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DeviceLock社は、1996年10月に設立されたソフトウェアのベンチャー企業 

海外ユーザーでは大手ITテクノロジー企業を始め、金融機関、政府機関の部局などにも 

高い支持を得ています。 

米国カリフォルニア州（本社）、ロシア（開発オフィス）、イタリア、イギリス、ドイツ、オランダに 

販売拠点があります。 

日本以外にも多くの国に販売代理店があり、世界6大陸で販売されております。 

http://www.devicelock.com/  （DeviceLock社サイト 英語表記） 

販売ライセンス数 4,000,000ライセンス以上   導入企業数 60,000以上（企業形態問わず） 

一企業での最大導入数 63,000ライセンス 

     ◆DeviceLock の開発元 DeviceLock社について 

◆海外での販売実績 
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国内導入実績 

 ◆ 販売実績 
   
   総販売ライセンス数：約300,000ライセンス（累計） 
  
   導入企業数：約3,200社 
  
   一企業での最大導入数：15,000ライセンス 
   

                                   ※平成27年3月末時 

◆ 主な導入先企業 

No 業種 数量 

1 製造業A社 15,000 

2 生命保険会社 10,000 

3 A監査法人 9,000 

4 商社A社 7,486 

5 官公庁 A省 6,627 

6 B監査法人 6,250 

7 A総合大学 5,269 

8 宗教法人A 5,000 

9 エネルギー関係会社 4,890 

10 官公庁 B庁 3,600 

11 コールセンター業A社 3,600 

12 非営利法人A 3,500 

13 不動産管理業A社 3,300 

14 システムインテグレータA社 3,000 

15 食品メーカー 2,900 

16 製造業B社 2,300 

17 非営利法人B 2,000 

18 製造業C社 2,000 

19 A総合病院 2,000 

20 運輸業A社 2,000 

◆ 業種別販売実績 
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CD 

FD 

USB 

DeviceLockとは、会社や組織内のPCにおいてUSBメモリなど、 
 
 様々な外部デバイスの利用を制限し、データの不正な持ち出しを 
 
 防止するセキュリティソフトウエア。 

ＤｅｖｉｃｅＬｏｃｋ製品概要 

スマートフォン 
MTP 

未許可のデバイス接続を防止 

DeviceLock  
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読み取り 

書込み 

読み取り操作だけを許可し、
書込みを禁止。 

特定のUSBデバイスのアクセス
だけを許可し、それ以外を禁止。 

一時的に利用を解除。 5分だけ解除 

単純な利用制限でなく、柔軟な制御が可能。 

DeviceLock とは 

ＤｅｖｉｃｅＬｏｃｋ デバイス制御製品の概要 
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ＵＳＢ接続装置の普及 

￥10,000- ￥300- 

32MB 4GB 

価格 

容量 
USBメモリの大容量化と低価格化 

USB接続装置の普及 
携帯電話 デジタルカメラ 携帯音楽プレイヤー 

外部デバイスを活用できる環境は増えている！！ 

スマートフォン 
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外部デバイス利用の禁止 

情報漏えい事件の増加・USBデバイスの普及により、外部デバイス
が自由に利用ができる環境は、情報漏えいの危険性がある。 

外部デバイスの利用 情報漏えいの危険性 

書込み 

盗難 

外部デバイスの利用を制限を検討。 

使用禁止 

紛失 

それだけでは 

不十分 
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外部デバイス利用の禁止 

外部デバイスは業務上様々な利用が必要になることも想定される。 

そのため、一律禁止という制限では、業務効率の低下をまねく。 
必要な時にだけ、利用できる環境が必要。 

業務効率 

DOWN 

情報の受け渡し 様々なデバイスの接続 

業務効率の低下 状況に応じた利用許可 
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インターネットカフェより 
動画公開サイトへアップロード 

情報流出事件：尖閣諸島衝突事故動画 
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尖閣諸島漁船衝突事故ビデオ流出 平成22年11月 

