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ヘルプ
この管理者ガイドの目的は、ESET PROTECT Cloudの理解を深め、その使用方法を説明することです。
一貫性と混乱防止のため、このガイド全体で使用される用語は、ESET PROTECT Cloudパラメーター名に
基づいています。特定の関心や重要性があるトピックをハイライトするために、記号のセットを使用し
ます。
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。
含まれる場合は、トピックに関連する使用例を説明するサンプルシナリオ。例は、複雑なトピッ
クを説明するために使用されます。
変換

意味

太字

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。

斜体

提供する情報のプレースホルダー。たとえば、ファイル名またはパスは、実際のパス
またはファイル名を入力することを意味します。

Courier New

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およびその他のインストール済みプログラムを保存するWindowsシステムディ
レクトリ。
• 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。
• 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。
• 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。

アイコン凡例
ESET PROTECT Cloud Webコンソールで使用されるアイコンと説明を示します。一部のアイコンは、アク
ション、項目タイプ、または現在の状態を示します。ほとんどのアイコンは3色のいずれかで表示され、
要素を使用できるかどうかを示します。
既定のアイコン - 使用可能なアクション
青のアイコン - マウスポインターを置いたときにハイライトされる要素
1

灰色のアイコン - 使用できないアクション
ステー
タスア
イコン

説明
クライアントデバイスの詳細。
デバイスの追加 - 新しいデバイスを追加します。
新しいタスク - 新しいタスクを追加します
新しい通知 - 新しい通知を追加します
新しい静的/動的グループ - 新しいグループを追加します
編集 - 作成したタスク、通知、レポートテンプレート、グループ、ポリシーを編集できます。
複製 - 選択した既存のポリシーに基づいて、新しいポリシーを作成できます。複製には新し
い名前が必要です。
移動- コンピューター、ポリシー、静的または動的グループ。
アクセス グループ - 項目を別の静的グループに移動します。
削除 - 選択したクライアント、グループなどを完全に削除します。
複数の項目名の変更- 複数の項目を選択する場合は、リストで1つずつ名前を変更する
か、Regex検索を使用して、同時に複数の項目を置換できます。
検査 - このオプションを使用すると、検出を報告したクライアントで、オンデマンド検査が
実行されます。
アップデート > モジュールのアップデート - このオプションを使用すると、モジュールアッ
プデートタスク(アップデートを手動でトリガー)が実行されます。
アップデート > ESET製品のアップデート - 選択したデバイスにインストールされているESET
製品をアップデートします。
アップデート > オペレーティングシステムのアップデート - 選択したデバイスのオペレーティ
ングシステムを更新します。
監査ログ - 選択した項目の監査ログを表示します。
モバイルデバイスのタスクを実行します。
再登録 - モバイルデバイスを再登録します。
ロック解除 - デバイスのロックが解除されます。
ロック - 不審なアクティビティが検出されるか、デバイスが紛失に設定されると、デバイス
がロックされます。
検索 - モバイルデバイスのGPS座標を要求する場合。
警報/紛失モード - リモートで大音量の警報音をトリガーします。デバイスがミュートに設
定されていても、警報音が作動します。
初期設定リセット - デバイスに保存されているすべてのデータが完全に消去されます。
電源 - コンピューターをクリックし、電源を > 再起動を選択して、デバイスを再起動しま
す。 管理されたコンピューターの再起動/シャットダウン動作を設定できます。コンピュー
ターは、ESET Managementエージェント9.1以降とこの設定をサポートするESETセキュリティ
製品を実行する必要があります。
復元 - 隔離されたファイルを元の場所に復元します。
シャットダウン - コンピューターをクリックし、 電源 > シャットダウンを選択してデ
バイスをシャットダウンします。 管理されたコンピューターの再起動/シャットダウン動作
を設定できます。コンピューターは、ESET Managementエージェント9.1以降とこの設定をサ
ポートするESETセキュリティ製品を実行する必要があります。
製品のアクティベーション解除
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ステー
タスア
イコン

説明
ログアウト - コンピューターをクリックして、 電源 >
のユーザーをコンピューターからログアウトします。

ログアウトを選択して、すべて

タスクの実行 - タスクを選択し、このタスクのトリガーと調整 (任意)を設定します。この
タスクは、タスク設定に従って、キューに追加されます。このオプションは、使用可能なタ
スクのリストから選択した既存のタスクをただちにトリガーします。
最近のタスク - 最近のタスクを表示します。タスクをクリックすると、もう一度実行します。
ユーザーの割り当て - ユーザーをデバイスに割り当てます。コンピューターユーザーでユー
ザーを管理できます。
ポリシーの管理- ポリシーを、グループだけではなく、直接クライアント(複数のクライアン
ト)にも割り当てることができます。このオプションを選択すると、選択したクライアントに
ポリシーを割り当てます。
ウェイクアップコールの送信 - ESET PROTECT Cloudサーバーは、EPNS経由でクライアントコ
ンピューターでESET Managementエージェントとの即時複製を実行します。これはESET
ManagementエージェントがESET PROTECT Cloudサーバーに接続するときに、定期間隔を待機
しない場合に便利です。例えば、クライアントでただちにクライアントタスクを実行する場
合や、ポリシーをただちに適用する場合に便利です。
ネットワークから隔離する
ネットワーク隔離を終了
RDP経由で接続 - リモートデスクトッププロトコル経由で対象デバイスに接続できる.rdpファ
イルを生成してダウンロードします。
ミュート - コンピュータを選択し、[ミュート]をクリックすると、このクライアントのエー
ジェントはESET PROTECT Cloudへの報告を停止します。情報の集約だけが行われます。ミュー
トアイコン は、[ミュート]列のコンピューター名の横に表示されます。
[ミュート解除]をクリックしてミュートを無効にしたら、ミュートされたコンピューターが
もう一度報告しESET PROTECT Cloudとクライアント間の通信が復元されます。
無効にする - 設定または選択を無効にするか、削除します。
割り当て - ポリシーをクライアントまたはグループに割り当てます。
インポート - インポートするレポート/ポリシーを選択します。
エクスポート - エクスポートするレポート/ポリシーを選択します。
タグ: タグを編集します(割り当て、割り当て解除、作成、削除)。
静的グループ
動的グループ
ポリシーフラグを適用しません
ポリシーフラグを適用します
ポリシーフラグを強制します
トリガー - 選択したクライアントタスクのトリガーのリストを表示します。
デスクトップ
モバイル
サーバー
ファイルサーバー
メールサーバー
ゲートウェイサーバー
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ステー
タスア
イコン

説明
コラボレーションサーバー
ESET Managementエージェント
モバイルデバイスコネクター
Rogue Detection Sensor
ウイルス対策検出タイプ。検出ですべての検出タイプを参照してください。
コンピューターをクリックし、 ソリューション > セキュリティ製品の展開を選択し
て、ESETセキュリティ製品をコンピューターに展開します。
静的グループの横のコンピュータまたは歯車アイコン をクリックし、 ソリューション >
ESET LiveGuardの有効化を選択して、ESET LiveGuard Advancedをアクティベーションして有効
化します。
ESET Inspect Connector
コンピューターをクリックするか、その他のコンピューターを選択して、コンピューター >
ソリューション >
ESET Inspectを有効にするをクリックし、ESET Inspectコネクターを管
理されたWindows/Linux/macOSコンピューターに展開します。 ESET Inspect Cloudは、ESET
Inspect Cloudライセンスがあり、ESET Inspect CloudがESET PROTECT Cloudに接続している場合に
のみ使用できます。 WebコンソールユーザーがESET Inspectにアクセスするには、少なくとも
読み取り権限が必要です。
コンピューターをクリックし、 ソリューション >
暗号化を有効にするを選択して、選
択したコンピューターでESET Full Disk Encryptionを有効化します。
コンピューターのESET Full Disk Encryptionが有効です。

ESET PROTECT Cloudの新機能
ESET Inspectダッシュボードの基本インシデント概要
ESET Inspectダッシュボードで、インシデントに関する基本情報を直接ESET PROTECT Cloudで表示できま
す。インシデントタイプの横の番号をクリックすると、ESET Inspectの該当するセクションに移動します。
詳細を見る

SyslogのCEF形式
共通イベント形式でログをSyslogに送信できます。 詳細を見る

その他の改善とユーザビリティの変更
詳細については、リリースノートを参照してください。

リリースノート
リリースノートは英語でのみ提供されています。
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ESET PROTECT Cloud 4.0
• ADDED: Basic incident overview in the ESET Inspect dashboard
• ADDED: CEF format for Syslog
• ADDED: Reporting of absolute and relative free space for hard drives in HW inventory
• ADDED: Log out action in the Computer context menu (under Power)
• ADDED: Log out Client Task
• ADDED: Ability to filter Computers by FQDN
• ADDED: Ability to filter Computers by Serial Number
• ADDED: Last boot time in computer details
• ADDED: Ability to deploy LiveGuard on all devices in a static group via context menu action
• ADDED: Ability to reset default filters
• ADDED: Static Group name in Syslog events
• ADDED: Ability to see the progress of removing client tasks
• ADDED: Ability to filter unassigned policies in the Policies section
• ADDED: Ability to sort policies in the "Last Modified By" column
• ADDED: Support for time-elapsed (duration) filters in Dynamic Groups
• ADDED: Comma separator for thousands place in table numbers
• IMPROVED: Table numbers are now aligned right
• IMPROVED: Selecting a product from the repository in the Software Install task
• IMPROVED: "Deploy ESET LiveGuard" through the computer's or group's context menu now leverages a
better mechanism that is used in the dedicated ESET Solutions section
• IMPROVED: Filtering by Detection Type
• IMPROVED: New version of Log Collector (version 4.6.0.0) in Management Agent
• IMPROVED: Solutions deployment supports computers in site/company location based on hierarchy
• IMPROVED: Example section in the "Select time interval" filter
• CHANGED: Limit from 100 to 1000 when opening selected objects
• CHANGED: Disabled optional use OPAL in built-in encryption policy "Encrypt all disks - Recommended"
• FIXED: The license list occasionally disappears when scrolling through a long License Management list
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• FIXED: The date/time filter does not work correctly on the localized web console
• FIXED: All policies are hidden except auto-update when logging in to the console for the first time
• FIXED: Info message about default value for time-based criteria in Notifications is shown when it is not
mandatory
• FIXED: Network adapter(s) screen informs that the latest version of an agent is required, even though the
latest version is installed
• FIXED: Default presets for Computers/Detections sections are overwritten in a special scenario
• FIXED: Inaccurate problem count in License Management badge in specific scenarios
• FIXED: Missing limit for quarantine management actions, which causes an error message in some cases
• FIXED: HW inventory reports the TPM manufacturer version instead of the specification version
• Various other minor improvements and bug fixes

ESET PROTECT Cloud 3.5
• ADDED: Initial configuration (Set up protection)
• ADDED: Dark theme
• ADDED: Ability to switch between Absolute and Relative time in tables
• ADDED: Ability to add column Hash in Detections section
• ADDED: Ability to search by Hash in the Detections section
• ADDED: Ability to search by Object in the Detections section
• ADDED: Ability to distinguish, whether BitLocker is activated on a particular machine
• ADDED: Filtering options in Computer details - Installed Applications screen
• ADDED: Computer preview - the ability to reset displayed sections into default
• ADDED: Ability to modify Computer name and Description directly from the Computer preview panel
• ADDED: Ability to mute/unmute Computer directly from the Computer preview panel
• ADDED: Section name as a prefix in the browser tab title
• IMPROVED: VDI support (mostly improvements around instant clones)
• IMPROVED: Network Adapters (part of Computer details - Details - Hardware) are more readable in the case
of IPv4/IPv6
• IMPROVED: Multiplatform support when deploying or enabling features via Solutions in the Computer
context menu
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• IMPROVED: Displaying of Inspect button is now dependent on the permission set "Access to ESET Inspect"
• IMPROVED: Filter Advisor remembers item sorting
• IMPROVED: Information in the Detection type column was split into two separate columns Detection
Category and Type
• IMPROVED: Creation of New Report Template for newly created Report category
• FIXED: Save filter set is not working correctly in all sections
• FIXED: Specific scenario causes license sync breakage (if static group below company has the same name as a
site that is going to be created in EBA)
• FIXED: When you load a saved filter set, it is not applied unless you edit it (various sections)
• FIXED: Filter "≤ # OF ALERTS" is not working correctly (Computers section)
• Various other minor improvements and bug fixes

ESET PROTECT Cloud 3.4
• ADDED: Advanced Filters in the Computers section
• ADDED: Native ARM64 support for ESET Management Agent for macOS
• ADDED: "Waiting" state in the Component version status section on Status Overview for better
communication of auto-updates (available from ESET Endpoint Antivirus/Security for Windows version 9.1)
• ADDED: Site structure from ESET Business Account synchronizes in the static group tree
• ADDED: New rebooting option-administrator can set up reboots in a way that the end-users can postpone
them (available from ESET Endpoint Antivirus/Security for Windows version 9.1)
• ADDED: Information on how many more devices can enable ESET LiveGuard on the ESET LiveGuard
Dashboard
• ADDED: Dark Theme preview feature
• ADDED: Limited-input device-simple enrollment flow for Android-based devices that do not have access to
emails or a camera for scanning QR codes
• ADDED: Support for deployment of the latest version in the software installation task (the latest version at
the moment of task execution, it is not necessary to select a specific version anymore)
• ADDED: Creation date column in the Installers section
• ADDED: Reset functionality for columns in tables
• ADDED: Warning to Audit log access right
• ADDED: "Installation Date" column in Computer details - Installed Applications screen
• ADDED: Ability to select multiple monitored static groups in a single notification
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• ADDED: Reporting human-readable Windows operating system version is displayed in the OS Service Pack
column in the Computers section
• ADDED: OS build version collected from macOS is displayed in the OS Service Pack column in the Computers
section
• ADDED: Agents tile in the Status Overview section for better identification of unmanaged computers
• ADDED: Instance ID is available in the console's About section (previously only available in ESET Business
Account)
• ADDED: Console users can deploy ESET Full Disk Encryption (EFDE) on recommended (portable) devices in
the ESET Solutions screen
• IMPROVED: EFDE does not deploy to devices using BitLocker for drive encryption
• IMPROVED: Reboot and shut down experience on macOS (user is notified about restart and can cancel it in
60 seconds)
• IMPROVED: Tasks planned ASAP are executed in the order in which they were created in the console
• IMPROVED: Admin password is not required when enrolling a new mobile device. However, ESET strongly
recommends you use an admin password for the full functionality of certain features
• IMPROVED: Every ASAP trigger created by the user in the console must have an expiration set (less than six
months)
• IMPROVED: HIPS detections now contain user and hash
• IMPROVED: New version of AVRemover and Log Collector in the Management Agent
• FIXED: Several functionality problems with the dynamic group template selector
• FIXED: Scheduled client tasks without "Invoke ASAP If Event Missed" pre-selected could be executed with the
wrong timing if the computer woke up from sleep or hibernation
• FIXED: Tags assigned to a "Client Task" are automatically assigned to applicable computers
• FIXED: Unavailable EDR element in the Component version status section on the Status Overview screen
• Various other minor improvements and bug fixes

ESET PROTECT Cloud 3.3
• ADDED: Manage up to 50,000 devices (according to purchased license)
• ADDED: Support for ESET Inspect Cloud (EDR solution)
• ADDED: Easy trial, deployment and purchase of ESET Full Disk Encryption (EFDE)
• ADDED: Preview feature - Advanced Filters in the Computers section
• ADDED: New buttons under the table in the Computers section and Detection section
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• ADDED: Right-click tables to open the context menu
• ADDED: Enrollment link expiration and device certificate renewal information to the enrollment email
• ADDED: Built-in policies for V7 product for macOS and HTTP proxy
• ADDED: Ability to turn on the "Remote Host" column in the Computers section
• ADDED: Console users can configure (in Settings) the behavior of newly enrolled devices deduplication in the
console
• ADDED: Console users receive an email notification that contains a link that redirects the user into the
Computer details section in the console
• IMPROVED: Console users receive a notification about multiple detections occurring on managed computers
aggregated in one email message
• IMPROVED: Remove button was moved behind the gear icon in the ESET Solutions section
• IMPROVED: Console users can click the chart in the ESET Solutions section and will be redirected to the
Computers section
• IMPROVED: The latest versions of each product are prioritized in the product selection section of the
software installation task
• IMPROVED: UI elements in tables
• CHANGED: ESET Dynamic Threat Defense to ESET LiveGuard in management consoles
• CHANGED: Remove tags icon in the Tags panel
• FIXED: Trigger for scheduled Reports cannot be edited
• FIXED: Exclusions table shows the "Occurred" column, but it is labeled as "Created on"
• FIXED: "Export table as" now exports all data, not just data on the page
• FIXED: Trigger via CRON shows different time after opening details of a specific trigger
• REMOVED: "Auto-loading" option in the Clients and Detections screen paging menu
• Various other minor bug fixes, security and performance improvements

ESET PROTECT Cloud 3.2
• ADDED: Easier enrollment for mobile devices
• ADDED: Easier deployment mechanism also extended for MSPs
• ADDED: New product tour
• ADDED: ESET Product Navigator to the header
• ADDED: New context menu action "Deploy ESET security product" (in Computers section)
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• ADDED: AD user sync tool for ESET PROTECT Cloud
• ADDED: AD user sync-based features enabled for iOS devices
• IMPROVED: Context menu in Computers section
• IMPROVED: Installer creation Wizard
• IMPROVED: Email enrollment progress bar to indicate whether the task has been finished
• IMPROVED: Computer with IP column was divided into two columns in Submitted Files
• IMPROVED: Retention policy dialog is more user-friendly and upper limits are communicated in the Online
Help guide
• FIXED: Last scan time in computer details
• FIXED: When "Module update failed" occurs, the computer is not moved to the related Dynamic Group, if the
Dynamic Group was created
• FIXED: Policies under "Manage policies" over a group do not display for users with an administrator
permission set
• FIXED: "Restart required" and "Inbound Communication" columns in the Detections list display incorrect
values

ESET PROTECT Cloud 3.1.5
• ADDED: Easier deployment - the new simplified dialog for installer download, and reworked wizard for
creation of the customized installer
• ADDED: Dynamic groups for mobile devices
• ADDED: Easy trial, deploy and purchase of ESET Dynamic Threat Defense (EDTD) also for MSP customers
• ADDED: Hide and Show action for EDTD Dashboard
• ADDED: Possibility to add Group Name column in the Detections section (not displayed by default)
• CHANGED: Default message contents (Computer first connected, Computer identity recovered, Computer
cloning question created)
• IMPROVED: EDTD status (enabled/disabled) is reported properly to the console (requires ESET Endpoint
Antivirus/Security for Windows version 9.0 and above) and leveraged in various sections (for example, action
Enable is not offered for endpoint where the feature is already enabled)
• IMPROVED: Computer description can be multiline
• IMPROVED: User can define more than one naming pattern for VDI master image
• IMPROVED: Hover effect (Inverted color) on the cell with Computer name (in Computers section) and on the
cell with Detection type (in Detections section)
• IMPROVED: Computer name and IP is now in separate columns in the Detection section
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• FIXED: Multiple sorting does not work as expected when the top priority is assigned to the Alerts column
• FIXED: The overall status of the license might not be shown correctly in specific cases
• FIXED: Various other bug fixes, security, and performance improvements

ESET PROTECT Cloud 3.0
• ADDED: Support for Automatic Product Updates (available from ESET Endpoint Antivirus/Security for
Windows version 9.0)
• ADDED: Management for brute-force attack protection (available from ESET Endpoint Antivirus/Security for
Windows version 9.0)
• ADDED: Easy trial, deploy and purchase of ESET Dynamic Threat Defense (EDTD)
• ADDED: Web control for Android devices
• ADDED: System updates management for Android
• ADDED: New column Logged users in Computers table
• ADDED: Windows OS build number is reported as a separate symbol (possibility to use it in Dynamic groups)
• ADDED: List of submitted files (EDTD) in Computer details, Detection and Quarantine section
• ADDED: New product categories in Component version status section on Status Overview
• ADDED: Full path to a computer in received notifications
• ADDED: Possibility disable the triggering of notifications for muted computers
• ADDED: Possibility to manage session protection (e.g., disable blocking requests from different IP addresses)
• CHANGED: Reducing and re-organizing columns in the Computers section
• IMPROVED: ESET Dynamic Threat Defense perception (added information of what was originally detected by
EDTD)
• IMPROVED: Operating system update - allowing the user to postpone the required reboot
• IMPROVED: Operating system update task accessible not only from context menu over a group but also over
a single device
• IMPROVED: Now is possible to visually distinguish locked policies in policies and computer details screens
(padlock icon)
• IMPROVED: When users create new permission sets, some checkboxes can grey out based on their
permission (users can not give higher permission that they have)
• IMPROVED: Automatically selected newly created permission set when creating a new user
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• IMPROVED: Basic support of installer file caching in script-based Agent Live Installers
• IMPROVED: Date and Time displayed in format according to language
• IMPROVED: Faster displaying of the planned flag on client tasks also after assigning to the significant amount
of targets
• IMPROVED: The enrollment URL link is visible below the QR code, and the user can copy it in the enrollment
wizard
• IMPROVED: New version of Log Collector in Management Agent
• FIXED: Idle session timeout was not matching settings in ESET Business Account
• FIXED: Triggers - infinite loading in some cases when the user changes trigger type
• FIXED: Unwanted machines moved during computers import
• FIXED: Missing notification about scheduled restart (macOS - osascript)
• FIXED: License is randomly changed when the software install task is edited
• FIXED: Notifications - Message preview is not displaying properly
• FIXED: macOS Big Sur, specific protections statuses are missing in dynamic groups and report templates
• FIXED: Users without access to an EDTD license cannot see the data on the EDTD Dashboard
• FIXED: Multiple sorting does not sort correctly
• FIXED: Performance issue when deleting a large number of exclusions
• FIXED: EDTD Deployment on Dynamic Group ends with error
• FIXED: Various other bug fixes, security, and performance improvements

ESET PROTECT Cloud 2.4
• ADDED: Ability to manage up to 25,000 devices (according to purchased license)
• ADDED: New ESET Dynamic Threat Defense dashboard
• ADDED: Preview feature - Easy trial, deploy and purchase of ESET Dynamic Threat Defense
• ADDED: Ability to create a new trigger in client task details
• ADDED: Indicator of last connection status of managed computer (connected in last replication interval)
• ADDED: Computer preview - by clicking on computer name will be displayed side panel with the most
important computer details
• ADDED: Detections preview - by clicking on detection type will be displayed side panel with the most
12

important detection details
• CHANGED: Existing ESET Dynamic Threat Defense dashboard name change
• CHANGED: Triggers for server tasks and client tasks with frequencies lower than 15 minutes will not be
allowed
• CHANGED: More granular communication of managed applications versions
• CHANGED: Automatic application of retention policy after the grace period
• CHANGED: After de-enrollment, ABM devices no longer offer the re-enroll task option
• IMPROVED: A user or a computer can only be assigned to 200 users or computers in one operation to retain
adequate service responsiveness
• FIXED: Actions in the context menu for devices were disabled incorrectly (Enable ESET Dynamic Threat
Defense, Network Isolation)
• FIXED: Licenses without an expiration date (for example, subscription licenses) were counted as expired in
the Status Overview
• FIXED: Automatic update of company name in the console when changed in ESET Business Account or ESET
MSP Administrator
• FIXED: Discrepancy in "Total number of devices" on the Dashboard compared to the total count of devices
shown in the Computers tab
• FIXED: FaceID screen is now correctly skipped during ABM enrollment when selected in the wizard as one of
the items to be skipped
• FIXED: "Title" in the properties of the exported PDF report

ESET PROTECT Cloud 2.3
• ADDED: Management of Apple devices running iOS and iPadOS, including Apple Business Manager
• ADDED: Native ARM64 support for ESET Management Agent for Windows
• ADDED: Support for VMWare Instant Clones
• ADDED: New audit information on the policy screen (Modification time, Last modified by, and Creation time)
• ADDED: Upgrade outdated operating systems in a computer group
• ADDED: Ability to copy a license Public ID to the clipboard via the context menu in license management
• ADDED: Ability to filter licenses on the license management screen based on the Public ID
• ADDED: Automatic resolution of HIPS logs
• ADDED: Computer description as a new attribute in Device Identifiers under computer details
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• ADDED: Support for migration and backup of ESET Full Disk Encryption (EFDE) recovery data
• ADDED: New client task "Generate new FDE Recovery password" (available from EFDE client version 1.3
(EFDE - purchased separately))
• ADDED: Ability to retry encryption from the console if encryption fails (available from EFDE client version 1.3
(EFDE - purchased separately))
• IMPROVED: Preview feature – Computer preview (added new sections and the possibility to click on some
elements and navigate to relevant details)
• IMPROVED: The Syslog export now also supports the information log level
• IMPROVED: The ESET Full Disk Encryption status now provides more details
• IMPROVED: Extended Hardware inventory details for the device with encryption-related fields
• IMPROVED: Disabled computers are not synced or deleted by the Active Directory scanner
• IMPROVED: Various UI and UX improvements
• CHANGED: Retention policy enforcement notification
• CHANGED: The CRON trigger can be planned for LOCAL or UTC time only
• CHANGED: The Wipe task has been dropped because it does not work properly in newer versions of Android.
The Factory Reset task remains the only task for both Apple and Android devices
• CHANGED: Adjustments related to managed products name changes
• FIXED: Mobile device management allows manual selection of a suitable platform in case of unrecognized
mobile devices
• FIXED: The License Owner name is not updated in License Management after changing it in ESET Business
Account
• FIXED: A Client task cannot be scheduled for managed computer local time (only for browser time)
• FIXED: Various other bug fixes, security, and performance improvements

ESET PROTECT Cloud 2.2
• NEW: New concept–Option to preview certain features
• NEW: Preview feature–Support for iOS / iPadOS (without ABM enrollment)
• NEW: Preview feature–Computer preview
• ADDED: Upgrade outdated products in a computer group
• ADDED: Default filter in the Detection screen (unresolved detections first)
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• ADDED: Ability to use a second license to activate ESET Dynamic Threat Defense in a software installation
task when an eligible endpoint product is selected
• ADDED: User management for users with global "write" access
• ADDED: Expiration time for client task triggers (Triggers tab)
• ADDED: New report–Computer Hardware Overview
• ADDED: Enabled non-root administration (other than the instance creator) to manage the security of other
managed accounts (depends on the upcoming EBA release planned for April 2020)
• IMPROVED: Pause a task for ESET Full Disk Encryption (capability to select an exact date and time)
• IMPROVED: The encryption status tile is now more interactive
• IMPROVED: Extended information in detection details
• IMPROVED: A recommendation message is displayed when the Administrator tries to run a client task on
more than 1,000 clients (using a group is recommended)
• IMPROVED: Assigning a policy to more than 200 individual devices is permitted (using a group is
recommended)
• IMPROVED: Various performance improvements
• FIXED: Licenses with over 10,000 seats were displayed as infinite
• FIXED: In some cases, the "Planned" flag In a client task remained active after a task was executed
• FIXED: The license usage number did not display the correct number when a license was overused
• FIXED: Subunits were not used by percentage usage enumeration for mail security products
• FIXED: The operating system name (Big Sur) for macOS 11.1 and 11.2 was missing
• FIXED: Various other bug fixes and improvements

ESET PROTECT Cloud 2.1
• ADDED: Ability to look up specific computer based on the last logged user parameter
• ADDED: Support for policy-based migration from on-premises console to cloud console
• FIXED: Issue with opening/reading PDF reports sent by email (base64-encoded)
• FIXED: Non-root user with write permission rights for ESET PROTECT Cloud in ESET Business Account cannot
import or create dynamic group templates
• FIXED: Device filters on Dashboards display different values than in tables
• FIXED: In some cases, Detail in the "Audit Log" overlapping other lines
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• FIXED: Product deactivation fails with timeout (in certain cases) if started by "Delete not connected
computers" server task
• FIXED: User cannot delete objects in some cases even with correct access rights
• FIXED: Name of the file is garbled when Japanese characters are used
• FIXED: Various other bug fixes and minor improvements

ESET PROTECT Cloud 2.0.148.0
• CHANGED: ESET Cloud Administrator renamed to ESET PROTECT Cloud
• ADDED: Ability to manage and protect Android mobile devices
• ADDED: Ability to manage FileVault (macOS) native encryption when an eligible license is present
• ADDED: Increased device management limit (up to 10,000 - dependent on purchased license size)
• ADDED: One-click deployment of ESET Dynamic Threat Defense if an eligible license is present
• ADDED: Ability to manage dynamic groups
• ADDED: Ability to manage notifications
• ADDED: Ability to define specific permission sets for selected users
• ADDED: Active Directory synchronization (Computers only)
• ADDED: Syslog log exporting
• ADDED: New “Audit log” section provides detailed information about specific actions
• ADDED: Ability to mass deploy the management agent to macOS devices
• ADDED: Second-level menu for advanced options
• ADDED: Secure Browser management
• ADDED: Support for sites (ESET Business Account) licenses including new "License user" column
• ADDED: Renew a license in the “License Management” screen
• ADDED: Ability to drill-down from expiring license issues in “Dashboards” and “Reports” to obtain more
information in the “License Management” screen
• ADDED: New “Manage license” context menu
• ADDED: EULA update notifications that support auto-upgrade (uPCU) of endpoint products in managed
environments
• ADDED: New ESET Full Disk Encryption (EFDE) management actions directly from “Computer details”
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• ADDED: New EFDE Dynamic groups and Reports
• ADDED: Detection details (LiveGrid, Observed in organization, Virus Total )
• ADDED: One-click access to client task triggers
• ADDED: Unsupported browser warning
• ADDED: New "Seats allocated to sites" present in dedicated license report
• ADDED: Multi-line command scripts for Run Command task
• ADDED: Option to create a Computer user group in the “Add computer user” wizard
• CHANGED: Management Agent - supported operating systems
• CHANGED: Retention policy defaults
• CHANGED: License unit/sub-units visualization changed to "used/total" for online licenses and "X offline" for
offline licenses
• CHANGED: Access to behavior reports (when EDTD is purchased and enabled) are available (in the UI) only if
an eligible license is present
• IMPROVED: Ability to define a retention policy for certain logs
• IMPROVED: Exclusions mechanism extended to firewall threats
• IMPROVED: Computer details now directly accessible by clicking the computer name
• IMPROVED: One-click Network isolation
• IMPROVED: Columns ordering
• IMPROVED: Pop-up with search option
• IMPROVED: Hierarchical Dynamic groups tree
• IMPROVED: Multi-select in pop-up (modal) windows
• IMPROVED: Ability to create one exclusion from multiple detentions with standard exclusion criteria(s)
• IMPROVED: Breadcrumbs for better navigation in Wizards
• IMPROVED: Various other performance and security improvements
• FIXED: “Delete task action” removes all client tasks, not just selected items in a task list for a specific group
• FIXED: Status filter not visible for server tasks (only in client tasks)
• FIXED: Failed to send a wake-up call from the client task details executions
• FIXED: Incorrect target group type displays when editing a client trigger
• FIXED: “Status update” type notifications fail to save if they contain the “$” character
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• FIXED: Import of policies with large file sizes
• FIXED: Infinite units or subunits in tooltips for licenses in the License Management screen display incorrectly
• FIXED: License-related notifications (for example, expiration/overuse) trigger when a license is suspended
• FIXED: Policy does not block the selected Scan profile
• FIXED: Filters previously set are not saved
• FIXED: Various other bug fixes

ESET Cloud Administrator 1.2.118.0
• Added: Support for ESET Dynamic Thread Defense (Sold separately. Available for purchase in upcoming
weeks)
• Added: Submitted files screen
• ADDED: Ability to pause ESET Full Disk Encryption available from EFDE client version 1.2 (EFDE - purchased
separately)
• ADDED: Automatic resolution of firewall logs and filtered websites
• ADDED: Ukrainian language
• ADDED: New filtering options
• ADDED: Many other performance, usability, and security improvements
• IMPROVED: Discontinued the default limit for the number of displayed static groups
• IMPROVED: Performance improvements in the “groups” tree on the “Computers” and “Detections” screens
• IMPROVED: Selected screens redesign: Users, scheduled reports and edit updates in the navigation bar
• IMPROVED: Unified table design for task selection, computers selection, and other features
• IMPROVED: Second-level menu added under "Change assignments" in the policy screen
• FIXED: Delay of product version status shown in the main web console
• FIXED: System applications are not reported on macOS 10.15
• FIXED: Language detection on macOS Catalina
• FIXED: Table sorting behavior: Clicking column headers adds columns to multi-sorting until it has been clicked
3 times
• FIXED: Last scan time in “computer details” screen won’t impact the computer security status tile
• FIXED: User cannot resolve detections when the “Resolved” column is not shown in the “detections” table
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• FIXED: The side panel does not remember the expanded/collapsed state after log-out and log-in
• FIXED: Some threats cannot be marked as resolved
• FIXED: After moving computers from a specific group, the view is changed to the group "ALL."

