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ようこそ
ESET LiveGuard Advancedユーザーガイドをご利用いただき、誠にありがとうございます。このドキュメ
ントでは、ESET LiveGuard Advancedを使用および管理する方法を説明します。また、ESETビジネス製品へ
のESET LiveGuard Advancedの接続を詳細に説明します。
特定の関心が重要性があるトピックをハイライトするために、同じ記号を使用します。このガイドのト
ピックは複数の章とサブ章に分割されます。上の検索フィールドを使用すると、関連する情報を検索で
きます。
オンラインヘルプはヘルプコンテンツの一次ソースです。最新バージョンのオンラインヘルプは、作業
インターネット接続があるときに、自動的に表示されます。
• ESETナレッジベースでは、一般的な質問への回答と、さまざまな問題の推奨ソリューションが提
供されます。ESET技術スペシャリストが定期的にアップデートすることで、ナレッジベースは、さ
まざまな問題の解決のために、最も強力なツールです。

• ESETフォーラムは、相互ヘルプのための簡単な方法です。ESET製品に関連する問題または質問を投
稿できます。

このガイドで使用される情報ボックス:
注意は、特定の機能や一部の関連トピックへのリンクなど、有用な情報を示します。
注意が必要です。省略しないでください。通常、緊急性はありませんが、重要な情報です。
最大限の注意を持って処理すべき重大な情報。警告は、特に、危険な誤りにつながるおそれがあ
る行為をしないようにするために示されています。警告の括弧内のテキストを読んで理解してく
ださい。極秘システム設定や危険な事項を参照しています。
例が含まれるトピックに関連する使用例を説明する場所。例は、複雑なトピックを説明するため
に使用されます。

使用されているテキストスタイル
変換

意味

Bold type

ボックスやオプションボタンなどのインターフェース項目の名前。

Code

コードサンプルまたはコマンド。

ハイパーリンク クロス参照されたトピックまたは外部Webロケーションに迅速、簡単にアクセスでき
ます。ハイパーリンクは青でハイライトされます。下線が付く場合もあります。

%ProgramFiles% Windowsにインストールされたプログラムが保存されるWindowsシステムディレクト
リ。

製品概要
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サービスについて
ESET LiveGuard Advanced (Cloud Sandbox)はESETが提供する有償サービスです。目的は、新しい脅威を軽減
するために特に設計された保護のレイヤーを追加することです。

サービス名の変更
2022年3月23日に、ESET Dynamic Threat Defenseのブランド名称がESET LiveGuard Advancedに変更されまし
た。ESETビジネス製品では、ESET LiveGuardになります。いずれの名前も同じサービスを参照します。

サービスの可用性
ESET Status Portalは、ESETサービスの可用性の最新の情報を表示します。過去のインシデントを含
む、ESETサービスとサービスステータスに関するレポートが表示されます。ESETサービスで問題が発生
し、ESET Status Portalが表示されない場合は、ESETテクニカルサポートにお問い合わせください。

仕組み
未確認で、マルウェアの可能性がある不審なサンプルは、自動的にESETクラウドに送信されます。送信
されたサンプルはサンドボックスで実行され、高度なマルウェア検出エンジンによって評価されます。
悪意のあるサンプルまたは不審な迷惑メールはESET LiveGrid®に送信されます。電子メールの添付ファイ
ルは別個に処理され、ESET LiveGuard Advancedに送信されます。管理者またはユーザーは、送信されるファ
イルの範囲と、ESETクラウドにファイルを保存する期間を定義できます。既定では、アクティブコンテ
ンツ(マクロ、javascript)が埋め込まれた文書およびPDFファイルは送信されません。検出レイヤーの動作
方法の詳細説明を参照してください。
管理者は、リモート管理コンソールの送信されたファイルセクションで、各送信済みファイルについて
観察されたサンプルの動作に関する簡潔なレポートを確認できます。悪意のあるファイルであることが
判明した場合、ESET LiveGrid®に参加しているすべてのユーザーで、このファイルが不審なオブジェクト
としてブロックされます。不審なファイルという評価の場合、感度しきい値に応じて、ユーザー組織内
のすべてのコンピューターでブロックされます。
ファイルは手動で送信するか、ポリシー設定に基づいて自動的に送信できます。ESET PROTECTWebコン
ソールでは、ユーザーがクライアントコンピューターから報告された.exeファイルを送信できます。
ESET LiveGuard Advanced、ESET LiveGrid®、およびESET Threat Intelligenceの違いは何ですか。

アーキテクチャ
ESETセキュリティ製品と管理コンソール
クライアントがサーバーに接続できない場合、サンプルが分析のためにESET LiveGuard Advancedにアッ
プロードされるたびに、サンプルのメタデータが管理コンソールにアップロードされます。これ
は、ESET Cloudにアップロードされたサンプルのリストをコンソール管理者に提供します。
ESETセキュリティ製品とESET LiveGuard Advanced
アクティベーションおよび設定されたESETセキュリティ製品がサンプルを分析する必要があると判断す
るたびに、サンプルがESET LiveGuard Advancedにアップロードされます。ESET LiveGuard Advancedがサン
プルを分析した後、その会社(またはMSP顧客)のすべてのコンピューターと、そのファイルを送信した
ことがあるすべての会社に対して結果を送信します。セキュリティ製品は適用されたポリシーに基づい
て適切なアクションを実施します。ESETエンドポイントおよびESETサーバー製品バージョン7.2以降では、
ブラウザーおよび電子メールクライアントによってダウンロードされた不審なファイルに対して実行す
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るアクションを選択できます。
ESETは、すべての転送されたパッケージに署名し、攻撃のリスクを低減します。内部ネットワーク
でHTTP接続を使用しているときには、製品は、接続がプロキシの後のHTTPSにアップグレードされてい
るかどうかを常に確認します。プロキシが正しく設定されていない場合には、内部ネットワークで
も、HTTPS接続が使用されます。
ESET管理コンソールとESET LiveGuard Advanced
ESET LiveGuard Advancedは、オンプレミスとクラウドベースの管理コンソール(ESET Security Management
Center、ESET PROTECT、ESET PROTECT Cloud)で使用できます。ESET LiveGuard AdvancedがESETセキュリティ製
品からサンプルを受信した後、分析のステータスについて自動的に管理コンソールに通知します。分析
が完了すると、結果が管理コンソールに転送されます。
ローミングエンドポイント & ESET LiveGuard Advanced
ローミングエンドポイントは、会社の敷地外で動作するESETセキュリティ製品があるクライアントであ
り、ESET PROTECTに接続していません。通常、VPNを使用しない自宅または出張中のコンピュータです。
ローミングクライアントは、ESET LiveGuard Advancedを完全に利用します。ただし、分析のために送信
されたサンプルに関するESET PROTECTを通知しません。クライアントが敷地に戻り、ESET PROTECTに接
続すると、メタデータが同期され、送信されたファイルのリストが更新されます。ネットワークの他の
クライアントは、ESET PROTECTに同期する前でも、クライアントがローミング中に検出された脅威から
のアップデートを受信できます。
ESET Cloud Office SecurityとESET LiveGuard Advanced
ESET LiveGuard Advancedは、隔離された環境で不審なコードを実行して、送信されたファイルを分析し、
動作を評価します。ESET Cloud Office Securityは、不審な電子メール添付ファイルとファイルをMicrosoft
Exchange Online、OneDrive、Teamsグループ、SharePointサイトからESET LiveGuard Advancedの分析に送信し
ます。ESET Cloud Office Securityでは、データが必要なく、データはESET管理コンソールにアップロードさ
れません。送信されたファイルと結果に関する情報がESET Cloud Office Securityに表示されます。
グローバルデータベース
ESET LiveGuard Advancedは2つのAzureデータセンター(米国および欧州)を使用して、ファイルのハッシュ
と分析の結果を保存します。データセンターは、既に分析されたファイルの結果をより迅速に提供でき
ます。ESETの本社(スロバキア)には、すべての送信されたファイルが保存されており、そこで分析を行っ
ています。各顧客(会社)のデータは、1つのグローバルデータベースに別個に保管されています。ESETは
ユーザー接続を最も近いデータセンターにルーティングします。
プロキシを使用すると、ネットワークトラフィックを大幅に削減できるため、特に、多数のクラ
イアントコンピューター(数百台以上)を使用しているユーザーの場合、ESETサーバーからの応答を
キャッシュに保存するためにプロキシを使用することをお勧めします。
選択したフォルダーとプロセスを除外して、送信されるファイル数を減らし、全体的なパフォー
マンスを改善できます。

検出レイヤーの動作方法
ESET LiveGuard Advancedは4つの個別の検出レイヤーを使用し、最高の検出率を保証します。各レイヤー
は異なるアプローチを使用し、サンプルを判定します。最終評価はサンプルに関するすべての情報の結
果です。以下のスキームのプロセスの概要を参照してください。
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画像をクリックすると、フルサイズの画像が表示されます。

レイヤー1:高度な解凍と検査
ESET LiveGuard Advancedの最初のレイヤー(いわゆる高度な解凍および検査レイヤー)に入ると、静的サ
ンプルがESETの脅威データベース(実験的でまだ配布されていない検出で強化)と、包括的な感染してい
ない項目、望ましくない可能性がある項目(PUA)、および安全ではない可能性がある項目(PUsA)に対して
照合されます。マルウェアは、多くの場合、さまざまな圧縮レイヤーの後ろにある悪意のあるコアを隠
すことで検出の妨害を試みようとします。このため、適切な分析のために、この隠蔽を削除する必要が
あります。ESET LiveGuard Advancedでは、ESETの研究者が悪意のあるコードで見つけた圧縮プログラムに
基づく高度な専用ツールを使用して、高度な解凍と検査によって隠された悪意のあるコアを削除します。
これらの専用解凍プログラムはマルウェアの保護レイヤーを除去し、ESET LiveGuard Advancedはさらに
もう一度、強化された脅威データベースに対してサンプルを照合することができます。高度な解凍およ
び検査レイヤーはサンプルをマルウェア、未感染、PUA、またはPUsAに分類します。解凍ツールに関連付
けられたセキュリティリスクとハードウェア要件、および他の組み込まれた手順のため、高パフォーマ
ンス、高セキュリティの環境が必要です。この固有の環境は、ESET LiveGuard Advancedの堅牢で障害回
復力が高いクラウドインフラストラクチャによって提供されます。
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レイヤー2:高度な機械学習検出
ESET LiveGuard Advancedに送信された各項目は、高度な機械学習検出によって静的分析も受け、サンプ
ルの基本的な特性を生み出します。分析時には、これ以上処理を行わずに、圧縮または暗号化されたコー
ドはノイズのみを分類しようとします。同時に、送信された項目には命令とDNA遺伝子を抽出する別の
より動的な分析が適用されます。サンプルのアクティブな機能と動作を説明ことで、オブジェクトを実
行せずに、圧縮または難読化されたオブジェクトの悪意のあるが検出されます。すべての前のステップ
から抽出された情報は、慎重に選択された分類モデルとディープラーニングアルゴリズムの小さい集合
によってさらに処理されます。最後に、このすべての情報は、悪意、非常に不審、不審、未感染とい
う4つの確率レベルのいずれかを返すニュートラルネットワーク経由で統合されます。この場合、また
は他のESET LiveGuard Advancedレイヤーが使用されていない場合は、「分析が必要ではありません」と
いうメッセージが表示されます。これらの手順の複雑さおよびハードウェア要件のため、ユーザーのエ
ンドポイントが提供するインフラストラクチャよりも大幅に強力なインフラストラクチャが必要です。
演算集中型のタスクを処理するために、ESETエンジニアは、優れた複雑なシステムセットであるESET
LiveGuard Advancedを開発しました。
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レイヤー3:実験的な検出エンジン
各サンプルをさらに分析するには、前回の検査結果を補完するために、動作に集中した深層分析が必要
です。このタイプの脅威インテリジェンスを収集するために、実験的な検出エンジンという別のESET
LiveGuard Advancedレイヤーが登場します。このレイヤーでは、さまざまなオペレーティングシステムを
使用して、フルスケールコンピューターに非常に似せた正確に構成されたシステムのセットに不審なア
イテムが挿入されます(「ステロイドのサンドボックス」の一種)。これらの高度に制御された環境は、
すべてのアクションを記録する多数のESETの検出アルゴリズムに適合された監視セルとして機能します。
隠された悪意のある動作を特定するために、実験的検出エンジンでは大量のメモリダンプも生成されま
す。これらはその後、未非公開の検出と実験的な検出を組み込む、ESETの強化された脅威データベース
に対して検査および照合されます。これにより、非常に正確な検出結果と非常に少ない数の誤検出が保
証されます。実験的検出エンジンによって収集されたインテリジェンス情報は、サンドボックスによっ
て検出されたイベントの包括的なリストにもまとめられます。これは、最終ESET LiveGuard Advanced検
出レイヤーの詳細動作分析で使用されます。
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レイヤー4:詳細動作分析
最後の詳細動作分析と呼ばれるESET LiveGuard Advancedレイヤーでは、ハードドライブで作成または削
除されたファイル、Windowsシステムレジストリで追加または削除されたエントリ、すべての外部通信の
試行、実行されているスクリプトを含むすべてのサンドボックス出力に徹底的な動作分析が適用されま
す。この段階では、ESET LiveGuard Advancedは、悪いレピュテーションのWebロケーションへの接続の試
み、既知の悪意のあるオブジェクトの使用、特定のマルウェアファミリーによって生成された固有の文
字列の使用といった悪意のあるアクションや不審なアクションに集中しています。詳細な動作分析も、
サンドボックス出力を論理ブロックに分解します。これは、以前に分析されたパターンとアクションの
チェーンの広範囲かつ定期的にレビューされるデータベースと照合され、悪意のある動作のごくわずか
な兆候さえ特定します。
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最終結果
ESET LiveGuard Advancedは検出レイヤーからすべての使用可能な判定を組み合わせ、サンプルのステー
タスを評価します。結果は、最初にユーザーのESETセキュリティ製品と会社のインフラストラクチャに
配信されます。
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要件とサポート対象の製品
オンプレミス製品のユーザーの要件
要件は、ESET LiveGuard Advancedの適切な機能に関する次の前提条件を満たす必要があります。
• 有効なESET Business AccountまたはESET MSP AdministratorアカウントがESET管理コンソールと同期
されている
• サポートされているESET管理コンソール
• バージョン7.x以降の互換性があるESETセキュリティ製品がインストールされている
• ESET LiveGuard Advancedの有効なライセンス
• ESET LiveGuard Advancedライセンスでセキュリティ製品がアクティベーションされている
• 互換性があるセキュリティ製品のポリシーでESET LiveGuard Advancedが有効になっている
• 開いているポートのネットワーク要件がESET LiveGrid®で同じである。
oESET LiveGuard Advancedオンラインサーバーへのアクセス

ESET Cloud Office Securityユーザーの要件
ESET Cloud Office SecurityでESET LiveGuard Advancedを使用するには、次の情報が必要です。
• ESET Business Accountに接続された有効なESET MSP AdministratorまたはESET Cloud Office Securityア
カウント
• ESET LiveGuard Advancedの有効なライセンス
ESET Cloud Office Securityは送信されたファイルに関する情報を ESET管理コンソールと共有しません。
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管理コンソールのアクセス権
Webコンソールでは、送信されたファイルと分析結果は、そのファイルを送信するデバイスへのアクセ
ス権があるユーザーにのみ表示されます。ESET Inspectから報告された実行可能ファイルは、Webコンソー
ルから手動で送信できます。検出を報告したコンピューターの使用権限と、ホームグループでESET
LiveGuardにファイルを送信機能の書き込み権限が必要です。
ローミングエンドポイント - デバイスがESET PROTECT/ESMCサーバーに到達できず、ESET Cloudサーバー
には到達できる場合は、そのデバイスによって送信されたファイルは、デバイスがもう一度サーバーに
接続された後にのみ表示されます。

パフォーマンス
ESET Bridgeを使用して、ESET LiveGuard Advancedの結果をキャッシュに格納できます。キャッシュにより、
ネットワークのインターネットトラフィックを減らします。
(1,000台以上のコンピューターが管理された)エンタープライズ環境ではESET Bridge専用サーバーを使用
することをお勧めします。大量のファイルをキャッシュに格納すると、サーバーのパフォーマンスが低
下します。高可用性環境では、各コンポーネントを個別のコンピューター(ESET Security Management
Center/ESET PROTECTサーバー、ESET Bridge、データベースサーバー)にインストールすることをお勧めしま
す。同じコンピューターでは、ESET Security Management Center/ESET PROTECT以外のリソース負荷が高い
アプリケーションを実行しないことをお勧めします。
別の方法として、送信されるファイル数を減らし、全体的なパフォーマンスを改善できます。ファイル、
フォルダー、またはプロセスを除外し、分析のために個人用ファイルを送信しないようにしたり、負荷
を低減したりすることができます。詳細については、除外を使用してパフォーマンスを改善するを参照
してください。

サポートされているライセンス
ESET LiveGuard Advancedは次の方法でアクティベーションできます。
• EBAの1年、2年、3年ライセンス、およびサブスクリプションライセンス
• ESET MSP Administratorからのサブスクリプションの形式のMSPライセンス

サポート対象の製品
ESET LiveGuard Advancedでの分析のためのファイルの送信は、特定の製品からのみサポートされていま
す。送信されたファイルのリストは、サポートされたバージョンの管理コンソールでのみ使用できます。
セキュリティ製品
製品

バージョン

ESET Endpoint Antivirus for Windows*
ESET Endpoint Security for Windows

バージョン7以降。

ESET Mail Security for Microsoft Exchange

バージョン7以降。

ESET File Security for Windows Server

バージョン7.x

ESET Server Security for Windows Server
(旧称ESET File Security for Windows Server)

バージョン8以降。

ESET Endpoint Antivirus for Linux

バージョン8.1以降。
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製品
ESET Server Security for Linux

バージョン
バージョン8.1以降。

ESET Cloud Office Security

(2021年12月から)

* ESET LiveGuard Advanced機能は、ESET Endpoint AntivirusとESET Endpoint Securityの両方で同じです。この
マニュアルでは、ESET Endpoint Securityのみを参照して、文章をわかりやすくしています。ESET Endpoint
Antivirusユーザーは、このガイドのESET Endpoint Securityに関する手順に従ってください。
管理コンソール
製品とバージョン

サポート

ESET PROTECT 8以降
ESET Security Management Center 7.0および7.1

コンソールのサポートは終了しました。

ESET Security Management Center 7.2
ESET Remote Administrator 6.x以降
ESET PROTECT Cloud

サポート対象外のオペレーティングシステム
ESET LiveGuard Advancedは、Windows XPおよびMicrosoft Windows Server 2003のクライアントコン
ピュータではサポートされません。これらのシステムは、サンプルファイルの安全な転送に必要
なTLS 1.2をサポートしません。

サポートされているプロキシ
ESET Bridgeは、Apache HTTPプロキシの代替機能としてESET PROTECT 10.0でリリースされ、管理コンソー
ルのオールインワンインストーラーに含まれています。ESETダウンロードサイトからスタンドアロンイ
ンストーラーとしてダウンロードすることもできます。Apache HTTP Proxyは引き続き機能しますが、ESET
Bridgeを使用することをお勧めします。

ESET LiveGuard Advancedでのプロキシの使用
ESET LiveGuard AdvancedはESET Bridgeを使用して、接続をESETサーバーに転送し、転送されたデータを
キャッシュに保存できます。キャッシュにより、ネットワークトラフィックが削減されます。クライア
ントコンピューターがESETサーバーのネットワークに表示されない場合にのみ、プロキシの使用が必要
です。ESET Bridgeを使用して、ESET PROTECTサーバーとESET Managementエージェントとの間で通信を転送
している場合は、それを使用して、ESET LiveGuard Advancedからの結果をキャッシュに保存できま
す。ESET Bridgeではプロキシチェーンもサポートされます。

クライアントコンピューターのプロキシ設定
クライアントコンピューターのESETセキュリティ製品で、プロキシ設定を設定する必要があります
(設定 > ツール > プロキシサーバー)。ポリシーを使用してリモートで行うことができます。

ESET PROTECT Cloudのユーザー
オフィスなど、1つのネットワークに10台以上のコンピューターが接続されている場合は、ESET Bridgeを
使用して、検出結果をキャッシュに保存してください。クライアントコンピューターが内部ネットワー
クまたはVPNを共有していない場合は、プロキシを使用しないでください。詳細については、ESET
PROTECT CloudドキュメントのESET Bridgeをお読みください。
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Apache HTTPプロキシユーザー
ESET PROTECT Cloud 4.0およびESET PROTECT 10.0 (2022年11月リリース)以降は、ESET BridgeがApache
HTTP Proxyに代わります。Apache HTTPプロキシは限定サポートに達しました。Apache HTTPプロキシ
を使用している場合は、ESET Bridgeへの移行をお勧めします。

ESET PROTECT仮想アプライアンスのユーザー
アプライアンスは、ESET BridgeでサポートされていないCentOS 7に基づいています。ESET PROTECT仮想ア
プライアンスのユーザーは次のソリューションのいずれかを選択できます。
• 別のコンピューターにインストールされたESET Bridgeを使用します(ESET Bridge要件の一覧を参
照)。
• アプライアンスに組み込まれたApache HTTPプロキシソリューションを使用します。

ESET Bridgeのインストール
複数の方法でESET Bridgeをインストールできます。最新のESET PROTECTオールインワンインストーラー
を使用することをお勧めします。

ESET LiveGuard Advancedで提供された結果をキャッシュに保存する
ESET Bridgeには、既定で、結果をキャッシュに保存するための正しい設定があります。結果のキャッシュ
への保存は、キャッシュでプロキシソリューションを使用するようにESET Bridgeを設定し、ESET
LiveGuard Advancedを有効化した後に開始します。

Apache HTTPプロキシ
推奨事項
Apache HTTPプロキシが機能していますが、限定サポートに達しました。代わりにESET Bridgeを使用する
ことをお勧めします。

プロキシ設定ファイル
LinuxおよびWindowsは、別の場所にApache設定ファイルを保存します。以下の表の標準の場所を参照し
てください。
OS

設定ファイル

Windows

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf

Linux (Debianベー
ス)

/etc/apache2/mods-available/proxy.conf

仮想アプライアン
ス(Linux)

/etc/httpd/conf.d/proxy.conf

プロキシチェーン
チェーンで動作させるには、その他のサポートされている転送プロキシを設定できます。ProxyRemote
* AddressOfNextProxyをプロキシ設定に追加します。次のプロキシに接続しているすべてのプロキシ
には設定が必要です。
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たとえば、10.1.1.2は次のプロキシのアドレスです。
ProxyRemote * http://10.1.1.2:3128
新しい設定を適用するには、プロキシサービスを再起動します。

サードパーティプロキシ(Apache以外)
他の転送プロキシソリューションは、ESETによってサポートされていません。特定の条件では、他のプ
ロキシが動作することはありますが、ESETは設定を提供せず、このようなシナリオのサポートも行いま
せん。

トラブルシューティング
プロキシから詳細なログを取得するには、プロキシ設定でパラメーターLogLevel debugを変更/追加し
ます。ログを使用して、問題を検索するか、さらなるサポートのため、ESETサポートに提出することが
できます。
エンタープライズレベル環境(数百台以上のコンピューター)でESET LiveGuard Advancedを使用する
ときには、HTTPプロキシを専用サーバーに展開することをお勧めします。負荷が高いサー
バー(ESMCサーバーまたはデータベースなど)にHTTPプロキシサービスを実行すると、ESET LiveGuard
Advanced接続の問題が発生する可能性があります。
選択したフォルダーとプロセスを除外して、送信されるファイル数を減らし、全体的なパフォー
マンスを改善できます。

Linuxプロキシ設定
この構成はApache HTTP Proxy専用です。ESET Bridgeを使用している場合は、ESET PROTECT Webコン
ソールから設定します。
プロキシ設定ファイルに次の行があるかどうかを確認します。ない場合は追加します。
1. キャッシュ、エージェント接続、およびHTTPS接続を有効にし、ログファイルを設定します。
CacheEnable disk http://
CacheDirLevels 4
CacheDirLength 2
CacheDefaultExpire 3600
CacheMaxFileSize 500000000
CacheMaxExpire 604800
CacheQuickHandler Off
CacheRoot /var/cache/httpd/proxy

AllowCONNECT 443 2222 53535
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ProxyRequests On
ProxyVia On

CacheLock on
CacheLockMaxAge 10
ProxyTimeOut 900
SetEnv proxy-initial-not-pooled 1

ErrorLog "|/usr/sbin/rotatelogs -n 10 /var/log/httpd/error_log 1M"

パラメータCacheRootおよびErrorLogは、必要に応じて、システムに合わせて調整できます。

2. 上記の一覧のコードの最後の行の後に、次のコードのセグメントを追加します。プロキシでESET
LiveGuard Advancedのキャッシュが有効になります。
<VirtualHost *:3128>
ProxyRequests On
</VirtualHost>

<VirtualHost *:3128>
ServerName r.edtd.eset.com

<If "%{REQUEST_METHOD} == 'CONNECT'">
Require all denied
</If>

ProxyRequests Off
CacheEnable disk /
SSLProxyEngine On

RequestHeader set Front-End-Https "On"
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ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 keepalive=On ttl=100 max=10
0 smax=10
ProxyPassReverse / http://r.edtd.eset.com/ keepalive=On
</VirtualHost>

3. 設定を保存し、プロキシサービスを再起動します。

必要なプロキシモードを有効にする
ESET LiveGuard AdvancedでLinux Apacheプロキシを使用しているときには、モジュールheaders
ssl aliasが有効になっていることを確認します。
たとえば、Debianベースの配布は次のモジュールを使用します。
1. モジュールの読み込み:
sudo a2enmod headers ssl alias
2. サービスの再起動:
service apache2 restart

Windowsプロキシ設定
この構成はApache HTTP Proxy専用です。ESET Bridgeを使用している場合は、ESET PROTECT Webコン
ソールから設定します。
ESET LiveGuard AdvancedファイルのキャッシュでApache HTTPプロキシを使用している場合は、httpd.conf
ファイルを修正する必要があります。通常は、confのApacheにあります。
以下の一覧の順序で、設定のセグメントを追加します。

1. ESET LiveGuard Advancedでは、プロキシで使用可能であり、有効なSSL、ヘッダー、エイリアスモ
ジュールが必要です。モジュールが存在することを確認し、プロキシ設定ファイルに次の行を追加し
て、必要なモジュールを読み込みます。
LoadModule alias_module ..\modules\mod_alias.dll
LoadModule ssl_module ..\modules\mod_ssl.dll
LoadModule headers_module ..\modules\mod_headers.dll

<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>
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LoadModule proxy_module ..\modules\mod_proxy.dll
LoadModule proxy_http_module

