
ホワイトペーパー

アプリケーション・ 
ホワイトリスティングを実現する 
デジタルガーディアンの 
最新ソリューション

Savant Protection 
テクノロジー概要



www. digitalguardian .com ホワイトペーパー  /  1

SAVANT PROTECTIONの開発背景と概要

Savant ProtectionTM は、アプリケーション・ホワイトリスティング
に関連する問題に対応するために基本設計から開発されました。今
日市場で利用可能なほとんどのアプリケーション・ホワイトリス
ティング製品は、導入が困難で運用管理に多大な時間を要し、単一
の障害点を持つ脆弱なソリューションです。これに対して、Savant 

Protectionは導入が容易な、既存のオペレーションに影響を与えな
いトランスペアレントなソリューションです。小売業の POSシス
テムや製造業の制御系システムなどのためのセキュアなアプリケー
ション・ホワイトリスティングを実現します。

革新的なアーキテクチャ
Savant Protectionは、特許取得済みクライアント・セントリックな
アーキテクチャをベースにしています。他のアプリケーション・ホ
ワイトリスティング・ベンダーのアプローチとは根本的に異なり、
大規模な集中化されたデータベースに依存していません。

Savant Protectionは、2つのソフトウェアコンポーネントから構成
されています。

1. 1つめのコンポーネントは Savant Enforcerです。軽量なエー
ジェントソフトウェアで、企業ネットワークの保護および管
理対象となるそれぞれのエンドポイントにインストールされ
ます。Savant Enforcerエージェントは、コンソールからの接
続が切断された状態で、完全なセキュリティと運用性を確保
しています。

2. もう 1つのコンポーネントが Savant Enterprise Management

システムです。Webベースのコンソールで、IISおよび
Apacheインターネットサーバー上で稼働し、Savant Enforcer

エージェントがインストールされたエンドポイント上のアプ
リケーション関連のアクティビティの集中管理および集中レ
ポーティングを可能にします。このクライアント・セントリッ
クなアーキテクチャは、高い性能を保証し、他の ITインフラ
との容易な統合を実現します。

SAVANT ENTERPRISE  
MANAGEMENTシステム

ユーザー権限の設定
アプリケーションをインストールする、および／または 
アプリケーションを利用不可にする 

アプリケーションのインストール許可を要求する 

外部のストレージデバイスへのアクセスを制御する

トラステッド更新元およびトラステッド・プロセスの構成設定
プロビジョニングおよびパッチ更新とのシームレスなインタラクション
柔軟な更新メソッド

ログ設定、警告メソッドおよびパラメーター設定
承認済みインストール    

認可済みユーザーインストール
マルウェアを含むブロックされたアプリケーション

SAVANT ENFORCERの導入配備
自動的に既存の実行ファイルを保護
(自動ホワイトリスト )

SAVANT ENFORCER
エージェント

SAVANT ENFORCER
エージェント

SAVANT ENFORCER
エージェント

動的な実行、保護、有効化、監視
ユーザーポリシーの実行

未認証の実行ファイルからの保護
トラステッド変更およびトラステッド・プロセスの有効化

実施された変更のロギングおよび違法アクセスのブロッキング

SAVANT PROTECTIONは、いかに機能するか

Savant Protectionソフトウェアは、各エンドシステム上でアクセス
許可されたそれぞれのアプリケーション (紐付けされたコンポーネ
ントや特定のスクリプトなどを含む ) を一意の非公開キーと紐付け
ます。実行ファイルが読み込まれるか、またはアクセスされると、
Savant Protectionのエージェントが提出されたキーをこの既知の
キーと比較します。キーが一致した場合、このアプリケーションは
システム上で実行されることが許可されます。一致しない場合、ま

たはこのアプリケーションが既知でない場合は、このファイルへの
アクセスは拒否され、実行することはできません。ロックダウン・モー
ドでは、新しい実行ファイルをディスクへ書き出すことも防御しま
す。エンドユーザーが各自のデバイスへソフトウェアを追加するこ
とをもっと柔軟に許可することが可能なオープンな環境では、未知
のアプリケーションを取り扱うためにいくつかのオプションが用意
されています。
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システム管理者は、エンドデバイス上でアプリケーションをイン
ストールまたは更新するために、既存のリモート管理および／ま
たはパッチ更新手順を利用することができます。Savant Enterprise 

Management (SEM) システムでは、シンプルなWebインターフェ
イスを介して、いかなるデバイスのセットアップ、構成設定および
ユーザー権限を管理することができます。ここで他のホワイトリス
ティング・ソリューションと異なる点は、Savantでは集中管理され

たアプリケーションキーのセントラルストアを必要としていません。
Savantでは、それぞれのキーはエンドシステム上の暗号化されたデー
タベースに格納されています。この暗号化されたデータベースは、
Savantソフトウェアによってのみアクセスすることができるように
なっています。これによって、セントラルサーバーまたはリファレ
ンスデータベースへの問い合わせが一切不要になります。