ESET Cloud Administrator - ESET Management Agent release- June
• ADDED: New version of ESET Management Agent
• ADDED: Updating ESET Management Agent to the latest version can be deployed centrally alongside the
cloud service update
• ADDED: Agent compatibility with H1/2021 Windows version 10

ESET Cloud Administrator 1.2.82.0
• IMPROVED: Email domain validation when sending live installer link was discontinued
• IMPROVED: Checkbox "automatically reboot when needed" not checked by default when activating EFDE
from encryption tile
• IMPROVED: Dozens of usability, security, performance and stability improvements
• FIXED: Clicking column headers adds columns to multi-sorting until it has been clicked 3 times
• FIXED: Last Scan Time should note trigger red security status
• FIXED: Not possible to resolve detections when "Resolution" column is not shown
• FIXED: The side panel doesn't remember expanded/collapsed state after log-out and log-in
• FIXED: Agents stop connecting to cloud service under some circumstances
• FIXED: Recipients not visible in notifications emails
• FIXED: Computer with outdated OS are not visible in appropriate dynamic group
• FIXED: Ability to create hash exclusion without a hash present
• FIXED: ESET Full Disk Encryption not included within the selective export task configuration

ESET Cloud Administrator 1.2
• NEW: ESET Full Disk Encryption
• NEW: Tagging - mark all relevant objects (e.g., computers) using user-defined tags
• NEW: Support for the newest generation of Linux products, starting with ESET File Security for Linux v7
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• NEW: Centralized Exclusions and wizard
• ADDED: Option to automatically delete computers that are not connecting
• ADDED: Option to rename computers based on defined criteria
• ADDED: Computer isolation task
• ADDED: Unified table design with new navigation elements
• ADDED: Ability to export tables across all the main screens to different formats
• ADDED: New "empty screen states" for simpler object creation
• ADDED: Detections view is now aggregated by time and other criteria to simplify operations and to resolve
them
• ADDED: Execute one click actions from the "task executions" screen
• ADDED: Create a combined installer including ESET Full Disk Encryption
• ADDED: Option to deactivate individual products
• ADDED: New dynamic groups related to newly introduced products
• ADDED: Search by group name in computer screens and search bar
• ADDED: Option to save dashboard layout as preset for other users
• ADDED: Generate defined reports filtered to a selected group
• ADDED: Indonesian language support
• ADDED: New ESET Management Agent version (Windows) supports the latest security products
• IMPROVED: Many UI Improvements & other usability changes
• IMPROVED: Context menu now applies for all selected rows
• IMPROVED: Filtering panel has many new options such as autocomplete
• IMPROVED: New column selector element for primary tables
• IMPROVED: Layout of detections (previously "threats") screen with new detection details
• IMPROVED: Reports screen layout includes a one click report generation option
• IMPROVED: Task section was updated and triggers are now displayed in a separate view of "task details"
• IMPROVED: Layout of policies screen, with simpler orientation and navigation
• IMPROVED: Layout of notifications screen with notification details
• IMPROVED: Quick links menu
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• IMPROVED: AV remover (part of management agent) supports auto update
• IMPROVED: Download speeds from the repositories were significantly improved
• IMPROVED: Management agent file size significantly reduced
• CHANGED: "Threats" section was renamed to "Detections"
• CHANGED: Management agent compatibility update related to macOS 10.7 and 10.8 support (see the
documentation for more details)
• CHANGED: ESET Cloud Administrator ends support for Endpoint and Server Security versions 6.4 and earlier
• FIXED: Various other bug fixes and internal performance improvements

ESET Cloud Administrator 1.1.360.0
• Added: Full support for endpoint version 7.1 products
• Fixed: Various bugs

ESET Cloud Administrator 1.1.359.0
• Improved: Internal performance improvements

ESET Cloud Administrator 1.1.358.0
• Improved: Overall performance improvements
• Changed: Updated copyright information
• Fixed: ESET Cloud Administrator (ECA) server does not receive all "Web protection" threats
• Fixed: "Web protection" threat details view in the webconsole displays an unexpected error
• Fixed: An uncaught exception occurs when working with ECA
• Fixed: Indonesian language support is missing in product installation filters
• Fixed: Server Device Status chart is missing

ESET Cloud Administrator 1.1.356.0
• FIXED: Issue with too many notifications send from one incident
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ESET Cloud Administrator 1.1.350.0
• New version of ESET Management Agent fixing various installation/upgrade/repair issues
• Internal service performance improvements
• Fixed invalid installer CA certificate encoding in GPO installer script

ESET Cloud Administrator 1.1.349
• Various minor performance improvements

ESET Cloud Administrator 1.1.345
• Various minor bug fixes
• Wrong information is displayed under "Policy Product" column while creating the ECA Live installer

ESET Cloud Administrator 1.1.343.0
• One-click actions
• New one-click action - One click upgrade option – even from aggregated data
• New One-click actions to resolve "resolvable" actions – activate, reboot, update OS, or various protection
issues
• Hardware inventory
• Redesigned client details section
• New "incident overview" dashboard, with new types of graphical elements, and one-click navigation to
threats
• Improved Automatic resolving of handled threats
• Option to generate live installer without security product selected
• New status overview section
• Live installer now support offline cache to speed up the deployment
• Overall UI improvements (polished UI, new vector icons, updated menus)
• Updated "overview" dashboard with one click navigation & Configurable RSS feed
• Redesigned quick links & help links
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• New layout for wizard elements
• Ability to switch ECA do different language in EBA (support for NEW languages)
• Automatic detection of "machine cloning"
• Ability to send e-mail directly from ECA when sending installer
• Automatic log-outs
• New more streamlined way when adding computers or using introductory wizard
• Redesigned "filter bar" with the option to remove / reset / save filter presets + "category filter" moved to
"filters"
• New columns for number / highest severity of alerts, cloning questions, and hardware detection reliability
status
• Enhanced filtering options by product name, version, number of alerts, policies, threats, & other options
• New "remove computer from management" wizard, showing clear steps how to correctly remove devices
from ECA
• Redesigned task wizard
• New task types - Diagnostic (enable diagnostic / Log Collector)
• Section "logs" now includes tabs to display "Log Collector" and new section for "diagnostic logs"
• Alerts - Alert (problem) details are reported from the supported security products
• New dynamic groups for desktops and servers
• Questions to resolve conflicts
• Possible to locate threats detected by the same scan
• Added current detection engine version and a hash value
• Possibility to filter by cause, threat type, scan, scanner and define more granular criteria for the time filter in
threats
• Possibility to collapse and expand all reports in one click
• Software installation task executes a "pre-execution check", and reports "task failed" with further details
• New report template categories Hardware Inventory, Cloning Detection
• Restyled report creation wizard
• Extended options for filtering for specific values
• Redesigned installer generation flow
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• Ability to configure LiveGrid and PUA settings when creating live installer
• Ability to configure Live Installer proxy settings during the installer creation
• Support for GPO (Group policy)
• New filter to "hide not-assigned policies"
• Policy details showing "assigned to" (combines computers / groups) and "applied on" (actually applied
targets)
• New predefined policies for optimal usage of ESET Live Grid, and few tweaks to existing recommended
templates for maximum protection
• Possibility to allow "local lists"
• Possible to edit multiple notifications at once
• New announcement channel to inform users about planned outages and other important events
• Improved migration from ERA6 (ESMC) managed environment when executing live installers

ESET PROTECT Cloudの概要
ESET PROTECT Cloud をご利用いただき、誠にありがとうございます。 ESET PROTECT Cloudは、1つの中央の
場所から最大50,000台のデバイスが接続されたネットワーク環境にあるワークステーション、サーバー
で、ESET製品を管理できます。ESET PROTECT Cloud Webコンソールを使用すると、ESETソリューションを
展開し、タスクを管理し、セキュリティポリシーを施行し、システムステータスを監視して、リモート
コンピューターの問題または脅威にすばやく対応します。
ESET技術と保護する検出/攻撃のタイプの詳細については、ESET用語集を参照してください。
ESET PROTECT Cloudの使用を開始するには、ESET PROTECT Cloudの基本操作を参照してください。
ESET PROTECT Cloudには次のコンポーネントがあります。
サービスとしてのESET PROTECT Cloud
ESET PROTECT Cloud Webコンソール
• Webコンソールは、ESET PROTECT Cloudデータベースに格納されたデータを解釈します。大量のデー
タをダッシュボードとレポートに見やすく視覚化します。また、エージェントと他のESETアプリケー
ションで、ポリシーを適用したり、タスクを実行したりします。
Live Installer
• スリム化した使いやすいパッケージとして、ESET Managementエージェントとビジネスエンドポイ
ント製品を含めるオプションが用意された小規模なアプリケーションです。
• ESET Managementエージェントは小規模なアプリケーションであり、接続されたクライアント
でESET PROTECT Cloudのコマンドを実行するグラフィカルユーザーインターフェースはありません。
タスクの実行、ESETアプリケーションからのログの収集、ポリシーの解釈と施行、ソフトウェア展開
や一般的なコンピューター監視などの他の有効なタスクの実行が可能です。
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• 簡単にダウンロードできる設定済みのパッケージです。エージェントとセキュリティ製品が含ま
れています。インストーラーは、合理化されており、適切なクラウドインスタンスに自動的に接続
し、有効なライセンスを使用してアクティベーションを実行します。必要なユーザーの操作を最低
限に抑えています。インストーラーは正しいプラットフォームを識別し、適切なセキュリティ製品
パッケージをダウンロードします。
• エージェントは軽量のアプリケーションでクライアントコンピューターのESETセキュリティ製品
とESET PROTECT Cloudとの間の通信を支援します。
ESETセキュリティ製品
• ESETセキュリティ製品は、クライアントコンピューターとサーバーを脅威から保護します。
• ESET PROTECT Cloudは、次のESETセキュリティ製品をサポートします。
ESET Business Account
• ビジネスのお客様向けのエントリーポイント、またはESET PROTECT CloudのIDプロバイダー。
• ビジネスのお客様向けのシングルサインオンとして機能し、ライセンス、アクティベーションさ
れたサービスを表示し、ユーザー管理などを実行します。
• ESET PROTECT Cloudインスタンスをアクティベーションするには、ESET Business Accountが必要です。
• 詳細については、ESET Business Accountオンラインヘルプを参照してください。
ESET MSP Administrator 2
• は、ESET MSPパートナーのライセンス管理システムです。
• 詳細については、ESET MSP Administrator 2オンラインヘルプを参照してください。
ESET Remote Deployment Tool
• Live Installerをネットワークにリモート展開できるツール。
• リモートでネットワークをマッピングし、ADと同期できます。また、製品が展開されるターゲッ
トのインポートをサポートします。
ESET Bridge (HTTPプロキシ) -ESET PROTECT Cloudでは、プロキシサービスとしてESET Bridgeを使用して、
次の操作を行えます。
• ダウンロードとキャッシュ:ESET PROTECT CloudによってプッシュされたESETモジュールアップデー
ト、インストールおよびアップデートパッケージ(ESET Endpoint Security MSIインストーラーな
ど)、ESETセキュリティ製品のアップデート(コンポーネントおよび製品アップデート)、ESET LiveGuard
結果。
• ESET ManagementエージェントからESET PROTECT Cloudへ通信を転送します。
ESET Active Directory Scanner — Active DirectoryコンピューターおよびユーザーをESET PROTECT Cloud Web
コンソールと同期します。
ESET Cloud Mobile Device Management (Cloud MDM) - には、AndroidおよびiOSモバイルデバイス管理とモ
バイルセキュリティ管理が用意されています。
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以下の図は、簡素化されたESET PROTECT Cloudアーキテクチャを示します。

サポート対象のWebブラウザー、ESETセキュリティ製
品および言語
ESET PROTECT Cloud Webコンソールは次のWebブラウザーで実行できます。
Webブラウザー
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Google Chrome
Safari
Opera
ESET PROTECT Cloud Webコンソールの最適なエクスペリエンスを得るため、Webブラウザーを常に最新の
状態にすることをお勧めします。
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ESET PROTECT Cloudで管理可能な最新バージョンのESET製品
製品

製品のバージョン

ESET Endpoint Security for Windows

7.3以降

ESET Endpoint Antivirus for Windows

7.3以降

ESET Endpoint Security for macOS

6.10以降

ESET Endpoint Antivirus for macOS

6.10以降

ESET File Security for Windows Server

7.3以降

ESET Server Security (Microsoft Windows Server向け) 7.3以降
ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

7.3以降

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

7.3以降

ESET Mail Security for IBM Domino Server

7.3以降

ESET File Security for Linux

7.2以降

ESET Server Security for Linux

8.1+

ESET Endpoint Antivirus for Linux

7.1以降

ESET Endpoint Security for Android

2.10.x

ESET Full Disk Encryption for Windows
ESET Full Disk Encryption for macOS
ESET LiveGuard Advanced

サポートされている言語
言語

コード

英語(米国)

en-US

アラビア語(エジプト)

ar-EG

簡体中国語

zh-CN

繁体中国語

zh-TW

クロアチア語(クロアチア)

hr-HR

チェコ語(チェコ共和国)

cs-CZ

フランス語(フランス)

fr-FR

フランス語(カナダ)

fr-CA

ドイツ語(ドイツ)

de-DE

ギリシャ語(ギリシャ)

el-GR

ハンガリー語(ハンガリー)*

hu-HU

インドネシア語(インドネシア)* id-ID
イタリア語(イタリア)

it-IT

日本語(日本)

ja-JP

韓国語(韓国)

ko-KR

ポーランド語(ポーランド)

pl-PL

ポルトガル語(ブラジル)

pt-BR

ロシア語(ロシア)

ru-RU
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言語

コード

スペイン語(チリ)

es-CL

スペイン語(スペイン)

es-ES

スロバキア語(スロバキア)

sk-SK

トルコ語(トルコ)

tr-TR

ウクライナ語(ウクライナ)

uk-UA

*製品のみがこの言語で提供されています。オンラインヘルプはありません。

サポート対象のオペレーティングシステム
次の表は、各ESET PROTECT Cloudコンポーネントでサポートされているオペレーティングシステムを示
します。

Windows
OS

エージェ
RD Sensor
ント

KB4493730およびKB4039648がインストールされているWindows Server 2008 R2 x64 ✔
SP1

✔

✔

✔

KB4493730およびKB4039648がインストールされているWindows Storage Server 2008 ✔
R2 x64

✔

Windows Server 2012 x64

✔

✔

Windows Server 2012 CORE x64

✔

✔

Windows Server 2012 R2 x64

✔

✔

Windows Server 2012 R2 CORE x64

✔

✔

Windows Storage Server 2012 R2 x64

✔

✔

Windows Server 2016 x64

✔

✔

Windows Storage Server 2016 x64

✔

✔

Windows Server 2019 x64

✔

✔

Windows Server 2022 x64

✔

✔

KB4493730およびKB4039648がインストールされているWindows Server 2008 R2
CORE x64

OS

エージェ
RD Sensor
ント

最新のWindowsアップデート(KB4474419およびKB4490628以上)がインストールさ ✔
れているWindows 7 x86 SP1

✔

最新のWindowsアップデート(KB4474419およびKB4490628以上)がインストールさ ✔
れているWindows 7 x64 SP1

✔

Windows 8 x86

✔

✔

Windows 8 x64

✔

✔
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エージェ
RD Sensor
ント

OS
Windows 8.1 x86

✔

✔

Windows 8.1 x64

✔

✔

Windows 10 x86

✔

✔

Windows 10 x64 (すべての正式リリース)

✔

✔

ARMのWindows 10

✔

Windows 11 x64 (21H2 と 22H2)

✔

Linux
OS

エージェント RD Sensor

Ubuntu 16.04.1 LTS x64 Desktop ✔

✔

✔

✔

Ubuntu 18.04.1 LTS x64 Desktop ✔

✔

Ubuntu 18.04.1 LTS x64 Server

✔

✔

Ubuntu 20.04 LTS x64

✔

✔

Ubuntu 22.04 LTS x64

✔

✔

Linux Mint 20

✔

✔

RHEL Server 7 x64

✔

✔

RHEL Server 8 x64

✔

RHEL Server 9 x64

✔

✔

CentOS 7 x64

✔

✔

SLED 15 x64

✔

✔

SLES 12 x64

✔

✔

SLES 15 x64

✔

✔

Debian 9 x64

✔

✔

Debian 10 x64

✔

✔

Debian 11 x64

✔

✔

Oracle Linux 8

✔

✔

Amazon Linux 2

✔

✔

Ubuntu 16.04.1 LTS x64 Server

Mac
OS
macOS 10.12 Sierra

エージェント
✔

macOS 10.13 High Sierra ✔
macOS 10.14 Mojave

✔

macOS 10.15 Catalina

✔

macOS 11.0 Big Sur

✔

29

✔

OS

エージェント

macOS 12.0 Monterey

✔

macOS Ventura (13.0)

✔

モバイル
OS

EESA EESA入力制限の登録 EESAデバイス所有者 MDM iOS MDM iOS ABM

Android 6.x+ ✔

✔

Android 7.x+ ✔

✔

✔

Android 8.x+ ✔

✔

✔

Android 9.0 ✔

✔

✔

Android 10.0 ✔

✔

✔

Android 11

✔

✔

✔

Android 12

✔

✔

✔

Android 13

✔

✔

✔

iOS 9.x+

✔

✔*

iOS 10.x+

✔

✔*

iOS 11.x+

✔

✔*

iOS 12.0.x

✔

✔*

iOS 13.x+

✔

✔

iOS 14.x+

✔

✔

iOS 15

✔

✔

iOS 16

✔

✔

iPadOS 13

✔

✔

iPadOS 14

✔

✔

iPadOS 15

✔

✔

iPadOS 16

✔

✔

* iOS DEPは一部の国でのみ提供されています。

前提条件
ESET PROTECT Cloudが正常に動作するには、次の前提条件を満たす必要があります。
ESET PROTECT Cloudが正常に動作するには、これらのドメインとポートをネットワークファイアウォー
ルで許可する必要があります。
ドメイン

プロトコ
ル

ポート

サービス/コンポーネン
ト

eba.eset.com

TCP

443

ESET Business Account

msp.eset.com

TCP

443

ESET MSP Administrator

identity.eset.com

TCP

443

ESET Identity Server

30

説明

プロトコ
ル

ドメイン

ポート

サービス/コンポーネン
ト

説明

protect.eset.com

TCP

443

ESET PROTECT Cloud

eu02.protect.eset.com

TCP

443

us02.protect.eset.com

TCP

443

ESET PROTECT Cloud Web 場所:欧州
コンソール
場所:米国

jp02.protect.eset.com

TCP

443

場所:日本

*.a.ecaserver.eset.com

TCP

443

エージェントとESET
PROTECT Cloud間の接続

edf.eset.com

TCP

443

Live Installer

repository.eset.com

TCP

80

epns.eset.com

TCP

8883

EPNSサービスの接
続(ウェイクアップコー
ル)

eu.mdm.eset.com (ヨーロッパ)
us.mdm.eset.com (米国)
jp.mdm.eset.com (日本)

TCP

443

Cloud MDM

checkin.eu.eset.com (ヨーロッパ)
checkin.us.eset.com (米国)
checkin.jp.eset.com (日本)

TCP

443

チェックイン

mdmcomm.eu.eset.com (ヨーロッ
パ)
mdmcomm.us.eset.com (米国)
mdmcomm.jp.eset.com (日本)

TCP

443

通信

mdm.eset.com (グローバル)

TCP

443

制限された入力のデ
バイス登録

TCP

139

TCP

445

ESET PROTECT Cloud
ADMIN$共有の使用
Remote Deployment Tool
リモートインストー
Remote Deployment Tool
ル中にTCP/IPを使用
から見た宛先ポート
して共有リソースに
直接アクセス(TCP
139の代替)

UDP

137

リモートインストー
ル中の名前解決

UDP

138

リモートインストー
ル中の参照

展開に必要なリポジ
トリ

登録

サービスの可用性
可用性
ESETの目標は、99.5%のサービスの可用性を提供することです。ESETの取り組みと定義済みのプロセスに
よって、この目標を推進します。ESET PROTECT Cloudサービスの停止時には、エンドポイントは安全で、
影響を受けません。
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
31

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。

保守
このESET PROTECT Cloudサービスは、定期メンテナンス手順に従います。15分を超えるメンテナンス期
間は事前にコンソール管理者に通知されます。メンテナンス期間中の停止は、目標の可用性に影響しま
せん。メンテナンスは、週末または業務時間外に実行されます(米国のデータセンター - 米国の夜
間、EUのデータセンター - EUの夜間、日本のデータセンター - 日本の夜間)。

オンプレミスとクラウド管理コンソールの違い
ESET PROTECT Cloudには、ESET PROTECTのすべての主要な機能が含まれていますが、クラウドベースの管
理のニーズに合わせて調整されました。ESET PROTECTからESET PROTECT Cloudに移行できます。
次の表は、ESET PROTECT CloudとESET PROTECTの主な違いについて説明します。
一般ルール

ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT

ホスト

ESETが管理しているクラウド環境で運用。

お客様の物理または仮想環境で運用。

管理可能なデ
バイスの制限

50,000クライアントデバイス。

制限はサーバーハードウェアの制限に
よって異なります。

サポート対象 Windows, Linux, macOS, Android, iOS.
のクライアン
トオペレーティ
ングシステム

Windows, Linux, macOS, Android, iOS.

サポートされ • ビジネス製品バージョン6以降。
• ビジネス製品バージョン4以降。
る製品バージョ • ESET Inspect Cloud
• ESET Inspect
ン
ESET PROTECT CloudはESET Inspect Cloudを
サポートしていますが、ESET Inspectはサ
ポートされていません。ESET PROTECTか
らESET PROTECT Cloudに移行する場
合、ESET PROTECT CloudからESET Inspectを
管理できませんが、ESET PROTECT Cloudか
らESET Inspect Cloudを管理することはで
きます。
コンポーネン
ト

• ESET Managementエージェント
• RD Sensor
• 展開ツール
• CloudMDM

• ESET Managementエージェント
• RD Sensor
• 展開ツール
• MDM

仮想化

VAgentHostとESET Virtualization Securityは使用
できません。

VAgentHostとESET Virtualization Security
は使用できます。

Active Directory Active Directory同期はESET Active Directory
Scannerを使用して実行できます。

Active Directory同期を使用できます。

モバイルデバ
イス管理

• モバイルデバイス管理は、既定でCloudMDM • モバイルデバイス管理はESET
を使用して実行できます。
PROTECT MDM経由で使用できます。
• Androidデバイスの制限された入力の登録は、
登録オプションとして使用できます。

証明書

証明書管理はESETによって処理されます。
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ユーザーは、証明書と認証局の作成、
編集、インポート/エクスポートがで
きます。

一般ルール

ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT

アクセス権

アクセス権管理がESET Business Accountに移動 ESET PROTECTインターフェイスから管
しましたが、カスタム権限を使用すると、ユー 理できる高度なマルチテナントアクセ
ザーの特定のESET PROTECT Cloud機能へのアク ス権セキュリティモデル
セスを指定することができます。

ライセンス管
理

ライセンス管理は完全にESET Business Account
に移動されました。

ライセンス管理は一部がESETPROTECT、
一部がESET Business Accountで実行さ
れます

コンピューター コンピューターは、Active Directory同期、RD
コンピューターは、Active Directory同
を追加する方 Sensorレポート、GPOおよびSCCMインストーラー 期、RD Sensorレポート、GPOおよ
法
スクリプトを使用して追加できます。
びSCCMインストーラースクリプト、
エージェント展開タスクによって手動
で新しいデバイスを追加する、エージェ
ントをローカルでインストールする方
法で、追加できます。

ESET PROTECT Cloudの基本操作
ESET PROTECT Cloudは、中小企業のネットワークでESETセキュリティ製品を管理するためのすぐに使える
ソリューションです。新しいアプローチを採用し、従来のESETオンプレミスソリューションを拡張して
います。新しいより柔軟な、ESETがホストして管理するクラウドサービスを導入しています。
このソリューションはすぐに使用でき、オンプレミスソリューションで必要なインストールおよびセッ
トアップ手順をなくしています。ESET PROTECT Cloudは簡単に展開して使用できるように設計されていま
す。この新しいクラウドでホストされるサービスには、無料のWeb管理コンソール(ESET PROTECT Cloud
Webコンソール)が付属しており、適切なインターネット接続があれば、ほぼすべての場所やデバイス
から接続することができます。
次のセクションではESET PROTECT Cloud Webコンソールの機能と使用方法について詳細に説明します。
インストーラーを作成し、クライアントコンピューターでESET ManagementエージェントおよびESETセ
キュリティ製品を展開できます。ESET Managementエージェントを展開した後は、グループの管理、ポリ
シーの作成と割り当て、通知とレポートの設定ができます。

ESET PROTECT Cloudの基本操作
ESET Business Accountを使用している
1.新しいESET PROTECT Cloudインスタンスを作成します。
2.でESET PROTECT Cloudユーザーを設定しますESET Business Account。
3.ESET PROTECT Cloud Webコンソールを開きます。ESET PROTECTガイドとESET PROTECT Cloud Webコ
ンソールの概要も参照してください。
4.ESET PROTECT Cloud WebコンソールでESET Business Accountからユーザーをマッピングします。
5.ネットワーク上のクライアントコンピューターをESET PROTECT Cloud構造に追加します。
MSPアカウントをお持ちの場合は、MSPアカウントをESET PROTECT Cloud Web コンソールと同期で
きます。

33

6.ESET PROTECT CloudからEndpoint製品を管理します。

ESET MSP Administratorを使用している
1.新しいESET PROTECT Cloudインスタンスを作成します。
2.でESET PROTECT Cloudユーザーを設定しますESET MSP Administrator。
3.ESET PROTECT Cloud Webコンソールを開きます。ESET PROTECTガイドとESET PROTECT Cloud Webコ
ンソールの概要も参照してください。
4.MSP顧客設定中に、ESET MSP AdministratorユーザーをESET PROTECT Cloud Webコンソールに追加
します。
5.ネットワーク上のクライアントコンピューターをESET PROTECT Cloud構造に追加します。
6.ESET PROTECT CloudからEndpoint製品を管理します。

ESET PROTECT Cloudを使用して新しいESET Business
Accountインスタンスを作成する
前提条件
• ESET Business Accountのスーパーユーザーアカウント。
• ESET PROTECT Cloudで有効なライセンス。
EBAとEMA2のアカウントが同じ電子メールアドレスに登録されている場合は、いずれかのアカウ
ントからのみESET PROTECT Cloudをアクティベーションできます。ESET PROTECT Cloudインスタンス
を作成するために選択したアカウント(EBAまたはEMA2)は、インスタンスをアクティベーションま
たは削除するために使用できる唯一のアカウントです。

新しいESET PROTECT Cloudインスタンスの作成
1. ESET Business Accountを開き、ログインします(あるいは新しいアカウントを作成します)。
2. ライセンス > 製品認証キーを入力をクリックします。
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3. ライセンスの追加ウィンドウで、ESET PROTECT Cloud製品認証キーを入力し、ライセンスの追加を
クリックします。

4. 確認電子メールが送信されます(電子メールが送信されない場合は、ナレッジベース記事の手順に
従ってください)。ライセンスの確認をクリックします。
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5. ダッシュボードで、ESET PROTECT Cloudの下にあるアクティベーションをクリックします。
ESET Business Accountの言語設定を確認します。一部のESET PROTECT Cloud メインプログラムウィ
ンドウ要素は、初めてESET Business Account言語設定で言語を設定したときに定義され、後から変
更できません。
6. ESET PROTECT Cloudのアクティベーションウィンドウが開きます。利用規約を読み、同意する場合
はチェックボックスをオンにします。
7. 管理されたネットワークのロケーションに最も近いESET PROTECT Cloudインスタンスのデータセン
ターロケーションを選択し、続行をクリックします。
選択すると、ESET PROTECT Cloudインスタンスのデータセンターロケーションを変更することはで
きません。
8. ESET PROTECT Cloudインスタンスが作成されます。作成されるまで数分待機するか、ログアウトす
ることができます。ESET PROTECT Cloudインスタンスが使用可能になると、電子メールで通知されます。
9. 続行をクリックします。あるいは、ダッシュボードをクリックし、ESET PROTECT Cloudタイルで開
くをクリックして、新しいタブでESET PROTECT Cloud Webコンソールを開きます。
ESET PROTECT Cloudは、Webコンソールのコンピューターの静的グループツリーにESET Business Account
構造を同期します。

ESET PROTECT Cloudでの新規ユーザーESET Business
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Accountの作成
次の手順に従い、ESET PROTECT Cloudで新しいESET Business Accountユーザーを作成し、ESET PROTECT
Cloudでユーザーアカウントにマッピングします。
1. ESET Business Accountアカウントにログインします。
2. ユーザー管理 > 新しいユーザーを選択します。

3. 必須フィールドを入力します(詳細は ESET Business Accountオンラインヘルプを参照)。
I.一般 - ユーザーに関する基本情報が表示されます。
II.アクセス権:
a)会社アクセス - ユーザーの会社レベルアクセスを選択します。選択したサイトへの書き込み、
読み取りアクセス。
ESET PROTECT Cloudで他のESET Business Accountユーザーを表示するには、ユーザーに会社の
書き込みアクセス権が必要です。
b)ユーザー管理アクセス - ユーザーがESET Business Accountで他のユーザーを管理できるよう
にするには、チェックボックスをオンにします。
c)ESET PROTECT Cloud & ESET Inspect Cloudアクセス:
• Write(書き込み) - ユーザーはESET PROTECT Cloud & ESET Inspect Cloudへのフルアクセス権
があります。
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• 読み取り - ユーザーは、ESET PROTECT Cloud & ESET Inspect Cloudのデータを表示できます。
• カスタム- 後からESET PROTECT Cloudの権限設定でユーザーアクセスを定義できます。
• アクセスなし - ユーザーにはESET PROTECT Cloud & ESET Inspect Cloudへのアクセス権があり
ません。
ESET PROTECT Cloudにアクセスするには、資格がある(アクティブな)ESET PROTECT Cloudライ
センスがある1つ以上の会社への書き込みまたは読み取りアクセス権が必要です。
• サイトユーザーの場合、ESET PROTECT Cloudアクセスの下のカスタムを選択します。
• 管理者権限がある別のユーザーを作成するには、手順に従い、ESET PROTECT Cloudで2番目
の管理者を作成する手順に従います。
III.環境設定 - ESET Business AccountとESET PROTECT Cloudのユーザーの言語を設定し、タイムゾーン
を設定します。
IV.セキュリティ - ユーザーのセキュリティ設定を調整します(パスワード有効期限、アイドルセッ
ションタイムアウト、二要素検証)。
作成をクリックすると、ユーザーを作成します。

4. 新しいユーザーがユーザー管理に表示され、ラベル表示がアクティベーションの待機中になります。
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5. ユーザーの作成時に指定した電子メールアドレスに、アクティベーション電子メールが送信され
ます。ユーザーはアカウントのアクティベーションをクリックする必要があります。

6. ユーザーはユーザー設定を調整する必要があります。パスワードを2回入力(パスワードの作成とパ
スワードの確認)し、ESET利用規約に同意するチェックボックスをオンにして、アカウントのアクティ
ベーションをクリックします。
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7. ESET PROTECT Cloud Webコンソールでユーザーをマッピングします。

ESET PROTECT Cloud Webコンソール
ESET PROTECT Cloud WebコンソールはESET PROTECT Cloudサーバーと通信するメインインターフェイスで
す。すべてのESETセキュリティソリューションを管理できる一元的な場所であるコントロールパネルと
考えることができます。それは、インターネットに接続しているあらゆる場所とデバイスからWebブラ
ウザ(サポート対象のWebブラウザを参照)を使用してアクセスできるWebベースのインターフェイスで
す。初めてWebコンソールにログインすると、ESET PROTECTガイドが表示されます。
ESET PROTECT Cloud Webコンソールの標準レイアウト:
• 現在のユーザーは常に右上に表示されます。ここでは、セッションのタイムアウトがカウントダ
ウンされます。[ログアウト]をクリックすると、いつでもログアウトできます。ユーザーの操作が
なく、セッションがタイムアウトすると、ユーザーはもう一度ログインする必要があります。ユー
ザー設定を変更するには、ESET PROTECT Cloud Webコンソールの右上端のユーザー名をクリックしま
す。
• ウィザードを使用している場合を除き、左側には常にメインメニューがあります。
をクリッ
クすると、画面の左側にメニューが開きます。 折りたたむをクリックすると、折りたたむこと
ができます。
• ESET PROTECT Cloudを使用しているときにヘルプが必要な場合は、右上端の ヘルプアイコンを
クリックし、現在のトピック - ヘルプをクリックします。現在のページの該当するヘルプウィン
ドウが表示されます。
• ESET PROTECT Cloud Webコンソールの上部では、簡易検索ツールを使用できます。アイコンをク
リックし、検索対象を選択します。
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oコンピューター名、 説明、およびIPアドレス- クライアント名、コンピューター説明、IPv4/IPv6ア
ドレス、またはグループ名を入力して、 Enterを押します。結果が表示されるコンピューターセ
クションにリダイレクトされます。
o検出名 - 結果が表示される検出セクションにリダイレクトされます。
oユーザー名 - インポートされたADユーザーを検索できます。結果はコンピューターユーザーセ
クションに表示されます。
• クイックリンクボタンをクリックし、メニューを表示します。
クイックリンク
デバイスの設定
• Windowsデバイス
• macOSデバイス
• Linuxデバイス
• モバイルデバイス
コンピューターの管理
• クライアントタスクの作成
• 新しいポリシーの作成
• ポリシーの割り当て
• 移行ポリシーのダウンロード
• 保護を設定
ライセンスを管理
• Business Accountに移動
• アクセス権の管理
• ライセンスを管理
プレビュー機能
• プレビュー機能

• 画面の左上、ESET PROTECT Cloudの名前の横には、製品ナビゲーションアイコンが
表示さ
れ、ESET PROTECT Cloudとその他の製品(ESET Inspect Cloud、ESET Business Account、ESET MSP
Administrator)を操作できます。
•

アイコンは常にコンテキストメニューを示します。

•

[更新]をクリックすると、表示情報を再読み込み/更新します。

• ページの下のボタンは、各セクションと機能で固有であり、該当する章で詳述します。
• ESET PROTECT Cloudロゴをクリックすると、ダッシュボード画面が開きます。
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ステータス概要には、ESET PROTECT Cloudを最大限に活用する方法が表示されます。ここでは推奨手順が
案内されます。

ツリーの画面には固有のコントロールがあります。ツリーは左側にあり、その下にアクションがありま
す。ツリーの項目をクリックすると、その項目のオプションが表示されます。
表では、行単位で個別にユニットを管理でき、複数行を選択した場合はグループ単位で管理できます。
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行をクリックすると、その行の単位のオプションを表示されます。表のデータはフィルタリングおよび
並べ替えできます。

