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概要
ESETの最先端の検出エンジンは、優れた検査速度と検出率を実現します。さらに、リソース消費量が非
常に少ないため、LinuxのすべてのサーバーでESET File Security for Linux (EFSL)が最適な選択肢となります。
主要な機能には、オンデマンドスキャナーとオンアクセススキャナーがあります。
オンデマンドスキャナーは、特権ユーザー(通常はシステム管理者)がコマンドラインインターフェイス、
Webインターフェイス、またはオペレーティングシステムの自動スケジューリングツール(cronなど)を
使用して起動できます。オンデマンドという用語は、ユーザーまたはシステムの要求にょって検査され
るファイルシステムオブジェクトを指します。
オンアクセススキャナーは、ユーザーまたはオペレーティングシステムがファイルシステムオブジェク
トにアクセスを試みるたびに実行されます。検査はファイルシステムオブジェクトにアクセスする試み
によってトリガーされるため、これがアクセス中(オンアクセス)という用語の由来です。

システムの主要な機能
• 自動製品アップデート
• システムの管理を容易にし、セキュリティの概要を示すために再設計されたWebインターフェイス
• ESETの軽量カーネル内モジュールによるオンアクセススキャン
• 包括的な検査ログ
• 検索バーが導入された、再設計された使いやすい設定ページ
• SELinuxサポート
• 隔離
• ESET Security Management Centerで管理可能

システム要件
ハードウェア要件はサーバーロールによって異なります。ESET File Security for Linuxを正常に実行するため
に、インストール処理を開始する前に、次の最低ハードウェア要件を満たす必要があります。
• プロセッサーIntel/AMD x64
• 700MBのハードディスク空き領域
• 256MBの空きRAM
• glibc 2.12以降
• 2.6.32以降のLinux OSカーネルバージョン
• UTF-8エンコーディングを使用する任意のロケール
ESET File Security for Linuxは一覧のオペレーティングシステムの最新のマイナーリリースでテストされ、
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サポートされています。efsのインストール前にオペレーティングシステムを更新してください。
• RedHat Enterprise Linux (RHEL) 6 64-bit
• RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7 64-bit
• RedHat Enterprise Linux (RHEL) 8 64-bit
• CentOS 6 64-bit
• CentOS 7 64-bit
• Centos 8 64-bit
• Ubuntu Server 16.04 LTS 64-bit
• Ubuntu Server 18.04 LTS 64-bit
• Ubuntu Server 20.04 LTS 64-bit
• Debian 9 64-bit
• Debian 10 64-bit
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 64-bit
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 64-bit

ESET File Security for Linux は一覧のオペレーティングシステムの最新のマイナーリリースでテストされ、
サポートされています。ESET File Security for Linuxのインストール前にオペレーティングシステムを更新
してください。

AWSおよび ELREPOカーネル
AWSまたはELREPOカーネルを使用したLinuxディストリビューションはサポートされてい
ません。

次の条件に該当する場合、ESET File Security for Linuxは、最新の一般的に使用されているオープンソー
スLinuxディストリビューションでも動作します。
• 上記のハードウェア要件が満たされている
• 使用されているLinuxディストリビューションにソフトウェア依存関係がない
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注意
セキュアブートはサポートされていません。
***ESET Security Management Centerでのリモート管理。

サポートされているブラウザー
ESET File Security for Linux Webインターフェイスは次のブラウザーで動作します。
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Microsoft Edge
• Safari

SELinuxサポート
SELinuxは次のディストリビューションでサポートされています。
• Red Hat Enterprise Linux 6
• Red Hat Enterprise Linux 7
• Red Hat Enterprise Linux 8
• Centos 6
• Centos 7
• Centos 8
EFS SELinuxモジュールポリシーのインストールでは、selinux-policy-develパッケージをインストールする必
要があります。ESET File Security for Linux SELinuxモジュールなしでOSを起動するには、OS起動中
にeset_selinux=0カーネルパラメーターを使用します。

インストール
ESET File Security for Linuxはバイナリファイル(.bin)として配布されます。

注意
ESET File Security for Linuxのインストール前に、OSに最新のアップデートがインストール
されていることを確認してください。
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最初にバージョン4.xを削除する
ESET File Security for Linuxバージョン4.xがインストールされている場合は、最初に削除し
ます。バージョン7.xはバージョン4.xと互換性がありません。
ESET Remote Adminstratorを使用してESET File Security for Linuxバージョン4を管理している
場合は、リモートでバージョン7を管理するために***ESET Security Management Centerに
アップグレードします。

ターミナルを使用してインストールする
製品をインストールまたはアップグレードするには、ご使用の適切なOSディストリビューションのルー
ト権限で、ESET配布スクリプトを実行します。
• ./efs-<VERSION>.x86_64.bin
• sh ./efs-<VERSION>.x86_64.bin

使用可能なコマンドライン引数を参照してください。
ESET File Security for Linuxバイナリファイルの使用可能なパラメーター(引数)を表示するには、ターミナ
ルウィンドウから次のコマンドを実行します。
bash ./efs-<VERSION>.x86_64.bin -h

使用可能なパラメーター
短縮型

標準型

説明

-h

--help

コマンドライン引数を表示

-n

--no-install

解凍後にインストールを実行しない

-y

--accept-license 製品ライセンス契約に同意し、表示しない

-f

--force-install

確認せずにパッケージマネージャーで強制インストール

-g

--no-gui

インストール後にGUIを設定/起動しない

.debまたは.rpmインストールパッケージを入手する
OSに合った.debまたは.rpmインストールパッケージを取得するには、-nコマンドライン
引数を使用してESET配布スクリプトを実行します。
sudo ./efs-<VERSION>.x86_64.bin -n

または
sudo sh ./efs-<VERSION>.x86_64.bin -n

インストールパッケージの依存関係を表示するには、次のコマンドのいずれかを実行します。
• dpkg -I <deb package>
• rpm -qRp <rpm package>

画面の手順に従います。製品ライセンス契約に同意すると、インストールが完了し、Webインターフェ
イスログイン詳細情報が表示されます。
インストーラーは依存関係の問題について通知します。
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ESET Security Management Center (ESMC)を使用してインストールする
リモートでコンピューターにESET File Security for Linuxを展開するには、ESMCソフトウェアインストール
オンラインヘルプセクションを参照してください。
検出モジュールの定期的な更新を有効にするには、***をアクティベーションESET File Security for Linuxし
ます。
必要に応じて、Webインターフェースをリモートで有効にします。

サードパーティーアプリ
ESET File Security for Linuxで使用されるサードパーティーアプリの概要
は、/opt/eset/efs/doc/modules_notice/にあるNOTICE_modeファイルを参照してください。

アンインストール
ESET製品をアンインストールするには、ターミナルウィンドウをスーパーユーザーで起動して、Linuxディ
ストリビューションに対応するパッケージを削除するコマンドを実行します。
Ubuntu/Debianベースのディストリビューション:
• apt-get remove efs
• dpkg --purge efs

Red Hatベースのディストリビューション:
• yum remove efs
• rpm -e efs

一括展開
このトピックでは、Puppet、Chef、Ansible経由でのESET File Security for Linuxの一括展開について概要を説
明します。以下のコードブロックには、パッケージをインストールする方法について基本的な例のみを
示しています。Linuxディストリビューションによっては異なる場合があります。

パッケージ選択
ESET File Security for Linuxの一括展開を開始する前に、使用するパッケージを決定する必要がありま
す。ESET File Security for Linuxは.binパッケージとして配布されます。ただし、nコマンドライン引数を使
用すると、ESET配布スクリプトを実行して、deb/rpmパッケージを取得できます。

Puppet
前提条件
• binまたはdeb/rpmパッケージがpuppet-masterで使用可能
• puppet-agentがpuppet-masterに接続されている
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Binパッケージ
展開手順:
• binインストールパッケージを任意のコンピューターにコピーします
• binインストールパッケージを実行します

Puppetマニフェストサンプル
node default {
file {"/tmp/efs-7.0.1081.0.x86_64.bin":
mode => "0700",
owner => "root",
group => "root",
source => "puppet:///modules/efs/efs-7.0.1081.0.x86_64.bin"
}
exec {"Execute bin package installation":
command => '/tmp/efs-7.0.1081.0.x86_64.bin -y -f'
}
}

Deb/rpmパッケージ
展開手順:
•ディストリビューションファミリーに従って、deb/rpmインストールパッケージを任意のコンピュー
ターにコピーします
• deb/rpmインストールパッケージを実行します

依存関係
インストールを開始する前に、依存関係を解決する必要があります
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Puppetマニフェストサンプル
node default {
if $osfamily == 'Debian' {
file {"/tmp/efs-7.0.1081.0.x86_64.deb":
mode => "0700",
owner => "root",
group => "root",
source => "puppet:///modules/efs/efs-7.0.1081.0.x86_64.deb"
}
package {"efs":
ensure => "installed",
provider => 'dpkg',
source => "/tmp/efs-7.0.1081.0.x86_64.deb"
}
}
if $osfamily == 'RedHat' {
file {"/tmp/efs-7.0.1081.0.x86_64.rpm":
mode => "0700",
owner => "root",
group => "root",
source => "puppet:///modules/efs/efs-7.0.1081.0.x86_64.rpm"
}
package {"efs":
ensure => "installed",
provider => 'rpm',
source => "/tmp/efs-7.0.1081.0.x86_64.rpm"
}
}
}

Chef
前提条件
• binまたはdeb/rpmパッケージがChefサーバーで使用可能
• ChefクライアントがChefサーバーに接続されている

Binパッケージ
展開手順:
• binインストールパッケージを任意のコンピューターにコピーします
• binインストールパッケージを実行します
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Chefレシピサンプル
cookbook_file '/tmp/efs-7.0.1084.0.x86_64.bin' do
source 'efs-7.0.1084.0.x86_64.bin'
owner 'root'
group 'root'
mode '0700'
action :create
end
execute 'package_install' do
command '/tmp/efs-7.0.1084.0.x86_64.bin -y -f'
end

Deb/rpmパッケージ
展開手順:
•ディストリビューションファミリーに従って、deb/rpmインストールパッケージを任意のコンピュー
ターにコピーします
• deb/rpmインストールパッケージを実行します

依存関係
インストールを開始する前に、依存関係を解決する必要があります
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Chefレシピサンプル
cookbook_file '/tmp/efs-7.0.1084.0.x86_64.deb' do
source 'efs-7.0.1084.0.x86_64.deb'
owner 'root'
group 'root'
mode '0700'
action :create
only_if { node['platform_family'] == 'debian'}
end
cookbook_file '/tmp/efs-7.0.1084.0.x86_64.rpm' do
source 'efs-7.0.1084.0.x86_64.rpm'
owner 'root'
group 'root'
mode '0700'
action :create
only_if { node['platform_family'] == 'rhel'}
dpkg_package 'efsu' do
source '/tmp/efs-7.0.1084.0.x86_64.deb'
action :install
only_if { node['platform_family'] == 'debian'}
end
rpm_package 'efsu' do
source '/tmp/efs-7.0.1084.0.x86_64.rpm'
action :install
only_if { node['platform_family'] == 'rhel'}
end

Ansible
前提条件
• binまたはdeb/rpmパッケージがAnsibleサーバーで使用可能
• ターゲットコンピューターへのsshアクセス

Binパッケージ
展開手順:
• binインストールパッケージを任意のコンピューターにコピーします
• binインストールパッケージを実行します
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Playbookタスクサンプル
....
- name: "INSTALL: Copy configuration json files"
copy:
src: efs-7.0.1084.0.x86_64.bin
dest: /home/ansible/
- name : "Install product bin package"
shell: bash ./efs-7.0.1084.0.x86_64.bin -y -f -g
.....

Deb/rpmパッケージ
展開手順:
•ディストリビューションファミリーに従って、deb/rpmインストールパッケージを任意のコンピュー
ターにコピーします
• deb/rpmインストールパッケージを実行します
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Playbookタスクサンプル
....
- name: "Copy deb package to VM"
copy:
src: ./efs-7.0.1085.0.x86_64.deb
dest: /home/ansible/efs-7.0.1085.0.x86_64.deb
owner: ansible
mode: a+r
when:
- ansible_os_family == "Debian"
- name: "Copy rpm package to VM"
copy:
src: ./efs-7.0.1085.0.x86_64.rpm
dest: /home/ansible/efs-7.0.1085.0.x86_64.rpm
owner: ansible
mode: a+r
when:
- ansible_os_family == "RedHat"
- name: "Install deb package"
apt:
deb: /home/ansible/efs-7.0.1085.0.x86_64.deb
state: present
when:
- ansible_os_family == "Debian"
- name: "Install rpm package"
yum:
name: /home/ansible/efs-7.0.1085.0.x86_64.rpm
state: present
when:
- ansible_os_family == "RedHat"
....

アップデートとアップグレード
モジュールのアップデート
検出モジュールを含む製品モジュールは自動的にアップデートされます。
手動で検出モジュールアップデートを起動するには、モジュールのアップデート > 確認してアップデー
トをクリックし、アップデートが完了するまで待ちます。
ESET File Security for Linuxアップデートが安定していない場合は、モジュールのアップデートを前の状態
にロールバックします。ダッシュボード > モジュールのアップデート > モジュールロールバックをクリッ
クし、任意の期間を選択して、今すぐロールバックをクリックします。
ターミナルウィンドからすべての製品モジュールをアップデートするには、次のコマンドを実行します。
/opt/eset/efs/bin/upd -u
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ターミナルでのアップデートとロールバック
オプション 短縮型

オプション - 標準型

説明

-u

--update

モジュールの更新

-c

--cancel

モジュールのダウンロードをキャンセルし
ます

-e

--resume

アップデートのブロックを解除する

-r

--rollback=値

スキャナーモジュールの最も古いスナップ
ショットにロールバックし、VALUEに設定
した時間のすべてのアップデートをブロッ
クします

-l

--list-modules

製品モジュールのリストを表示する *

--server=アドレス

アップデートサーバーのアドレス

--username=ユーザー名

アップデート資格を認証するためのユーザー
名

--password=パスワード

アップデート資格を認証するためのパスワー
ド

--proxy-addr=アドレス

プロキシサーバーアドレス

--proxy-port=ポート

プロキシサーバーポート

--proxy-username=ユーザー名

ユーザー名/パスワードで保護されたプロ
キシサーバーにアクセスするためのユーザー
名

--proxy-password=パスワード

ユーザー名/パスワードで保護されたプロ
キシサーバーにアクセスするためのパスワー
ド

--update-server-type=アップデートタイプ アップデートサーバーの種類
--list-update-server-type

使用可能なアップデートサーバーの種類の
一覧

--check-app-update

リポジトリの新しい製品バージョンの利用
可能状況を確認**

--download-app-update

利用可能な場合は新しい製品バージョンを
ダウンロード**

--perform-app-update

利用可能な場合は新しい製品バージョンを
ダウンロードしてインストール**

--accept-license

ライセンスの変更を許可**

* -ESET File Security for Linuxバージョン7.1以降で使用可能
** ESET File Security for Linuxバージョン7.2以降で使用可能

重要
updユーティリティを使用して、製品構成を変更することはできません。
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例
アップデートを48時間停止し、スキャナーモジュールの最も古いスナップショットにロールバックする
には、特権ユーザーで次のコマンドを実行します。
sudo /opt/eset/efs/bin/upd --rollback=48

スキャナーモジュールの自動アップデートを再開するには、特権ユーザーで次のコマンドを実行します。
sudo /opt/eset/efs/bin/upd --resume

IPアドレス「192.168.1.2」とポート「2221」で使用可能なミラーサーバーからアップデートするには、
特権ユーザーで次のコマンドを実行します。
sudo /opt/eset/efs/bin/upd --update --server=192.168.1.2:2221

ESET File Security for Linuxを新しいバージョンにアップグレードする
プログラムモジュールの自動更新では解決できない問題の修正や改良を行うために、ESET File Security for
Linuxの新バージョンが提供されています。

