
ソリューション概要

Proofpoint Endpoint DLP 
およびProofpoint ITM
エンドポイントにおける People-Centricアプローチの  
データ漏えい・内部脅威対策

主なメリット
•	機密データの損失と内部脅威の	
リスクを低減
•	データ損失のインシデントやポリシー
違反への対応を効率化
•	内部脅威やデータ漏えい対策	
プログラムの投資回収期間を短縮

エンドポイントエージェント

データアクティビティ ユーザーアクティビティ

リアルタイム検知 防止
(エンドポイントへの影響なし)

常時監視 迅速な対応

データ持ち出し ファイル追跡 リムーバブル
メディアの使用

エンドポイント
アクティビティ

アプリケー
ション間連携

ユーザー行動

図 1: 同じエンドポイント センサーを共有する  
Proofpoint Endpoint DLP および Proofpoint ITM 

データは勝手に流出するものではありません。「人」の行為によって失
われます。Proofpoint	Endpoint	DLP	(Data	Loss	Prevention)	お
よび	Proofpoint	ITM	(Insider	Threat	Management)	製品が、内
部脅威管理とエンドポイントのデータ損失防止に	「人」を基点としてセ
キュリティを構築するPeople-Centric	アプローチを採用している理由
はここにあります。	

IT	チームやサイバーセキュリティチームは、以下を実現することができます。

•	リスクの高いユーザー行動や機密データ移動を識別
•	内部関係者がエンドポイント上で行うセキュリティ	インシデントやデータ損失を	
検知して阻止
•	ユーザーが原因となるインシデントに、より迅速に対応	

データ損失や内部関係者によるセキュリティ	インシデントが発生した場合は、即座
に調査を行い、脅威を封じ込めなければなりません。インシデントの解決が早けれ
ば早いほど、事業、ブランド、収益に与えるダメージは少なくなります。
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図 2: 元の場所から移動先までのファイルアクティビティや 
データアクティビティを示すコンテキスト情報

一刻を争うような事態においては、可視性、検知、抑止、コンテキストがすべてです。
しかし従来の	DLP	ツールは、ユーザーが引き起こすインシデントの全体像を示して
はくれません。また、未承認のデータの持ち出しなどのポリシー違反を示唆する重大
な兆候も見過ごしてしまいます。通常の事業活動とは異なる真の意味でのアラートや
イベントを判断するための「誰が、何を、どこで、いつ、なぜ」といったコンテキス
ト情報を提供してくれません。	

Proofpoint	Endpoint	DLP	と	Proofpoint	ITM	なら、Proofpoint	Information	
and	Cloud	Security	プラットフォームの機能をエンドポイントまで拡張して利用でき
ます。最新の軽量アーキテクチャを共有するこの	2	つの製品は、リスクの高いエンド
ポイント行動の管理を以下の機能で支援します。

•	ユーザーアクティビティとデータアクティビティに関する可視性とコンテキストを提供
•	ユーザーがエンドポイントから移動した機密性の高いコンテンツを識別
•	リスクの高いユーザー行動やデータ移動をリアルタイムで検知してアラートを発報
•	リスクの高いエンドポイントからのデータの持ち出しを阻止
•	インシデントへの対応と調査のスピードを加速	
•	 SaaS	バックエンドと軽量エンドポイント	エージェント	アーキテクチャでシンプル	
なデプロイを実現

ユーザーアクティビティとデータアクティビティ
に関する可視性とコンテキストを提供
リスクを評価するためには、ユーザーのデジタルアクティビティの状況を十分に理解
することが不可欠です。しかし、ログファイルの確認にはあまりにも時間がかかり、
またフォレンジック	アナリストの対応に必要となる十分な知見が得られないこともし
ばしばです。	

Proofpoint Endpoint DLP を使った可視性
Proofpoint	Endpoint	DLP	は、エンドポイントでのデータのユーザー操作に関す
るテレメトリを収集します。リスクの高いデータの移動をアラートで知らせるだけでは
なく、ユーザーがファイルやデータにどのようにアクセスし、移動させ、操作したか
を示すタイムラインによるコンテキスト情報も提供します。テレメトリは以下に焦点を
絞ります。	