ESET PROTECT Cloudのオブジェクトはウィザードを使用して編集できます。すべてのウィザードには次
の動作があります。
• 手順は上から下に垂直に表示されます。
• いつでも任意の手順に戻れます。
• 必須設定の場合、常に、セクションと該当する設定の横に赤色のエクスクラメーションマークが
表示されます。
• 新しいフィールドにカーソルを動かすと、無効な入力フィールドにマークが表示されます。無効
な入力データを含むウィザードの手順も同様にマークが表示されます。
• すべての入力データが正しくなるまで、[完了]は使用できません。
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ログイン画面
ESET PROTECT Cloud経由でESET Business Accountにログインすることをお勧めします。ESET Business Account
から直接ESET PROTECT Cloudを開くことができます。これは推奨ログイン方法です。この方法では、ESET
Business AccountとESET PROTECT Cloudに同時にログインできます。直接ESET PROTECT Cloudログインか
らESET PROTECT Cloudにログインすることもできますが、ESET Business Accountへのログインが必要な特定
の機能で問題が生じる場合があります。
ESET Business Accountログイン資格情報(ユーザー名とパスワード)は、上記の両方の方法で使用されます。
ログインできないか、ログインの試行でエラーメッセージが発生する場合は、問題を解決するた
めの提案について、Webコンソールのトラブルシューティングセクションを参照してください。
ログイン画面とESET PROTECT Cloud Webコンソールの言語は、ESET Business Accountユーザー設定 > 言語
で変更できます。
Webコンソールの一部の要素は言語を変更しても変更されません。 一部の要素(既定のダッシュ
ボード、ポリシー、タスクなど)はESET PROTECT Cloudインスタンスの初期設定中に作成され、言
語は変更できません。
パスワードを忘れた場合では、忘れたアカウントのパスワードを回復できます。

44

セッション管理とセキュリティ対策:
ログインIPアドレスのロックアウト
同じIPアドレスからログインの試みが10回失敗すると(たとえば、正しくない資格情報)、このIPアドレ
スからのさらなるログインの試みは一時的にブロックされます。 15分後に、正しい資格情報を使用し
てログインしてください。 ログイン試行のIPアドレス禁止は、既存のセッションには影響しません。

ESET PROTECTガイド
初めてWebコンソールにログインすると、ESET PROTECTガイドが表示されます。
このウィザードでは、重要なESET PROTECT Cloud Webコンソールセクション、ESET Managementエージェ
ント、およびESETセキュリティ製品の基本的な説明を提供します。ダッシュボード、コンピューター、検
出、タスク、ポリシー、通知、自動製品アップデートについてお読みください。
ESET PROTECTガイドの最後のステップでデバイスの保護をクリックし、ネットワークコンピューター
にESET Managementエージェントを展開します。ウィザードを使用せずにエージェントインストーラー
を作成するには、インストーラー > インストーラーの作成をクリックします。
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ESET PROTECTガイドを使用しない場合は、Xをクリックします。ESET PROTECT Cloud Webコンソールが開
きます。次回ESET PROTECT Cloud Webコンソールにログインするときには、ESET PROTECTガイドは表示
されません。
ESET PROTECTガイドを再表示するには、

ヘルプ > ESET PROTECTガイドをクリックします。

保護を設定
次の設定は、ESET PROTECT Cloudを使用しているESET Business Accountユーザーでのみ有効です。
Webコンソールにログインすると、保護の設定ウィザードが表示されます。リシーまたは動的グループ
を使用せずに、ネットワーク全体でグローバルに特定のセキュリティ設定を簡単に構成できます。
任意で、次の場所からウィザードを開きます。
• クイックリンク > 保護の設定をクリックします。
• コンピューター >グループのすべての横の歯車アイコン
ます。

をクリックし、保護設定をクリックし

• ポリシー > 保護の設定 - 保護設定ポリシーをクリックして、保護の設定をクリックします。
• ステータス概要 > ESETコンポーネントとセキュリティ製品タイルをクリックし、保護の設定ボタ
ンをクリックします。
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保護の設定ウィザードを表示するには、次のアクセス権が必要です。
• 読み取りアクセス — すべての静的グループ
• 読み取りアクセス — ポリシー
保護の設定ウィザードを編集するには、次のアクセス権が必要です。
ESET security product for Windows一部:
• アクセスを使用 — すべての静的グループ
• 書き込みアクセス — ポリシー
必要なアクセス権がない場合は、ESET security product for Windowsの部分が無効になります。
ESET LiveGuard 一部:
• アクセスを使用 — すべての静的グループ
• アクセスの使用 — ライセンス
• 書き込みアクセス — 製品のアクティベーションクライアントタスク
必要なアクセス権がある場合、ESET LiveGuardの部分が無効になります。
ESET LiveGuard Advancedライセンスがない場合は、ESET LiveGuardの部分が使用できなくなります。
ウィザードでは、ESET PROTECT Cloudに接続されたデバイスのセキュリティレベルを上げるように指示さ
れます。

ESET security product for Windows
1. パスワードでセキュリティ設定をロックを有効にすると、パスワードを作成して、パスワードがわ
からないエンドユーザーが接続されたデバイスでポリシーを変更するのを防止できます。
この設定は次の項目でサポートされています。
• ESET Endpoint Security の間 Windows 7.0以降:
• ESET Server Security for Microsoft Windows Server, ESET File Security for Microsoft Windows Server
• ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server
• ESET Mail Security for IBM Domino
• ESET Security for Microsoft SharePoint Server
2. 8文字以上のパスワードをパスワードに入力します。
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作成するパスワードは常に、接続されたすべてのデバイスに自動的に適用されます。パスワード
は忘れないでください。パスワードを忘れた場合は、ESET PROTECT Cloudから新しいパスワードで
上書きできますが、以前のパスワードは回復できません。
3. 問題を自動的に解決を有効にし、ESETセキュリティ製品のアップデート後に必要な接続されている
デバイスの自動再起動を有効にします。
設定された時間間隔まで、エンドユーザーまたは管理者が手動でこの再起動を解決しない場合、デバイ
スが自動的に再起動します。
この設定は、Windows 9.1以降でESET Endpoint Securityサポートされています。サーバー製品では使
用できません。
4. ドロップダウンメニューから自動再起動の時間間隔を選択します。
• 延期できません
• 1-5時間後
• 1-30日後

ESET LiveGuard
5. 互換性があるESETセキュリティ製品がインストールされた新しく接続されたデバイスで、ESET
LiveGuard Advancedの自動展開を有効にするには、新しいデバイスでESET LiveGuardを常に有効にする
を有効にします。
6. 今すぐ適用をクリックして、セキュリティ設定を適用します。

ポリシー > 保護の設定 - 保護の設定で設定を表示できます。これらのポリシーは編集または削除でき
ませんが、割り当ては変更できます(既定では、すべての静的グループに割り当てられます)。

設定を無効にする
スライダーバー

で設定を無効にできます。

パスワードでセキュリティ設定をロックを無効にすると、接続されたデバイスの現在のパスワードポリ
シーが上書きされます。パスワードによってこれらのデバイスのセキュリティ設定が保護されている場
合は、パスワードは必要ありません。

ユーザー設定
このセクションでは、ユーザー設定をカスタマイズできます。ESET PROTECT Cloud Webコンソールの右上
端にあるユーザーアカウント(ログアウト ボタンの横)をクリックし、すべてのアクティブなユーザーを
表示します。異なるWebブラウザー、コンピューター、またはモバイルデバイスから同時にESET
PROTECT Cloud Webコンソールにログインできます。すべてのセッションがここに表示されます。
ユーザー設定は、現在ログインしているユーザーにのみ適用されます。
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テーマ設定
ESET PROTECT Cloud表示のテーマ設定を選択できます。
• 既定(明るい)のテーマ
• ダークテーマ
ドロップダウンメニューからテーマを選択します。

Webコンソールからログアウトし、もう一度ログインした後も、選択したテーマで表示されます。

時間設定
各ユーザーは、ESET PROTECT Cloud Webコンソールで任意の時間設定を使用できます。ユーザー固
有の時間設定は、ESET PROTECT Cloud Webコンソールにアクセスする場所に関係なく、そのユーザー
に適用されます。
すべての情報は、UTC (世界協定時間)標準を使用して、ESET PROTECT Cloudに内部的に格納されます。UTC
時間は、ESET PROTECT Cloud Webコンソールによって使用されるタイムゾーンに自動的に変換されま
す(夏時間を考慮)。ESET PROTECT Cloud Webコンソールには、ESET PROTECT Cloud Webコンソールが実行さ
れているシステムのローカル時間(内部UTC時間ではない)が表示されます。必要に応じて、この設定を
上書きし、ESET PROTECT Cloud Webコンソールに表示される時間を手動で設定できます(必要な場合)。
既定のブラウザーローカル時刻を使用設定を無効にする場合は、手動選択オプションを選択してから、
コンソールタイムゾーンを手動で指定し、夏時間を使用するかどうかを決定します。

場合によっては、別のタイムゾーンを使用するオプションが使用可能になります。 トリガーを設
定するときには、ESET PROTECT Cloud Webコンソールのタイムゾーンが既定で使用されます。ある
いは、ターゲットのローカル時刻を使用チェックボックス選択すると、ESET PROTECT Cloudコンソー
ルタイムゾーンではなく、ターゲットデバイスのローカルタイムゾーンを使用してトリガーを設
定できます。
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時間設定の保存をクリックして、変更を確認します。

保存されたユーザー状態
保存されたユーザーのUI状態を既定の設定にリセットするには、保存されたユーザー状態のリセットを
クリックします。これには、ESET PROTECTのガイド、テーブル列サイズ、推奨フィルター、固定された
サイドメニューなどがあります。

アクティブなセッション
現在のユーザーのすべてのアクティブなセッションの情報は以下のとおりです。
• 現在のユーザー名。
• Webコンソールにアクセスするコンピューターの詳細 - Webブラウザーおよびオペレーティング
システム。
• ユーザーがESET PROTECT Cloud Webコンソールに接続するクライアントコンピューターまたはデ
バイスのIPアドレス。
• ユーザーがログインした日時。
• ESET PROTECT Cloud Webコンソールで選択した言語。

現在のセッションはこのセッションと表示されます。

フィルターとレイアウトのカスタマイズ
ESET PROTECT Cloud Webコンソールでは、複数の方法で、メイン画面に表示される項目のレイアウト(コ
ンピューター、タスクなど)をカスタマイズできます。
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フィルターとフィルタープリセットの追加
フィルタリング条件を追加するには、フィルターの追加をクリックし、リストから項目を選択します。
検索文字列を入力するか、フィルターフィールドでドロップダウンメニューから項目を選択して、Enter
を押します。アクティブなフィルターは青でハイライト表示されます。
フィルターをユーザープロファイルに保存し、将来再利用することができます。
をクリックして、フィルターセットを管理します。
フィルターセット

プリセットアイコン

保存したフィルター。クリックすると適用します。適用されたフィルターは、
チェックマークが付いています。表示される列、並べ替え、およびページ制御を
含めるを選択すると、これらのパラメーターがプリセットに保存されます。

フィルターセッ 現在のフィルター設定を新しいプリセットとして保存します。プリセットが保存
された後は、プリセットでフィルター設定を編集できません。
トの保存
フィルターセッ 既存のプリセットを削除または名前を変更します。保存をクリックして、プリセッ
トの変更を適用します。
トの管理
フィルター値を
クリア

クリックすると、現在の値のみを選択したフィルターから削除します。保存され
たプリセットは変更されません。

フィルターを削 クリックすると、選択したフィルターを削除します。保存されたプリセットは変
更されません。
除
未使用のフィル 値がないフィルターフィールドを削除します。
ターを削除
既定のフィルター フィルターパネルをリセットし、既定のフィルターを表示します。
をリセット

アクセスグループフィルターボタンでは、ユーザーが静的グループを選択
し、属するグループに応じて、表示されるオブジェクトをフィルタリングできます。
タグを使用して、表示される項目をフィルタリングできます。

サイドパネルレイアウト
セクション名の横の アイコンをクリックし、コンテキストメニューを使用してサイドパネルのレイア
ウトを調整します(使用可能なオプションは、現在のレイアウトによって異なる場合があります)。
•

サイドパネルを非表示

•

サイドパネルを表示

•

グループ

•

グループとタグ

•

タグ

グループが表示されている場合は、次のオプションのいずれかも選択できます。
•
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すべて展開

•

すべて折りたたみ

メインテーブルの管理
列を並べ替えるには、列名の横の
も参照してください。

アイコンにカーソルを置き、列をドラッグします。以下の列の編集

1つの列で並べ替えるには、列ヘッダーをクリックして、選択した列のデータに基づいて表の行を並べ
替えます。
• 昇順(A–Z, 0–9 )または降順(Z–A, 9–0)で並べ替えるには、1回または2回クリックします。
• 並べ替えを適用した後、列ヘッダーの前に小さな矢印が表示され、並び順が示されます。
• 以下の「複数の並べ替え」も参照してください。
メインテーブルの管理の

歯車アイコンをクリックします。

アクション
•
列を編集 -ウィザードを使用して、( 追加、 削除、
並べ替え)表示される項目を調整
します。ドラッグアンドドロップを使用して、列を調整することもできます。リセットをクリック
すると、テーブル列を既定の状態(既定の順序で使用可能な列)にリセットします。

•
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列の自動調整 - 列幅を自動的に調整します。

• 相対時間/絶対時間を表示—メインテーブルの時間データの表示形式を変更します(コンピュー
ターの前回接続日時、検出の発生日時など)。相対時間の表示を有効にした場合は、表の相対時間に
カーソルを置くと、絶対時間が表示されます。
テーブルソート
• 並べ替えのリセット- 列の並べ替えをリセットします。
• 複数の並べ替え - 複数の列(最大4列)を選択して、表データを並べ替えることができます。各列
について、次の項目を調整できます。
o並べ替えの優先順位 - 上へ移動または下へ移動ボタン(最初の列: プライマリソート、2 番目
の列 - セカンダリソートなど)をクリックして列の順序を変更します。複数の並べ替えを適用す
ると、インデックス番号が列ヘッダーの前に表示され、並べ替えの優先順位を示します。
o並べ替え動作 - ドロップダウンメニューから昇順または降順を選択します。
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1プライマリソート - コンピューター名列: 昇順の並べ替えが適用されます。
2セカンダリソート - ステータス列: セカンダリソートとして降順の並べ替えが適用されます。
レポート
• 形式を指定してテーブルをエクスポート - 次の任意の形式でレポートとしてテーブルをエクス
ポートします。 .pdfまたは.csvを選択できます。 CSVはテーブルデータにのみ適していて、; (セミ
コロン)を区切り文字として使用します CSVレポートをダウンロードし、テキスト列に数値が表示
される場合は、PDFレポートをダウンロードしてテキスト値を表示することをお勧めします。
• レポートテンプレートの保存 - 新しいレポートテンプレーをテーブルから作成します。

タグ
ESET PROTECT Cloudでは、すべての関連するオブジェクト(コンピューター、検出、タスク、インストー
ラー、ポリシー、通知、ライセンスなど)に、ユーザーが定義したタグを設定できます。これは、フィ
ルタリングや検索を強化するために使用できます。タグは、ESET PROTECT Cloud Webコンソールのすべ
ての主要な画面でネイティブに統合されています。
タグはユーザーが定義したキーワード(ラベル)であり、別のオブジェクトに追加して、グループ化、フィ
ルタリング、検索を容易にすることができます。たとえば、関連する資産に「VIP」タグを割り当てると、
関連付けられているすべてのオブジェクトをすばやく識別することができます。
タグを手動で作成して割り当てることができます。MSPオブジェクトは、顧客名で自動的にタグ付けさ
れます。

タグウィンドウ
ESET PROTECT Cloud Webコンソールメニュー画面の左下に表示されるタグセクションには、既存のタグ
が表示されます。
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タグ管理の権限
オブジェクトのタグを管理するには、ユーザーは、オブジェクトへの使用アクセス権(権限セットが割
り当てられていること)が必要です。追加のユーザーもタグを管理できます。たとえば、自分が作成し
たタグを別のユーザーが削除することができます。

タグの割り当て
タグは、1つ以上のオブジェクトに割り当てることができます。
タグを割り当てるには、オブジェクトの横のチェックボックスをオンにして、コンピューター >
をクリックします。

タグ

既存のタグを割り当てるには、入力フィールドでリストからタグをクリックして、適用をクリックしま
す。

新しいタグの作成
新しいタグを作成するには、タグ名を入力し、「タグ名」を作成をクリックしてから、適用をクリック
します。

オブジェクトをタグでフィルタリング
タグをクリックして、フィルターをリストのオブジェクトに適用します。選択したタグは青色です。
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タグの割り当て解除
タグを割り当てるには、オブジェクトの横のチェックボックスをオンにして、コンピューター >
をクリックします。Xをクリックしてタグを削除し、適用をクリックします。

タグ

タグの削除
タグを削除するには、タグウィンドウでタグにマウスカーソルを置き、 アイコンをクリックして、OK
をクリックし、ESET PROTECT Cloud Webコンソールのすべてのオブジェクトからタグを削除することを
確認します。

CSVのインポート
リストをインポートするには、正しい構造のカスタム .csvファイルを使用して実行できます。この機能
は、 ESET PROTECT Cloudユーザーインターフェイスのさまざまなメニューで使用されます。インポート
対象によって列が異なります。
1.CSVのインポートをクリックします。
2.アップロード - ファイルの選択をクリックして、アップロードする.csvファイルを選択し、アッ
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プロードをクリックします。
3.区切り文字 - 個別のテキスト文字を区切るための文字。該当する区切り文字(セミコロン、カン
マ、スペース、タブ、ドット、縦線)を選択し、.csvファイルで使用する文字に合わせます。.csvファイ
ルで別の文字を区切り文字として使用する場合は、その他チェックボックスをオンにし、文字を
入力します。データプレビューには、文字列を区切るために使用する区切り文字を特定できるよ
うに.csvファイルの内容が表示されます。
4.列マッピング - .csvファイルがアップロードおよび解析されると、インポートされた.csvファイル
の任意の各列をテーブルに表示されたESET PROTECT Cloud列とマッピングできます。ドロップダウ
ンリストを使用して、特定のESET PROTECT Cloud列に関連付けるCSV列を選択します。.csvファイル
にヘッダー行がない場合は、 CSVの最初の行に見出しを含めるチェックボックスをオフにします。
5.テーブルプレビューを表示し、列マッピングが正しく設定され、インポート処理が想定どおり
に動作することを確認します。
6.各列が正常にマッピングされ、テーブルプレビューに問題がない場合は、インポートをクリッ
クして処理を開始します。

トラブルシューティング - Webコンソール
ESET PROTECT Cloudはクラウドでホストされているため、ログイン中に発生するほとんどのエラーは、
次の一般的なトラブルシューティング手順で解決できます。
• ブラウザーキャッシュをクリアし、ログインページを更新する。
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• 問題が解決しない場合は、2、3分待機して、もう一度ログインするか、別のブラウザー(サポー
トされているブラウザー)を試します。
• 問題が解決しない場合は、ESETサポートに問い合わせてください。
以下の表は、最も一般的なWebコンソールログインエラーメッセージと状況、その意味、一部の追加ト
ラブルシューティング手順について示します。
エラーメッセージ

考えられる原因

ログインできませんでした:アドレスからの
通信が一時的にブロックされました

同じIPアドレスからログインの試みが10回失敗すると
(たとえば、正しくない資格情報)、このIPアドレス
からのさらなるログインの試みは一時的にブロック
されます。 15分後に、正しい資格情報を使用して
ログインしてください。

ログインできませんでした:認証エラー
ログインできませんでした:サーバーで認証
が失敗しました

サーバーは、破損または不完全な認証トークンを受
信しました。正しいログイン資格情報を使用し、ロ
グインページへの接続が安全であることを確認して
ください。問題が解決しない場合は、Cookieを消去
してください。

ログインできませんでした:「未接続」状態
で接続が失敗しました
ログインできませんでした:通信エラー
ログインできませんでした:接続タイムアウ
ト

ネットワーク接続とファイアウォール設定を確認し、
デバイスからESET PROTECT Cloud Webコンソールに
到達できることを確認します。

ログインできませんでした:ユーザーにはア
クセス権が割り当てられていません

ログインしようとしているユーザーアカウントには
アクセス権が割り当てられていません。管理者でロ
グインし、ユーザーのアカウントを編集して、適切
な権限をこのユーザーに割り当てます。管理者アカ
ウントへのアクセスがない場合は、管理者に依頼し
てください。

JavaScriptが無効です。ブラウザーのJavaScriptを
有効にしてください。

ログインページが正常に動作するには、JavaScriptが
必要です。JavaScriptを有効にするか、Webブラウザー
をアップデートします。

ログイン画面が表示されないか、ログイン画面
が表示されるときに読み込み状態が続きます。

ネットワーク接続とファイアウォール設定を確認し、
デバイスからESET PROTECT Cloud Webコンソールに
到達できることを確認します。
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。

「予期しないエラーが発生しました」または
「未処理の例外が発生しました」

ESET PROTECT Cloud Webコンソールでサポートされ
ていないブラウザーから、ESET PROTECT Cloud Webコ
ンソールにアクセスするときにこのエラーが発生す
ることがあります。サポートされているWebブラウ
ザーを参照してください。

SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE (Mozilla
Firefoxのみ)。

Mozilla Firefoxの証明書ストアは破損しています。
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ESET PROTECT CloudをActive Directoryと同期する
ESET Active Directory Scannerを使用して、Active DirectoryコンピューターおよびユーザーをESET PROTECT
Cloud Webコンソールと同期します。
ESETは、定期的にActive Directoryスキャナーをアップデートし、機能を強化します。詳細について
は、変更ログを参照してください。

前提条件
• Active Directoryに接続されたコンピューターでActive DirectoryユーザーとしてActive Directory
Scannerを実行します。
• サポートされているオペレーティングシステム(HTTP/2のサポート):Windows 10、Windows Server
2016以降。
• .NET Core Runtimeをダウンロードしてインストールします。
• ユーザー構成ファイルを準備します。(config.json) (これはActive Directoryユーザー同期での
み必要です)
• AD Scannerアクセストークンのユーザーアクセス権権限:書き込み

Active Directoryスキャナーの使用
1. ESET PROTECT Cloud Webコンソールで、エージェントGPO展開スクリプトを作成します。
2. Active Directoryユーザーアカウントを使用して、Active Directoryでコンピューターにログインします。
上記の前提条件を満たしていることを確認してください。
3. 最新のActive Directory Scannerをコンピューターにダウンロードします。
4. ダウンロードしたファイルを解凍します。
5.エージェントGPO展開スクリプト(手順1で作成)をダウンロードし、ActiveDirectoryScannerフォルダー
(すべてのActive Directory Scannerファイルが格納されたフォルダー)にコピーします。
Active Directoryコンピューター同期
1. ESET PROTECT Cloud Webコンソールで、コンピューターに移動し、Active Directory構造を同期する
静的グループを選択します。
2. 選択した静的グループの横の歯車アイコンをクリックし、
生成されたアクセストークンをコピーします。

Active Directory Scannerを選択して、

各静的グループにはトークンがあります。トークンは、Active Directoryが同期される静的グループ
を識別します。
セキュリティの理由から現在のトークンを無効にするには、再生成をクリックして、新しいトー
クンを作成します。ESET PROTECT CloudとのActive Directory同期が既に実行中の場合は、セキュリティ
トークンの変更後に同期が停止します。新しいトークンを使用してActive Directory Scannerを実行
し、Active Directory同期を再有効化する必要があります。
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3. Active Directory Scannerを実行します(token_stringを前の手順でコピーしたトークンで置換)。
ActiveDirectoryScanner.exe --token token_string

既定では、最新のActive Directory Scannerは無効なActive Directoryコンピューターを同期しません。
無効なActive Directoryコンピューターを同期するには、--disabled-computersパラメーターを使
用します。
ActiveDirectoryScanner.exe --token token_string --disabled-computers

4. 要求されたときにActive Directoryユーザーパスワードを入力します。
5. Active Directory Scannerが同期を完了した後、Active Directory構造(組織単位とコンピューター)
はESET PROTECT Cloud Web コンソールのコンピューターに静的グループとして表示されます。
Active Directory Scannerは、トリガー繰り返し間隔を1時間に設定して、Windowsタスクスケジュー
ラのActive Directory同期タスクを作成します。設定に基づいて、タスクスケジューラでActive
Directory同期間隔を調整できます。今後のActive Directory構造の変更は、次回の同期後にESET
PROTECT Cloud Webコンソールに反映されます。

Active Directory同期の制限事項:
• Active Directory Scannerは、コンピューターとDNS名を含むActive Directory組織単位のみを同期し
ます。コンピューターを含まない組織単位は同期されません。
• Active Directoryで組織単位名が変更されると、次の同期後に、新しい名前の新しい静的グループ
がESET PROTECT Cloud Webコンソールに作成されます。古い組織単位名に対応する静的グループ
はESET PROTECT Cloud Webコンソールに残り、空になります。含まれているコンピューターは新し
い名前の静的グループに移動します。
• Active Directoryの組織単位を削除する場合は、ESET PROTECT Cloud Webコンソールの対応する静
的グループからその中のすべてのコンピューターが削除されます。
• 同期されたActive DirectoryコンピューターをESET PROTECT Cloud Webコンソールから削除する場
合は、Active Directoryに残っていても、次の同期の後に再表示されることはありません。
Active Directory Scannerヘルプを表示するには、次のパラメーターのいずれかを使用します-?-h--help。
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トラブルシューティング目的では、C:\ProgramData\ESET\ActiveDirectoryScanner\Logsにあるログを表示し
ます。
Active Directoryユーザー同期
1. ESET PROTECT Cloud Webコンソールで、詳細 > コンピューターユーザーに移動し、Active Directory
構造を同期するユーザーグループを選択します。
2. 選択したユーザーグループの横の歯車アイコンをクリックし、
て、生成されたアクセストークンをコピーします。

Active Directory Scannerを選択し

各静的グループにはトークンがあります。トークンは、Active Directoryが同期される静的グループ
を識別します。
セキュリティの理由から現在のトークンを無効にするには、再生成をクリックして、新しいトー
クンを作成します。ESET PROTECT CloudとのActive Directory同期が既に実行中の場合は、セキュリティ
トークンの変更後に同期が停止します。新しいトークンを使用してActive Directory Scannerを実行
し、Active Directory同期を再有効化する必要があります。
3. Active Directory Scannerを実行します(token_stringを前の手順でコピーしたトークンで置換)。
ActiveDirectoryScanner.exe --user-token token_string --user-config config.json

--user-tokenと--tokenは同時に使用できます。ツールは、コンピューターとユーザーの両方を

同期します。
4. 要求されたときにActive Directoryユーザーパスワードを入力します。
5. Active Directory Scannerが同期を完了した後、Active Directory構造(組織単位とコンピューター/ユー
ザー)はESET PROTECT Cloud Web コンソールのコンピューター/コンピューターユーザーに、コンピュー
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ターユーザーにユーザーがあるコンピューター/ユーザーグループを含む静的グループとして表示さ
れます。
Active Directory Scannerは、トリガー繰り返し間隔を1時間に設定して、Windowsタスクスケジュー
ラのActive Directory同期タスクを作成します。設定に基づいて、タスクスケジューラでActive
Directory同期間隔を調整できます。今後のActive Directory構造の変更は、次回の同期後にESET
PROTECT Cloud Webコンソールに反映されます。

Active Directory同期の制限事項:
• Active Directory Scannerは、ユーザーを含むActive Directory組織単位のみを同期します。ユーザー
を含まない組織単位は同期されません。
• Active Directoryの組織単位を削除する場合は、ESET PROTECT Cloud Webコンソールの対応する静
的グループからその単位のすべてのコンピューターが削除されます。同期された空のグループも
削除されます。
• 同期されたActive DirectoryユーザーをESET PROTECT Cloud Webコンソールから削除する場合
は、Active Directoryに残っていても、一部の同期されたプロパティがソースActive Directoryで変更
されるまで、次の同期の後に再表示されません。
Active Directory Scannerヘルプを表示するには、次のパラメーターのいずれかを使用します-?-h--help。

トラブルシューティング目的では、C:\ProgramData\ESET\ActiveDirectoryScanner\Logsにあるログを表示し
ます。
回避策
あるいは、次の回避策のいずれかを使用できます。
• Active Directoryからコンピューターのリストをエクスポートし、ESET PROTECT Cloudにインポート
する
• グループポリシーオブジェクトを使用してESET ManagementエージェントをActive Directoryコン
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ピューターに展開する

Active Directoryからコンピューターのリストをエクスポートし、ESET
PROTECT Cloudにインポートする
このソリューションは、1回限りのActive Directory同期のみを提供し、将来のActive Directory変更は
同期しません。
1. Active Directoryからコンピューターのリストをエクスポートします。Active Directoryを管理する方法
によっては、さまざまなツールを使用できます。たとえば、ActiveDirectoryユーザーとコンピューター
を開き、ドメインの下でコンピューターを右クリックして、リストのエクスポートを選択します。

2. エクスポートされたActive Directoryコンピューターのリストを.txtファイルとして保存します。
3. コンピューターのリストを修正し、ESET PROTECT Cloudインポートで使用可能な形式にします。各
行に1つのコンピューターが入力され、次の形式であることを確認してください。
\GROUP\SUBGROUP\Computer name

4. コンピューターのリストと共に、アップデートされた.txtファイルを保存します。
5. Active DirectoryコンピューターのリストをESET PROTECT Cloud Webコンソールにインポートします。
コンピューター > すべての静的グループの横の歯車アイコンをクリックして、インポートを選択しま
す。
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グループポリシーオブジェクトを使用してESET Managementエージェ
ントをActive Directoryコンピューターに展開する
1. エージェントGPO展開スクリプトを作成します。
2.グループポリシーオブジェクト(GPO)を使用してESETManagementエージェントを展開します。ナレッ
ジベース記事の手順3から開始します。
3. GPO経由でESET Managementエージェント展開が成功した後、ESET Managementエージェント
はActive Directoryコンピューターにインストールされます。コンピューターはESET PROTECT Cloud
Webコンソールのコンピューター画面に表示されます。
今後新しいコンピューターをActive Directoryに追加すると、いつでもESET PROTECT Cloud Webコンソール
のコンピューター画面に表示されます。

ESET PROTECT Cloudからエンドポイント製品を管理
する方法
ESETビジネスソリューションの管理を開始する前に、初期設定を実行する必要があります。特に、ESET
PROTECTガイドを省略した場合は、ステータス概要を使用することをお勧めします。管理者はESET
PROTECT Cloud Webコンソールからさまざまなタスクを実行し、製品をインストールして、クライアン
トコンピューターを制御できます。
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ESET Managementエージェントとエンドポイントセキュリティ製品の
インストール
ESET PROTECT Cloudでは、各管理対象のクライアントコンピューターにESET Managementエージェントを
インストールする必要があります。ESET Managementエージェントは、エンドポイントセキュリティ製品
と一緒にインストールできます。 インストール前に、ESET Business Accountにライセンスをインポート
し、その後のインストールで使用できるようにすることをお勧めします。 エンドポイント製品をイン
ストールするには複数の方法があります。
• エージェントとESETセキュリティ製品のインストーラー、またはESET Remote Deployment Toolを
使用して、エンドポイント製品とESET Managementエージェントを同時にインストールします。
• コンピューターをクリックし、 ソリューション >
セキュリティ製品をコンピューターに展開します。

セキュリティ製品の展開を選択して、ESET

• クライアントタスクを使用して、既にESET Managementエージェントがインストールされたクラ
イアントにESETエンドポイント製品をインストールします。

エンドポイントセキュリティ製品の管理 ESET PROTECT Cloud
すべてのエンドポイントセキュリティ製品はESET PROTECT Cloud Webコンソールから管理できます。ポ
リシーは、単一のコンピューターまたはグループに設定を適用するために使用されます。たとえば、ポ
リシーを作成し、特定のWebローカリティへのアクセスをブロックしたり、スキャナー設定検出感
度(Endpoint 7.2以降で提供)を変更したり、すべての他の設定を変更したりできます。例に示すように、
ポリシーはマージできます。ESET PROTECT Cloudを使用して設定されるポリシーはクライアントコンピュー
ターのユーザーによって上書きできません。ただし、管理者は上書き機能を使用して、ユーザーがクラ
イアントで一時的に変更することを許可できます。変更が完了したら、クライアントから最終設定を要
求し、新しいポリシーとして保存できます。
タスクを使用して、クライアントを管理することもできます。タスクはWebコンソールから展開さ
れESET Managementエージェントによってクライアントで実行されます。Windowsエンドポイントの最も
一般的なクライアントタスク:
• モジュールのアップデート (ウイルスデータベースのアップデート)
• オンデマンド検査の実行
• カスタムコマンドの実行
• コンピューターと製品設定の要求

ESETセキュリティ製品のアップグレード
1. ダッシュボード > ステータス概要 > コンポーネントバージョンステータスをクリックします。
2. 古いコンポーネントまたはアプリケーションを表す黄/赤色のグラフをクリックし、インストール
されたESETコンポーネントのアップデートを選択して、アップデートを開始します。