..\modules\mod_proxy_http.dll

LoadModule proxy_connect_module ..\modules\mod_proxy_connect.dll
LoadModule cache_module ..\modules\mod_cache.dll
LoadModule cache_disk_module ..\modules\mod_cache_disk.dll

2. キャッシュ、エージェント接続、およびHTTPS接続を有効にし、ログファイルを設定します。
CacheEnable disk http://
CacheDirLevels 4
CacheDirLength 2
CacheDefaultExpire 3600
CacheMaxFileSize 200000000
CacheMaxExpire 604800
CacheQuickHandler Off

AllowCONNECT 443 563 2222 8883

ProxyRequests On
ProxyVia On
SetEnv proxy-initial-not-pooled 1

ErrorLog "logs/error.log"
LogLevel warn

必要に応じて、ErrorLogとLogLevelをシステムに合わせて調整できます。

3. 上記の一覧のコードの最後の行の後に、次のコードのセグメントを追加します。プロキシでESET
LiveGuard Advancedデータのキャッシュが有効になります。
AcceptFilter https none
AcceptFilter http none
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EnableSendfile Off
EnableMMAP off

<VirtualHost *:3128>
ProxyRequests On
</VirtualHost>

<VirtualHost *:3128>
ServerName r.edtd.eset.com

<If "%{REQUEST_METHOD} == 'CONNECT'">
Require all denied
</If>

ProxyRequests Off
CacheEnable disk /
SSLProxyEngine On

RequestHeader set Front-End-Https "On"
ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 keepalive=On ttl=100 max=10
0 smax=10
ProxyPassReverse / http://r.edtd.eset.com/ keepalive=On
</VirtualHost>

4. 設定ファイルを保存し、プロキシサービスを再起動します。

サービスの購入
MSPユーザー
ESET MSPプログラムでESET LiveGuard Advancedライセンスを購入できます。
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ESET MSP管理者バージョン1はサポートされていません
ESET MSP Administratorを使用している場合は、バージョン2 (msp.eset.comで提供)を使用している
ことを確認してください。以前はESET MSP Administratorバージョン1はema.eset.comで提供されて
いませんでした。アドレスはESET MSP Administrator 2にリダイレクトされます。ESET LiveGuard
Advancedはバージョン1でサポートされていません。

ESET Business Accountユーザー
リセラーからライセンスを購入し、ESET Business Accountにインポートします。ESET PROTECTでインポー
トされたライセンスが同期され、使用できます。

ESET Cloud Office Securityユーザー
すべてのESET Cloud Office SecurityバンドルライセンスにはこのESET LiveGuard Advanced機能が含まれます。
ライセンスIDの横にはESET LiveGuardラベルが表示されます。ESET Cloud Office Securityスタンドアロンライ
センスがある場合、ESETは自動的にそれを移行します。

ESET PROTECT CloudでESET LiveGuard Advancedの無料版を試す
ESET PROTECT Cloudユーザーはクラウドコンソールから30日間の無料のESET LiveGuard Advanced試用ライ
センスを申し込むことができます。

お問い合わせ
ライセンスおよびサービスの購入に関する質問については、ESETパートナーを検索してください。電子
メール、チャット、電話でESETサポートに問い合わせることができます。詳細については、お問い合わ
せ情報ページを参照してください。

ESET LiveGuard Advancedのアクティベーション
ESET Cloud Office Securityユーザー
資格があるESET Cloud Office Securityライセンスを使用している場合、ESET LiveGuard Advancedはアクティ
ブです。個別にアクティベーションする必要はありません。ESET LiveGuard Advancedラベルは、ESET
Cloud Office Securityライセンス管理のライセンスIDの横です。

ESET PROTECTとESET PROTECT Cloudユーザー
環境応じてさまざまな方法でネットワークにESET LiveGuard Advancedを展開できます。次の手順に従い
ます。

I. ESET LiveGuard Advancedライセンスを取得する
• ESET Business Account ユーザーESET LiveGuard Advancedライセンスを取得します。電子メール経由
でライセンスキーを受信します。
• ESET MSP Administrator ユーザーESET LiveGuard AdvancedでESET MSP Administratorライセンスを顧客
に追加します。
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II. ライセンスをインポートする
• ESET Business Account ユーザーESET PROTECTをEBAアカウントと同期します。
• ESET MSP Administrator ユーザーESET PROTECTをESET MSP Administratorアカウントと同期しま
す。(ESET PROTECT Cloudユーザーのクラウドライセンスは自動的に同期されます)
EBAまたはESET MSP AdministratorからのライセンスのみがESET LiveGuard Advancedをアクティベー
ションできます。

III. ESETセキュリティ製品をインストールする
ケースを選択し、次の手順に従います。
互換性があるESETセキュリティ製品がデバイスにインストールされ、アクティベーションされている
1. ライセンスを選択して、ESET LiveGuard Advancedアクティベーションタスクを実行します。
2. ポリシーを作成して割り当て、ESET LiveGuard Advancedを有効化します。
ESET Management Agentだけがデバイスにインストールされている
リモートインストールとアクティベーションの手順に従います。
ESET PROTECT Cloudを使用し、ESET製品がデバイスインストールされていない
1.ローカル展開ガイドに従い、エージェントとセキュリティ製品をエンドポイントにインストー
ルします。
2.ライセンスを選択して、ESET LiveGuard Advancedアクティベーションタスクを実行します。
3.ポリシーを作成して割り当て、ESET LiveGuard Advancedを有効化します。
ESET PROTECTを使用し、ESET製品がデバイスインストールされていない
1.ローカル展開ガイドに従い、エージェントとセキュリティ製品をエンドポイントにインストー
ルします。
2.ライセンスを選択して、ESET LiveGuard Advancedアクティベーションタスクを実行します。
3.ポリシーを作成して割り当て、ESET LiveGuard Advancedを有効化します。

ESET Security Management Centerユーザー
ESET LiveGuard AdvancedでEBAを使用してESMCをアクティベーションする
サービスをアクティベーションする前に、ESET LiveGuard Advancedライセンスを購入する必要がありま
す。電子メール経由でライセンスキーを受信します。
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ESETセキュリティ製品をアクティベーションする:
1.ESET LiveGuard AdvancedライセンスをEBAにインポートします。
2.ESMCをEBAアカウントと同期します。
3.ライセンスを選択して、ESET LiveGuard Advancedアクティベーションタスクを実行します。

製品がアクティベーションされた後、ポリシーを作成および割り当てし、ESET LiveGuard Advancedを有
効にします。

ESET LiveGuard AdvancedでESET MSP Administratorを使用してESMCを取得してアクティベー
ションする
ライセンスを取得して、ESETセキュリティ製品をアクティベーションするには、次の手順に従います。
1.ESET LiveGuard AdvancedでESET MSP Administratorライセンスを顧客に追加します。
2.ESMCをESET MSP Administratorアカウントと同期します
3.ESMCライセンスを選択して、ESET LiveGuard Advancedアクティベーションタスクを実行します。

製品がアクティベーションされた後、ポリシーを作成および割り当てし、ESET LiveGuard Advancedを有
効にします。

EBAでライセンスをインポートする
前提条件
• ESET LiveGuard Advancedライセンス
• ESET Business Accountのユーザーアカウント

注意
次の方法でESET LiveGuard Advancedライセンスをインポートできます。
• ESET LiveGuard Advancedライセンスバンドル
• 複数のライセンスバンドル。例: ESET PROTECT Advanced

インポート
1. EBAアカウントにログインします。
2. ライセンス >ライセンスの追加 > 製品認証キーに移動します。
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3.ESET LiveGuard Advanced製品認証キーを入力し、ライセンスの追加をクリックして、ライセンス
をインポートします。
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4. 同意する場合はエンドユーザーライセンス契約(EULA)を承諾します。インポートが成功した場合
は、新しいライセンス項目がライセンスリストに表示されます。

ESET LiveGuard Advancedライセンスは、他の製品にバンドルされているか、さまざまなESET製品のESET
LiveGuard Advancedのシートにバンドルされていることがあります。
• ESET LiveGuard Advanced for ESET Endpoint Security
• ESET LiveGuard Advanced for ESET Server Security
• ESET LiveGuard Advanced for ESET Mail Security
ESET LiveGuard Advancedバンドル:
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マルチライセンスバンドル:

EBAをESMCと同期する
前提条件
• EBAアカウントにインポートされたESET LiveGuard Advancedライセンス
• ESMC 7.xが展開されている
• ESMCサーバーおよびEBAポータル間の接続が動作している

注意
既にEBAアカウントをESMC Webコンソールにインポートしている場合は、ライセンス管理セクショ
ンで同期をクリックすると、Webコンソールのライセンス情報が強制的に更新されます。もう一度、
EBA認証資格情報を追加する必要はありません。

同期
1.管理者または十分な権限がある別のユーザーでESMC Webコンソールにログインします。
2.詳細 > ライセンス管理 > アクション > ライセンスの追加に移動します。
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3.ESET Business AccountまたはESET MSP管理者ログインを選択し、EBAアカウント情報を入力しま
す。
4.ライセンスの追加をクリックし、アカウントからESMCにすべてのライセンスを追加します。
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ESET LiveGuard Advanced製品認証キーを直接Webコンソールにインポートする場合は、次のエラー
が表示されます。
"製品認証キーでライセンスを追加できませんでした。ライセンスはESET Security Management
Centerで管理できない製品に対して発行されます。別のライセンスを入力してください。"
必ずESET LiveGuard AdvancedまたはEBAを使用して、ESET MSP Administratorライセンスをインポート
します。

EBAをESET PROTECTと同期する
ESET Security Management Centerを使用していますか?

前提条件
• EBAアカウントにインポートされたESET LiveGuard Advancedライセンス
• ESET PROTECTが展開されている
• ESET PROTECTサーバーおよびEBAポータル間の接続が動作している
25

注意
既にEBAアカウントをESET PROTECT Webコンソールにインポートしている場合は、ライセンス管理
セクションで同期をクリックすると、Webコンソールのライセンス情報が強制的に更新されます。
もう一度、EBA認証資格情報を追加する必要はありません。

同期
1.管理者または十分な権限がある別のユーザーでESET PROTECT Webコンソールにログインします。

2.詳細 > ライセンス管理 > アクション > ライセンスの追加に移動します。

3.ESET Business AccountまたはESET MSP管理者ログインを選択し、EBAアカウント情報を入力しま
す。

4.ライセンスの追加をクリックし、アカウントからESET PROTECTにすべてのライセンスを追加しま
す。
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ESET LiveGuard Advanced製品認証キーを直接Webコンソールにインポートする場合は、次のエラー
が表示されます。
"製品認証キーでライセンスを追加できませんでした。ライセンスはESET Security Management
Centerで管理できない製品に対して発行されます。別のライセンスを入力してください。"
必ずESET LiveGuard AdvancedまたはEBAを使用して、ESET MSP Administratorライセンスをインポート
します。

ライセンスを追加 ESET MSP Administrator
注意
ESET MSP Administratorは、次のシートを含むESET LiveGuard Advancedライセンスを提供します。
• ESET LiveGuard Advanced Endpoint SecurityおよびServer Security用
• ESET LiveGuard Advanced for Mail Security
ESET PROTECT Cloudのシートを含むESET LiveGuard Advancedのバンドルライセンスもあります。
• ESET PROTECT Complete
• ESET PROTECT Mail Plus
• ESET PROTECT Advanced
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ESET LiveGuard Advanced製品が利用可能かどうかを確認する
1.ESET MSP Administratorアカウントにログインします。

2.会社 > 顧客を選択 > 詳細をクリックします。

3.使用可能な製品セクションで、ESET LiveGuard AdvancedまたはESET LiveGuard Advancedを含むバ
ンドルを検索します。

利用規約に同意する
ライセンスを追加する前に、ESET LiveGuard Advancedポータルで利用規約(ESET MSP Administrator)
に同意する必要があります。このオプションを使用できない場合、親会社、MSPマネージャー、ま
たはルート会社への書き込み権限が付与されたユーザーが利用規約に同意する必要があります。

資格があるバンドルのいずれも顧客の使用可能な製品に表示されない場合は、販売代理店(またはMSPマ
ネージャー)がアカウントに追加する必要があります。
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ESET LiveGuard Advanced製品を追加する
ESETLiveGuardAdvanced製品が顧客の詳細セクションに表示されない場合は、販売代理店またはMSPマネー
ジャーに確認し、製品をESET MSP Administratorアカウントに追加するように依頼してください。
以下の手順に従い、販売代理店アカウントから使用可能な製品に製品を追加します。
1.ESET MSP Administratorアカウントにログインします。

2.会社 > MSP顧客を選択 > 詳細をクリックします。

3.Edit(編集)をクリックします。

4.次へをクリックし、製品の選択画面でESET LiveGuard Advancedまたは別の資格があるライセンス
を選択します。

5.次へをクリックします。

6.概要で変更を確認し、保存をクリックします。
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ESET LiveGuard AdvancedライセンスをMSP顧客に追加する
顧客のESET LiveGuard Advancedライセンスが使用可能な場合は、そのライセンスを顧客に追加できます。
1.ESET MSP Administratorアカウントにログインします。

2.会社 > MSP顧客を選択 > ライセンスをクリックします。

3.ライセンスの追加(またはライセンスの要求)をクリックします。

4.ESET LiveGuard Advancedの横のチェックボックスをオンにして、単位の数を設定します。

5.Add(追加)をクリックします。
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ESET LiveGuard Advanced ライセンスの詳細
ESET LiveGuard Advancedライセンスはバンドルライセンスです。ESET MSP Administratorアカウントで詳細
を確認できます。
1.ESET MSP Administratorアカウントにログインします。

2.会社 > MSP顧客を選択 > ライセンスをクリックします。

3.ESET LiveGuard Advancedライセンスの横で
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アイコンをクリックし、ライセンスを拡張します。

ESET LiveGuard Advancedライセンスが追加されたら、ライセンスをESMCまたはESET PROTECTと同期しま
す。

単位とサブ単位
単位数は、ライセンス(バンドル)の注文、請求済みシート数です。各ライセンスバンドルでは、含まれ
る製品ごとにサブ単位に対する単位の比率が異なります。
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サブ単位配布の例
ESET PROTECT Completeライセンスバンドル

ESET MSP AdministratorをESMCと同期する
前提条件
• ESET LiveGuard AdvancedライセンスがESET MSP Administratorアカウントに追加されている
• ESMC 7.xが展開されている
• ESMCサーバーとESET MSP Administratorポータルが接続されている

注意
既にESET MSP AdministratorアカウントをESMC Webコンソールにインポートしている場合は、ライ
センス管理セクションで同期をクリックすると、Webコンソールのライセンス情報が強制的に更新
されます。もう一度、ESET MSP Administrator認証資格情報を追加する必要はありません。

同期
1.管理者または十分な権限がある別のユーザーでESMC Webコンソールにログインします。

2.詳細 > ライセンス管理 > アクション > ライセンスの追加に移動します。
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3.ESET Business AccountまたはESET MSP管理者ログインを選択し、ESET MSP Administratorアカウン
ト情報を入力します。

4.ライセンスの追加をクリックし、アカウントからESMCにすべてのライセンスを追加します。

34

ESET LiveGuard Advanced製品認証キーを直接Webコンソールにインポートする場合は、次のエラー
が表示されます。
"製品認証キーでライセンスを追加できませんでした。ライセンスはESET Security Management
Centerで管理できない製品に対して発行されます。別のライセンスを入力してください。"
必ずESET LiveGuard AdvancedまたはEBAを使用して、ESET MSP Administratorライセンスをインポート
します。

ESET MSP AdministratorをESET PROTECTと同期する
ESET Security Management Centerを使用していますか?

前提条件
• ESET LiveGuard AdvancedアカウントにESET MSP Administratorライセンスがある
• ESET PROTECTが展開されている
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• ESET PROTECTサーバーとESET MSP Administratorポータルが接続されている

注意
既にEBAアカウントをESET PROTECT Webコンソールにインポートしている場合は、ライセンス管理
セクションで同期をクリックすると、Webコンソールのライセンス情報が強制的に更新されます。
もう一度、ESET MSP Administrator認証資格情報を追加する必要はありません。

同期
1.管理者または十分な権限がある別のユーザーでESET PROTECT Webコンソールにログインします。

2.詳細 > ライセンス管理 > アクション > ライセンスの追加をクリックます。

3.ESET Business AccountまたはESET MSP管理者ログインを選択し、ESET MSP Administratorアカウン
ト情報を入力します。

4.ライセンスの追加をクリックし、アカウントからESET PROTECTにすべてのライセンスを追加しま
す。
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ESET LiveGuard Advanced製品認証キーを直接Webコンソールにインポートする場合は、次のエラー
が表示されます。
"製品認証キーでライセンスを追加できませんでした。ライセンスはESET Security Management
Centerで管理できない製品に対して発行されます。別のライセンスを入力してください。"
必ずESET LiveGuard AdvancedまたはEBAを使用して、ESET MSP Administratorライセンスをインポート
します。

コンピューターのグループのアクティベーション
ESET PROTECTまたはESET PROTECT Cloudで選択したコンピューターをアクティベーションするときには、
簡素化されたアクティベーションプロセスを使用します。

ESET Security Management Centerそして ESET PROTECTユーザーの前提
条件
• ESET LiveGuard AdvancedライセンスがESET PROTECT(またはESMC)にインポートされている
• サーバーコンポーネントのバージョン以降のESET Management Agentバージョンがクライアントコ
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ンピューターにインストールされている
• ESET LiveGuard AdvancedのサポートでESETセキュリティ製品がアクティベーションされている

ESET PROTECT Cloudユーザーの前提条件
• ESET LiveGuard AdvancedライセンスがEBAにインポートされている
• ESET Management Agentがすべてのクライアントコンピューターで最新バージョンである。
• クライアントコンピューターで、ESETセキュリティ製品(ESET LiveGuard Advanced)をサポート)が
インストールされ、アクティベーションされます。

アクティベーションタスク
1.Webコンソールにログインします。

2.タスク > 新規 > クライアントタスクをクリックします。

ESMCを使用している
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ESET PROTECT Cloudを使用している
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3.アクティベーションタスクの名前を入力し、製品アクティベーションをタスクの種類として選
択します。

4.続行をクリックします。

5.ライセンスをクリックしてライセンスリストを取得し、ESET LiveGuard Advancedライセンスを選
択します。

6.ESET LiveGuard Advancedライセンスはバンドルに含まれています。バンドルを展開し、使用する
製品ライセンスを選択します。

7.OKをクリックします。
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8.サマリーをクリックすると、タスク設定の概要が表示されます。

9.タスクが正しい場合は、完了をクリックします。

10. タスクを作成した後には、スケジュールを設定する必要があります。ポップアップウィンド
ウでトリガーの作成をクリックします。

11. トリガー説明を入力し、続行をクリックします。

12.コンポーネントの追加またはグループの追加をクリックし、アクティベーションするコンピュー
ターを追加します。選択するクライアントに、手順6で選択したライセンスと互換性がある製品が
あることを確認します。OKをクリックしてから、続行をクリックします。

13. トリガータイプを選択できます。既定のオプションの使用をお勧めします。実行可能になり次
第実行する。トリガーの後すぐにタスクを実行します。別の設定を選択した場合、詳細設定 - 調
整が使用可能になります。

14. 完了をクリックして、アクティベーションタスクをスケジュールします。
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アクティベーションを完了した後、ライセンスはコンピューター詳細に表示されます。 Webコンソール
で、[コンピューター]に移動し、コンピューターを選択して、 [詳細を表示] > [詳細] > [製品とラ
イセンス]をクリックします。

選択したコンピューターのアクティベーション
ESET PROTECTそして ESET PROTECT Cloudユーザーの前提条件
• ESET LiveGuard AdvancedライセンスまたはライセンスバンドルがESET PROTECTにインポートされて
いる
• サーバーコンポーネントのバージョン以降のESET Management Agentバージョンがクライアントコ
ンピューターにインストールされている
• ESET LiveGuard AdvancedのサポートでESETセキュリティ製品がアクティベーションされている

ESET PROTECT Cloudユーザーの前提条件
• ESET LiveGuard AdvancedライセンスまたはライセンスバンドルがEBAにインポートされている。
• ESET Management Agentがすべてのクライアントコンピューターで最新バージョンである。
• クライアントコンピューターで、ESETセキュリティ製品(ESET LiveGuard Advanced)をサポート)が
インストールされ、アクティベーションされます。

• 製品認証キーを使用してリモート管理コンソールにインポートされたESET LiveGuard Advancedラ
イセンスは絶対に使用しないでください。このようなライセンスをお持ちの場合は、ライセンス
を削除し、EBAまたはESET MSP Administratorを使用して、再インポートします。
• 必ず、ESET LiveGuard Advancedライセンスを使用する前に、ターゲットコンピューターにアクティ
ベーションされたサポート対象の製品があることを確認してください。

ESET LiveGuard AdvancedとESET PROTECTでESET PROTECT Cloudをアク
ティベーションして有効にする
ESET PROTECTとESET PROTECT Cloudのアクティべーションは簡単です。管理コンソールの前のバージョン
であるESMCのアクティベーションについては、この説明を参照してください。
1.Webコンソールにログインします。
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2.コンピューターメニューアイコンをクリックします。

3.アクティベーションするコンピューターの横のチェックボックスをオンにし、アクション > ESET
LiveGuardを有効にするをクリックします。

4.ポリシー名を変更する必要がある場合は、ダイアログウィンドウで選択済みの設定ポリシーを
クリックし、選択したコンピューターでESET LiveGuard Advancedを有効にします。

5.ライセンスの下であらかじめ選択されているライセンスが正しいかどうか(複数のユーザーを管
理する場合に別のライセンスバンドルを使用するなど)を確認し、必要に応じて変更するライセン
スをクリックします。

6.を有効にするESET LiveGuardをクリックしてタスクを実行します。
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管理コンソールは、選択したコンピューターにアクティベーションタスクとポリシーを送信しま
す。ESET LiveGuard Advancedは、ESET Management Agentの次回の接続後に有効になります。通常は数分以
内です。

リモートインストールとアクティベーション
ESET PROTECTまたはESET PROTECT Cloudインストールタスクは、1つのアクションでESETセキュリティ製
品をインストールし、アクティベーションESET LiveGuard Advancedして有効にできます。
1.ESET PROTECT (ESET PROTECT Cloud) Webコンソールにログインします。

2.タスク > 新規 > クライアントタスクをクリックします。

3.タスクの名前を入力し、タスクドロップダウンメニューでソフトウェアインストールを選択し
ます。

4.続行をクリックします。

5.<Choose package>をクリックし、該当するESET製品を選択します。

6.製品をアクティベーションするESETライセンスを選択します。

7.ESET LiveGuardのアクティベーションの横のチェックボックスをオンにします。

8.該当するESET LiveGuard Advancedライセンスを選択します。
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9.セキュリティ製品のエンドユーザーライセンス契約とプライバシーポリシーに同意する場合は、
同意するの横のチェックボックスをオンにします。

10. [完了]をクリックします。

11. トリガーの作成をクリックします。

12. トリガーの名前を入力し、続行をクリックします。

13. ターゲットの追加をクリックし、該当するコンピューターまたはグループを選択します。OKを
クリックします。

14. 完了をクリックすると、インストールタスクをただちに実行します。
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ESET LiveGuard Advancedサービスを有効化および構
成する方法
アクティベーションの前提条件
• サポートされている管理コンソールに関連付けられたESET Business AccountまたはESET MSP
Administratorアカウント
• インストールまたは展開されたサポートされている管理コンソール
• インストールされた互換性があるESETセキュリティ製品
• 有効なESET LiveGuard Advancedライセンス
• ESET LiveGuard Advancedライセンスでセキュリティ製品がアクティベーションされている
• 互換性があるセキュリティ製品のポリシーでESET LiveGuard Advancedが有効になっている

セキュリティ製品でESET LiveGuard Advancedを有効にする方法
• ESET Endpoint Security
• ポリシーの仕組みと新しいポリシーを作成する方法

ESET Cloud Office SecurityでESET LiveGuard Advancedを有効にする
ESET Cloud Office Securityオンラインヘルプを参照するか、段階的なガイドを参照してください。

ESETセキュリティ製品の構成
ESET Cloud Office Securityユーザー
ESET Cloud Office SecurityでESET LiveGuard Advancedを使用するには、新しいポリシーを作成するか、既存
のポリシーを設定します。このポリシーに割り当てられたユーザーまたはグループは保護が強化されま
す。詳細については、ESET LiveGuard Advancedの保護設定を参照してください。
ESET Cloud Office Securityポリシーを設定する
1.ESET Cloud Office Securityにログインします。

2.ポリシーをクリックし、ポリシーを選択して、編集をクリックします。

3.設定をクリックします。

4.ESET LiveGuardセクションを参照してください。
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ESET管理コンソールユーザー
クライアントコンピューターでESET LiveGuard Advancedサービスを有効にするには、ユーザーが要件を
満たし、ポリシーを作成して、サービスを設定する必要があります。
ESET PROTECT/ESMC/ESET PROTECT Cloud Webコンソールで、新しいポリシーを作成するか、既存のポリ
シーを編集して、ESET LiveGuard Advancedを使用するコンピューターに割り当てます。

注意
ライセンスによってサービスがアクティベーションされていないコンピューターでESET LiveGuard
Advancedを有効にする場合、設定が適用されません。ポリシーの他の設定が適用されます。

ESET LiveGuard Advanced 設定
1.ESET管理コンソールのWebコンソールにログインし、ポリシーを作成または編集します。

2.設定セクションで、製品を選択し、次の項目に移動します。
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ポリシー

設定

ESET Endpoint for Windows

検出エンジン> クラウドベース保護

ESET Mail Security for Microsoft Exchange (V6+) コンピューター > クラウドベース保護
ESET Server Security for Microsoft Server (V6+) 検出エンジン> クラウドベース保護
ESET Endpoint for Linux (V7+)

検出エンジン> クラウドベース保護

ESET Server/File Security for Linux (V7+)

検出エンジン> クラウドベース保護

3.ESET LiveGuard Advancedを有効にするには、クラウドベース保護セクションで3つのすべての設
定をオンにする必要があります。

セクション:クラウドベース保護

説明

ESET LiveGrid®レピュテーションシステムを有効にする(推 ESET LiveGrid®からの評価情報の使用。
奨)
ESET LiveGrid®フィードバックシステムを有効にする

ESET Cloudへのファイルの送信

ESET LiveGuard Advancedを有効にする

ESET LiveGuard Advancedでの分析のためのファ
イルの送信。

4.不審なファイルが検出または特定されたときにESET Cloudに送信されるファイルを絞り込めます。

セクション:サンプルの送信

説明と推奨

サンプルの手動送信

手動でサンプルをESETに送信するオプションを有効にしま
す(Windows製品のみ)

検出されたサンプルの自動送信

検出エンジンで検出された場合に、分析のために自動的にESETに送
信されるサンプルの種類を選択します。

実行ファイル、アーカイブ、ス
クリプト、その他

ローカル検出エンジンで検出されない場合は、分析のために自動的
にESET Cloudに送信されるファイルのタイプを選択します。すべての
ファイルタイプの送信を許可することをお勧めします。