•	エンドポイントでのコンテンツ	スキャンと、データ分類ラベル	(Microsoft	
Information	Protection	のラベルを含む)	の読み取りによる機密データの識別
•	ユーザーによるファイルやデータの使用	(切り取り、コピー、貼り付け、名前の変更、
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移動)
•	ファイル名、拡張子、サイズ
•	データ分類のラベル情報	(Microsoft	Information	Protection	のラベルを使用)
•	ファイルおよびデータの追跡	(元の場所、途中の場所、および移動先の場所)
•	持ち出しが行われたチャネル	(データが	Web	ベースのチャネルを通じて持ち出さ
れた場合は、ドメイン名と	URL	を含む)
•	オペレーティング	システムのクリップボードにあるデータのコンテンツ	

この	People-Centric	アプローチでは、従来のエンドポイント	DLP	ツールで得られ
たものよりも、機密データに関するユーザー操作についてさらにきめ細かい可視性
を得ることができます。従来の	DLP	ツールでは、アラートがトリガーされない限り、
データ移動に関する可視性が得られません。また、ユーザーを行動に導くこともあり
ません。このような穴があることで、状況から考えればリスクのある幅広い行動の
一部とわかる、一見無害なデータアクティビティを見逃していた可能性があります。

Proofpoint ITM を使った可視化
ユーザーを原因とするインシデントの状況を十分理解するためには、データ移動な
どのユーザーアクティビティの全体を見る必要があります。この点、Proofpoint	
ITM	は、エンドポイント	ベースのアクティビティについて、より完全な情報を提供
します。Proofpoint	Endpoint	DLP	でキャプチャされたデータ操作に加えて、
Proofpoint	ITM	ではさらに以下のような情報も見られます。

•	ユーザーが	Web	アプリ、リムーバブル	メディア、サーバー、仮想アプリケーション、
デスクトップにどのようにアクセスし、これらをどのように使用したか	
•	エンドポイント上でのマウスやキーボードの使用
•	エンドポイントアクティビティのスクリーンキャプチャ

こうした情報で全体像をとらえれば、リスクの高いアクティビティに関して「誰が、
何を、どこで、いつ、なぜ」の質問への回答のヒントが得られ、コンテキストと知
見から、データ損失やポリシー違反が発生した場合のユーザーの意図を見極めるこ
とが可能になります。

脅威コンテキスト
ユーザーリスクの管理には、ユーザーを独自にグループ分けして脅威コンテキストを
可視化する方法が有効です。プルーフポイントのエンドポイント製品を使えば、以下
のような基準に基づくユーザーウォッチリストを作成することができます。

•	ユーザーの役割や取り扱うデータの機密性
•	フィッシング、その他のソーシャルエンジニアリングに対するユーザーの脆弱性
•	ユーザーの場所
•	ユーザーの雇用状態の変更	(退職、異動、減給など)
•	その他の人事および法務上の要素
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コンテンツ スキャンとデータ分類
送受信中の機密データにリスクが及んだ場合に識別することができます。これは送
受信中のコンテンツをスキャンして、Microsoft	Information	Protection	などの
データ分類ラベルを読み取ることで可能になります。	

データ分類に対する既存の投資を活用することで、セキュリティチームとエンドユー
ザーそれぞれに別々のワークフローを作成することなく、知的財産をはじめとする機
密の事業情報を識別できます。	

規制対象データや顧客データの識別にデータ分類が当てにならない場合は、クラス
最高かつ実績のある	Proofpoint	CASB	と	Proofpoint	Email	DLP	のコンテンツ
検知機能をご利用いただけます。ユーザーがコンテンツを	Web、USB	デバイス、
クラウド同期フォルダー間で移動していてもスキャンすることが可能です。	

リスクの高いユーザー行動やデータ使用を 
リアルタイムに検知
アラートライブラリ
Proofpoint	Endpoint	DLP	および	Proofpoint	ITM	には、設定を容易にして
価値の実現を加速するアラートライブラリが事前に用意されています。Proofpoint	
Endpoint	DLP	と	ITM	は、いずれもエンドポイント上のリスクの高いデータの移動
や使用についてアラートを出しますが、Proofpoint	ITM	は、さらに幅広く、リス
クの高い内部関係者の行動についてもアラートを出します。

Proofpoint Endpoint DLP および Proofpoint ITM アラートライブラリ
データアクティビティ ユーザーアクティビティ (PROOFPOINT ITMのみ)

データの使用や持ち出しに関連するアラート		
(40	を超えるアラート):

エンドポイント	ユーザーアクティビティの全体をカバーする	
アラート	(100	を超えるアラート):