コンピューターステータスの報告とクライアントから ESET PROTECT
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Cloudに情報を取得する
各クライアントコンピューターはエージェント経由でESET ManagementESET PROTECT Cloudに接続されま
す。エージェントは、クライアントコンピューターとソフトウェアに関するすべての必要な情報をESET
PROTECT Cloudサーバーに報告します。 エンドポイントまたはESETセキュリティ製品からのすべてのロ
グはESET PROTECT Cloudサーバーに送信されます。
インストールされたESET製品の情報と、クライアントのOSとステータスに関する他の基本情報は、コン
ピューターにあります。クライアントを選択し、詳細をクリックします。ウィンドウの 設定セクショ
ンで、ユーザーは古い設定を検索したり、現在の設定を要求したりできます。SysInspectorセクションで
は、ユーザーがログを要求できます(Windowsコンピューターからのみ)。
Webコンソールでは、クライアントデバイスからすべての検出 のリストにアクセスできます。1つのデ
バイスからの検出は、コンピューターに表示されます。クライアントを選択し、詳細を > 検出と隔離を
クリックします。クライアントコンピューターがESET Inspect Cloudを実行している場合、ESET Inspect検出
を表示して管理できます。
オンデマンドでカスタムレポートを生成するか、スケジュールされたタスクを使用して、ネットワーク
のクライアントデータを表示できます。定義済みレポートテンプレートは重要なデータをすばやく収集
できます。また、独自の新しいテンプレートを作成できます。レポートの例には、コンピューター、検
出、隔離、必要なアップデートに関する集約情報があります。
ユーザーは十分な権限があるレポートテンプレートのみを使用できます。既定では、すべてのテ
ンプレートがすべてグループに保存されます。レポートには、ユーザーの権限範囲内のコンピュー
ターとイベントの情報のみが含まれます。レポートテンプレートがその他のユーザー間で共有さ
れる場合でも、各ユーザーのレポートにはそのユーザーに権限があるデバイスの情報しか含まれ
ません。アクセス権の詳細については、権限の一覧を参照してください。

ESETプッシュ通知サービス
ESET Push Notification Service(EPNS)は、ESET PROTECT Cloudにクライアント宛ての通知がある場合
に、ESET PROTECT Cloudからメッセージを受信します。 ESET PROTECT Cloudが即時にクライアントに通知
を送信(プッシュ)できるように、接続は常時実行されています。接続が切断されると、クライアントは
再接続を試みます。常時接続の主な目的は、クライアントでメッセージを受信できるようにすることで
す。
Webコンソールユーザーは、ESET PROTECT CloudサーバーとESET Managementエージェントの間で、EPNS
経由でウェイクアップ コールを送信できます。

接続詳細
ローカルネットワークを設定し、EPNSとの通信を許可するには、ESETManagementエージェントがEPNSサー
バーに接続できる必要があります。 エージェントでEPNSとの接続を確立できない場合は、ウェイクアッ
プコールのみが影響を受けます。
暗号化セキュ TLS
リティプロト
コル
プロトコル
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MQTT (コンピューター間接続プロトコル)

ポート

• プライマリ:8883
• フォールバック:ESET Managementエージェントポリシーで設定された443およびプロ
キシポート
MQTTポートであるポート8883が推奨されます。443はフォールバックポートであり、他
のサービスと共有されます。また、HTTP Proxyサーバーの動作がないか、開いている接続
数の上限に達した場合は、ファイアウォールがポート443での接続を中断できます。

ホストアドレ epns.eset.com
ス
プロキシ互換 通信を転送するためにHTTPプロキシを使用している場合は、ウェイクアップコール
性
もHTTPプロキシ経由で送信されます。認証はサポートされていません。ウェイクアップ
コールを送信するコンピューターで、エージェントポリシーでHTTPプロキシを設定して
いることを確認します。HTTPプロキシが動作していない場合、ウェイクアップコールは
直接送信されます。

トラブルシューティング
• ファイアウォールがEPNSへの接続を許可するように設定されていることを確認します。上記また
はナレッジベース記事の詳細を参照してください。

VDI、複製、ハードウェア検出
ESET PROTECT CloudはVDI環境、コンピューターの複製および非永続ストレージシステムをサポートしま
す。この機能は、マスターコンピューターのフラグを設定し、複製またはハードウェア変更後に表示さ
れる質問を解決するために必要です。
• 質問が解決されるまでは、クライアントコンピューターは、ESET PROTECT Cloudにレプリケーショ
ン(接続)できません。.クライアントは、質問が解決されたかどうかのみを確認します。
• ハードウェア検出の無効化は元に戻せません。最大限の注意を払い、物理コンピューターでのみ
使用してください。
• 複数の質問を解決するときに、ステータス概要 - 質問タイルを使用します。

どのOSとハイパーバイザーがサポートされますか。
ESET PROTECT CloudでVDIの使用を開始する前に、ナレッジベース記事で各種VDI環境のサポートさ
れている機能とサポートされていない機能についてお読みください。
• Windowsオペレーティングシステムだけがサポートされます。
• ESET仮想エージェントホストはサポートされません。
• ESET Full Disk Encryption は
• MDMで管理された モバイルデバイスは サポートされていません。
• Virtual Box内のリンククローンは、相互に識別できません。
• ごくまれに、検出がESET PROTECT Cloudによって自動的にオフになる可能性があります。これ
は、ESET PROTECT Cloudが信頼できる方法でハードウェアを分析できないときに発生します。
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• サポート対象の設定の一覧を参照してください。
oCitrix PVS 7.0以降を搭載した物理コンピューター
oCitrix XenServer 7以降を搭載したCitrix PVS 7.0以降の仮想マシン
oCitrix XenServer 7以降を搭載したCitrix PVS 7.0+およびCitrix XenDesktop
oCitrix Machine Creation Services
o(PVSなし) Citrix XenServer7以降を搭載したCitrixXenDesktop
oVMware Horizon 7.xおよび8.0とVMware ESXi
oMicrosoft SCCM (再イメージング用)
• ESET PROTECT Cloudは、すべてのサポートされているハイパーバイザーでVDI命名パターンをサポー
トします。

VDI環境
VDIプールにはESET Managementエージェントでマスターコンピューターを使用できます。VDIコネクター
は不要です。すべての通信は、ESETManagementエージェント経由で処理されます。VDIプール(コンピュー
ターカタログ)を設定する前に、ESET Managementエージェントをマスターコンピューターにインストー
ルする必要があります。
• VDIプールを作成する場合は、プールを作成する前に、コンピューター詳細 > 仮想化でマスターコ
ンピューターにフラグを設定します。複製のマスターとして設定する(既存のコンピューターと一
致する)を選択します。
• マスターコンピューターがESET PROTECT Cloudから削除される場合、ID (複製)の回復は禁止されま
す。プールからの新しいコンピューターは、毎回新しいIDを取得します(新しいコンピューターエ
ントリがWebコンソールで作成されます)。
• 初めてVDIプールのコンピューターが接続するときには、必須の1分の接続間隔になります。最初
の数回のレプリケーションの後、接続間隔はマスターから継承されます。
• VDIプールを使用するときには、ハードウェア検出を無効にしないでください。
• 複製されたコンピューターとともにマスターコンピューターを実行できるため、マスターコン
ピューターを最新の状態に保つことができます。

VDIコンピューターの既定のグループ
マスターから複製された新しいコンピューターは、Lost and found静的グループに表示されます。
これは変更できません。
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ハイパーバイザーでのコンピューターの複製
標準コンピューターの複製を作成できます。質問が表示されるまで待ち、今回のみ新しいコンピューター
を作成するを選択して解決します。

物理コンピューターへのシステムのイメージ化
ESET Managementエージェントがインストールされたマスターイメージを使用し、物理コンピューター
に展開できます。2つの方法でこれを実現できます。
1. システムは、各イメージ展開後に、ESET PROTECT Cloudで新しいコンピューターを作成します。
• 質問で各新しいコンピューターを手動で解決し、毎回新しいコンピューターを作成するを選択し
ます。
• 複製前にマスターコンピューターにフラグを設定します。複製のマスターに設定する(新しいコ
ンピューターを作成)を選択します。
2. イメージが新しいコンピューターに展開された後に、システムはESET PROTECT Cloudに新しいコン
ピューターを作成します。ESET PROTECT Cloudで以前の履歴があるコンピューターでイメージが再展開
された場合(ESET Managementエージェントが既に展開されている)、このコンピューターはESET
PROTECT Cloudで前のIDに接続されます。
• 質問で各新しいコンピューターを手動で解決し、毎回既存のコンピューターと照合するを選択し
ます。
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• 複製前にマスターコンピューターにフラグを設定します。複製のマスターとして設定する(既存
のコンピューターと一致する)を選択します。

マスターコンピューターのイメージ(またはテンプレート)がある場合、必ず更新した状態を保っ
てください。マスターコンピューターでESETコンポーネントをアップグレードまたは再インストー
ルした後は、必ずイメージを更新してください。

並列レプリケーション
ESET PROTECT Cloudサーバーは、複数のコンピューターの並列レプリケーションを認識し、ESET PROTECT
Cloudで1つのIDに解決します。このようなイベントは、コンピューター詳細 > アラートに報告されま
す(「同じエージェントIDの複数の接続」)。2つの方法でこの問題を解決できます。
• アラートのワンクリックアクションを使用します。コンピューターは分割され、ハードウェア検
出は、永久的にオフになります。
• ごくまれに、ハードウェア検出がオフのコンピューターでも競合する場合があります。このよう
な場合、クローンされたエージェントのリセットタスクが唯一のオプションです。
• コンピューターでクローンされたエージェントのリセットタスクを実行します。これにより、ハー
ドウェア検出を無効にする必要がありません。

複製の質問の解決
コンピューターがESET PROTECT Cloudに接続するたびに、次の2つのフィンガープリントに基づいてエン
トリが作成されます。
• ESET ManagementエージェントUUID (汎用一意識別子) - ESET Managementエージェントがコンピュー
ターに再インストールされた後に変更されます(二重エージェントの状況を参照)。
• コンピューターハードウェアフィンガープリント - コンピューターが複製または再展開された
場合には変更されます。
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ESET PROTECT Cloudサーバーが次のいずれかを検出した場合、質問が表示されます。
• 接続中の複製されたデバイス
• ESET Managementエージェントがインストールされた既存のデバイスのハードウェア変更
ハードウェアフィンガープリント検出は次のシステムではサポートされていません。
• Linux、macOS、Android、iOS
• 仮想エージェントホスト(ESET仮想化セキュリティ)で管理されたシステム
• ESET Managementエージェントがインストールされていないコンピューター
質問をクリックし、質問の解決を選択すると、次のオプションのメニューが表示されます。
新しいコンピューターが複製
されているか、このコンピュー
ターからイメージ化されます

操作

詳細

毎回既存のコンピューターと 次のときにこのオプションを選択します。
KB記事
一致する
• コンピューターをマスターとして使用し、すべ
てのイメージはESET PROTECT Cloudで既存のコン
ピューターエントリに接続します。
• コンピューターをマスターとして使用し、VDI環
境を設定します。コンピューターはVDIプールにあ
り、ハードウェアフィンガープリントIDに基づい
てIDを回復することが想定されます。
毎回新しいコンピューターを コンピューターをマスターイメージとして使用
KB記事
作成する
し、ESET PROTECT Cloudがこのコンピューターのす
べての複製を新しいコンピューターとして自動的
に認識するようにするときには、このオプション
を選択します。VDI環境では使用しないでください。
今回のみ新しいコンピューター コンピューターは1回のみ複製されます。選択する KB記事
を作成する
と、複製されたデバイスの新しいインスタンスを
作成します。
このコンピューターからコン
ピューターは複製されません
が、ハードウェアが変更され
ました

操作

毎回変更されたハードウェア このデバイスのハードウェア検出を永久的に無効にします。存在しな
を許可する
いハードウェア変更が報告された場合にのみ使用します。

このアクションは元に戻せません。
ハードウェアの検出を無効にした場合は、エージェントとサーバー
の両方がこの設定を保存します。エージェントの再展開では、無
効なHW検出は復元されません。ハードウェア検出が無効なコン
ピューターは、ESET PROTECT CloudのVDIシナリオには適していま
せん。
今回変更されたハードウェア 選択すると、デバイスのハードウェアフィンガープリントを更新しま
のみを許可する
す。クライアントコンピューターのハードウェアが変更された後に、
このオプションを使用します。今後のハードウェア修正は再度報告さ
れます。
解決をクリックすると、選択したオプションを送信します。
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二重エージェントの状況
クライアントコンピューターでESET Managementエージェントがアンインストールされ(コンピュータ
がWebコンソールから削除されない)、再インストールされた場合、Webコンソールには2つの同じコン
ピューターがあります。1つはESET PROTECT Cloudに接続し、もう1つは接続していません。この状況は、
質問ダイアログウィンドウで処理されません。このような状況は、エージェントの削除手順が正しくな
いことが原因です。手動で 接続していないコンピューターをWebコンソールから削除する以外に解決
策はありません。再インストール前に作成された履歴とログは、その後失われます。

接続していないコンピューターの削除タスクの使用
コンピューターのVDIプールがあり、質問(上記)を正しく解決できなかった場合、Webコンソールは、プー
ルからコンピューターを再読み込み後に、新しいコンピューターインスタンスを作成します。コンピュー
ターインスタンスはWebコンソールに累積され、ライセンスが過剰に使用される可能性があります。接
続していないコンピューターを削除するタスクを設定して、問題を解決することは推奨されません。こ
のような手順では、削除されたコンピューターの履歴(ログ)が削除され、ライセンスも過剰に使用され
る可能性があります。

過剰使用のライセンス
ESET Management Agentがインストールされ、ESETセキュリティ製品がアクティベーションされているク
ライアントコンピューターが複製されると、複製されたコンピューターはそれぞれ別のライセンスシー
トを使用できます。このプロセスはライセンスを使いすぎる可能性があります。VDI環境では、ESET製品の
アクティベーションでオフラインライセンスファイルを使用し、ESETにお問い合わせのうえライセンス
を変更してください。

複製されたコンピューターの通知
3つの準備された通知があり、複製関連のアクション、ハードウェアの変更で使用するか、複製関連の
イベントを使用して新しいカスタム通知を作成できます。通知を設定するには、Webコンソールで 通
知メニューに移動します。
72

• 新しいコンピュータの登録 - コンピューターが選択した静的グループに初めて接続された場合
に通知します(グループすべてが既定で選択されます)。
• コンピューターIDの回復 - コンピューターがハードウェアに基づいて特定された場合に通知しま
す。コンピューターは、マスターコンピューターまたは他のソースから複製されました。
• 潜在的コンピューター複製の検出 - ソースコンピューターが以前にマスターとしてフラグが設
定されていない場合は、ハードウェアの大幅な変更または複製について通知します。

ハードウェアID
ESET PROTECT Cloudは、各管理対象デバイスのハードウェア詳細情報を収集し、特定を試みます。ESET
PROTECT Cloudに接続されるすべてのデバイスは、 コンピューターウィンドウのハードウェアID列に表
示される次のカテゴリのいずれかに属します。
• ハードウェア検出有効 –検出が有効で、正常に動作しています。
• ハードウェア検出無効 –検出はユーザーまたはESET PROTECT Cloudサーバーによって自動的に無
効にされました。
• ハードウェア情報なし – ハードウェア情報がありません。クライアントデバイスがサポート対
象外のOSまたは古いバージョンのESET Managementエージェントで実行されています。
• ハードウェア検出を信頼できません – 検出はユーザーによって信頼できないと報告され、無効
にされます。このステータスは、検出が無効化される前に、1つのレプリケーション期間にのみ発
生することがあります。

複製のためのマスター
コンピューターの詳細で、仮想化 > 複製のマスターに設定をクリックすると、次の通知が表示されます。
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VDIプールを作成する前に、複製されたコンピューターID処理オプションのいずれかを選択します。
• 既存のコンピューターと照合 - 毎回既存のコンピューター照合オプションを参照してください。
• 新しいコンピューターを作成 - 毎回新しいコンピューターを作成オプションを参照してください。
複製のマスターに設定されたコンピューターを検索するには、コンピューターに移動し、フィル
ターの追加 > 複製のマスターの順にクリックして、複製のマスターフィルターの横のチェックボッ
クスをオンにします。
後からコンピューター詳細で、複製のマスター設定を変更できます。
• 仮想化タイルの歯車アイコン をクリックして、設定を調整します。
• 仮想化 > 複製のマスターの設定解除をクリックして、設定を削除します。

詳細設定
1. VDI環境 - VDI環境タイプを選択し、環境に必要な設定をあらかじめ入力します。
• Citrix MCS/PVS Gen1 VM
• Citrix PVS Gen2 VM
• VMware Horizon リンククローン
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• VMware Horizon インスタントクローン
• SCCM
• その他
2. 複製されたコンピューターホームグループ—静的グループを選択し、コンピューターID回復を考慮
するデバイスを絞り込む必要があります。選択した静的グループは、新しく作成された仮想マシンの
宛先として機能します。
3. 詳細設定:
• FQDNにのみ基づいてコンピューターIDの回復を有効にする—チェックボックスをオンにする
と、VDIインフラストラクチャによって生成された、複製されたコンピューターのハードウェア属性
が回復処理で信頼できない場合は、FQDN (完全修飾ドメイン名)ベースのコンピューターID回復が有
効になります。
• コンピューターの命名パターンが一致するまでコンピューターIDの作成と回復を実行しない—複
製されたコンピューターの名前が指定された命名パターンのいずれかと一致していることを保証す
るには、チェックボックスをオンにします。一致するパターンが見つからない場合、コンピューター
IDの作成と回復は完了しません。
選択したVDI環境に基づいて、推奨設定があらかじめ選択されています(必須または使用できない
場合があります)。
4. 複製されたコンピューターの命名パターン—新規追加をクリックして、デバイスをフィルタリング
する命名パターンを入力します。

VDI命名パターン
ESET PROTECT Cloudは、VDI環境で設定された命名パターンと一致する名前の複製のみを認識し
ます。
• VMware—VDI命名パターンはVMwareインスタントクローンで必須です。命名パターンには、
「VM-instant-clone-{n}」などの形式で、VDIインフラストラクチャによって生成された一意
の番号{n}に指定されたプレースホルダーが必要です。命名パターンの詳細について
は、VMwareマニュアルを参照してください。
• Citrix XenCenter/XenServer - マシンカタログの命名体系でハッシュ#を使用します。例: VMoffice-##命名方法の詳細については、Citrixマニュアルを参照してください。
5. 選択をクリックし、複製されたコンピューターホームグループを選択します。VDI命名パターンと一
致するデバイスのホームグループとして、関連付けられた静的グループを選択します。
6. 新規追加をクリックすると、その他のVDI命名パターンとホームグループを追加します。
7. [保存]をクリックします。
複製のマスターに設定されたコンピューターを検索するには、コンピューターに移動し、フィル
ターの追加 > 複製のマスターの順にクリックして、複製のマスターフィルターの横のチェックボッ
クスをオンにします。
後からコンピューター詳細で、複製のマスター設定を変更できます。
• 仮想化タイルの歯車アイコン をクリックして、設定を調整します。
• 仮想化 > 複製のマスターの設定解除をクリックして、設定を削除します。
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ESET BridgeHTTPプロキシ:
ESET PROTECT Cloudでは、プロキシサービスとしてESET Bridgeを使用して、次の操作を行えます。
• ダウンロードとキャッシュ:ESET PROTECT CloudによってプッシュされたESETモジュールアップデー
ト、インストールおよびアップデートパッケージ(ESET Endpoint Security MSIインストーラーな
ど)、ESETセキュリティ製品のアップデート(コンポーネントおよび製品アップデート)、ESET LiveGuard
結果。
• ESET ManagementエージェントからESET PROTECT Cloudへ通信を転送します。
ESET Bridgeインストールおよび設定の詳細については、ESET Bridgeオンラインヘルプをお読ください。

Apache HTTP Proxyユーザー
ESET PROTECT Cloud 4.0 (2022年11月リリース)以降では、ESET BridgeがApache HTTP Proxyの代わりに
導入されます。 Apache HTTP Proxyは限定サポートに達しました。Apache HTTP Proxyを使用している
場合は、ESET Bridgeへの移行をお勧めします。

ESET Management エージェント展開
このセクションでは、ネットワークのクライアントコンピューターにESET Managementエージェントを
展開するために使用できるすべての方法を説明します。エージェントは非常に重要です。クライアント
コンピューターで実行中のESETセキュリティソリューションは、エージェント経由でのみESET PROTECT
Cloudサーバーと通信するためです。

ESET Management エージェント展開
ESET Managementエージェント展開には複数の方法があります。エージェントをローカルまたはリモー
トで展開できます。
• ローカル展開 - ESET Management (エージェントとESETセキュリティ製品)を、クライアントコンピュー
ターにローカルインストールします。
小規模なネットワーク(最大50コンピューター)の場合にのみ、ローカル展開を使用することをお
勧めします。より大きいネットワークの場合は、GPOおよびSCCMを使用してESET Managementエー
ジェントを展開できます。
• リモート展開 - クライアントコンピューターの数が多い場合のESET Managementエージェントの展
開では、この方法を使用することをお勧めします。

RD Sensorを使用してコンピューターを追加する
ネットワーク構造の管理されていないコンピューターを検索する最も簡単な方法は、RD Sensorを使用す
ることです。 RD Sensorは、展開されたネットワークを監視し、エージェントがない新しいデバイスがネッ
トワークに接続するときに、この情報をESET PROTECT Cloudに報告します。 RD Sensorコンポーネント
は、Live Installerで展開できません。RD Sensorをネットワークに展開するには、RD Sensorのインストール
手順に従ってください。
レポートの中で、コンピューターセクションに移動し、管理対象外のコンピューターレポートをクリッ
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クします。

管理対象外のコンピューターレポートには、RD Sensorで検出されたコンピューターが一覧表示されま
す。RD Sensorポリシーを使用すると、RD Sensorによって報告された情報を調整できます。
RD Sensorで検出されたコンピューターをESET PROTECT Cloudに追加するには、.csv形式でレポートをダウ
ンロードし、コンピューターのリストをインポートの展開ツールでこのリストを使用します。
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RDSensor検査の結果は、detectedMachines.logログファイルに書き込まれます。これには、ネットワー
ク上で検出されたコンピュータのリストが含まれます。detectedMachines.logファイルは次の場所に
あります。
• Windows
C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\detectedMachines.log
• Linux
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log

ESET Rogue Detection Sensorポリシー設定
ポリシーを使用して、ESET RD Sensorの動作を変更できます。これは一般的にアドレスのフィルタリング
を変更するために使用されます。たとえば、検出されないように、特定のアドレスをブラックリストに
含めることができます。
[ポリシー]をクリックし、[カスタムポリシー] を展開して、既存のポリシーを編集するか、新しいポ
リシーを作成します。

フィルタ
IPv4フィルター
IPv4アドレスフィルタリングを有効にする- フィルタリングを有効にすると、IPv4フィルタリストのホ
ワイトリストに含まれるか、ブラックリストに含まれないIPアドレスだけが検出されます。
フィルター - リストがホワイトリストかブラックリストかを指定します。
IPv4アドレスリスト - [IPv4リストの編集]をクリックして、リストからアドレスを追加または削除し
ます。
MAC アドレスプレフィックスフィルター
MAC アドレスプレフィックスフィルタリングを有効にする - フィルタリングを有効にすると、MAC
アドレスプレフィックス(xx:xx:xx)アドレスがMACアドレスリストに含まれるコンピューターのみが検
出されるか、ブラックリストに含まれないコンピューターを検出します。
フィルタリングモード - リストがホワイトリストかブラックリストかを指定します。
MACアドレスプレフィックスリスト - [MACプレフィックスリストの編集]をクリックして、リストから
プレフィックスを追加または削除します。

検出
アクティブな検出 - このオプションを有効にすると、RD Sensorはローカルネットワークのコンピューター
をアクティブに検索できます。これにより検索結果が改善されますが、一部のコンピューターでファイ
アウォール警告が発生することがあります。
OS検出ポート- RD Sensorは定義済みのポートのリストを使用して、ローカルネットワークのコンピュー
ターを検索します。ポートリストを編集できます。
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詳細設定
製品改善プログラムに参加する - クラッシュレポートと匿名のテレメトリーデータ(OSのバージョンと
種類、ESET製品バージョン、および他の製品固有の情報)をESETに送信することを有効または無効にしま
す。

割り当て
このポリシーを受信するクライアントを指定します。[割り当て]をクリックすると、すべての静的およ
び動的グループと、そのメンバーが表示されます。ポリシーを適用するコンピューターを選択し、OKを
クリックします。

概要
このポリシーの設定を確認し、[完了]をクリックします。

RD Sensorインストール
前提条件
• WinPcap - 最新のWinPcapバージョン(4.1.0以上)を使用します。
• ネットワークを正しく構成されていこと(適切なポートが開いている、受信通信がファイアウォー
ルでブロックされていないなど)
• ESET PROTECT Cloudインスタンスに到達可能
• すべてのプログラム機能を完全にサポートするには、ESET Managementエージェントをローカルコ
ンピュータにインストールする必要があります
• Rogue Detection Sensorログファイルは次の場所にあります。C:\ProgramData\ESET\Rouge Detection
Sensor\Logs\

インストール
次の手順に従って、WindowsでRD Sensorをインストールします。
上記のすべてのインストール前提条件を満たしていることを確認します。
1. ESET PROTECT Cloudダウンロードセクションにアクセスし、このESET PROTECT Cloudコンポーネント
のスタンドアロンインストーラーをダウンロードします。 (rdsensor_x86.msiまたはrdsensor_x64.msi)。
2. RD Sensorインストーラファイルをダブルクリックしてインストールを開始します。
3. EULAに同意し、[次へ]をクリックします。
4. 製品改善プログラムに参加するの横のチェックボックスをオンにして、クラッシュレポートと匿名
のテレメトリーデータ(OSのバージョンと種類、ESET製品バージョン、および他の製品固有の情報)
をESETに送信します。
5. RD Sensorのインストール場所を選択し、次へ > インストールをクリックします。
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複数のネットワークセグメントがある場合、Rogue Detection Sensorを各ネットワークセグメントに
個別にインストールし、ネットワーク全体のすべてのデバイスの包括的なリストを生成する必要
があります。

ローカル展開
この展開方法は、オンプレミスインストール向けです。インストールパッケージを作成またはダウンロー
ドし、共有フォルダー、フラッシュドライブ、電子メール経由でのアクセスを許可します。
インストーラーパッケージは、管理者または管理者権限があるユーザーによってインストールさ
れる必要があります。
小規模なネットワーク(最大50コンピューター)の場合にのみ、ローカル展開を使用することをお
勧めします。より大きいネットワークの場合は、GPOおよびSCCMを使用してESET Managementエー
ジェントを展開できます。
インストーラーセクションに移動し、目的のインストーラーパッケージを選択します。
ローカル展開は次の3つの方法で実行できます。
• エージェント(およびESETセキュリティ製品)のインストーラーを作成する (Windows, macOS)
• エージェントスクリプトインストーラーを作成する (Linux、macOS)
ESET Managementエージェントは、ESET PROTECT Cloudへの正常な接続のためにあらかじめ設定さ
れています。このため、ESETManagementエージェント設定の一部の修正のみをESETManagementエー
ジェントポリシー経由で行うことができます。

Live Installerを作成する - エージェントおよびESET
セキュリティ製品 - Windows/macOS
複数の方法で、Windows/macOS版のエージェントおよびESETセキュリティ製品のインストーラーを作成
できます。
• クイックリンク > WindowsデバイスまたはmacOSデバイス
• インストーラー > インストーラーの作成 > WindowsまたはmacOS
• ESET PROTECTガイド
1. 保護およびインストール設定 - 設定の横のチェックボックスをオンにし、インストーラーで有効
に設定します。
• Windows (のみ)。
oESET LiveGrid®フィードバックシステムを有効にする(推奨)
o望ましくない可能性のあるアプリケーションの検出を有効にする-ナレッジベース記事で詳細を
お読みください。
• 製品改善プログラムに参加するの横のチェックボックスをオンにして、クラッシュレポートと
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匿名のテレメトリーデータ(OSのバージョンと種類、ESET製品バージョン、および他の製品固有の情
報)をESETに送信します。
2. [アプリケーションエンドユーザー使用許諾契約の条項に同意し、プライバシーポリシーを承諾す
る]の横のチェックボックスを選択します。ESET製品のエンドユーザーライセンス契約(EULA)、利用規
約、およびプライバシーポリシー。
3.ダウンロードをクリックしてインストーラーパッケージをダウンロードするか、他のインストーラー
パッケージ配布オプションを選択します。
インストーラーのカスタマイズをクリックして、インストーラーパッケージをカスタマイズします。
4. 配布 - インストーラーのダウンロードまたは送信、または ESET Remote Deployment Toolの使用
(Windows)またはインストーラーのダウンロードまたは送信 (macOS)。
別のインストーラータイプを選択した場合は、該当する手順に従います。
• エージェントの最初の展開(エージェントスクリプトインストーラー)
• 展開のためにGPOまたはSCCMを使用
5. コンポーネント - 次のオプションからチェックボックスを選択します。
• Management Agent - パッケージの内容で他の項目を選択しない場合は、ESET Managementエージェ
ントだけがインストーラーに含まれます。後からクライアントコンピューターにESETセキュリティ
製品をインストールするか、クライアントコンピューターに既にESETセキュリティ製品がインストー
ルされている場合に、このオプションを選択します。
• セキュリティ製品 - ESETセキュリティ製品とESET Managementエージェントを含みます。クライア
ントコンピューターにESETセキュリティ製品がインストールされてなく、ESET Managementエージェ
ントでインストールする場合に、このオプションを選択します。 macOSインストーラーではESETセ
キュリティ製品を選択解除できません。
• Windows (のみ)。 フルディスク暗号化 - 暗号化オプションは、アクティブなESET Full Disk
Encryptionライセンスでのみ表示されます。
• Windows (のみ)。 ESET Inspectコネクター - インストーラーにESET Inspectコネクターが含まれま
す。
6. 製品改善プログラムに参加するの横のチェックボックスをオンにして、クラッシュレポートと匿名
のテレメトリーデータ(OSのバージョンと種類、ESET製品バージョン、および他の製品固有の情報)
をESETに送信します。
7. 親グループ(任意) - エージェントインストール後にWebコンソールがコンピューターを配置ESET
PROTECT Cloudする親グループを選択します。インストーラーが展開された後にデバイスが割り当て
られる、既存のグループを選択するか、新しい静的グループを作成できます。親グループを選択する
と、グループに適用されているすべてのポリシーがインストーラーに追加されます。
8.

その他の設定をカスタマイズ

• インストーラー名と説明(任意)を入力します。
• タグを選択をクリックして、タグを割り当てます。
• 初期構成 (任意) - このオプションを使用して、設定ポリシーをESET Managementエージェントに
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適用します。 エージェント設定の下の選択をクリックして、使用可能なポリシーのリストから選択
します。 定義済みのポリシーのいずれも適さない場合は、新しいポリシーを作成するか、既存のポ
リシーをカスタマイズできます。
• HTTPプロキシ(ESET Bridgeの使用が推奨されます)を使用する場合は、HTTPプロキシ設定を有効にす
るチェックボックスを選択し、プロキシ設定(ホスト、ポート、ユーザー名、パスワード)を指定して、
プロキシ経由でインストーラーをダウンロードします。また、ESET Managementエージェント接続をプ
ロキシに設定し、ESET ManagementエージェントとESET PROTECT Cloudサーバーとの間の通信転送を可
能にします。 ホストフィールドは、HTTPプロキシが実行されているコンピューターのアドレスです。
ESET Bridgeは既定でポート3128を使用します。必要に応じて、別のポートを設定できます。HTTPプロキ
シ設定でも同じポートを設定してください(ESET Bridgeポリシーを参照)。
エージェントとESET PROTECT Cloudサーバー間の通信プロトコルは、認証をサポートしませ
ん。ESET PROTECT Cloudサーバーへのエージェント通信の転送で使用されるプロキシソリューショ
ンと必要な認証は動作しません。
このフォールバックオプションを許可する場合は、HTTPプロキシが使用不可能な場合は直接接続を使用
するを有効にします。
9. 完了または製品設定をクリックします。
10.

