保護ファイルアクセス遮断と実行遮断の数

ログ照会 疑わしいプロセス遮断履歴 /遮断例外指定

ポリシー設定 疑わしいプロセス遮断ポリシー / 例外設定

提供機能 (エージェント)

提供機能 (管理者)

安全かどうか
判断

ファイル改ざん遮断
Unknown Process
ファイル改ざん発生

ホワイトリスト
インスタントの更新

疑わしいプロセスの分析

プロセス
レビュー情報

提供

ホワイトリスト
管理負担
最小化

・ ゼロデイ攻撃、最新のランサムウェア、および

変種の攻撃を遮断

・ 疑わしいプロセスの保護フォルダ内のファイル改ざんを制御

・ グローバル脅威インテリジェンスと、独自の脅威情報の分析を通して、

強力な保護機能を提供
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EPA+

対象製品
EPA PRODLP2. アンチランサムウェア



グローバルURL DBとフィルタリング技術を利用して、

悪質なWebからPCを保護することができます。

機能 説明

ダッシュボード 期間別の悪意のあるウェブサイトを遮断した件数と警告サイトにアクセスした件数

ログ照会 ウェブサイトへのアクセス制御内容を確認 /  例外指定

ポリシー設定 カテゴリー設定 / ウェブサイト例外設定 / 例外ユーザ設定

機能 詳細内容

不正サイト遮断
ブラウザの初期表示URL設定変更したり、

不正なファイルをダウンロードさせる不正URLを遮断

フィッシングサイト遮断 個人情報などのユーザーの情報を窃盗するためのフィッシングURLを遮断

PUAサイト遮断
不要と思われるアプリケーション(PUA)のインストールや

ユーザーが望まないサイトに誘導するURLを遮断

提供機能 (管理者)

遮断範囲

フィッシング PUA 悪性コード・ ネットワークトラフィックを検出して、

悪性コードが流入する可能性のある有害サイトを遮断

・ 不要と思われるアプリケーション(PUA)のインストールURLを遮断

・ 目的のIPとURL個別遮断可能（管理者コンソールで提供）
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EPA+

対象製品
EPA PRODLP2. ウェブ保護



カテゴリ
保存

デバイス

リムーバブルメディア

その他のデバイス

（USB Memory、
SD Card）

デバイスに書き出したファイルは、情報漏洩につながります。

提供機能 (管理者)

遮断範囲

機能 説明

ダッシュボード 期間別デバイス制御数

デバイス制御 ※

ログ照会 デバイス接続遮断履歴 /ファイル保存制御履歴

ポリシー設定
デバイスカテゴリ設定 / 個別設定 /  

例外ユーザー設定

・特定デバイスの利用制限やデータ流出を遮断
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EPA+

対象製品
EPA3. デバイス制御

USB Memory、SD Card

PRODLP

※USB MemoryとSD Cardののみ対応



カテゴリ
保存

デバイス

リムーバブルメディア

その他のデバイス

Wireless LAN

CD-ROM / DVD / 
BD

Bluetooth

ポータブルデバイス
USB デザリング

イメージキャプチャ

アプリケー
ション

P2P

出所不明のダウンロードパス遮断、

悪性の攻撃手段として利用されているパス遮断
FTPユーティリティ

メッセンジャー

遠隔制御 RDP(Remote desktop protocol)の脆弱性を利用した攻撃を遮断

デバイスに書き出したファイルは、情報漏洩につながります。

特定のアプリケーションで外部との通信も情報漏洩の危険性があります。

197個
S/W遮断提供

+ユーザー
個別設定

媒体(デバイス)

有害アプリケーション

提供機能 (管理者)

遮断範囲

機能 説明

ダッシュボード 期間別デバイス＆アプリケーション制御数

デバイス制御 アプリケーション制御

ログ照会 デバイス接続遮断履歴 /ファイル保存制御履歴
アプリケーション実行遮断履歴 / 

ファイル添付制御履歴

ポリシー設定
デバイスカテゴリ設定 / 個別設定 /  

例外ユーザー設定

アプリケーションカテゴリ設定 / 個別設定 /  

例外ユーザー設定

• 特定アプリケーションの利用制限やデータ流出を遮断

• 特定デバイスの利用制限やデータ流出を遮断
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EPA+

対象製品
EPA PRODLP3. デバイスおよびアプリケーション制御



機能 説明

ログ照会 リアルタイム検査履歴 / 予約検査履歴

ポリシー設定 カテゴリー設定 / 拡張子設定 / 例外パス設定 / 例外ユーザ設定 / キーワード設定

22

提供機能 (管理者)