注意
ESET File Security for Linuxバージョン4からバージョン7にアップグレードすることはでき
ません。新しいクリーンインストールが必要です。バージョン4の設定をバージョン7に
インポートすることはできません。

現在インストールされている製品バージョン
ESET File Security for Linuxの製品バージョンは、次の2つの方法で判別することができます。
1.Webインターフェイスで、[ヘルプ > バージョン情報]に移動します。
2.ターミナルウィンドウで、/opt/eset/efs/sbin/setgui -vを実行します。

ESET File Security for Linuxをアップグレードする方法
ローカルオプション
• インストールセクションに従い、OS関連のインストールパッケージを実行します。
• Webインターフェイスで、ダッシュボード > 製品のアップデートに移動し、アップデートの確認
をクリックします。
• --perform-app-updateパラメーターでupdユーティリティを使用します。
• 自動アップデート/アップグレードの設定

13

ESET Security Management Center (ESMC)でのリモート管理。
ESMCを使用してESET File Security for Linuxを管理する場合、次の方法でアップグレードを開始できます。
• ソフトウェアインストールタスク
• Webインターフェイスで、ダッシュボード > ESETアプリケーションに移動し、ESET File Security for
Linuxをクリックして、インストールされているESET製品を更新します...
• 自動アップデート/アップグレードの設定

ミラーでの更新
ESETセキュリティ製品(ESET Security Management Center、ESET Endpoint Antivirusなど)では、ネットワーク
内の他のワークステーションをアップデートするために使用できるアップデートファイルのコピーを作
成することができます。「ミラーサーバーの作成」の使用 - LAN環境でアップデートファイルのコピー
を作成すると、ベンダのアップデートサーバーからワークステーションごとに繰り返しアップデートファ
イルをダウンロードしなくて済むので便利です。アップデートがローカルのミラーサーバーにダウンロー
ドされ、すべてのワークステーションに配信されるため、ネットワークトラフィックが過負荷状態にな
る危険性を回避することができます。ミラーからクライアントワークステーションをアップデートする
と、ネットワークの負荷分散が最適化されると共に、インターネット接続の帯域幅が節約されます。

アップデートミラーを使用するようにESET File Security for Linuxを設
定する
1.Webインターフェイスで、設定 > アップデート > プライマリサーバーに移動します。
2.基本セクションで、自動的に選択するトグルをオフにします。
3.アップデートサーバーフィールドで、次の形式のいずれかを使用して、ミラーサーバーのURLア
ドレスを入力します。
a.http://<IP>:<port>
b.http://<hostname>:<port>
4.該当するユーザー名とパスワードを入力します。
5.[保存]をクリックします。
ネットワークにその他のミラーサーバーがある場合は、上記の手順を繰り返して、セカンダリアップデー
トサーバーを設定します。

製品コンポーネントの自動更新
ESET File Security for Linuxバージョン7.2では、新しい製品バージョンへのアップグレードを含む、製品コ
ンポーネントの自動更新を有効にきます。
1. Webインターフェイスで、設定 > アップデートに移動します。
2. プログラムコンポーネントのアップデートセクションで、アップデートモードリストボックスから
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自動アップデートを選択します。
3. 製品コンポーネントアップデートでカスタムアップデートサーバーを使用する場合:
a.カスタムサーバーフィールドでサーバーアドレスを定義します。
b.該当するフィールドにユーザー名とパスワードを入力します。
4. [保存]をクリックします。

ESET Security Management Centerを使用してESET File Security for Linuxを管理する場合は、ポリシーを使用
して上記の自動アップデートを設定します。

ESET File Security for Linuxの設定を変更するには:
1. ESET Security Management Centerで、ポリシー > 新しいポリシーをクリックし、ポリシーの名前を入
力します。
2. 設定をクリックし、ドロップダウンメニューからESET Endpoint for Linux (V7+)を選択します。
3. 変更を行う各ダイアログで、任意の設定を調整し、保存をクリックします。
4. [完了]をクリックします。

アップデートモード
自動アップデート - 新しいパッケージが自動的にダウンロードされ、次回のOSの再起動時にインストー
ルされます。エンドユーザーライセンス契約のアップデートがある場合、ユーザーは新しいパッケージ
をダウンロードする前に、更新されたエンドユーザーライセンス契約に同意する必要があります。
アップデートしない - 新しいパッケージはダウンロードされませんが、製品のダッシュボードには新
しいパッケージが利用可能であることが表示されます。

ESET File Security for Linuxのアクティベーション
ESET販売店から入手したライセンスを使用してESET File Security for Linuxをアクティベーションします。

Webインターフェイスを使用してアクティベーションする
1. Webインターフェイスにログインする
2. ダッシュボード > ライセンスタイルをクリックし、任意のアクティベーション方法を選択します。
a.製品認証キーでアクティベーションする
b.オフラインライセンス
c.ESET Security Management Center
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ライセンスが期限切れの場合は、同じ場所でライセンスを別のライセンスに変更できます。

ターミナルを使用してアクティベーションする
/opt/eset/efs/sbin/licユーティリティを特権ユーザーで使用して、ターミナルウィンドウからESET

File Security for Linuxをアクティベーションします。
Syntax: /opt/eset/efs/sbin/lic[オプション]

例
以下のコマンドは、特権ユーザーで実行する必要があります。
/opt/eset/efs/sbin/lic -k XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

または
/opt/eset/efs/sbin/lic --key XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXはESET File Security for Linux製品認証キーを表します。

ESET Security Management Center (ESMC)を使用してアクティベーショ
ンする
ESMC Webインターフェイスにログインし、クライアントタスク > 製品のアクティベーションに移動し
て、製品のアクティベーション手順に従います。

アクティベーションが完了したら、Webインターフェイスにアクセスし、システムの最初の検査を起動
するか、ESET File Security for Linuxを設定します。

ライセンスの場所
ライセンスを購入した場合は、ESETから2つの電子メールが届きます。最初の電子メールには、ESET
Business Accountポータルに関する情報が記載されています。2つ目の電子メールには、製品認証
キー(XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX)またはユーザー名(EAV-xxxxxxxxxx)とパスワード(該当する場合)、
公開ライセンスID (xxx-xxx-xxx)、製品名(または製品の一覧)、数量に関する詳細情報が記載されています。

ユーザー名とパスワードを使用している場合
ユーザー名とパスワードを使用している場合は、ESET Business Accountライセンス変換ページで、製品認
証キーに変換します。
https://eba.eset.com/LicenseConverter
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アクティベーションの状態を確認する
以下に説明する機能は、ESET File Security for Linux 7.2以降で提供されています。
アクティベーションの状態とライセンスの有効期間を確認するには、licユーティリティを実行します。
特権ユーザーで次のコマンドを実行します。
Syntax: /opt/eset/efs/sbin/lic[オプション]

例
以下のコマンドは、特権ユーザーで実行する必要があります。
/opt/eset/efs/sbin/lic -s

または
/opt/eset/efs/sbin/lic --status

製品がアクティベーションされたときの出力内容:
Status: Activated
Public Id: ABC-123-DEF
License Validity: 2020-03-29

製品がアクティベーションされていないときの出力内容:
Status: Not activated

コマンドと ESET File Security for Linux
インストールが完了した場合は、インストーラーで表示されているURLアドレスとログイン資格情報を
使用して、Webインターフェイスにログインします。
Webインターフェイスは次の言語で提供されています。
• 英語
• フランス語
• スペイン語
• スペイン語(ラテンアメリカ)
• ドイツ語
• 日本語
• ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語
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ESET Security Management Centerを使用してリモートでESET File Security for Linuxのインストールを実行し
た場合は、Webインターフェイスが有効になりません。
特定のコンピューターでWebインターフェイスにアクセスする場合は、ターミナルウィンドウから次の
コマンドを実行します。
sudo /opt/eset/efs/sbin/setgui -gre

最終出力は、WebインターフェイスのURLアドレスとアクセス資格情報を示します。
10.1.184.230:9999などのカスタムIPアドレスとポートでWebインターフェイスを使用可能にする場合は、
ターミナルウィンドウから次のコマンドを実行します。
sudo /opt/eset/efs/sbin/setgui -i 10.1.184.230:9999

ESET Security Management Center経由でWebインターフェースを有効にするには、コマンドの実行タスク
を使用して、次のコマンドを実行します。
/opt/eset/efs/sbin/setgui -re --password=<password>
<password>はユーザーが定義した任意のパスワードを表します。

setguiコマンドの使用可能なオプション。
オプション オプション - 標準型
短縮型

説明

-g

--gen-password

Webインターフェイスにアクセスするための新しいパ
スワードを生成します

-p

--password=パスワード

Webインターフェイスにアクセスするための新しいパ
スワードを定義します

-f

--passfile=ファイル

Webインターフェイスにアクセスするために、ファイ
ルから読み込まれた新しいパスワードを設定します

-r

--gen-cert

新しい秘密鍵と証明書を生成します

-a

--cert-password=パスワード 証明書パスワードを設定します

-l

--cert-passfile=ファイル

ファイルから読み込まれた証明書パスワードを設定し
ます

-i

--ip-address=IP:ポート

サーバーアドレス(IPとポート番号)

-c

--cert=ファイル

証明書のインポート

-k

--key=ファイル

秘密鍵をインポートします

-d

--disable

Webインターフェイスを無効にします

-e

--enable

Webインターフェイスを有効にします

ESET File Security for Linux Webインターフェイス証明書
ESET File Security for Linux Webコンソールは自己署名証明書を使用します。初めてWebイン
ターフェイスにアクセスすると、証明書の例外を追加しないかぎり、証明書の問題という
メッセージが表示されます
。
• Mozilla Firefoxで証明書の例外を追加します。
1. 詳細 > 例外の追加...をクリックします。
2. セキュリティ例外の追加ウィンドウで、この例外を永久的に保存するを選択しているこ
とを確認します。
3. セキュリティ例外の確認をクリックします。
• Google Chromeで証明書の例外を追加します。
1. 詳細をクリックします。
2. <web address of EFSL Web interface>を続行(危険)をクリックします。
3. この時点で、Google Chromeが例外を記憶します。

Webインターフェイスから独自のSSL証明書を使用するには、証明書を生成して、ESET File Security for
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Linuxにインポートします。
1. SSL証明書を生成する:
openssl req -newkey rsa:2048 -new -nodes -x509 -days 3650 -keyout privatekey.pem out certificate.pem

2. SSL証明書をESET File Security for Linuxにインポートする:
sudo /opt/eset/efs/sbin/setgui -c certificate.pem -k privatekey.pem -e

ESET File Security for Linuxのインスタンスをアクティベーションした場合は、検出モジュールをアップデー
ト(ダッシュボード > モジュールのアップデート > 確認してアップデートをクリック)し、ファイルシ
ステムの最初の検査を実行します。

ダッシュボード
ダッシュボードは、保護の状態の概要、モジュールのアップデート、ライセンス情報、および製品のア
クティベーションオプションを示し、通知の概要を表示します。

現在の状況
すべてが問題なく動作しているときには、保護の状態が緑色です。システムの保護の状態を改善するこ
とが可能な場合、または保護の状態が不十分であることが検出された場合、保護の状態タイルに「注意
が必要です」と表示されます。タイルをクリックすると、詳細が表示されます。

保護の状態アラートをミュートまたはミュート解除します
緑以外の各保護ステータスアラートは、このアラートをミュートをクリックしてミュー
トできます。保護モジュールのステータスが灰色に変わり、保護モジュールのタイルが
リストの一番下に移動します。このアラートのミュートを解除をクリックして、ステー
タス通知をオンに戻します。
ESET Security Management Centerで保護の状態が無効にされている場合は、このアラート
のミュートを解除も有効にするもダッシュボードで使用できません。

モジュールアップデート
すべてのモジュールが最新の場合は、モジュールのアップデートタイルが緑色です。モジュールのアッ
プデートが一時的に停止している場合は、タイルがオレンジ色になります。アップデートが失敗した場
合は、タイルの色が赤色に変わります。タイルをクリックすると、詳細が表示されます。
手動で検出モジュールのアップデートを起動するには、モジュールのアップデート > 確認してアップデー
トをクリックし、アップデートが完了するまで待ちます。

ライセンス
ライセンスがまもなく期限切れの場合、ライセンスタイルがオレンジ色になります。ライセンスが期限
切れの場合は、タイルが赤色になります。タイルをクリックすると、ライセンスを変更する使用可能な
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オプションが表示されます。

検査
検査 > 新規検査 > すべてのローカルドライブを検査から、手動ですべてのローカルドライブの新しい検
査を実行します。
カスタム検査...を選択します。ここでは、検査プロファイルを選択し、検査する場所を定義できます。
検査して駆除を選択する場合、選択した検査プロファイルの駆除レベルが各検出された脅威に適用され
ます。検査除外を選択して、設定された除外を含むすべての項目を検査します。

カスタム検査対象
• ローカルドライブ
• ネットワークドライブ
• リムーバブルメディア
• ブートセクター — すべてのマウントされたドライブ/メディアのブートセクターが検査されま
す。
• カスタム対象—任意の検査対象パスを入力し、キーボードのTabキーを押します。

各実行済みの検査は、検出および駆除された脅威数情報を含め、検査画面に記録されます。駆除列が赤
色でハイライトされている場合は、一部の感染したファイルが駆除/削除されませんでした。エントリ
の詳細を表示するには、詳細を表示をクリックします。
検査の詳細画面には、次の3つのタブがあります。
• 概要- 検査画面に表示されるのと同じ情報に、検査されたディスクの数を加えた情報が表示され
ます。
• 検出 - 検出された侵入の詳細とそれに対して実行されたアクションが表示されます。
• 検査されていないファイル - このタブはESET File Security for Linuxバージョン7.1以降で利用でき
ます。検査できなかったファイルの詳細と理由が表示されます。

ターミナルウィンドウからオンデマンド検査を実行する
ターミナルウィンドウからオンデマンド検査を実行するには、/opt/eset/efs/bin/odscanコマンドを使用し
ます。

検査プロファイル
目的の検査パラメーター(Threatsenseパラメーター)を保存して、後で検査を行う際に使用できます。さ
まざまな検査対象、検査方法、およびその他のパラメーターについて、定期的に行う検査ごとにプロファ
イルを作成することをお勧めします。
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新しいプロファイルを作成するには、設定 > 検出エンジン > マルウェア検査 > オンデマンド検査 > プロ
パティのリストをクリックします。

ターミナルを使用したオンデマンド検査
構文: /opt/eset/efs/bin/odscan [オプション..]
オプション 短縮型
-l

オプション - 標準型

説明

--list

現在実行中の検査を表示する

--list-profiles

使用可能なすべての検査プロファイルを表示します

--all

他のユーザーが実行した検査も表示します(ルート権限
が必要)
session_idで特定された、一時停止中の検査を再開し

-r

--resume=session_id

-p

--pause=session_id

session_idで特定された検査を停止します

-t

--stop=session_id

session_idで特定された検査を停止します

-s

--scan

検査の開始

--profile=プロファイル

選択されたプロファイルを使用して検査します

--profile-priority=優先度

タスクは指定された優先度で実行されます。
優先度は、normal、lower、lowest、idleです。

--readonly

駆除せずに検査する

--local

ローカルドライブを検査します

--network

ネットワークドライブを検査します

--removable

リムーバブルメディアを検査します

--boot-local

ローカルドライブのブートセクターを検査します

--boot-removable

リムーバブルメディアのブートセクターを検査します

--boot-main

メインブートセクターを検査します

--exclude=ファイル

選択したファイルまたはディレクトリをスキップしま
す

--ignore-exclusions

除外されたパスと拡張子も検査します

ます

バージョン7.1.561以降で使用可能な終了コード
終了コード

意味

0

マルウェアは検出されませんでした

1

マルウェアが検出され、駆除されました

10

一部のファイルはスキャンできません(マルウェアの可能性あり)