セキュリティ製品

a.選択済みのESETセキュリティ製品をクリックし、詳細を変更します。
o別の互換性があるESETセキュリティ製品を選択します。
o 言語ドロップダウンメニューから言語を選択します。
o詳細チェックボックスをオンにします。 既定では、最新のバージョンがあらかじめ選択されて
います(推奨)。前のバージョンを選択できます。
b. Windows (のみ)。 設定の横のチェックボックスをオンにし、インストーラーで有効に設定します。
oESET LiveGrid®フィードバックシステムを有効にする(推奨)
o望ましくない可能性のあるアプリケーションの検出を有効にする-ナレッジベース記事で詳細を
お読みください。
oインストール中に保護設定を変更することを許可 - このチェックボックスをオフにすることを
お勧めします。

c.[アプリケーションエンドユーザー使用許諾契約の条項に同意し、プライバシーポリシーを承諾す
る]の横のチェックボックスを選択します。ESET製品のエンドユーザーライセンス契約(EULA)、利用
規約、およびプライバシーポリシー。
d.その他の設定をカスタマイズ:
oライセンス - 任意のセキュリティ製品に適切な使用可能なライセンスのリストからライセンス
を選択します。ライセンスはインストール中にESETセキュリティ製品をアクティベーションしま
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す。
o設定 - 任意で、インストール中にESET Security製品に適用するポリシーを選択できます。
o Windows (のみ)。 ESET AV リムーバーを実行 - ターゲットデバイスの他のウイルス対策プログ
ラムをアンインストールするか、完全に削除する場合は、チェックボックスをオンにします。
Windows (のみ)。 手順2でFull Disk EncryptionまたはESET Inspectコネクターを選択した場合は、設定を変
更することもできます。
フルディスク暗号化
a.あらかじめ選択されたESET Full Disk Encryptionをクリックして、詳細を変更します。
o 言語ドロップダウンメニューから言語を選択します。
o詳細チェックボックスをオンにします。 既定では、最新のバージョンがあらかじめ選択されて
います(推奨)。前のバージョンを選択できます。
b.[アプリケーションエンドユーザー使用許諾契約の条項に同意し、プライバシーポリシーを承諾す
る]の横のチェックボックスを選択します。ESET製品のエンドユーザーライセンス契約(EULA)、利用
規約、およびプライバシーポリシー。
c.設定 - インストール中にESET Full Disk Encryptionで適用されるポリシーを選択します。
d.その他の設定をカスタマイズ:
oライセンス - 任意のセキュリティ製品に適切な使用可能なライセンスのリストからライセンス
を選択します。ライセンスはインストール中にESETセキュリティ製品をアクティベーションしま
す。

ESET Inspect Connector
ESET Inspectコネクター要件:
• ESET Inspectコネクターをアクティベーションするには、ESET Inspect Cloudライセンスが必要です。
• 互換性があるESETセキュリティ製品が管理されたコンピューターにインストールされている。
a.あらかじめ選択されたESET Inspectコネクターをクリックして、詳細を変更します。
o 言語ドロップダウンメニューから言語を選択します。
o詳細チェックボックスをオンにします。 既定では、最新のバージョンがあらかじめ選択されて
います(推奨)。前のバージョンを選択できます。

b.[アプリケーションエンドユーザー使用許諾契約の条項に同意し、プライバシーポリシーを承諾す
る]の横のチェックボックスを選択します。ESET製品のエンドユーザーライセンス契約(EULA)、利用
規約、およびプライバシーポリシー。
c.その他の設定をカスタマイズ:
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oライセンス - 任意のセキュリティ製品に適切な使用可能なライセンスのリストからライセンス
を選択します。ライセンスはインストール中にESETセキュリティ製品をアクティベーションしま
す。
o設定 - 選択をクリックして既存のESET Inspectコネクターポリシーを選択するか、作成をクリッ
クして新しいESET Inspectコネクターポリシーを作成します。インストーラーは、ESET Inspectコネ
クターインストール中にポリシー設定を適用します。
11. [完了]をクリックします。
12. 次の複数の方法でLive Installerパッケージを配布できます。
• をクリックすると、Live Installerパッケージダウンロードリンクをコピーし、ユーザーにリンク
を配布して、ユーザーにLive Installerパッケージをダウンロードおよびインストールさせます。
• また、Live Installerパッケージをダウンロードし、個人的に配布するか、ユーザーがアクセスでき
る共有ロケーションにアップロードできます。
• WindowsのみRemote Deployment Toolを使用して、Live Installerパッケージをリモート展開します。
• をクリックすると、ESET PROTECT Cloud SMTPサーバーを使用して、Live Installerパッケージダウン
ロードリンクが記載された電子メールメッセージを指定されたユーザーに配信します。
oユーザーを追加するには、追加をクリックし、電子メールアドレスフィールドを入力し
て、Enterキーを押すか、 をクリックします。任意で、ユーザーの作成をクリックし、ユーザー
の名前を入力して、保存をクリックします。コンピューターユーザーでユーザー詳細を編集でき
ます。電子メールプレビューを表示をクリックし、ドロップダウンメニューから電子メール言語
を選択して、保存をクリックします。
o > 1度に複数のユーザーを追加するには、その他 > ユーザーの追加(コンピューターユーザーか
らユーザーのアドレスを追加)するか、詳細 > CSVのインポートまたはクリップボードから貼り付
け(区切り文字で構造化されたCSVファイルからアドレスのカスタムリストをインポート)をクリッ
クします。
作成後、Live Installerは、この表に従って動作します。
Live Installerにはインターネット接続が必要であり、オフラインコンピューターでは動作しません。
macOSのLive Installerでは、(ESETサーバーに接続するために)直接インターネット接続が必要であり、
直接インターネット接続がないプロキシ経由でインターネットに接続されているmacOSコンピュー
ターでは動作しません。
ESET PROTECT Cloudは、管理されたコンピューターでのESET Managementエージェントの自動アッ
プグレードをサポートします。
13. クライアントコンピューターでインストールパッケージファイルを実行します。 Live Installerパッ
ケージは、コンピューターのOSプラットフォーム(x86、x64、ARM64)に適したESET Managementエージェ
ントおよびESETセキュリティ製品をダウンロードします。 デバイスにESET Managementエージェン
トとESETセキュリティ製品をインストールし、ESET PROTECT Cloudにデバイスを接続します。ESET
PROTECT Cloudで作成されたESET Endpoint Antivirus/Securityインストーラー は仮想デスクトップ
とWindows 10マルチセッションモードのWindows 10 Enterpriseをサポートします。 段階的な手順につ
いては、WindowsまたはmacOSのセットアップウィザードを参照してください。
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挙動や特徴 Live Installer
Live Installerが作成されると、ESET PROTECT Cloudに保存され、以下の表の説明のとおりに動作します。
操作

Live Installerダウンロードリンクの
動作

ダウンロードされたLive Installer
の動作

Live InstallerがESET PROTECT
Cloudから削除されます。

ダウンロードリンクが無効です。 削除する前にダウンロードされ
たLive Installerのコピーが動作を停
止します。

Live Installerはリポジトリに存
在しません。

ダウンロードリンクが無効です。 編集する前にダウンロードされ
選択したパッケージがリポジトリ たLive Installerのコピーが動作を停
に存在しないがインストーラーの 止します。
横に表示されます。

Live Installerの一部であるポリ
シーが編集されます。

ポリシーの変更は、Live Installerの
既存のコピーに反映されず、ダウ
ンロードリンクは、インストーラー
と最初に作成されたときに定義さ
れたポリシーを提供します。
インストーラーで変更を反映する
場合は、このアップデートされた
ポリシーで新しいインストーラー
を作成する必要があります。

Live Installerの一部であるポリ
シーは削除されます。

参照されたポリシーにアクセスで 削除する前にダウンロードされ
きません警告が、インストーラー たLive Installerのコピーが動作を停
の横に表示され、ダウンロードリ 止します。
ンクが無効になります。インストー
ラーを複製し、新しいポリシーを
割り当ててください。

インストーラーは機能しますが、
最初に作成されたときに定義され
たポリシーを使用してESET製品を
インストールしません。

Live Installerの一部であるグルー
プが編集されます。

この変更はインストーラーには影
響せず、コンピューターはESET
PROTECT Cloudに接続すると、アッ
プデート/移動されたグループに
割り当てられます。

Live Installerの一部であるグルー
プが削除されます。

インストーラーは、インストーラー
にグループが割り当てられていな
いかのように動作します。既定の
紛失と検出グループに割り当てら
れます。

Live Installerライフタイム
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Live Installerインストーラーは、作
成後6か月間有効です。既存のイン
ストーラーのダウンロードリンク
を更新するには、インストーラー
に移動し、既存のインストーラー
を選択して、ダウンロードリンク
を表示を選択します。新しいダウ
ンロードリンクから有効なインス
トーラーをダウンロードします。

エージェントスクリプトインストーラーの作成 Linux/macOS
このタイプのエージェント展開は、リモートおよびローカル展開オプションが適していない場合に使用
できます。電子メールでエージェントスクリプトインストーラーを配布し、ユーザーに展開させること
ができます。また、エージェントスクリプトインストーラは、リムーバブルメディア(USBフラッシュド
ライブなど)から実行することもできます。
macOS/Linuxエージェントスクリプトインストーラーは次の複数の方法で作成できます。
• クイックリンク > macOSデバイスまたはLinuxデバイス
• インストーラー > インストーラーの作成 > macOSまたはLinux
• ESET PROTECTガイド
インストーラーのカスタマイズ > 最初にエージェントを展開(エージェントスクリプトインストーラー)
をクリックします。
1. 製品改善プログラムに参加するの横のチェックボックスをオンにして、クラッシュレポートと匿名
のテレメトリーデータ(OSのバージョンと種類、ESET製品バージョン、および他の製品固有の情報)
をESETに送信します。
2. 親グループ(任意) - エージェントインストール後にWebコンソールがコンピューターを配置ESET
PROTECT Cloudする親グループを選択します。インストーラーが展開された後にデバイスが割り当て
られる、既存のグループを選択するか、新しい静的グループを作成できます。親グループを選択する
と、グループに適用されているすべてのポリシーがインストーラーに追加されます。
3.

その他の設定をカスタマイズ

• インストーラー名と説明(任意)を入力します。
• タグを選択をクリックして、タグを割り当てます。
• 初期構成 (任意) - このオプションを使用して、設定ポリシーをESET Managementエージェントに
適用します。 エージェント設定の下の選択をクリックして、使用可能なポリシーのリストから選択
します。 定義済みのポリシーのいずれも適さない場合は、新しいポリシーを作成するか、既存のポ
リシーをカスタマイズできます。
• HTTPプロキシ(ESET Bridgeの使用が推奨されます)を使用する場合は、HTTPプロキシ設定を有効にす
るチェックボックスを選択し、プロキシ設定(ホスト、ポート、ユーザー名、パスワード)を指定して、
プロキシ経由でインストーラーをダウンロードします。また、ESET Managementエージェント接続をプ
ロキシに設定し、ESET ManagementエージェントとESET PROTECT Cloudサーバーとの間の通信転送を可
能にします。 ホストフィールドは、HTTPプロキシが実行されているコンピューターのアドレスです。
ESET Bridgeは既定でポート3128を使用します。必要に応じて、別のポートを設定できます。HTTPプロキ
シ設定でも同じポートを設定してください(ESET Bridgeポリシーを参照)。
エージェントとESET PROTECT Cloudサーバー間の通信プロトコルは、認証をサポートしませ
ん。ESET PROTECT Cloudサーバーへのエージェント通信の転送で使用されるプロキシソリューショ
ンと必要な認証は動作しません。
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このフォールバックオプションを許可する場合は、HTTPプロキシが使用不可能な場合は直接接続を使用
するを有効にします。
4. 保存してダウンロードをクリックします。
5. ESET Managementエージェントを展開するクライアントコンピューターで、ダウンロードされたアー
カイブファイルを展開します。
6. PROTECTAgentInstaller.shスクリプト(LinuxまたはmacOS)を実行し、エージェントインストールを実
行します。 詳細なエージェントインストール手順に従います。
• エージェント展開 - Linux
• エージェント展開 - macOS
ESET PROTECT Cloudは、管理されたコンピューターでのESET Managementエージェントの自動アッ
プグレードをサポートします。

カスタムリモートロケーションからの展開
ESETリポジトリ以外の場所からエージェントを展開するには、インストールスクリプトを修正し、エー
ジェントパッケージがある新しいURLを指定します。新しいパッケージのIPアドレスを使用できます。
次の行を見つけて修正します。
Windows:
set
url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v9.../agent_x64.m
si
set
url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v9.../agent_x86.m
si
set
url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v9.../agent_arm64
.msi

Linux:
eraa_installer_url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v9
.../agent-linux-i386.sh
eraa_installer_url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v9
.../agent-linux-x86_64.sh

macOS:
eraa_installer_url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v9
.../agent_macosx_x86_64.dmg
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eraa_installer_url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v9
.../agent-macosx-x86_64_arm64.dmg

エージェント展開 - Linux
前提条件
• コンピューターはネットワークから接続可能である必要があります。
• 最新バージョンのOpenSSL1.1.1を使用することをお勧めします。ESET PROTECT Cloudサーバー/モ
バイルデバイス管理はOpenSSL 3.xをサポートしません。ESET ManagementエージェントはOpenSSL 3.x
をサポートしません。OpenSSL for Linuxのサポートされている最低バージョンは、openssl-1.0.1e-30
です。1つのシステムに同時に複数のバージョンのOpenSSLをインストールすることができます。1
つ以上のサポートされているバージョンがシステムに存在している必要があります。
oopenssl versionコマンドを使用して、現在の既定のバージョンを表示できます。
oシステムに存在するすべてのバージョンのOpenSSLを一覧表示できます。sudo find / -iname
*libcrypto.so*コマンドを使用して、ファイル名の末尾の一覧を確認してください
o次のコマンドを使用して、Linuxクライアントが対応しているかどうかを確認できます。openssl
s_client -connect google.com:443 -tls1_2

• - lshwパッケージをクライアント/Linuxコンピューターにインストールし、ESET Managementエー
ジェントがハードウェアインベントリを正しく報告するようにします。

Linuxディストリビューション

ターミナルコマンド

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install -y lshw

Red Hat, CentOS, RHEL

sudo yum install -y lshw

OpenSUSE

sudo zypper install lshw

• Linux CentOSの場合、policycoreutils-develパッケージをインストールすることをお勧めしま
す。パッケージをインストールするコマンドを実行します。
yum install policycoreutils-devel

インストール
ESET ManagementエージェントコンポーネントをLinux上にインストールするには、ターミナルでコマン
ドを使用します。
エージェントとESET PROTECT Cloudサーバー間の通信プロトコルは、認証をサポートしませ
ん。ESET PROTECT Cloudサーバーへのエージェント通信の転送で使用されるプロキシソリューショ
ンと必要な認証は動作しません。
Linuxワークステーションでのエージェントインストールについては、次の手順に従います。
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1. エージェントインストーラースクリプトをクライアントコンピューターにダウンロードします。
2. .gzアーカイブから.shファイルを展開します: tar -xvzf PROTECTAgentInstaller.tar.gz
3. ESET Managementエージェントインストールファイル.shを実行ファイルとして設定します。chmod
+x PROTECTAgentInstaller.sh

4. .shファイルを実行するか、ターミナルコマンドsudo ./PROTECTAgentInstaller.shを実行しま
す。
5. メッセージが表示されたら、ローカル管理者パスワードを入力し、Enterキーを押します。
6.エージェントインストールが完了した後、ターミナルウィンドウで次のコマンドを実行し、エージェ
ントが実行中であることを確認します。sudo systemctl status eraagent
7. エージェントがインストールされているコンピューターがESET PROTECT Cloud Webコンソールに表
示され、ESET PROTECT Cloudを使用して管理できます。
ESET PROTECT Cloudは、管理されたコンピューターでのESET Managementエージェントの自動アッ
プグレードをサポートします。

エージェント展開 - macOS
1. エージェントインストーラースクリプトをクライアントコンピューターにダウンロードします。
2.PROTECTAgentInstaller.tar.gzをダブルクリックすると、PROTECTAgentInstaller.shファイルをデスクトッ
プに展開します。
3. 実行 > ユーティリティクリックし、ターミナルをダブルクリックして、新しいターミナルウィンド
ウを開きます。
4. 新しいターミナルウィンドウで、次のコマンドを入力します。
cd Desktop
sudo bash PROTECTAgentInstaller.sh

5.メッセージが表示されたら、ユーザーアカウントパスワードを入力し、Returnを押して、インストー
ルを続行します。
6. エージェントが実行中であることを確認します。実行 > ユーティリティクリックし、アクティビティ
モニターをダブルクリックします。エネルギータブまたはCPUタブをクリックして、ERAAgentプロセ
スを見つけます。
7. macOS版ESET製品のシステム拡張機能を許可します。
8. フルディスクアクセスを有効にする:
リモート：
a).plist設定ファイルをダウンロードします。
b)任意のUUID生成ツールを使用して、2つのUUIDを生成します。テキストエディターを使用して、
文字列をテキストで置換します。ダウンロードした設定プロファイルにUUID 1およびUUID 2を挿
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入します。
c)MDMサーバーを使用して、.plist設定プロファイルファイルを展開します。設定プロファイルをコ
ンピューターに展開するには、コンピューターがMDMサーバーに登録されている必要があります。
ローカル：
a)システム設定 > セキュリティとプライバシー > プライバシーを開きます。
b)左下の設定をロック解除します。
c)フルディスクアクセスをクリックします。
d)+ > アプリケーション > ESET > 開くをクリックし、ESET ManagementエージェントおよびESETセキュ
リティ製品をフルディスクアクセスフォルダーのアプリケーションリストに追加します。
e)左下の設定をロックします。
9. エージェントがインストールされているコンピューターがESET PROTECT Cloud Webコンソールに表
示され、ESET PROTECT Cloudを使用して管理できます。
ネイティブARM64 ESET Managementエージェント(バージョン9.1以降)がARM64 macOSシステムに
インストールされます。
ESET PROTECT Cloudは、管理されたコンピューターでのESET Managementエージェントの自動アッ
プグレードをサポートします。

リモート展開
リモート展開の場合、すべてのクライアントコンピューターがインターネットに接続しているこ
とを確認します。
リモート展開は次の方法で実行できます。
• ESET Remote Deployment Tool - このツールでは、ESET Management Webコンソールで作成され
たESET PROTECT Cloudエージェント(およびESETセキュリティ製品)インストーラーパッケージを展
開できます。
• グループポリシーオブジェクト(GPO)とSystem Center Configuration Manager (SCCM) - クライアント
コンピューターでのESET Managementエージェントの一括展開では、このオプションを使用します。
ESET Managementエージェントをリモートで展開するときに問題が発生した場合は、トラブルシューティ
ング - エージェント接続を参照してください。

GPOまたはSCCMを使用したエージェント展開
ローカル展開の他に、グループポリシーオブジェクト(GPO)、System Center Configuration Manager
(SCCM)、Symantec Altiris、Puppetなどの管理ツールを使用して、エージェントをリモート展開することも
できます。クイックリンク > Windowsデバイスまたはインストーラー > インストーラーの作成か
ら、Windowsでエージェント展開のためのGPO/SCCM スクリプトを作成できます。
1. Windows > インストーラーのカスタマイズ > 展開のためにGPOまたはSCCMを使用をクリックしま
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す。
2. 製品改善プログラムに参加するの横のチェックボックスをオンにして、クラッシュレポートと匿名
のテレメトリーデータ(OSのバージョンと種類、ESET製品バージョン、および他の製品固有の情報)
をESETに送信します。
3. 親グループ(任意) - エージェントインストール後にWebコンソールがコンピューターを配置ESET
PROTECT Cloudする親グループを選択します。インストーラーが展開された後にデバイスが割り当て
られる、既存のグループを選択するか、新しい静的グループを作成できます。親グループを選択する
と、グループに適用されているすべてのポリシーがインストーラーに追加されます。
4. サーバーホスト名(任意) - ESET PROTECT Cloudサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します。
必要に応じて、ポート番号を指定(既定は2222)します。
5.

その他の設定をカスタマイズ

• インストーラー名と説明(任意)を入力します。
• タグを選択をクリックして、タグを割り当てます。
• 初期構成 (任意) - このオプションを使用して、設定ポリシーをESET Managementエージェントに
適用します。 エージェント設定の下の選択をクリックして、使用可能なポリシーのリストから選択
します。 定義済みのポリシーのいずれも適さない場合は、新しいポリシーを作成するか、既存のポ
リシーをカスタマイズできます。
• HTTPプロキシ(ESET Bridgeの使用が推奨されます)を使用する場合は、HTTPプロキシ設定を有効にす
るチェックボックスを選択し、プロキシ設定(ホスト、ポート、ユーザー名、パスワード)を指定して、
プロキシ経由でインストーラーをダウンロードします。また、ESET Managementエージェント接続をプ
ロキシに設定し、ESET ManagementエージェントとESET PROTECT Cloudサーバーとの間の通信転送を可
能にします。 ホストフィールドは、HTTPプロキシが実行されているコンピューターのアドレスです。
ESET Bridgeは既定でポート3128を使用します。必要に応じて、別のポートを設定できます。HTTPプロキ
シ設定でも同じポートを設定してください(ESET Bridgeポリシーを参照)。
エージェントとESET PROTECT Cloudサーバー間の通信プロトコルは、認証をサポートしませ
ん。ESET PROTECT Cloudサーバーへのエージェント通信の転送で使用されるプロキシソリューショ
ンと必要な認証は動作しません。
このフォールバックオプションを許可する場合は、HTTPプロキシが使用不可能な場合は直接接続を使用
するを有効にします。
6. [完了]をクリックします。
7.GPO/SCCMスクリプトおよびエージェントインストーラー(32ビット、64ビット、ARM64)をダウンロー
ドします。あるいは、ESETダウンロードページ - スタンドアロンインストーラーセクションからエー
ジェントのインストーラー(.msi)ファイルをダウンロードできます。
次の該当するリンクをクリックし、2つの一般的なESET Managementエージェントのリモート展開方法に
関する段階的な手順を確認します。
• グループポリシーオブジェクト(GPO)を使用したESET Managementエージェントの展開 - 言語に
よっては、ナレッジベース記事が提供されていない場合があります。
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• System Center Configuration Manager (SCCM)を使用したESET Managementエージェントの展開

展開手順 - SCCM
SCCMを使用してESET Managementエージェントを展開するには、次のステップを続けます。
1. ESET Managementエージェントのインストーラーの.msiファイルとinstall_config.iniファイルを共有フォ
ルダに配置します。

クライアントコンピューターには、この共有フォルダへの読み取り/実行アクセス権が必要です。
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2. SCCMコンソールを開き、[ソフトウェアライブラリ]をクリックします。[アプリケーション管理]
で[アプリケーション]を右クリックし、[アプリケーションの作成]を選択します。Windowsインストー
ラー(*.msiファイル)を選択します。
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3. アプリケーションに関するすべての必要な情報を指定し、[次へ]をクリックします。
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4. ESET Management エージェントアプリケーションを右クリックし、[展開タイプ]タブをクリックし、
[唯一の展開]をクリックして、[編集]をクリックします。
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5. [要件]タブをクリックし、[追加]をクリックします。[条件]ドロップダウンメニューからオペレー
ティングシステムを選択し、[演算子]ドロップダウンメニューから[いずれかを選択して、該当する
チェックボックスをオンにしてインストールするオペレーティングシステムを指定します。完了した
ら[OK]をクリックし、[OK]をクリックして、残りのウィンドウを閉じ、変更を保存します。
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6. [システムセンターソフトウェアライブラリ]で、新しいアプリケーションを右クリックし、コン
テキストメニューから[コンテンツの配布]を選択します。ソフトウェアの展開ウィザードのプロンプ
トに従い、アプリケーションの展開を完了します。
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7.アプリケーションを右クリックして、[展開]を選択します。ウィザードに従い、コレクションとエー
ジェントを展開する場所を選択します。
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ESET Remote Deployment Tool
ESET Remote Deployment Toolは、ESET PROTECT Cloudによって作成されたインストーラーパッケージを配
布して、ESET ManagementエージェントとESETセキュリティ製品をネットワーク経由でコンピューターに
リモート展開するための便利な方法です。
ESET Remote Deployment Toolは、スタンドアロンESET PROTECT CloudコンポーネントとしてESETのWebサ
イトから無償で提供されています。展開ツールは小規模から中規模のネットワークで主に配布するため
のもので、管理者権限で実行されます。
ESET Remote Deployment Toolは、サポートされているMicrosoft Windowsオペレーティングシステム
のクライアントコンピューターにあるESET Managementエージェントに展開するためのものです。
ESET Managementエージェントは、ESET PROTECT Cloudへの正常な接続のためにあらかじめ設定さ
れています。このため、ESETManagementエージェント設定の一部の修正のみをESETManagementエー
ジェントポリシー経由で行うことができます。
この方法を使用してESET ManagementエージェントとESETセキュリティ製品を展開するには、次の手順
に従います。
108

1. ESET WebサイトからESET Remote Deployment Toolをダウンロードします。
2. すべての前提条件が満たされていることを確認してください。
3. クライアントコンピューターでESET Remote Deployment toolを実行します。
4. 次の展開オプションのいずれかを選択します。
• Active Directory - Active Directory資格情報を入力する必要があります。このオプションには、ESET
PROTECT Cloud を後からインポートするためのActive Directory構造のエクスポートがあります。
• ネットワークの検査 - IP範囲を入力し、ネットワークのコンピューターを検査する必要があり
ます。
• リストのインポート - ホスト名またはIPアドレスのリストを入力する必要があります。
• コンピューターを手動で追加する - ホスト名またはIPアドレスのリストを手動で入力する必要
があります。
さまざまな理由により、展開が失敗する場合があります。 展開の問題がある場合は、トラブル
シューティングの章を参照してください。

ESETリモート展開ツールの前提条件
リモート展開の場合、すべてのクライアントコンピューターがインターネットに接続しているこ
とを確認します。
WindowsでESET Remote Deployment toolを使用するには、次の要件を満たす必要があります。
• ESET PROTECT Cloudインスタンスを作成し、実行する必要があります。
• 適切なポートを開く必要があります。 ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Toolポートを参照
してください。
• Live Installerを作成し、展開ツールを使用してリモート展開を実行しようとしているデバイスのロー
カルドライブにダウンロードする必要があります。

さまざまな理由により、展開が失敗する場合があります。 展開の問題がある場合は、トラブル
シューティングの章を参照してください。

Active Directoryからコンピューターを選択
前の章からESET ManagementエージェントおよびESETセキュリティ製品の展開を続行するには:
1. エンドユーザーライセンス契約を読んで同意し、次へをクリックします。
2. Active DirectoryサーバーとIPアドレスまたはホスト名、および接続先のポートを入力します。
3. ユーザー名とパッケージを入力して、Active Directoryサーバーにログインします。[現在のユーザー
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資格情報を使用する]の横のチェックボックスを選択できます。ログイン資格情報が自動的に入力さ
れます。
4. 任意で、後からESET PROTECT CloudにインポートするためにActive Directory構造をエクスポートする
場合は、[ESET PROTECT のコンピューターリストをエクスポートする]チェックボックスをオンにし
ます。
コンピューターがActive Directoryにある場合は、[次へ]をクリックします。既定のドメインコント
ローラーに自動ログインします。
5. 追加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、[次へ]をクリックします。選択した
グループ内のすべてのコンピューターを一覧表示するには、サブグループを含めるチェックボックス
をオンにします。
6. リモート展開に選択したコンピューターが表示されます。すべてのコンピューターが追加されてい
ることを確認し、[次へ]をクリックします。
すべての選択されたコンピューターが同じプラットフォームであることを確認します(64ビットま
たは32ビットOS)。
7. 参照をクリックし、ESET PROTECTまたはESET PROTECT Cloud Webコンソールで作成されたバンドル
インストーラーパッケージを選択します。Live Installer(のみESET PROTECT Cloud)ライブインストーラー
から作成されたESETオフラインインストールパッケージ(.datファイル)を使用することもできます。
ローカルコンピューターに他のセキュリティアプリケーションをインストールしない場合は、[ESET
AV Removerを使用する]チェックボックスをオフにします。ESET AV Removerは特定のアプリケーショ
ンを削除できます。
8.ターゲットコンピューターのログイン資格情報を入力します。コンピューターがドメインのメンバー
である場合は、ドメイン管理者資格情報を入力します。ローカル管理者資格情報でログインする場合
は、ターゲットコンピューターでリモートUACを無効にする必要があります。任意で、[現在のユー
ザー資格情報を使用する]の横のチェックボックスを選択できます。ログイン資格情報が自動的に入
力されます。
9. 展開方法が使用され、リモートコンピューターでプログラムを実行します。ビルトイン方法
はWindowsエラーメッセージをサポートする既定の設定です。PsExecはサードパーティツールであり、
ビルトイン方法の代替方法です。これらのオプションのいずれかを選択し、[次へ]をクリックします。
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PsExecを選択した場合、ツールがPsExecエンドユーザーライセンス契約に同意できないため、展開
が失敗します。展開を正常に実行するには、コマンドラインを開き、PsExecコマンドを手動で実
行します。
10. インストールが開始すると、「成功」が表示されます。[完了]をクリックし、展開を完了します。
展開が失敗する場合は、ステータス列で詳細をクリックし、詳細を表示します。失敗したコンピュー
ターのリストをエクスポートできます。[失敗したコンピューターのエクスポート]フィールドの横
の[参照]をクリックし、リストを保存する.txtファイルを選択し、[失敗したコンピューターのエクス
ポート]をクリックします。

クライアントコンピューターのステータスロ
グC:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.htmlをチェックし、ESET Managementエー
ジェントが正常に動作していることを確認できます。
さまざまな理由により、展開が失敗する場合があります。 展開の問題がある場合は、トラブル
シューティングの章を参照してください。
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ローカルネットワークのコンピューターを検査
前の章からESET ManagementエージェントおよびESETセキュリティ製品の展開を続行するには:
1. エンドユーザーライセンス契約を読んで同意し、次へをクリックします。
2. 10.100.100.10-10.100.100.250形式でネットワークのIP範囲を入力します。
3. 次の検査方法のいずれかを選択します。
• Ping検査 - コマンドpingでローカルコンピューターを検索します。
このネットワークの一部のクライアントコンピューターは、ファイアウォールの接続ブロック
のため、pingコマンドへの応答を送信する必要はありません。
• ポート検査 - ポート番号を使用して、ネットワークを検査します。
4. ネットワークのコンピューターを検索するには、[検査の開始]をクリックします。
5. 追加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、[次へ]をクリックします。
6. リモート展開に選択したコンピューターが表示されます。すべてのコンピューターが追加されてい
ることを確認し、[次へ]をクリックします。
すべての選択されたコンピューターが同じプラットフォームであることを確認します(64ビットま
たは32ビットOS)。
7. 参照をクリックし、ESET PROTECTまたはESET PROTECT Cloud Webコンソールで作成されたバンドル
インストーラーパッケージを選択します。Live Installer(のみESET PROTECT Cloud)ライブインストーラー
から作成されたESETオフラインインストールパッケージ(.datファイル)を使用することもできます。
ローカルコンピューターに他のセキュリティアプリケーションをインストールしない場合は、[ESET
AV Removerを使用する]チェックボックスをオフにします。ESET AV Removerは特定のアプリケーショ
ンを削除できます。
8.ターゲットコンピューターのログイン資格情報を入力します。コンピューターがドメインのメンバー
である場合は、ドメイン管理者資格情報を入力します。ローカル管理者資格情報でログインする場合
は、ターゲットコンピューターでリモートUACを無効にする必要があります。任意で、[現在のユー
ザー資格情報を使用する]の横のチェックボックスを選択できます。ログイン資格情報が自動的に入
力されます。
9. 展開方法が使用され、リモートコンピューターでプログラムを実行します。ビルトイン方法
はWindowsエラーメッセージをサポートする既定の設定です。PsExecはサードパーティツールであり、
ビルトイン方法の代替方法です。これらのオプションのいずれかを選択し、[次へ]をクリックします。
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PsExecを選択した場合、ツールがPsExecエンドユーザーライセンス契約に同意できないため、展開
が失敗します。展開を正常に実行するには、コマンドラインを開き、PsExecコマンドを手動で実
行します。
10. インストールが開始すると、「成功」が表示されます。[完了]をクリックし、展開を完了します。
展開が失敗する場合は、ステータス列で詳細をクリックし、詳細を表示します。失敗したコンピュー
ターのリストをエクスポートできます。[失敗したコンピューターのエクスポート]フィールドの横
の[参照]をクリックし、リストを保存する.txtファイルを選択し、[失敗したコンピューターのエクス
ポート]をクリックします。

クライアントコンピューターのステータスロ
グC:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.htmlをチェックし、ESET Managementエー
ジェントが正常に動作していることを確認できます。
さまざまな理由により、展開が失敗する場合があります。 展開の問題がある場合は、トラブル
シューティングの章を参照してください。
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コンピューターのリストのインポート
前の章からESET ManagementエージェントおよびESETセキュリティ製品の展開を続行するには:
1. エンドユーザーライセンス契約を読んで同意し、次へをクリックします。
2. 次のオプションのいずれかを選択します。
• テキストファイル(各行に1コンピューター):ホスト名またはIPアドレスがあるファイル。各IP
アドレスまたはホスト名は新しい行に入力する必要があります。
• 管理コンソールからエクスポート:ESET PROTECT Cloud Webコンソールからエクスポートされた
ホスト名またはIPアドレスがあるファイル。
3. [参照]をクリックして、アップロードするファイルを選択し、[次へ]をクリックします。
4. リモート展開に選択したコンピューターが表示されます。すべてのコンピューターが追加されてい
ることを確認し、[次へ]をクリックします。
すべての選択されたコンピューターが同じプラットフォームであることを確認します(64ビットま
たは32ビットOS)。
5. 参照をクリックし、ESET PROTECTまたはESET PROTECT Cloud Webコンソールで作成されたバンドル
インストーラーパッケージを選択します。Live Installer(のみESET PROTECT Cloud)ライブインストーラー
から作成されたESETオフラインインストールパッケージ(.datファイル)を使用することもできます。
ローカルコンピューターに他のセキュリティアプリケーションをインストールしない場合は、[ESET
AV Removerを使用する]チェックボックスをオフにします。ESET AV Removerは特定のアプリケーショ
ンを削除できます。
6.ターゲットコンピューターのログイン資格情報を入力します。コンピューターがドメインのメンバー
である場合は、ドメイン管理者資格情報を入力します。ローカル管理者資格情報でログインする場合
は、ターゲットコンピューターでリモートUACを無効にする必要があります。任意で、[現在のユー
ザー資格情報を使用する]の横のチェックボックスを選択できます。ログイン資格情報が自動的に入
力されます。
7. 展開方法が使用され、リモートコンピューターでプログラムを実行します。ビルトイン方法
はWindowsエラーメッセージをサポートする既定の設定です。PsExecはサードパーティツールであり、
ビルトイン方法の代替方法です。これらのオプションのいずれかを選択し、[次へ]をクリックします。
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PsExecを選択した場合、ツールがPsExecエンドユーザーライセンス契約に同意できないため、展開
が失敗します。展開を正常に実行するには、コマンドラインを開き、PsExecコマンドを手動で実
行します。
8. インストールが開始すると、「成功」が表示されます。[完了]をクリックし、展開を完了します。
展開が失敗する場合は、ステータス列で詳細をクリックし、詳細を表示します。失敗したコンピュー
ターのリストをエクスポートできます。[失敗したコンピューターのエクスポート]フィールドの横
の[参照]をクリックし、リストを保存する.txtファイルを選択し、[失敗したコンピューターのエクス
ポート]をクリックします。

