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Ⅰ．導入の必要性
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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

・ 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。
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▪ 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

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
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1. SMBが直面している情報セキュリティの対策案

統合エンドポイントプロテクション

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

外部からの脅威 内部からの情報漏洩

ウェブフィルタリング

デバイス制御

機密データ検出＆暗号化

IT資産管理
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2. Exosphere Endpoint Protectionの提供価値

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。
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Ⅱ．製品特長
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検出率の強化、誤検出 / 未検出の最小化+未知の攻撃防御

グローバルエンジン ＋ 脅威インテリジェンス

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

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

Global
Engine

Threat
Intelligence

Advanced
Defense
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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

2019.02

2019.04

アンチマルウェア性能テスト
(2018年12月から継続参加)   2021年3月も取得済。

2. 安定した検出性能

2019.06

2019.08

2019.10

https://www.virusbulletin.com/ 10

2019.12

https://www.virusbulletin.com/


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. All-in-One Endpoint Protection Solution

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」

アンチマルウェア

アンチランサムウェア

デバイス制御

IT資産管理

ウェブ保護

ウェブ
フィルタリング

秘密データ検出
＆暗号化
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5. Exosphere各機能の必要性

13

Exosphereを導入するとSMBで必要なすべてのセキュリティが行え、一元管理が可能です。

アンチランサムウェアの必要性
社員による社内のシステムやデータにアクセスできなくなったり、
犯人から機密情報を暴露すると脅されたりすれば、企業が
ビジネスを行う能力に損害が生じ、さらに重大なことに、
評判や競争力にも傷がつくことがあります。

デバイス制御の必要性
機密情報の漏洩は企業・組織の競争力や信頼を大きく損なう可能性があります。
社員による不正な情報の持ち出し、あるいは記録媒体の紛失など、さまざまな原因
により、多くの企業・組織で情報漏洩が実際に発生しています。

秘密データ検出＆暗号化の必要性
保有する秘密データを流出させてしまった場合、賠償や訴訟など
の大きな問題にまで発展することがあります。また、企業のブランド
イメージを大きく低下させ、顧客離れなど、経営に大きな影響が出る
可能性があります。

ウェブ保護の必要性
マルウェアが埋め込まれているウェブページへアクセスしてPCを感染させてしまう
こともあります。 ウェブからのマルウェア感染を防ぐためにはウェブ保護が
必要です。

アンチマルウェアの必要性
マルウェア感染は様々なトラブルの原因になります。
感染したPCを使って、マルウェア自身を複製して他のPCに感染を広げたり、
利用者が気づかないところでネットワーク上の他のPCを攻撃したりすることが
あります。企業としてこうした情報セキュリティ対策の不十分なPCを保有する
ことで、結果的に他者に損害を与えてしまい、社会的な非難や、損害賠償
請求を受ける可能性もあります。

ウェブフィルタリングの必要性
スタッフが業務中に仕事と無関係のWEBサイトにアクセスすることによって、
本来の業務が疎かになってしまうケースが多くの企業で問題となっています。
仕事で必要とされるサイトだけに閲覧許可を出し、それ以外はシャットアウト
することによってスタッフの生産性を向上させることを狙いがあります。

IT資産管理
管理・設定・更新に手間がかかる各PCのエージェント運用を手順化し、専門的な
スキルを持たない人でも安心して社内情報セキュリティ運営ができるように配慮・工
夫されてます。

もう複数のソフトは要らない！オールインワンで複数の機能が実現！

各機能の必要性

アンチ
マルウェア

アンチ
ランサムウェア

デバイス
制御

IT
資産管理

ウェブ
保護

ウェブ
フィルタリング

秘密データ
検出＆暗号化



Ⅲ．製品詳細

14



4

PCエージェント

1

EPA+

対象製品
EPA EPPEPD

1. ユーザーインターフェース紹介

15

1

4

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。

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1

2

3

4

Exosphereメイン画面の保護機能

マルウェアスキャン機能

詳細設定画面

・アンチマルウェア：リアルタイム検査、で発見されたマルウェアファイルを安全な領域に隔離

・アンチランサムウェア：疑わしいプロセス(安全が確認されていない任意のプロセス)の遮断

・ウェブ保護：不正URL、およびPUAが埋め込まれているサイトへのアクセス制御

・情報漏洩防止：デバイス・機密データ検出・ウェブフィルタリングなどの情報漏洩防止機能

・PC内のマルウェアのクイックスキャン、フルスキャン、カスタムスキャンが可能

例）アンチマルウェア → [ログ]
マルウェア検出と隔離履歴

[設定]
検出マルウェア管理
アンチマルウェア設定

・当該機能の詳細設定画面＆ログ画面を表示

※本ページの内容と画面イメージは、EPP製品の基準で作成しております。

2

3



1

2

3

4

5

6

7

EPA+

対象製品
EPA

1. ユーザーインターフェース紹介
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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