50

マルウェアが検出されました

100

エラー

例
バックグラウンドプロセスとして、"@Smart scan"検査プロファイルを使用して、再帰的に、/root/ディレ
クトリのオンデマンド検査を実行します。
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/opt/eset/efs/bin/odscan --scan --profile="@Smart scan" /root/ &

複数の対象に関して"@Smart scan"検査プロファイルを使用して、再帰的に、オンデマンド検査を実行し
ます。
/opt/eset/efs/bin/odscan --scan --profile="@Smart scan" /root/ /tmp/ /home/

すべての実行中の検査のリストを出力します
/opt/eset/efs/bin/odscan -l

session-id "15"の検査を一時停止します。各スキャンには、開始時に生成される独自のセッションIDがあ
ります。
/opt/eset/efs/bin/odscan -p 15

session-id "15"の検査を停止します。各スキャンには、開始時に生成される独自のセッションIDがありま
す。
/opt/eset/efs/bin/odscan -t 15

ディレクトリ/root/exc_dirおよびファイル/root/eicar.comを除外して、オンデマンド検査を実行します。
/opt/eset/efs/bin/odscan --scan --profile="@In-depth scan" --exclude=/root/exc_dir -exclude=/root/eicar.com /

リムーバブルデバイスのブートセクターを検査します。特権ユーザーで以下のコマンドを実行します。
sudo /opt/eset/efs/bin/odscan --scan --profile="@In-depth scan" --boot-removable

除外
次のESET File Security for Linuxのバージョンでは、一部の除外と除外パスの動作が異なります。 7.0 およ
び7.1以上。

ファイル拡張子の除外
このタイプの除外は、リアルタイムファイルシステム保護とオンデマンド検査で設定できます。
1. Webインターフェイスで、設定 > 検出エンジンをクリックします。
2. 次の項目をクリックします。
• リアルタイムファイルシステム保護 > Threatsenseパラメーターをクリックして、ファイルシステム
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保護に関連する除外を変更します。
• マルウェア検査 > オンデマンド検査 > Threatsenseパラメーターをクリックして、オンデマンド検査
(カスタム検査)に関連する除外を変更します。
3. 検査対象外とするファイル拡張子の横の編集をクリックします。
4. 追加をクリックして、除外する拡張子を入力します。複数の拡張子を一度に定義するには、複数の
値を入力をクリックして、任意の拡張子を改行または選択した他の区切り文字で区切って入力します。
5. OKをクリックしてから、保存をクリックして、ダイアログを閉じます。
6. 保存をクリックして、変更を保存します。

ESET File Security for Linuxバージョン7.1以上でのの除外
パフォーマンスの除外
スキャン対象からパス (フォルダー) を除外することで、ファイル システムのマルウェア検査に要す
る時間を大幅に短縮できます。
1. Webインターフェイスで、設定 > 検出エンジン > 基本をクリックします。
2. パフォーマンスの除外の横にある編集をクリックします。
3. 追加をクリックし、スキャナーでスキップされるパスを定義します。任意で、参照用のコメントを
追加します。
4. OKをクリックしてから、保存をクリックして、ダイアログを閉じます。
5. 保存をクリックして、変更を保存します。

検出除外
検出除外では、検出名、オブジェクトパス、またはハッシュをフィルタリングして、オブジェクトを駆除
(削除または隔離への移動)から除外できます。

検出除外の仕組み
検出除外は、パフォーマンス除外と違い、ファイルとフォルダーを検査から除外しませ
ん。検出除外は、検出エンジンで検出され、適切なルールが除外リストにあるときにの
み、オブジェクトが隔離または削除されないように、除外します。
以下の図のサンプルルールを参照してください。最初の行のルールは、Eicar test fileとし
て検出され、/home/demo/Download/some.fileにあるオブジェクトを除外します。2行目の
ルールは、検出名に関係なく、対応するSHA-1ハッシュを持つ検出されたすべてのオブジェ
クトを除外します。
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検出除外オブジェクト条件
• パス – 指定されたパス(または空の場合はすべてのパス)の検出除外。
• 検出名 – 検出されたオブジェクトは、定義済みの検出名と一致する場合にのみ除外されます。ファ
イルが後で他のマルウェアに感染し、その検出名が除外ルールの検出名と一致しなくなった場合、そ
のファイルは侵入として検出され、適切なアクションが実行されます。このタイプの除外は、特定の
種類の検出にのみ使用できます。そのような検出を除外リストに追加するには、隔離に移動し、隔離
されたファイルを右クリックして復元して除外を選択します。このオプションは、検出エンジンが除
外対象と評価した項目に対してのみ表示されます。
• ハッシュ - ファイルタイプ、場所、名前、拡張子に関係なく、指定されたハッシュ(SHA1)に基づい
て、ファイルを除外します。

除外パス拡張子
v7.2の場合ESET File Security for Linux
/root/* - 「root」ディレクトリ、およびすべてのサブディレクトリとその内容
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/root - /ディレクトリのrootファイル。
/root/file.txt - rootディレクトリのfile.txtのみ。

v7.1の場合ESET File Security for Linux
/root/* - 「root」ディレクトリ、およびすべてのサブディレクトリとその内容
/root - 「root」ディレクトリのみ。
/root/file.txt - rootディレクトリのfile.txtのみ。

v7.0の場合ESET File Security for Linux
/root /root/ - 「root」ディレクトリ、およびすべてのサブディレクトリとその内容
/root/file.txt - rootディレクトリのfile.txtのみ。

パスの途中にあるワイルドカード
システムインフラストラクチャの要件がある場合以外は、パスの中央でワイルドカード
を使用しないことをお勧めします(例: /home/user/*/data/file.dat)。詳細については、次
のナレッジベース記事を参照してください。
検出除外を使用するときには、パスの中央でワイルドカードを使用することに関する制
限はありません。

ESET File Security for Linuxバージョン7.0でのの除外
ファイルとフォルダーの除外
この種類の除外は、悪意のあるソフトウェアの検査から、特定のファイルを除外するのに役立ちます。
1. Webインターフェイスで、設定 > 検出エンジン > 基本をクリックします。
2. 除外の横の編集をクリックします。
3. 追加をクリックし、除外タイプを選択します。
• パスを除外 - 検査から除外する対象のパスを定義します。
• ハッシュを除外 - 除外するファイルのハッシュを定義します。
• 検出を除外 - 検査中に無視する脅威(検出)の正確な名前を定義し、任意で
します。

パスマスクを定義

• 空にする場合、選択した脅威名のすべての脅威が除外されます。
• ディレクトリへのパスが定義されている場合、定義されたディレクトリとサブディレクトリにある
選択した脅威名のすべての脅威が除外されます。
• ファイルへのパスが定義されている場合、選択した脅威名の特定のファイルのみが除外されます。
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4. 1つのエンティティ(パス、ハッシュ、脅威など)を定義します。
5. OKをクリックしてから、保存をクリックして、ダイアログを閉じます。
6. 保存をクリックして、変更を保存します。

検出
検出されたすべての脅威とそれに対して実行されたアクションは、検出画面に記録されます。
脅威が検出され、駆除されていない場合は、行全体が赤色でハイライトされます。検出された悪意があ
るファイルの駆除を試行するには、特定の行をクリックし、駆除して再検査を選択します。
悪意があるファイルとして検出され、まだ削除されていないファイルを探すには、パスをコピーを選択
し、ファイルブラウザーを使用してファイルを検索します。

隔離
隔離の主な機能は、感染ファイルを安全に保存することにあります。ファイルを駆除できない場合、ファ
イルの削除が安全でもなければ推奨もされない場合、ESET File Security for Linuxによって誤検出される場合、
ファイルを隔離する必要があります。任意のファイルを選択して隔離することができます。これは、ファ
イルの動作が疑わしいにもかかわらず、ウイルス対策スキャナーによって検出されない場合にお勧めし
ます。隔離したファイルは、ESETのウイルスラボに提出して分析を受けることができます。

Webインターフェイスで隔離された項目を管理する
隔離画面には、隔離フォルダーに保存されているファイルはの一覧が表示されます。この一覧には、隔
離の日時、隔離されたファイルの元の場所のパス、隔離へのファイル移動の理由、脅威の数(複数のマ
ルウェアが紛れ込んだアーカイブの場合など)、隔離された項目のサイズが表示されます。
隔離された項目をクリックすると、復元、復元して除外、パスのコピー、ダウンロード、隔離から削除といっ
た使用可能なアクションが表示されます。
復元して除外オプションは、検出エンジンが除外対象と評価した項目に対してのみ表示されます。
隔離ディレクトリへのパス: /var/opt/eset/efs/cache/quarantine/root/

ターミナルを使用した隔離された項目の管理
Syntax: /opt/eset/efs/bin/quar[オプション]
オプション 短縮型

オプション - 標準型

説明

-i

--import

ファイルを隔離にインポートします

-l

--list

隔離ファイルのリストを表示します

-r

--restore=id

idで識別された隔離された項目を--restore-pathによって定
義されたパスに復元します

-e

--restore-exclude=id

IDで特定され、除外可能列で「x」が設定されている隔離済
み項目を復元します

-d

--delete=id

IDで特定された隔離済み項目を削除します
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オプション 短縮型

オプション - 標準型

説明

--follow

新しい項目を待機し、出力の最後に追加します

--restore-path=パス

隔離された項目を復元する新しいパス

-h

--help

ヘルプを表示して終了します

-v

--version

バージョン情報を表示して終了します

-f

例
IDが「0123456789」の隔離された項目を削除する:
/opt/eset/efs/bin/quar -d 0123456789

または
/opt/eset/efs/bin/quar --delete=0123456789

ログインしたユーザーのDownloadフォルダーにID「9876543210」の隔離されたアイテムを復元し、名前
をrestoredFile.testに変更します。
/opt/eset/efs/bin/quar -r 9876543210 --restorepath=/home/$USER/Download/restoredFile.test

または
/opt/eset/efs/bin/quar --restore=9876543210 --restorepath=/home/$USER/Download/restoredFile.test

除外可能列で「x」が設定されているIDが「9876543210」の隔離された項目をDownloadフォルダーに復
元する:
/opt/eset/efs/bin/quar -e 9876543210 --restore-path=/home/$USER/Download/

または
/opt/eset/efs/bin/quar --restore-exclude=9876543210 --restorepath=/home/$USER/Download/

ターミナルを使用した隔離からのファイルの復元
1. 隔離された項目を一覧表示します。
/opt/eset/efs/bin/quar -l
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2. 復元する隔離済みオブジェクトのIDと名前を検索し、次のコマンドを実行します。
/opt/eset/efs/bin/quar --restore=ID_OF_OBJECT_TO_RESTORE --restorepath=/final/path/of/restored/file

イベント
ESET File Security for Linux Webインターフェイスで実行される重要なアクション、Webへのログインの失敗、
ターミナルから実行されるESET File Security for Linux関連のコマンド、および一部のその他の情報はイベ
ント画面に出力されます。
各記録されるアクションには、イベントが発生した日時、コンポーネント(該当する場合)、イベント、
ユーザーがあります。

ターミナルからイベントを表示する
ターミナルウィンドウからイベント画面の内容を表示するには、lslogコマンドラインツールを使用し
ます。
Syntax: /opt/eset/efs/bin/lslog[オプション]
オプション - 短縮型 オプション - 標準型

説明

-f

--follow

新しいログを待機し、出力の最後に追加します

-o

--optimize

ログを最適化します

-c

--csv

CSV形式でログを表示します

-e

--events

イベントログのリストを出力します

-s

--scans

オンデマンド検査ログのリストを出力します

-d

--detections

検出ログレコードのリストを出力します

例
すべてのイベントログを出力する:
/opt/eset/efs/bin/lslog -e

現在のユーザーのDocumentsディレクトリのファイルにCSV形式ですべてのイベントログを保存する:
/opt/eset/efs/bin/lslog -ec > /home/$USER/Documents/eventlogs.csv

設定
ESET File Security for Linuxの既定の設定を変更するには、設定画面に移動します。検出動作を調整したり、
製品のアップデートおよび接続設定を変更したり、Webインターフェイスのパスワードと証明書を変更
したりすることができます。変更を適用するには、設定画面で保存をクリックします。
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要件に従ってESET File Security for Linuxを設定し、後から使用するために設定を保存する場合(またはESET
File Security for Linuxの別のインスタンスで使用する場合)は、.xmlファイルにエクスポートできます。
ルート権限で、ターミナルウィンドウから次のコマンドを実行します。

設定のエクスポート
/opt/eset/efs/sbin/cfg --export-xml=/tmp/export.xml

設定のインポート
/opt/eset/efs/sbin/cfg --import-xml=/tmp/export.xml

使用可能なオプション
短縮型

標準型

説明

--import-xml 設定をインポートします
--export-xml 設定をエクスポートします
-h

--help

ヘルプを表示します

-v

--version

バージョン情報を表示します

検出エンジン
検出動作の既定の設定は、次を含む基本レベルのセキュリティを提供します。
• リアルタイムファイルシステム保護
• スマート最適化(最も効率的なシステム保護と検査速度の組み合わせ)
• ESET LiveGridレピュテーションシステム

追加の保護機能をオンにするには、設定 > 検出エンジンをクリックします。
• 望ましくない可能性があるアプリケーションの検出
• 安全でない可能性があるアプリケーション (キーロガー、パスワードクラッキングツールなど)の
検出
• 不審なサンプルまたは感染したサンプルの送信を有効にする
• 除外(ファイル、検査対象外のディレクトリ)を設定して、検査を高速化する
• 駆除レベルを調整する
• 共有ローカルキャッシュをオンにする
すべての検出された脅威とそれに対して実行されたアクションは、検出画面に出力されます。
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除外
次のESET File Security for Linuxのバージョンでは、一部の除外と除外パスの動作が異なります。 7.0 およ
び7.1以上。

ファイル拡張子の除外
このタイプの除外は、リアルタイムファイルシステム保護とオンデマンド検査で設定できます。
1. Webインターフェイスで、設定 > 検出エンジンをクリックします。
2. 次の項目をクリックします。
• リアルタイムファイルシステム保護 > Threatsenseパラメーターをクリックして、ファイルシステム
保護に関連する除外を変更します。
• マルウェア検査 > オンデマンド検査 > Threatsenseパラメーターをクリックして、オンデマンド検査
(カスタム検査)に関連する除外を変更します。
3. 検査対象外とするファイル拡張子の横の編集をクリックします。
4. 追加をクリックして、除外する拡張子を入力します。複数の拡張子を一度に定義するには、複数の
値を入力をクリックして、任意の拡張子を改行または選択した他の区切り文字で区切って入力します。
5. OKをクリックしてから、保存をクリックして、ダイアログを閉じます。
6. 保存をクリックして、変更を保存します。

ESET File Security for Linuxバージョン7.1以上でのの除外
パフォーマンスの除外
スキャン対象からパス (フォルダー) を除外することで、ファイル システムのマルウェア検査に要す
る時間を大幅に短縮できます。
1. Webインターフェイスで、設定 > 検出エンジン > 基本をクリックします。
2. パフォーマンスの除外の横にある編集をクリックします。
3. 追加をクリックし、スキャナーでスキップされるパスを定義します。任意で、参照用のコメントを
追加します。
4. OKをクリックしてから、保存をクリックして、ダイアログを閉じます。
5. 保存をクリックして、変更を保存します。

検出除外
検出除外では、検出名、オブジェクトパス、またはハッシュをフィルタリングして、オブジェクトを駆除
(削除または隔離への移動)から除外できます。
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検出除外の仕組み
検出除外は、パフォーマンス除外と違い、ファイルとフォルダーを検査から除外しませ
ん。検出除外は、検出エンジンで検出され、適切なルールが除外リストにあるときにの
み、オブジェクトが隔離または削除されないように、除外します。
以下の図のサンプルルールを参照してください。最初の行のルールは、Eicar test fileとし
て検出され、/home/demo/Download/some.fileにあるオブジェクトを除外します。2行目の
ルールは、検出名に関係なく、対応するSHA-1ハッシュを持つ検出されたすべてのオブジェ
クトを除外します。