•	Web	へのファイルのアップロード
•	USB	へのファイルのコピー
•	ローカルクラウドへのファイルの同期
•	ファイルの印刷
•	ファイル/フォルダー /テキストのコピー /貼り付け
•	ファイルアクティビティ	(ファイル名の変更、コピー、
移動、削除)
•	ファイル追跡	(Web	から	USB、Web	から	Web	
など)
•	Web	からのファイルのダウンロード
•	メール添付ファイルとして送信されたファイル
•	E	メール/エンドポイントからダウンロードされた	
ファイル

•	情報の秘匿
•	不正アクセス
•	セキュリティ	コントロール	
の回避
•	軽率な行動
•	バックドアの設置
•	著作権侵害
•	不正な共通ツール
•	不正な管理者タスク

•	不正な	DBA		
アクティビティ
•	攻撃の準備
•	IT	破壊行為
•	特権昇格
•	身元詐称
•	不審な	GITリポジト
リ	アクティビティ
•	許容できない使用
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柔軟なルールエンジン
組織の環境に合わせたルールとトリガーを一から作ることも、事前設定されている脅
威シナリオを使用することもできます。シナリオはユーザーグループ、アプリ、日時、
Web	サイト分類、データの機密度、データ分類ラベル、データの移動元と移動先、
データ移動チャネル、データタイプ別に変更することができます。	

図 3: シンプルな if-then 文でアラートを設定

ポイント & クリックによる脅威ハンティング
プルーフポイントの検索およびフィルター機能は、カスタムデータエクスプロレーショ
ン機能を使ってプロアクティブに脅威を見つけ出します。組織環境に該当する、	
または新たなリスクへの対応として、リスクの高い行動やアクティビティを検索でき
ます。プルーフポイントの検知機能と同様に、事前設定された脅威探索テンプレー
トを使用することも、自分でテンプレートを作ることもできます。

図 4: 潜在的にリスクの高い行動や変則的な行動を探し出す
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エンドポイントからの不正なデータ 
の持ち出しを阻止
リスクの高いユーザーアクティビティやデータアクティビティを検知するだけでは必ず
しも十分ではありません。データ漏えいをリアルタイムで積極的にブロックすること
も必要です。プルーフポイントのプラットフォームを使えば、ポリシーに違反した機
密データの使用を阻止することができます。例えば、以下のようなものです。

•	USB	デバイスを使用したデータの移動
•	別のデバイスやクラウドへのファイルの同期

対策をユーザー、ユーザーグループ、エンドポイント	グループ、プロセス名、USB	
デバイス、USB	シリアル番号、USB	ベンダー、データ分類ラベル、ソース	URL、
コンテンツ	スキャン	マッチを基にカスタマイズします。Proofpoint	Information	
and	Cloud	Security	プラットフォームの一部を使用すると、DLP	機能をメール、	
クラウド、Web	アプリケーションに拡張することができます。	

インシデント対応や調査のサポート 
内部関係者を原因とするセキュリティアラートを調査して解決するには、時間と費用
がかかるうえに、人事、法務、コンプライアンス、事業部門のマネジャーなどの技
術部門以外の部門がかかわることもよく見られます。

Proofpoint	Endpoint	DLP	と	Proofpoint	ITM	は、強力な	Proofpoint	
Information	and	Cloud	Security	プラットフォームを利用して、インシデントレ
スポンスとユーザーが原因となるインシデントの調査を合理化します。	

次の	3	つの強力な機能が基礎となっています。	

•	誰もが理解できるコンテキストに基づくデータの視覚化
•	ワークフローを円滑にするためのエクスポートと	HR	との共有
•	ユーザーが行ったことを正確に示すスクリーンキャプチャ	(Proofpoint	ITM	のみ
のオプション)

スクリーンキャプチャ (Proofpoint ITM のみ)
セキュリティやデータ損失の調査においては、百聞は一見にしかずということがよく
あります。Proofpoint	ITM	ではユーザーアクティビティのスクリーンショットをキャ
プチャして提供しています。悪意のある行動や過失行為の明白な証拠は、意思決定
をくだす人事、法務、マネジャーにとって重要な情報となるでしょう。