考えられる迷惑メール

考えられる迷惑メールの送信。(ESET Endpoint for Windowsのみ)

ESETのサーバーから実行ファイ
ル、アーカイブ、スクリプト、
他のサンプル、および可能性が
ある迷惑メールを削除

分析が完了した後のアクション。

文書

文書の送信。

ESETのサーバーから文書を削除

分析が完了した後のアクション。

除外

送信から除外するファイルの拡張子のリスト。拡張子は*.ext?の形
式で追加されます。
* はファイル名を表します
extはファイルタイプ拡張子を表します。
? は任意の1文字を表します。これは任意です。
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セクション:サンプルの送信

説明と推奨

サンプルの最大サイズ(MB)

送信されたファイルの最大サイズ。

5.検出しきい値とファイルがしきい値を超えた結果になった後に実行されるアクションを設定し
ます。

セクション:ESET LiveGuard
Advanced

説明と推奨

検出しきい値

検出後のアクションをトリガーする分析の結果のステータス。

検出後のアクション

分析されたファイルが検出しきい値以上の結果になった場合に、ESETセ
キュリティ製品が実行するアクション。

分析の最大待機時間(分)

メールが配信されるか、ダウンロードファイルが利用可能になるまで、
分析結果を待機する最長時間。

プロアクティブ保護

プロアクティブ保護設定。分析がまだ完了していないファイルの実行
を許可することができます。

6.ポリシーで割り当てられるコンピューターまたはグループを選択することで、ポリシーを完了
します。サーバーとエージェント間の次回のレプリケーションが完了した後に新しい設定が適用
されます(通常は数分)。

ポリシー管理
ポリシーでは、管理コンソールからクライアントコンピューターへ、一部またはすべてのクライアント
設定をリモートで施行します。各ポリシーは1つのESETビジネス製品に固有であり、グループまたは個
別のクライアントコンピュータに適用できます。複数のポリシーが1台のコンピュータに適用されると
きには、ポリシーが統合され、適用されます。
ESET Management Agentをインストールし、ポリシーをクライアントで有効にするために管理コンソール
に接続するように設定する必要があります。

新しいポリシーの作成
1.Webコンソールにログインします。

2.[管理] > [ポリシー] > [新規ポリシー]をクリックします。
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ESET Security Management Centerを使用している
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ESET PROTECT Cloudを使用している
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3.ポリシーの名前と説明を入力し、続行をクリックします。

4.ポリシーに該当するESETセキュリティ製品を選択し、続行をクリックします。

5.ポリシーを割り当てる該当するコンピューターまたはコンピューターグループを選択し、続行
をクリックします。

6.サマリーセクションには、ポリシー設定の概要が表示されます。完了をクリックして、ポリシー
を適用します。

ESET LiveGuard Advancedポリシーを設定する方法

ポリシーの動作方法
ポリシーウィザードで、ポリシーを作成するESET製品を選択します。
各設定(行)には次の項目があります。
• ステータス
• タイトル
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• バージョン制限(任意)
• 設定値
• ツールチップ(一部の設定にはツールチップがありません)

設定がこのポリシーで定義され、他のポリシーで施行される場合は、設定のステータスが表示されます。
設定ステータスインジケーターの例は以下のとおりです。

- 設定が非アクティブです

- 設定が有効です

- 設定が施行されています
その他のポリシーが1台のコンピュータで適用されているか、他の設定が継承されている場合、ポリシー
が統合されます(順序に基づく)。ESET PROTECTドキュメントのポリシーの詳細をお読みください。

ESET LiveGuard Advancedの使用
ESET LiveGuard AdvancedのESET Mail Securityワークフロー
ESET Mail Securityで受信および検出された各電子メールは、検査され、配信されます。電子メールが不
審であると評価されると、一定期間保留にされ、検出レイヤーを使用して、クラウド分析に送信されま
す。
ESET LiveGuard Advancedはファイルを分析し、結果をESETセキュリティ製品に配信します。製品は、各
コンピューターの分析結果とポリシー設定に基づいて、ローカル駆除を実行します。
以下のESET Mail Securityの詳細ワークフローを参照してください。
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ESET LiveGuard Advanced / ESET Endpoint SecurityのESET Server Security
ワークフロー
ESET Endpoint Security/ESET Server Securityで検出された、選択した形式の新規または受信ファイルが検査
され、開きます。ファイルが不審であると評価されると、分析に送信されます。これはプロアクティブ
保護の一部です。ファイルがブロックされている間の待機時間を設定できます。この時間の間、ユーザー
は分析結果を待機する必要があります。ESET Cloudは、クラウドデータベースに分析の結果を保存します。
ESETセキュリティ製品は、各コンピューターの分析結果とポリシー設定に基づいて、ローカル駆除を実
行します(プロセスは即時終了されるか、次回の実行時に終了されます)。
以下のESET Endpoint Security/ESET Server Securityの詳細ワークフローを参照してください。
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ESET LiveGuard AdvancedのESET Cloud Office Securityワークフロー
ESET Cloud Office Security 製品で検出された各ファイルは検査され、開かれます。スキャナーがファイル
を不審だと見なした場合は、分析のためにファイルを送信します。ESET Cloudは、クラウドデータベース
に分析の結果を保存します。ESET Cloud Office Securityは、分析結果とセキュリティポリシー設定に基づい
て、駆除アクションを実行します。ESET Cloud Office Securityポリシーの詳細については、ESET LiveGuard
Advancedの保護設定を参照してください。

ESET Mail Security
ESET LiveGuard Advancedが有効なESET Mail Securityによって検出された各電子メールは、以下の送信プロ
セスに従います。ポリシー設定は次の内容を定義します。
• 保留時間(メールボックスの保護目的のみ)
• 特定のセキュリティレベル
• 検出後のアクション(ホストサーバーの保護目的のみ)

ESET Mail Securityはホストサーバーとメールボックスを保護しています
ESET Mail SecurityとESET LiveGuard Advancedはメールボックスを保護します。以下の説明を参照し
てください。ホストコンピュータの保護は、ESET Server Securityの説明と同じです。
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電子メール分析は4段階のプロセスです:

1.電子メール検査
メールがインターネットまたは他の信頼できないソースからダウンロードされます。ESETセキュリティ
製品はメールを処理して検査します。

2.電子メール分析および配信
メールセキュリティ製品がメールメッセージを分析に設定する場合、その電子メールは設定された期間
の間、保留にされます。電子メールが保留のときには、ESET LiveGuard Advancedが添付ファイルを分析し
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ています。分析の結果が未感染の場合は、電子メールはただちに配信されます。悪意がある場合は、標
準の駆除アクションが実行されます。分析の結果が定義済みの待ち時間内に受信されない場合、セキュ
リティ製品は電子メールを受信者にリリースします。しばらくたってから結果が利用可能になると、2
分以内にすべてのコンピュータがこの添付ファイルをただちにブロックします。
• 「保留」の電子メールは、ESET Mail Securityに一覧表示されます。ESET Mail Security > ツール >
ESET LiveGuard Advancedに移動し、保留中の電子メールの一覧を表示します。

• 分析の最大待ち時間は、ESET Mail Securityポリシーで設定されます(検出エンジン > クラウドベー
ス保護 > ESET LiveGuard > 分析結果の最大待ち時間の下)。
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3.分析結果が共有される
ESET LiveGuard Advancedは4つの個別の検出レイヤーを使用します。分析結果はESETクラウドのデータベー
スに保存されます。データベースは毎分ESET PROTECTと同期されます。また、ESET LiveGuard Advancedお
よびESETセキュリティ製品がアクティベーションされたすべてのコンピュータは、2分間隔でESETクラウ
ドと同期されます。
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4.評価と駆除
分析結果もESETセキュリティ製品に送信され、電子メールが再検査されます。電子メールが未感染の場
合、配信されます(保留期間が既に経過していない場合)。
駆除アクションと検出の設定は、ESET Mail Securityポリシーのカテゴリサーバーの下で行われます。

ESET Endpoint SecurityとESET Server Security
ESET LiveGuard AdvancedまたはESET Endpoint Security経由でESET Server Securityによって検出された各ファ
イルは、以下の送信プロセスに従います。ポリシー設定を使用して、グループまたはコンピューターの
セキュリティレベルと駆除アクションを定義します。
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ファイル分析は4段階のプロセスです。

1.ファイルの検査
ファイルは、インターネットからダウンロードされるか、コンピューターにコピーされるか、作成され
ます。ESETセキュリティ製品はファイルを処理して検査します。

2.ファイル分析
ESET製品がファイルを分析する必要だと判断した場合は、分析のためにファイルを送信します。4つの
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個別の検出レイヤーがファイルを処理し、結果を提供します。結果はESET PROTECTに報告されます。分
析が必要な場合は、プロセスが終了します。

3.分析結果が共有される
分析の結果がESET Cloudのデータベースに保存されます。データベースは2分間隔でESET PROTECTと同期
されます。ESET LiveGuard Advancedがアクティブなすべてのコンピューターには、ESET Cloudからの最新の
情報があります。
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4.ローカルポリシーの評価
分析結果もESETセキュリティ製品に送信されます。ESETセキュリティ製品は、セキュリティポリシーで定
義される駆除設定に基づき、アクションを実行しないか、ファイルを駆除するか、ファイルを削除する
かどうかを選択します。
• 検出しきい値は、ESET Endpoint Security / ESET Server Securityポリシーで設定されます(検出エンジ
ン > クラウドベース保護 > ESET LiveGuard Advanced > 検出しきい値の下)。
• 脅威が検出された後に実行されたアクションは、ESET Endpoint Security / ESET Server Securityポリ
シーで設定されます(検出エンジン > クラウドベース保護 > ESET LiveGuard Advanced > 検出後のアク
ションの下)。
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通知の例
ESET LiveGuard Advancedによってファイルが感染していると評価された場合は、ESET Endpoint
Securityが駆除アクションを実行します。ファイルを削除した後、ユーザーに次の通知が表示され
ます。

ESET Cloud Office Security
ESET Cloud Office SecurityはESET LiveGuard Advancedを利用して新しい脅威を分析します。ESET管理コンソー
ル(ESET PROTECT)は不要です。すべての送信されたファイルと結果のリストといった情報は、ESET Cloud
Office Securityにのみ表示されます。
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• ESET Cloud Office Securityは、コンソールが同じライセンスアカウントに接続されている場合で
も、ESET管理コンソールに報告しません。
• ESET Cloud Office Securityは、検出に関する情報を同じライセンスアカウントに接続されたエンド
ポイントと共有します。
• ESET Cloud Office Securityは、Microsoft SharePoint、Teams、およびOffice 365の他の部分で共有された
不審な電子メール添付ファイルとサンプルを送信できます。

ESET Cloud Office Securityからのファイルの分析は、次の4段階のプロセスで行われます。

1.ファイルの検査
新しいファイルがクラウドストレージで検出されました。ESETスキャナーはファイルを処理して検査し
ます。

2.ファイル分析
ESETスキャナーがファイルを分析する必要だと判断した場合は、分析のためにファイルを送信しま
す。4つの個別の検出レイヤーがファイルを処理し、結果を提供します。結果はESET Cloud Office Security
に報告されます。分析が必要な場合は、プロセスが終了します。

3.分析結果が共有される
分析の結果がESET Cloudのデータベースに保存されます。結果はただちに、同じライセンスアカウント
を使用してアクティベーションされ、ESET LiveGuard Advancedがアクティブな状態であるすべてのコン
ピューターに通信されます。

4. ESET Cloud Office Securityポリシーがアクションを決定します。
分析結果がESET Cloud Office Securityに送信されます。ポリシーで定義された駆除設定に基づき、アクショ
ン、駆除、ファイルの削除は実行されません。詳細については、ESET LiveGuard Advancedの保護設定を
参照してください。
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プロアクティブ保護
プロアクティブ保護では、次のソースからのファイルが検出されます:
• サポートされているWebブラウザーを使用してダウンロードされたファイル
• メールクライアントからダウンロードされたファイル
• サポートされているアーカイブユーティリティのいずれかを使用して、暗号化されていないアー
カイブまたは暗号化されたアーカイブから展開されたファイル
• リムーバブルデバイスで実行されたファイルと開かれたファイル
不審なファイルの場合、検出レイヤーが分析を完了するまで、プロアクティブ保護によって実行がブロッ
クされます。

サポートされているアプリケーションとデバイス
この機能は、次のプラットフォームで実行されている製品とデバイスで使用できます。
• Windows - すべてのサポートされているESET Endpoint製品およびESET Server Security 7.2以
降、ESET Mail Security、7.2以降。
• Linux - すべてのサポートされている製品。

Windowsでサポートされているアプリケーション
Webブラウザー メールクライアント

アーカイブユーティリティ

リムーバブルデバイス

Internet Explorer Microsoft Outlook

WinRAR

USBフラッシュドライブ

MS Edge

Mozilla Thunderbird

WinZIP

USBハードドライブ

Chrome

Microsoft Mail

Microsoft Explorerのビルトイン解凍ツー CD/DVD
ル

Firefox

7zip

Opera

フロッピーディスク
内蔵カードリーダー

Brave Browser

注意
ESET LiveGuard Advancedではexplorer.exeがアーカイブユーティリティと認識されるた
め、Microsoft Explorerを使用して除外された場所から保護された場所にコピーされたファイルはプ
ロアクティブ保護によってブロックされます。

Linuxでサポートされているアプリケーション
Webブラウザー メールクライアント

アーカイブユーティリティ

リムーバブルデバイス

Chrome

Mozilla Thunderbird

Firefox

Evolution

USBハードドライブ

Opera

Mailspring

CD/DVD

Brave Browser

KMail

フロッピーディスク

Vivaldi

Geary

内蔵カードリーダー

65

Linuxではサポートされていません USBフラッシュドライブ

Webブラウザー メールクライアント

アーカイブユーティリティ

リムーバブルデバイス

Mutt
claws mail
Alpine

ESET Cloud Office Securityユーザー
ESET Cloud Office Securityでプロアクティブ保護を使用できません。

ESET Endpoint Antivirusの設定
ポリシーを使用して、プロアクティブ保護を設定します。
Webコンソールで、ポリシーに移動 > 新しいポリシーを作成するか既存のポリシーを編集 > ターゲッ
トESET製品 > 検出エンジン > クラウドベース保護 > ESET LiveGuard Advanced > プロアクティブ保護を選
択します。
• ただちに実行を許可する - ファイルが分析中の場合でも、ファイルを実行できます。分析の結
果が配信されると、ESET製品はそれに応じて対応します。
• 分析結果を受信するまで実行をブロックする - ファイルを実行するには、ファイルの分析が完
了するまで待機する必要があります。

プロアクティブ保護の使用
不審なファイルが検出されると、初めてファイルを実行するときに、オペレーティングシステムで警告
が表示されます。ESET製品で、分析中のファイルに関する情報が表示されます。初めてファイルを実行
する前に、分析が完了した場合、ファイルは分析中です通知は表示されます

Windowsユーザー
構成設定に応じて、Windowsは、分析中にファイルの実行を許可または拒否します。
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Linuxユーザー
LinuxのESET Server Security製品には、進行中の分析に関する警告が表示されません。プロアクティブ保護
でロックされたファイルを実行しようとする場合:
• Linuxシステムにアクセス拒否情報が表示されます。
• LinuxターミナルはOperation not permittedメッセージを返します。
LinuxでESET Endpoint Securityグラフィカルインターフェースを使用するときに、グラフィカル警告が表
示されます。

分析の結果
結果が時間内に配信される
設定では、分析の最大待機時間を設定できます。この時間内に配信された結果は、画面に表示されます。
• ファイルは安全です。
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• ファイルは悪意のあるファイルで、ブロックされています。

結果が時間内に配信されなかった
分析時間が最大待機時間を過ぎる場合は、ファイルが解放され、ファイルが分析中であるというメッセー
ジが表示されます。

ファイルが悪意のあるファイルであることが判明した場合、ESET製品は警告を表示し、それに応じて対
応します。

送信されたファイルの一覧を表示する
送信されたファイルセクションでは、ESET LiveGuard Advanced、ESET LiveGrid®、電子メール検査経由で分析
のためにESETに送信されたファイルのリストを確認できます。Webコンソール管理者は、送信されたファ
イルの一覧を表示できます。この機能は、ESET LiveGuard Advancedがアクティベートされていない場合
でも動作します。ESET LiveGrid®送信のみが既定で表示されます。

注意
ユーザーの送信されたファイルメニューには、読み取り権限以上が割り当てられているコンピュー
ターから送信されたファイルのみが表示されます。
• 初回送信日 - ユーザーが最初にこのファイルを送信した日時を示します。
• 前回処理日 - ファイルは、分析のために何回も、複数のコンピューターおよび会社から送信で
きます。会社がファイルを最後に送信した日時を示します。
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ESET PROTECTを使用している

ESET Security Management Centerを使用している
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ESET PROTECT Cloudを使用している
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ESET Cloud Office Securityを使用している

分析されたファイルの詳細
Webコンソールの送信されたファイルには、分析されたファイルの詳細が表示されます。

管理コンソールユーザー(ESET PROTECT)
ファイルを選択し、詳細を表示をクリックします。

ESET Cloud Office Securityユーザー
送信されたファイル画面で、ファイル行の青色のアイコンをクリックして、サイドバーにファイル詳細
を表示します。
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Linuxユーザー
ESET Server Security for Linux
ユーザーは、特権ユーザーとして、ターミナルウィンドウから次のコマンドを使用して、送信されたファ
イルを一覧表示できます。
/opt/eset/efs/bin/lslog -n

または
/opt/eset/efs/bin/lslog --sent-files
詳細についてはESET Server Securityドキュメントをお読ください。

Webインターフェースを使用する場合:
1.Webインターフェースにログインします。

2.送信済みファイルをクリックします。

ESET Endpoint Antivirus for Linux
ユーザーは、特権ユーザーとして、ターミナルウィンドウから次のコマンドを使用して、送信されたファ
イルを一覧表示できます。
/opt/eset/eea/sbin/lslog -n
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または
/opt/eset/eea/sbin/lslog --sent-files

レポートを作成
リモート管理コンソールでは、ESET LiveGuard Advancedデータのレポートを作成できます。事前定義され
たレポートのいずれかを使用することも、カスタムレポートを作成することもできます。
次の手順は、ESET Security Management Center、ESET PROTECT、ESET PROTECT Cloudで有効です。

組み込みレポート
1.Webコンソールにログインします。

2.レポート > ESET LiveGuardをクリックします。

3.アプリケーションレポートを選択し、歯車アイコン > 今すぐ生成をクリックします。

カスタム レポートを作成する
カスタムレポートを作成して、スコア、送信先、送信されたファイルの種類を表示する:
1.Webコンソールにログインします。

2.レポート > 新しいレポートテンプレートをクリックします。
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3.テンプレートの名前を入力し、ESET LiveGuardをカテゴリとして選択します。
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4.続行をクリックします。

5.テーブルを表示、続行を選択します。
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6.列の追加をクリックし、ESET LiveGuard > スコア > スコアを選択します。確認するには、OKをク
リックします。
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7.列の追加をクリックし、ESET LiveGuard > ファイルカテゴリを選択します。確認するには、OKを
クリックします。

8.列の追加をクリックし、ESET LiveGuard > 送信先を選択します。確認するには、OKをクリックし
ます。

9.完了をクリックして、テンプレートを保存します。

10. レポートを実行するには、レポートをクリックして、新しいレポートテンプレート歯車アイ
コン > 今すぐ生成をクリックします。
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分析の結果
ファイルが分析された後、ESET CloudはESET管理コンソール(またはESET Cloud Office Security)にファイル
を送信します。そこでは、分析されたファイルの状態が不明から以下の状態のいずれかに変更されます。
ファイルと分析の概要結果に関する情報は、ファイル詳細ウィンドウで確認できます。
ESET Cloud Office Securityユーザーは、送信されたファイルのリストと結果をログで確認できます。

ファイルパラメーター
コンピューター
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説明
ファイルを送信したコンピューターの名前。

ファイルパラメーター

説明

ユーザー

ファイルを送信したソースコンピューターのユーザー。一部の場合で
は、システムユーザーにすることができます。

理由

送信の理由(自動、手動)。

送信先

ファイルを受信したESET Cloudの一部。

ハッシュ

送信されたファイルのSHA1ハッシュ。

ファイル名

送信ファイルシステムのファイル名と完全パス。

サイズ

ファイルのサイズ。

カテゴリ

ファイルのカテゴリ(ファイルタイプ)。カテゴリは送信設定で使用さ
れます。

各サンプルには2つの主要なパラメーターがあります。状態とステータス。
状態は、分析ワークフローのファイルの現在の状態を示します。
状態

説明

LiveGrid(R)に送信

ファイルはESET Cloudに送信されましたが、結果がありません。

送信先ESET LiveGuard

ファイルはESET LiveGuard Advanced分析のためにESET Cloudに送信され
ました。

分析中

分析を実行中です。

完了

ファイルが正常に分析されました。

再分析中

以前の結果がありますが、ファイルは再分析されています。

ステータスは、動作分析の結果または結果の有無を表します。
アイコン

ステータス

スコア

不明

説明
ファイルは分析されませんでした。

未感染

1 - 74

検出エンジンはサンプルを悪意があるものとして特定していません。

不審
不審な可能性
が高い

75 - 89
90 - 99

検出エンジンは不審であるとファイル動作を評価しましたが、明確に悪意があ
るわけではありません。

悪意

100

ファイル動作は悪意があると見なされます。

不審なサンプルがある場合の推奨事項
ファイルが不審であるか、非常に不審であると判断される場合は、次の点を検討してください。
• ライセンスで許可されている場合は、動作レポートでファイルのアクティビティの詳細を確認し
ます。
• ファイルのソース(ファイルの送信元)について、信頼できる送信元であるかどうかを調べます。
• ファイルを外部のウイルス分析ツール(VirusTotalなど)にアップロードします。
• 組織が攻撃される危険性が高いと考える場合は、検出しきい値を不審に設定します。
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動作レポート
シート上限
この動作レポートは、100以上のシートライセンスが割り当てられたユーザーが送信したファイルに対
してのみ使用できます。シート数は、ESET LiveGuard AdvancedのEBAライセンスのすべてのシートの合計
です。ESET MSP Administratorのライセンスが付与されたユーザーには、シート制限が適用されません。99
以下のシートが割り当てられているユーザーは、使用するリモート管理ツールのバージョンに基づいて
経験が異なります。
ESETコンソール

99以下のシートのユーザーが使用できるレポート

ESET Security Management Center 7.0 - 7.2 制限されたレポート
ESET PROTECT 8.0 - 8.1

動作レポートなし

ESET PROTECT 9.0

制限されたレポート

ESET PROTECT Cloud

制限されたレポート

ESET Cloud Office Security

制限されたレポート

ファイルの挙動分析レポート
Webコンソールで、送信されたファイルに移動します。ファイルを選択し、詳細の表示 > 動作の表示を
クリックし、ファイル動作レポートをクリックします。このレポートには、検査されたファイルとサン
ドボックス分析からの観察された動作に関する重要なデータが含まれます。各サンプルには、複数の観
察された動作が含まれることがあります。
レポートには次の内容があります。
1.結果 - ファイルの最終評価
2.詳細検査エンジン - 検査レイヤーの結果
3.動作分析サンドボックス - 動作レイヤーの結果
4.分析された動作 - 分析された動作と結果のリスト
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動作レポートの例

分析のためのファイルの手動アップロード
不審なファイルは、ESETセキュリティ製品のポリシー設定に基づいて、自動的にESETクラウドにアップ
ロードされます。また、ユーザーは、すべてのESET LiveGuard Advanced対応ESETセキュリティ製品から
手動でファイルを送信できます。以下のリンクを使用して、製品の手順を表示します。
• ESMC 7.2およびESET PROTECTから送信
• ESET Endpoint Securityから送信
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• ESET Server Securityから送信
• ESET Mail Securityからアップロード

ローカルで送信されたファイルのリスト
ESET LiveGuard Advanced対応ESETセキュリティ製品で、クライアントコンピューターから送信されたファ
イルのリストを表示できます。
ESET Server SecurityとESET Mail Securityでファイルを表示するには、ログファイルをクリックし、ドロッ
プダウンメニューからファイルの送信を選択します。
ESET Endpoint Securityでファイルを表示するには、ツール>ログファイルをクリックし、ドロップダウン
メニューからファイルの送信を選択します。

ESET PROTECTから送信
ESMC 7.1、7.2、およびESET PROTECTでは、ESET Inspectによって報告されたブロックされたファイルを送信
できます。次の手順に従い、分析するファイルを送信してください。
1.Webコンソールにログインします。

注意
ユーザーは、権限を持つコンピューターからのみ検出にアクセスしてアップロードできます。
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2.検出をクリックし、送信する検出を選択します。次の検出カテゴリでのみファイルを送信でき
ます。ブロックされたファイル。

3.ファイルを選択して、ファイルをESET LiveGuardに送信をクリックし、クライアントコンピュー
タからESETクラウドにファイルを送信するクライアントタスクをスケジュールします。

注意
• ESET LiveGuard Advancedがアクティブではないコンピューターからサンプルを送信することもで
きます。
• これらのファイルの結果はユーザーに配信されませんが、ESET LiveGrid®経由で配布されます。
• 手動アップロードは、コンピューターでESET LiveGrid®システムが有効な場合にのみ使用できま
す。

ESET Endpoint Securityから送信
以下の手順に従い、ESET Endpoint Securityから分析のためにファイルを送信してください。
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Windowsユーザー
1.ESET Endpoint Securityを開きます。

2.ツール > 分析のためにサンプルを送信に移動します。

3.分析のためのサンプルを選択フォームに必要な情報を入力し、次へをクリックします。

4.任意で、ファイルに関する詳細を追加し、送信をクリックします。

Linuxユーザー
不審なファイルは自動的に送信されます。ユーザーはESET Endpoint Security for Linuxから手動でファイル
を送信できません。

注意
• ESET LiveGuard Advancedがアクティブではないコンピューターからサンプルを送信することもで
きます。
• これらのファイルの結果はユーザーに配信されませんが、ESET LiveGrid®経由で配布されます。
• 手動アップロードは、コンピューターでESET LiveGrid®システムが有効な場合にのみ使用できま
す。
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ESET Server Securityから送信
以下の手順に従い、ESET Server SecurityからESET LiveGuard Advanced分析のためにファイルを送信してく
ださい。

Windowsユーザー
1.ESET Server Securityを開きます。

2.ツール > 分析のためにサンプルを送信に移動します。

3.分析のためのサンプルを選択フォームに必要な情報を入力し、次へをクリックします。

4.任意で、ファイルに関する詳細を追加し、送信をクリックします。

Linuxユーザー
Webインターフェースから分析のためにサンプルを送信するには:
1.Webインターフェースにログインします。
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2.送信済みファイルをクリックします。