検出除外オブジェクト条件
• パス – 指定されたパス(または空の場合はすべてのパス)の検出除外。
• 検出名 – 検出されたオブジェクトは、定義済みの検出名と一致する場合にのみ除外されます。ファ
イルが後で他のマルウェアに感染し、その検出名が除外ルールの検出名と一致しなくなった場合、そ
のファイルは侵入として検出され、適切なアクションが実行されます。このタイプの除外は、特定の
種類の検出にのみ使用できます。そのような検出を除外リストに追加するには、隔離に移動し、隔離
されたファイルを右クリックして復元して除外を選択します。このオプションは、検出エンジンが除
外対象と評価した項目に対してのみ表示されます。
• ハッシュ - ファイルタイプ、場所、名前、拡張子に関係なく、指定されたハッシュ(SHA1)に基づい
て、ファイルを除外します。
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除外パス拡張子
v7.2の場合ESET File Security for Linux
/root/* - 「root」ディレクトリ、およびすべてのサブディレクトリとその内容
/root - /ディレクトリのrootファイル。
/root/file.txt - rootディレクトリのfile.txtのみ。

v7.1の場合ESET File Security for Linux
/root/* - 「root」ディレクトリ、およびすべてのサブディレクトリとその内容
/root - 「root」ディレクトリのみ。
/root/file.txt - rootディレクトリのfile.txtのみ。

v7.0の場合ESET File Security for Linux
/root /root/ - 「root」ディレクトリ、およびすべてのサブディレクトリとその内容
/root/file.txt - rootディレクトリのfile.txtのみ。

パスの途中にあるワイルドカード
システムインフラストラクチャの要件がある場合以外は、パスの中央でワイルドカード
を使用しないことをお勧めします(例: /home/user/*/data/file.dat)。詳細については、次
のナレッジベース記事を参照してください。
検出除外を使用するときには、パスの中央でワイルドカードを使用することに関する制
限はありません。

ESET File Security for Linuxバージョン7.0でのの除外
ファイルとフォルダーの除外
この種類の除外は、悪意のあるソフトウェアの検査から、特定のファイルを除外するのに役立ちます。
1. Webインターフェイスで、設定 > 検出エンジン > 基本をクリックします。
2. 除外の横の編集をクリックします。
3. 追加をクリックし、除外タイプを選択します。
• パスを除外 - 検査から除外する対象のパスを定義します。
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• ハッシュを除外 - 除外するファイルのハッシュを定義します。
• 検出を除外 - 検査中に無視する脅威(検出)の正確な名前を定義し、任意で
します。

パスマスクを定義

• 空にする場合、選択した脅威名のすべての脅威が除外されます。
• ディレクトリへのパスが定義されている場合、定義されたディレクトリとサブディレクトリにある
選択した脅威名のすべての脅威が除外されます。
• ファイルへのパスが定義されている場合、選択した脅威名の特定のファイルのみが除外されます。
4. 1つのエンティティ(パス、ハッシュ、脅威など)を定義します。
5. OKをクリックしてから、保存をクリックして、ダイアログを閉じます。
6. 保存をクリックして、変更を保存します。

リアルタイムファイルシステム保護
リアルタイムファイルシステム保護は、システム内のすべてのウイルス対策関連イベントを制御します。
ファイルは全て、コンピューター上で開くとき、作成するとき、または実行するときに、悪意のあるコー
ドがないか検査されます。リアルタイムファイルシステム保護は、システム起動時に開始されます。既
定では、リアルタイムファイルシステム保護はシステム起動時に起動し、中断なしに検査を行います。
特殊な場合(別のリアルタイムスキャナと競合する場合など)は、設定 > 検出エンジン > リアルタイムファ
イルシステム保護 > 基本でリアルタイムファイルシステム保護を自動的に有効にするオプションの選択
を解除すると、リアルタイム保護を無効にできます。
リアルタイムファイルシステム保護では、アーカイブファイルの内容が検査されません。
ハードドライブにダウンロードするときに、特定の自己解凍アーカイブの内容が検査さ
れます。

検査するメディア
既定では、あらゆる種類のメディアに対して潜在的な脅威が検査されます。
• ローカルドライブ - システムハードディスクをすべて検査します。
• リムーバブルメディア - CD/DVD、USB記憶装置、Bluetoothデバイスなどを検査します。
• ネットワークドライブ - マッピングされたドライブをすべて検査します。
既定の設定を変更するのは、あるメディアの検査によりデータ転送が極端に遅くなるときなど、特別な
場合だけにすることをお勧めします。

検査のタイミング
既定では、ファイルを開いたり、作成したり、実行したりするときに、すべてのファイルが検査されま
す。既定の設定ではコンピュータが最大限のレベルでリアルタイムに保護されるので、既定の設定を変
更しないことをお勧めします。
• ファイルのオープン - 開いたファイルの検査を有効または無効にします。
• ファイルの作成 - 作成するファイルの検査を有効または無効にします。
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• リムーバブルメディアアクセス - コンピューターに接続するときにリムーバブルメディアの自
動検査を有効または無効にします。
*この機能はESET File Security for Linuxバージョン7.1から利用可能です。

リアルタイムファイルシステム保護は、すべての種類のメディアをチェックし、ファイルへのアクセス
などのさまざまなシステムイベントによってトリガーされます。リアルタイムファイルシステム保護
は、ThreatSenseテクノロジの検出方法(「ThreatSenseパラメータ」セクションに説明があります)を使用
しており、新しく作成されたファイルを既存のファイルと異なる方法で扱うように設定できます。たと
えば、新しく作成されたファイルを今までよりも細かく監視するように、リアルタイムファイルシステ
ム保護を設定できます。
システムの使用領域を最小化するために、リアルタイム保護の使用時、すでに検査されたファイル
は(変更がない限り)繰り返し検査されません。ファイルは、各検出エンジンデータベースアップデート
の直後にもう一度検査されます。なおこの動作は[スマート最適化]を使用して設定します。スマート最
適化が無効の場合、全てのファイルがアクセスのたびに検査されます。この設定を変更するには、設定
> 検出エンジン > リアルタイムファイルシステム保護に移動します。ThreatSenseパラメーター > その他
をクリックし、スマート最適化を有効にするを選択または選択解除します。

クラウドベース保護
ESET LiveGrid®は複数のクラウド技術から構成される高度な早期警告システムです。レピュテーションに
基づいて新しく発生する脅威を検出し、ホワイトリストを使用してスキャンパフォーマンスを改善でき
ます。新しい脅威情報はリアルタイムでクラウドに送信されるため、ESET Malware Research Labはタイム
リーに対応し、常に一貫した保護を提供できます。ユーザーは、直接的にはこのプログラムのインタ
フェースやコンテキストメニューを用いるか、あるいはESET LiveGrid®に用意されている追加情報を読ん
で、稼働中のプロセスやファイルの評価をチェックすることができます。
ESET File Security for Linuxをインストールするときには、次のオプションのいずれかを選択します。
• ESET LiveGrid®を有効にしないこともできます。ソフトウェアの機能は一切失われませんが、場
合によっては、ESET File Security for Linuxの新しい脅威への対応が、検出エンジンデータベースアッ
プデートよりも遅くなることがあります。
• 新しいウイルスと新しい危険なコードが検出された場所に関する匿名の情報を提出するよう
にESET LiveGrid®を設定することができます。このファイルをESETに送信して詳しい解析を受ける
ことができます。これらのウイルスを調査することで、ESETはウイルス検出機能を最新のものにす
ることができます。
ESET LiveGrid®は、新しく検出されたウイルスに関連して、コンピューターに関する情報を収集します。
この情報には、ウイルスが検出されたファイルのサンプルまたはコピー、そのファイルのパス、ファイ
ル名、日時、ウイルスがコンピューターに侵入したプロセス、およびコンピューターのオペレーティン
グシステムについての情報が含まれます。
既定では、ESET File Security for Linuxは、疑わしいファイルを解析するためにESETのウイルスラボに送信す
るように設定されています。.docまたは.xlsなど、特定の拡張子の付いたファイルは、常に除外されます。
お客様やお客様の組織で送信したくない特定のファイルがあれば、他の拡張子を追加することもできま
す。

ESET LiveGrid®レピュテーションシステムを有効にする(推奨)
ESET LiveGrid®レピュテーションシステムは、検査済みファイルをクラウドのホワイトリストおよび
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ブラックリスト項目のデータベースと比較し、ESETマルウェア対策ソリューションの効率化を図り
ます。

ESET LiveGrid®フィードバックシステムを有効にする
データは詳細分析のためESET研究所に送信されます。

クラッシュレポートと診断データを送信
クラッシュレポート、モジュール、またはメモリダンプなどのデータを送信します。

匿名で使用統計情報を送付する
ESETで、脅威名、検出日時、検出方法、関連付けられたメタデータ、製品バージョンと設定(システ
ム情報を含む)などの新しく検出された脅威、検査されたファイル(ハッシュ、ファイル名、ファイ
ルの作成元、テレメトリー)、ブロックされたURL、不審なURLに関する情報を収集できます。

連絡先の電子メールアドレス(任意)
不審なファイルに連絡先の電子メールアドレスを添付することができます。この電子メールアドレ
スは、分析のために詳しい情報が必要な場合の連絡先として使用されます。詳しい情報が必要でな
い限り、ESETから連絡することはありません。

サンプルの送信

感染したサンプルの送信
分析および将来の検出を改善する目的で、すべての感染したサンプルをESETに送信します。
• すべての感染したサンプル
• 文書を除くすべてのサンプル
• 送信しない

不審なサンプルの送信
脅威に似た疑わしいサンプル、異常な特性や動作を持つサンプルは、分析のためにESETに送信されます。

• 実行ファイル - 次の実行ファイルタイプが含まれます。.exe, .dll, .sys
• アーカイブ - 次のアーカイブファイルタイプが含まれます。.zip, .rar, .7z, .arch, .arj, .bzip2, .gzip,
.ace, .arc, .cab
• スクリプト - 次のスクリプトファイルタイプが含まれます。.bat, .cmd, .hta, .js, .vbs, .ps1
• その他 - 次のファイルタイプが含まれます。.jar, .reg, .msi, .swf, .lnk
• 文書 - アクティブなコンテンツがあるMicrosoft Office、Libre Office、または他のオフィスツールで
作成された文書やPDFが含まれます。

除外
ESET LiveGrid®の除外の横の[編集]オプションをクリックすると、分析を受けるためにESETのウイル
スラボに不審なファイルを提出する方法を設定することができます。

サンプルの最大サイズ(MB)
検査対象のサンプルの最大サイズを定義します。
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マルウェア検査
このセクションでは、オンデマンド検査のスキャンパラメータを選択するためのオプションを提供しま
す。

選択されたプロファイル
オンデマンドスキャナーで使用される特定のパラメーターのセット、定義済みの検査プロファイル
のいずれかを使用するか、新しいプロファイルを作成できます。検査プロファイルは、さまざま
なThreatSenseエンジンパラメーターを使用できます。

プロファイルのリスト
新しいプロファイルを作成するには、[編集]をクリックします。プロファイル名を入力し、追加を
クリックします。新しいプロファイルは、既存の検査プロファイルが一覧表示される選択されたプ
ロファイルドロップダウンメニューに表示されます。

ICAP検査
外部ICAP対応デバイス/ソフトウェアをリモートで保護するには、リモート検査を有効にして設定します。
1. Webインターフェイスで、設定 > 検出エンジン > リモート検査に移動します。
2. ICAPサービスを使用してリモート検査を有効にするの横のトグルキーをオンにします。
3. リスニングアドレスとポートの横の編集をクリックし、追加をクリックして、ICAPサーバーのアド
レスとポートを定義します。OKをクリックしてから、保存をクリックします。
4. 任意で、ThreatSenseパラメーターを確認して調整します。
5. [保存]をクリックします。
ICAPサーバーとEMC Isilonとの統合方法を参照してください。

駆除レベル
駆除なし - 感染しているファイルは自動的に駆除されません。検出された脅威数は、発生した検出列
で赤でハイライト表示されます。駆除列も赤色でハイライト表示されますが、0が表示されます。
標準駆除 - 感染したファイルと未感染のファイルが混在しているアーカイブファイルなど有用なデー
タの損失を引き起こすものを除き、感染したファイルを自動的に駆除または削除しようとします。この
ようなアーカイブファイルで検出されたファイル数は、発生した検出としてカウントされ、 駆除列は
赤色でハイライトされます。
厳密な駆除 - 全ての感染ファイルが駆除または削除されます。ただし、システムファイルは除きます。
厳密駆除 - 例外なく、感染したすべてのファイルを駆除または削除します。
削除 - 例外なく、感染したすべてのファイルを削除します。
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共有ローカルキャッシュ
ESET共有ローカルキャッシュを使用すると、ネットワークで重複した検査がなくなり、仮想環境のパ
フォーマンスが向上します。これにより、各ファイルが1回だけ検査され、共有キャッシュに保存され
ます。[共有ローカルキャッシュ]をオンにすると、ネットワーク上のファイルとフォルダの検査情報が
ローカルキャッシュに保存されます。新しい検査を実行する場合は、ESET File Securityがキャッシュにあ
る検査済みファイルを検索します。ファイルが一致すると、検査から除外されます。
キャッシュサーバー設定には次の内容があります。
• ホスト名 - キャッシュがあるコンピュータの名前またはIPアドレス。
• ポート - 通信で使用されるポート番号(共有ローカルキャッシュと同じ)。
• パスワード - 必要に応じて、共有ローカルキャッシュのパスワードを指定します。

ThreatSenseパラメーター
ThreatSenseは、ウイルスを検出する多数の複雑な方法から構成される技術です。 この技術は事前対応
型なので、新しいウイルスが広がる初期の段階でも保護することができます。 この技術では、システ
ムのセキュリティを大幅に強化するために連携して動作するコード分析、コードエミュレーション、汎
用シグネチャ、ウイルスシグネチャを組み合わせて使用します。 検査エンジンは、複数のデータスト
リームを同時に検査して、最大限の効率および検出率を確保することができます。また、ThreatSense技
術によってルートキットを除去することもできます。
ThreatSenseエンジンの設定オプションを使用すると、ユーザーはさまざまな検査パラメーターを指定す
ることができます。
• 検査するファイルの種類および拡張子
• さまざまな検出方法の組み合わせ
• 駆除のレベルなど
設定ウィンドウにアクセスするには、設定 > 検出エンジンをクリックし、以下のモジュールのいずれ
かを選択して、ThreatSenseパラメーターをクリックします。 セキュリティシナリオごとに異なる設定
が必要になることがあります。 これを念頭に、ThreatSenseは、次の保護モジュールについて個々に設
定することができます。
• リアルタイムファイルシステム保護
• マルウェア検査
• リモート検査
ThreatSenseのパラメーターは機能ごとに高度に最適化されているので、パラメーターを変更すると、シ
ステムの動作に大きく影響することがあります。 たとえば、常にランタイム圧縮形式をスキャンする
ようにパラメーターを変更するか、リアルタイムファイル保護機能のアドバンスドヒューリスティック
を有効にすると、システムの処理速度が低下することがあります(通常は、新しく作成されたファイル
のみがこれらの方法を使用してスキャンされます)。