閲覧可能PCで 
ダウンロード 

事故発生 事故動画を関係者へ公開 

USBメモリで持出 

私物 

  デバイス！ 
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だけど今や、デバイス制御はセキュリティ対策では当たり前 

・USBメモリーやデジタルカメラなどからの情報漏えい対策が不可欠 
・デバイスやPCや人と紐づけて管理したい 
・複製製品を利用した二重管理を避けたい 

・私物のデバイス利用を排除し、USBデバイスを管理できるようになった 
・セキュアなUSBメモリーに使用を限定することで、セキュリティが向上した 
・導入・運用コストを大幅に削減できた 

※導入数量：1,700ライセンス   

導入事例 －株式会社ＴＴＫ様－ 

平成21年導入 
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DeviceLockも今や、デバイス制御だけじゃない 

DeviceLock DLPソリューション 

単純なデバイスへの利用制限でなく、PCから情報漏えいを 

防ぐための制御が可能。 

デバイス制御だけでなく 

スマートフォンや 

インターネット・メール、 

ファイル共有、など 

からの持ち出しを禁止。 
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情報流出事件：某B社顧客個人情報 

業務委託先のSEへDBメンテナンス用にPCを
貸与 デバイス制御で持ち出し禁止 

充電のつもりでスマートフォンをPCに接続顧客
情報がスマートフォンに書き出せた！ 

某B社：個人情報漏えい事件 

顧客情報を名簿業者へ売却 

私物のスマートフォン 

逮捕 
顧客情報はDMに利用され事件が発覚 
SEは不正競争防止法で逮捕 
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※今までのDeviceLockのバージョンでも（7.1 

から確認済み） USBポートの利用を禁止し 

ている設定の場合、USB接続したMTPデバ 

イスは使用不可とし、制御ができていました。 
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MTPデバイス問題 

◆スマートフォンやデジタルカメラなどが、MTPデバイスとして動作するため、国産メーカーのデバイス制御 

  製品などでは、書込みが出来てしまう問題がありました。 

スマートフォンなどの Android OS搭載デバイス 

 （製品仕様や設定に依るが） は、MTP （ポータ 

ブル デバイス） として認識される場合がある 
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※MTP（Media Transfer Protocol）の説明 

MTPはポータブル機器とWindows PCを接続する 

ためにMicrosoftが開発した技術仕様。 

専用のデバイスドライバなしでPCから転送できる 

ようになる。最近のスマートフォンやデジタルカメラ 

との接続などでもMTP利用が可能となっている。 

※MTP機能のメリット 

これまでは専用ソフトをPCにインストールし利用 

するか、USB接続された外部ドライブとしてファイル 

移動などを行う必要があった。 

専用ソフトを利用する場合はPC側の準備が必要な 

ため、出先で違うPCを使わなければならないケース 

などは接続できなかったり、製品の機種変更に 

伴って、利用するソフトが変わってしまうなど、 

使い勝手の面で難があったが、デバイスドライバの 

インストールを不要とするMTP対応製品の場合、 

接続時の心配はいっさい無用となる。 

また、PC側から制御でき、エクスプローラ上で 

シャッターを切るなどの操作もできる。 

DeviceLock  MTPデバイスへの対応 

◆MTPデバイス（スマートフォンやデジタルカメラ）への対応 
DeviceLock は、MTPデバイスに対して、アクセスの可否を設定することが可能になりました。 

この機能により、MTPデバイスへの監査ログ、シャドウイングの取得がさらに可能となりました。 
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スマートフォンのUSB接続モード、実は4方式 

先日の個人情報の大規模情報漏洩事件以降に見直されたばかりの企業が多いのではないか。 
今一般的にいわれている、スマートフォンの情報漏えい対策としては、各企業様の対応としては、以下の①②が
代表的となっている。既に対策としては難しくないと考えているのではないだろうか。 
 ①Windowsローカルポリシー内の「リムーバブル ディスク」制御機能と「WPD※デバイス」制御機能で 
   使用禁止にする方法  ※WPD（Windows Portable Device）＝MTP・PTPデバイス 
 ②IT資産管理ツールのデバイス制御機能でスマートフォン対応する方法 
  （ただし、特定のMTPデバイスだけの使用を許可したり、ログ証跡などを取得できないIT資産管理ツールも 
  多数ある） 
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しかし、スマートフォンは、PCにUSB接続をすることで、様々な通信モード（方式）を選択し、 
使用が可能になっている。 
 