3.分析のためにサンプルを提出をクリックします。

4.サンプル送信の理由を選択します。

5.サイトアドレスまたはファイルパスを入力します。

6.電子メールアドレスを入力するか、匿名で送信を選択します。
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7.次へをクリックします。

8.詳細情報を入力します。

9.[送信]をクリックします。

注意
• ESET LiveGuard Advancedがアクティブではないコンピューターからサンプルを送信することもで
きます。
• これらのファイルの結果はユーザーに配信されませんが、ESET LiveGrid®経由で配布されます。
• 手動アップロードは、コンピューターでESET LiveGrid®システムが有効な場合にのみ使用できま
す。

ESET Mail Securityから送信
以下の手順に従い、ESET Mail SecurityからESET LiveGuard Advanced分析のためにファイルを送信してくだ
さい。
1.ESET Mail Securityを開きます。

2.ツール > 分析のためにサンプルを送信に移動します。
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3.分析のためのサンプルを選択フォームに必要な情報を入力し、次へをクリックします。

4.任意で、ファイルに関する詳細を追加し、送信をクリックします。

注意
• ESET LiveGuard Advancedがアクティブではないコンピューターからサンプルを送信することもで
きます。
• これらのファイルの結果はユーザーに配信されませんが、ESET LiveGrid®経由で配布されます。
• 手動アップロードは、コンピューターでESET LiveGrid®システムが有効な場合にのみ使用できま
す。

除外の追加
通常、ファイルが分析され、感染と評価されると、ESETセキュリティ製品はポリシー設定で定義された
アクションを自動的に実行します。コンピューターで隔離が有効な場合には、ファイルは隔離(ツール >
隔離)に移動されます。ただし、ファイルが安全であることがわかっている場合や、他の理由で駆除さ
れないようにすることを保証する必要がある場合には、特定のファイルに除外を作成できます。ローミ
ングエージェントで作成されたファイルの除外は、エージェントがリモート管理サーバーにチェックイ
ンするまでは、Webコンソールに追加されません。

除外によってリスクが生じる可能性があります
除外ポリシーが適用されている間、ESETセキュリティ製品はファイルを検査しません。除外を作
成するときには十分に注意してください。
ファイルをホワイトリストに追加するための前提条件:
• ファイルは、ESET LiveGuard Advancedで分析に送信されます。
• この情報はリモート管理サーバーと同期されます。
ファイルを検査処理のホワイトリストに追加する:
1.管理コンソールの管理者がファイルのハッシュを除外としてポリシーに追加します。
2.ポリシーは、選択したコンピューターに適用されます。ファイルはこれらのコンピュータで自由に使
用できます。
除外には個別のポリシーを作成できます。除外を追加する前に、ポリシーを作成します。
管理ポリシーを作成します。

除外を追加する

検出され、Webコンソールの送信されたファイルウィンドウに一覧表示されたファイルの除外を作成す
る:
1.管理者またはターゲットコンピュータの十分な権限がある別のユーザーでWebコンソールにログ
インします。
2. 送信されたファイルに移動し、検査から除外するファイルのハッシュを選択してから、除外の
作成をクリックします。
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ESET Security Management Centerを使用している

ESET PROTECT Cloudを使用している
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3. 除外の対象コンピューターを選択します。すべてグループは定義済みの対象です。除外は、対
象コンピューターでサポートされているすべてのESET製品に適用されます。
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4.完了をクリックして、除外を保存して、適用します。除外が有効になるには、最大2レプリケー
ション間隔が必要になることがあります。除外メニューには、除外が一覧表示されます。

除外を使用してパフォーマンスを改善する
ESET LiveGuard Advancedは自動分析が可能です。ユーザーは、機密データ、信頼できるファイルや場所
などの送信プロセスからファイルと場所を除外できます。ファイルと場所を除外することで、ネットワー
クコンポーネントの負荷を減らすことができます。大量のファイルを送信すると、ネットワークコンポー
ネント(プロキシなど)の速度が低下し、分析結果の配信が遅延する可能性があります。次の3ステップ
のガイドに従い、送信されるファイルの全体数を減らし、システムのパフォーマンスを改善してくださ
い。

ESET LiveGuard Advanced送信から場所を除外するときには、必ず十分に注意してください。除外に
より、システムのセキュリティリスクが生じる可能性があります。常に、考えられる危険の意味
と攻撃ベクトルを考慮してください。
I.送信されるファイルを確認
II.フォルダーを除外
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III.プロセスを除外

送信されたファイルのリストを確認
上位の送信側コンピューターのリストを作成する
1.レポート > ESET LiveGuardをクリックします。

2.レポートテンプレートの過去30日間にESET LiveGuardとESET LiveGridにファイル送信がある上位10
コンピューターを探します。

注意
最初にテンプレートを編集し、コンピューター数(10)または期間(過去30日)を他の値に変更でき
ます。ネットワークの状況で必要な場合は、変更しなければならないことがあります。
3.今すぐ生成をクリックし、レポート(上位のコンピューターのリスト)を保存します。
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上位のコンピューターの送信されたファイルのリストを作成する
次の手順を完了するには、上記の手順で作成された上位の送信側コンピューターのリストが必要です。
1.Webコンソールで、レポート > 新しいレポートテンプレートをクリックします。

2.テンプレートに適切な名前とカテゴリを指定します。

3.グラフセクションに進みます。
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4.グラフセクションで、表を表示するチェックボックスのみをオンにし、データセクションに進
みます。
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5.データセクションで、列の追加をクリックし、次の項目を追加します。
コンピューター - コンピューター名
ESET LiveGuard - オブジェクトURI

6.フィルターをクリックします。
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7.列の追加をクリックし、ESET LiveGuardを選択します。相対的な時間間隔(発生時間).

8.間隔を過去30日、またはシステムに合った他の値に設定します。

9.列の追加をもう一度クリックし、コンピューターを追加します。コンピューター名項目。

10. 前の手順(上位の10代替コンピューター)から上位のコンピューターの名前をすべて追加しま
す。

11. 完了をクリックして、テンプレートを保存します。
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12. 新しいレポートテンプレートを見つけ、CSVファイルを生成します。

データ分析
次の手順では、サードパーティーソフトウェア(スプレッドシートエディターおよび基本データ分析ス
キル)が必要です。
1.MS Excelなどのスプレッドシートエディターで、CSV形式のエクスポートされたファイルを開き
ます。

2.データを2つの列に分けます。MS Excelで、最初の列を選択し、データ > セルのデータを複数のセ
ルに分割するに移動します。

3.区切り文字 > 次へを選択します。

4.セミコロン区切り文字のみを選択し、次へ > 完了をクリックします。
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データを分析します。
送信されたファイルのパターンと場所を探します。一般的にはフォルダーなどのパターンを探し
ます。大半のファイルはフォルダーから送信されています。パターン、不審なコンピューター、
またはアプリケーションが見つかったら、パターンを調査する必要があります。
次の質問に対する回答を探します。
• どのアプリケーションがこのフォルダーを使用しているか。
• このコンピューターは何のために使用されているのか、他のコンピューターとの違いは何か。
• これらのファイルの作成元は何か。
調査の最終的な目標は、除外するパターンを見つけることです。

パターンを見つけたら、フォルダーを除外します。

フォルダーを除外
プロジェクトフォルダーを考慮する
開発ソフトウェア(Visual Studioなど)を使用しているユーザーは、プロジェクトをコンパイルするフォル
ダーを除外できます。コンパイル処理により、ESET LiveGuard Advancedが分析に送信する可能性がある多
数のファイルが作成されます。大量のファイルをESET LiveGuard Advancedに送信しないようにすること
ができます。たとえば、プロジェクトフォルダーD:\Projects\*を除外できます。

フォルダー除外処理
除外を追加するときには、必ずセキュリティを考慮してください。除外された場所に書き込める
アプリケーションと、他のユーザーによるその場所の除外の悪用を決定します。
1.Webコンソールにログインし、ポリシー > 新しいポリシーをクリックします。
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2.基本セクションで、ポリシーの適切な名前を入力します。

3.設定セクションで、ESET Endpoint for Windows (または該当する互換性がある製品)を選択しま
す。

4.検出エンジン > クラウドベース保護

5.ESET LiveGridおよびESET LiveGuard Advancedスライダーバーを有効にします。
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6.除外セクションで、除外を有効にし、編集をクリックします。

7.追加をクリックし、除外を入力します。確認するには、OK > 保存をクリックします。

除外の例:

C:\MyProjects\*
*\DEVtool\debug\*

• 除外では、*と?を使用できます(* - 任意の文字列、? - 任意の1文字)。
• 除外は大文字と小文字を区別します。
• 除外ではシステム変数と正規表現式を使用できません。
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8.割り当て > 割り当てをクリックして、該当するコンピューターまたはグループを選択します。

9.OK > 完了をクリックして、ポリシーを保存して適用します。

プロセスを調査して除外することもできます。
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プロセスを除外
一部の場合では、ファイルの場所とファイル名の信頼できるパターンを指定できませんが、代わりにプ
ロセス名を除外できます。
プロセスを除外するときには、そのプロセスによって作成または操作されたファイルの脅威は検
査されず、ファイルは送信されません。
1.Webコンソールにログインし、ポリシー > 新しいポリシーをクリックします。

2.基本セクションで、ポリシーの適切な名前を入力します。

3.設定セクションで、ESET Endpoint for Windows (または該当する互換性がある製品)を選択しま
す。

4.検出エンジン > リアルタイムファイルシステム保護 > 基本 > 検査から除外するプロセス > 編集を
クリックします。

5.追加をクリックし、プロセス名(実行ファイルの完全なアドレス)を入力してから、OK > 保存の
順にクリックします。
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6.割り当て > 割り当てをクリックして、該当するコンピューターまたはグループを選択します。

7.OK > 完了をクリックして、ポリシーを保存して適用します。
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送信されたファイルの数を確認する
管理コンソールレポートツールを使用すると、ESET LiveGuard Advancedサーバーにアップロードしたファ
イルの数をカウントできます。

I. 送信されたファイルのリストを作成する
1.Webコンソールで、レポート > 新しいレポートテンプレートに移動します。

2.テンプレートに適切な名前とカテゴリを指定します。

3.グラフセクションに進みます。
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4.グラフセクションで、表を表示するチェックボックスのみをオンにし、データセクションに進
みます。

105

5.データセクションで、列の追加をクリックし、次の項目を追加します。
• コンピューター - コンピューター名
• ESET LiveGuard - オブジェクトURI
• ESET LiveGuard - 発生時刻
• ESET LiveGuard - ファイルの内容が送信されました

6.完了をクリックして、テンプレートを保存します。

7.レポートメニューで、ESET LiveGuardレポートに移動します。

8.新しいレポートテンプレートを見つけ、CSVファイルを生成します。
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データ分析
次の手順では、サードパーティーソフトウェア(スプレッドシートエディターおよび基本データ分析ス
キル)が必要です。
1.MS Excelなどのスプレッドシートエディターで、CSV形式のエクスポートされたファイルを開き
ます。

2.データを2つの列に分けます。MS Excelで、最初の列を選択し、データ > セルのデータを複数のセ
ルに分割するに移動します。

3.区切り文字 > 次へを選択します。

4.セミコロン区切り文字のみを選択し、次へ > 完了をクリックします。
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データを分析します。

推奨される分析手順
1.ファイル送信済みがいいえとなっている行を削除します。

2.発生日時列を基準に、データを降順で並べ替えます。

3.過去30日間など、任意の期間を選択し、日付を次のシートにコピーします。

4.次のシートで、コンピューター名列を基準にデータを並べ替えます。

5.各コンピューター名の行(送信されたファイル)の数をカウントします。

検出された脅威の通知
リモート管理コンソールでは、ESET LiveGuard Advancedが脅威に設定した各ファイルについて送信する通
知を作成できます。
1.Webコンソールにログインします。

2.通知 > 新しい通知をクリックします。
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3.新しい通知の名前と任意の説明を入力します。

4.下のスライダをクリックして通知を有効にし、続行をクリックします。
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5.設定セクションで、イベントドロップダウンメニューから管理されたコンピューターのイベン
トを選択し、カテゴリドロップダウンメニューからウイルス対策検出を選択します。

6.任意で、監視された静的グループを変更できます。ユーザーに権限がある場合に、このグルー
プとサブグループのコンピューターのみで、この通知が監視されます。

7.演算子ANDを保持します。フィルタの追加をクリックし、検出名を選択します。

8.フィルタ演算子をのいずれかに設定し、文字列ESET LiveGuardをテキストフィールドに入力して、
続行をクリックします。
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9.詳細設定 - 調整で、通知配布の詳細タイミングを設定できます。

10. 配布ウィンドウで、適切な配布チャネルを設定します。

11. 通知を保存します。

ESET File Security For Windowsユーザー
2021年6月より前に、ESET Server Securityから次の検出名が報告されました。ブロックEDTD.これ
はDynamic Threat Defenseに統合され、後からESET LiveGuardに名称変更されました。

FAQ
どのファイルがサンドボックスに送信されるのですか。
ファイルがESET LiveGuard Advanced分析のために手動で送信される場合、システムはファイルタイプに
関係なく選択したファイルを送信します。自動ファイル送信の場合、ESETセキュリティ製品は、以前に
検査されたことがなく、ファイルタイプが定義されているファイルのみを送信します。ファイルタイプ
は、ファイル拡張子ではなく、ファイルの内容に基づいて決定されます。ユーザーまたはマルウェアは
簡単にファイル拡張子を変更できるためです。
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ESET Mail SecurityおよびESET Endpoint Securityは別の方法を使用します。異なるファイルタイプは、それ
ぞれで異なって定義されます。
• ESET Mail Security - 処理が同期されます。システムは結果を待機します。
• ESET Endpoint SecurityおよびESET Server Security - 処理は非同期です。システムは結果を待機しませ
ん。
ファイルが送信されたか、ファイルのソースに基づいていないかどうか(Web/HTTPS)。
ファイルタイプに従ったアクションの表
凡例
-送信

- 送信しない

ファイルタイプ

アクション(ESET
Mail Security)

アクション(ESET
Endpoint
Security、ESET Server
Security)

送信のみ

アーカイ
ブ(.zip、.rar、.7z、.bzip2
など)

• アーカイブが暗号化されていない場合
• アーカイブの内容が検査のために送信
される場合(この場合、アーカイブ全体
が送信されます)
Mail Securityのみ

文
書(.docm、.xlsm、.pdf
など)

アクティブの場合(JavaScriptまたは他の
アクティブな要素を含む)

リッチテキスト形
式文書(.rtf)
実行ファイル(.exe、.
dll、.sys, .elf, .soファ
イルなど)

• Linux製品のみが次のファイル形式を送
信します。
oLinux実行ファイル(.elf)
oLinuxライブラリ( .so )

その他.jar, .lnk, .reg,
.msi, .swf (その他)
スクリプト(.bat,
.cmd, .js, .vbs, .ps,
.py, .sh, .pl、など)

• Linux製品のみが次のファイル形式を送
信します。
oPerlスクリプト( .pl)
oPythonスクリプト( .py)
oシェルスクリプト( .sh)
oすべての実行ファイルテキストファイ
ル(「x」が設定)

イメージ
Ole2

.hta
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アクティブの場合(JavaScriptまたは他の
アクティブな要素を含む) - Mail Security
のみ

送信できるファイルの最大サイズはいくつですか。
ESETセキュリティ製品は最大64MBです。ESET LiveGuard Advancedのポリシーで送信する最大サイズを定義
できます。

分析の状態とファイルステータスは何を意味しますか。
関連する章を参照してください。

どのようにしてESETセキュリティ製品が特定のファイルを削除でき
ないようにするのですか。
ファイルのハッシュで除外を追加するか、除外が適用された後にファイルを復元します。このようなファ
イルは再度ESETセキュリティ製品で検査されません。

どのようにしてESET LiveGuard Advancedをアップデートするのですか。
ESET LiveGuard AdvancedはESET Cloudでリモートで更新されます。サービスは手動でアップデートする必
要がありません。新しいバージョンが利用可能なときにインストール済みのセキュリティ製品をアップ
デートし、新しい機能を取得します。

ESET LiveGuard Advancedライセンスの有効期限が切れた後は製品の設
定がどのようになりますか。
設定は一切変更されません。Webコンソールには、期限切れのライセンスに関する警告が表示されます。
別のポリシーを適用して、設定をオフにします。

サンプルの分析にはどのくらい時間がかかりますか。
一般的に、ESET LiveGuard Advancedによって分析されたことがないサンプルを分析するには最大5分かか
ります。サンプルが既に分析されている場合は、次の製品要求サイクルで結果を受信します。最大2分
かかります。

コンピューターはファイルを送信しないと、ESET LiveGuard Advanced
の利点がありますか。
高いセキュリティ要件で、コンピューターの個別のポリシーを設定できます。これはどのファイルも送
信しません。このようなコンピューターでESET LiveGuard Advancedがアクティベーションされている場
合は、会社から送信された他のファイルの以前の分析結果を受信します。悪意のあるファイルとして評
価されたファイルは、後から、他の接続されているコンピューターを保護するESET LiveGrid®でも検出さ
れます。
FAQ記事の質問と回答をご覧ください。

ESET LiveGuard Advancedはアカウントまたは顧客間で分析の結果を共
有していますか。
• ESET LiveGuard Advancedは、アカウントに複数のライセンスがある場合でも、1つのESET Business
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Accountからアクティベーションされたすべてのコンプｰターでただちに結果を共有します。
• ESET MSP Administratorアカウントを使用するときには、ESET LiveGuard Advancedは1つのMSP顧客内
でのみただちに結果を共有します。1つのMSPの顧客は結果を共有しません。

ESET LiveGuard Advancedの検出結果は、いつESET LiveGrid®で使用でき
ますか。
最も重大な検出は、結果から数時間後に使用できます。重大度が低い結果は、その後に使用可能になり
ます。

ESET LiveGuard Advanced機能のテスト
ESET LiveGuard Advancedの機能と能力をテストするには、次の手順に従います。
ESET管理コンソールがインストールされているユーザー

I. 前提条件
ESET LiveGuard Advancedがアクティベーションされ、有効で、正常に実行されていることを確認します。

II. テストファイルの準備
1.コンピューターで新しいフォルダーを作成します。

2.パフォーマンス除外を使用してこのフォルダーを除外します。

3.テストファイルを除外フォルダーにダウンロードします。
oWindowsテストファイル
oLinuxテストファイル

4.ダウンロードしたアーカイブを除外されたフォルダーに展開します。アーカイブはパスワード
で保護され、パスワードは次のとおりです: infected

5.Windowsユーザー:ファイルを一意にするには、Win+Rを押してコマンドラインを開
き、powershellと入力します。除外されたテストファイルがあるフォルダーに移動します。この
コマンドは現在のタイムスタンプをファイルの最後に追加し、ファイルに新しいハッシュを追加
します:
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Add-Content .\EdtdTestFile.exe $(date)

Linuxユーザー:ファイルを一意にするには、ターミナルを開き、除外されたテストファイルとタ
イプdate >> create_eicar.binのフォルダーに移動します(任意でファイル名を変更できます)。
このコマンドは現在のタイムスタンプをファイルの最後に追加し、ファイルに新しいハッシュを
追加します。

III. ESET LiveGuard Advancedのテスト
1.セクションIIで準備されたファイルを、除外されていないフォルダーにコピーします。このファ
イルは新しい実行ファイルであるため、ただちにESET LiveGuard Advancedに送信されます。

2.任意で、ファイルが送信されたかどうかを確認できます。
oESETセキュリティ製品:ツール>ログファイルをクリックし、送信されたファイルをクリックし
ます。
oESET PROTECT Webコンソールその他 > 送信されたファイルをクリックします。

3.少し時間がたった後、ファイルがコンピューターから削除され、マルウェアの削除の通知が表
示されます。次の情報が表示されます。
oESETセキュリティ製品:ログファイル > 検出をクリックします。
oESET PROTECT Webコンソールその他 > 送信されたファイルをクリックします。

4.分析が完了する前にテストファイルを実行する場合は、ESET LiveGuard Advancedテストファイル
が実行されたという情報が表示されます。テストファイルはEicar (標準のマルウェアテストファ
イル)を破棄します。これはただちに削除されます。分析が完了した後、テストファイルが駆除さ
れます。

IV. 複数のファイルのテスト
テストファイルが検出された後、ハッシュがローカルに保存されます。除外されたフォルダーからコピー
すると、ただちに検出されます。ファイルを一意にするには、手順II. 5.を繰り返します。これで再分析
に送信されます。セクションIIIの手順に従います。

V. プロアクティブ保護のテスト
1.プロアクティブ保護が有効になっていることを確認してください。ESETセキュリティ製品で、分
析結果が受信されるまで、(F5キーを押すか)詳細設定 > 検出エンジン > クラウドベース保護 > ESET
LiveGuard Advanced > プロアクティブ保護= ブロック実行に移動します。

2.適切な通信ダイアログが有効になっていることを確認してください。ESETセキュリティ製品
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で、F5キーを押するか、詳細設定 > ツール > 通知 > アプリケーション通知をクリックします。次
の項目を有効にします。
ファイルが分析されました
ファイルを分析中です
ファイルは分析されていません

3.2 番目のテストファイルを除外されていないパスにダウンロードし、ファイルを実行します。
oWindowsテストファイル
oLinuxテストファイル

4.許可されていない操作に関する通知が表示されます。分析中にはファイルを実行できません。

5.分析が完了し、ファイルが感染していない場合は、ファイルを実行できます。

ESET Cloud Office Securityユーザー
I. 前提条件
ESET Cloud Office SecurityのESET LiveGuard Advancedポリシーが有効であることを確認します。

II. テストファイルの準備
1.テストファイルをESET LiveGuard Advancedポリシーで保護されていない場所(またはコンピュー
ター)にダウンロードします。

2.ダウンロードしたファイルを解凍します。ファイルはアーカイブであり、パスワードで保護さ
れています。あなたのパスワード: infected
3.ファイルを一意にするには、Win+Rを押してコマンドラインを開き、powershellと入力します。

4.テストファイルがあるフォルダーに移動します。

5.以下のコマンドを実行します。このコマンドは現在のタイムスタンプをファイルの最後に追加
し、ファイルに新しいハッシュを追加します。
Add-Content .\EdtdTestFile.exe $(date)
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III. ESET LiveGuard Advancedのテスト
1.次の方法のいずれかで手順IIのファイルを使用します。
• ファイルをOneDriveに移動します。
• MS Outlookを使用して、テストファイルが添付された電子メールの下書きを作成します。
• ファイルをSharepointの保護された場所に保存します。

2.ファイルはただちにESET LiveGuard Advancedに送信されます。

3.ESET Cloud Office Securityでファイルが送信されたことを確認するには、ログ > 送信されたファイ
ルをクリックします。

4.少し時間がたった後、ファイルが削除されます。送信されたファイルには分析結果が表示され
ます。

FAQ
これは実際のマルウェアですか。
いいえ。このEdtdTestFile.exeはEicar(標準のマルウェアテストファイル )のドロッパーです。このイ
ベントは、ESET LiveGuard Advancedのサンドボックスで分析中に検出されます。

どのようにして確認できますか。
テストファイルのソースコード:
• Windows実行ファイル
#include <fstream>
#include "tchar.h"
#include "windows.h"

int main()
{
std::ofstream dropped;
dropped.open(_T("eicar.com"));
dropped << "X5O!P%@AP[4\\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TESTFILE!$H+H*";
dropped.close();
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::MessageBox(nullptr, _T("EDTD test file has been executed.\n2020.4.15 10:34"),
_T("EDTD test file"), MB_OK);
return 0;
}

• Linuxバイナリ
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <stdio.h>

int main()
{
std::ofstream dropped;
dropped.open("eicar.com");
dropped << "X5O!P%@AP[4\\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TESTFILE!$H+H*";
dropped.close();
std::cout << "EDTD test file has been executed." << std::endl;
getchar();
return 0;
}

トラブルシューティング
• サービスが機能しない
• ESET LiveGuard Advancedを設定したが、まだ動作していません
• ログを取得する方法
• ESET PROTECT Webコンソールでは送信されたファイルの一部が表示されません。
• 動作フラグが正しく表示されない
• どのようにして検出されたファイルが隔離に移動されないようにすることができますか。
• ライセンスが期限切れになる場合はどのようにすればよいですか。
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• 送信されたファイルウィンドウの状態フィールドが空の場合はどうすればよいのですか。
• ESMCがESET LiveGuard Advancedデータをダウンロードしない
• ESET LiveGuard Advancedに送信されたファイルの[LiveGridに送信済み]状態が表示される場合はど
うすればよいのですか。
• 製品がESET LiveGuard Advancedライセンスを拒否する
• コンピューターの詳細 > アラートの下に、次のエラーメッセージのいずれかが表示されます
• ESET LiveGuard Advancedに送信されたファイルがWebコンソールに表示されません
• 次のエラーが発生します。ライセンスにファイル動作レポートが含まれていない
• 不審なサンプルがありますが、何をすべきですか。
• ESET LiveGuard Advancedのアクティベーションが失敗する

サービスが機能しない
ESET LiveGuard Advancedがアクティベーションおよび設定されていることを確認します。
また、次の項目も確認してください。
• ESET LiveGuard Advanced ライセンスが使用されているか
• ESET LiveGuard Advanced ポリシーが適用されているか

ESET LiveGuard Advancedを設定したが、まだ動作していません
ESET Management AgentとESET PROTECTサーバー間のネットワーク接続が動作しているかどうかを検証し
ます。
ダッシュボード > ESET PROTECTサーバー> 問題があるESET PROTECTネットワークピアで、直接Webコン
ソールで、リモート管理サーバーとESET LiveGuard Advanced間の接続の問題を確認します。
ESET PROTECTサーバー設定でHTTPプロキシ設定を確認することもできます。

ログファイルを収集する
ESET PROTECTオンラインヘルプガイドのログファイルセクションを確認できます。
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Webコンソールでは送信されたファイルの一部が表示されません。
ローミングエンドポイントを使用している場合は、これは一般的な動作です。

動作フラグが正しく表示されない
報告された動作フラグが正しいと思われない場合は、次のことができます。
• ESETサポートに報告するか、サンプルをsamples@eset.comに送信します。サンプルの送信につい
ては、ESETの記事をご覧ください。
• ESETセキュリティフォーラムを使用して、発生しうる問題の情報をESETコミュニティに相談でき
ます。

どのようにして検出されたファイルが隔離に移動されないようにす
ることができますか。
検出されたファイルが安全であることを確信している場合は、ホワイトリストに登録できます。

ライセンスが期限切れになる場合はどのようにすればよいですか。
ESET LiveGuard Advancedライセンスが期限切れになると、マルウェア分析のために不審なファイルを送
信できます。ただし、ファイル分析の結果とファイル動作レポートは受信しません。