なぜ重要か

Savant Protectionは、一般的には、エンドポイントソフトウェアを
頻繁に変更しない、または頻繁に更新する必要がない静的な環境、
たとえば産業用の自動化装置や小売業での POSデバイスなどで活用
されています。また Savantソフトウェアは、アプリケーションの変
更が頻繁に発生する、またはユーザーがコンピューターへソフトウェ
アを各自で追加することが許された動的な環境でも有効に機能しま
す。Savant Protectionソフトウェアの主な利点は次の通りです。

初期導入が容易
Savant Enforcerは数分でインストールでき、即座にエンドポイン
トシステムを防御します。Savant Protectionは、各ユーザーによっ
てどのアプリケーションおよびライブラリーが必要とされるかをシ
ステム管理者が事前に決定する必要はありません。 Savant Enforcer

エージェントは、エンドポイント上にインストールされると、即座
に各エンドポイント固有のホワイトリストを作成し、各エンドポイ
ントデバイスでどの実行ファイルが許可されているかを判定するこ
とを可能にします。Savant Enforcerエージェントは、エンドポイン
トをスキャンして、既存の実行ファイルを特定します。次に、特定
された各実行ファイルに対して、Savant Enforcerエージェントは各
実行ファイルおよびエンドポイントの両方に一意のキーを生成しま
す。これらのキーは暗号化され、エンドポイント上のローカルデー
タベースに格納されます。初期ホワイトリストが作成されると、新
しい実行ファイルにはキーが紐付けされていないので、エンドポイ
ントデバイスは新しい実行ファイルを実行することができません。
初期ホワイトリストは新しく許可されたソフトウェアおよび初期リ
スト上のソフトウェアへ許可された更新を含むように継続的に更新
されます。

注：初期ホワイトリストがセキュリティポリシーを遵守する環境で作成
されていることを担保するためには、IT部門がシステムをウイルススキャ
ンし、必要な更新および必要なパッチを当てた後に、Savant Enforcer の
インストールを実施してください。

現行の運用をさらにシンプルに
Savant Protectionは集中管理されたセントラルデータベースからの
ソフトウェアシグニチャーや継続的なシグニチャーの更新に依存し
ていないため、セントラルサーバーまたはリファレンスデータベー
スへ問い合わせすることは一切不要です。ここに、他のアプリケショ
ンホワイトリスティング・ソリューションと一線を画し、Savant 

Protectionの運用管理と利用が容易な理由があります。一旦 Savant 

Enforcerがインストールされ、機能するようになれば、Savant 

Enforcerが新しい違法なアプリケーションのインストールを食い止
めます。承認されたホワイトリストの確定後は、いかなる未承認の
アプリケーションの実行もブロックされます。悪意あるアプリケー
ション (たとえば、ウイルス、トロイの木馬、ボットネット ) や望ま
ない未知のアプリケーションを問わず、エンドポイントへの侵入を
遮断します。また、Savant EnforcerはWindowsの管理者モードと
は切り離されているため、 Windowsの管理者権限をもつユーザーで
も Savant Enforcerを無効にすることはできません。

自動変更が可能
トラステッドエージェントの指定を通して、Savant Protectionによっ
てホワイトリストを検索したり、管理したりすることなしに、これ
までの通常の方法を使って、ソフトウェアの更新作業、パッチ作業、
インスール作業を行うことができます。これによって、IT部門の作
業負荷を最小限に抑えることができます。IT管理者がトラステッド
エージェントとして指定可能な例には、Windowsアップデート、ア
ンチウイルス、エンドポイント管理ソフトウェア、パッチ更新ソフ
トウェア／自動更新ソフトウェア（Adobe Acrobat Readerなど）、デ
スクトップ構成設定エージェントが含まれます。Savant Protection

のトラステッドエージェント機能によって、エンドポイント上の許
可されたすべてのアプリケーションを最新のアップデートおよび
パッチで最新の状態に効率的に保つことを可能にします。エンドポ
イントユーザーや IT要員による介入は一切必要としません。