一般的に知られているUSB接続モードは3方式 
 ①USB大容量ストレージ・リムーバブルディスク・MSCモード 
  （Mass Storage Class、MSC） 
 ②MTPデバイスモード（Media Transfer Protocol、メディア転送プロトコル） 
 ③PTPデバイスモード（Picture Transfer Protocol、画像転送プロトコル） 
 
実は他にも接続方式がある。 
 ④USBデバッグモード（Android Debug Bridge、開発者向け設定） 

スマートフォンのUSB接続モード、実は4方式② 

USBデバッグモードとは？ 

MSCやMTP・PTP通信を用いずに、スマートフォンとPC上の 
アプリケーションが相互通信を行うことで、データの送受信を 
可能とするモードです。 
  
元々は、スマートフォンアプリケーションの開発に用いられて 
いましたが、最近ではスマートフォンのデータバックアップ等を 
行う際に、使用されています。 
スマートフォン同期アプリケーションも国内外を問わず、 
多数存在しており、多くがUSBデバッグモードを使用しています。 
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 でも実は、Windowsグループポリシーや 
 IT資産管理ツールを使って、スマートフォン（Android） 
 を使用禁止（WPDデバイスを使用禁止）としても、 
 USBデバッグモードによる通信はできてしまう・・・ 
 PCにインストールされたスマートフォンと同期する 
 アプリケーションとの通信は、MTP、PTP、MSCの 
 通信を用いないため、禁止設定を実施していても、 
 ファイルが書き出せてしまう！ 

USBデバッグモードでスマートフォンがUSB接続できてしまう。 

Windowsのファイルシステム上では、 
WPDデバイスやリムーバブルディスクとして 
認識するので、止めることができる。 

一般的に知られているUSB接続モードは3方式（MSC、MTP、PTP）で、これはWindowsグループポリシーでの 
制御や、IT資産管理ツールのデバイス制御機能で大凡の対応は可能な様に見えるが。。。 
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スマートフォン 同期アプリケーションって 
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スマートフォン（Android）のUSBデバッグモードをSTOP！ 
DeviceLockであれば、USBポートレベルでデバイスの使用を禁止できるため、USBデバッグモードであっても 
使用禁止にすることが可能です。 
DeviceLockは、リムーバブルやMTP(PTPを含む)デバイスへの制御ができます。 
DeviceLockのUSBポートレベルでの制御により、 
スマートフォンのUSB接続の4方式に対して制御が実現でき 
情報漏えい対策を実現しています。 
 

スマートフォン・USBデバッグモードへの対応 

Windowsのファイルシステム上で 
使用不可になります。 

スマートフォン同期アプリケーショ
ンと 
同期ができないようになります。 
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閑話休題 「DLP」って何ですか？ 

DLP  ・・・ Data Leak Prevention の略 

企業・組織など情報システムで、機密情報・データの紛失や外部へ
の漏洩を自動的に防止・阻止する仕組みのこと。 

え～でも、もう社内にはFireWallとかアンチウイルス対策、他にもメールフィルタや 

URLフィルタなどのゲートウエイセキュリティと、資産管理ツールでクライアントPC管理 

まで導入してるから、社内からの情報漏えいは起きないはずだけど！ 

従来の情報漏えい対策とは違い、専用のソフトウェア・システムを用いて機密データを保護する 

点に違いがある。DLPシステムは企業の情報システムに保管されているデータの機密性や重要 

性を認識・識別し、社員がコンピュータを操作する際に当該データを扱っているかどうかを常に 

監視している。ネットワークを通じて外部へ送信しようとしたり、USBメモリにコピーして持ち出そう 

とすると、警報を発し、その操作を自動的にキャンセルする。 
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DeviceLock DLPソリューション って 