送信されたファイルウィンドウの状態フィールドが空の場合はどう
すればよいのですか。
ESET PROTECT Cloudを使用している場合
このトラブルシューティング方法は、オンプレミスリモート管理コンソール、ESET Security
Management Center、およびESET PROTECTのユーザー向けです。
1. 以下の説明に従い、ダッシュボード(リモート管理コンソール)を確認します。ESET LiveGuard
Advancedを設定したが、まだ動作していません
2. レポート > Security Management Center management > 監査ログ > ダウンロード > PDFをクリック
します。ESETテクニカルサポートにサポートを要求するとき、または自分自身で検査するときに、
このログを添付できます。

ESET LiveGuard Advanced関連のエラーまたは問題がある場合は、トレースログを取得し、ESETテクニカ
ルサポートに問い合わせます(以下のステップを参照)。そうでない場合は、リモート管理コンソールで
結果取得処理を再起動できます。
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トレースログを取得する方法:
1.Webコンソールでトレース詳細ログを有効にするには、詳細… > サーバー設定 > 詳細設定 >
ログ > トレースログ詳細レベル > トレースをクリックします。
2.ESET PROTECT/ESMCサービスまたはコンピューターを再起動し、15～20分待機します。
3.ログは、ESET PROTECT/ESMCサーバーコンピューターの次の場所に保存されます。
i.Windows: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs
ii.Linux: /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/

ESMCを使用している
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ESET LiveGuard Advanced結果のダウンロードを再開する方法
ESET PROTECT(またはESMC))サーバーでデータ取得プロセスを再起動します。サーバーがESETクラウドか
ら新しいデータをダウンロードしない場合や、ダウンロードが低速すぎる場合には、再起動すると解決
することがあります。
1.ESET PROTECT (またはESMC))サーバーサービスをオフにします。
2.SQL Server Management StudioまたはMySQL(Linuxシステム)を使用して、ESET PROTECT(また
はESMC))データベースにログインします。
3.ESET PROTECT (またはESMC))データベースで、テーブルtbl_key_value_pairsを修正します。
SSMSを使用するときに、テーブルを開き、文字列eset-dynamic-threat-detection-customers
を含む行を削除します
MySQLを使用するときに、データベースを開き、 delete from tbl_key_value_pairs where
pair_key = 'eset-dynamic-threat-detection-customers';コマンドを実行します
ESET PROTECT (またはESMC)仮想アプライアンスを使用しているとき:
a)アプライアンスが実行される仮想マシンでターミナルにログインします。
b)データベースにログインします。mysql -u root -p era_db
c)パスワードを入力します。通常は、Webコンソール管理者のパスワードと同じです。
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d)次のコマンドを実行します。
delete from tbl_key_value_pairs where pair_key = 'eset-dynamic-threatdetection-customers';

4.ESET PROTECT(またはESMC))サーバーをオンにし、24時間、再起動またはオフにしないようにし
ます。

ESET LiveGuard Advancedに送信されたファイルの[LiveGridに送信済
み]状態が表示される場合はどうすればよいのですか。
考えられる原因:
• 送信したファイルまたは迷惑メールは既に検出されています。
• ESET LiveGuard AdvancedライセンスがEBAを使用してインポートされず、直接セキュリティ製品ま
たはリモート管理コンソールにインポートされました。

ESET LiveGuard Advancedへのファイル送信を有効にするには

1.ライセンス管理からライセンスを削除します。

2.ライセンスをEBAにインポートします。
3.EBAをリモート管理サーバー(ESMCまたはESET PROTECT)と同期します。
4.特定のモジュールをクライアントコンピュータで再読込する必要があります。モジュールを再
読込するには2つのオプションがあります。
• モジュールが再読込されるまで数時間待機します。
• 即時再読込を実行するには、クライアントでESET LiveGuard Advancedを再起動できます。再起動
するには、ポリシーが適用されるときに、ESET LiveGuard Advancedのアクティベーション解除ポ
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リシーを送信し、アクティベーション用にもう1つ送信します。

製品がESET LiveGuard Advancedライセンスを拒否する
• ESET LiveGuard Advanced製品認証キーをWebコンソールに入力した後に、次のエラーメッセージ
が表示されます。
製品認証キーでライセンスを追加できませんでした:ライセンスはESET Security Management Centerで管
理できない製品に対して発行されます。別のライセンスを入力してください。
または
製品認証キーでライセンスを追加できませんでした。ライセンスはESET PROTECTで管理できない製
品に対して発行されます。別のライセンスを入力してください。
• ESET LiveGuard Advanced製品認証キーを直接セキュリティ製品に入力した後に、次のエラーメッ
セージが表示されます。
アクティベーションに失敗しました。ライセンスと製品が一致しません。

ライセンスは、EBA経由でのみ入力する必要があります。ライセンスのインポートの詳細をお読みくだ
さい。

コンピューターの詳細 > アラートの下に、次のエラーメッセージの
いずれかが表示されます
問題

問題詳細

原因と解決策

ESET LiveGuard
Advancedにアクセ
スできません

ESET LiveGuard Advanced
が動作していません。認
証サーバーへの接続が失
敗しました。

ESET LiveGuard
Advancedにアクセ
スできません

ESET LiveGuard Advanced ESET LiveGuard Advancedライセンスが機能していまし
ライセンスの有効期限が たが、現在期限切れです。ライセンスを更新するか、
切れました。
ポリシーでESET LiveGuard Advanced設定を無効にして
ください。

ESET LiveGuard
Advancedがアクティ
ベーションされて
いないか、ライセ
ンスが無効です。

ESET LiveGuard Advanced
がアクティベーションさ
れていないか、ライセン
スが無効です。
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ESETライセンスサーバーにアクセスできません。
• ファイアウォール(別の設定)が通信をブロックして
います。
• サービスが一時的に利用できません。
ファイアウォール設定を確認します。

ターゲットコンピューターでESET LiveGuard Advanced
を有効にしましたが、コンピューターは適切なライセ
ンスでアクティベーションされていません。ポリシー
でESET LiveGuard Advanced設定を無効にするか、ESET
LiveGuard Advancedライセンスでコンピューターをアク
ティベーションしてください。

問題
ESET LiveGuard
Advancedにアクセ
スできません

問題詳細

原因と解決策

ESET LiveGuard Advanced
サーバーと通信できませ
ん。ネットワーク接続の
停止または問題が原因で
ある可能性があります。

コンピューターがESET LiveGuard Advancedサーバーに
到達できません。通常、これはプロキシサービスの障
害が原因です。プロキシサービスを再起動してくださ
い。問題が解決しない場合は、プロキシの負荷が高く
なっている可能性があります。次の対応を実施できま
す。
• エージェントの負荷をより多くのプロキシに分散す
る
• プロキシコンピューターのハードウェアをアップグ
レードする
• 64ビットビルドのApache HTTPプロキシを使用す
る(現在32ビットを使用し、システムがx64アーキテク
チャの場合)
• 一時的にプロキシの使用を停止し、プロキシが問題
であることを確認する
• Apache HTTPプロキシを使用している場合は、ESET
Bridgeに移行できます。

Webコンソールで結 分析結果がESET PROTECT HTTP プロキシが過負荷になる場合があります。HTTPプ
果が表示されませ サーバーに送信されませ ロキシを他のサーバーに移動するか、リソースを追加
ん
ん。
してください。HTTPプロキシを新しいアドレスに移動
するときには、エンドポイントのポリシーも更新する
必要があります。
ESET LiveGuard
Advancedにアクセ
スできません

ESET LiveGuard Advanced ESET LiveGuard Advancedはオフラインライセンスアク
オフラインライセンスエ ティベーションをサポートしていません。ライセンス
ラー。
を確認してください。

ESET LiveGuard
Advancedにアクセ
スできません

ESET LiveGuard Advanced クライアントコンピューターからESET認証サーバーに
が動作していません。不 通信できません。edf.eset.comと通信できることを確認
明な認証エラーです。
してください。

注意
ERA 6.xはESET LiveGuard Advancedをサポートしていません。Webコンソールに問題列のみが表示さ
れ、問題の詳細列は表示されません。ERA 6.xでESET LiveGuard Advancedエラーのいずれかが表示さ
れ続ける場合は、ポリシーでESET LiveGuard Advancedを有効にしている可能性があります。
ESET LiveGuard Advancedに送信されたファイルがWebコンソールに表示されません
• OS (一般的には古いWindows Server)がts.eset.comの証明書を信頼しない場合、ファイルはESET
LiveGuard Advancedサーバーに送信されません。この信頼の問題を解決するには、DigiCert Global
Root G2およびThawte TLS RSA CA G1ルート証明書をオペレーティングシステムにインポートします。
• Webコンソールは、クライアント管理エージェントがESMCサーバーに接続(レプリケーション)し
ている場合にのみ、送信されたファイルを表示できます。ローミングエンドポイントから送信され
たファイルは、エージェントがサーバーに再接続した後に表示されます。
エンタープライズレベル環境(数百台以上のコンピューター)でESET LiveGuard Advancedを使用する
ときには、HTTPプロキシを専用サーバーに展開することをお勧めします。負荷が高いサー
バー(ESMCサーバーまたはデータベースなど)にHTTPプロキシサービスを実行すると、ESET LiveGuard
Advanced接続の問題が発生する可能性があります。
選択したフォルダーとプロセスを除外して、送信されるファイル数を減らし、全体的なパフォー
マンスを改善できます。
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次のエラーが発生します。ライセンスにファイル動作レポートが含
まれていない
EBAを使用してライセンスを管理し、ESET LiveGuard Advancedライセンスの合計シート数が99以下である
場合は、動作レポートを使用できません。一部のバージョンの管理コンソールは動作レポートを提供し
ません。レポートを取得するには、シート数を100以上に上げる必要があります。

不審なサンプルがありますが、何をすべきですか。
「不審なサンプルがある場合の推奨事項」を参照してください。

ESET LiveGuard Advancedのアクティベーションが失敗する
製品認証キーを使用してライセンスを追加し、クラウドバンドルに変換すると、コンソールにンESET
LiveGuard Advancedライセンスが表示されますが、アクティベーショは失敗します。ライセンス管理から
バンドルを削除し、EBA経由で追加する必要があります。

診断の実行
ESET LiveGuard Advancedが動作していない場合:
• すべての要件を満たしていることを確認します
• Webコンソールで、次の手順を使用して原因を探します。

ESET LiveGuard Advancedライセンス
1.Webコンソールにログインします。

2.More(詳細) > License Management(ライセンス管理)をクリックします。

3.ESET LiveGuard Advancedライセンスが一覧に表示されているかどうかを確認します。ライセンス
が表示されない場合は、ESET Business AccountまたはESET MSP Administratorを使用して追加しま
す。ESET Business Accountからライセンスを取得している場合は、次のアイコンが表示されているこ
とを確認します。 このアイコンはEBAアカウントを示します。
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サポートされているLinux製品を実行しているユーザーは、Linuxターミナルを使用して、ローカルでライ
センスとシートIDを確認できます。
• ESET Server Security for Linuxのライセンスを確認します。
• ESET Endpoint Security for Linuxのライセンスを確認します。

ESET Security Management Centerのダッシュボードレポート
ダッシュボード > Security Management Center Server に移動し、問題があるSecurity Management Centerネッ
トワークピアを確認します。ESET LiveGuard Advancedに関連するエントリがある場合は、サービスが一時
的に利用できないことがあります。

製品のアクティベーション
1.[コンピューター]に移動します。

2.コンピューター > 詳細を表示をクリックします。
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3.詳細セクションを開き、製品とライセンスタブをクリックします。

4.ESET LiveGuard Advancedライセンスを探します。ライセンスが表示されない場合は、製品をアク
ティベーションします。

製品設定
1.コンピューターに移動し、コンピューター > 詳細を表示 > 設定 > 設定の要求クリックします。

128

2.設定を受信(再読み込み ボタンをクリックしてビューを更新)したときに、セキュリティ製品 >
設定を開くをクリックして、検出エンジン > クラウドベースの保護に移動し、ESET LiveGrid®およ
びESET LiveGuard Advancedが有効であるかどうかを確認します。サーバー製品の場合、コンピュー
ター > クラウドベースの保護に移動します。必要に応じて、ポリシーを設定し、コンピュータ
でESET LiveGuard Advancedを有効にします。
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3.設定を受信した後に、設定タブにセキュリティ製品が表示されない場合、ターゲットコンピュー
タにサポートされているESETセキュリティ製品をインストールします。

Apache HTTPプロキシのトラブルシューティング
ESET Bridgeは、ESET製品の優先プロキシソリューションです。
ESETは、前のApache HTTP Proxyに代わるプロキシコンポーネントとして、ESET BridgeをESET
PROTECT 10.0 (以降)で配布します。ESET BridgeとApache HTTPプロキシの比較を参照してください。
ESET LiveGuard Advancedでエラーが発生し、Apache HTTPプロキシを使用して、通信をキャッシュに格納
している場合は、Apache HTTPプロキシの診断ログを有効にして、問題を調査できます。さらに分析する
ために、ログをESETテクニカルサポートに提出することができます。
診断ログはパフォーマンスの負荷が大きいプロセスです。パフォーマンスが低下する可能性があること
に注意し、一時的にのみ使用してください。必要な期間に限りログを有効にしてください。

Apache HTTPプロキシの診断ログを有効にする
1.次のコマンドを使用して、Apache HTTPプロキシサービスを停止します。sc stop
ApacheHttpProxy
2.設定ファイルhttpd.conf.をバックアップします。通常は、C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\confに
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あります
3.次の説明に従い、設定ファイルを修正します。

a)次のコメントを解除します(先頭の#を削除)。
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.dll

b)<IfModule log_config_module>セクションの先頭に次の行を追加します。
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"
\"%{cache-status}e\"" combined-cache

c)次の行をコメントにします(先頭に#を追加)。
CustomLog "logs/access.log" common

d)CacheLockMaxAge 10の行をCacheLockMaxAge 15に変更します
e)ProxyTimeOut 900の行をProxyTimeOut 1200に変更します
f)<VirtualHost *:3128>セクションで、ServerName r.edtd.eset.comの行の下に、次の行を追
加します。
<If "%{REQUEST_METHOD} == 'CONNECT'">
Require all denied
</If>

g)次の行を変更します。
ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 keepalive=On ttl=100 max=10
smax=10

。
ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 enablereuse=On keepalive=On
ttl=100 max=100 smax=10

h)ファイルの最後に次の行を追加します。
ErrorLog '|"C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/bin/rotatelogs.exe" n 10 "C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/error.log" 1M'
CustomLog '|"C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/bin/rotatelogs.exe" n 10 "C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/access.log" 100M' combined-cache

4. httpd.confファイルを保存し、Apache HTTP Proxyサービスを開始します。
sc start ApacheHttpProxy

次のステップ
必要な期間に限りログを保持し、無効にした後にログをコピーします。ログは次の場所にあります。
C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/error.log
C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/access.log

診断ロギングを無効にするには:
1.Apache HTTP Proxy サービスを停止します。
2.バックアップから構成ファイルを元に戻します。
131

3.Apache HTTP Proxyサービスを起動します。

ESET LiveGuard Advancedのセキュリティ
はじめに
このドキュメントの目的は、ESET LiveGuard Advancedで適用されるセキュリティ手順とセキュリティ統
制についてまとめることです。セキュリティの手順と統制は、お客様情報の機密性、完全性、可用性を
保護するために設計されています。セキュリティ手順および統制は変更される場合があります。

スコープ
このドキュメントでは、ESET LiveGuard Advancedインフラストラクチャ、組織、要員、運用プロセスに関
するセキュリティ手順およびセキュリティ統制の要約を示します。セキュリティ手順および統制には、
次の内容が含まれます。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

情報セキュリティポリシー
情報セキュリティの組織
人事セキュリティ
資産管理
アクセス制御
暗号化
物理および環境セキュリティ
運用セキュリティ
通信セキュリティ
システムの取得、開発、メンテナンス
サプライヤーの関係
情報セキュリティインシデント管理
事業継続管理の情報セキュリティ要素
コンプライアンス

セキュリティの概念
ESET, spol. s r.o.は、統合管理システムの範囲にESET LiveGuard Advancedサービスが明示的に含まれてい
るISO 27001:2013で認証されています。
このため、情報セキュリティの概念では、処理者が認証を受け、ネットワーク、オペレーティングシス
テム、データベース、アプリケーション、要員および業務プロセスの改造でセキュリティ統制を適用す
るときには、ISO 27001フレームワークを使用して、階層型の防御セキュリティ戦略を実装します。適用
されたセキュリティ方針とセキュリティ制御は、相互に重なり、補完することを目的としています。

セキュリティ手順および統制
1.情報セキュリティポリシー
ESETは情報セキュリティポリシーを使用して、情報セキュリティガバナンスおよびセキュリティの統制
と規制を含むISO 27001標準のすべての項目に対応します。ポリシーは定期的に見直され、大幅な変更の
後には更新され、適合性、適格性、有効性の継続を保証します。
ESETは、このポリシーの年次見直しと内部セキュリティチェックを実施し、このポリシーとの整合性を
保証します。情報セキュリティポリシーに準拠しない場合、ESET従業員の懲戒処分またはサプライヤー
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の契約上の罰則(最悪の場合は契約解除)が適用されます。

2.情報セキュリティの組織
ESET LiveGuard Advancedの情報セキュリティの組織は、情報セキュリティとITに関連する複数のチームや
個人で構成されます。次のような組織があります。
ESET経営管理
ESET内部セキュリティチーム
ビジネスアプリケーションITチーム
その他のサポートチーム
情報セキュリティの責任は、導入されている情報セキュリティポリシーに従って割り当てられます。内
部プロセスは、不正または過失によるESET資産の修正あるいは悪用のリスクが特定、評価されます。リ
スクがあったり注意が必要であったりする内部プロセス活動は、リスクを低減するために、職務分離の
原則が適用されます。
ESET法務チームは、サイバーセキュリティと個人データ保護に関するスロバキア規制を含む政府当局と
の連絡に責任を負っています。ESET内部セキュリティチームは、ISACAなどの特殊な利益グループに連絡
する責任を負っています。ESETリサーチラボチームは、他のセキュリティ会社およびサイバーセキュリ
ティコミュニティとのコミュニケーションを担当しています。
情報セキュリティは、概念からプロジェクト完了まで適用されたプロジェクト管理フレームワークを使
用して、プロジェクト管理において考慮されます。
リモート作業と通信はモバイルデバイスに導入されたポリシーを通して実行されます。これには、信頼
できないネットワーク経由での転送中にモバイルデバイスで強力な暗号化データを使用することが含ま
れます。モバイルデバイスのセキュリティ統制は、ESET内部ネットワークおよび内部システムとは独立
して動作するように設計されています。

3.人事セキュリティ
ESETは、情報セキュリティを保護するために設計されたポリシーを含む標準の人事手順を使用します。
これらの活動は従業員のライフサイクル全体に対応し、ESET LiveGuard Advanced環境にアクセスするす
べてのチームに適用されます。

4.資産管理
ESET LiveGuard Advancedインフラストラクチャは、資産タイプと感度に従って適用された厳密な所有権
とルールに基づいて、ESET資産インベントリに含まれています。ESETでは内部分類体系が定義されていま
す。すべてのESET LiveGuard Advancedデータと設定は機密として分類されます。

5.アクセス制御
ESETのアクセス制御ポリシーは、ESET LiveGuard Advancedのすべてのアクセスを制御します。アクセス
制御は、インフラストラクチャ、ネットワークサービス、オペレーティングシステム、データベース、
およびアプリケーションレベルで設定されます。アプリケーションレベルでの完全ユーザーアクセス管
理は自律的です。
ESETバックエンドアクセスは、許可された個人とロールに厳しく制限されています。ユーザー登録(解
除)、プロビジョニング(解除)、権限管理、およびユーザーアクセス権のレビューに関するESETの標準
プロセスは、ESET従業員のESET LiveGuard Advancedインフラストラクチャおよびネットワークへのアク
セスを管理するために使用されます。
すべてのESET LiveGuard Advancedデータへのアクセスを保護するために、強力な認証が導入されていま
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す。

6.暗号化
転送中のデータを暗号化し、ESET LiveGuard Advancedデータを保護するために、強力な暗号化(SSL)が使
用されています。

7.物理および環境セキュリティ
ESET LiveGuard Advancedはクラウドベースです。ESETはプライベートクラウドとMicrosoft Azureクラウド
を利用しています。プライベートクラウドデータセンターの物理的な拠点は欧州連合(EU)加盟国内のみ
です。Microsoft AzureはEU域外にもあります。ただし、個人データを含めずに、送信されたファイルから
作成された単方向的なハッシュを保存するためにのみ使用されます。転送中に顧客データを保護するた
めに強力な暗号化が導入されています。

8.運用セキュリティ
このESET LiveGuard Advancedサービスは、厳密な運用手順と設定テンプレートに基づき、自動運用され
ます。設定の変更と新しいパッケージ展開を含むすべての変更は、本番展開前に承認され、専用テスト
環境でテストされます。開発、テスト、および本番環境は相互から分離されています。ESET LiveGuard
Advancedデータは本番環境にのみ保存されます。
ESET LiveGuard Advanced環境は運用監視を使用して監視され、迅速に問題を識別し、ネットワークおよ
びホストレベルですべてのサービスに十分な能力を提供します。
すべての設定データは定期的にバックアップされたリポジトリに保存されているため、環境の設定を自
動的に回復できます。ESET LiveGuard Advancedデータバックアップは、オンサイトとオフサイトの両方に
保存されます。
バックアップは暗号化され、事業継続性テストの一部として定期的に回復可能かどうかがテストされま
す。
システムの監査は、内部標準およびガイドラインに従って実行されます。インフラストラクチャ、オペ
レーティングシステム、データベース、アプリケーションサーバー、およびセキュリティ統制のログと
イベントは、継続的に収集されます。ログはITおよび内部セキュリティチームによってさらに処理され、
プロセスとセキュリティの異常および情報セキュリティインシデントが特定されます。
ESETは、一般的な技術的な脆弱性管理プロセスを使用して、ESET LiveGuard Advancedおよび他のESET製品
を含む、ESETインフラストラクチャの脆弱性の発生を処理します。このプロセスには、プロアクティブ
な脆弱性検査のほか、インフラストラクチャ、製品、およびアプリケーションの反復侵入テストが含ま
れます。
ESETは、内部インフラストラクチャ、ネットワーク、オペレーティングシステム、データベース、アプ
リケーションサーバー、およびアプリケーションのセキュリティに関する内部ガイドラインを規定しま
す。これらのガイドラインは、技術的なコンプライアンス監視と内部情報セキュリティ監査プログラム
によって確認されます。

9.通信セキュリティ
ESET LiveGuard Advanced環境はネイティブクラウドによってセグメント化され、ネットワークアクセス
がネットワークセグメント間の必要なサービスにのみ制限されます。ネットワークサービスの可用性は、
可用性ゾーン、ロードバランシング、冗長化など、ネイティブクラウドコントロールによって実現され
ます。専用のロードバランシングコンポーネントが展開され、ESET LiveGuard Advancedインスタンスルー
ティングの特定のエンドポイントを提供し、トラフィックの認可とロードバランシングを施行します。
ネットワークトラフィックは、動作とセキュリティの異常について継続的に監視されます。潜在的な攻
134

撃は、ネイティブクラウドコントロールまたは展開されたセキュリティソリューションを使用すること
で解決できます。すべてのネットワーク通信は、IPsecおよびTLSを含む一般的に使用可能な手法で暗号
化されます。

10.システムの取得、開発、メンテナンス
ESET LiveGuard Advancedシステムの開発は、ESETの安全なソフトウェア開発ポリシーに従って実行され
ます。内部セキュリティチームは、最初のフェーズからESET LiveGuard Advanced開発プロジェクトに参
加し、すべての開発およびメンテナンス活動を監督します。内部セキュリティチームは、ソフトウェア
開発のさまざまな段階で、セキュリティ要件の実行を定義および確認します。新しく開発されたサービ
スを含むすべてのサービスのセキュリティは、リリース後に継続的にテストされます。

11.サプライヤーの関係
関連するサプライヤーの関係は有効なESETガイドラインに従って実施されます。これは、情報セキュリ
ティとプライバシーの観点から、関係管理全体と契約要件に適用されます。重要なサービス供給者によっ
て提供されるサービスの品質とセキュリティは定期的に評価されます。
さらに、ESETはESET LiveGuard Advancedの移植性の原則を利用し、供給者のロックアウトを回避します。

12.情報セキュリティ管理
ESET LiveGuard Advancedでの情報セキュリティインシデント管理は、他のESETインフラストラクチャと
同様に実行され、定義済みのインシデント対応手順に基づきます。インシデント対応内の役割が定義さ
れ、IT、セキュリティ、法務、人事、広報、経営陣を含む複数のチームで割り当てられます。インシデン
トのインシデント対応チームは、内部セキュリティチームによってインシデントトリアージに基づいて
決定されます。そのチームは、インシデントを処理する他のチームをさらに調整します。また、内部セ
キュリティチームは証拠収集と事後分析の責任を負っています。インシデントの発生と解決は影響を受
ける当事者に通知されます。ESETの法務チームは、ネットワークおよび情報セキュリティ指令(NIS)を規
定する一般データ保護規制(GDPR)およびサイバーセキュリティ法に従って、必要に応じて規制団体に通
知する責任を負います。

13.事業継続管理の情報セキュリティ要素
ESET LiveGuard Advancedサービスの事業継続性は、提供されるサービスの可用性を最大化するために使
用される堅牢なアーキテクチャでコード化されています。ESET LiveGuard Advancedコンポーネントまた
はESET LiveGuard Advancedサービスのすべての冗長ノードの致命的な障害が発生した場合には、オフサ
イトバックアップおよび構成データからの完全な復元が可能です。復元プロセスは定期的にテストされ
ます。

14.コンプライアンス
ESET LiveGuard Advancedの規制要件および契約要件の遵守は、他のインフラストラクチャおよびESETの
プロセスに対して同様に定期的に評価され、確認されます。また、コンプライアンスのための必要な手
順が継続的に実施されます。ESETは、ESET LiveGuard Advancedを含む複数のESETサービスに対応するクラ
ウドコンピューティングデジタルサービスの供給者として登録されています。ESETコンプライアンス活
動は、必ずしもお客様の全体的なコンプライアンス要件が満たされていることを意味するとは限りませ
ん。

公正利用ポリシー
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公正利用ポリシーについて
公正利用ポリシーでは、顧客からアップロードされるファイル数の制限が規定されています。ファイル
の上限は、選択したESET LiveGuard Advancedライセンスバンドルに適用されます。詳細については、以
下の表を参照してください。
ファイルの上限は次のとおりです。50ファイル/シート/月。ファイル数はすべてのコンピューターの合
計としてカウントされるため、他のコンピューターで送信するファイルが少ない場合は、1台のコン
ピューターでファイルを多く送信できます。
例:
• 500シートの顧客は、毎月最大25,000サンプルをアップロードできます。
• 10,000シートの顧客は、毎月最大50万サンプルをアップロードできます。