クライアントコンピューターのステータスロ
グC:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.htmlをチェックし、ESET Managementエー
ジェントが正常に動作していることを確認できます。
さまざまな理由により、展開が失敗する場合があります。 展開の問題がある場合は、トラブル
シューティングの章を参照してください。
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コンピューターを手動で追加
前の章からESET ManagementエージェントおよびESETセキュリティ製品の展開を続行するには:
1. エンドユーザーライセンス契約を読んで同意し、次へをクリックします。
2. ホスト名またはIPアドレスを手動で入力し、[次へ]をクリックします。各IPアドレスまたはホスト
名は新しい行に入力する必要があります。
すべての選択されたコンピューターが同じプラットフォームであることを確認します(64ビットま
たは32ビットOS)。
3. リモート展開に選択したコンピューターが表示されます。すべてのコンピューターが追加されてい
ることを確認し、[次へ]をクリックします。
4. 参照をクリックし、ESET PROTECTまたはESET PROTECT Cloud Webコンソールで作成されたバンドル
インストーラーパッケージを選択します。Live Installer(のみESET PROTECT Cloud)ライブインストーラー
から作成されたESETオフラインインストールパッケージ(.datファイル)を使用することもできます。
ローカルコンピューターに他のセキュリティアプリケーションをインストールしない場合は、[ESET
AV Removerを使用する]チェックボックスをオフにします。ESET AV Removerは特定のアプリケーショ
ンを削除できます。
5.ターゲットコンピューターのログイン資格情報を入力します。コンピューターがドメインのメンバー
である場合は、ドメイン管理者資格情報を入力します。ローカル管理者資格情報でログインする場合
は、ターゲットコンピューターでリモートUACを無効にする必要があります。任意で、[現在のユー
ザー資格情報を使用する]の横のチェックボックスを選択できます。ログイン資格情報が自動的に入
力されます。
6. 展開方法が使用され、リモートコンピューターでプログラムを実行します。ビルトイン方法
はWindowsエラーメッセージをサポートする既定の設定です。PsExecはサードパーティツールであり、
ビルトイン方法の代替方法です。これらのオプションのいずれかを選択し、[次へ]をクリックします。
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PsExecを選択した場合、ツールがPsExecエンドユーザーライセンス契約に同意できないため、展開
が失敗します。展開を正常に実行するには、コマンドラインを開き、PsExecコマンドを手動で実
行します。
7. インストールが開始すると、「成功」が表示されます。[完了]をクリックし、展開を完了します。
展開が失敗する場合は、ステータス列で詳細をクリックし、詳細を表示します。失敗したコンピュー
ターのリストをエクスポートできます。[失敗したコンピューターのエクスポート]フィールドの横
の[参照]をクリックし、リストを保存する.txtファイルを選択し、[失敗したコンピューターのエクス
ポート]をクリックします。

クライアントコンピューターのステータスロ
グC:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.htmlをチェックし、ESET Managementエー
ジェントが正常に動作していることを確認できます。
さまざまな理由により、展開が失敗する場合があります。 展開の問題がある場合は、トラブル
シューティングの章を参照してください。
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ESET Remote Deployment Tool - トラブルシューティ
ング
ESET Remote Deployment Toolは、スタンドアロンESET PROTECT CloudコンポーネントとしてESETのWebサ
イトから無償で提供されています。展開ツールは小規模から中規模のネットワークで主に配布するため
のもので、管理者権限で実行されます。
ESET Remote Deployment Toolは、サポートされているMicrosoft Windowsオペレーティングシステム
のクライアントコンピューターにあるESET Managementエージェントに展開するためのものです。
複数のエラーメッセージと、以下の表の一覧にあるさまざまな理由により、展開が失敗する場合があり
ます。
エラーメッセージ

ネットワークパスが見つか
らない (エラーコード0x35)

考えられる原因
• クライアントがネットワークで到達できません。ファイアウォールが
通信をブロックしています
• 受信ポート135、137、138、139、445がクライアントのファイアウォー
ルまたはWindows Firewallで開いていません受信ファイルとプリンター共
有例外の許可が使用されていません。
• クライアントのホスト名を解決できませんでした。有効なFQDNコン
ピューター名を使用してください

• ドメインに参加しているサーバーからドメインに参加しているクライ
アントに展開するときには、ドメイン\ドメイン管理者の形式でドメイ
ン管理者グループのメンバーであるユーザーの資格情報を使用します。
• サーバーから同じドメインにないクライアントに展開するときには、
アクセスが拒否されました ターゲットコンピューターのUACフィルタリングを無効にします。
• サーバーから同じドメインにないクライアントに展開するときには、
(エラーコード0x5)
ユーザー名またはパスワー 管理者の形式で管理者グループのメンバーであるローカルユーザーの資
ドが正しくありません(エラー 格情報を使用します。ターゲットコンピューター名が自動的にログイン
の最初に追加されます。
コード0x52e)
• 管理者アカウントのパスワードが設定されていません
• 不十分なアクセス権です
• ADMIN$管理共有が使用できません
• IPC$管理共有が使用できません
• 簡易ファイル共有の使用が有効です
このインストールパッケー
ジは、この種類のプロセッ
サではサポートされていま
せん。(エラーコード1633)

インストールパッケージは、このプラットフォームではサポートされて
いません。ESET PROTECT Cloud Webコンソールで、正しいプラットフォーム
(64ビットまたは32ビットオペレーティングシステム)のインストールパッ
ケージを作成し、ダウンロードします。

セマフォタイムアウト期間
が終了しました

クライアントは、展開パッケージがあるネットワーク共有にアクセスで
きません。これは、SMB 1.0が共有で無効になっているためです。

考えられる原因に応じて、適切なトラブルシューティング手順を実施します。
考えられる原因

トラブルシューティングの手順

クライアントが ESET PROTECT Cloudサーバーからクライアントの接続を確認します。応答がある場合
ネットワークで は、リモートでクライアントコンピューターにログインします(リモートデスクトッ
到達できません プ経由など)。

118

考えられる原因

トラブルシューティングの手順

クライアントとサーバーの両方で、ファイアウォール設定と、これらの2台のコン
ファイアウォー ピューター間に存在する他のファイアウォール(該当する場合)を確認します。
ルが通信をブロッ 展開が成功した後、ポート2222と2223がファイアウォールで開きません。これらのポー
クしています
トが2つのコンピューター(クライアントとサーバー)間のすべてのファイアウォール
で開いていることを確認します。
DNSの問題に対する考えられる解決策には次の点があります(ただしこれに限定され
ません)。
クライアントの • エージェント展開の問題があるサーバーまたはクライアントのIPアドレスおよびホ
ホスト名を解決 スト名のnslookupコマンドを使用します。結果はコンピューターからの情報と一致
できませんでし するはずです。たとえば、ホスト名のnslookupは、ipconfigコマンドが問題のホス
た
トに表示するIPアドレスを解決します。nslookupコマンドはクライアントとサーバー
で実行される必要があります。
• 重複するDNSレコードがあるかどうか手動で調査します。
管理者アカウン 管理者アカウントの適切なパスワードを設定します(空のパスワードは使用しないで
トのパスワード ください)。
が設定されてい
ません
エージェント展開タスクの作成時にドメイン管理者の認証情報を使用してください。
ワークグループにクライアントコンピューターがある場合、その特定のコンピューター
でローカル管理者アカウントを使用します。
Windows7以降では、エージェント展開タスクを実行するために、Administratorユーザー
不十分なアクセ
アカウントを有効にする必要があります。管理者グループのメンバーであるローカル
ス権です
ユーザーを作成するか、ビルトインローカル管理者アカウントを有効にできます。
Administratorユーザーアカウントを有効にする
1.管理コマンドプロンプトを開きます
2.net user administrator /active:yes 次のコマンドを入力します。
ADMIN$管理共 クライアントコンピューターは共有リソースADMIN$を有効にする必要があります。
有が使用できま 他の共有([スタート] > [コントロールパネル] > [管理ツール] > [コンピューター管
せん
理] > [共有フォルダ] > [共有])間でこれがあることを確認してください。
サーバーがIPC$にアクセスできることを確認します。サーバーのコマンドプロンプト
IPC$管理共有が
から次のコマンドを発行します。
使用できません
net use \\clientname\IPC$。clientnameはターゲットコンピューターの名前です。
アクセスが拒否されましたというエラーメッセージが表示され、ドメインとワークグ
ループの両方を含む混合環境を使用している場合は、エージェント展開の問題が発生
簡易ファイル共 しているすべてのコンピューターで、[簡易ファイル共有を使用する]または[共有ウィ
有の使用が有効 ザードを使用する]を無効にします。例えば、Windows 7の場合は次のようにします。
•スタートをクリックし、検索ボックスにfolderと入力してから、フォルダーオプショ
です
ンをクリックします。表示タブをクリックして、詳細設定ボックスでリストを下方向
にスクロールし、共有ウィザードを使用の横のチェックボックスをオフにします。

エージェント保護
ESET Managementエージェントはビルトインの自己防衛メカニズムで保護されています。この機能は次
のことを実現します。
• ESET Managementエージェントレジストリエントリの修正に対する保護(HIPS)
• ESET Managementエージェントに属するファイルを修正、置換、削除、または改ざんできませ
ん(HIPS)
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• ESET Managementエージェントプロセスを終了できません
• ESET Managementエージェントサービスを停止、一時停止、無効化、アンインストール、または
危険にさらすことができません
一部の保護は、ESET製品に含まれるHIPS機能で対応します。
ESET Managementエージェントの完全な保護を保証するために、クライアントコンピューター
でHIPSを有効にする必要があります。

パスワード保護の設定
自己防衛の他にESETManagementエージェントへのアクセスをパスワードで保護できます(Windowsのみ)。
パスワード保護が使用される場合は、正しいパスワードを入力しないとESET Managementエージェント
をアンインストールまたは修復できません。ESET Managementエージェントパスワードを設定するには、
適切なESET Managementエージェントのポリシーを作成する必要があります。

ESET Managementエージェント設定
ESET Managementエージェントポリシーを使用して、ESET Managementエージェントの特定の設定を構成
できます。 ESET Managementエージェントには定義済みのポリシーがありません。ESET Managementエー
ジェントポリシーを作成するには、ポリシー > 新しいポリシーをクリックし、設定セクションで、次の
設定を調整できるESET Managementエージェントを選択します。

詳細設定
• HTTPプロキシ: プロキシサーバーを使用し、ネットワーク上のクライアントのインターネットト
ラフィックを容易にできます。 このフォールバックオプションを許可する場合は、HTTPプロキシ
が使用不可能な場合は直接接続を使用するを有効にします。
• オペレーティングシステム - スイッチを使用して、クライアントコンピューターの特定の情報
または問題を報告します。たとえば、ESETがインストールされていないアプリケーションの報告を
有効にし、インストールされているサードパーティアプリケーションの報告を有効にできます。
• 製品改善プログラム - クラッシュレポートおよび匿名のテレメトリーデータのESETへの送信を
有効または無効にできます。
• ロギング-ログの詳細を設定して収集されログに記録する情報のレベル、トレース (情報)からク
リティカル(最重要情報)までを決定することができます。最新のESET Managementエージェントロ
グファイルはクライアントコンピューターにあります。
• 設定 - パスワード保護設定はESET Managementエージェントの保護機能です(Windowsのみ)。パス
ワードを設定しESET Managementエージェントパスワード保護を有効にします。ポリシーが適用さ
れると、パスワードを指定しないかぎりESET Managementエージェントをアンインストールまたは
修復できません。
このパスワードを忘れた場合は、ターゲットコンピューターからESET Managementエージェン
トをアンインストールできません。
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割り当て
このポリシーを受信するクライアントを指定します。[割り当て]をクリックすると、すべての静的およ
び動的グループと、そのメンバーが表示されます。ポリシーを適用するコンピューターを選択し、OKを
クリックします。

概要
このポリシーの設定を確認し、[完了]をクリックします。

ポリシーを作成してESET Managementエージェント
パスワード保護を有効にする
次の手順に従い、パスワードを適用してESET Managementエージェントを保護する新しいポリシーを作
成します。パスワード保護設定を使用される場合は、パスワードを入力しないかぎりESET Management
エージェントをアンインストールまたは修復できません。詳細については、「エージェント保護」を参
照してください。

基本
このポリシーの名前を入力します。[説明]フィールドは任意です。

設定
ドロップダウンリストからESET Managementエージェント を選択し、[詳細設定]を展開して[設定]に移
動し、[パスワード保護設定]フィールドにESET Managementエージェント保護で使用するパスワードを
入力します。誰かがクライアントコンピューターのESET Managementエージェントをアンインストール
または修復しようとする場合に、このパスワードが必要です。
このパスワードは安全な場所に記録してください。クライアントコンピューターからESET
Managementエージェントアンインストールを許可するにはパスワードを入力する必要があります。
パスワード保護設定ポリシーが設定されると、正しいパスワードを入力しないとESET Management
エージェントをアンインストールできません。

割り当て
このポリシーを受信するクライアント(個別のコンピューターまたはグループ全体)を指定できます。
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[割り当て]をクリックすると、すべての静的および動的グループと、そのメンバーが表示されます。任
意のコンピューターまたはグループを選択し、OKをクリックします。
グループのすべてのコンピューターを割り当てるには、個別のコンピューターではなくグループ
を割り当て、Webコンソールの速度低下を防止します。
多数のコンピューターを選択すると、Webコンソールに警告が表示されます。
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概要
このポリシーの設定を確認し、[完了]をクリックします。ポリシーは、次回ESET PROTECT Cloudサーバー
に接続した後にターゲットに適用されます(エージェント接続間隔によって異なります)。
ポリシーをただちに適用するには、コンピューターのターゲットでウェイクアップコールの送信
アクションを実行できます。

トラブルシューティング - エージェント接続
クライアントコンピューターがESET PROTECT Cloudサーバーに接続していない可能性がある場合は、ク
ライアントコンピューターでローカルにESET Management エージェントのトラブルシューティングを実
行することをお勧めします。
既定では、ESET Managementエージェントは10分ごとにESET PROTECT Cloudサーバーと同期します。
最新のESET Managementエージェントログファイルを確認します。ファイルは次の場所にあります。
Windows C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs
Linux

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

• last-error.html- ESET Managementエージェントが実行中に記録された最後のエラーを示すプロトコル
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(表)。
• software-install.log - ESET Managementエージェントによって実行された最後のリモートインストー
ルタスクのテキストプロトコル。
• trace.log - 記録されたエラーを含むすべてのESET Managementエージェントアクティビティの詳
細なレポート。

trace.logで詳細なESET Managementエージェントロギングを有効にするにはtrace.logと同じフォ
ルダに拡張子なしでダミーファイルのtraceAllを作成し、コンピューターを再起動します(ESET
Managementエージェントサービスを再起動します)。
• status.htmlESET ManagementエージェントとESET PROTECT Cloudサーバーとの通信の現在の状態を
示す表。ログには、HTTPプロキシ設定、適用されたポリシー(適用された除外を含む)のリスト、デ
バイスが属する動的グループのリストも含まれます。
ESET ManagementエージェントがESET PROTECT Cloudサーバーに接続できなくなる最も一般的な問題
は、DNSが正常に動作していないか、ポートがファイアウォールによってブロックされていることで
す。ESET PROTECT Cloudで使用されるポートの一覧を確認してください。

ESET PROTECT Cloud メインメニュー
すべてのクライアントはESET PROTECT Cloud Webコンソールで管理されます。互換性があるブラウザを
使用して、任意のデバイスからESET PROTECT Cloud Webコンソールにアクセスできます。ウィザードを
使用している場合を除き、左側には常にメインメニューがあります。
をクリックすると、画面の左
側にメニューが開きます。 折りたたむをクリックすると、折りたたむことができます。
左側のメインメニューには、ESET PROTECT Cloudのメインセクションと次の項目があります。
ダッシュボード
コンピューター
検出
レポート
タスク
インストーラー
ポリシー
通知
ステータス概要
ESETソリューション
詳細

ダッシュボード
ダッシュボードは、既定ページとなっており、ユーザーがESET PROTECT Cloud Webコンソールにログイ
ンした後、はじめに表示されます。ネットワークに関する定義済みレポートが表示されます。トップメ
ニューバーのタブを使用して、ダッシュボード間を切り替えることができます。各ダッシュボードは、
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さまざまなレポートで構成されています。

ダッシュボード操作
• 追加 - 記号(ダッシュボードヘッダーの上)をクリックし、新しいダッシュボードを追加します。
新しいダッシュボードの名前を入力し、ダッシュボードの追加をクリックして確認します。新しい
空のダッシュボードが作成されます。
• 移動 - ダッシュボード名をクリックしてドラッグし、他のダッシュボードに相対的な場所を
変更します。
• レポートの追加、既存ダッシュボードの変更、サイズ変更、移動および再調整して、ダッシュボー
ドをカスタマイズできます。
•ダッシュボードを選択し、 の横 歯車アイコンをクリックして、既定に設定を選択し、ダッシュ
ボードにアクセスできるすべての新しいWebコンソールユーザーの既定のダッシュボードとしてダッ
シュボードを使用ます。
選択したダッシュボードタイトルの横の歯車アイコン
オプションを取得します。

をクリックし、ドロップダウンメニューで次の

ページの更新

このダッシュボードでレポートテンプレートを更新します。

削除

ダッシュボードを削除します。

名前の変更

ダッシュボード名を変更します。

複製

ユーザーのホームグループで同じパラメーターのダッシュボードのコピーを
作成します。

レイアウトの変更

このダッシュボードの新しいレイアウトを選択します。変更により、現在の
テンプレートがダッシュボードから削除されます。

これらの既定のダッシュボードをカスタマイズできません。ステータス概要、セキュリティ概
要、ESET LiveGuard、ESET Inspect
ESET Enterprise InspectorとESET Dynamic Threat Defenseの名称がESET InspectとESET LiveGuard
Advancedに変更されました。
ESET PROTECT Cloudからアップグレードした場合は、名前の変更が原因の問題のトラブルシューティ
ングが必要な場合があります。 3.2 また、レポート、動的グループ、通知、あるいはESET
Dynamic Threat DefenseまたはESET Enterprise Inspectorでフィルタリングする他のタイプのルールが
あります。
ESET PROTECT Cloudには、4つのダッシュボードがあらかじめ設定されています。

ステータス概要
ステータス概要ダッシュボードは、ESET PROTECT Cloudにログインするたびに表示される既定の画面です
(別のダッシュボードを既定のダッシュボードに設定していない場合)。ネットワークに関する一般情報
が表示されます。
デバイスフィルター - 最後に報告されたステータスに基づき、管理されたデバイス数を表示します。4
つのタイルをそれぞれクリックし、デバイスのフィルタリングされたリストを表示できます。
デバイスステータス - 該当するタブでインストールされたセキュリティ製品のタイプに基づき、管理
されたデバイス数を表示します。グループのセキュリティ製品が展開されていない場合、タブには該当
するインストーラーパッケージを展開するオプションが表示されます。
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接続ステータス - 最後に接続された管理されたデバイスの一覧を表示します。

コンポーネントバージョンステータス
グラフは、最新および古いESETコンポーネントバージョンまたはESETセキュリティ製品バージョンの比
率を示します。

古いコンポーネントまたはアプリケーションを表す黄/赤色のグラフをクリックし、インストールされ
たESETコンポーネントのアップデートを選択して、アップデートを開始します。 ビジネス製品のESETサ
ポート終了ポリシーも参照してください。
• 赤 (レガシー) - ESETコンポーネント/製品のレガシーバージョン、またはサポートが終了し、ESET
Repositoryに存在しない、セキュリティ脆弱性が検出された古いバージョン。
• 黄 (最新の状態ではない) - ESETコンポーネント/製品のインストールされているバージョンは最新
ではありませんが、サポートされています。通常、最近検出されたセキュリティ脆弱性が含まれて
いる場合を除き、最新バージョンよりも古い2つのバージョンは黄色です。
• 緑 (OK) - 最新バージョンのESETコンポーネント/製品がインストールされているか、インストー
ルされているバージョンが、使用されているESET PROTECT Cloud Webコンソールに対応する最新バー
ジョンのESETコンポーネント/製品です。
特定のオペレーティングシステムバージョンまたはプラットフォーム(x86、x64、ARM64)のESET
Repositoryに、新しい互換性のあるコンポーネント/製品バージョンがない場合は、前のESET
コンポーネント/製品バージョンがOK (緑)を報告します。

• 青 ( 待機) - 自動アップデートが有効で、最新バージョンが自動的にインストールされます。次
の自動アップデートの詳細をお読みください。
oESET Managementエージェント
oESETセキュリティ製品
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ESETコンポーネントが長期間アップデートされていない場合は、青いグラフをクリックし、イ
ンストールされたESETコンポーネントのアップデートを選択して、手動でアップデートできま
す。
あるいは、エージェントのアップグレードクライアントタスクを使用して、エージェントを
アップグレードし、ソフトウェアインストールクライアントタスクを使用して、ESETセキュリ
ティ製品をアップグレードできます。
• グレー (不明) - ESETコンポーネント/製品がインストールされますが、バージョンは認識されてい
ません(ESET製品の新規インストールの直後など)。

管理ステータス - 管理および保護 (ESETエージェントとセキュリティ製品がインストールされたクライ
アントデバイス)、管理(エージェントのみのクライアントデバイス)、管理対象外 (ESET PROTECT Cloud
に認識されているネットワークにあり、エージェントがないクライアントデバイス)、Rogue (ESET
PROTECT Cloudに認識されず、Rogue Detection Sensorで検出されたクライアントデバイス)。
RSSフィード - WeLiveSecurity およびEsetナレッジベースポータルからRSSフィードを表示します。RSS
フィードで歯車アイコンをクリックすると、フィード自動再生をオフにするか、個別のフィードソース
をオフにするか、RSSフィードをオフにすることができます。

インシデント概要
重要度、検出方法、解決ステータス、検出がある上位10のコンピューター/ユーザーなど、過去7日間に
見つかった未解決の検出の概要を示します。

ESET LiveGuard
ESET LiveGuard Advancedを使用している場合は、便利なESET LiveGuard Advancedレポートの概要をここで
確認できます。 歯車アイコン( の横)をクリックし、ESET LiveGuardの表示/非表示を選択して、ダッ
シュボードを表示/非表示します。

ESET Inspect
ESET Inspect Cloudを使用している場合、このダッシュボードには重要なESET Inspect Cloud統計データの概
要が表示されます。タイルをクリックすると、ESET Inspect Cloudコンソールが開き、コンソールに移動し
ます。 歯車アイコン( の横)をクリックし、ESET Inspectの表示/非表示を選択して、ダッシュボード
を表示/非表示します。
ESET Inspectタイルには次の情報が表示されます。
• 重要度別の未解決の検出—重要度別の未解決の検出と未解決の検出の総数(重要度別)。情報、警
告、または重大。
• 過去7日間の重要度別の検出—過去7日間の複合線グラフと重要度別検出数。
• 過去7日間に検出が発生した上位10台のコンピューター—コンピューター名、検出重要度レベ
ル(赤: 重大、黄: 警告、青: 情報)別のコンピューター数、検出数。
• 検出重要度別のコンピューター - 検出重要度レベル別のコンピューター数のドーナツグラフ。
重大、警告、および情報。
• インシデント—ステータス(オープン、進行中、保留、解決済み、クローズ、無効)別の(ESET Inspect
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Cloudで作成された)インシデント数。インシデントステータスの横の番号をクリックすると、ESET
Inspect Cloudで詳細が表示されます。

コンピューター
このダッシュボードでは、保護の状態、オペレーティングシステム、アップデートの状態など、クライ
アントマシンの概要を説明しています。

ウイルス対策検出
ここでは、未解決の検出、直近の7日間または30日間における検出など、クライアントセキュリティ製
品のウイルス対策モジュールからのレポートを表示することができます。

ファイアウォール検出
重要度、レポート時間などに応じた、接続中のクライアントのファイアウォールイベント。

ESETアプリケーション
このダッシュボードでは、インストール済みのESETアプリケーションの情報を確認できます。

クラウドベース保護
このダッシュボードでは、クラウドベースの保護レポートの概要(ESET LiveGrid®とESET LiveGuard
Advanced (適切なライセンスがある場合))が表示されます。

ダッシュボードレポートのアクション
サイズの変更

クリックすると、レポートを全画面モードで表示することができます。

更新

レポートテンプレートを更新します。

ダウンロード

ダウンロードをクリックし、レポートを生成してダウンロードします。 .pdf
または.csvを選択できます。 CSVはテーブルデータにのみ適していて、; (セ
ミコロン)を区切り文字として使用します CSVレポートをダウンロードし、
テキスト列に数値が表示される場合は、PDFレポートをダウンロードしてテ
キスト値を表示することをお勧めします。

変更

テンプレートのリストから別のレポートテンプレートを選択します。

レポートテンプレー 既存のレポートテンプレートを編集します。新しいレポートテンプレートを
作成する場合と同じ設定とオプションが適用されます。
トの編集
更新間隔の設定

テンプレートのカスタム更新間隔を設定します。

スケジュール

レポートのスケジュール - トリガー、 調整、およびレポート配信のスケジュー
ルを修正できます。スケジュールされたレポートタブに、すべてのスケジュー
ルされたレポートが表示されます。

削除

ダッシュボードからレポートテンプレートを削除します。

名前の変更

レポートテンプレート名を変更します。

このセル
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このダッシュボードの新しいレイアウトを選択します。変更により、現在の
テンプレートがダッシュボードから削除されます。

ダッシュボードの権限
ユーザーはダッシュボードを操作する適切な権限が必要です。ユーザーがアクセス権があるグループに
含まれるレポートテンプレートのみをダッシュボードで使用できます。レポートとダッシュボードの権
限がユーザーに割り当てられていない場合は、ダッシュボードセクションにデータが表示されません。
管理者は既定ですべてのデータを表示できます。
• 読み取り - レポートテンプレートとカテゴリを一覧表示します。レポートテンプレートに基づ
いてレポートを生成できます。ユーザーは自分のダッシュボードを読み取れます。
• 使用 - 使用可能なレポートテンプレートでダッシュボードを修正できます。
• 書き込み - レポートテンプレートとカテゴリを作成、修正、削除できます。
すべての既定のテンプレートは[すべて]グループにあります。

ドリルダウン
ドリルダウンダッシュボード機能を使用して、詳細にデータを検査できます。サマリーが特定の項目を
対話的に選択し、詳細データを表示できます。サマリー情報からドリルダウンして関心項目に焦点を当
て、この特定の項目に関する詳細を表示します。通常は、ドリルダウンできる複数のレベルがあります。
複数のドリルダウンオプションがあります。
• 詳細情報の表示 - コンピューター名と説明、静的グループ名など。クリックした行の元のデータ
(未集計)を表示します。
• 「値」のみを表示 - 選択した重要度レベルのデータのみを表示します。情報、緊急、セキュリティ
リスク、セキュリティ通知など。
• 列の展開 「値」 - 集計情報が表示されます(通常はカウントまたは合計)。例えば、列に数値だけ
があり、[列「コンピューター」を展開]をクリックすると、コンピューターに関するすべての詳細
が一覧表示されます。
• コンピューターの一覧で表示 - コンピューターページに移動します(100項目の結果のみを表示)。

ワンクリックアクション
検出された問題に関する情報が記載されたレポートでは、表/グラフの項目をクリックすると、追加の
ドリルダウンオプションを使用できます。
• 「選択したアラートを解決するタスク」- 即時実行される提案されたタスクを選択すると、アラー
トを解決できます。
タスク経由でアラートを解決できず、ポリシー設定では解決できる場合は、次のオプションが表示
されます。
o ポリシーの管理
o新しいポリシー
• Webの検索 - 選択したアラートをGoogle検索します。選択したアラートを解決する提案された応答
(タスクまたはポリシー設定)がない場合は、このオプションを使用できます。
他のレポートのドリルダウンで取得した結果には、最初の1,000項目のみが表示されます。
129

レポートを生成およびダウンロードする場合は、[生成とダウンロード]をクリックします。 .pdfまた
は.csvを選択できます。 CSVはテーブルデータにのみ適していて、; (セミコロン)を区切り文字として使
用します CSVレポートをダウンロードし、テキスト列に数値が表示される場合は、PDFレポートをダウン
ロードしてテキスト値を表示することをお勧めします。
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コンピューター
ESET PROTECT Cloudに追加したすべてのクライアントデバイスは、グループに分かれてこちらに表示さ
れます。各デバイスは1つの静的グループに割り当てられます。(左側の)リストからグループをクリッ
クすると、右側のペインで該当するグループのメンバー(クライアント)が表示されます。
管理対象外のコンピューター (ESETManagementエージェントまたはESETセキュリティ製品がインストー
ルされていないネットワーク上のクライアント)は通常、Lost + foundグループに表示されます。ESET
PROTECT Cloud Webコンソールに表示されるクライアントのステータスは、クライアントのESETセキュリ
ティ製品の設定とは異なります。このため、特定のステータスがクライアントに表示されない場合でも、
ESET PROTECT Cloud Webコンソールには表示されます。クライアントをドラッグアンドドロップし、グ
ループ間を移動します。
デバイスの追加ボタンをクリックし、次を選択します。
•

コンピューター - コンピューターを選択した静的グループに追加できます。

•

モバイルデバイス - モバイルデバイスを選択した静的グループに追加できます。

デバイスをクリックすると、そのデバイスで使用できるアクションの新しいメニューが開きます。デバ
イスの横のチェックボックスを選択し、下のバーのコンピューターボタンをクリックします。コンピュー
ターメニューには、デバイスのタイプに応じてさまざまなオプションが表示されます。様々なアイコン
タイプとステータスの詳細については、アイコン凡例を参照してください。アラート列でアラート数を
クリックし、コンピューター詳細セクションでアラートのリストを表示します。
前回の接続には、管理されたデバイスの前回の接続日時が表示されます。緑の点は、コンピューター
が10分以内に接続されていることを示します。前回の接続列情報はハイライトされ、コンピューターが
接続していないことを示します。
o黄色(エラー) - コンピューターは2～14日接続されていません。
o赤(警告) - コンピューターは14日以上接続されていません。
接続の問題を防止するために、登録されたモバイルデバイスは15日に1回以上ESET PROTECT Cloud
に接続してください。登録電子メールでこの情報を確認できます。
Inspect アイコンをクリックすると、ESET Inspect Cloud Webコンソールのコンピューターセクションが
開きます。 ESET Inspect Cloudは、ESET Inspect Cloudライセンスがあり、ESET Inspect CloudがESET PROTECT
Cloudに接続している場合にのみ使用できます。 WebコンソールユーザーがESET Inspectにアクセスするに
は、少なくとも読み取り権限が必要です。

ビューのフィルタリング
ビューをフィルタリングするには複数の方法があります。
• 標準フィルター: フィルタリング条件を追加するには、フィルターの追加をクリックし、リストか
ら項目を選択します。検索文字列を入力するか、フィルターフィールドでドロップダウンメニューか
ら項目を選択して、Enterを押します。アクティブなフィルターは青でハイライト表示されます。
• ステータスアイコンを使用して、重要度別にフィルタリングできます。 赤 - エラー、 黄 - 警
告、
緑 - OK、
灰色 - 管理されていないコンピューター。重要度アイコンは、特定のクライアン
トコンピューター上のESET製品に関する現在のステータスを表します。それぞれのアイコンをオンま
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たはオフにして、アイコンを組み合わせて使用することができます。たとえば、警告のあるコンピュー
タだけを確認するには、 黄色のアイコンをオンの状態のままにします(残りのアイコンをオフにす
る必要があります)。 警告および エラーの両方を確認するには、この2つのアイコンをオンのまま
にします。
• フィルターの追加 > 製品カテゴリをクリックし、ドロップダウンメニューを使用して、表示する
デバイスのタイプを選択することができます。
oすべてのデバイス -クライアントの表示制限(フィルタ)なしに、すべてのクライアントコンピュー
ターを再度表示するには、ドロップダウンメニューからこのオプションを選択します。表示を絞り
込む場合は、フィルタオプションの組み合わせを使用します。
oESET保護 - ESET製品で保護。
oESET PROTECT Cloud - エージェント、RD Sensor、サーバーなどの個別のESET PROTECT Cloudコンポー
ネント。
oその他 - Shared Local Cache、仮想セキュリティアプライアンス、ESET Inspectコネクター、ESET Full Disk
Encryption。
• サブグループの表示チェックボックス - 現在選択されているグループに対するサブグループを表
示します。
• コンピューター画面には、展開可能なフィルターパネルとして、詳細フィルターが表示されます。

詳細フィルターには、さまざまなフィルターの値と選択した結果の正確な数がリアルタイムでプレ
ビュー表示されます。
多数のコンピューターをフィルタリングする場合は、詳細フィルターによって、管理可能な結果数を
返すフィルター値が表示され、適切なデバイスをすばやく検索できます。
列の項目をクリックし、フィルターを適用します。適用されたフィルターは、青いバブルとして詳細
フィルターの上部に表示されます。適用されたフィルターをクリックすると、等しいまたは等しくな
い値のフィルタリングが切り替わります。

列の 歯車アイコンをクリックすると、列の値が並べ替えられます。あるいは、詳細フィルターの上
の 歯車アイコンをクリックします。 ウィザードを使用して、( 追加、 削除、
並べ替え)表
示される項目を調整します。ドラッグアンドドロップを使用して、列を調整することもできます。リ
セットをクリックすると、テーブル列を既定の状態(既定の順序で使用可能な列)にリセットします。
詳細フィルターは静的グループでのみ使用できます。動的グループでは詳細フィルタを使用で
きません。
• 高度なフィルタリングでは、動的グループまたはレポートを使用します。
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• 複製のマスターに設定されたコンピューターを検索するには、フィルターの追加 > 複製のマスター
の順にクリックして、複製のマスターフィルターの横のチェックボックスをオンにします。

フィルターとレイアウトのカスタマイズ
現在のWebコンソール画面ビューをカスタマイズできます。
• サイドパネルとメインテーブルを管理します。
• フィルターとフィルタープリセットを追加します。 タグを使用して、表示される項目をフィル
タリングできます。
リスト内で特定のコンピューターを見つけることできずESET PROTECT Cloudインフラストラクチャ
内にあることがわかっている場合には、すべてのフィルターがオフになっていることを確認して
ください。