検査するオブジェクト
このセクションでは、感染を検査するコンピュータのコンポーネントおよびファイルを定義できます。
ブートセクター/UEFI - マスターブートレコードにウイルスがいないかブートセクター/UEFIを検査しま
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す。
電子メールファイル - プログラムは以下の拡張子をサポートします。DBX (Outlook Express)およびEML
アーカイブ - プログラムは以下の拡張子をサポートします。 ARJ, BZ2, CAB, CHM, DBX, GZIP,
ISO/BIN/NRG, LHA, MIME, NSIS, RAR, SIS, TAR, TNEF, UUE, WISE, ZIP, ACE、およびその他多数
自己解凍アーカイブ - 自己解凍アーカイブ(SFX)は自分自身を展開できるアーカイブです
圧縮された実行形式 - 圧縮された実行形式(標準の解凍形式とは異なる)は、実行後メモリー内で解
凍されます。 スキャナでは、コードのエミュレーションによって、標準の静的圧縮形式(UPX, yoda,
ASPack, FSGなど)のほかにも多数の圧縮形式を認識できます
リアルタイムファイルシステム保護では、アーカイブファイルの内容が検査されません。
ハードドライブにダウンロードするときに、特定の自己解凍アーカイブの内容が検査さ
れます。

検査オプション
システムの侵入を検査するときに使用する方法を選択します。 使用可能なオプションは次のとおり
です。
ヒューリスティック - ヒューリスティックは、悪意のあるプログラムの活動を分析するアルゴリズ
ムです。 この技術の主な利点は、前には存在しなかったり、これまでのウイルス定義データベース
で特定されていなかったりした悪意のあるソフトウェアを特定できる点です。 欠点は、非常に少な
いとはいえ、誤検出の可能性がある点です。
アドバンスドヒューリスティック/DNAシグネチャ - アドバンスドヒューリスティックは、ESETが開
発した独自のヒューリスティックアルゴリズムで構成されます。このアルゴリズムは、コンピューター
ワームやトロイの木馬を検出するために最適化され、高度なプログラミング言語で記述されています。
アドバンスドヒューリスティックを使用すると、ESET製品の脅威検出機能が大幅に高まります。 シグ
ネチャは確実にウイルスを検出し、特定することができます。 自動アップデートシステムを利用す
ることにより、新しいシグネチャを使用するためのウイルス検出時間を短縮できます。 シグネチャ
の欠点は、既知のウイルス(またはこれらのウイルスの多少の変更が加えられたバージョン)しか検出
しない点です
望ましくない可能性のあるアプリケーション – 用語集の「望ましくない可能性のあるアプリケーショ
ン」を参照してください。
安全でない可能性があるアプリケーション – 用語集の「安全でない可能性があるアプリケーション」
を参照してください。

除外
拡張子は、ファイル名の一部であり、ピリオドで区切られています。拡張子は、ファイルの種類と内
容を規定します。ThreatSenseパラメーター設定のこのセクションでは、検査から除外するファイルの種
類を指定できます。

その他
オンデマンドコンピュータの検査でThreatSenseエンジンパラメータ設定を設定する場合は、[その他]
セクションの次のオプションも設定できます
代替データストリーム(ADS)を検査 - NTFSファイルシステムによって使用される代替データストリーム
は、通常の検査技術では検出できないファイルとフォルダの関連付けです。多くのマルウェアが、自
らを代替データストリームに見せかけることによって、検出を逃れようとします。
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低優先でバックグラウンドで検査 - 検査が行われるたびに、一定の量のシステムリソースが使用され
ます。システムリソースにかなりの負荷がかかるプログラムを使用している場合、優先度が低い検査
をバックグラウンドで実行することによって、アプリケーションのためにリソースを節約することが
できます。
すべてのオブジェクトをログに記録 - このチェックボックスをチェックすると、感染していないファ
イルを含め、スキャンされた全てのファイルがログファイルに表示されます。たとえば、アーカイブ
内にマルウェアが見つかった場合は、アーカイブ内の駆除ファイルもリストされます。
スマート最適化を有効にする - スマート最適化を有効にすると、スキャンの速度を最高に保ちながら
最も効率的なスキャンレベルが確保されるように、最適な設定が使用されます。さまざまな保護モ
ジュールで高度に検査を行い、それぞれで異なる検査方法を使用して、それらを特定のファイルタイ
プに適用します。スマート最適化を無効にすると、特定のモジュールのThreatSenseコアのユーザー定
義設定のみが検査の実行時に適用されます。
最終アクセスのタイムスタンプを保持 - データバックアップシステムでの利用などを考慮して、検査
済みファイルへのアクセス日時を更新せずに元のまま保持するには、このオプションを選択します。

制限
[制限]セクションでは、検査対象のオブジェクトの最大サイズおよびネストされたアーカイブのレベ
ルを指定できます。

オブジェクトの設定
オブジェクトの最大サイズ - 検査対象のオブジェクトの最大サイズを定義します。これにより、
ウイルス対策機能では、指定した値より小さいサイズのオブジェクトのみが検査されます。上級
ユーザーが大きいオブジェクトを検査から除外する必要がある場合のみ、このオプションを変更
してください。既定値:無制限
オブジェクトの最長検査時間(秒) - オブジェクトの検査の最長時間の値を定義します。ここでユー
ザー定義の値が入力されていると、検査が終わっているかどうかにかかわらず、その時間が経過
するとウイルス対策機能は検査を停止します。既定値:無制限

アーカイブ検査の設定
スキャン対象の下限ネストレベル - アーカイブの検査の最大レベルを指定します。既定値: 10.
スキャン対象ファイルの最大サイズ - このオプションでは、検査対象のアーカイブ(抽出された
場合)に含まれているファイルの最大サイズを指定できます。既定値:無制限

注意
一般的な環境では既定値を変更する理由はないので、その値を変更しないことをお勧めし
ます。

追加のThreatSenseパラメータ
新規に作成したファイルや修正したファイルは、感染の可能性が既存ファイルより高くなっています。
そのため、それらのファイルは、検査パラメーターを追加して検査します。一般的なウイルス定義ベー
スの検査方法とともに、アドバンスドヒューリスティックが使用されます。これにより、モジュールの
アップデートの公開前でも新しい脅威を検出できます。新規に作成したファイル以外に、自己解凍形式
のファイル(.sfx)およびランタイムパッカー(内部圧縮された実行可能ファイル)も検査されます。既定で
は、アーカイブは最大で10番目のネストレベルまで検査され、実際のサイズにかかわらず検査されます。
アーカイブ検査設定を変更するには、[既定のアーカイブスキャンの設定]オプションを選択解除します。
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アップデート
既定では、アップデートの種類は通常アップデートに設定されています。これにより、検出定義データ
ベースと製品モジュールが直接ESETアップデートサーバーから毎日自動的にアップデートされることが
保証されます。
テストモードには、まもなく公開される最新の不具合修正と検出方法が含まれます。ただし、これらは
常に安定しているとは限らないため、本番環境での使用は推奨されません。
遅延アップデートにより、特別なアップデートサーバーからの更新が可能になり、新しいバージョンの
ウイルスデータベースに少なくとも12時間の遅延が発生します（つまり、データベースは実際の環境で
テストされ、安定していると見なされます）。
ESET File Security for Linuxアップデートが安定していない場合は、モジュールのアップデートを前の状態
にロールバックします。ダッシュボード > モジュールのアップデート > モジュールロールバックをクリッ
クし、任意の期間を選択して、今すぐロールバックをクリックします。
最大2つの代替アップデートソース(プライマリとセカンダリサーバー)を定義できます。

ツール
ESET File Security for LinuxWebインターフェイスの設定 > ツールセクションで、ESET File Security for Linux
の一般設定を修正できます。
• インターネットに接続するためのプロキシサーバーの詳細を定義する
• Webインターフェイスのパスワード/証明書を変更する
• ログファイルの処理方法を設定する
オンデマンド検査をスケジュールすることもできます。

プロキシサーバ
プロキシサーバーを使用して、インターネットまたは定義されたアップデートサーバー(ミラー)に接続
するようにESET File Security for Linuxを設定します。パラメーターを調整するには、設定 > ツール > プロ
キシサーバーをクリックします。

Webインタフェース
ESET File Security for Linux WebインターフェイスのIPアドレスとポートを変更するか、Webインターフェイ
スが使用可能である別のアドレスを追加するには、リスニングアドレスとポートの横の編集をクリック
します。追加をクリックし、適切なアドレスとポートを入力し、OKをクリックしてから、保存をクリッ
クします。設定画面で保存をクリックします。
Webインターフェイスのパスワードを更新するには、パスワードの変更をクリックします。新しいパス
ワードを入力して、保存をクリックします。
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新しい証明書と対応する秘密鍵をインポートするには、証明書および秘密鍵ボタンを使用します。証明
書がパスワードで保護されている場合は、証明書パスワードフィールドにパスワードを入力します。設
定画面で保存をクリックします。

Webインターフェイスを無効にして有効にする
Webインターフェイスを有効にするの横にあるトグルを切り替え、設定画面で保存をクリックすると、
ただちにWebインターフェイスからログアウトし、Webインターフェイスを使用できなくなります。
ターミナルウィンドウからもう一度Webインターフェイスを有効にすることができます。
ESET Security Management Centerを使用してリモートでESET File Security for Linuxのインストールを実行し
た場合は、Webインターフェイスが有効になりません。
特定のコンピューターでWebインターフェイスにアクセスする場合は、ターミナルウィンドウから次の
コマンドを実行します。
sudo /opt/eset/efs/sbin/setgui -gre

最終出力は、WebインターフェイスのURLアドレスとアクセス資格情報を示します。
10.1.184.230:9999などのカスタムIPアドレスとポートでWebインターフェイスを使用可能にする場合は、
ターミナルウィンドウから次のコマンドを実行します。
sudo /opt/eset/efs/sbin/setgui -i 10.1.184.230:9999

ESET Security Management Center経由でWebインターフェースを有効にするには、コマンドの実行タスク
を使用して、次のコマンドを実行します。
/opt/eset/efs/sbin/setgui -re --password=<password>

<password>はユーザーが定義した任意のパスワードを表します。

setguiコマンドの使用可能なオプション。
オプション 短縮型

オプション - 標準型

説明

-g

--gen-password

Webインターフェイスにアクセスするための新しいパ
スワードを生成します

-p

--password=パスワード

Webインターフェイスにアクセスするための新しいパ
スワードを定義します

-f

--passfile=ファイル

Webインターフェイスにアクセスするために、ファイ
ルから読み込まれた新しいパスワードを設定します

-r

--gen-cert

新しい秘密鍵と証明書を生成します

-a

--cert-password=パスワード 証明書パスワードを設定します
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オプション 短縮型

オプション - 標準型

説明

-l

--cert-passfile=ファイル

ファイルから読み込まれた証明書パスワードを設定し
ます

-i

--ip-address=IP:ポート

サーバーアドレス(IPとポート番号)

-c

--cert=ファイル

証明書のインポート

-k

--key=ファイル

秘密鍵をインポートします

-d

--disable

Webインターフェイスを無効にします

-e

--enable

Webインターフェイスを有効にします

ログファイル
ESET File Security for Linuxログの設定を修正します。

最低ロギング詳細レベル
ロギング詳細レベルは、ログファイルに記録されるESET File Security for Linuxに関する情報の詳細レベル
を定義します。
• 重大な警告 - 重大なエラーのみが含まれます(ウイルス対策の起動に失敗したなど)。
• エラー - 「ファイルのダウンロード中にエラーが発生しました」といったエラーや重大な警告
が記録されます。
• 警告 - 重大なエラーと警告メッセージとエラーが記録されます。
• 情報レコード - アップデートの成功メッセージを含むすべての情報メッセージと上記のすべて
のレコードが記録されます。
• 診断レコード - プログラムおよび上記のすべてのレコードを微調整するのに必要な情報が含ま
れます。

次の日数が経過したエントリを自動的に削除する
指定した日数を経過したログエントリをイベント画面またはログリスト(lslog)で非表示にするには、
次の日数が経過したエントリを自動的に削除トグルをオンにします。非表示にするファイルの日数を調
整します。保存をクリックします。
非表示のログは再表示できません。オンデマンド検査のログエントリはすぐに削除されます。非表示の
ログの蓄積を防止するには、ログファイルの自動最適化をオンにします。

ログファイルを自動的に最適化する
有効にすると、断片化の割合が使用されていないレコードの割合(%)が次の値よりも大きく場合フィー
ルドの値を超えた場合に、ログファイルは自動的にデフラグされます。未使用レコードは非表示のログ
を表します。[最適化]をクリックすると、ログファイルの最適化が開始します。すべての空のログエン
トリが削除され、パフォーマンスとログ処理速度が改善します。この向上は、特にログに多数のエント
リが含まれている場合に顕著に見られます。
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Syslog機能
Syslog機能はsyslogログパラメーターであり、類似したログメッセージをグループ化するために使用され
ます。たとえば、デーモンのログ(syslog機能daemon経由でログを収集)は、設定されている場合
は、/var/log/daemon.logに記録できます。最近のsystemdおよびjournalへの切り替えにより、syslogは以前
ほど重要ではなくなりましたが、まだログのフィルタリングで使用できます。

スケジューラ
ESET File Security for Linuxv7.1以上では、定義された曜日と時間に、定期的な毎週のカスタム検査を実行
できます。

検査のスケジュール設定
1. Webインターフェイスで、設定 > ツール > スケジューラをクリックします。
2. タスクの横の編集をクリックします。
3. [追加]をクリックします。
4. スケジュールに名前を付け、時刻を設定し、カスタム検査が自動的にトリガーされる曜日を選択し
ます。次へをクリックします。
5. 検査プロファイルを選択します。
6. 検査対象または定義されたカスタム対象を改行で区切って選択します。
7. 使用可能なオプション(検査して駆除、 検査除外)を選択/選択解除します。
8. 完了をクリックしてから、保存をクリックしてダイアログを閉じます。
9. 保存をクリックして、すべての変更を保存します。

スケジュールされたタスクを変更するには、上記の手順3で特定のタスクを選択し、編集をクリックし
ます。残りの手順を続行します。
スケジュールされたタスクを削除するには、上記の手順3で特定のタスクを選択し、削除をクリックし
ます。手順8とに進みます。

スケジュールされたタスクの実行
スケジューラはcronを使用し、該当するコンピューターが実行されている場合に実行さ
れます。コンピューターがオフの場合、タスクは、コンピューターがオンになっている
次回のスケジュールされた時刻に実行されます。

***ESET File Security for Linuxv7.0でオンデマンド検査をスケジュールする
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リスニングアドレスとポート
ESET File Security for Linuxでは、WebインターフェイスとICAPサーバーの両方でカスタムIPアドレスとポー
トを設定できます。

リモート管理
ESET File Security for Linuxをリモートで管理するには、ESETセキュリティ製品をホストするコンピューター
をESET Security Management Center (ESMC)に接続します。
1. ESET Management Agentを展開します。
2. コンピューターをESMCに追加します。
以降は、ESET File Security for Linuxに関する該当するクライアントタスクを実行できます。

使用例
この章では、ESET File Security for Linuxの一般的な使用例について説明します。

ICAPサーバーとEMC Isilonとの統合
概要
Internet Content Adaptation Protocol (ICAP)経由でESET File Security for Linuxと統合すると、Isilonクラスタに
保存したファイルのコンピューターウイルス、マルウェア、およびその他のセキュリティ脅威を検査で
きます。

前提条件
1. ESET File Security for Linuxがインストールされ、Webインターフェイスが有効になっていること。
2. Isilonがインストールされていること。

EFSでICAPサーバーを有効にする
この例では、ICAPサーバーはIPアドレス10.1.169.28、ポート1344でリスニングします。
1. 設定 > 検出エンジン > リモート検査をクリックし、ICAPサーバーを使用したリモート検査を有効に
するとDell EMC Isilon互換の両方をオンにします。
2. リスニングアドレスとポートの横の編集をクリックします。
3. [追加]をクリックします。
4. 該当するIPアドレスとポートを入力します。この例では、IPアドレス10.1.168.28、ポート1344です。
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5. [保存]をクリックします。

OneFSでICAPサーバーを有効にする
1. OneFS管理パネルにログインし、データ保護 > ウイルス対策 > ICAPサーバー > ICAPサーバーの追加
をクリックします。
2. [ICAPサーバーを有効にする]を選択し、次のパターンでICAPサーバーのURLアドレスをICAPサー
バーURLフィールドに入力します。
icap://<IP_ADDRESS>:<PORT>/scan

