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ディープコンテンツ検査
コンテンツ認識型のエンドポイントプロテクション製品であるCIPでは、クリアスウィフトの優れたディープコンテンツ分析エンジンに
より、柔軟なポリシーの定義が可能です。機密情報の移動を記録、ブロック、暗号化し、ポリシーに応じた修正アクションが自動的に
適用されます。CIPでは組織のポリシーをきめ細かく設定できますので、機密情報をファイルスキャンで検出すると、ファイル操作を行
ったユーザーやファイル移動先に応じてアクションを変える、といった柔軟な処理が可能です。

デバイス制御
個人使用のUSBやスマートデバイスの企業ネットワークへの接続を管理する能力は、セキュリティ要件として極めて重要になりました。
リムーバブルメディアの使用を管理せずに放置すれば、機密情報の漏洩やネットワークへの有害なアプリケーションの侵入を招く恐
れがあります。CIPではリムーバブルメディアのきめ細かな管理が可能です。生産性を高めるよう適切なリムーバブルメディアの利用は
許可しながら、ネットワークのリスクとサポート費用を抑え、データセキュリティを向上させます。

コンテンツ認識型の利用中データ (Data in Use) 
リムーバブルメディアの生産的な利用と容認できないリスクを量りにかけて悩む必要はもうありません。拘束が強すぎるポリシーの下
では効果的に仕事ができませんし、セキュリティポリシーを迂回する方法を見つけ出すようユーザーを動機付けることにもなってしま
います。柔軟なポリシーとコンテキスト認識型コンテンツ検査により、CIPではユーザー属性やファイルタイプ、サイズ、ファイルに含ま
れる文字等に応じて異なるポリシーを柔軟に設定できます。例えば、特定のキーワードを含むスプレッドシートは外部機器へのコピー
を一切禁止する、といったルールの設定が可能です。あるいは、このファイルが移動されるときには暗号化する、という設定をするこ
ともできます。こうしておけば、たとえUSBをタクシーや公共の場所に置き忘れたとしても、内容を読み取られる心配はありません。

保存データの発見 (Data at Rest)
クリアスウィフトの優れたディープコンテンツ検査エンジンにより、機密データがデスクトップ、ノートパソコン、サーバー、共有ネット
ワーク等どこにあろうとも発見できます。この機能により、保存データの監査を行って、機密情報が本来あるべきでない場所にあった
り、危険な場所にあった場合に移動させることが可能です。「利用中データ」（Data in Use）のポリシーと同様に、カスタマイズ可能な
テキスト検索式が用意されていますので、独データ保護地方法、英データ保護法、PCI、HIPAA、GLBAなどが規定する機密の発見が
可能です。

バックグラウンドで動作し、高度なスロットル技術を搭載したエージェントは、エンドユーザーのPCのパフォーマンスを落とさずに機
密情報を密かに見つけ出します。ディスカバリ機能によって、ネットワークやシステムに存在するデータ保護上の潜在的脆弱性につい
て、かつてないほど的確に把握できるようになります。

Clearswift Critical Information Protection Management Server and Agent (CIP)は、エンドポイントからのデータ移動と
エンドポイントへのデータ保存を完全に可視化し、コントロールできるようにするコンテンツ認識型のエンドポイント情報漏
洩防止ソリューションです。デバイス制御、ディープコンテンツ検査、修正アクション、暗号化、総合的な監査といった多くの
セキュリティ機能に対応しています。

機密データの保存場所を管理し、エンドポイントデバイス上での利用を制御することで、組織は情報セキュリティ、ガバナン
ス、コンプライアンスにまつわるリスク管理を行い、必要なアクションの優先事項を明確にできます。

コンテンツ認識型エンドポイント情報漏洩防止ソリューション
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ユーザーの啓蒙
効果的な情報セキュリティ管理は、エンドユーザーの啓蒙にかかっています。CIPはユーザーが暗号化などでプロテクトされていない
デバイスに機密情報を転送しようとした時にそのリスクを通知し、ファイル転送を許可する前に転送理由を入力するように設定できます。

機密情報を保護し法令を順守
法令順守は極めて重要です。ファイルを暗号化することで、法規制を順守しながら、リムーバブルメディアを適切かつ生産的に活用
できるようになります。たとえば、営業用カタログなど機密に該当しないデータの転送は許可しますが、機密情報を含むファイルは
暗号化してプロテクトをかける、といった柔軟なポリシー定義も可能です。

ポリシー管理の統合
CIPはパワフルでありながら操作が簡単です。テキスト検索式、ファイル名リスト、メディアタイプなどは事前定義されており、ポリシ
ーの構築や違反の管理、傾向や挙動に関するレポート作成などを簡単に行うことができます。有用なデータを入手するのに、管理人
員の貴重な時間を無駄に費やす必要はありません。

クリアスウィフトのSECURE Email/Web Gteway製品と統合することで、ポリシーを共有し、一貫したコンテンツルールの適用と法令
順守を図ることができます。
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CIP エージェントは、柔軟なコンテンツ認識型ポリシーを実施し、コンテンツポリシーに応じた多様なアクションを実行

レポートモードとモニターモード
CIPエージェントを「モニターモード」で実行する機能を提供しています。「アクティブ」モードで実際にアクションを適用することな
く、ポリシーの有効性を確認できます。