コンピューター詳細
コンピューターの詳細を確認するには、静的または動的グループでクライアントコンピューターを選択
し、詳細をクリックするか、コンピューター名をクリックして、右側にコンピューターのプレビューサ
イドパネルを表示します。
Inspect アイコンをクリックすると、ESET Inspect Cloud Webコンソールのコンピューターセクションが
開きます。 ESET Inspect Cloudは、ESET Inspect Cloudライセンスがあり、ESET Inspect CloudがESET PROTECT
Cloudに接続している場合にのみ使用できます。 WebコンソールユーザーがESET Inspectにアクセスするに
は、少なくとも読み取り権限が必要です。
情報ウィンドウは、次の部分で構成されています。

概要:
コンピューター
• 編集アイコン をクリックして、コンピューターの名前または説明を変更します。既に同じ名前
の別の管理対象コンピューターがある場合は、重複する名前を許可するを選択できます。
• タグを選択をクリックして、タグを割り当てます。
• FQDN - コンピューターの完全修飾ドメイン名
• 親グループ - コンピューターの親静的グループを変更します。
• IP - コンピューターのIPアドレス。
• 適用されたポリシー数 - 数字をクリックし、適用されたポリシーの一覧を表示します。
• 動的グループのメンバー - クライアントコンピューターが最新のレプリケーション中に存在し
ていた動的グループのリスト。

ハードウェア
このタイルには、主要なハードウェアパラメーター、オペレーティングシステムの情報、および固有の
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識別子の一覧が表示されます。タイルをクリックすると、詳細 - ハードウェアタブが表示されます。
ハードウェアインベントリも参照してください。

アラート
• アラート - 現在のコンピューターの問題のリストへのリンク。
• 未解決の検出数 - 未解決の検出数。カウントをクリックし、未解決の検出の一覧を表示します。
• 前回の接続時間:前回の接続には、管理されたデバイスの前回の接続日時が表示されます。緑の点
は、コンピューターが10分以内に接続されていることを示します。前回の接続列情報はハイライト
され、コンピューターが接続していないことを示します。
o黄色(エラー) - コンピューターは2～14日接続されていません。
o赤(警告) - コンピューターは14日以上接続されていません。
• 前回ブート日時 - 管理されたデバイスの前回の起動日時。管理されたコンピューターは、前回
のブート時刻を確認するために、ESETManagementエージェント10.0以降を実行する必要があります。
前のエージェントバージョンはn/aを報告します。
• 前回検査日時 - 前回の検査の時間情報。
• 検出エンジン - ターゲットデバイスの検出エンジンのバージョン。
• 更新 - アップデートステータス

製品とライセンス
コンピューターにインストールされているESETコンポーネントの一覧。タイルをクリックすると、詳細
- 製品とライセンスタブが表示されます。

暗号化
暗号化タイルは、ESET Full Disk Encryptionをサポートするワークステーションでのみ表示されます。
• コンピューターの暗号化をクリックして、暗号化の有効化ウィザードを開始します。
• 暗号化が有効な場合は、管理をクリックして、暗号化オプションを管理します。
• ユーザーがパスワードを使用してログインできない場合や、技術的な問題が原因でワークステー
ション上の暗号化されたデータにアクセスできない場合に、管理者は暗号化回復プロセスを開始で
きます。

ESET LiveGuard Advanced
タイルには、サービスに関する基本情報が表示されます。次の2つのタイルステータスがあります。
• 白 - 既定の状態。ESET LiveGuard Advancedがアクティベーションされ、動作した後、タイルは白
状態です。
• 黄 - ESET LiveGuard Advancedサービスの問題がある場合は、タイルが黄色に変わり、問題に関す
る情報が表示されます。
使用可能なアクション:
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• 有効にする - このオプションは、製品ライセンスをインポートした後に使用できます。クリッ
クすると、現在のコンピューターでESET LiveGuard Advanced製品のアクティベーションタスクとポ
リシーを設定します。
ESET LiveGuard Advancedがインストールされた各デバイスでは、ESET LiveGrid®レピュテーション
システムおよびESET LiveGrid®フィードバックシステムを有効にする必要があります。デバイス
ポリシーを確認してください。
• 送信 されたファイル - 送信された ファイルメニューへのショートカット。
• 詳細 -

製品ページへのショートカット。

ユーザー
• ログインユーザー(コンピューターのみ) - デバイスにログインしたユーザーのドメインとユー
ザー名。
• 割り当てられたユーザー
oユーザーの割り当てをクリックし、コンピューターユーザーからこのデバイスにユーザーを
割り当てます。
コンピューターは1つの処理で最大200人のユーザーにのみ割り当てることができます。
oごみ箱アイコン

をクリックし、現在のユーザーの割り当てを解除します。

o割り当てられたユーザーのユーザー名をクリックし、アカウント詳細を表示します。

ロケーション
タイルはモバイルデバイスでのみ使用できます。iOS Apple Business Manager (ABM)のデバイスは、紛失モー
ドが有効なときにのみローカライズできます。

仮想化
コンピューターを複製のマスターに設定し、VDI設定を表示した後に、タイルが表示されます。歯車ア
イコンをクリックして、VDI設定を変更します。

下部には次のボタンがあります。
• ネットワーク隔離ボタンをクリックして、コンピューターでネットワーク隔離クライアントタスク
を実行します。
o

ネットワークから隔離する

o

ネットワーク隔離を終了

• 仮想化ボタンは、複製用にコンピューターを設定するために使用されます。コンピューターが複製
されるか、コンピューターのハードウェアが変更されるときに必要です。
o複製のマスターとして設定する
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oハードウェア検出を無効にする - ハードウェア変更の検出を永久的に無効にします。このアクショ
ンは元に戻せません。
o複製のマスターから解除する - マスターフラグを削除します。これが適用された後、コンピュー
ターの新しいクローンを作成するたびに質問が発生します。
ハードウェアフィンガープリント検出は次のシステムではサポートされていません。
• Linux、macOS、Android、iOS
• 仮想エージェントホスト(ESET仮想化セキュリティ)で管理されたシステム
• ESET Managementエージェントがインストールされていないコンピューター

設定
設定タブ - インストールされているESET製品(ESET Managementエージェント、ESETエンドポイントなど)
の設定の一覧を含みます。使用可能なアクションは次のとおりです。
• 設定の要求をクリックすると、ESET Managementエージェントのタスクを作成し、すべての管理対
象の製品設定を収集できます。タスクがESET Managementエージェントに配信された後、ただちに
実行され、結果は次回の接続時にESET PROTECT Cloudサーバーに配信されます。これにより、すべ
ての管理対象製品設定のリストを表示できます。
• コンテキストメニューから設定を開き、ポリシーに変換します。設定をクリックし、ビューアー
で表示します。
• 設定を開くと、ポリシーに変換できます。ポリシーに変換をクリックします。現在の設定がポリ
シーウィザードに転送され、新しいポリシーとして設定を修正および保存できます。
• 診断およびサポート目的で設定をダウンロードします。選択した設定をクリックし、ドロップダ
ウンメニューで診断用にダウンロードをクリックします。
適用されたポリシータブ - デバイスに適用されたポリシーのリスト。コンピューターにインストール
されていないESET製品またはESET製品機能のポリシーを適用した場合は、一覧のポリシーが表示されま
せん。
選択したデバイスに割り当てられたポリシーと、デバイスを含むグループに適用されたポリシー
が表示されます。
ロックされた (編集できない)ポリシー(特定のビルトインポリシー(自動アップデートポリシー
やESET LiveGuardポリシーなど)、またはユーザーに読み取り権限がありますが、書き込み権限で
はないポリシーの横にはロックアイコンがあります。
[ポリシーの管理]をクリックし、ポリシーを管理、編集、割り当て、または削除できます。 ポリシー
は順序(ポリシー順序列)に基づいて適用されます。ポリシー適用の優先度を変更するには、ポリシーの
横のチェックボックスをオンにして、すぐに適用または後で適用ボタンをクリックします。
適用された除外タブ - デバイスに適用された除外のリスト。

ログ(コンピューターのみ)
• SysInspector - [ログの要求] (Windowsのみ)をクリックし、SysInspectorログ要求タスクを選択した
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クライアントで実行します。 タスクが完了した後、新しいエントリがESET SysInspectorログのリス
トに表示されます。リストのログをクリックすると、展開します。
• Log Collector - Log Collectorの実行をクリックして、Log collector タスクを実行します。タスクが完
了した後、新しいエントリがログのリストに追加されます。リストのログをクリックすると、ダウ
ンロードします。
• 診断ログ - 診断 > オンをクリックすると、現在のコンピューターで診断モードを開始します。診
断モードは、クライアントにすべてのログをESET PROTECT Cloudサーバーに送信させます。すべて
のログは24時間以内に参照できます。ログは次の5つのカテゴリに分類されます。迷惑メール ログ、
ファイアウォール ログ、HIPS ログ、デバイス コントロール ログおよびWeb コントロール ログ。 診
断 > オフをクリックすると、診断モードが停止します。
デバイスごとのログ配信のファイルサイズ上限は15MBです。 Webコンソールの詳細を > ログセク
ションからログにアクセスできます。 タスクによって収集されたログが15 MBより大きい場合は、
タスクが失敗します。 タスクが失敗した場合は次の処理を実行できます。
• デバイスでローカルにログを収集します。
• ログの詳細レベルを変更し、タスクを再試行します。
oWindowsターゲットの場合、/Targets:EraAgLogsパラメーターを使用して、ESETManagementエー
ジェントログのみを収集します。
oLinux/macOSターゲットの場合、--no-productlogsパラメーターを使用して、インストールされ
たESETセキュリティ製品からログを除外します。

タスクの実行時刻
実行されたタスクのリスト。ビューをフィルタリングし、結果を絞り込めます。また、タスクの詳細を
表示したり、タスクを編集、複製、削除、実行/再実行したりすることもできます。

インストール済みアプリケーション
バージョン、サイズ、セキュリティステータスなどの詳細と、クライアントにインストールされたプロ
グラムを一覧表示します。 エージェントポリシー設定経由で、サードパーティー(非ESET)アプリケーショ
ンレポートをオンにできます。
アプリケーションを選択し、アンインストールをクリックして削除します。
• アンインストールパラメーターを入力するように要求されます。これらはインストーラー(イン
ストールパッケージ)の任意のコマンドラインパラメーターです。アンインストールパラメーター
は各ソフトウェアインストーラーで固有です。特定の製品のマニュアルで詳細を確認してください。
• [必要なときに自動的に再起動]の横のチェックボックスを選択し、インストール後にクライア
ントコンピュータを強制的に自動再起動します。あるいは、このオプションをオフにし、クライア
ントコンピューターを手動で再起動できます。 管理されたコンピューターの再起動/シャットダウ
ン動作を設定できます。コンピューターは、ESET Managementエージェント9.1以降とこの設定をサ
ポートするESETセキュリティ製品を実行する必要があります。
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クライアントコンピューターからESET Managementエージェントをアンインストールすると、デバ
イスはESET PROTECT Cloudで管理されなくなります。
• ESET Managementエージェントをアンインストールした後に、ESETセキュリティ製品の一部の設
定が残る場合があります。
• エージェントがパスワードで保護されている場合は、アンインストールできません。デバイス
を管理から削除する前に、ポリシーを使用して、保持する一部の設定（パスワード保護など）を
既定の設定にリセットすることをお勧めします。
• エージェントで実行中のすべてのタスクは破棄されます。データレプリケーションによっては、
このタスクの実行中、完了、失敗実行ステータスが、ESET PROTECT Cloud Webコンソールに正確に表
示されない場合があります。
• エージェントがアンインストールされた後、統合されたEGUIまたはeShellからセキュリティ製品
を管理できます。
ESET製品のアップデートが利用可能な場合は、ESET製品のアップデートボタンをクリックして、ESET製品
をアップデートできます。
• ESET PROTECT Cloudは、管理されたコンピューターでのESET Managementエージェントの自動アッ
プグレードをサポートします。
• iOSデバイスは、1日に1回、インストールされているソフトウェアのリストをESET PROTECT
Cloudに報告します。ユーザーはリストを強制的に更新できません。

アラート
アラートとその詳細の一覧を示します。問題、ステータス、製品、発生日時、重要度など。コンピュー
ターセクションから直接このカテゴリにアクセスするには、[アラート]列でアラートカウントをクリッ
クします。ワンクリックアクションでアラートを管理できます。

質問(コンピューターのみ)
複製関連の質問の一覧は、質問タブに表示されます。変更または複製されたコンピューターの問題の解
決について詳細をお読みください。

検出と隔離
• 検出 - すべての検出タイプが表示されますが、フィルタリングできます。 検出カテゴリ - ウ
イルス対策、 ブロックされたファイル、 ESET Inspect、 ファイアウォール、 HIPS、 Web保護。
• 隔離 - 隔離された検出と、検出名、検出タイプ、オブジェクト名、サイズ、最初の発生日時、数、
ユーザー理由などの詳細の一覧を表示します。

詳細
• 基本 - デバイスの情報。OS名、タイプ、バージョン、シリアル番号、FQDN名など。このセクショ
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ンには、デバイスがミュートかどうか、管理方法、前回更新日時、適用されたポリシー数に関する
情報も含まれます。
• ハードウェア -コンピューターのハードウェアの情報、メーカー、モデル、CPU、RAM、ストレー
ジ(容量と空き領域を含む)、周辺機器、ネットワーク情報(IPｖ4、IPv6、サブネット、ネットワークア
ダプターなど)。ハードウェアインベントリも参照してください。
• 製品とライセンス -現在の検出エンジンのバージョン、インストール済みESETセキュリティ製品
のバージョン、使用済みライセンス。
• 暗号化 - ESET Full Disk Encryptionを使用する場合は、ディスク暗号化ステータス概要を参照してく
ださい。

コンピュータープレビュー
コンピューターでコンピューター名をクリックして、右側にコンピューターのプレビューサイドパネル
を表示します。コンピューターのプレビューサイドパネルには、選択したコンピューターに関する最も
重要な情報が表示されます。
コンピュータープレビュー操作:
•

詳細を表示 - コンピューター詳細メニューを開きます

•

次へ - コンピューターのプレビューサイドパネルに次のデバイスを表示します。

•

前へ - コンピューターのプレビューサイドパネルに以前のデバイスを表示します。

• コンピューター詳細の内容を管理 - コンピューターのプレビューサイドパネルのセクション
と表示順を管理できます。
•
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閉じる - コンピューターのプレビューサイドパネルを閉じます。

コンピューターを管理から削除する
デバイスを管理から削除するには、コンピューターをクリックして、デバイスを選択し、 管理 > 削
除をクリックします。ダイアログボックスには、選択したコンピューターを管理から削除するために必
要な手順が表示されます。
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次のステップに進むときには、前の手順を正常に完了したことを確認します。これは正しいデバ
イス削除に必要です。
1. エンドポイント設定のリセット - ポリシーの管理をクリックし、適用されているすべてのポリシー
を削除して、ローカルデバイス管理を許可します。ポリシーセクションのポリシー削除ルールを参照
してください。 エンドポイント製品設定にアクセスパスワードが設定されている場合は、パスワー
ドを無効にするをクリックして、ポリシーパスワード保護を無効にするを選択したコンピューターに
割り当てます。あるいは、新しいポリシーを作成して、パスワードを削除(選択してパスワードを設
定し、パスワードは入力しない)し、コンピューターに割り当てられます。 ESET Full Disk Encryptionで
暗号化されたコンピューターの場合は、復号手順に従います。
2. コンピューター管理の停止 - 管理の停止タスクを実行するか、ESET Managementエージェントまた
はESETセキュリティ製品をコンピューターでローカルからアンインストールします。これにより、コ
ンピューターとESET PROTECT Cloud間の接続が一時停止します。
3. コンピューターをデータベースから削除 - コンピューターがESET PROTECT Cloudに接続していない
ことを確認した後、管理されたデバイスのリストから削除できます。
• インストールされているESETセキュリティ製品をアクティベーション解除するチェックボックス
をオンにし、選択したコンピューターにインストールされているすべてのESET製品からライセンス
を削除します。ESETビジネス製品のアクティベーション解除も参照してください。
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グループ
グループは、コンピューターと他のオブジェクトが分類されるフォルダーと考えることができます。
コンピューターとデバイスには、定義済みのグループおよびグループテンプレートを使用して、新しい
グループを作成することもできます。クライアントコンピューターはグループに追加できます。これに
より、ニーズに合わせて構成および編成されたコンピューターを保持できます。静的グループにコン
ピュータを追加できます。
静的グループは手動で管理されます。動的グループはテンプレートの特定の条件に基づいて自動で配置
されます。コンピューターがグループにある場合、ポリシー、タスク、設定をこれらのグループに割り
当てることができます。ポリシー、タスク、設定はグループのすべてのメンバーに割り当てられます。
クライアントグループには2種類あります。

静的グループ
静的グループは選択されたクライアントコンピューターと他のオブジェクトのグループになります。グ
ループメンバーは、静的で手動で追加/削除のみでき、動的条件に基づいておりません。オブジェクト
は1つの静的グループにだけ属することができます。オブジェクトが含まれていない場合にのみ、静的
グループを削除できます。

動的グループ
動的グループは、特定の条件を満たしてグループのメンバーになるデバイスのグループです(タスクや
ポリシーなどの他のオブジェクトではありません)。クライアントデバイスが条件を完全に満たしてい
ない場合、グループから削除されます。条件を満たすコンピューターは、グループに自動的に追加され
ます。このため、動的という名称になっています。
グループ名の横の歯車アイコン
示します。

をクリックして、使用可能なグループアクションとグループ詳細を表

グループメンバーのコンピューターは、右側のウィンドウに一覧表示されます。

グループアクション
コンピューターに移動し、管理するグループを選択します。グループの横の歯車アイコン
し、[移動]を選択します。次のオプションのメニューが表示されます。
グループアク
ション

グループアクション説明

をクリック

動的
静的グルー
グルー
プ
プ

詳細を表示

選択したグループの概要を表示します。

✔

✔

監査ログ

選択した項目の監査ログを表示します。

✔

✔

新しい静的 選択したグループは、既定で親グループとなっていますが、新し
い静的グループを作成するときに親グループを後で変更すること ✔
グループ
ができます。

X

新しい動的 選択したグループは、既定で親グループとなっていますが、新し
い動的グループを作成するときに親グループを後で変更すること ✔
グループ
ができます。

✔

新しい通知
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新しい通知を作成します。

X

✔

グループアク
ション
タスク

ソリューショ
ン

レポート

グループアクション説明

このグループのデバイスで実行されるクライアントタスクを選択
できます。
検査 - 選択したグループのすべてのクライアントで、オンデ
マンド検査タスクを実行します。
アップデート:
•
モジュールのアップデート - モジュールアップデートタス
ク(アップデートを手動でトリガー)が実行されます。
• ESET製品のアップデート - 古いESETセキュリティ製品がイ
ンストールされているコンピューターで、ソフトウェアのインス
トールタスクを実行します。
• OSのアップデート - 選択したグループのコンピューター
で、OSのアップデートタスクを実行します。
モバイル - 詳細については、Anti-Theftアクションを参照して
ください。
•
再登録 - モバイルデバイスを再登録します。
•
検索 - モバイルデバイスのGPS座標を要求します。
•
ロック - 不審なアクティビティが検出されるか、デバイス
が紛失に設定されると、デバイスがロックされます。
✔
•
ロック解除 - デバイスのロックが解除されます。
• パスコードをクリア - iOS/iPadOSデバイスからパスコードを
削除します。
•
警報/紛失モード - リモートで大音量の警報音をトリガー
します。デバイスがミュートに設定されていても、警報音が作動
します。
• 初期設定リセット - デバイスに保存されているすべてのデー
タが完全に消去されます。
タスクの実行 - 1つ以上のクライアントタスクを選択し、選
択したデバイスで実行します。
新しいタスク - 新しいクライアントタスクを作成します。タ
スクを選択し、このタスクの調整 (任意)を設定します。このタ
スクは、タスク設定に従って、キューに追加されます。
このオプションは、使用可能なタスクのリストから選択した既存
のタスクをただちにトリガーします。このタスクはただちに実行
されるため、トリガーは使用できません。
最近実行したタスク - すべてのグループとコンピューターで
最近実行されたクライアントタスクの一覧。

✔

有効の横のESET Inspect — 静的グループ をクリックし、
ソリューション > ESET Inspectを有効化を選択して、コンピュー
ターでESET Inspectをアクティベーションおよび有効化できます
ESET LiveGuardを有効にする -静的グループの横のコンピュー ✔
タまたは歯車アイコン をクリックし、 ソリューション >
ESET LiveGuardの有効化を選択して、ESET LiveGuard Advancedをア
クティベーションして有効化します。

X

選択したグループからレポートを選択します。

✔

X

✔

✔

✔

✔

ポリシーの 選択したグループに割り当てられたポリシーを管理します。
管理
編集
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動的
静的グルー
グルー
プ
プ

選択したグループを編集します。新しいグループ(静的または動
的)を作成する場合、同じ設定が適用されます。

グループアク
ション

グループアクション説明

動的
静的グルー
グルー
プ
プ

移動

グループを選択し、別グループのサブグループとして移動するこ
✔
とができます。

✔

削除

選択したグループを削除します。

✔

✔

X

✔

インポート コンピュータのリスト(通常はテキストファイル)を選択したグルー
プのメンバーとしてインポートすることができます。コンピュー
✔
タがこのグループのメンバーとして既に存在する場合は、選択し
たアクションに基づいて競合が解決されます。

X

エクスポー グループ(選択した場合、およびサブグループ)のメンバーをリスト
(.txt.txtファイル)にエクスポートします。このリストを使用して ✔
ト
確認したり、後でインポートすることもできます。

X

生成されたアクセストークンを使用して、ESET Active Directory
Scannerを認証し、ESET PROTECT Cloudに接続して、Active Directory ✔
を選択した静的グループと同期します。

X

すぐに適用
後で適用

Active
Directory
Scanner

動的グループの優先度を変更します。

グループ詳細
選択したグループアクション

詳細を表示を選択すると、選択したグループの概要が表示されます。

概要:
概要では、 または説明の追加をクリックすると、グループ設定を編集できます。グループ配置、およ
び親グループと子グループの情報が表示されます。選択したグループが動的グループの場合、コンピュー
ターが評価され、グループに割り当てられる条件となる処理とルールが表示されます。

タスク
グループに割り当てられたクライアントタスクを表示および編集できます。

ポリシー
既存のポリシーをグループに割り当てるか、新しいポリシーを作成できます。グループに割り当てられ
たポリシーを表示および編集できます。
選択したグループに割り当てられたポリシーのみを表示できます。ここでは、グループの個別の
コンピューターに適用されたポリシーは表示されません。
ポリシーは順序(ポリシー順序列)に基づいて適用されます。ポリシー適用の優先度を変更するには、ポ
リシーの横のチェックボックスをオンにして、すぐに適用または後で適用ボタンをクリックします。

アラート
グループのコンピューターからのアラートのリスト。ワンクリックアクションでアラートを管理できま
す。
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除外
グループに適用された除外のリスト。

静的グループ
静的グループは次の目的で使用されます。
• デバイスを整理し、グループとサブグループの階層を作成します
• オブジェクトを整理します
• ユーザーのホームグループとして機能します
ホームグループ - ホームグループは、現在アクティブなユーザーの割り当てられた権限設定に基づい
て、自動的に検出されます。

シナリオの例:
現在アクティブなユーザーアカウントには、ソフトウェアインストールクライアントタスクへの
書き込みアクセス権と、ユーザーアカウントホームグループ「Department_1」があります。ユーザー
が新しいソフトウェアインストールクライアントタスクを作成すると、クライアントタスクのホー
ムグループとして「Department_1]が自動的に選択されます。
あらかじめ選択されたホームグループが要求を満たしていない場合は、ホームグループを手動で選択で
きます。
静的グループは手動でのみ作成できます。デバイスはこれらのグループに手動で移動できます。各コン
ピューターまたはモバイルデバイスは、1つの静的グループのみに属することができます。静的グルー
プの管理はグループアクションから使用できます。
次の2つの既定の静的グループがあります。
• すべて - これはESET PROTECT Cloudサーバーネットワーク内のすべてのデバイスのメイングルー
プになります。管理者が作成したすべてのオブジェクトは既定でこのグループに含まれます。常に
表示され、名前を変更できません。このグループへのアクセスはすべてのサブグループへのアクセ
スをユーザーに付与します。このため、注意して配布してください。
• Lost + Found- すべてグループの子グループ。新しいコンピューターが初めてESET PROTECT Cloudサー
バーに接続すると、自動的にこのグループに表示されます。グループ名を変更し、コピーできます
が、削除または移動はできません。
コンピューターを別の静的グループに移動するには、コンピューターをクリックし、
を選択し、ターゲット静的グループを選択して、OKをクリックします。
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グループに移動

静的グループは次の場合にのみ削除できます。
• ユーザーはこのグループに対する書き込み権限がある
• グループが空
静的グループにオブジェクトがある場合、削除処理が失敗します。各メニューには、オブジェク
トがある[アクセスグループ]フィルターボタンがあります(たとえば、インストーラー)。
[選択]をクリックして静的グループを選択します。このグループに
含まれるオブジェクトのみがビューに一覧表示されます。このフィルタリングされたビューでは、
ユーザーは簡単に1つのグループからオブジェクトを操作できます。

新しい静的グループを作成します
新しい静的グループを作成するには、コンピューターをクリックし、静的グループの横の歯車アイコン
を選択して、新しい静的グループを選択します。

基本
新しいグループの名前と説明を入力します。任意で、親グループを変更できます。既定では、親グルー
プは、新しい静的グループの作成時に選択したグループです。親グループを変更する場合は、親グルー
プの変更をクリックし、ツリーから親グループを選択します。新しい静的グループの親は静的グループ
である必要があります。動的グループには静的グループを含めることができません。完了をクリックし
て、新しい静的グループを作成します。
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静的グループのエクスポート
ESET PROTECT Cloud構造にあるコンピューターのリストは簡単にエクスポートできます。リストをエク
スポートし、バックアップとして保存すると、グループ構造を復元する場合などに、後からリストをイ
ンポートできます。
静的グループには1つ以上のコンピューターを含む必要があります。空のグループをエクスポート
することはできません。
1. コンピューターに移動し、エクスポートする静的グループを選択します。
2. 歯車アイコンをクリックし、
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エクスポートを選択します。

3. 選択した静的グループにコンピューターを含むサブグループが含まれている場合は、サブグループ
からコンピューターをエクスポートすることもできます。

4. ファイルは.txt形式で保存されます。
動的グループは、動的グループテンプレートで定義された条件に従ったコンピューターへのリン
クにすぎないため、エクスポートできません。

静的グループのインポート
静的グループからエクスポートしたファイルはESET PROTECT Cloud Webコンソールに再度インポートで
き、既存のグループ構造に含めることができます。
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1.コンピューターをクリックし、静的グループを選択します。
2.歯車アイコンをクリックし、

インポートを選択します。

3.ファイルの選択をクリックし、.txtファイルに移動します。
4.グループファイルを選択して、開くをクリックします。ファイル名がテキストボックスに表示
されます。
5.次のオプションのいずれかを選択して競合を解決します。
• 同じエントリが他の場所で見つかった場合は、デバイスを作成または移動しないでください。
静的グループが存在し、 .txtファイルからコンピューターがグループにすでに存在する場合、そ
のコンピューターはスキップされ、インポートされません。これに関する情報が表示されます。
• インポートされたパスにデバイスが存在しない場合は、既存のデバイスを移動します。可能
な場合は、管理対象デバイスのみを同じパスに保持します。
静的グループが存在し、.txtファイルからのコンピューターがこのグループにすでに存在する場
合、インポート前にコンピューターを他の静的グループに移動する必要があり、インポート後、
そのコンピューターは移動後の場所から元の場所に戻ります。
• インポートされたパスにデバイスが存在しない場合は、既存のデバイスを複製します。
静的グループが存在し、.txtファイルからのコンピューターがこのグループにすでに存在する場
合、そのコンピューターの複製が同じ静的グループ内に作成されます。元のコンピューターは、
完全な情報と一緒に表示され、複製はコンピューター名のみ表示されます。
6.インポートをクリックすると、静的グループとコンピューターがインポートされます。
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ESET Business Account/ESET MSP Administratorの静的
グループツリー
ESET Business AccountからESET PROTECT Cloudを展開する場合、ESET Business Account会社構造(サイトを含
む)または構造が静的グループツリー(ESET PROTECT Cloudバージョン3.4の新機能)に表示されます。
ESET MSP AdministratorからESET PROTECT Cloud展開する場合、静的グループツリーにESET MSP
Administrator構造が表示されます。 マネージドサービスプロバイダー向けESET PROTECT Cloudの詳細を
お読みください。

ESET Business Account/ESET MSP Administratorの静的グループツリー構
造
すべて >
会社の下の静的グループツリーのコンピューターで、ESET Business Account/ESET MSP
Administratorの静的グループツリー構造を表示できます。

会社の下には次の情報が表示されます。
•

ESET Business Account会社 — ESET Business AccountからESET PROTECT Cloudを展開した場合。

•

ESET MSP Administratorツリー — ESET MSP AdministratorからESET PROTECT Cloudを展開した場合。

• 両方のツリー - 混在アカウントからESET PROTECT Cloudを展開した場合。
ESET MSP Administratorアカウントがある場合は、MSPのエンティティの構造の詳細を参照してください。

ESET Business Accountサイト同期
ESET Business Accountサイトがある場合、ESET PROTECT Cloudは、自動的にサイトを静的グループツリーと
同期し、各サイトのライセンスを ESET Business Account会社の下の該当する静的グループ( アイコン
が表示)に割り当てます。
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• (静的グループを手動で作成する代わりに)自動的に作成された静的グループサイトを使用して、
サイトを管理することをお勧めします。
• カスタムESET PROTECT Cloudアクセスでサイト管理者を作成し、手動で権限を割り当てる必要が
あります。 各サイト管理者のホームグループとしてそれぞれのサイト静的グループを選択し、管
理者に同じホームグループの権限設定を割り当てます。
たとえば、2つのサイト(site1およびsite2)があるとします。
1.各サイトのユーザーを作成します(site1_adminおよびsite2_admin)。
2.任意:該当するホームグループ(サイト)を各ユーザーに(site1をsite1_adminに、site2
をsite2_adminに)割り当てます。
3.各ユーザーの権限セットを作成します(site1_adminのsite1_permissions、site2_admin
のsite2_permissions)。
4.該当する静的グループを各権限セットに(site1をsite1_permissionsに、site2をsite2_permissionsに)
割り当てます。
5.各権限セットの必要な機能とアクセスレベル(読み取り、使用、書き込み)を割り当てます。
6.各権限セットを該当するユーザーに割り当てます(site1_permissionsをsite1_admin
に、site2_permissionsをsite2_adminに割り当て)。
7.これで、各サイト管理者はサイトとオブジェクト(ライセンスなど)のみを表示できます。
サイトが静的グループツリー構造で同期されている場合に、ESET Business Accountでサイト名を変更する
と、ESET PROTECT Cloudでも変更されます。
サイトを静的グループツリー構造で同期し、ESET Business Accountでサイトを削除する場合は、ESET
PROTECT Cloudのアイコンが に変更されます。

共有オブジェクト
ESET Business AccountまたはESET MSP Administratorの静的グループツリー構造には、共有オブジェクトと
呼ばれる追加の専用静的グループが含まれます。
共有オブジェクトを使用して、アクセス(共有オブジェクトのレベルまたはツリー構造の下の静的グルー
プへのアクセス)が制限されたその他のユーザーと、Webコンソールオブジェクト(ポリシー、動的グルー
プテンプレートなど)を共有できます。
1.Web コンソールオブジェクトのアクセスグループとして共有オブジェクトを選択します。
2.使用権限を共有オブジェクトに割り当てます。
• 制限されたユーザーには、共有オブジェクトで書き込み権限が割り当てられていないことを確
認し、編集を防止してください。使用権限で十分です。
• 共有オブジェクトにはコンピューターを保存できません。共有オブジェクトはコンピューター
のグループの下に表示されません。

動的グループ
動的グループは、コンピューターステータスに基ずくフィルタリングと見なすことができます。1つの
コンピューターに複数のフィルタが適用される場合があります。このため、複数の動的グループを割り
当てられます。これにより、動的グループが静的グループと異なります。1つのクライアントは複数の
静的グループに属することができないためです。
動的グループは特定の条件に基づいて選択されたクライアントのグループです。コンピューターが特定
の動的グループのメンバーになるには、動的グループテンプレートで定義された特定の条件を満たす必
要があります。各テンプレートは1つまたは複数のルールから構成されています。新しいテンプレート
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を作成するときに、これらのルールを指定できます。クライアントコンピューターが条件を完全に満た
していない場合、グループから削除されます。定義済みの条件を満たす場合、グループに追加されます。
デバイスはESET PROTECT Cloudにチェックインするたびに、動的グループに含まれるかどうかを評価さ
れます。デバイスが動的グループテンプレートで指定された値を満たす場合、自動的にこのグループに
割り当てられます。コンピューターはエージェント側でフィルタリングされるため、追加情報をサーバー
に転送する必要はありません。エージェントは、クライアントが属する動的グループを独自に判断し、
この判断だけをサーバーに通知します。
クライアントデバイスが接続されていない場合(オフの場合など)、動的グループのメンバーシッ
プは更新されません。デバイスが再接続された後、動的グループのメンバーシップが更新されま
す。
ESET PROTECT Cloudを作成した後には、コンピューターとモバイルデバイスで複数の定義済み動的グルー
プを使用できます。 カスタム動的グループを作成できます。このためには2つの方法があります。
• まずテンプレートを作成し、次に動的グループを作成します。
• 新しい動的グループを作成するときには、新しいテンプレートを作成します。
他のESET PROTECT Cloudの部分で動的グループを使用できます。ポリシーをそれらに割り当てる(ポリシー
を適用する方法を参照)か、グループのすべてのコンピューターに対するタスクを準備できます。
動的グループは静的グループまたは動的グループ内(の下)にすることができます。ただし、静的グルー
プは動的グループ内にすることができません。特定の静的グループの下の動的グループは、静的グルー
プのデバイスだけをフィルタリングします。動的グループが別の動的グループ内にある場合、上位の動
的グループの結果をフィルタリングします。グループが作成されると、ツリー全体を自由に移動できま
す。
動的グループの管理はグループアクションから使用できます。