例: icap://10.1.168.28:1344/scan
3. サーバーの追加をクリックします。
4. 設定をクリックし、ウイルス対策サービスを有効にするを選択します。
5. 検査するパスをパスプレフィックスに入力します。すべてのパスを検査するには、/ifsと入力し
ます(引用符なし)。
6. 変更の保存をクリックします。

EMC Isilonでの検査関連の設定
• ファイルサイズ、ファイル名、またはファイル拡張子制限
• アクセス中の検査またはポリシーによるオンデマンド検査
• 脅威対応設定

仕組み
ファイルがEMC Isilonクラスタに書き込まれる(またはアクセスされる)ときに、OneFSが検査対象のファイ
ルを照会し、そのファイルをOneFSとESET File Security for Linuxの両方で設定されたICAPサーバーに送信し
ます。ESET File Security for Linuxはファイルを検査し、検査されたファイルに対するフィードバックをEMC
Isilonに提供します。OneFSは、脅威対応設定に基づいて、検査されたファイルを処理する方法を決定しま
す。

設定のテスト
設定をテストするには、サポートされているプロトコル経由で、コンピューターからOneFSクラスタに
アクセスする必要があります。この例では、NFSプロトコルを使用します。
1. NFSの設定:
a.OneFS管理パネルにログインし、プロトコル - UNIX共有(NFS) > エクスポートの作成をクリックし
ます。
b.既定の設定を使用します。パスが/ifsであることを確認し、保存をクリックします。
45

2. LinuxコンピューターでNFS共有をマウントする:
$ mkdir isilon
$ sudo mount -t nfs <ip address of OneFS cluster>:/ifs isilon

3. 検査のテスト:
a.www.eicar.orgからeicarウイルス対策テストファイルを取得し、IsilonのNFS共有にコピーして、そ
の内容を読み取ろうとします。
$ wget www.eicar.org/download/eicar.com
$ cp eicar.com isilon
$ cat isilon/eicar.com

b.OneFSウイルス対策設定に基づいて、結果はそのファイルでアクセス権が拒否される(既定)か、
ファイルが切り捨てられ、削除されます。例:
cat: isilon/eicar.com:権限が拒否されました

c.検出された脅威を確認するには、OneFS管理パネルにログインし、データ保護 > ウイルス対策を
クリックします。

モジュール情報の取得
何らかの理由でESET File Security for Linux v7.0 の特定のモジュールに関する情報を取得する必要がある場
合は、ターミナルウィンドウから次のコマンドを実行します。
grep -asi -A3 "version" /var/opt/eset/efs/lib/module_name

例
grep -asi -A3 "version" /var/opt/eset/efs/lib/em000_64.dat

出力:
version: 1073 (20190506)
build: 1122
date (dd.mm.yyyy): 06.05.2019
type: loader module

ESET File Security for Linux v7.1以上の場合、ターミナルウィンドウで-lパラメーターを指定してupdユー
ティリティを使用し、すべてのモジュールとそのバージョンを一覧表示します。
/opt/eset/efs/bin/upd -l

検査のスケジュール
ESET File Security for Linuxv7.1にはビルトインのスケジューラがあり、定義した日時にカスタム検査を定
期的に実行できます。ESET File Security for Linux v7.0の場合は、以下の手順に従ってください。
Unixベースのシステムでは、cronを使用して、任意の期間にオンデマンド検査をスケジュールします。
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スケジュールされたタスクを設定するには、ターミナルウィンドウからcronテーブル(crontab)を編集し
ます。
初めてcronテーブルを編集する場合は、対応する番号を押してエディターを選択するオプションが表示
されます。使いやすいエディターを選択します(この例では、変更を保存するときに以下のNanoエディ
ターを選択します)

毎週日曜日午前2時に詳細完全ディスク検査をスケジュールする
1. cronテーブルを編集するには、検査対象のフォルダーにアクセスできる特権ユーザーで、ターミナ
ルウィンドウから次のコマンドを実行します。
sudo crontab -e

2. 矢印キーを使用して、crontabに表示されるテキストの下に移動し、次のコマンドを入力します。
0 2 * * 0 /opt/eset/efs/bin/odscan --scan --profile="@In-depth scan" / &>/dev/null

3. 変更を保存するには、CTRL+Xを押して、YYと入力して、Enterを押します。

毎晩午後11時に特定のフォルダーのスマート検査をスケジュールする
この例では、毎晩/var/www/download/フォルダーの検査を実行するようにスケジュールします。
1. cronテーブルを編集するには、検査対象のフォルダーにアクセスできる特権ユーザーで、ターミナ
ルウィンドウから次のコマンドを実行します。
sudo crontab -e

2. 矢印キーを使用して、crontabに表示されるテキストの下に移動し、次のコマンドを入力します。
0 23 * * 0 /opt/eset/efs/bin/odscan --scan -profile="@Smart scan" /var/www/download/ &>/dev/null

3. 変更を保存するには、CTRL+Xを押して、YYと入力して、Enterを押します。

ファイルおよびフォルダー構造
このトピックでは、ESETテクニカルサポートがトラブルシューティングのためにファイルへのアクセス
を要求した場合に備えて、ESET File Security for Linuxのファイルおよびフォルダー構造について詳細に説明
します。以下では、デーモンおよびコマンドラインユーティリティ一覧を示します。

基本ディレクトリ
ウイルス定義データベースを含むESET File Security for Linuxの読み込み可能なモジュールが格納されるディ
レクトリ。
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/var/opt/eset/efs/lib

キャッシュディレクトリ
ESET File Security for Linuxのキャッシュおよび一時ファイル(隔離ファイルやレポートなど)が格納される
ディレクトリ。
/var/opt/eset/efs/cache

バイナリファイルディレクトリ
関連するESET File Security for Linuxバイナリファイルが格納されるディレクトリ。
/opt/eset/efs/bin

次のユーティリティがあります。
• lslog — ESET File Security for Linuxで収集したログを表示するために使用します
• odscan — ターミナルウィンドウからオンデマンド検査を実行するために使用します

システムバイナリファイルディレクトリ
関連するESET File Security for Linuxシステムバイナリファイルが格納されるディレクトリ。
/opt/eset/efs/sbin

次のユーティリティがあります。
• setgui — ESET File Security for Linux Webインターフェイスを有効/無効にし、関連する処理を管理す
るために使用します。
• startd — 停止した場合に、ESET File Security for Linuxデーモンを手動で開始するために使用します
ESET File Security for Linuxサービスがアクティブであるかどうかを確認するには、ルート権限で、ターミ
ナルウィンドウから次のコマンドを実行します。
systemctl status efs.service

または
/etc/init.d/efs status
systemctlからのサンプル出力:
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デーモン
• sbin/startd – メインデーモン、他のデーモンの開始と管理
• lib/scand – 検査デーモン
• lib/oaeventd – オンアクセスイベント傍受サービス(eset_rtpカーネルモジュールを使用)
• lib/confd – 設定管理サービス
• lib/logd – ログ管理サービス
• lib/licensed – アクティベーションおよびライセンスサービス
• lib/updated – モジュールのアップデートサービス
• lib/execd+odfeeder – オンデマンド検査ヘルパー
• lib/utild – 隔離復元ヘルパー
• lib/sysinfod – OSおよびメディア検出サービス
• lib/icapd – NASTY検査用のICAPサービス
• lib/webd – httpsサーバーおよびWebインターフェイス

コマンドラインユーティリティ
• bin/lslog – ログリスト出力ユーティリティ
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• bin/odscan – オンデマンドスキャナー
• sbin/cfg – 設定ユーティリティ
• sbin/lic – ライセンスユーティリティ
• bin/upd – モジュールのアップデートユーティリティ
• bin/quar – 隔離管理ユーティリティ
• sbin/setgui – 基本Webインターフェイス設定
• sbin/collect_logs.sh – ESETカスタマーサポートから要求された場合にアーカイブファイルとして重
要なログを生成するスクリプトです。

トラブルシューティング
このセクションでは、以下のさまざまな問題に対するトラブルシューティング方法を説明します。
• アクティベーションの問題(英語のみ)
• パスワードを忘れた場合
• アップデート失敗
• noexecフラグの使用
• リアルタイムファイルシステム保護デーモンを起動できない
• ログの収集

ログの収集
ESETテクニカルサポートがESET File Security for Linuxのログを要求する場合は、collect_logs.shにあ
る/opt/eset/efs/sbin/スクリプトを使用して、ログを生成します。
ルート権限で、ターミナルウィンドウからスクリプトを起動します。たとえば、Ubuntuの場合は、次の
コマンドを実行します。
sudo /opt/eset/efs/sbin/collect_logs.sh

このスクリプトは、必要なすべてのログをアーカイブファイルとしてログインユーザーのホームフォル
ダーに生成し、パスを表示します。そのファイルを電子メールでESETテクニカルサポートに送信してく
ださい。

アクティベーションログ
製品のアクティベーションに関する問題のトラブルシューティングを行うために、ESETテクニカルサポー
トが関連するログの提出を求める場合があります。
1. アクティベーションログを有効にするには、編集するため
に/var/opt/eset/efs/licensed/license_cfg.jsonを開きます。次の例では、nanoエディターを
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使用します。特権ユーザーで、ターミナルウィンドウから次のコマンドを実行します。
sudo nano -w /var/opt/eset/efs/licensed/license_cfg.json

2. "Logging":false を "Logging":trueに変更します。
3. 変更を保存するには、CTRL+Xを押して、Yと入力して、Enterを押します。
4. efsサービスを再起動します。特権ユーザーで、ターミナルウィンドウから次のコマンドを実行し
ます。
sudo systemctl restart efs

5. アクティベーションプロセスを再試行します。失敗した場合は、特権ユーザーとしてログ収集スク
リプトを実行します。
sudo /opt/eset/efs/sbin/collect_logs.sh

6. "Logging": を "Logging":falseに変更します。
7. 変更を保存するには、CTRL+Xを押して、Yと入力して、Enterを押します。
8. efsサービスを再起動します。特権ユーザーで、ターミナルウィンドウから次のコマンドを実行し
ます。
sudo systemctl restart efs

パスワードを忘れた場合
Webインターフェイスのパスワードをリセットするには、ESET File Security for Linuxがインストールされて
いるコンピューターでターミナルウィンドウを開きます。
• 新しいパスワードを生成するには、ルート権限で次のコマンドを実行します。
/opt/eset/efs/sbin/setgui -g

• 新しいパスワードを定義するには、ルート権限で次のコマンドを実行します。
/opt/eset/efs/sbin/setgui --password=PASSWORD

PASSWORDは任意のパスワードで置換されます。
最終出力は、WebインターフェイスのURLアドレスとアクセス資格情報を示します。

アップデート失敗
何らかの理由で製品モジュールをアップデートできない場合、ダッシュボードに情報が表示されます。
最近のアップデート試行の失敗 - ESET File Security for Linuxは最近アップデートサーバーに接続して、最
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新のウイルス定義アップデートを確認できていません。ネットワーク接続を確認してから、確認してアッ
プデートをクリックしてもう一度モジュールをアップデートしてください。
検出エンジンが古くなっています - 検出エンジンはしばらくの間アップデートされていません。ネッ
トワーク接続を確認してから、確認してアップデートをクリックしてもう一度モジュールをアップデー
トしてください。

noexecフラグの使用
noexecフラグを使用して/var と /tmpをマウントした場合、ESET File Security for Linuxのインストールが次

のエラーメッセージで失敗します。
環境変数MODMAPDIRの値が無効です。モジュールを読み込めません。

回避策
以下のコマンドはターミナルウィンドウで実行されます。
1. 次の所有者と権限セットを使用して、execが有効なフォルダーを作成します。
/usr/lib/efs drwxrwxr-x. root eset-efs-daemons

2. 次のコマンドを実行します:
# mkdir /usr/lib/efs
# chgrp eset-efs-daemons /usr/lib/efs
# chmod g+w /usr/lib/efs/

a.SELinuxが有効な場合、このフォルダーのコンテキストを設定します。
# semanage fcontext -a -t tmp_t /usr/lib/efs
# restorecon -v /usr/lib/efs

3. 基本モジュールをコンパイルする:
# MODMAPDIR=/usr/lib/efs /opt/eset/efs/bin/upd --compile-nups

4. 次の行を[Service]ブロックに追加して、/usr/lib/systemd/system/efs.serviceでMODMAPDIRを設定し
ます。
Environment=MODMAPDIR=/usr/lib/efs

5. systemdサービス設定を再読み込みする:
# systemctl daemon-reload

6. efsサービスを再起動する:
# systemctl restart efs
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リアルタイム保護を開始できない
問題
カーネルファイルが見つからないため、リアルタイムファイルシステム保護を開始できない。
ESET File Security for LinuxのWebインターフェイスのイベント画面には、次のスクリーンショットのよう
なエラーメッセージが表示されます。
ESET File Security for Linuxバージョン7.0:

ESET File Security for Linuxバージョン7.1:

システムログに、対応するエラーメッセージが表示されます。

Jul 15 15:42:30 localhost efs: ESET File Security error: cannot find kernel sources directory for kernel version
3.10.0-957.el7.x86_64
Jul 15 15:42:30 localhost efs: ESET File Security error: please check if kernel-devel (or linux-headers) package
version matches the current kernel version
Jul 15 15:42:30 localhost oaeventd[31471]: ESET File Security Error: Cannot open file
/lib/modules/3.10.0-957.el7.x86_64/eset/efs/eset_rtp.ko: No such file or directory

解決策
方法1 - オペレーティングシステムの再起動が必要です
1. オペレーティングシステムのパッケージを最新バージョンにアップグレードします。CentOS 7では、
特権ユーザーで、ターミナルウィンドウから次のコマンドを実行します。
yum upgrade

2. オペレーティングシステムを再起動します。

方法2
1. 最新のkernel-devモジュール(RPMベースのLinuxディストリビューション)または最新のkernel53

headers (DEBベースのLinuxディストリビューション)をインストールします。Oracle Linuxでは、特権ユー
ザーで、ターミナルウィンドウから次のコマンドを実行します。
yum install kernel-uek-devel-`uname -r`

2. EFSサービスを再起動します。
systemctl restart efs

起動時にリアルタイム保護を無効にする
ESET File Security for Linuxで保護されているコンピューターの応答が遅く、CPU が常時過負荷状態になっ
ている場合は、トラブルシューティング目的で、起動時にリアルタイム保護を無効にすることができま
す。
1. コンピューターを起動し、GRUBメニューが表示されるまで待ちます。
2. 使用するカーネルをハイライトし、Eキーを押します。
3. linuxで始まる行に移動し、行の終わりにeset_rtp=0パラメーターを追加します。
4. CTRL+Xを押して起動します。

注意
一部のLinuxディストリビューションでは、GRUBの変更が若干異なる場合があります。

既知の問題
ESET File Security for Linux v7.1
• 隔離画面は英語でのみ提供されています。
• 「検出シグネチャーの高頻度なアップデートを有効にする」ことができない
• 「すべてのオブジェクトをログに記録する」設定が動作しない

ESET File Security for Linux v7.0
• SELinuxがICAPおよびWebインターフェイスのポート変更を拒否する
• ESET File Security for Linuxは、ESET Security Management Center (ESMC)ソフトウェアインストールタス
クで、リポジトリでのパッケージのインストール内で使用できません。ただし、直接パッケージURL
でインストールオプションと次のパッケージURLを使用すると、ESET File Security for Linuxをインストー
ルできます。
https://download.eset.com/com/eset/apps/business/efs/linux/v7/latest/efs.x86_64.bin
この問題はESMC 7.1のリリースで解決されます。
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• 隔離画面は英語でのみ提供されています。
• サブスクリプションライセンスによるアクティベーションでESET File Security for Linuxがアクティベー
ションされますが、ESET File Security for LinuxのWebインターフェイスとESMCの両方で「ライセンスが
期限切れです」メッセージを報告し、有効期限が「-」となります。モジュールは正常にアップデー
トされます。
• 「検出シグネチャーの高頻度なアップデートを有効にする」ことができない
• 「すべてのオブジェクトをログに記録する」設定が動作しない
• ESET Security Management CenterからESET File Security for Linux Webインターフェイスパスワードを変
更できない