◆DeviceLock DLP (Base + NetworkLock + ContentLock) 

DeviceLockをDLP(Base + NetworkLock + ContentLock)として使用。外部へ持出すPCに対し 
情報漏洩をさせないため各種制御を行った使用例 
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DeviceLock Base （基本機能・デバイスアクセス制御） 
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USBポートの利用を禁止している設定でも、登録された特定デバイスを例外的にアクセス許可を与えることができます。 

フルアクセス アクセス権なし 

未登録 
USBデバイス 

登録済 
USBデバイス 

※デバイスID：USBデバイスに割り振られた識別コードのこと 

ベンダID（VID） メーカーのID 

プロダクトID（PID） 製品型番 

シリアルNo デバイスに付与された固有のシリアル番
号 

USB¥VID○×△□_PID○×△□_○×△□ 

ベンダID プロダクトID シリアルNo 

各USB接続機器に付与されているデバイスIDで識別します。 

USB接続 USB接続 
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デジタルアーツ社 「FinalCode」のデータフォーマットに対応 

デバイス 

 DeviceLock 

人事部 

営業部 

デバイス 

 例：同じPCでも人事部
は使用可能だが 

人事部以外の人間は 
外部への書き出し不可 

 アクセス制御機能 －コンテンツ認識ルール－ Ver8.0対応 

FinalCodeのデータフォーマット（＝ファイルタイプ）に対してアクセスの可否を設定することが可能です。 
この機能により、外部デバイスとのファイルの読み書きを、FinalCodeのデータのみに限定し、それ以外のデータは 
全て外部デバイスへの書き出しを禁止にするという、セキュリティ対策を行うことが可能となりました。 

 例：ホワイトリストに 
許可されたデバイスで
あってもFinalCode の

データのみが 
書き出しが可能 
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NetworkLock・ContentLock 機能 （有償オプション）  

DeviceLockの有償オプションにより、情報漏えい対策機能が強化されました。 
本オプションを利用することで、より高度なセキュリティ対策が実現できる様になります。 
オプションは以下の2製品です。 

 NetworkLock  ContentLock 
メールの送信や添付ファイルの禁止、Webの閲覧禁止や
データのアップロード禁止、ファイル共有の禁止 
などのネットワーク通信への制御を行います。 

コンテンツ認識ルールの強化機能となります。 
ファイルタイプでのアクセス制御に加え、ファイル内の
キーワードやプロパディ情報からファイルを検知し、 
制御を行います。 

インターネット 

メール 

Webアクセス禁止、 
Web経由でのデータアップロード禁止 

メール送信の禁止、 
添付ファイル付きメールの送信禁止 

デバイスにファイルコピー、 
Webにデータアップロード、 
添付ファイル付きのメール送信な
どの際に検査をします。 

インターネット 

検知してSTOP！ 
キーワード情報 

プロパティ情報など 

メール 

デバイス 
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プロトコルアクセス制御 

File Sharing（クラウドストレージ） Webベースのファイル保存、共有、同期サービスを使用した情報の交換を制御します。 

NetworkLockの機能 －アクセス制御－  

下記の制御対象にあるプロトコルやWebアプリケーションを利用した通信の許可・禁止のアクセス制御が可能です。 

制御対象 

 HTTP/HTTPS   SMTP/SMTPS  FTP/FTPS  SMB  Telnet  MAPI(Microsoft Exchange)   

制御対象 

 Amazon S3   Dropbox  Google Docs/Google Drive  Microsoft OneDrive   

Social Networks（ソーシャルネットワーク） ユーザーまたはグループがアクセスできるかを制御します。 

制御対象 

  Facebook    Twitter   LinkedIn   Google+   

Webメール  Webベースのメール通信を制御します。 

制御対象 

  Gmail  OWA     
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ContentLock －設定内容ー  
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ContentLockでは、従来（Baseライセンス）のコンテンツ認識ルール機能を拡張するオプション機能です。 
着脱可能デバイスへのコピー・書込みや、ネットワークを通じて送信されるコンテンツデータに対して、キーワードや正規表現に
よるパターンマッチング、ドキュメントのプロパティ情報（ファイル名やサイズ）など、 
コンテンツを特定するためのルールを作成し、ルールに基づきフィルターを行うことができます。 