ESET LiveGuard Advancedバンドルのプロパティ
使用可能なESET LiveGuard Advancedバンドルとプロパティの一覧については、以下の表を参照してくだ
さい。
バンドル名

ESET LiveGuard
Advanced

最小
シー
ト数

ESMC/ESET
PROTECTで使
用可能

ESET
ESET MSP
ライセンスに
PROTECT より、ユーザー Administrator 2
Cloudで使
はESET
で使用可能
PROTECT Cloud
用可能
インスタンス
を作成できま
す。

5

ファイ
ルの上
限

いいえ

ESET PROTECT Complete 5

はい

ESET PROTECT Mail Plus

はい

ESET PROTECT Advanced 5

はい

ESET Dynamic Endpoint
Protection

5

はい

ESET Dynamic Endpoint
Protection - Antivirus
Level

5

はい

ESET Targeted Attack
Protection

250

はい

ファイル数上限なし
ファイル数の上限が設定されていないライセンスバンドルの詳細については、ESETパートナーにお問い
合わせください。

送信済みファイルの数を確認する
管理コンソールのレポートを使用すると、アップロードされたファイルの数が表示されます。
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特定のファイルを送信しないように除外する
ファイルのアップロード上限を超えている場合は、送信するファイルを確認し、安全であることが確実
である場合は、送信されたファイルの数が上限を超えるフォルダを除外することを検討してください。
アプリケーションや開発者ツールによっては、脅威ではないファイルや送信する必要のないファイルが
大量に生成される場合があります。アップロード統計情報を分析し、除外を追加することで、アップロー
ドされるファイルの数を減らすことができます。

プライバシーポリシー
個人データの保護は、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: 31333532) (「ESET」または「当社」)にとって特に重要です。ESETは、EU一般データ保護規
制(「GDPR」)の下で法的に規定された透明性要件に準拠します。この目標を達成するために、ESETは、デー
タ主体としてのお客様(「エンドユーザー」または「お客様」)に次の個人データ保護事項を通知する目
的でのみ、本プライバシーポリシーを発行しています。
• 個人データの処理の法的根拠
• データ共有と機密保持
• データセキュリティ
• データ主体としての権利
• 個人データの処理
• 連絡先情報。

個人データの処理
当社のWebベースの製品に実装されたESETのサービスは、利用規約(「ToU」)の条項に従って提供されます
が、特定の注意が必要になる項目がある場合があります。ESETは、製品およびサービスの提供に関連す
るデータ処理の詳細について、お客様に説明します。ESETはさまざまなサービスを提供します。 規約
および製品 ドキュメントをご覧ください。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。
• エンドユーザーがあらかじめ定義および選択したファイルなどのサンプルは、分析のためにESETサー
ビスにアップロードされ、結果がお客様に返信されます。メタデータは、サポート対象として一覧に
記載されている、ローカルでインストールされた管理コンソールで収集されます。
• 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。
ESETはこの範囲外のデータを収集する意図はありませんが、このようなことを回避できない場合があり
ます。誤って収集されたデータは、マルウェア自体(知らない間に承認なく収集)か、文書の一部として
含まれる場合があります。ESETはこれをESETのシステムに追加する意図はなく、このプライバシーポリシー
で宣言された目的で処理します。
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データ共有と機密保持
ESETがお客様のデータを第三者と共有することはありません。ただし、ESETは、販売、サービス、および
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を通して、世界中で事業を展開する企
業です。ESETが処理するライセンス、請求、テクニカルサポート情報は、サービスやサポートの提供と
いったエンドユーザーライセンス契約の履行の目的で、関連会社またはパートナーとの間で転送される
場合があります。
基本的に、ESETは、欧州連合(EU)でデータを処理します。ただし、お客様の居住国(EU外での製品または
サービスの利用)またはお客様が選択するサービスによっては、EU外の国にお客様データを転送しなけれ
ばならない場合があります。たとえば、ESETは、クラウドコンピューティングに関連してサードパーティ
サービスを使用しています。このような場合、ESETはサービスプロバイダーを厳選し、契約、技術、組
織的な対策を導入して、適切なレベルのデータ保護を保証します。原則として、ESETは、EUの標準契約
条項と補足契約規制(必要な場合)に同意します。
英国やスイスなどのEU外の一部の国については、EUが既に同等のデータ保護を決定しています。同等の
データ保護が規定されているため、このような国へのデータ転送には特別な認可または同意が必要あり
ません。
当社は、Microsoftがクラウドサービスプロバイダーとして提供するクラウドコンピューティングに関連
するサードパーティのサービスを利用しています。

データの主体の権利
すべてのエンドユーザーの権利は重要です。ESETは、すべてのエンドユーザー(EU加盟国およびEU非加盟
国)が次の権利について保証されていることを通知します。データ主体の権利を行使するには、サポー
トフォームまたは電子メール(dpo@eset.sk)でお問い合わせください。本人確認目的で、次の情報をご提
示ください。お名前、電子メールアドレス、製品認証キー(該当する場合)、お客様番号、会社名。生年
月日などの他の個人データは送信しないでください。また、ESETは、お客様の依頼を処理し、本人確認
を行うために、お客様の個人データを処理します。
同意を取り消す権利。同意のみに基づく処理の場合、同意を取り消す権利が適用されます。ESETがお客
様の同意に基づいてお客様の個人データを処理する場合、お客様は、理由を提供せずに、いつでも同意
を取り消す権利があります。同意の取り消しは将来に対してのみ有効であり、取り消し前に処理された
データの合法性には影響しません。
異議を申し立てる権利。同意のみに基づく処理の場合、同意を取り消す権利が適用されます。ESETが合
法的な利益を保護するために、お客様の個人データを処理する場合、データ主体としてのお客様は、い
つでもESETが指名した合法的な利益および個人データの処理に対して異議を申し立てる権利があります。
異議申し立ては将来に対してのみ有効であり、異議申し立て前に処理されたデータの合法性には影響し
ません。ESETがダイレクトマーケティング目的で個人データを処理している場合、お客様の異議申し立
ての理由を提出する必要はありません。これは、このようなダイレクトマーケティングに関連している
かぎり、プロファイリングにも該当します。他のすべての場合において、お客様は、ESETが個人データ
を処理する正当な利益に対する苦情について簡潔に通知することが求められます。
場合によっては、お客様が同意を取り消したにもかかわらず、ESETは、契約の履行など、別の法的根拠
に基づいて個人データを引き続き処理する資格があります。
アクセスの権利。お客様は、データ主体として、いつでも無料で、ESETによって保存されたデータに関
する情報を取得する権利があります。
修正する権利。ESETがお客様に関する誤った個人データを間違って処理した場合、お客様はこれを修正
する権利があります。
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消去する権利および処理を制限する権利。データ主体として、お客様は、個人データの削除または制限
を要求する権利があります。お客様の同意を得た場合など、ESETがお客様の個人データを処理し、お客
様がその同意を取り消し、それ以上の法的根拠(契約など)が存在しない場合、ESETはただちにお客様の
個人データを削除します。お客様の個人データは、保持期間の終了に指定された目的で必要とされなく
なった時点ですみやかに削除されます。
ESETが直接マーケティングの目的でのみお客様の個人データを使用し、お客様が同意を取り消したか、
根拠となるESETの合法的な利益に対して異議を申し立てた場合、ESETは、未承諾の連絡を回避する目的で
お客様の連絡先データを社内ブラックリストに追加する範囲で、お客様の個人データの処理を制限しま
す。そうでない場合、お客様の個人データは削除されます。
ESETは、立法当局または監督当局によって発行された保持義務および期間が終了するまで、お客様のデー
タを保存することが義務付けられている場合があります。保持義務と期間は、スロバキアの法律によっ
ても生じ得る場合があります。その後、該当するデータは日常的に削除されます。
データ移植性の権利。ESETは、データ主体としてのお客様に対して、ESETが処理する個人データをxls形
式で提供いたします。
苦情を申し立てる権利。データ主体として、お客様は、いつでも監督当局に苦情を申し立てる権利を有
します。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。該当するデータ監督当局は、スロバキア共和国個人データ保護局(Hraničná 12, 82007 Bratislava 27,
Slovak Republic)です。
ESETは、処理するすべての情報が重要であり、お客様へのサービスおよび製品の提供という正当な利益
のために必要であると考えています。

連絡先情報
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

利用規約
本利用規約(「規約」)は、ESET, spol. s r. o. (登録事業所 Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak
Republic、Bratislava I District Court, Section Sro, Entry No 3586/Bによって管理された商業登録に登録、事業登
録番号: 31333532 (「ESET」または「供給者」)と、ESETが所有、管理、提供するESET LiveGuard Advancedオ
ンラインサービス(「ESET LiveGuard Advanced」)を使用する自然人または法人であるお客様(「お客様」、
「ユーザー」)との間における特別な合意です。お客様が組織の代理でESET LiveGuard Advancedを利用す
る場合、お客様は、その組織に代わってこの利用規約に同意し、その組織を以下の条項に準拠させる権
限があることを保証するものとします。その場合、「ユーザー」および「お客様」はその組織を指しま
す。これらの利用規約をよくお読みください。これらはESET LiveGuard Advancedに関連してESETが提供
するサービスにも関連しています。これらの規約の適用範囲外で個別のサービスの利用に関する特定の
条件は、サービスアクティブ化処理の一部であることに同意した上で、各サービスで明記されています。
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セキュリティとデータ保護
ESET LiveGuard AdvancedはESETが提供するサービスへのアクセスを提供します。ユーザーの氏名、会社
名、国、有効な電子メールアドレス、電話番号、ライセンスデータ、および統計情報は、ESET LiveGuard
Advancedの登録および使用時、ならびにESET LiveGuard Advancedサービスの提供およびメンテナンス目
的で必要になります。お客様は、データが収集され、供給者のサーバーまたはパートナーのサーバーに
送信されることに同意します。この唯一の目的は、ソフトウェアの認証、および供給者の権利の保護を
保証することです。供給者または供給者のパートナーは、本契約の締結後、サポートと本契約の履行の
ために、お客様を識別するための必須データを、転送、処理、保存することができるものとします。お
客様は、本規約、個別のサービス規約、および文書で意図されている目的および方法においての
み、ESET LiveGuard Advancedを使用することが許可されます。
ESET LiveGuard Advancedを提供するためには、ファイルの送信が必要です(「データ)。データは、ESET
LiveGuard Advancedサービスを提供する目的に限り、お客様からESETに提供されます。データは、ESETの
セキュリティポリシーおよび手続き、ならびにプライバシーポリシーに従って、処理および保管されま
す。
プライバシー、個人データ保護、およびデータ主体としてのお客様の権利の詳細については、プライバ
シーポリシーをご覧ください。

公正利用ポリシー
お客様は、ドキュメントに規定された技術的な制限を遵守する義務があります。お客様は、他のユーザー
によるこれらのサービスへのアクセスを制限しない方法でのみ本アカウントとその機能を使用すること
に同意します。供給者は個別のユーザーに提供されたサービスの範囲を制限し、ユーザーの最大数によっ
てサービスの利用を有効化する権利を有します。サービスの範囲を制限することは、アカウントの何ら
かの機能の利用可能性を完全に終了すること、およびデータと情報の削除も意味するものとします。
公正利用ポリシーの詳細については、公正利用ポリシーをご覧ください。

ソフトウェア
ESETまたは該当する供給者は、アカウントWebサイトで提供されるすべてのソフトウェア(以下、「ソフ
トウェア」)に対して著作権を所有し、それを行使できるものとします。本ソフトウェアはエンドユー
ザー使用許諾契約(以下、「EULA」)に従った場合にのみ使用できます。EULAは本ソフトウェアとともに供給
されるか、その一部として含まれています。EULAとともに供給されるソフトウェアはユーザーがEULAに
同意しない場合はインストールできません。ライセンス、著作権、ドキュメント、および商標に関する
他の情報は、法的情報で規定されています。

制限
お客様は本アカウントのコピー、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。本アカウントの使用時には、下記の制限事項に従う必要があります。
(a) 本規約に規定されている以外のいかなる態様でも、本アカウントまたはそのコンポーネントの使用、
修正、改変、複製、または使用権の譲渡を行ってはなりません。
(b) 本アカウントの売却、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アカウントの使用は禁じられています。
(c) 本アカウントのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、またはアカウント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。
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(d) 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、本アカウントを使
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、本アカウントを使用で
きます。

免責事項
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、本アカウントおよびサービスが「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、およびアカウントまたはサービスによる第三者の
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。供給者またはいかなる他者も、アカウントまたはサービスがお客
様の要件を満たすこと、またはアカウントまたはサービスの動作が中断されず、瑕疵がないことを保証
しません。お客様は、意図する結果に到達するための本アカウントおよびサービスの選択と使用、およ
び本アカウントで達成される結果について、すべての責任とリスクを負います。
本規約で具体的に列挙される義務以外に、本規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。

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、請負業者
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、その請負業者、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、請負業者、または関係者の責任は、お客様が問題のサービスまたはアカウントの対価として支
払った金額を限度とします。

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、本条項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。
ii. 米国、シンガポール、英国、欧州連合またはその加盟国、本条項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(「貿易管理法」として上記のiおよびiiで参照される法律行為)。
(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、ユーザーが本輸出貿易管理法の(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
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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、本条項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、本条項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

準拠法および言語
本規約は、スロバキアの法律に準拠し、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、準拠法と国際物品売買契約に関する国連条約との間で矛盾する規定については、これを適用
しないことに同意します。お客様がEUに居住する消費者である場合は、居住国で適用される法律の義務
条項によってお客様に付与される追加の保護策も提供されます。
お客様は、供給者に対する請求または紛争、あるいは本ソフトウェア、アカウント、またはサービスの
お客様による使用に関係したか、本規約または特別な規約(該当する場合)に起因するあらゆる請求また
は紛争について、スロバキアのブラチスラバ第1地方裁判所単独の管轄権に明示的に同意し、このよう
な紛争または請求に関連した、ブラチスラバ第1地方裁判所における対人管轄権の行使に同意し、これ
を明示的に承諾するものとします。お客様が消費者で、EUに居住している場合、排他的管轄地域の地ま
たは居住するEU加盟国において消費者保護を施行する請求を申し立てることもできます。さらに、お客
様は、オンラインの紛争解決プラットフォームを使用することができます。このプラットフォーム
はhttps://ec.europa.eu/consumers/odr/からアクセスできます。ただし、正式に請求を行う前に、最初に
当社に問い合わせることを検討してください。
これらの条項の言語バージョン間に不一致がある場合は、こちらで提供されている英語版が常に優先さ
れるものとします。

一般条項
ESETは、法律の変更を反映するため、またはアカウントの変更を反映するため、関連するドキュメント
を更新することで、いつでもこの条項およびドキュメントまたはその一部を改訂する権利を留保します。
アカウント経由で、これらの条項の改訂が通知されます。これらの条項の変更に同意しない場合は、ア
カウントを解除できます。変更が通知された後にお客様がアカウントを解除しない場合は、お客様はこ
れらの条項の修正または改訂に拘束されます。定期的にこのページにアクセスして、本アカウントの使
用に適用される最新の条項を確認することをお勧めします。

通知
すべての通知は、スロバキア共和国 ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic。
付録1
ESET Management Agentエンドユーザーライセンス契約
付録2
データ処理契約
付録3
標準契約条項
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ESET Management Agentエンドユーザーライセンス
契約
発効日: 2021年10月19日。
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、プライバシーポリシーに同意したことになります。
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（「本契約」）は、Einsteinova 24, 85101 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.、 (「ESET」または「供給者」)と、自然人ま
たは法人であるお客様(「お客様」または「エンドユーザー」)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し、プライバシーポリシーを承諾するもの
とします。本契約の規定またはプライバシーポリシー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供給者にそ
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
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
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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) Home/Business Edition。本ソフトウェアのHome Editionバージョンは、家庭および家族での利用に限定
された個人または非商業環境でのみ使用されるものとします。本ソフトウェアを商業環境、またはメー
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。
e) OEMソフトウェア。OEMに分類された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
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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。本ソフトウェアの機能、ならびに本ソ
フトウェアの更新およびアップグレードの目的で、インターネットへの接続および該当するデータ収集
が必要です。供給者には、本ソフトウェアのアップデートまたはアップグレード(「アップデート」)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。
アップデートの提供には、サービス終了ポリシー(「EOLポリシー」)が適用される場合がありま
す。https://go.eset.com/eol_businessをご覧ください。本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの機能がEOL
ポリシーで定義されているサービス終了日に達した後は、アップデートが提供されません。
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
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。
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
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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
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。本ソフトウェアおよび本
ソフトウェアの機能を使用するお客様の権利にはEOLポリシーが適用される場合があります。本ソフト
ウェアまたは本ソフトウェアの機能がEOLポリシーで定義されているサービス終了日に達した後は、本
ソフトウェアを使用するお客様の権利が失効します。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
146

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、本ソフトウェアのイン
ストール、本ソフトウェアの使用、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。本ソフトウェアまたは本ソフトウェ
アの機能がEOLポリシーで定義されているサービス終了日に達した後は、テクニカルサポートが提供さ
れません。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。
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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。
(上記第i項および第ii項で参照される法律、ならびに「貿易管理法」)。
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
20.通知。すべての通知、ならびに本ソフトウェアおよびドキュメントの返却は、本契約の第22条に従い、
本契約、プライバシーポリシー、EOLポリシー、ドキュメントの変更をお客様に通知するESETの権利を損
なうことなく、ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic宛てに送付する必要があり
ます。ESETは、電子メールや、本ソフトウェア経由でのアプリ内通知を送信したり、Webサイトにコミュ
ニケーションを投稿したりする場合があります。お客様は、規約、特別な規約、プライバシーポリシー
の変更、契約の提案/承諾、またはキャンペーンへの招待、通知または他の法的な通知に関するコミュ
ニケーションを含め、電子的な形式でESETから法的な通知を受信することに同意します。適用される法
律で特に別のコミュニケーションの形態が義務付けられている場合を除き、かかる電子的なコミュニケー
ションは書面を受け取った場合と同義に見なされるものとします。
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。本契約は英語で締結されました。便宜上またはそ
の他の目的で、本契約書の翻訳が用意されている場合、または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。
ESETは、(i) 本ソフトウェアまたはESETの事業の方法に関する変更を反映する、(ii) 法律、規制、セキュリ
ティの理由から、(iii) 悪用または被害を防止するため、関連するドキュメントを更新することで、いつで
も、本ソフトウェアを変更し、本契約、付録、補遺、プライバシーポリシー、EOLポリシー、ドキュメン
トまたはその一部を改訂する権利を留保します。これらの条項の改訂は、電子メール、アプリ内通知、
または他の電子的な手段で通知されます。お客様が本契約の変更の提案に同意しない場合は、変更の通
知を受領してから30日以内にアカウントまたは影響を受ける購入済みのサービスを解約できます。この
期限内に本契約を解約しない場合は、提案された変更が承認されたと見なされ、変更の通知を受け取っ
た日時点でお客様側で変更が有効になります。
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。
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契約書の補遺
通信とデータの管理。通信およびデータの管理には、次のように追加の条項が適用されます。
ソフトウェアには機能があり、これにより、コンピューターとリモート管理ソフトウェア間の情報の転
送が可能になります。転送される情報には、管理されているコンピューターのハードウェアおよびソフ
トウェア情報、リモート管理ソフトウェアからの管理手順などの管理データが含まれます。コンピュー
ターから転送されるデータの他のコンテンツは、コンピューターにインストールされたソフトウェアの
設定によって決定されるものとします。管理ソフトウェアからの手順の内容は、リモート管理ソフトウェ
アの設定によって決定されます。
EULAID: EULA-PRODUCT-AGENT; 3537.0

データ処理契約
欧州議会および2016年4月27日に行われた協議会で決定された、個人データの処理に伴う自然人の保護、
およびかかるデータの自由な移動に関する規制(EU) 2016/679の要件、ならびに指令95/46/ECの廃
止(「GDPR」)に従い、供給者(「処理者」)およびお客様(「管理者」)は、個人データの処理、データ保護
の方法に関する契約条件を定義し、主契約として本条項の主題を履行する過程において、管理者の代理
としてデータ主体の個人データを処理する際の両当事者のその他の権利と義務を定義する目的で、デー
タ処理契約関係を締結します。
1.個人データ取扱い。これらの条項に従って提供されるサービスには、プライバシーポリシーに記載さ
れている特定された自然人または特定可能な自然人に関連する情報(「個人データ」)の処理が含まれま
す。
2.許可。管理者は、処理者が次の手順を含む個人データを処理することを許可します。
(i) 「処理の目的」とは、これらの条項に従ったサービスの提供を意味するものとする処理者は、管理者
が要求したサービスの提供に関して管理者の代理として個人データを処理することのみが許可されてい
ます。他の目的で収集されたすべての情報は、管理者と処理者の契約上の関係外で処理されます。
(ii) 処理期間は、これらの条項の下における協力の開始時点からサービスの解除までの期間を意味するも
のとする
(iii) 個人データの範囲と分類には、個人データのすべての特殊な分類を除く、一般的な個人データが含
まれるものとする
(iv) 「データ主体」とは、管理者のデバイスの許可されたユーザーである自然人を意味するものとする
(v) 処理業務とは、処理の目的に必要なすべての業務を意味するものとする
(vi) 「文書化された手順」とは、これらの条項、付録、プライバシーポリシー、およびサービスのドキュ
メントに記載された手順を意味するものとする管理者は、データ保護法の該当する条項に関して、処理
者が個人データを処理することを法的に認める責任を負うものとします。
3.処理者の義務。処理者は次の義務を負うものとします。
(i) 文書化された手順を根拠とし、条項、付録、プライバシーポリシー、サービスドキュメントで定義さ
れた目的でのみ個人データを処理する。
(ii) 個人データを処理する権限を有する個人が機密保持の責任を負い、文書化された手順に従っているこ
とを保証する。
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(iii) 条項、付録、プライバシーポリシー、およびサービスドキュメントに記載された対策を導入し、そ
れに従う。
(iv) データ主体の権利に関連するデータ主体からの要求に対応して管理者を支援する。処理者は、管理
者の指示なく、個人データの処理を修正、削除、または制限しないものとします。管理者の代理として
処理された個人データに関連するデータ主体からのすべての要求は、遅延なく管理者に転送されるもの
とします。
(v) 監督当局およびデータ主体に対する個人データ違反の通知について管理者を支援する。
(vi) 処理期間の終了後に、すべての個人データを削除するか、管理者に返却する。
(vii) 管理者の代理として実行した処理活動のすべての分類について、最新の記録を保持する
(viii) 条項、付録、プライバシーポリシー、およびサービス文書の一部としてコンプライアンスを実証す
るために必要なすべての情報を管理者に提供する。
4.別の処理者の関与。処理者は、これらの条項と付録、プライバシーポリシー、およびサービスドキュ
メントに準拠して、サービスのためのクラウドストレージおよびインフラストラクチャの準備といった
特定の処理活動を実行するために、他の処理者を関与させることが認められています。現在、Microsoft
は、Azureクラウドサービスの一部としてクラウドストレージとインフラストラクチャを提供しています。
このような場合であっても、処理者は単独の窓口であり、コンプライアンスに責任を負う当事者である
ものとします。
5.処理の地域。処理者は、管理者の決定に基づき、欧州経済地域または欧州委員会の決定による安全な
国であると指定された国で処理が行われることを保証します。標準契約条項は、管理者の要求に応じて、
欧州経済地域または欧州委員会の決定による安全な国であると指定された国以外での転送および処理に
適用されるものとします。
6.セキュリティ。処理者はISO27001:2013の認証を受け、ネットワーク、オペレーティングシステム、デー
タベース、アプリケーション、要員および業務プロセスの改造でセキュリティ統制を適用するときには、
ISO 27001フレームワークを使用して、階層型の防御セキュリティ戦略を実装します。規制要件および契
約要件の遵守は、他のインフラストラクチャおよび処理者の業務に対して同様に定期的に評価され、確
認されます。また、コンプライアンスのための必要な手順が継続的に実施されます。処理者は、ISO
27001に基づき、ISMSを使用して、データセキュリティを整理しました。セキュリティドキュメントには、
情報セキュリティ、物理セキュリティおよび装置のセキュリティ、インシデント管理、データ漏えいお
よびセキュリティインシデントの対応などのポリシー文書が主に含まれています。
7.処理者の連絡先情報。個人データ保護に関するすべての通知、要求、要望、他の連絡事項は、ESET,
spol. s.r.o.ESET, spol. s.r.o.: Data Protection Officer, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, email:
dpo@eset.sk.

標準契約条項
SECTION I
Clause 1 Purpose and scope
(a) The purpose of these standard contractual clauses is to ensure compliance with the requirements of
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General
Data Protection Regulation) (1) for the transfer of personal data to a third country.
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(b) The Parties:
(i) the natural or legal person(s), public authority/ies, agency/ies or other body/ies (hereinafter ‘entity/ies’)
transferring the personal data, as listed in Annex I.A (hereinafter each ‘data exporter’), and
(ii) the entity/ies in a third country receiving the personal data from the data exporter, directly or indirectly via
another entity also Party to these Clauses, as listed in Annex I.A (hereinafter each ‘data importer’)
have agreed to these standard contractual clauses (hereinafter: ‘Clauses’).
(c) These Clauses apply with respect to the transfer of personal data as specified in Annex I.B.
(d) The Appendix to these Clauses containing the Annexes referred to therein forms an integral part of these
Clauses.

Clause 2 Effect and invariability of the Clauses
(a) These Clauses set out appropriate safeguards, including enforceable data subject rights and effective legal
remedies, pursuant to Article 46(1) and Article 46(2)(c) of Regulation (EU) 2016/679 and, with respect to data
transfers from controllers to processors and/or processors to processors, standard contractual clauses pursuant
to Article 28(7) of Regulation (EU) 2016/679, provided they are not modified, except to select the appropriate
Module(s) or to add or update information in the Appendix. This does not prevent the Parties from including the
standard contractual clauses laid down in these Clauses in a wider contract and/or to add other clauses or
additional safeguards, provided that they do not contradict, directly or indirectly, these Clauses or prejudice the
fundamental rights or freedoms of data subjects.
(b) These Clauses are without prejudice to obligations to which the data exporter is subject by virtue of Regulation
(EU) 2016/679.