社内で最も機密性の高い資産、

つまり企業データの安全を守ることができます。

･ 機密データ検出、レポート機能

･ 機密データ検出、暗号化保護機能

レポート
詳細 / ユーザー名 / グループ / 

検査種類 / ファイル名 / 
機密データ検出数 / 検査日時

保護機能
機密データが検出された場合、

ファイルを暗号化します

検出後の措置

種類

マイナンバー
個人の識別番号として各市町村または特別区からその住民に指定される12桁の番号

※日本、アメリカ、台湾対応

クレジットカード 商品を購入する際の後払い決済する手段の一つ

メールアドレス 電子メールにおける送信先や発信元を表す

電話番号 有限の数値配列による識別子

郵便番号 郵便物の分類に役立てるために、宛先に加えて記された数字や文字

運転免許証番号 運転免許証に記載されている12桁の番号

基礎年金番号 国民年金や厚生年金保険などの公的年金制度で共通して使用する個人ごとの番号

キーワード 指定したキーワードを機密データの検出条件として追加することができます

機密データの種類

EPA+

対象製品
EPA PRODLP3. 機密データ検出



エンドポイントのセキュリティレベルを常時管理し、

外部からの脅威を最小限に抑えます。

機能 説明

ログ照会 ユーザー別検査結果履歴

ポリシー設定 チェック項目別個別チェック項目の設定

ソフトウェアチェック 主要ソフトウェアの最新アップデート状態をチェック

セ キ ュ リ テ ィ ア ッ プ デ ー ト
チェック

Windows OSの最新セキュリティアップデートをチェック
アンチウイルスプログラムのインストールと実行可否をチェック

ファイアウォールチェック ファイアウォールプログラムのインストールと実行可否をチェック

共有フォルダーチェック ユーザー共有フォルダーの設定可否をチェック

USB セキュリティチェック USB自動実行設定可否をチェック

スクリーンセーバーチェック スクリーンセーバー設定をチェック

ソフトウェアチェック 主要ソフトウェアの最新アップデート状態をチェック

提供機能 (管理者)

遮断範囲

機能 説明

PC最新バージョンチェック 項目別チェック結果を確認

提供機能 (エージェント)

マルウェアの脅威

エンドポイントセキュリティ
• 管理者は、社内PC別のセキュリティレベルの

確認可能

• OSとSWのバージョンチェックとアップデート促進で

セキュリティレベルを維持

• 直感的UI提供：安全表示の2パータンガイド(安全/脆弱)
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EPA+

対象製品
EPA PRODLP3. PC 最新バージョンチェック



予期しないデータの損失に備えてデータをバックアップし、

問題発生時にはデータの復元が可能です。

機能 説明

ダッシュボード 期間別のバックアップ容量 / ファイル / デバイス数

ログ照会 バックアップと復元の履歴（完了/失敗/履歴なし）

ポリシー設定
ファイルの保管設定 / 拡張子設定 / 例外パスと例外ユーザ設定 / サーバー設定 / 空き容量の通

知設定

機能 詳細内容

プロトコル SFTP / FTPS / FTP / S3

エンコード UTF-8 を含む 8つのオプションを提供

ファイルの保管期間 最大10日まで、ファイルの変更日ごとの最新のファイルを保存

提供機能(管理者)

サポートオプション

機能 説明

バックアップ バックアップの最新履歴/ バックアップ対象ドライブ情報

復元 バックアップ内容の確認と復元機能

設定 バックアップの拡張子情報、ストレージ情報

提供機能 (エージェント)

自動バックアップ

ファイルの復元

暗号化
バックアップ

FTP /
Amazon S3

･ 遠隔地バックアップ/暗号化バックアップ機能により、

安全にファイルを保管

･ 履歴別復元機能

･ バックアップオプション：FTPストレージ/ Amazon S3ストレージ
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EPA+

対象製品
EPA PRODLP3. バックアップ



4. 使用システム環境（推奨環境）
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