ダッシュボード画面で各機能について特定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・ファイル持出し・暗号化ファイル(閲覧・編集)の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

管理者アカウント、エージェント管理、セキュリティ管理、ポリシー管理

カスタマーサポートのメールによるお問い合わせ

・アンチマルウェア：
マルウェアの隔離・措置件数＆ランサムウェアの遮断・プロセス＆ウェブ保護の遮断件数

・情報漏洩防止：
デバイスの制御件数＆機密データの検出件数＆ウェブフィルタリングの遮断件数

※本ページの内容と画面イメージは、EPP製品の基準で作成しております。

EPPEPD



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）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

EPA+

対象製品
EPA EP

2. アンチマルウェア

17

EPP



ホワイトリストベースと振る舞い検知で、

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

EPA+

対象製品
EPA EPD

2. アンチランサムウェア
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EPP



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）

EPA+

対象製品
EPA

2. ウェブ保護
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カテゴリ
保存
デバイス

リムーバブルメディア ※

提供機能 (管理者)

制御範囲

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

承認管理

デバイス承認 承認有効時間 / 承認状況管理

ファイル持ち出し承認 承認有効時間 / 承認状況管理

EPA+

対象製品
EPA

3.デバイス制御

USB Memory、SD Card、外付けHDD

・リムーバブルメディア、光学ドライブ、ポータブルデバイス

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。

外部への情報漏洩の危険性があります。

・特定デバイスの利用制限やデータ流出を遮断

20

EPPEPD



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

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。

外部への情報漏洩の危険性があります。

媒体(デバイス)

提供機能 (管理者)

制御範囲

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

承認管理

デバイス承認 承認有効時間 / 承認状況管理

ファイル持ち出し承認 承認有効時間 / 承認状況管理

EPA+

対象製品
EPA

3.デバイス制御

21

・リムーバブルメディア、光学ドライブ、ポータブルデバイス、
Wireless LAN、Bluetooth、USBテザリング、イメー
ジキャプチャ

・特定デバイスの利用制限やデータ流出を遮断

EPPEPD



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

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

3.機密データ検出＆暗号化

22

EPPEPD



社内PCにインストールされているソフトウェアの発行元と

インストール数量を確認することができます。

機能 説明

アプリケーション
インストール状況 システムにインストールされているアプリケーションの名称とインストール数などの詳細情報を提供

提供機能 (管理者)

・PC内にインストールされているアプリケーションリストを表示

・アプリケーションの使用ユーザーとインストール数などの詳細情報を表示

EPA+

対象製品
EPA

3. IT資産管理
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EPPEPD



インターネットからの不要なコンテンツのアクセスを遮断します。

機能 説明

ダッシュボード 期間別のポリシーに従いWebサイトへのアクセスがフィルタリングされた結果を提供

ログ照会 ウェブフィルタリング履歴 /  例外指定

ポリシー設定 カテゴリー設定 / 個別設定 / 例外ユーザ設定

機能 詳細内容

IPアドレス遮断 IPアドレスの指定によるアクセスの遮断

ウェブメール遮断 GmailやYahoo!メール等のウェブメールサービスを提供するサイトを遮断

SNS遮断 InstagramやTwitter等のSNSサービスを提供するサイトを遮断

オンラインストレージ遮断 Google DriveやDropbox等のオンラインストレージサービスを提供するサイトを遮断

提供機能 (管理者)

遮断範囲

ウェブメール SNS オンラインストレージ

・IPアドレス、ウェブメール、SNS、オンラインストレージの

ような情報流出の可能性があるサイトを遮断

・Exosphere ウェブフィルタリングカテゴリの分類

IPアドレス： IPアドレスを直接入力

ウェブメール：Gmail、Yahoo!メールなどのWebベースのメールサービス

SNS：オンラインコミュニティ・ソーシャル・ネットワーキング

オンラインストレージ：ウェブブラウザでストレージサービスを提供するウェブサイト

対象製品３. ウェブフィルタリング
EPA EPA+
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4. 使用システム環境
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・最低動作環境

・推奨環境



Ⅳ．製品ラインアップ
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４. 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

・ Exosphere Endpoint Protection アンチマルウェア+ 

EPA+

・ Exosphere Endpoint Protection DLP

EPD

・ Exosphere Endpoint Protection   PRO 

EPP

28

EPA EPA+ EPD EPP



４. 製品価格表
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・ Exosphere Endpoint Protection

アンチマルウェア

EPA

・ Exosphere Endpoint Protection
アンチマルウェア+ 

EPA+

・ Exosphere Endpoint Protection
DLP

EPD

・ Exosphere Endpoint Protection 
PRO 

EPP