PCI

JPEG

CAD

CPUPCI
各実行ファイルは 

それぞれのキーを提示

暗号化されたキー
エンドシステム上に作成・格納

未知または修正されている
拒否された実行ファイル

エンドポイント管理システムからの自動更新に対応
RMMエージェントによって行われたすべての変更をトラスト

  エージェントによって提供された SWをトラスト
  パッチおよびアップデートを含む

トラステッドソースからのダイレクトな自動更新
 ソフトウェアは自動的に更新

ISVからダイレクトに更新
ユーザーに対してはトランスペアレント

アンチウイルスソフトウェアを補完
 アンチウイルスソフトウェアを自動更新
シグネチャー更新は自動で、トラステッドスキャンが許可される

 ー しかし、ファイル更新は不可



www. digitalguardian .com ホワイトペーパー  /  3

自動封じ込め
以前から存在するマルウェアや悪意あるコードを初期ホワイトリス
トのインストール前にウイルススキャンやアンチウイルスソフト
ウェアで未検出であった場合、Savant Enforcerはこのようなマルウェ
アをその感染デバイス内に封じ込めて、他のデバイスへの感染の伝
播を防ぎます。万一 1つのデバイスのホワイトリスト上のマルウェ
アが他のデバイスへ伝播しようとした場合、もう１つのデバイスに
Savant Enforcerがインストールされていれば、最初のデバイス上の
感染したアプリケーションに紐付けられたキーは 2番目のデバイス
上の暗号化されたデータベースとの一致がないためにこのマルウェ
アは 2番目のデバイス上で実行されることはありません。この自動
封じ込め機能は、Savant Enforcerの特許取得済みのホワイトリスト
データベースで活用されており、APT（Advanced Persistent Threat）
攻撃に対するこれまでにない防御策を提供しています。

包括的な運用管理機能
Savant Protectionには、Savant Enterprise Management (SEM) システ
ムが含まれています。SEMのシンプルなWebインターフェイスを
使うことで、次のことが可能になります。
• すべての Savant Enforcerエンドポイントに関して、構成設定およ
び権限を集中管理 

• Savant Protectionによってログされたすべてのエンドポイント上
のイベントおよびアクティビティに対してシングルビューで監視

Savant Protectionのセントラルコンソールは、IT管理者が企業全体
できめ細かなエンドポイントのセキュリティポリシーを施行するこ
とを可能にします。たとえば、ユーザー毎、グループ毎、サーバー毎、
デバイス毎にポリシーを設定することを実現します。

Savant Protectionのお客様は、Savant Protectionの集中管理機能を
さまざまな用途に使用することができます。エンドポイントの構成
設定やイベントロギングを超えて活用することが可能です。たとえ
ば、エンドポイントアプリケーションのインベントリ管理、システ
ム情報管理、ストレージデバイス (USB) コントロールなどに利用す
ることができます。大手企業やMSP (マネージメントサービスプロ
バイダー ) は、すでにエンドポイント管理システムの導入を進めて
おり、Savant Protectionのポリシー施行およびセキュリティ機能の
価値をご理解いただいているかと思います。これに対して、中堅か
ら中小規模の企業や公的機関では、エンドポイント管理製品の導入
はこれからで、Savant Protectionの管理機能をフルに活用している
ところはわずかです。

システムリソースへの最小限の影響
Savant Enforcerは一般的には 15-30 MBのメモリーを必要とし、
CPU利用は通常運用時でほんのわずかです。また、Savant Enforcer

では、既知のシグネチャーのリストを更新したり、ダウンロードし
たり、スキャンしたりする必要は一切ありません。Savant Enforcer

で追加の CPU時間が必要なときは、新しいファイルが許可されると
き (たとえば、プログラムが更新されるときで、Savant Enforcerが
更新によって発生する変更を許可しているとき ) です。

サポートされるプラットフォーム

• Windows 8

• Windows Server 2012

• Windows 7

• Windows Server 2008 R2

• Windows Vista – SP1 またはそれ以上
• Windows XP – SP3 – .NET Frameworkバージョン 2.0、

3.0または 3.5がインストールされていること

• Windows Server 2003 – SP1 またはそれ以上
• Apache/MySQLまたは IIS/MSSQL上で稼働している
稼働管理システム

• 上記 OSの 32ビットおよび 64ビットの両方の 

バージョン
• 上記 OSの組み込みバージョン 
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〒105-0021東京度港区東新橋2-11-4汐留プラザビル9階 
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デジタルガーディアンについて

デジタルガーディアンは、データの盗難防止向けに設計された唯一
のデータセントリック（データドリブン）のセキュリティ・プラッ
トフォームです。このデジタルガーディアンのプラットフォームで
は、従来のエンドポイントだけでなく、モバイルデバイスやクラウ
ドアプリケーション間で動作し、機密データに対する脅威をすべて
可視化し、防御することを可能にします。デジタルガーディアンは、
10年以上にわたり、エンドポイントでのデータ喪失防止にフォーカ
スし、次世代の統合型エンドポイント・セキュリティ・ソリューショ

ンを提供しています。高い柔軟性を持つ独自のデータ管理機能とエ
ンドポイント可視化機能は行動ベースの脅威検出・防御テクノロジー
と連携することで、業務に影響することなく、エンドポイントでの
データ保護を実現しています。デジタルガーディアンは、米国、英国、
日本にオフィスを置き、54カ国を超えてビジネスを展開しています。
デジタルガーディアン株式会社は、米 Digital Guardian, Inc.の日本法
人として 2006年に設立されています。