Clause 3 Third-party beneficiaries
(a) Data subjects may invoke and enforce these Clauses, as third-party beneficiaries, against the data exporter
and/or data importer, with the following exceptions:
(i) Clause 1, Clause 2, Clause 3, Clause 6, Clause 7;
(ii) Clause 8 – Module One: Clause 8.5 (e) and Clause 8.9(b); Module Two: Clause 8.1(b), 8.9(a), (c), (d) and (e);
Module Three: Clause 8.1(a), (c) and (d) and Clause 8.9(a), (c), (d), (e), (f) and (g); Module Four: Clause 8.1 (b) and
Clause 8.3(b);
(iii) Clause 9 – Module Two: Clause 9(a), (c), (d) and (e); Module Three: Clause 9(a), (c), (d) and (e);
(iv) Clause 12 – Module One: Clause 12(a) and (d); Modules Two and Three: Clause 12(a), (d) and (f);
(v) Clause 13;
(vi) Clause 15.1(c), (d) and (e);
(vii) Clause 16(e);
(viii) Clause 18 – Modules One, Two and Three: Clause 18(a) and (b); Module Four: Clause 18.
(b) Paragraph (a) is without prejudice to rights of data subjects under Regulation (EU) 2016/679.
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Clause 4 Interpretation
(a) Where these Clauses use terms that are defined in Regulation (EU) 2016/679, those terms shall have the same
meaning as in that Regulation.
(b) These Clauses shall be read and interpreted in the light of the provisions of Regulation (EU) 2016/679.
(c) These Clauses shall not be interpreted in a way that conflicts with rights and obligations provided for in
Regulation (EU) 2016/679.

Clause 5 Hierarchy
In the event of a contradiction between these Clauses and the provisions of related agreements between the
Parties, existing at the time these Clauses are agreed or entered into thereafter, these Clauses shall prevail.

Clause 6 Description of the transfer(s)
The details of the transfer(s), and in particular the categories of personal data that are transferred and the
purpose(s) for which they are transferred, are specified in Annex I.B.

Clause 7 – Optional Docking clause
(a) An entity that is not a Party to these Clauses may, with the agreement of the Parties, accede to these Clauses
at any time, either as a data exporter or as a data importer, by completing the Appendix and signing Annex I.A.
(b) Once it has completed the Appendix and signed Annex I.A, the acceding entity shall become a Party to these
Clauses and have the rights and obligations of a data exporter or data importer in accordance with its designation
in Annex I.A.
(c) The acceding entity shall have no rights or obligations arising under these Clauses from the period prior to
becoming a Party.

SECTION II – OBLIGATIONS OF THE PARTIES
Clause 8 Data protection safeguards
The data exporter warrants that it has used reasonable efforts to determine that the data importer is able,
through the implementation of appropriate technical and organisational measures, to satisfy its obligations under
these Clauses.
MODULE ONE: Transfer controller to controller
8.1 Purpose limitation
The data importer shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the transfer, as set out in
Annex I.B. It may only process the personal data for another purpose:
(i) where it has obtained the data subject’s prior consent;
(ii) where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of specific
administrative, regulatory or judicial proceedings; or
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(iii) where necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person.
8.2 Transparency
(a) In order to enable data subjects to effectively exercise their rights pursuant to Clause 10, the data importer
shall inform them, either directly or through the data exporter:
(i) of its identity and contact details;
(ii) of the categories of personal data processed;
(iii) of the right to obtain a copy of these Clauses;
(iv) where it intends to onward transfer the personal data to any third party/ies, of the recipient or categories of
recipients (as appropriate with a view to providing meaningful information), the purpose of such onward transfer
and the ground therefore pursuant to Clause 8.7.
(b) Paragraph (a) shall not apply where the data subject already has the information, including when such
information has already been provided by the data exporter, or providing the information proves impossible or
would involve a disproportionate effort for the data importer. In the latter case, the data importer shall, to the
extent possible, make the information publicly available.
(c) On request, the Parties shall make a copy of these Clauses, including the Appendix as completed by them,
available to the data subject free of charge. To the extent necessary to protect business secrets or other
confidential information, including personal data, the Parties may redact part of the text of the Appendix prior to
sharing a copy, but shall provide a meaningful summary where the data subject would otherwise not be able to
understand its content or exercise his/her rights. On request, the Parties shall provide the data subject with the
reasons for the redactions, to the extent possible without revealing the redacted information.
(d) Paragraphs (a) to (c) are without prejudice to the obligations of the data exporter under Articles 13 and 14 of
Regulation (EU) 2016/679.
8.3 Accuracy and data minimisation
(a) Each Party shall ensure that the personal data is accurate and, where necessary, kept up to date. The data
importer shall take every reasonable step to ensure that personal data that is inaccurate, having regard to the
purpose(s) of processing, is erased or rectified without delay.
(b) If one of the Parties becomes aware that the personal data it has transferred or received is inaccurate, or has
become outdated, it shall inform the other Party without undue delay.
(c) The data importer shall ensure that the personal data is adequate, relevant and limited to what is necessary in
relation to the purpose(s) of processing.
8.4 Storage limitation
The data importer shall retain the personal data for no longer than necessary for the purpose(s) for which it is
processed. It shall put in place appropriate technical or organisational measures to ensure compliance with this
obligation, including erasure or anonymisation (2) of the data and all back-ups at the end of the retention period.
8.5 Security of processing
(a) The data importer and, during transmission, also the data exporter shall implement appropriate technical and
organisational measures to ensure the security of the personal data, including protection against a breach of
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security leading to accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access
(hereinafter ‘personal data breach’). In assessing the appropriate level of security, they shall take due account of
the state of the art, the costs of implementation, the nature, scope, context and purpose(s) of processing and the
risks involved in the processing for the data subject. The Parties shall in particular consider having recourse to
encryption or pseudonymisation, including during transmission, where the purpose of processing can be fulfilled
in that manner.
(b) The Parties have agreed on the technical and organisational measures set out in Annex II. The data importer
shall carry out regular checks to ensure that these measures continue to provide an appropriate level of security.
(c) The data importer shall ensure that persons authorised to process the personal data have committed
themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation of confidentiality.
(d) In the event of a personal data breach concerning personal data processed by the data importer under these
Clauses, the data importer shall take appropriate measures to address the personal data breach, including
measures to mitigate its possible adverse effects.
(e) In case of a personal data breach that is likely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons,
the data importer shall without undue delay notify both the data exporter and the competent supervisory
authority pursuant to Clause 13. Such notification shall contain i) a description of the nature of the breach
(including, where possible, categories and approximate number of data subjects and personal data records
concerned), ii) its likely consequences, iii) the measures taken or proposed to address the breach, and iv) the
details of a contact point from whom more information can be obtained. To the extent it is not possible for the
data importer to provide all the information at the same time, it may do so in phases without undue further
delay.
(f) In case of a personal data breach that is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural
persons, the data importer shall also notify without undue delay the data subjects concerned of the personal data
breach and its nature, if necessary in cooperation with the data exporter, together with the information referred
to in paragraph (e), points ii) to iv), unless the data importer has implemented measures to significantly reduce
the risk to the rights or freedoms of natural persons, or notification would involve disproportionate efforts. In the
latter case, the data importer shall instead issue a public communication or take a similar measure to inform the
public of the personal data breach.
(g) The data importer shall document all relevant facts relating to the personal data breach, including its effects
and any remedial action taken, and keep a record thereof.
8.6 Sensitive data
Where the transfer involves personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or
philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, or biometric data for the purpose of uniquely
identifying a natural person, data concerning health or a person’s sex life or sexual orientation, or data relating to
criminal convictions or offences (hereinafter ‘sensitive data’), the data importer shall apply specific restrictions
and/or additional safeguards adapted to the specific nature of the data and the risks involved. This may include
restricting the personnel permitted to access the personal data, additional security measures (such as
pseudonymisation) and/or additional restrictions with respect to further disclosure.
8.7 Onward transfers
The data importer shall not disclose the personal data to a third party located outside the European Union (3) (in
the same country as the data importer or in another third country, hereinafter ‘onward transfer’) unless the third
party is or agrees to be bound by these Clauses, under the appropriate Module. Otherwise, an onward transfer by
the data importer may only take place if:
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(i) it is to a country benefitting from an adequacy decision pursuant to Article 45 of Regulation (EU) 2016/679 that
covers the onward transfer;
(ii) the third party otherwise ensures appropriate safeguards pursuant to Articles 46 or 47 of Regulation (EU)
2016/679 with respect to the processing in question;
(iii) the third party enters into a binding instrument with the data importer ensuring the same level of data
protection as under these Clauses, and the data importer provides a copy of these safeguards to the data
exporter;
(iv) it is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of specific
administrative, regulatory or judicial proceedings;
(v) it is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person; or
(vi) where none of the other conditions apply, the data importer has obtained the explicit consent of the data
subject for an onward transfer in a specific situation, after having informed him/her of its purpose(s), the identity
of the recipient and the possible risks of such transfer to him/her due to the lack of appropriate data protection
safeguards. In this case, the data importer shall inform the data exporter and, at the request of the latter, shall
transmit to it a copy of the information provided to the data subject.
Any onward transfer is subject to compliance by the data importer with all the other safeguards under these
Clauses, in particular purpose limitation.
8.8 Processing under the authority of the data importer
The data importer shall ensure that any person acting under its authority, including a processor, processes the
data only on its instructions.
8.9 Documentation and compliance
(a) Each Party shall be able to demonstrate compliance with its obligations under these Clauses. In particular, the
data importer shall keep appropriate documentation of the processing activities carried out under its
responsibility.
(b) The data importer shall make such documentation available to the competent supervisory authority on
request.
MODULE TWO: Transfer controller to processor
8.1 Instructions
(a) The data importer shall process the personal data only on documented instructions from the data exporter.
The data exporter may give such instructions throughout the duration of the contract.
(b) The data importer shall immediately inform the data exporter if it is unable to follow those instructions.
8.2 Purpose limitation
The data importer shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the transfer, as set out in
Annex I.B, unless on further instructions from the data exporter.
8.3 Transparency
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On request, the data exporter shall make a copy of these Clauses, including the Appendix as completed by the
Parties, available to the data subject free of charge. To the extent necessary to protect business secrets or other
confidential information, including the measures described in Annex II and personal data, the data exporter may
redact part of the text of the Appendix to these Clauses prior to sharing a copy, but shall provide a meaningful
summary where the data subject would otherwise not be able to understand the its content or exercise his/her
rights. On request, the Parties shall provide the data subject with the reasons for the redactions, to the extent
possible without revealing the redacted information. This Clause is without prejudice to the obligations of the
data exporter under Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679.
8.4 Accuracy
If the data importer becomes aware that the personal data it has received is inaccurate, or has become outdated,
it shall inform the data exporter without undue delay. In this case, the data importer shall cooperate with the
data exporter to erase or rectify the data.
8.5 Duration of processing and erasure or return of data
Processing by the data importer shall only take place for the duration specified in Annex I.B. After the end of the
provision of the processing services, the data importer shall, at the choice of the data exporter, delete all personal
data processed on behalf of the data exporter and certify to the data exporter that it has done so, or return to the
data exporter all personal data processed on its behalf and delete existing copies. Until the data is deleted or
returned, the data importer shall continue to ensure compliance with these Clauses. In case of local laws
applicable to the data importer that prohibit return or deletion of the personal data, the data importer warrants
that it will continue to ensure compliance with these Clauses and will only process it to the extent and for as long
as required under that local law. This is without prejudice to Clause 14, in particular the requirement for the data
importer under Clause 14(e) to notify the data exporter throughout the duration of the contract if it has reason to
believe that it is or has become subject to laws or practices not in line with the requirements under Clause 14(a).
8.6 Security of processing
(a) The data importer and, during transmission, also the data exporter shall implement appropriate technical and
organisational measures to ensure the security of the data, including protection against a breach of security
leading to accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access to that data
(hereinafter ‘personal data breach’). In assessing the appropriate level of security, the Parties shall take due
account of the state of the art, the costs of implementation, the nature, scope, context and purpose(s) of
processing and the risks involved in the processing for the data subjects. The Parties shall in particular consider
having recourse to encryption or pseudonymisation, including during transmission, where the purpose of
processing can be fulfilled in that manner. In case of pseudonymisation, the additional information for attributing
the personal data to a specific data subject shall, where possible, remain under the exclusive control of the data
exporter. In complying with its obligations under this paragraph, the data importer shall at least implement the
technical and organisational measures specified in Annex II. The data importer shall carry out regular checks to
ensure that these measures continue to provide an appropriate level of security.
(b) The data importer shall grant access to the personal data to members of its personnel only to the extent
strictly necessary for the implementation, management and monitoring of the contract. It shall ensure that
persons authorised to process the personal data have committed themselves to confidentiality or are under an
appropriate statutory obligation of confidentiality.
(c) In the event of a personal data breach concerning personal data processed by the data importer under these
Clauses, the data importer shall take appropriate measures to address the breach, including measures to mitigate
its adverse effects. The data importer shall also notify the data exporter without undue delay after having become
aware of the breach. Such notification shall contain the details of a contact point where more information can be
obtained, a description of the nature of the breach (including, where possible, categories and approximate
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number of data subjects and personal data records concerned), its likely consequences and the measures taken or
proposed to address the breach including, where appropriate, measures to mitigate its possible adverse effects.
Where, and in so far as, it is not possible to provide all information at the same time, the initial notification shall
contain the information then available and further information shall, as it becomes available, subsequently be
provided without undue delay.
(d) The data importer shall cooperate with and assist the data exporter to enable the data exporter to comply
with its obligations under Regulation (EU) 2016/679, in particular to notify the competent supervisory authority
and the affected data subjects, taking into account the nature of processing and the information available to the
data importer.
8.7 Sensitive data
Where the transfer involves personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or
philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, or biometric data for the purpose of uniquely
identifying a natural person, data concerning health or a person’s sex life or sexual orientation, or data relating to
criminal convictions and offences (hereinafter ‘sensitive data’), the data importer shall apply the specific
restrictions and/or additional safeguards described in Annex I.B.
8.8 Onward transfers
The data importer shall only disclose the personal data to a third party on documented instructions from the data
exporter. In addition, the data may only be disclosed to a third party located outside the European Union (4) (in
the same country as the data importer or in another third country, hereinafter ‘onward transfer’) if the third party
is or agrees to be bound by these Clauses, under the appropriate Module, or if:
(i) the onward transfer is to a country benefitting from an adequacy decision pursuant to Article 45 of Regulation
(EU) 2016/679 that covers the onward transfer;
(ii) the third party otherwise ensures appropriate safeguards pursuant to Articles 46 or 47 Regulation of (EU)
2016/679 with respect to the processing in question;
(iii) the onward transfer is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of
specific administrative, regulatory or judicial proceedings; or
(iv) the onward transfer is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another
natural person.
Any onward transfer is subject to compliance by the data importer with all the other safeguards under these
Clauses, in particular purpose limitation.
8.9 Documentation and compliance
(a) The data importer shall promptly and adequately deal with enquiries from the data exporter that relate to the
processing under these Clauses.
(b) The Parties shall be able to demonstrate compliance with these Clauses. In particular, the data importer shall
keep appropriate documentation on the processing activities carried out on behalf of the data exporter.
(c) The data importer shall make available to the data exporter all information necessary to demonstrate
compliance with the obligations set out in these Clauses and at the data exporter’s request, allow for and
contribute to audits of the processing activities covered by these Clauses, at reasonable intervals or if there are
indications of non-compliance. In deciding on a review or audit, the data exporter may take into account relevant
certifications held by the data importer.
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(d) The data exporter may choose to conduct the audit by itself or mandate an independent auditor. Audits may
include inspections at the premises or physical facilities of the data importer and shall, where appropriate, be
carried out with reasonable notice.
(e) The Parties shall make the information referred to in paragraphs (b) and (c), including the results of any audits,
available to the competent supervisory authority on request.
MODULE THREE: Transfer processor to processor
8.1 Instructions
(a) The data exporter has informed the data importer that it acts as processor under the instructions of its
controller(s), which the data exporter shall make available to the data importer prior to processing.
(b) The data importer shall process the personal data only on documented instructions from the controller, as
communicated to the data importer by the data exporter, and any additional documented instructions from the
data exporter. Such additional instructions shall not conflict with the instructions from the controller. The
controller or data exporter may give further documented instructions regarding the data processing throughout
the duration of the contract.
(c) The data importer shall immediately inform the data exporter if it is unable to follow those instructions. Where
the data importer is unable to follow the instructions from the controller, the data exporter shall immediately
notify the controller.
(d) The data exporter warrants that it has imposed the same data protection obligations on the data importer as
set out in the contract or other legal act under Union or Member State law between the controller and the data
exporter (5).
8.2 Purpose limitation
The data importer shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the transfer, as set out in
Annex I.B., unless on further instructions from the controller, as communicated to the data importer by the data
exporter, or from the data exporter.
8.3 Transparency
On request, the data exporter shall make a copy of these Clauses, including the Appendix as completed by the
Parties, available to the data subject free of charge. To the extent necessary to protect business secrets or other
confidential information, including personal data, the data exporter may redact part of the text of the Appendix
prior to sharing a copy, but shall provide a meaningful summary where the data subject would otherwise not be
able to understand its content or exercise his/her rights. On request, the Parties shall provide the data subject
with the reasons for the redactions, to the extent possible without revealing the redacted information.
8.4 Accuracy
If the data importer becomes aware that the personal data it has received is inaccurate, or has become outdated,
it shall inform the data exporter without undue delay. In this case, the data importer shall cooperate with the
data exporter to rectify or erase the data.
8.5 Duration of processing and erasure or return of data
Processing by the data importer shall only take place for the duration specified in Annex I.B. After the end of the
provision of the processing services, the data importer shall, at the choice of the data exporter, delete all personal
data processed on behalf of the controller and certify to the data exporter that it has done so, or return to the
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data exporter all personal data processed on its behalf and delete existing copies. Until the data is deleted or
returned, the data importer shall continue to ensure compliance with these Clauses. In case of local laws
applicable to the data importer that prohibit return or deletion of the personal data, the data importer warrants
that it will continue to ensure compliance with these Clauses and will only process it to the extent and for as long
as required under that local law. This is without prejudice to Clause 14, in particular the requirement for the data
importer under Clause 14(e) to notify the data exporter throughout the duration of the contract if it has reason to
believe that it is or has become subject to laws or practices not in line with the requirements under Clause 14(a).
8.6 Security of processing
(a) The data importer and, during transmission, also the data exporter shall implement appropriate technical and
organisational measures to ensure the security of the data, including protection against a breach of security
leading to accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access to that data
(hereinafter ‘personal data breach’). In assessing the appropriate level of security, they shall take due account of
the state of the art, the costs of implementation, the nature, scope, context and purpose(s) of processing and the
risks involved in the processing for the data subject. The Parties shall in particular consider having recourse to
encryption or pseudonymisation, including during transmission, where the purpose of processing can be fulfilled
in that manner. In case of pseudonymisation, the additional information for attributing the personal data to a
specific data subject shall, where possible, remain under the exclusive control of the data exporter or the
controller. In complying with its obligations under this paragraph, the data importer shall at least implement the
technical and organisational measures specified in Annex II. The data importer shall carry out regular checks to
ensure that these measures continue to provide an appropriate level of security.
(b) The data importer shall grant access to the data to members of its personnel only to the extent strictly
necessary for the implementation, management and monitoring of the contract. It shall ensure that persons
authorised to process the personal data have committed themselves to confidentiality or are under an
appropriate statutory obligation of confidentiality.
(c) In the event of a personal data breach concerning personal data processed by the data importer under these
Clauses, the data importer shall take appropriate measures to address the breach, including measures to mitigate
its adverse effects. The data importer shall also notify, without undue delay, the data exporter and, where
appropriate and feasible, the controller after having become aware of the breach. Such notification shall contain
the details of a contact point where more information can be obtained, a description of the nature of the breach
(including, where possible, categories and approximate number of data subjects and personal data records
concerned), its likely consequences and the measures taken or proposed to address the data breach, including
measures to mitigate its possible adverse effects. Where, and in so far as, it is not possible to provide all
information at the same time, the initial notification shall contain the information then available and further
information shall, as it becomes available, subsequently be provided without undue delay.
(d) The data importer shall cooperate with and assist the data exporter to enable the data exporter to comply
with its obligations under Regulation (EU) 2016/679, in particular to notify its controller so that the latter may in
turn notify the competent supervisory authority and the affected data subjects, taking into account the nature of
processing and the information available to the data importer.
8.7 Sensitive data
Where the transfer involves personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or
philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, or biometric data for the purpose of uniquely
identifying a natural person, data concerning health or a person’s sex life or sexual orientation, or data relating to
criminal convictions and offences (hereinafter ‘sensitive data’), the data importer shall apply the specific
restrictions and/or additional safeguards set out in Annex I.B.
8.8 Onward transfers
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The data importer shall only disclose the personal data to a third party on documented instructions from the
controller, as communicated to the data importer by the data exporter. In addition, the data may only be
disclosed to a third party located outside the European Union (6) (in the same country as the data importer or in
another third country, hereinafter ‘onward transfer’) if the third party is or agrees to be bound by these Clauses,
under the appropriate Module, or if:
(i) the onward transfer is to a country benefitting from an adequacy decision pursuant to Article 45 of Regulation
(EU) 2016/679 that covers the onward transfer;
(ii) the third party otherwise ensures appropriate safeguards pursuant to Articles 46 or 47 of Regulation (EU)
2016/679;
(iii) the onward transfer is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of
specific administrative, regulatory or judicial proceedings; or
(iv) the onward transfer is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another
natural person.
Any onward transfer is subject to compliance by the data importer with all the other safeguards under these
Clauses, in particular purpose limitation.
8.9 Documentation and compliance
(a) The data importer shall promptly and adequately deal with enquiries from the data exporter or the controller
that relate to the processing under these Clauses.
(b) The Parties shall be able to demonstrate compliance with these Clauses. In particular, the data importer shall
keep appropriate documentation on the processing activities carried out on behalf of the controller.
(c) The data importer shall make all information necessary to demonstrate compliance with the obligations set
out in these Clauses available to the data exporter, which shall provide it to the controller.
(d) The data importer shall allow for and contribute to audits by the data exporter of the processing activities
covered by these Clauses, at reasonable intervals or if there are indications of non-compliance. The same shall
apply where the data exporter requests an audit on instructions of the controller. In deciding on an audit, the
data exporter may take into account relevant certifications held by the data importer.
(e) Where the audit is carried out on the instructions of the controller, the data exporter shall make the results
available to the controller.
(f) The data exporter may choose to conduct the audit by itself or mandate an independent auditor. Audits may
include inspections at the premises or physical facilities of the data importer and shall, where appropriate, be
carried out with reasonable notice.
(g) The Parties shall make the information referred to in paragraphs (b) and (c), including the results of any audits,
available to the competent supervisory authority on request.
MODULE FOUR: Transfer processor to controller
8.1 Instructions
(a) The data exporter shall process the personal data only on documented instructions from the data importer
acting as its controller.
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(b) The data exporter shall immediately inform the data importer if it is unable to follow those instructions,
including if such instructions infringe Regulation (EU) 2016/679 or other Union or Member State data protection
law.
(c) The data importer shall refrain from any action that would prevent the data exporter from fulfilling its
obligations under Regulation (EU) 2016/679, including in the context of sub-processing or as regards cooperation
with competent supervisory authorities.
(d) After the end of the provision of the processing services, the data exporter shall, at the choice of the data
importer, delete all personal data processed on behalf of the data importer and certify to the data importer that it
has done so, or return to the data importer all personal data processed on its behalf and delete existing copies.
8.2 Security of processing
(a) The Parties shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure the security of the
data, including during transmission, and protection against a breach of security leading to accidental or unlawful
destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access (hereinafter ‘personal data breach’). In assessing
the appropriate level of security, they shall take due account of the state of the art, the costs of implementation,
the nature of the personal data (7), the nature, scope, context and purpose(s) of processing and the risks involved
in the processing for the data subjects, and in particular consider having recourse to encryption or
pseudonymisation, including during transmission, where the purpose of processing can be fulfilled in that
manner.
(b) The data exporter shall assist the data importer in ensuring appropriate security of the data in accordance
with paragraph (a). In case of a personal data breach concerning the personal data processed by the data
exporter under these Clauses, the data exporter shall notify the data importer without undue delay after
becoming aware of it and assist the data importer in addressing the breach.
(c) The data exporter shall ensure that persons authorised to process the personal data have committed
themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation of confidentiality.
8.3 Documentation and compliance
(a) The Parties shall be able to demonstrate compliance with these Clauses.
(b) The data exporter shall make available to the data importer all information necessary to demonstrate
compliance with its obligations under these Clauses and allow for and contribute to audits.

Clause 9 Use of sub-processors
MODULE TWO: Transfer controller to processor
(a) The data importer has the data exporter’s general authorisation for the engagement of sub-processor(s) from
an agreed list. The data importer shall specifically inform the data exporter in writing of any intended changes to
that list through the addition or replacement of sub-processors at least [Specify time period] in advance, thereby
giving the data exporter sufficient time to be able to object to such changes prior to the engagement of the subprocessor(s). The data importer shall provide the data exporter with the information necessary to enable the data
exporter to exercise its right to object.
(b) Where the data importer engages a sub-processor to carry out specific processing activities (on behalf of the
data exporter), it shall do so by way of a written contract that provides for, in substance, the same data
protection obligations as those binding the data importer under these Clauses, including in terms of third-party
beneficiary rights for data subjects. (8) The Parties agree that, by complying with this Clause, the data importer
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fulfils its obligations under Clause 8.8. The data importer shall ensure that the sub-processor complies with the
obligations to which the data importer is subject pursuant to these Clauses.
(c) The data importer shall provide, at the data exporter’s request, a copy of such a sub-processor agreement and
any subsequent amendments to the data exporter. To the extent necessary to protect business secrets or other
confidential information, including personal data, the data importer may redact the text of the agreement prior to
sharing a copy.
(d) The data importer shall remain fully responsible to the data exporter for the performance of the subprocessor’s obligations under its contract with the data importer. The data importer shall notify the data exporter
of any failure by the sub-processor to fulfil its obligations under that contract.
(e) The data importer shall agree a third-party beneficiary clause with the sub-processor whereby – in the event
the data importer has factually disappeared, ceased to exist in law or has become insolvent – the data exporter
shall have the right to terminate the sub-processor contract and to instruct the sub-processor to erase or return
the personal data.
MODULE THREE: Transfer processor to processor
(a) The data importer has the controller’s general authorisation for the engagement of sub-processor(s) from an
agreed list. The data importer shall specifically inform the controller in writing of any intended changes to that list
through the addition or replacement of sub-processors at least [Specify time period] in advance, thereby giving
the controller sufficient time to be able to object to such changes prior to the engagement of the subprocessor(s). The data importer shall provide the controller with the information necessary to enable the
controller to exercise its right to object. The data importer shall inform the data exporter of the engagement of
the sub-processor(s).
(b) Where the data importer engages a sub-processor to carry out specific processing activities (on behalf of the
controller), it shall do so by way of a written contract that provides for, in substance, the same data protection
obligations as those binding the data importer under these Clauses, including in terms of third-party beneficiary
rights for data subjects. (9) The Parties agree that, by complying with this Clause, the data importer fulfils its
obligations under Clause 8.8. The data importer shall ensure that the sub-processor complies with the obligations
to which the data importer is subject pursuant to these Clauses.
(c) The data importer shall provide, at the data exporter’s or controller’s request, a copy of such a sub-processor
agreement and any subsequent amendments. To the extent necessary to protect business secrets or other
confidential information, including personal data, the data importer may redact the text of the agreement prior to
sharing a copy.
(d) The data importer shall remain fully responsible to the data exporter for the performance of the subprocessor’s obligations under its contract with the data importer. The data importer shall notify the data exporter
of any failure by the sub-processor to fulfil its obligations under that contract.
(e) The data importer shall agree a third-party beneficiary clause with the sub-processor whereby – in the event
the data importer has factually disappeared, ceased to exist in law or has become insolvent – the data exporter
shall have the right to terminate the sub-processor contract and to instruct the sub-processor to erase or return
the personal data.