本機能は標準機能のデバイス制御とオプション機能のNetworkLcok (但し、NetworkLockのオプションライセンスは 
必要) で利用が可能です。 
 
※本機能を利用した場合、操作するファイルの中身を検知するため、設定された検知方法によっては、 
 対象ファイルへの操作完了までに時間がかかる場合があります。 

設定項目  説明  

  キーワード   ファイル内の特定キーワードにより検知を実施  

  パターン  
 Perl正規表現によって記述されたテキストのパターンを使用して、 
 テキストファイルへの検知を実施  

 ドキュメントのプロパティ   ファイルのプロパティ情報(ファイル名やサイズ)でファイル検知を実施  

  複合   標準機能の「ファイルタイプ」と上記3種類で複合した検知を実施。  

  Oracle IRM 
 Oracle Information Rights Management (IRM) を使用した 
 ドキュメントの検知を実施。 
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ContentLock － マイナンバー設定例（予定） －   
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パターン  
 例：ファイル内に社員のマイナンバー情報パターンが 
   ある場合 総務部員のみ許可 
   営業部員は、、、 
    ① デバイスへの書き出し禁止 
    ② インターネットへのアップロードの禁止 
    ③ メールへの添付ファイルとしての送信の禁止 

総務部人事担当のみ 

1111-2222-3333 

営業部 

例） Austrian Social Security Number 
   オーストリア社会保障番号 

実際の設定例 
  Perl正規表現 によって記述された 
  テキストの式（パターンマッチング） 
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監査ログ/シャドウイング/アラート 機能 
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ローカルコンピュータ上でユーザがデバイス操作を行った場合、その操作をログとして保存することができます。 
取得できるログは監査ログとシャドウログの2種類があります。 
さらに、指定された管理者へアラートを送信する機能がございます。 

◆監査ログ 
Windowsのイベントログに書き込まれ、Windowsイベントログサブシステムから 
取得し、DeviceLock管理コンソールの監査ログビューア上で表示されます。 

◆シャドウログ 
シャドウイング機能によって記録されたログ 
DeviceLock管理コンソールのシャドウログビューア上で表示されます。 

※DeviceLock  
Enterprise Server 
コンポーネント 

クライアントPCのローカルHDD 

クライアントPC 

DeviceLock管理コンソール 

監査/シャドウログ 
書込み 

リモート接続 
ログビューアの閲覧 

②ファイルのコピー 
③デバイスの取り外し 

①デバイスの挿入 

ユーザ 

（ログをサーバへ転送） 

クライアントPCの
ローカル上に保存さ
れたログをサーバに
集約し、 
一元管理が行えます。 

イメージ図 

ログビューアの閲覧リ
モート接続 

①デバイスの挿入 
②ファイルのコピー 
③デバイスの取り外し 
   のログを記録 

◆アラート 
特定のユーザーが特定のデバイスタイプにアクセスしようとしたときに 
アラート(SMTP/SNMP)が送信されます。 

①デバイスの挿入 
②アラートを送信 

管理者 リアルタイムでアラートを送信！ 
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シャドウイング機能 

Slide28 

シャドウイングとは、外部記憶デバイスまたはシリアルパラレルポートを通じてやりとりされたすべてのデータをミラーリングす
る機能です。 
また、プリンタで印刷を行った場合にもシャドウイングが行われ、印刷データをPDFフォーマットで保存します。 
シャドウイングによって生成されたログをシャドウログといいます。 
シャドウログはWindowsのイベントログに書き込まれる監査ログとは異なり、ローカル上に専用のフォルダが作成され、そこに
シャドウファイルが保存されます。 