用語集
• デーモン: Unixなどのオペレーティングシステムのプログラムの一種。ユーザーが直接制御するので
はなく、バックグラウンドで邪魔にならないように実行されます。特定のイベントまたは条件の発生
によって有効化されるまで待機しています。

エンドユーザーライセンス契約
重要:ダウンロード、インストール、コピー、または使用の前に、製品利用に関する下記契約条件を注
意してお読みください。本製品をダウンロード、インストール、コピー、または使用することにより、
お客様はこれらの条件に対する同意を表明し、次の項目に同意したことになりますプライバシーポリシー.
エンドユーザー使用許諾契約
本エンドユーザーライセンス契約（以下「本契約」とします）は、Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak
Republicに所在し、ブラチスラバ第1地方裁判所の有限会社部門（District Court Bratislava I. Section Sro）にお
いて掲載番号3586/B, 31333532として商業登記されている、ESET, spol. s r. o.、またはESETグループ内の別企業
（以下「ESET」または「供給者」とします）と、自然人または法人であるお客様（以下「お客様」または
「エンドユーザー」とします）との間で締結され、お客様に本契約の第1条で定義する本ソフトウェア
を使用する権利を付与するものです。本契約の第1条で定義する本ソフトウェアは、データ記憶媒体へ
の格納、電子メールでの送付、インターネットからのダウンロード、供給者のサーバーからのダウンロー
ド、または後述の条件および状況下におけるその他の供給者からの取得が行えます。
本契約は購入に関する契約ではなく、エンドユーザーの権利に関する合意事項を定めるものです。供給
者は、本ソフトウェアのコピー、これが商業包装にて供給される物理的媒体、および本契約に基づきエ
ンドユーザーが権利を付与される本ソフトウェアのすべてのコピーの、所有者であり続けます。
本ソフトウェアのインストール時、ダウンロード時、コピー時または使用時に、[同意します]オプショ
ンをクリックすることにより、本契約の条件に明示的に同意するものとします。本契約の規定に同意し
ない場合は、直ちに[同意しない]オプションをクリックし、インストールまたはダウンロードを取り消
すか、本ソフトウェア、インストールメディア、付属ドキュメント、および購入時の領収書を破棄する
か、ESETまたは本ソフトウェアの入手元にそれを返却してください。
お客様は、本ソフトウェアを使用することにより、お客様が本契約を読了かつ理解し、本契約条項によ
る拘束に同意したことになります。
1.ソフトウェア。(i) 本契約およびすべてのコンポーネントに付属するコンピュータープログラム。 (ii)デー
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タ媒体、電子メール、またはインターネット経由でのダウンロードで提供される本ソフトウェアのオブ
ジェクトコードの形式を含む、本契約で提供されるディスク、CD-ROM、DVD、電子メール、添付ファイル、
その他の媒体のすべての内容、 (iii)本ソフトウェアに関連する書面の説明資料、その他の文書、特に本ソ
フトウェア、その仕様のすべての説明、 本ソフトウェアの属性または動作の説明、本ソフトウェアが
使用される動作環境の説明、本ソフトウェアの使用またはインストール手順、本ソフトウェアの使用方
法の説明(「ドキュメント」)、(iv)本契約の第3条に従い供給者からお客様にライセンス供与された本ソフ
トウェアのコピー、本ソフトウェアに不具合があった場合のパッチ、本ソフトウェアへの追加機能、本
ソフトウェアの拡張機能、本ソフトウェアの修正バージョン、ソフトウェアコンポーネントのアップデー
ト(該当する場合)を意味します。本ソフトウェアは実行可能なオブジェクトコードの形態でのみ提供さ
れるものとします。
2.インストール、コンピューター、およびライセンスキー。データキャリアで供給、電子メールで送信、
インターネットからダウンロード、供給者のサーバーからダウンロード、または他のソースから取得さ
れたソフトウェアにはインストールが必要です。お客様は、本ソフトウェアを正しく設定されたコン
ピューターにインストールし、少なくともドキュメントで規定された要件に準拠する必要があります。
インストール方法はドキュメントで説明されています。本ソフトウェアをインストールするコンピュー
ターに、本ソフトウェアに悪影響を及ぼす可能性があるコンピュータープログラムやハードウェアをイ
ンストールすることはできません。コンピューターとは、本ソフトウェアがインストールまたは使用さ
れる、パーソナルコンピューター、ノートブック、ワークステーション、パームトップコンピューター、
スマートフォン、ハンドヘルド電子機器、または本ソフトウェアの対象として設計されている他の電子
機器を含む(ただしこれらに限定されない)を意味します。ライセンスキーとは、本契約に準拠して、本
ソフトウェア、特定のバージョン、またはライセンス条項の拡張の法的な使用を許可するために、エン
ドユーザーに提供される一意の連続する記号、文字、数字、または特殊記号を意味します。
3.ライセンス。お客様が本契約に同意しており、ライセンス料を支払い期日までに支払い、本契約に定
められているすべての契約条項に従うことを前提として、供給者はお客様に対し、以下の権利を付与し
ます（以下「ライセンス」とします）。
a) インストールおよび使用。お客様には、コンピューターのハードディスクまたはその他のデータ永久
記憶媒体にデータを格納するために本ソフトウェアをインストールし、コンピューターシステムのメモ
リへ本ソフトウェアをインストールおよび格納し、コンピューターシステム上で本ソフトウェアを実装、
格納および表示する、非独占的かつ譲渡禁止の権利が付与されます。
b) ライセンス数の規定。本ソフトウェアを使用する権利は、エンドユーザー数によって制限されま
す。1人のエンドユーザーとは、(i) 本ソフトウェアがインストールされている1台のコンピューターを意
味します。(ii) ライセンス数がメールボックスを単位として決定される場合、エンドユーザーはメールユー
ザーエージェント（以下「MUA」とします）を介して電子メールを受信する1人のコンピューターユーザー
を意味します。電子メールがMUAで受信後、複数のユーザーに自動的に配信される場合、エンドユーザー
の数は、その電子メールが配信されるユーザーの実際の数によって決まります。メールサーバがメール
ゲートの役割を果たす場合、エンドユーザーの数は、そのゲートがサービスを提供するメールサーバユー
ザーの数と同じになります。(エイリアスなどを使用して)1人のユーザーに不特定多数の電子メールア
ドレスが送信され、それらが受け付けられる場合、クライアント側で多数のユーザーにそのメールが自
動的に配信されるのでなければ、ライセンスは1台のコンピューターに必要です。同じライセンスは、
同時に複数のコンピューターで使用できません。エンドユーザーは、供給者によって付与されたライセ
ンス数に基づく制限に従い、本ソフトウェアを使用する権限が与えられている範囲においてのみ、本ソ
フトウェアのライセンスキーを入力する資格があります。このライセンスキーは機密情報であると見な
されます。本契約または供給者によって許可されている場合を除き、お客様はライセンスを第三者と共
有すること、または第三者がライセンスを使用することを許可することが禁止されています。ライセン
スキーが危険にさらされた場合は、速やかに供給者に通知してください。
c) Business Edition。本ソフトウェアをメールサーバー、メール中継、メールゲートウェイ、インターネッ
トゲートウェイで使用する場合は、本ソフトウェアのBusiness Editionバージョンを入手する必要があり
ます。
d) ライセンス契約の期間。お客様は、本ソフトウェアを期限付きで使用する権利があります。
56