どこに機密情報があるか、誰がエンドポイントデバイスを使用中か、どんな情報が安全ではないデバイスに転送されているかといっ
た結果は、クリアスウィフトのレポート機能によって提供されます。発見されたデータ、接続されているデバイス、デバイスとの間で
転送された情報は、ユーザーごとに詳細監査報告としてレポートされます。監査がエンドユーザーに気づかれることはありませんの
で、ユーザーの振る舞いに影響を与えずに、データやデバイスに関する詳細情報を収集できます。この機能によって、リムーバブルメ
ディアの使用パターンやビジネス要件を理解することができます。

フレキシブルな導入オプション
CIPには、さまざまな購入・導入オプションが用意されています。インストール済みのハードウェア アプライアンス版、お客様選択の
ハードウェア プラットフォームにインストールできるソフトウェア版、VMWare環境での仮想アプライアンス版の３つのモデルからお選び
いただけます。

エンドポイントデバイス上に保存された機密情報を発見し、ポリシーに応じた適切な修正アクションの実行により、データ保護に
関する法令に違反するリスクを低減

Block

Encrypt

Notify

Audit

Delete

Move

Encrypt

Notify

ブロック

削除

暗号化

移動

通知

暗号化

監査

通知

|  3  |  Clearswift Critical Information Protection Management Server and Agent  |  2015年 9月  |  データシート www.clearswift.co.jp



特長 Critical Information Protection Management Server & Agent (CIP)

柔軟なポリシー

きめ細かなポリシー管理 リスクを最小化しながら適切な利用を許可するポリシーが容易に作成可能です。

ディレクトリとの統合 Active Directoryのユーザーおよびグループをベースにポリシーを作成し、ポリシー作成
とデプロイメントを簡素化します。

柔軟なポリシー 柔軟できめ細かなポリシーでは、ホワイトリストとブラックリストの適用も可能です。

オフラインでのポリシー
適用

エージェントは、ネットワークに接続されているかオフラインかに関わりなく、ポリシー
を適用し、デバイスとファイルのアクティビティを継続して追跡します。

コンテンツ認識型DLP（情報漏洩防止）

ディープコンテンツ検査
エンジン

エージェントは、Clearswift SECURE Email/Web Gatewayに使われているのと同じ、
豊富な実績と受賞歴を誇るクリアスウィフトのディープコンテンツ検査エンジンを使用
しています。

語彙分析および
正規表現

ファイルのコンテンツを、単語やフレーズによるシンプルな表現や複雑な正規表現に
よるパターンで検索し、機密データを検出します。

事前定義された重要情
報リストのテンプレート

クレジットカード、銀行口座、社会保障番号などを容易に検出できます。マイナンバーに
も対応しています。（予定）

他のクリアスウィフト製
品とのポリシー共有

語彙的表現、ファイル名、メディアタイプに関する情報をClearswift SECURE Gateway
シリーズ製品と共有し、一貫したポリシーを作成、実施できます。

リスクのある機密データの発見

柔軟で効率的なディスカ
バリスキャン

高度なフィルタリング機能とスロットル機能により、スキャン速度を高速化し、
エンドユーザーへの影響を無くします。

ディスカバリスキャン
（エージェント有り/エー
ジェント無し）

機密情報をローカルドライブ上でも共有ネットワーク上でも発見します。

修正アクション 機密データの移動、暗号化、削除といった修正アクションを自動的に実行します。

エンドユーザーの啓蒙

エンドユーザーへの通知 エンドユーザーに対してポリシー違反とデバイス利用規定を通知し、機密情報が含まれ
るリムーバブルメディアを使用するリスクについて啓蒙します。

カスタマイズ可能な
メッセージ

管理者は、エンドユーザーがポリシー違反を犯した時に通知するメッセージを設定、
編集できます。

法令順守

コンプライアンス辞書 GLBA、HIPAA、SEC、SOX、PCI、PII用を含む編集可能な辞書により、企業ブランド失墜
リスクと用語上のリスクを最小化します。

ファイルの暗号化 リムーバブルメディアの適正な利用を許可しながらも、重要情報をZipCryptoにより
暗号化し、確実に規制を順守します。

保存データに対する
修正アクション

エンドポイントから規制に該当する情報を削除し、確実に法令を順守します。

デバイス制御

モニターと管理 きめ細かなデバイス制御により、業務上適正で生産的なデバイス活用を可能にします。

デバイスの利用制限 ネットワークへの接続を許可するデバイスの種類とユーザーを指定し、リスクを低減
します。

管理

Webベースの直感的な
インターフェース

操作が簡単で、複雑な構文やLinuxのコマンドを学習する必要はありません。

役割に基づくアクセス Critical Information Protectionサーバーへのアクセスは、役割に基づくきめ細かな
コントロールが可能で、サーバーの完全性を保つことができます。

ユーザーPCに負荷を与え
ないインストール

ユーザーPCへのエージェントのインストールは、利用者に影響を与えることなく行え
ます。デプロイメントが簡単で、エンドユーザーの日常業務を妨げません。

対応プラットフォーム エージェントは、Windows 7、Windows 8/8.1、Windows Server 2008/2012に対応して
います。

クリアスウィフトについて

クリアスウィフトは組織のビジネスクリ

ティカルな情報を保護し、安全なコラ

ボレーションとビジネスの成長の実現

を推進する、世界中から信頼を受けて

いる情報セキュリティ企業です。クリア

スウィフトの革新的技術は、アダプティ

ブ（適応型）DLP（情報漏洩防止）への

迅 速な移行をサポートし、ビジネスの

阻害要因となるリスクを除去し、組 織

の機密データの常時100%の可視化を

実現いたします。

クリアスウィフトはヨーロッパ、オース

トラリア、日本 、アメリカに 拠 点を置

き、現在900を超えるリセラーと共に世

界各地でビジネスを展開しています。
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