クライアントPC 

クライアントPC 
ローカルHDD 

フォルダパス：%SystemRoot%¥SHADOW 
（デフォルト） 

シャドウログ生成 

ファイルを 
ミラーリング 

DeviceLock  
管理コンソール 

リモート接続 
シャドウログビューアの閲覧 

アクセス 

ファイルをコピー 

デバイス 

ミラーリングされたシャ
ドウファイル 

シャドウファイルは通常ア
クセスできないフォルダ
に格納され、シャドウファ
イル自体もシャドウログ
ビューア上でしか閲覧す
ることはできません。 
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オフラインプロファイル 機能 

社内ネットワーク 

DeviceLock Service クライアントPCがネットワークに接続されている状態がオンラインかオフラインかによって、各種制御設定
を変更することができます。 

オ
フ
ラ
イ
ン 

オ
ン
ラ
イ
ン 

例）社内ネットワークに接続されていない場合
特定のデバイス以外使用不可・インターネット
へのアクセスはイントラだけにする。 

例）社内ネットワークに接続されている場合 
特定のデバイス以外使用不可・インターネット
へのアクセスは制限しない。 

クライアントPCのネットワーク接続の識別方法は以下より選択が可能です。 

サーバ接続 DeviceLock Enterprise Serverとの接続状況により判断されます。 

ドメイン接続 Active Directoryドメインコントローラとの接続状況により判断されます。※キャッシュ時はオフラインが適用 

ケーブル接続 ネットワークインターフェイスカード(NIC)にネットワークケーブルが接続されているかで判断されます。 

アクセス権なし 
特定のUSB接続

のみ許可 

イントラ専用 フルアクセス アクセス権なし 
特定のUSB接続

のみ許可 

USBﾎﾟｰﾄ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ USBﾎﾟｰﾄ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 
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DeviceLock グループポリシーマネージャー 

 Active Directory 
ドメイン 
コントローラー DeviceLock Serviceを共有 

DeviceLockポリシーの設定 

グループポリシーを作成 

① ① ① ① 

② ② 

② 

② ② 

① 

Slide30 

ＤｅｖｉｃｅＬｏｃｋ グループポリシーマネージャ 

ActiveDirectoryが構築されているWindows ServerやPC(GPMC)へ、DeviceLockのグループポリシーマネージャー 
をインストールするだけで、グループポリシーにDeviceLockのテンプレートが追加されます。 
ADを運用するだけでOU配下のクライアントに対して、ポリシー適用やServiceの配布が可能になります。 

イメージ図 
①クライアントがドメインに参加 

②グループポリシー適用 

※ADのスキーマ拡張ではありません。 
※AD・ドメインコントローラーにインストール 
 する必要が有りません。 
 Group Policy Management Console (GPMC）が 
 あるPC上に、DeviceLockのグループポリシー 
 マネージャーをインストールすれば使用可能 
 となるため、ドメインサーバーへの影響は 
 ありません。 

クライアント1 クライアント2 クライアント3 クライアント4 クライアント5 



DeviceLock  Slide31 

DeviceLock DLP：デモンストレーション 
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  株式会社ラネクシー  
                ソフトウェア事業本部  営業１部 
              〒101-0003  東京都千代田区一ツ橋二丁目5番5号 
                                 岩波書店一ツ橋ビル11階 

 E-mail dl_sales@runexy.co.jp 
 URL http://www.devicelock.jp 

ご質問やご相談の際は、ご遠慮なくお問合せください。 

資料ダウンロード・お問い合わせ先 

◆トライアル版ダウンロード（インストール後30日間限定） 

※ダウンロードの際、必要事項のご記入をお願いいたします。 
https://www.runexy.co.jp/form/trial/devicelock-trial.html 

◆資料ダウンロードページ（カタログ、詳細資料、導入事例） 

※ダウンロードの際、必要事項のご記入をお願いいたします。 
https://www.runexy.co.jp/form/document/devicelock-doc.html 

◆DeviceLock 製品専用サイト 
http://devicelock.jp/ 