e) OEMソフトウェア。OEMソフトウェアの使用は、それがプリインストールされていたコンピューター
に制限されます。別のコンピューターにインストールすることはできません。
f) NFRまたは試用ソフトウェア。再販不可品（NFR）または試用版に分類されるソフトウェアは、対価を求
めて譲渡することはできず、ソフトウェア機能のデモまたはテスト目的のみで使用されるものとします。
g) ライセンスの契約解除。ライセンス契約は，その期間の満了により契約が自動的に解除されます。供
給者は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、供給者が持つ他の権利および法的救済手
段に影響を与えることなく、本契約を解約することができます。本ライセンスを取り消す場合、お客様
は、本ソフトウェアおよびバックアップコピーを直ちにすべて削除、破棄するか、自費でESETまたはソ
フトウェアの入手元にそれを返却する必要があります。ライセンスの終了時には、供給者は、エンドユー
ザーが、供給者のサーバーまたはサードパーティのサーバーに接続する必要がある本ソフトウェアの機
能を使用する権利を取り消す権利があるものとします。
4.データ収集機能およびインターネット接続要件。本ソフトウェアの正常な動作には、インターネット
接続が必要であり、プライバシーポリシーに従い、定期的に供給者のサーバーまたは第三者のサーバー
および該当するデータ収集に定期的に接続する必要があります。インターネットへの接続およびデータ
収集は、次のソフトウェア機能で必要です。
a) ソフトウェアのアップデート。供給者には、本ソフトウェアのアップデート（以下「アップデート」
とします）を適時発行する権利がありますが、アップデートを提供する義務はありません。この機能は、
ソフトウェアの標準の設定から有効にできます。エンドユーザーがアップデートの自動インストールを
無効にしていないかぎり、アップデートは自動的にインストールされます。アップデートを提供するた
めに、プライバシーポリシーに準拠し、本ソフトウェアがインストールされているコンピューターまた
はプラットフォームに関する情報を含む、ライセンスの正当性を検証する必要があります。
b) 供給者への侵入物および情報の転送。本ソフトウェアには、コンピューターウイルスおよびその他の
悪意のあるプログラム、ファイル、URL、IPパケット、イーサネットフレームなどの不審、問題、潜在的
に望ましくない、または潜在的に危険なオブジェクト(「侵入」)のサンプルを収集する機能が含まれ、
インストール処理、コンピューター、ソフトウェアがインストールされているプラットフォームの情報、
本ソフトウェアの操作および機能の情報(「情報」)を含む(ただしこれらに限定されない)、これらのオ
ブジェクトを供給者に送信します。情報および侵入には、エンドユーザーまたは本ソフトウェアがイン
ストールされているコンピューターの他のユーザーのデータ(ランダムまたは誤って取得された個人デー
タを含む)、関連付けられたメタデータによる侵入の影響を受けるファイルが含まれる場合があります。
情報および侵入は次のソフトウェア機能によって収集される場合があります。
i.LiveGridレピュテーションシステム機能には、侵入に関する単方向ハッシュの収集と供給者への送信が
含まれます。この機能は、ソフトウェアの標準設定で有効です。
ii.LiveGridフィードバックシステム機能には、侵入を収集し、関連付けられたメタデータおよび情報とと
もに供給者に送信する機能が含まれます。この機能は、本ソフトウェアのインストール処理中に、エン
ドユーザーがアクティブ化することができます。
供給者は、侵入の分析と研究、ソフトウェアの改良、およびライセンスの正当性の検証の目的でのみ、
受け取った情報および侵入を使用するものとし、適切な対策を講じて、受け取った侵入および情報が安
全であることを保証するものとします。本機能をアクティブ化することで、プライバシーポリシーの規
定に従い、関連する法規制に準拠して、侵入および情報は供給者によって収集および処理される場合が
あります。この機能はいつでも無効にすることができます。
本契約の目的のために、プライバシーポリシーに従い、供給者がお客様を特定できるようにするデータ
を収集、処理、および保存する必要があります。お客様は、供給者が独自の手段によって、お客様が本
契約の規定に従って本ソフトウェアを使用しているかどうかを確認することに同意します。お客様は、
本契約の目的でのみ、本ソフトウェアと供給者のコンピューターシステムまたは供給者の販売およびサ
ポートネットワークの一部としての供給者のビジネスパートナーのコンピューターシステムとの間の通
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信中に、お客様のデータを転送し、本ソフトウェアの機能および本ソフトウェアの使用許可を保証し、
供給者の権利を守る必要があることを承諾します。
本契約の締結後、供給者および供給者の販売およびサポートネットワークの一部としての供給者のビジ
ネスパートナーは、請求目的、本契約の履行、およびお客様のコンピューターでの通知の送信のために、
お客様を特定できる基本データを転送、処理、および保管する権利を有するものとします。お客様は、
マーケティング情報を含む(ただしこれに限定されない)通知およびメッセージを受信することに同意し
ます。
データ主体としてのプライバシー、個人データ保護、およびお客様の権利の詳細については、供給者
のWebサイトまたはインストール処理で直接アクセスできるプライバシーポリシーを参照してください。
お客様は、ソフトウェアのヘルプセクションからアクセスすることもできます。
5.エンドユーザの権利行使。お客様は、エンドユーザーの権利を、直接またはお客様の従業員を通じて
行使する必要があります。お客様は、自らの活動を確実なものとするためにのみ、およびお客様がライ
センスを取得したコンピューターシステムを保護するためにのみ、本ソフトウェアを使用できます。
6.権利の制限。お客様は本ソフトウェアのコピー、配布、部品の分離、または派生バージョンの作成を
行ってはなりません。本ソフトウェアの使用時には、下記の制限事項に従う必要があります。
a) お客様は、データの永久記憶用媒体上に本ソフトウェアのコピーを1つ、バックアップコピーとして
作成できます。ただし、この保管用のバックアップコピーは、他のいかなるコンピュータにもインストー
ルしたり、または使用したりすることができません。これ以外に本ソフトウェアのコピーを作成するこ
とは、本契約に対する違反となります。
b) 本契約に規定されている以外のいかなる態様でも、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアのコピーの
使用、改変、複製、または使用権の譲渡を行ってはなりません。
c) 本ソフトウェアの売却、サブライセンス付与、他人への賃貸もしくは他人からの賃借、借用、または
商業サービスの提供目的での本ソフトウェアの使用は禁じられています。
d) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、またはソフトウェアの逆アセンブルを
行ったり、ソースコードを取得しようとしたりしてはなりません。ただし、そのような制限を設けるこ
とが法律によって明示的に禁止されている範囲内においては、この限りではありません。
e) お客様は、著作権法およびその他の知的財産権から生じる、適用可能な制限など、本ソフトウェアを
使用する際の法律におけるすべての適用可能な法的規制に従う態様においてのみ、本ソフトウェアを使
用できます。
f) お客様は、本ソフトウェアおよびその機能を、他のエンドユーザーがそれらのサービスにアクセスす
る可能性を制限しない方法でのみ使用することに同意するものとします。供給者は、可能な限り多くの
エンドユーザーがサービスを利用できるようにするために、個別のエンドユーザーに提供されるサービ
スの範囲を制限する権利を留保します。サービスの範囲を制限することにより、本ソフトウェアのすべ
ての機能を使用することもできなくなり、本ソフトウェアの特定の機能に関連する供給者のサーバー上
またはサードパーティのサーバー上のデータおよび情報も削除されることとします。
g) お客様は、本契約の条項に反して、ライセンスキーの使用に関する活動、または何らかの形式での使
用済みまたは未使用のライセンスキーの譲渡、不正複製、複製または生成されたライセンスキーの配布、
あるいは供給者以外から入手したライセンスキーを使用したソフトウェアの利用など、本ソフトウェア
の使用の資格がない個人にライセンスキーを提供する行為を実施しないことに同意します。
7.著作権。本ソフトウェア、および所有権や知的所有権を含む一切の権利は、ESETおよび／またはESET
のライセンス供給者の財産です。これらは、国際条約の規定と本ソフトウェアが使用される国のその他
のすべての準拠法によって保護されます。本ソフトウェアの構造、編成、およびコードは、ESETおよび
／またはESETのライセンス供給者の重要な企業秘密であり機密情報です。お客様は、第6条(a)に当ては
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まる場合を除いて、本ソフトウェアをコピーすることはできません。本契約に基づき、お客様が作成す
るコピーはすべて、本ソフトウェア上に示されるものと同じ著作権表示および所有権表示を含んでいな
ければなりません。お客様がリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、本
契約の規定に違反する方法でソースコードを取得しようとした場合、それによって得られたいかなる情
報も、それが発生した瞬間からすべて、本契約の違反に関連する供給者の権利にかかわらず、自動的に
かつ取り消しできない形で供給者に譲渡され、供給者の所有であるとみなされます。
8.権利の留保。本ソフトウェアに対する権利は、本契約において本ソフトウェアのエンドユーザーとし
てお客様に明示的に与えられた権利を除き、すべて供給者自身が留保します。
9.複数言語対応バージョン、デュアルメディアソフトウェア、複数コピー。本ソフトウェアが複数のプ
ラットフォームまたは言語をサポートしているか、お客様が本ソフトウェアのコピーを複数入手した場
合、お客様はライセンスを取得したバージョンのコンピューターシステム数でのみ本ソフトウェアを使
用できます。使用していない本ソフトウェアのバージョンやコピーを、他者に売却、賃貸、賃借、サブ
ライセンス付与、貸与、または譲渡することはできません。
10.本契約の開始と解除。本契約は、お客様が本契約に同意した日から有効となります。本契約は、お客
様が本契約に同意した日から有効となります。お客様は、供給者またはそのビジネスパートナーから入
手した本ソフトウェア、すべてのバックアップコピー、および関連するすべての資料を、永久的に削除、
破棄、または自費で返却することにより、本契約を解除することができます。本契約の終了の態様に関
係なく、第7条、第8条、第11条、第13条、第19条、および第21条の規定は、無期限に有効であり続ける
ものとします。
11.エンドユーザーの表明。お客様はエンドユーザーとして、明示または暗黙のいかなる種類の保証も伴
わず、該当の法律によって許可される範囲において、本ソフトウェアが「現状有姿」のまま提供されて
いることを認めるものとします。供給者、そのライセンス供給者、関係者、および著作権保有者のいず
れも、本ソフトウェアの特定の目的に対する商品性または適合性、および第三者の特許、著作権、商標、
またはその他の権利に対する侵害の不存在について、明示または黙示を問わず、一切の表明または保証
を行いません。供給者もその他の関係者も、本ソフトウェアに含まれている機能がお客様の要求に沿う
こと、または本ソフトウェアが円滑で問題なく動作するということの保証を行いません。お客様は、意
図する結果に到達するための本ソフトウェアの選択、および本ソフトウェアのインストール、使用、お
よび本ソフトウェアで達成される結果について、完全に責任とリスクを負います。
12.さらなる義務の否定。本契約で具体的に列挙される義務以外に、本契約が供給者およびそのライセン
サーに対して課す義務はありません。
13.責任の制限。準拠法によって許可される最大限の範囲において、いかなる場合も、供給者、その被雇
用者、ライセンス供給者は、どのような態様で発生したものであろうと、契約、違法行為、怠慢、また
は責任の発生を定めるその他の事実のいずれに起因するものであるかを問わず、本ソフトウェアを使用
したことにより、または本ソフトウェアが使用できないことにより発生した、利益、収益、または売上
の損失、データの喪失、補用品またはサービスの購入にかかった費用、物的損害、人的損害、事業の中
断、企業情報の喪失、特別損害、直接損害、間接損害、偶発的損害、経済的損害、補填損害、懲罰的損
害、特別または派生的損害に対し、一切責任を負わないものとします。これは、たとえ供給者、そのラ
イセンス供給者、または関係者がそのような損害の可能性について通知を受けていた場合であっても同
様です。一部の国および法律では、免責を認めず、しかし限定された範囲の責任を負うことは許可して
います。その場合、供給者、その被雇用者、ライセンス供給者、または関係者の責任は、お客様がライ
センスの対価として支払った金額を限度とします。
14.本契約に含まれるものは何も、それに反する場合であっても、消費者として取引するすべての当事
者の法的権利を損なうものではありません。
15.テクニカルサポート。テクニカルサポートは、ESETまたはESETの依頼を受けた第三者の独自の判断に
より提供され、いかなる種類の保証も表明も伴わないものとします。エンドユーザーは、テクニカルサ
ポートの提供の前に、存在するすべてのデータ、ソフトウェア、プログラム機能をバックアップする必
要があります。ESETおよび／またはESETの依頼を受けた第三者は、テクニカルサポートの提供によりお客
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様に生じたデータ、資産、ソフトウェアまたはハードウェアの損害または損失、もしくは利益の喪失に
ついて、いかなる責任も負いません。ESETおよび／またはESETの依頼を受けた第三者は、問題をテクニカ
ルサポートで解決できないと判断する権利があります。ESETは、独自の判断により、テクニカルサポー
トの提供を拒否、中断、終了する権利があります。ライセンス情報、情報、およびプライバシーポリシー
に準拠した他のデータは、技術サポートを提供するために必要になる場合があります。
16.ライセンスの譲渡。本契約の条件に違反しないかぎり、あるコンピューターにインストールされてい
た本ソフトウェアを別のコンピューターシステムにインストールすることができます。エンドユーザー
は、本契約の条件に違反しない場合のみ、供給者の同意の元、本契約から派生するライセンスおよびす
べての権利を、別のエンドユーザーに永久に譲渡する権利があります。その場合、(i) 元のエンドユーザー
は、ソフトウェアのコピーを保持しておらず、(ii) 元のエンドユーザーから新しいエンドユーザーへ直接
権利が譲渡され、(iii) 新しいエンドユーザーが元のエンドユーザーに課せられた本契約に基づくすべての
権利および義務を負い、(iv) 元のエンドユーザーが新しいエンドユーザーに、第17条で規定するソフト
ウェアが正規のものであることを証明するドキュメントを提供するものとします。
17. 正規ソフトウェアの証明。エンドユーザーのソフトウェアの使用資格は、次のいずれかの方法で証
明できます。(i) 供給者または供給者が指定した第三者が発行するライセンス証明書。(ii) 締結されている場
合、書面によるライセンス契約。(iii) アップデートを有効にするライセンスの詳細（ユーザ名およびパス
ワード）が記載された供給者に送信された電子メールの提出。ライセンス情報およびプライバシーポリ
シーに準拠したエンドユーザー識別データは、ソフトウェアの純正を検証するために必要になる場合が
あります。
18.公共団体および米国政府に対するライセンス。米国政府を含む公共団体に対する本ソフトウェアのラ
イセンスは、本契約に明記しているライセンス権利および制限に基づいて提供されます。
19.輸出管理規制
a)お客様は、直接的または間接的に、ESETまたはESETの持ち株会社、ESETの子会社、持ち株会社の子会社、
持ち株会社が管理する事業体(「関連会社」)による次のような輸出貿易管理法の違反または輸出貿易管
理法の下で否定的な結果につながる一切の個人に対して本ソフトウェアを輸出、再輸出、移転、または
提供せず、そのような方法でソフトウェアを使用せず、そのような行為に関与したりしないものとしま
す。
i. 米国、シンガポール、英国、欧州連合またはその加盟国、本契約の義務が履行される国、あるい
はESETまたはその関連会社が登録または事業を行う国の政府、州、規制当局が発行または採用した、商
品、ソフトウェア、技術、サービスの輸出、再輸出、または移転を統制、制限、またはライセンス要件
を課すすべての法律(「輸出貿易管理法」)。
ii. 米国、シンガポール、英国、欧州連合またはその加盟国、本契約の義務が履行される国、あるい
はESETまたはその関連会社が登録または事業を行う国の政府、州、規制当局が課した経済、金融、貿易、
制裁、制限、禁止、輸出入禁止、資金または資産の移転の禁止、サービス提供の禁止、あるいは同等の
対策(「制裁法」)。
b) ESETは、次の場合において、本契約の義務を即時停止または解除する権利を有するものとします。
i.ESETが、合理的な意見において、ユーザーが本契約の第19.a条の条項に違反したか違反する可能性が高
いと判断した
ii. エンドユーザーまたは本ソフトウェアに輸出貿易管理法が適用され、その結果として、ESETが、合理的
な意見において、本契約の義務の継続的な履行によって、ESETまたはその関連会社が輸出貿易管理法に
違反するか、輸出貿易管理法の下で否定的な影響を受ける可能性があると判断した
c) いずれの当事者も、適用される輸出貿易管理法に準拠しないか、輸出貿易管理法の下で罰則を受ける
か、禁止される行為または不作為(あるいは行為または不作為に同意すること)を勧誘または義務付けら
れるように、本契約のいずれの条項も意図せず、何もそのように解釈または理解されない
60

20.通知。すべての通知、返却される本ソフトウェアおよび本件ドキュメントは、スロバキア共和国,
ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic。
21.準拠法。本契約は、スロバキア共和国の法律に準拠し、これに従って解釈されるものとします。エン
ドユーザーおよび供給者は、準拠法および国際物品売買契約に関する国際連合条約の矛盾する規定につ
いては、適用されないことに同意するものとします。お客様は、本契約に関するいかなるクレームもし
くは供給者との紛争、または本ソフトウェアをお客様が使用することによるいかなる紛争またはクレー
ムも、ブラチスラバ第1地方裁判所で解決し、さらに、ブラチスラバ第1地方裁判所での管轄権の行使に
同意し、明示的にこれを承諾するものとします。
22.一般条項。本契約の条項のいずれかが無効または履行不能である場合、これが本契約のその他の条項
の有効性に影響を及ぼすことはないものとします。これらその他の条項は、本契約に定める条件に基づ
き、引き続き有効かつ履行可能であるものとします。本契約の翻訳版の間で不一致がある場合には、英
語版が優先されるものとします。本契約に対するいかなる修正も、書面によってしか行うことができず、
当該修正は、供給者の正式な代表者か、委任状の条項でこの役割を果たすことが明示的に認められた代
理人によって署名されなければなりません。
本契約は、本ソフトウェアに関するお客様および供給者間の合意事項をすべて網羅しており、本ソフト
ウェアに関する従前のいかなる表明、議論、約束、情報交換、または広告にも取って代わります。
EULA ID: BUS-STANDARD-20-01

プライバシーポリシー
データ管理者としてのESET, spol. s r. o. (登録事業所所在地: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic、
商業登記: ブラチスラバ第1地方裁判所、有限会社部門、登録番号3586/B、事業登記番号:ブラチスラバ
第1地方裁判所、有限会社部門、登録番号3586/B、事業登記番号:31333532) (「ESET」または「当社」)は、
お客様の個人データとプライバシーの処理に関して透明でありたいと考えています。この目標を達成す
るために、当社は、お客様(「エンドユーザー」または「お客様」)に次の事項を通知する目的でのみ、
本プライバシーポリシーを発行しています。
• 個人データの処理、
• データの機密保持、
• データの主体の権利。

個人データの処理
製品に実装されたESETが提供するサービスは、エンドユーザーライセンス契約(「EULA」)の条項に従って
提供されますが、項目によっては特定の注意が必要になる場合があります。ESETは、サービスの提供に
関連するデータ収集の詳細について、お客様に説明します。ESETは、アップデート/アップグレードサー
ビス、ESET LiveGrid®、データの悪用に対する保護、サポートなど、エンドユーザーライセンス契約および
製品資料に記載されているさまざまなサービスを提供します。すべてを機能させるために、ESETは次の
情報を収集する必要があります。
• 製品がインストールされているプラットフォームを含むインストール処理とコンピューターに関す

る情報、およびオペレーティングシステム、ハードウェア情報、インストールID、ライセンスID、IPア
ドレス、MACアドレス、製品の構成設定といった製品の動作と機能に関する情報を含むアップデートお
よび統計情報。
• ESET LiveGrid®レピュテーションシステムの一部として侵入に関連する単方向ハッシュ。これは、検

査済みファイルをクラウドのホワイトリストおよびブラックリスト項目のデータベースと比較
し、ESETマルウェア対策ソリューションの効率化を図ります。
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• ESET LiveGrid®フィードバックシステムの一部として世界から収集した不審なサンプルおよびメタデー

タ。これにより、ESETは、エンドユーザーのニーズに迅速に対応し、最新の脅威に反応し続けることが
できます。ESETはお客様がESETに送信する次の情報を必要としています
oウイルスおよび他の悪意のあるプログラム、ならびにお客様によって迷惑メールとして報告された

か、製品によって警告された実行ファイル、電子メールメッセージなどの不審であるか、問題があ
るか、望ましくない可能性があるか、危険の可能性があるオブジェクトの潜在的なサンプルといっ
た侵入情報
oデバイスの種類、ベンダー、モデル、名前などのローカルネットワークのデバイスに関する情報
oIPアドレスおよび地理情報、IPパケット、URLおよびイーサネットフレームなどのインターネットの

使用に関する情報
o含まれるクラッシュダンプファイルと情報

当社は、この範囲外でデータを収集する意志はありませんが、場合によってはそれが防止できないこと
があります。誤って収集されたデータは、マルウェア自体に含まれる場合があります。当社は、本プラ
イバシーポリシーで規定された目的において、そのようなデータを当社のシステムまたはプロセスに取
り込む意図はありません。
• ライセンスIDなどのライセンス情報、および名前、姓、住所、電子メールアドレスなどの個人デー

タは、課金、ライセンスの真正の検証、サービスの提供のために必要です。
• サポート要求に含まれる連絡先情報およびデータは、サポートのサービスで必要になる場合があり

ます。選択した連絡方法に基づき、当社は、電子メールアドレス、電話番号、ライセンス情報、製品
詳細、およびサポートケースの説明を収集する場合があります。サポートのサービスを進めるために、
他の情報の提供を求められる場合があります。

データの機密保持
ESETは、販売、サービス、サポートネットワークの一部として、関連会社またはパートナー経由で、世
界中で事業を展開している会社です。ESETによって処理された情報は、サービスの提供、サポート、ま
たは請求などのEULAの履行のため、関連会社またはパートナー企業との間で転送される場合があります。
選択した位置情報およびサービスに基づき、欧州委員会の適切な決定権がない国にお客様のデータを転
送する必要がある場合があります。この場合でも、情報を転送するたびに、データ保護法の規制が適用
され、必要な場合にのみ実行されます。標準契約条項、拘束的企業準則、または他の適切な安全保護対
策を例外なく確立する必要があります。
ESETは、エンドユーザーライセンス契約に従って、サービスを提供している間、必要最低限の期間にの
みデータが保存されるように最善の努力を講じます。ESETの保持期間は、お客様が簡単かつスムーズな
更新が行える時間的余裕を用意するために、ライセンスの有効期間よりも少し長くなる場合があります。
ESET LiveGrid®からの最小化および仮名化された統計情報および他のデータが統計目的で処理される場合
があります。
ESETは、適切な技術的および組織的な対策を導入し、潜在的なリスクに適したレベルのセキュリティを
保証します。当社は最善を尽くし、処理システムおよびサービスに関する、継続中の機密性、完全性、
可用性、および障害回復力を保証します。ただし、お客様の権利と自由を脅かす結果になるデータ違反
の場合には、すぐに監督当局とデータ主体に通知します。データ主体として、お客様は、監督当局に苦
情を申し立てる権利を有します。

データの主体の権利
ESETはスロバキア法の規制に準拠し、欧州連合の一部としてデータ保護法によって拘束されます。適用
されるデータ保護法で規定された条件が適用されます。お客様は、データ主体として、次の権利を有し
ています。
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• ESETに対してお客様の個人データへのアクセスを要求する権利、
• 不正確な個人データを修正する権利(不完全な個人データを完全にする権利もあります)
• 個人データの消去を要求する権利、
• 個人データの処理の制限を要求する権利
• 処理に異議を申し立てる権利
• 苦情を申し立てる権利および
• データ移植性の権利。

データ主体として権利を行使する場合、またはご質問や懸念をお持ちの場合は、以下の宛先までご連絡
ください。
ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk
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