Clause 10 Data subject rights
MODULE ONE: Transfer controller to controller
(a) The data importer, where relevant with the assistance of the data exporter, shall deal with any enquiries and
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requests it receives from a data subject relating to the processing of his/her personal data and the exercise of
his/her rights under these Clauses without undue delay and at the latest within one month of the receipt of the
enquiry or request. (10) The data importer shall take appropriate measures to facilitate such enquiries, requests
and the exercise of data subject rights. Any information provided to the data subject shall be in an intelligible and
easily accessible form, using clear and plain language.
(b) In particular, upon request by the data subject the data importer shall, free of charge:
(i) provide confirmation to the data subject as to whether personal data concerning him/her is being processed
and, where this is the case, a copy of the data relating to him/her and the information in Annex I; if personal data
has been or will be onward transferred, provide information on recipients or categories of recipients (as
appropriate with a view to providing meaningful information) to which the personal data has been or will be
onward transferred, the purpose of such onward transfers and their ground pursuant to Clause 8.7; and provide
information on the right to lodge a complaint with a supervisory authority in accordance with Clause 12(c)(i);
(ii) rectify inaccurate or incomplete data concerning the data subject;
(iii) erase personal data concerning the data subject if such data is being or has been processed in violation of any
of these Clauses ensuring third-party beneficiary rights, or if the data subject withdraws the consent on which the
processing is based.
(c) Where the data importer processes the personal data for direct marketing purposes, it shall cease processing
for such purposes if the data subject objects to it.
(d) The data importer shall not make a decision based solely on the automated processing of the personal data
transferred (hereinafter ‘automated decision’), which would produce legal effects concerning the data subject or
similarly significantly affect him/her, unless with the explicit consent of the data subject or if authorised to do so
under the laws of the country of destination, provided that such laws lays down suitable measures to safeguard
the data subject’s rights and legitimate interests. In this case, the data importer shall, where necessary in
cooperation with the data exporter:
(i) inform the data subject about the envisaged automated decision, the envisaged consequences and the logic
involved; and
(ii) implement suitable safeguards, at least by enabling the data subject to contest the decision, express his/her
point of view and obtain review by a human being.
(e) Where requests from a data subject are excessive, in particular because of their repetitive character, the data
importer may either charge a reasonable fee taking into account the administrative costs of granting the request
or refuse to act on the request.
(f) The data importer may refuse a data subject’s request if such refusal is allowed under the laws of the country
of destination and is necessary and proportionate in a democratic society to protect one of the objectives listed in
Article 23(1) of Regulation (EU) 2016/679.
(g) If the data importer intends to refuse a data subject’s request, it shall inform the data subject of the reasons
for the refusal and the possibility of lodging a complaint with the competent supervisory authority and/or seeking
judicial redress.
MODULE TWO: Transfer controller to processor
(a) The data importer shall promptly notify the data exporter of any request it has received from a data subject. It
shall not respond to that request itself unless it has been authorised to do so by the data exporter.
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(b) The data importer shall assist the data exporter in fulfilling its obligations to respond to data subjects’ requests
for the exercise of their rights under Regulation (EU) 2016/679. In this regard, the Parties shall set out in Annex II
the appropriate technical and organisational measures, taking into account the nature of the processing, by which
the assistance shall be provided, as well as the scope and the extent of the assistance required.
(c) In fulfilling its obligations under paragraphs (a) and (b), the data importer shall comply with the instructions
from the data exporter.
MODULE THREE: Transfer processor to processor
(a) The data importer shall promptly notify the data exporter and, where appropriate, the controller of any
request it has received from a data subject, without responding to that request unless it has been authorised to
do so by the controller.
(b) The data importer shall assist, where appropriate in cooperation with the data exporter, the controller in
fulfilling its obligations to respond to data subjects’ requests for the exercise of their rights under Regulation (EU)
2016/679 or Regulation (EU) 2018/1725, as applicable. In this regard, the Parties shall set out in Annex II the
appropriate technical and organisational measures, taking into account the nature of the processing, by which the
assistance shall be provided, as well as the scope and the extent of the assistance required.
(c) In fulfilling its obligations under paragraphs (a) and (b), the data importer shall comply with the instructions
from the controller, as communicated by the data exporter.
MODULE FOUR: Transfer processor to controller
The Parties shall assist each other in responding to enquiries and requests made by data subjects under the local
law applicable to the data importer or, for data processing by the data exporter in the EU, under Regulation (EU)
2016/679.

Clause 11 Redress
(a) The data importer shall inform data subjects in a transparent and easily accessible format, through individual
notice or on its website, of a contact point authorised to handle complaints. It shall deal promptly with any
complaints it receives from a data subject.
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
(b) In case of a dispute between a data subject and one of the Parties as regards compliance with these Clauses,
that Party shall use its best efforts to resolve the issue amicably in a timely fashion. The Parties shall keep each
other informed about such disputes and, where appropriate, cooperate in resolving them.
(c) Where the data subject invokes a third-party beneficiary right pursuant to Clause 3, the data importer shall
accept the decision of the data subject to:
(i) lodge a complaint with the supervisory authority in the Member State of his/her habitual residence or place of
work, or the competent supervisory authority pursuant to Clause 13;
(ii) refer the dispute to the competent courts within the meaning of Clause 18.
(d) The Parties accept that the data subject may be represented by a not-for-profit body, organisation or
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association under the conditions set out in Article 80(1) of Regulation (EU) 2016/679.
(e) The data importer shall abide by a decision that is binding under the applicable EU or Member State law.
(f) The data importer agrees that the choice made by the data subject will not prejudice his/her substantive and
procedural rights to seek remedies in accordance with applicable laws.

Clause 12 Liability
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE FOUR: Transfer processor to controller
(a) Each Party shall be liable to the other Party/ies for any damages it causes the other Party/ies by any breach of
these Clauses.
(b) Each Party shall be liable to the data subject, and the data subject shall be entitled to receive compensation,
for any material or non-material damages that the Party causes the data subject by breaching the third-party
beneficiary rights under these Clauses. This is without prejudice to the liability of the data exporter under
Regulation (EU) 2016/679.
(c) Where more than one Party is responsible for any damage caused to the data subject as a result of a breach of
these Clauses, all responsible Parties shall be jointly and severally liable and the data subject is entitled to bring an
action in court against any of these Parties.
(d) The Parties agree that if one Party is held liable under paragraph (c), it shall be entitled to claim back from the
other Party/ies that part of the compensation corresponding to its/their responsibility for the damage.
(e) The data importer may not invoke the conduct of a processor or sub-processor to avoid its own liability.
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
(a) Each Party shall be liable to the other Party/ies for any damages it causes the other Party/ies by any breach of
these Clauses.
(b) The data importer shall be liable to the data subject, and the data subject shall be entitled to receive
compensation, for any material or non-material damages the data importer or its sub-processor causes the data
subject by breaching the third-party beneficiary rights under these Clauses.
(c) Notwithstanding paragraph (b), the data exporter shall be liable to the data subject, and the data subject shall
be entitled to receive compensation, for any material or non-material damages the data exporter or the data
importer (or its sub-processor) causes the data subject by breaching the third-party beneficiary rights under these
Clauses. This is without prejudice to the liability of the data exporter and, where the data exporter is a processor
acting on behalf of a controller, to the liability of the controller under Regulation (EU) 2016/679 or Regulation
(EU) 2018/1725, as applicable.
(d) The Parties agree that if the data exporter is held liable under paragraph (c) for damages caused by the data
importer (or its sub-processor), it shall be entitled to claim back from the data importer that part of the
compensation corresponding to the data importer’s responsibility for the damage.
(e) Where more than one Party is responsible for any damage caused to the data subject as a result of a breach of
these Clauses, all responsible Parties shall be jointly and severally liable and the data subject is entitled to bring an
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action in court against any of these Parties.
(f) The Parties agree that if one Party is held liable under paragraph (e), it shall be entitled to claim back from the
other Party/ies that part of the compensation corresponding to its/their responsibility for the damage.
(g) The data importer may not invoke the conduct of a sub-processor to avoid its own liability.

Clause 13 Supervision
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
(a) [Where the data exporter is established in an EU Member State:] The supervisory authority with responsibility
for ensuring compliance by the data exporter with Regulation (EU) 2016/679 as regards the data transfer, as
indicated in Annex I.C, shall act as competent supervisory authority.
[Where the data exporter is not established in an EU Member State, but falls within the territorial scope of
application of Regulation (EU) 2016/679 in accordance with its Article 3(2) and has appointed a representative
pursuant to Article 27(1) of Regulation (EU) 2016/679:] The supervisory authority of the Member State in which
the representative within the meaning of Article 27(1) of Regulation (EU) 2016/679 is established, as indicated in
Annex I.C, shall act as competent supervisory authority.
[Where the data exporter is not established in an EU Member State, but falls within the territorial scope of
application of Regulation (EU) 2016/679 in accordance with its Article 3(2) without however having to appoint a
representative pursuant to Article 27(2) of Regulation (EU) 2016/679:] The supervisory authority of one of the
Member States in which the data subjects whose personal data is transferred under these Clauses in relation to
the offering of goods or services to them, or whose behaviour is monitored, are located, as indicated in Annex I.C,
shall act as competent supervisory authority.
(b) The data importer agrees to submit itself to the jurisdiction of and cooperate with the competent supervisory
authority in any procedures aimed at ensuring compliance with these Clauses. In particular, the data importer
agrees to respond to enquiries, submit to audits and comply with the measures adopted by the supervisory
authority, including remedial and compensatory measures. It shall provide the supervisory authority with written
confirmation that the necessary actions have been taken.

SECTION III – LOCAL LAWS AND OBLIGATIONS IN CASE OF ACCESS BY
PUBLIC AUTHORITIES
Clause 14 Local laws and practices affecting compliance with the Clauses
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
MODULE FOUR: Transfer processor to controller (where the EU processor combines the personal data received
from the third country-controller with personal data collected by the processor in the EU)
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(a) The Parties warrant that they have no reason to believe that the laws and practices in the third country of
destination applicable to the processing of the personal data by the data importer, including any requirements to
disclose personal data or measures authorising access by public authorities, prevent the data importer from
fulfilling its obligations under these Clauses. This is based on the understanding that laws and practices that
respect the essence of the fundamental rights and freedoms and do not exceed what is necessary and
proportionate in a democratic society to safeguard one of the objectives listed in Article 23(1) of Regulation (EU)
2016/679, are not in contradiction with these Clauses.
(b) The Parties declare that in providing the warranty in paragraph (a), they have taken due account in particular
of the following elements:
(i) the specific circumstances of the transfer, including the length of the processing chain, the number of actors
involved and the transmission channels used; intended onward transfers; the type of recipient; the purpose of
processing; the categories and format of the transferred personal data; the economic sector in which the transfer
occurs; the storage location of the data transferred;
(ii) the laws and practices of the third country of destination– including those requiring the disclosure of data to
public authorities or authorising access by such authorities – relevant in light of the specific circumstances of the
transfer, and the applicable limitations and safeguards (12);
(iii) any relevant contractual, technical or organisational safeguards put in place to supplement the safeguards
under these Clauses, including measures applied during transmission and to the processing of the personal data in
the country of destination.
(c) The data importer warrants that, in carrying out the assessment under paragraph (b), it has made its best
efforts to provide the data exporter with relevant information and agrees that it will continue to cooperate with
the data exporter in ensuring compliance with these Clauses.
(d) The Parties agree to document the assessment under paragraph (b) and make it available to the competent
supervisory authority on request.
(e) The data importer agrees to notify the data exporter promptly if, after having agreed to these Clauses and for
the duration of the contract, it has reason to believe that it is or has become subject to laws or practices not in
line with the requirements under paragraph (a), including following a change in the laws of the third country or a
measure (such as a disclosure request) indicating an application of such laws in practice that is not in line with the
requirements in paragraph (a). [For Module Three: The data exporter shall forward the notification to the
controller.]
(f) Following a notification pursuant to paragraph (e), or if the data exporter otherwise has reason to believe that
the data importer can no longer fulfil its obligations under these Clauses, the data exporter shall promptly identify
appropriate measures (e.g. technical or organisational measures to ensure security and confidentiality) to be
adopted by the data exporter and/or data importer to address the situation [for Module Three:, if appropriate in
consultation with the controller]. The data exporter shall suspend the data transfer if it considers that no
appropriate safeguards for such transfer can be ensured, or if instructed by [for Module Three: the controller or]
the competent supervisory authority to do so. In this case, the data exporter shall be entitled to terminate the
contract, insofar as it concerns the processing of personal data under these Clauses. If the contract involves more
than two Parties, the data exporter may exercise this right to termination only with respect to the relevant Party,
unless the Parties have agreed otherwise. Where the contract is terminated pursuant to this Clause, Clause 16(d)
and (e) shall apply.
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Clause 15 Obligations of the data importer in case of access by public
authorities
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
MODULE FOUR: Transfer processor to controller (where the EU processor combines the personal data received
from the third country-controller with personal data collected by the processor in the EU)
15.1 Notification
(a) The data importer agrees to notify the data exporter and, where possible, the data subject promptly (if
necessary with the help of the data exporter) if it:
(i) receives a legally binding request from a public authority, including judicial authorities, under the laws of the
country of destination for the disclosure of personal data transferred pursuant to these Clauses; such notification
shall include information about the personal data requested, the requesting authority, the legal basis for the
request and the response provided; or
(ii) becomes aware of any direct access by public authorities to personal data transferred pursuant to these
Clauses in accordance with the laws of the country of destination; such notification shall include all information
available to the importer.
[For Module Three: The data exporter shall forward the notification to the controller.]
(b) If the data importer is prohibited from notifying the data exporter and/or the data subject under the laws of
the country of destination, the data importer agrees to use its best efforts to obtain a waiver of the prohibition,
with a view to communicating as much information as possible, as soon as possible. The data importer agrees to
document its best efforts in order to be able to demonstrate them on request of the data exporter.
(c) Where permissible under the laws of the country of destination, the data importer agrees to provide the data
exporter, at regular intervals for the duration of the contract, with as much relevant information as possible on
the requests received (in particular, number of requests, type of data requested, requesting authority/ies,
whether requests have been challenged and the outcome of such challenges, etc.). [For Module Three: The data
exporter shall forward the information to the controller.]
(d) The data importer agrees to preserve the information pursuant to paragraphs (a) to (c) for the duration of the
contract and make it available to the competent supervisory authority on request.
(e) Paragraphs (a) to (c) are without prejudice to the obligation of the data importer pursuant to Clause 14(e) and
Clause 16 to inform the data exporter promptly where it is unable to comply with these Clauses.
15.2 Review of legality and data minimisation
(a) The data importer agrees to review the legality of the request for disclosure, in particular whether it remains
within the powers granted to the requesting public authority, and to challenge the request if, after careful
assessment, it concludes that there are reasonable grounds to consider that the request is unlawful under the
laws of the country of destination, applicable obligations under international law and principles of international
comity. The data importer shall, under the same conditions, pursue possibilities of appeal. When challenging a
request, the data importer shall seek interim measures with a view to suspending the effects of the request until
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the competent judicial authority has decided on its merits. It shall not disclose the personal data requested until
required to do so under the applicable procedural rules. These requirements are without prejudice to the
obligations of the data importer under Clause 14(e).
(b) The data importer agrees to document its legal assessment and any challenge to the request for disclosure
and, to the extent permissible under the laws of the country of destination, make the documentation available to
the data exporter. It shall also make it available to the competent supervisory authority on request. [For Module
Three: The data exporter shall make the assessment available to the controller.]
(c) The data importer agrees to provide the minimum amount of information permissible when responding to a
request for disclosure, based on a reasonable interpretation of the request.

SECTION IV – FINAL PROVISIONS
Clause 16 Non-compliance with the Clauses and termination
(a) The data importer shall promptly inform the data exporter if it is unable to comply with these Clauses, for
whatever reason.
(b) In the event that the data importer is in breach of these Clauses or unable to comply with these Clauses, the
data exporter shall suspend the transfer of personal data to the data importer until compliance is again ensured
or the contract is terminated. This is without prejudice to Clause 14(f).
(c) The data exporter shall be entitled to terminate the contract, insofar as it concerns the processing of personal
data under these Clauses, where:
(i) the data exporter has suspended the transfer of personal data to the data importer pursuant to paragraph (b)
and compliance with these Clauses is not restored within a reasonable time and in any event within one month of
suspension;
(ii) the data importer is in substantial or persistent breach of these Clauses; or
(iii) the data importer fails to comply with a binding decision of a competent court or supervisory authority
regarding its obligations under these Clauses.
In these cases, it shall inform the competent supervisory authority [for Module Three: and the controller] of such
non-compliance. Where the contract involves more than two Parties, the data exporter may exercise this right to
termination only with respect to the relevant Party, unless the Parties have agreed otherwise.
(d) [For Modules One, Two and Three: Personal data that has been transferred prior to the termination of the
contract pursuant to paragraph (c) shall at the choice of the data exporter immediately be returned to the data
exporter or deleted in its entirety. The same shall apply to any copies of the data.] [For Module Four: Personal
data collected by the data exporter in the EU that has been transferred prior to the termination of the contract
pursuant to paragraph (c) shall immediately be deleted in its entirety, including any copy thereof.] The data
importer shall certify the deletion of the data to the data exporter. Until the data is deleted or returned, the data
importer shall continue to ensure compliance with these Clauses. In case of local laws applicable to the data
importer that prohibit the return or deletion of the transferred personal data, the data importer warrants that it
will continue to ensure compliance with these Clauses and will only process the data to the extent and for as long
as required under that local law.
(e) Either Party may revoke its agreement to be bound by these Clauses where (i) the European Commission
adopts a decision pursuant to Article 45(3) of Regulation (EU) 2016/679 that covers the transfer of personal data
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to which these Clauses apply; or (ii) Regulation (EU) 2016/679 becomes part of the legal framework of the country
to which the personal data is transferred. This is without prejudice to other obligations applying to the processing
in question under Regulation (EU) 2016/679.

Clause 17 Governing law
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
These Clauses shall be governed by the law of one of the EU Member States, provided such law allows for thirdparty beneficiary rights. The Parties agree that this shall be the law as defined in Terms.
MODULE FOUR: Transfer processor to controller
These Clauses shall be governed by the law of a country allowing for third-party beneficiary rights. The Parties
agree that this shall be the law as defined in Terms.

Clause 18 Choice of forum and jurisdiction
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
(a) Any dispute arising from these Clauses shall be resolved by the courts of an EU Member State.
(b) The Parties agree that those shall be the courts as defined in Terms.
(c) A data subject may also bring legal proceedings against the data exporter and/or data importer before the
courts of the Member State in which he/she has his/her habitual residence.
(d) The Parties agree to submit themselves to the jurisdiction of such courts.
MODULE FOUR: Transfer processor to controller
Any dispute arising from these Clauses shall be resolved by the courts as defined in Terms.

APPENDIX
EXPLANATORY NOTE: It must be possible to clearly distinguish the information applicable to each transfer or
category of transfers and, in this regard, to determine the respective role(s) of the Parties as data exporter(s)
and/or data importer(s). This does not necessarily require completing and signing separate appendices for each
transfer/category of transfers and/or contractual relationship, where this transparency can achieved through one
appendix. However, where necessary to ensure sufficient clarity, separate appendices should be used.

ANNEX I
A. LIST OF PARTIES
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MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
MODULE FOUR: Transfer processor to controller
Data exporter(s): [Identity and contact details of the data exporter(s) and, where applicable, of its/their data
protection officer and/or representative in the European Union]
1. Controller as defined in Data Processing Agreement
2. Processor as defined in Data Processing Agreement
(based on the flow of data)
Data importer(s): [Identity and contact details of the data importer(s), including any contact person with
responsibility for data protection]
1. Controller as defined in Data Processing Agreement
2. Processor as defined in Data Processing Agreement
(based on the flow of data)
B. DESCRIPTION OF TRANSFER
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
MODULE FOUR: Transfer processor to controller
Categories of data subjects whose personal data is transferred: As defined in Data Processing Agreement.
Categories of personal data transferred: As defined in Data Processing Agreement and Privacy Policy.
Sensitive data transferred (if applicable) and applied restrictions or safeguards that fully take into consideration
the nature of the data and the risks involved, such as for instance strict purpose limitation, access restrictions
(including access only for staff having followed specialised training), keeping a record of access to the data,
restrictions for onward transfers or additional security measures: As defined in Data Processing Agreement and
Privacy Policy.
The frequency of the transfer (e.g. whether the data is transferred on a one-off or continuous basis): Continuous
basis.
Nature of the processing: Automated.
Purpose(s) of the data transfer and further processing: Provision of service as defined in Terms, its Annexes,
Privacy Policy, and service documentation.
The period for which the personal data will be retained, or, if that is not possible, the criteria used to determine
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that period: As defined in Data Processing Agreement.
For transfers to (sub-) processors, also specify subject matter, nature and duration of the processing: As defined
in Data Processing Agreement.
C. COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
Identify the competent supervisory authority/ies in accordance with Clause 13: As defined in Privacy Policy

ANNEX II TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES INCLUDING
TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES TO ENSURE THE SECURITY
OF THE DATA
MODULE ONE: Transfer controller to controller
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
EXPLANATORY NOTE: The technical and organisational measures must be described in specific (and not generic)
terms. See also the general comment on the first page of the Appendix, in particular on the need to clearly
indicate which measures apply to each transfer/set of transfers.
Description of the technical and organisational measures implemented by the data importer(s) (including any
relevant certifications) to ensure an appropriate level of security, taking into account the nature, scope, context
and purpose of the processing, and the risks for the rights and freedoms of natural persons: As defined in Security
Policy
For transfers to (sub-) processors, also describe the specific technical and organisational measures to be taken by
the (sub-) processor to be able to provide assistance to the controller and, for transfers from a processor to a subprocessor, to the data exporter

ANNEX III LIST OF SUB-PROCESSORS
MODULE TWO: Transfer controller to processor
MODULE THREE: Transfer processor to processor
EXPLANATORY NOTE: This Annex must be completed for Modules Two and Three, in case of the specific
authorisation of sub-processors (Clause 9(a), Option 1).
The controller has authorised the use of the following sub-processors: As defined in Data Processing Agreement
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References:
(1) Where the data exporter is a processor subject to Regulation (EU) 2016/679 acting on behalf of a Union
institution or body as controller, reliance on these Clauses when engaging another processor (sub-processing) not
subject to Regulation (EU) 2016/679 also ensures compliance with Article 29(4) of Regulation (EU) 2018/1725 of
the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard
to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free
movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (OJ L 295,
21.11.2018, p. 39), to the extent these Clauses and the data protection obligations as set out in the contract or
other legal act between the controller and the processor pursuant to Article 29(3) of Regulation (EU) 2018/1725
are aligned. This will in particular be the case where the controller and processor rely on the standard contractual
clauses included in Decision 2021/915.
(2) This requires rendering the data anonymous in such a way that the individual is no longer identifiable by
anyone, in line with recital 26 of Regulation (EU) 2016/679, and that this process is irreversible.
(3) The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for the extension of the European
Union’s internal market to the three EEA States Iceland, Liechtenstein and Norway. The Union data protection
legislation, including Regulation (EU) 2016/679, is covered by the EEA Agreement and has been incorporated into
Annex XI thereto. Therefore, any disclosure by the data importer to a third party located in the EEA does not
qualify as an onward transfer for the purpose of these Clauses.
(4) The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for the extension of the European
Union’s internal market to the three EEA States Iceland, Liechtenstein and Norway. The Union data protection
legislation, including Regulation (EU) 2016/679, is covered by the EEA Agreement and has been incorporated into
Annex XI thereto. Therefore, any disclosure by the data importer to a third party located in the EEA does not
qualify as an onward transfer for the purpose of these Clauses.
(5) See Article 28(4) of Regulation (EU) 2016/679 and, where the controller is an EU institution or body, Article
29(4) of Regulation (EU) 2018/1725.
(6) The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for the extension of the European
Union’s internal market to the three EEA States Iceland, Liechtenstein and Norway. The Union data protection
legislation, including Regulation (EU) 2016/679, is covered by the EEA Agreement and has been incorporated into
Annex XI thereto. Therefore, any disclosure by the data importer to a third party located in the EEA does not
qualify as an onward transfer for the purposes of these Clauses.
(7) This includes whether the transfer and further processing involves personal data revealing racial or ethnic
origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data or biometric
data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or a person’s sex life or
sexual orientation, or data relating to criminal convictions or offences.
(8) This requirement may be satisfied by the sub-processor acceding to these Clauses under the appropriate
Module, in accordance with Clause 7.
(9) This requirement may be satisfied by the sub-processor acceding to these Clauses under the appropriate
Module, in accordance with Clause 7.
(10) That period may be extended by a maximum of two more months, to the extent necessary taking into
account the complexity and number of requests. The data importer shall duly and promptly inform the data
subject of any such extension.
(11) The data importer may offer independent dispute resolution through an arbitration body only if it is
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established in a country that has ratified the New York Convention on Enforcement of Arbitration Awards.
(12) As regards the impact of such laws and practices on compliance with these Clauses, different elements may
be considered as part of an overall assessment. Such elements may include relevant and documented practical
experience with prior instances of requests for disclosure from public authorities, or the absence of such
requests, covering a sufficiently representative time-frame. This refers in particular to internal records or other
documentation, drawn up on a continuous basis in accordance with due diligence and certified at senior
management level, provided that this information can be lawfully shared with third parties. Where this practical
experience is relied upon to conclude that the data importer will not be prevented from complying with these
Clauses, it needs to be supported by other relevant, objective elements, and it is for the Parties to consider
carefully whether these elements together carry sufficient weight, in terms of their reliability and
representativeness, to support this conclusion. In particular, the Parties have to take into account whether their
practical experience is corroborated and not contradicted by publicly available or otherwise accessible, reliable
information on the existence or absence of requests within the same sector and/or the application of the law in
practice, such as case law and reports by independent oversight bodies.
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