図 5: ユーザーアクティビティのタイムライン ビューとユーザーエンドポイントのスクリーン キャプチャ
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アラートの優先順位付け
Proofpoint	Information	and	Cloud	Security	プラット
フォームによるデータの視覚化で、ユーザーが引き起こしたイ
ベントの背景を知ることができるコンテキスト情報を、技術チー
ム以外の人であっても理解できるような形で提示します。タイ
ムラインビューでインシデントを大きく捉えてアラートのコンテ
キスト情報を収集し、強力な検索機能で関連するデータをすぐ
に取り出すことができます。セキュリティチームは、どのイベ
ントに詳細な調査が必要であるか、そしてどのイベントは完了
とすることができるかをすぐに判断できます。	

調査ワークフロー 
Proofpoint	Information	and	Cloud	Security	プラット
フォームの中には基本的なワークフローや情報共有の機能が
あり、部門を超えた効率的なコラボレーションを実現できます。
複数のイベントからリスクの高いアクティビティのレポートを	
PDF	などの共通のファイルフォーマットでエクスポートすること
もできます。Proofpoint	ITM	を使用してプラットフォームか
らエクスポートした	PDF	には、スクリーンショットによるエビ
デンスや関連するコンテキスト情報が含まれます。	

SaaS バックエンドと軽量エンド
ポイント エージェントにより 
素早く展開
Proofpoint	Endpoint	DLP	と	Proofpoint	ITM	は、エ
ンドポイントエージェントと、先進のクラウドネイティブな	
Proofpoint	Information	and	Cloud	Security	プラット
フォームを共有しています。Proofpoint	Endpoint	DLP	で
はエージェントがデータアクティビティを、Proofpoint	ITM	
ではデータアクティビティとユーザーアクティビティの両者を収
集します。	

軽量エージェント アーキテクチャ
Proofpoint	Endpoint	DLP	と	Proofpoint	ITM	は、ユー
ザーモードでほとんどのテレメトリを収集する軽量エンドポイン
ト	エージェントを共有しています。つまり、エンドポイント	ト
ランザクションに関して干渉することなく連携しているのです。
この	2	つの製品がエンドポイント	トランザクションを傍受する
のはデータ損失防止対策中のみです。エージェントはユーザー
の生産性を阻害することも、カーネルレベルの他のセキュリティ
ツールと競合することもありません。また、アプリに依存する
ことなくエンドポイントでのユーザーのアクティビティを可視化
します。	

複雑なセキュリティ環境との統合が容易
Proofpoint	Information	and	Cloud	Security	プラット
フォームのアーキテクチャはマイクロサービスで構成されていま
す。このプラットフォームをWebhookすれば、SIEM、SOAR	
ツールに	Proofpoint	Endpoint	DLP	および	Proofpoint	
ITM	のアラートを簡単に読み込むことができ、インシデントを
より早く特定して優先順位を付けることができます。	

セキュリティ	インフラストラクチャが複雑な場合は、システム
全体に対して信頼できる唯一の情報源を維持する必要があ
ります。Proofpoint	Endpoint	DLP	および	Proofpoint	
ITM	では、組織が所有、管理する	AWS	S3	ストレージにデー
タを自動的にエクスポートすることができます。

Proofpoint Endpoint DLP 
と Proofpoint ITM の理解
内部脅威管理とエンドポイントベースのデータ損失管理は、	
現代の競争環境においては不可欠のものになっています。	
ただし、多くの組織では、すべてのユーザーのすべての活動
について、常にエンドポイント	テレメトリを収集する必要はな
く、また収集すべきでもないものでしょう。	

プルーフポイントでは、アダプティブでリスクベースのアプロー
チを推奨しています。つまり、すべてのユーザーの一部のアク
ティビティについて、そして一部	(つまり高リスクの)	ユーザー
のすべてのアクティビティについて、情報を得るというアプロー
チです。高リスクユーザーには、ウォッチリストの従業員、	
高い特権を有するユーザー、コントラクター、エグゼクティブ
などの標的とされやすいユーザーが含まれます。	

この製品は、これに対応できる柔軟性を備えています。一連
のポリシールール、そして同一のエンドポイントエージェントを
使って、以下を実現します。

•	 Proofpoint	Endpoint	DLP	により、アクティビティの収
集を機密データに限定	
•	 Proofpoint	ITM	により、高リスクユーザーに関連するコ
ンテキスト情報を取得

ポリシー設定の変更も簡単にできることから、各ユーザーや
ユーザーグループに対して、どの程度のデータを、またどの
ようなデータを収集するのか、調整することができます。この
ようなアダプティブなアプローチにより、アラートに対する調
査や対応が効率的になり、膨大な量のデータを収集する必要
もありません。

proofpoint | プルーフポイントについて
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