新しい動的グループの作成
次の手順に従い、新しい動的グループを作成します。
1.コンピューターをクリックして、グループの横の歯車アイコン を選択して、新しい動的グルー
プを選択します。新しい動的グループウィザードが表示されます。
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2.新しいテンプレートの名前と説明を入力します。
3.[親グループの変更]をクリックすると、親グループも変更できます。

4.テンプレートをクリックします。すべての動的グループは、グループがクライアントコンピュー
ターをフィルタリングする方法を定義するテンプレートから作成されます。無制限の数の動的グ
ループを1つのテンプレートから作成できます。
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テンプレートは静的グループに保存される静的オブジェクトです。ユーザーはテンプレートにア
クセスするために適切な権限が必要です。ユーザーが動的グループテンプレートを操作するには
アクセス権が必要です。すべての定義済みテンプレートは静的グループすべてにあり、既定では
管理者のみが使用できます。他のユーザーには追加の権限を割り当てる必要があります。結果と
して、ユーザーは既定のテンプレートを表示または使用できない可能性があります。テンプレー
トはユーザーが権限を持つグループに移動できます。
テンプレートを複製するには、ソーステンプレートがあるグループ(動的グループテンプレート)
に対する使用権限とユーザーのホームグループ(複製が保存される場所)に対する書き込み権限が
ユーザーに割り当てられている必要があります。オブジェクトの複製の例を参照してください。
• 定義済みのテンプレートまたは既に作成したテンプレートからグループを作成する場合は、[既
存から選択]をクリックし、リストから該当するテンプレートを選択します。
• テンプレートを作成しておらず、リストの定義済みテンプレートのいずれも適していない場合
は、[新規]をクリックして、新しいテンプレートに従います。
動的グループテンプレートのルールを使用して、新しい動的グループを作成する方法については、例を
参照してください。

5.概要をクリックします。新しいグループは親グループの下に表示されます。

静的または動的グループの移動
動的グループは、静的グループを含む他のグループのメンバーになれます。静的グループは動的グルー
プに移動できません。また、定義済み静的グループ(Lost + found静的グループなど)を他のグループに移
動できません。他のグループは自由に移動できます。
グループの横の歯車アイコン をクリックし、[移動]を選択します。ウィンドウが表示され、グループ
ツリー構造を示します。選択したグループの移動先のグループ(動的または静的)を選択します。移動先
のグループが親グループになります。また、グループをドラッグして、選択した移動先グループにドロッ
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プし、グループを移動することもできます。
新しい場所の動的グループは、前の場所に関係せずに、コンピューター(テンプレートに基づく)
をフィルタリングし始めます。

3つの方法でグループを移動できます。
• ドラッグアンドドロップ- 移動するグループをクリックし続け、新しい親グループの上で放しま
す。

• 歯車アイコン

> 移動 > リストから新しい親グループを選択して、OKをクリックします。

• 歯車アイコン > 編集 > 親グループの変更を選択します。リストから新しい親グループを選択し
て、OKをクリックします。
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グループへのクライアントタスクの割り当て
コンピューターから、静的または動的グループを選択し、歯車アイコン
クリックします。新しいクライアントタスクウィザードが開きます。
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> タスク >

新しいタスクを

グループへのポリシーの割り当て
ポリシーが作成された後、静的または動的グループに割り当てることができます。ポリシーは2つの方
法で割り当てることができます。

方法I.
ポリシーの下、アクション > 詳細を表示 > 割り当て先 > グループの割り当てをクリックします。リス
ト(その他のグループを選択できます)静的または動的グループを選択し、[OK]をクリックします。

方法II.
1. コンピューターをクリックし、グループ名の横の歯車
理を選択します。
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アイコンをクリックして、ポリシーの管

2. ポリシーアプリケーション順序ウィンドウで、ポリシーの追加をクリックします。
3. このグループに割り当てるポリシーの横にあるチェックボックスをオンにし、OKをクリックしま
す。
4. [閉じる]をクリックします。
特定のグループに割り当てられたポリシーを確認するには、グループを選択し、ポリシータブをクリッ
クして、グループに割り当てられたポリシーのリストを表示します。
特定のポリシーに割り当てられたグループを表示するには、ポリシーを選択し、詳細を表示 > 割り当て
先を表示します。
ポリシーの詳細については、ポリシーの章を参照してください。

検出
検出セクションには、管理されたデバイスで見つかったすべての検出の概要が表示されます。
左側には、グループ構造が表示されます。グループを参照し、特定のグループのメンバーの見つかった
検出を確認できます。アカウントのグループに割り当てられたクライアントで見つかったすべての検出
を表示するには、すべてのグループを選択し、適用されたフィルターを削除します。
ESET技術と保護する検出/攻撃のタイプの詳細については、ESET用語集を参照してください。

検出ステータス
脅威ステータスに基づいて、2種類の検出があります。
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• 未解決の検出 -未解決の検出はまだ駆除されていない検出です。検出を駆除するには、検出を含
むフォルダーで駆除を有効にして、詳細検査を実行します。検出を駆除し、検出を排除するには、
検査タスクを正常に完了する必要があります。検出から24時間以内にアクティブな検出を解決しな
い場合は、アクティブ状態から、未解決になります。
• 解決済みの検出 - これらは、ユーザーによって解決済みに設定された検出ですが、詳細検査に
よって検査されていません。解決済みに設定された検出があるデバイスは、検査が実行されるまで、
フィルタリングされて表示されます。

処理された検出ステータスは、ESETセキュリティ製品が検出に対してアクションを実行したかどうかを
示します(検出タイプと駆除レベル設定によって異なります)。
• はい - ESETセキュリティ製品は検出に対してアクション(削除、駆除、または隔離)を実行しまし
た。
• いいえ - ESETセキュリティ製品は検出に対してアクションを実行しませんでした。
レポート、通知、動的グループテンプレートでは、フィルターとして処理された検出を使用できます。

クライアントデバイスで見つかったすべての検出が隔離に移動されるわけではありません。隔離
されない検出:
• 削除できない検出
• 動作に基づき不審ではあるものの、マルウェアとして特定されない検出。たとえば、PUA。

検出の集約
検出が時間および他の条件によって集約され、解決を簡素化します。同じ検出が繰り返し発生する場合、
Webコンソールは1行に表示され、解決が容易になります。24時間を経過した検出は、毎日午前0時に自
動的に集計されます。解決済み列でX/Y (解決済みのアイテム/合計アイテム数)によって、集約された検
出を特定できます。検出詳細の発生タブには、集約された検出が一覧表示されます。

アーカイブ内の検出
アーカイブで1つ以上の検出が見つかった場合、アーカイブ内の各検出が検出で報告されます。
検出を含むアーカイブファイルを除外しても、検出は除外されません。アーカイブ内の個々の検
出を除外する必要があります。アーカイブに含まれるファイルの最大ファイルサイズは3 GBです。
除外された検出は、別のアーカイブまたはアーカイブされていない場合でも検出されなくなります。

フィルタリング検出
既定では、正常に駆除された検出を含む、過去7日間のすべての検出タイプが表示されます。複数の条
件で検出をフィルタリングできます。ミュートされたコンピューターおよび発生が既定で有効にされま
す。
一部のフィルターは既定で有効です。メインメニューに検出が表示され、検出リストに表示され
ない場合は、チェックをすると、有効なフィルターが表示されます。
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より詳細に表示するには、次の例のような他のフィルターを追加できます。
• 検出カテゴリ - ウイルス対策、
ル、 HIPS、 Web保護。

ブロックされたファイル、

ESET Inspect、

ファイアウォー

• 検出タイプ
• 検出を報告したクライアントのIPアドレス
• スキャナー - 検出を報告したスキャナーの種類を選択します。たとえば、ランサムウェア対策
スキャナーは、ランサムウェア保護によって報告された検出を示しています。
• アクション - 検出に対して実行されたアクションを選択します。ESETセキュリティ製品は次のア
クションをESET PROTECT Cloudに報告します。
o駆除 - 検出が駆除されました。
o削除 / 削除により駆除 - 検出は削除されました。
o削除されたオブジェクトの一部 - 検出を含むアーカイブが削除されました。
oブロック / 切断 - 検出されたオブジェクトへのアクセスがブロックされました。
o保持 - さまざまな理由により、アクションは実行されませんでした。例:
➢ 対話アラートで、アクションを実行しないようにユーザーが手動で選択しました。
➢ ESET セキュリティ製品検出エンジン設定では、検出カテゴリの保護レベルがレポートレベル
より低く設定されます。

フィルターとレイアウトのカスタマイズ
現在のWebコンソール画面ビューをカスタマイズできます。
• サイドパネルとメインテーブルを管理します。
• フィルターとフィルタープリセットを追加します。 タグを使用して、表示される項目をフィル
タリングできます。

検出の管理
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検出名をクリックすると、右側の検出プレビューサイドパネルが表示されます。
検出を管理するには、アイテムをクリックして、使用可能なアクションのいずれかを選択するか、1つ
以上のアイテムの横のチェックボックスをオンにして、検出画面の下の部分にあるボタンを使用します。
• 検査 - 選択した検出を報告したデバイスで、オンデマンド検査タスクを実行します。
•

詳細を - 検出詳細を参照してください。

• コンピューター - 検出が見つかったときにコンピューターで実行できるアクションの一覧が表示
されます。この一覧は、コンピューターセクションの一覧と同じです。
•

監査ログ - 選択した項目の監査ログを表示します。

•
解決済みに設定 /
解決に設定できます。

未解決に設定 - ここまたはコンピューター詳細で、検出を解決済み/未

•
パスを検査( ウイルス対策検出 - ファイルと既知のパスでのみ使用可能) - 定義済みのパス
と対象でオンデマンド検査タスクを作成します。
•
除外の作成(
外を作成します。

ウイルス対策検出と

ファイアウォールIDSルールでのみ使用可能) -検出除

•
Investigate (Inspect)では、ESET Inspect Cloud Webコンソールで直接項目の詳細を開くことができ
ます。右上のInspect アイコンをクリックすると、ESET Inspect Cloud Webコンソールの検出セクショ
ンが開きます。 ESET Inspect Cloudは、ESET Inspect Cloudライセンスがあり、ESET Inspect CloudがESET
PROTECT Cloudに接続している場合にのみ使用できます。 WebコンソールユーザーがESET Inspectにア
クセスするには、少なくとも読み取り権限が必要です。
•
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ESET LiveGuardにファイルを送信は、

ブロックされたファイルでのみ使用できます。ESET

LiveGuard Advanced Webコンソールからマルウェア分析のファイル(ESET PROTECT Cloud)を送信でき
ます。提出されたファイルでは、ファイル分析の詳細を確認できます。分析のためにESETエンドポ
イント製品から手動で実行ファイルをESET LiveGuard Advancedに送信できます(ESET LiveGuard
Advancedライセンスが必要です)。

検出プレビュー
検出で、検出名をクリックすると、右側に検出プレビューサイドパネルが表示されます。検出プレビュー
サイドパネルには、選択した検出に関する最も重要な情報が表示されます。
検出プレビューの操作:
•

詳細を表示 - 検出の詳細を開きます。

•

次へ - 検出プレビューサイドパネルに次のデバイスを表示します。

•

前へ - 検出プレビューサイドパネルに前のデバイスを表示します。

• 検出詳細のコンテンツを管理 - 検出プレビューサイドパネルのセクションと表示順を管理で
きます。
•

閉じる - 検出プレビューサイドパネルを閉じます。

検出の詳細
検出の詳細には、次の2つのセクションがあります。
• 概要 - 概要セクションには、検出の基本情報が表示されます。このセクションでは、さまざまな
アクションで検出を管理(使用可能なアクションは検出カテゴリによって異なります)したり、コン
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ピューター詳細に移動して、検出が発生したコンピューターの詳細を確認したりすることができま
す。
• 発生 - 発生セクションは、検出が集約されているときにのみ有効であり、個別の検出が一覧表示
されます。同じ検出に関するすべての発生を解決済み/未解決に設定できます。

除外の作成
検出で選択したアイテムを将来の検出から除外できます。検出をクリックして、 除外の作成をクリッ
クします。 ウイルス対策検出と ファイアウォール検出 - IDSルールのみを除外できます。除外を作
成して、その他のコンピューター/グループに適用できます。詳細 > 除外セクションには、すべての作
成された除外が含まれ、表示がわかりやすくなり、管理が簡素化されます。
除外は注意して使用してください。コンピューターが感染するおそれがあります。
ESET PROTECT Cloudには、次の2つの

ウイルス対策除外カテゴリがあります。

• パフォーマンスの除外- パスで定義されたファイルとフォルダーの除外。ポリシーを使用して作
成できます。「パフォーマンスの除外形式と例」も参照してください。
• 検出除外- 検出名、検出名とそのパス、またはオブジェクトハッシュ(SHA-1)によって定義された
ファイルの除外。「検出名による検出除外の例」も参照してください。

検出除外の制限
• ESET PROTECT Cloudでは、ポリシーを使用して、検出除外を作成することはできません。
• 以前にポリシーに検出除外が含まれていた場合、ポリシーから除外リストに除外を移行できます。
• 既定では、検出除外は、管理されたコンピューターの既存のローカル除外を置き換えます。既存のロー
カル除外リストを保持するには、検出除外を適用する前に、検出除外をローカル定義されたリストの最
後に追加することを許可するポリシー設定を適用する必要があります。
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設定
選択した除外条件に基づいて、1つ以上の検出を除外できます。

ウイルス対策検出
• パスと検出 - ファイル名(file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/34e1824e/ggdsfdgfd.pdf.exeな
ど)を含む、検出名とパスで各ファイルを除外します。
• 正確なファイルSHA-1ハッシュで各ファイルを除外します。
• 検出検出名で各ファイルを除外します。

アーカイブ内の検出
アーカイブで1つ以上の検出が見つかった場合、アーカイブ内の各検出が検出で報告されます。
検出を含むアーカイブファイルを除外しても、検出は除外されません。アーカイブ内の個々の検
出を除外する必要があります。アーカイブに含まれるファイルの最大ファイルサイズは3 GBです。
除外された検出は、別のアーカイブまたはアーカイブされていない場合でも検出されなくなります。

ファイアウォール検出 - IDSルール
• 検出とコンテキスト(推奨) - 検出、アプリケーション、IPアドレスによって、次の条件の組み合
わせでファイアウォール検出を除外します。
• IPアドレス - リモートIPアドレスでファイアウォール検出を除外します。このオプションは、特
定のコンピューターとのネットワーク通信で誤検出が発生する場合に使用します。
• 検出 - 検出を除外し、複数のリモートコンピューターからトリガーされた誤検出を無視します。
• アプリケーション - ネットワーク検出からアプリケーションを除外します。IDS誤検出の原因とな
るアプリケーションのネットワーク通信を許可します。

検出タイプに基づいて、推奨オプションがあらかじめ選択されています。
一致するアラートを解決チェックボックスをオンにすると、除外の対象となるアラートを自動的に解決
します。
任意で、コメントを追加できます。

対象
検出除外( ウイルス対策検出および ファイアウォールIDSルール)は、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コンピューターにのみ割り当てることができます。 除外は
互換性のないESETセキュリティ製品には適用されず、無視されます。
既定では、除外はユーザーのホームグループに適用されます。
割り当てを変更するには、ターゲットの追加を選択し、除外が適用される対象を選択するか、既存の割
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り当てを選択して、対象の削除をクリックします。

プレビュー
作成された除外の概要を表示できます。すべての除外設定が、設定に基づいて、正しいことを確認しま
す。
除外を作成した後に編集することはできません。割り当てのみを 変更するか、除外を削除できま
す。
完了をクリックして、除外を作成します。
作成したすべての除外は、詳細 > 除外で確認できます。コンピューターまたはグループに除外が適用さ
れているかどうかを確認するには、コンピューターの詳細 > 設定 > 適用された除外またはグループ詳
細 > 除外に移動します。

除外と互換性のあるESETセキュリティ製品
除外は互換性のないESETセキュリティ製品には適用されず、無視されます。

ウイルス対策検出除外
すべての管理可能なESETセキュリティ製品は、次を除き、

ウイルス対策検出除外に対応します。

• ESET Endpoint Security for Android
• ESET LiveGuard Advanced
• ESET Inspect Cloud
• ESET仮想セキュリティ
• ESET Endpoint for macOSバージョン6.8.1以降。

ファイアウォールIDSの除外
次のESETセキュリティ製品は

ファイアウォールIDSの除外に対応しています。

• ESET Endpoint Antivirus for Windows (バージョン8.0以降)
• ESET Endpoint Security for Windows (バージョン8.0以降)

ランサムウェアシールド
ESETビジネス製品(バージョン7以降)には、ランサムウェアシールドがあります。この新しいセキュリ
ティ機能は、HIPSの一部であり、コンピューターをランサムウェアから保護します。ランサムウェアが
クライアントコンピューターで検出されると、ESET PROTECT Cloud Webコンソールの検出に検出詳細が表
示されます。ランサムウェア検出のみをフィルタリングするには、フィルターの追加 > スキャナー > ラ
ンサムウェア対策スキャナーのをクリックします。ランサムウェア保護の詳細については、ESET用語集
を参照してください。
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ESETビジネス製品のポリシー設定を使用して、ESET PROTECT Cloud Webコンソールからランサムウェアシー
ルドをリモート設定できます。
• ランサムウェア保護を有効にする - ESETビジネス製品は、ランサムウェアのように動作するすべ
ての不審なアプリケーションを自動的にブロックします。
• 監査モードを有効にする - 監査モードを有効にすると、ランサムウェア保護によって特定され
た検出はESET PROTECT Cloud Webコンソールで報告されますが、セキュリティ製品によってブロッ
クされません。 管理者は、報告された検出をブロックするか、除外の作成を選択して、除外する
かを決定できます。 このポリシー設定は、ESET PROTECT Cloud Webコンソールでのみ使用できます。

既定では、ランサムウェアシールドは、合法的なアプリケーションを含め、潜在的なランサムウェ
アの動作をしているすべてのアプリケーションをブロックします。新しい管理されたコンピュー
ターでは、少しの間、監査モードを有効にするを推奨します。このようにすると、動作に基づい
てランサムウェアとして検出される合法的なアプリケーション(誤検出)を除外できます。永久的
に監査モードを使用することは推奨されません。監査モードを有効にすると、管理されたコン
ピューターのランサムウェアが自動的にブロックされないためです。

ESET Inspect Cloud
ESET Inspect Cloud - 包括的なエンドポイント検出および応答システムであり、インシデント検出、イン
シデント管理と応答、データ収集、危険検出の指標、特異性の検出、動作検出、ポリシー違反などの機
能があります。ESET Inspect Cloud、インストール、機能の詳細については、ESET Inspect Cloudヘルプを参照
してください。
ESET Enterprise InspectorとESET Dynamic Threat Defenseの名称がESET InspectとESET LiveGuard
Advancedに変更されました。
ESET PROTECT Cloudからアップグレードした場合は、名前の変更が原因の問題のトラブルシューティ
ングが必要な場合があります。 3.2 また、レポート、動的グループ、通知、あるいはESET
Dynamic Threat DefenseまたはESET Enterprise Inspectorでフィルタリングする他のタイプのルールが
あります。

ESET Inspect Cloud 設定
ESET Business AccountからESET Inspect Cloudをアクティベーションできます。ESET Inspect Cloudをアクティ
ベーションするには、ESET Inspect Cloudライセンスが必要です。
ESET Inspect Cloudは、ESET Inspect Cloudライセンスがあり、ESET Inspect CloudがESET PROTECT Cloudに接続
している場合にのみ使用できます。 WebコンソールユーザーがESET Inspectにアクセスするには、少なく
とも読み取り権限が必要です。

管理されたESET Inspectコンピューターへのコネクターの展開
コンピューターをクリックするか、その他のコンピューターを選択して、コンピューター >
ション >
ESET Inspectを有効にするをクリックし、ESET Inspectコネクターを管理され
たWindows/Linux/macOSコンピューターに展開します。
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ソリュー

ESET Inspect CloudでのESET PROTECT Cloud検出の報告
ESET PROTECT Cloudは、ESET Inspect Cloud検出を検出に保存または表示しません。ESET Inspect Cloud検出の
統計情報は、ESET PROTECT Cloud > ダッシュボード > ESET Inspectで確認できます。
ESET Inspect Cloudで報告された別の検出タイプは ブロックされたファイル (ESET Inspect Cloudでブロッ
クされた実行ファイルを起動するブロックされた試み)にあります(ブロックされたハッシュ)。
検出をクリックし、
されます。

調査 (Inspect)を選択すると、ESET Inspect Cloud Webコンソールに検出詳細が表示

レポート
レポートを使用すると、簡単にデータベースからデータにアクセスしてフィルタリングできます。レポー
トウィンドウには2つのタブがあります。
• カテゴリとテンプレート - これはレポートセクションの既定のタブです。レポートカテゴリと
テンプレートの概要が含まれます。ここで新しいレポートとカテゴリを作成するか、他のレポート
関連アクションを実行できます。
• スケジュールされたレポート - このタブにはスケジュールされたレポートの概要が表示されま
す。また、ここで新しいレポートをスケジュールできます。

レポートはレポートタイプ別に分類されたテンプレートから生成されます。レポートテンプレートはす
ぐに生成するか、スケジュールして後から生成できます。レポートをただちに生成して表示するには、
任意のレポートテンプレートの横の今すぐ生成をクリックします。[カテゴリとテンプレート]リストか
ら定義済みのレポートテンプレートを使用するか、カスタム設定の新しいレポートテンプレートを作成
できます。新しいレポートテンプレートをクリックし、レポートテンプレートウィザードを開いて、新
しいレポートのカスタム設定を指定します。新しいレポートカテゴリ(新しいカテゴリ)を作成するか、
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前にインポートされたレポートテンプレート(レポートテンプレートのインポート)をインポートします。
ページの上には検索バーがあります。説明ではなく、カテゴリとテ
ンプレート名を検索できます。
タグを使用して、表示される項目をフィルタリングできます。

アクセスグループフィルターボタンでは、ユーザーが静的グループを選択
し、属するグループに応じて、表示されるオブジェクトをフィルタリングできます。

レポートテンプレートの使用
レポートテンプレートを選択し、レポートテンプレートタイルの歯車アイコン
用可能なオプションは次のとおりです。
今すぐ生成

をクリックします。使

レポートが生成され、出力データを確認できます。

ダウンロード

ダウンロードをクリックし、レポートを生成してダウンロードします。 .pdf
または.csvを選択できます。 CSVはテーブルデータにのみ適していて、; (セ
ミコロン)を区切り文字として使用します CSVレポートをダウンロードし、
テキスト列に数値が表示される場合は、PDFレポートをダウンロードしてテ
キスト値を表示することをお勧めします。

スケジュール

レポートのスケジュール - トリガー、 調整、およびレポート配信のスケジュー
ルを修正できます。スケジュールされたレポートタブに、すべてのスケジュー
ルされたレポートが表示されます。

編集

既存のレポートテンプレートを編集します。新しいレポートテンプレートを
作成する場合と同じ設定とオプションが適用されます。

監査ログ

選択した項目の監査ログを表示します。

複製

選択したレポートに基づいて、新しいレポートが追加されます。（複製には
新しい名前が必要です。）

削除

選択したレポートテンプレートを完全に削除します。

エクスポート

レポートテンプレートは.datファイルにエクスポートされます。

ESET Enterprise InspectorとESET Dynamic Threat Defenseの名称がESET InspectとESET LiveGuard
Advancedに変更されました。
ESET PROTECT Cloudからアップグレードした場合は、名前の変更が原因の問題のトラブルシューティ
ングが必要な場合があります。 3.2 また、レポート、動的グループ、通知、あるいはESET
Dynamic Threat DefenseまたはESET Enterprise Inspectorでフィルタリングする他のタイプのルールが
あります。

レポートカテゴリの使用
レポートカテゴリを選択し、カテゴリの右端で歯車
ンは次のとおりです。
新しい分類

アイコンをクリックします。使用可能なオプショ

名前を入力し、レポートテンプレートの新しいカテゴリを作成します。

新しいレポートテン 新しいカスタムレポートテンプレートの作成
プレート
削除
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選択したレポートテンプレートカテゴリを完全に削除します。

編集

既存のレポートテンプレートカテゴリ名を変更します。

監査ログ

選択した項目の監査ログを表示します。

エクスポート

レポートテンプレートカテゴリとすべての含まれるテンプレートは.dat ファ
イルにエクスポートされます。後からすべてのテンプレートを含むカテゴリ
をインポートするには、レポートテンプレートのインポートをクリックしま
す。たとえば、カスタムレポートテンプレートを別のESET PROTECT Cloudサー
バーに移行する場合に便利です。

アクセスグループ >
移動

レポートテンプレートカテゴリを別の静的グループに移動します。これで、
ターゲットグループのローカル管理者がアクセスできます。ローカル管理者
はグループ内でフルアクセス権限があります。

レポートテンプレートのインポート/ エクスポート機能は、レポートテンプレートのみをインポー
トおよびエクスポートし、データが入った実際に生成されたレポートはエクスポートしません。

レポートの権限
レポートはESET PROTECT Cloudデータベース内のオブジェクトの構造に存在する静的オブジェクトです。
新しいレポートテンプレートは作成したユーザーのホームグループに保存されます。レポートにアクセ
スするには、権限が必要です。レポートによって検査されるオブジェクトへのアクセス許可も必要です。
たとえば、コンピューターステータス概要レポートを生成する場合は、読み取り権限を持つコンピュー
ターからのみデータを収集できます。
• 読み取り - レポートテンプレートとカテゴリを一覧表示します。レポートテンプレートに基づ
いてレポートを生成できます。ユーザーは自分のダッシュボードを読み取れます。
• 使用 - 使用可能なレポートテンプレートでダッシュボードを修正できます。
• 書き込み - レポートテンプレートとカテゴリを作成、修正、削除できます。
すべての既定のテンプレートは[すべて]グループにあります。

新しいレポートテンプレートの作成
レポートに移動し、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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基本
テンプレートに関する基本情報を編集します。名前、説明およびカテゴリを入力します。定義済みカテ
ゴリからのみ選択できます。新しいカテゴリを選択する場合(前の章で説明した新しいカテゴリオプショ
ン)を使用します。 タグを選択をクリックして、タグを割り当てます。
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グラフ
グラフセクションで、レポートの種類を選択します。情報を行と列で並べ替えるテーブル、またはX軸
とY軸を使用してデータを表示するグラフのいずれかの種類になります。
選択したグラフは、プレビューセクションに表示されます。この方法で、レポートがどのように
表示されるかをリアルタイムで確認することができます。
グラフを選択すると、複数のオプションを使用することができます。
• 棒グラフ-表示する値に比例した長方形棒のグラフ。
• ドットグラフ - このグラフでは、ドットを使用して、定量値(グラフに類似しています)を表示
します。
• 円グラフ-円グラフは、円形のグラフで、扇形に分割し、値を表示します。
• ドーナツグラフ-円グラフに類似していますが、ドーナツグラフは複数種類のデータを含めるこ
とができます。
• 折れ線グラフ-直線の線分でつないだ一連のデータ要素として情報を表示します。
• 単純折れ線グラフ-データ要素を表示せず値に基づいた折れ線で情報を表示します。
• 積み上げ折れ線グラフ-このグラフは、異なる単位のデータを分析する場合に使用します。
• 積み上げ棒グラフ-単純棒グラフに類似していますが、複数のデータ型を異なる単位で棒に積み
上げています。
必要に応じて、グラフのX軸およびY軸にタイトルを入力すると、グラフが読みやすくなり、傾向を簡単
に認識できます。
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データ
データセクションでは、表示する情報を選択します。
a.テーブル列:テーブル情報は、選択したレポートの種類に基づいて自動的に追加されます。名
前、ラベルおよびフォーマットをカスタマイズすることができます(下記参照)。
b.グラフ軸:X軸およびY軸のデータを選択します。軸の追加をクリックすると、オプションのウィ
ンドウが開きます。Y軸で使用できる選択肢は常に、X軸で選択した情報に依存、またはその逆
となるのは、グラフがそれぞれの関係性を表示しており、データ互換性を持つ必要があるから
です。必要な情報を選択して、OKをクリックします。

形式
データセクションで、 シンボルをクリックし、展開された書式オプションを表示します。フォーマッ
トを変更して、データを表示する書式を変更できます。テーブル列とグラフ軸の書式を調整できます。
一部のオプションは各データ型で使用できません。
列の形式 書式設定される現在の列に応じて、列を選択します。たとえば、名前列の書式を設定すると
きには、重要度列を選択し、名前の横の重大度アイコンを追加します。
最小値

表示された値の最小値を設定します。

最大値

表示された値の最大値を設定します。

色

列の配色を選択します。色は、列の形式で選択された列の値に従って、調整されます。

アイコン

列の形式の値に従い、書式設定された列にアイコンを追加します。

矢印のいずれか

をクリックして、列の順序を変更します。
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並べ替え
データセクションで選択されたデータに並べ替え可能な記号がある場合は、並べ替えを使用できます。
並べ替えの追加をクリックし、選択したデータ間の関係性を定義することができます。開始情報(並べ
替え値)および並べ替えの方法、昇順または降順のいずれかを選択します。ここで、グラフに表示する
結果を定義します。上または下をクリックして、並べ替え要素の順序を変更します。ごみ箱アイコン
をクリックし、選択から要素を削除します。

フィルター
フィルタ処理方法を定義します。フィルターの追加をクリックし、フィルタ要素リストにある値から選
択します。ここでは、グラフに表示する情報を定義します。ごみ箱アイコン をクリックし、選択から
要素を削除します。

概要
サマリーでは、選択したオプションおよび情報を確認します。完了をクリックして、新しいレポートテ
ンプレートを作成します。

レポートの作成
レポートテンプレートからレポートを即座に生成するには、いくつかの方法があります。
• レポートをクリックし、カテゴリとテンプレートタブを選択します。レポートを生成するレポー
トテンプレートを選択します。テンプレートを変更する場合は、歯車アイコンをクリックし、編集
をクリックします。
oESET PROTECT Cloud Webコンソールでは、レポートタイルをクリックして、レポートを生成して
表示できます。レポートが生成されるときに、生成してダウンロード をクリックすると、任意
の形式でレポートを保存します。 .pdfまたは.csvを選択できます。 CSVはテーブルデータにのみ適
していて、; (セミコロン)を区切り文字として使用します CSVレポートをダウンロードし、テキ
スト列に数値が表示される場合は、PDFレポートをダウンロードしてテキスト値を表示すること
をお勧めします。
• タスク > 新規 >

サーバータスクに移動して、新しいレポートの生成タスクを作成します。

oタスクが作成され、タスクタイプリストに表示されます。このタスクを選択し、ページの下の
今すぐ実行をクリックします。タスクがすぐに実行されます。
oレポートの生成タスクで説明されている設定を構成し、[完了]をクリックします。
ESET PROTECT Cloud Webコンソールで表示されるレポートの項目をクリックすると、追加オプショ
ンを含むドリルダウンメニューが表示されます。

レポートのスケジュール
レポートの生成をスケジュールする方法はいくつかあります。
• タスク > 新規 >

サーバータスクに移動して、新しいレポートの生成タスクを作成します。

• レポートに移動し、レポートを生成するレポートテンプレートを選択し、テンプレートタイルの
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歯車アイコンをクリックして、スケジュールを選択します。定義済みのレポートテンプレートを使
用して編集するか、新しいレポートテンプレートを作成します。
• ダッシュボードのレポートテンプレートのコンテキストメニューでスケジュールをクリックしま
す。
• レポート > スケジュールされたレポートタブ > レポートのスケジュールをクリックします。
レポートをスケジュールするときには、レポートの生成タスクに従い、複数のオプションがあり
ます:
• 1つのレポートで複数のレポートテンプレートを選択します。
• 電子メールでレポート配信を設定します。
• 任意で、トリガーと調整パラメーターを設定します。
ESET PROTECT Cloudインフラストラクチャで許可される最大電子メールサイズは30 MBです。
レポートがスケジュールされた後、完了をクリックします。タスクが作成され、トリガーで定義した間
隔で(1回または繰り返し)、調整設定(任意)に基づいて実行されます。

スケジュールされたレポートタブ
レポート > スケジュールされたレポートでスケジュールされたレポートを確認できます。このタブの他
のアクションを以下に示します。
スケジュール

既存のレポートの新しいスケジュールを作成します。

詳細を表示

選択したスケジュールの詳細を表示します。

監査ログ

選択した項目の監査ログを表示します。

タグ

タグを編集します(割り当て、割り当て解除、作成、削除)。

タスクの実行

スケジュールされたレポートをすぐに実行します。

編集

レポートのスケジュールを編集します。レポートテンプレートを追加または
選択解除、スケジュール設定の変更、またはレポートの調整および配信設定
を編集できます。

複製

ホームグループで重複するスケジュールを作成します。

削除

スケジュールを削除します。レポートテンプレートはそのままです。

アクセスグループ >
移動

スケジュールを別のアクセスグループに移動します。

フィルターとレイアウトのカスタマイズ
現在のWebコンソール画面ビューをカスタマイズできます。
• サイドパネルとメインテーブルを管理します。
• フィルターとフィルタープリセットを追加します。 タグを使用して、表示される項目をフィル
タリングできます。

古いアプリケーション
古いアプリケーションレポート(レポート > コンピューターカテゴリの下)を使用し、どのESET PROTECT
Cloudコンポーネントが最新ではないのかを確認します。
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このレポートを実行するには2つの方法があります。
• 新しいダッシュボードを追加するか、既存のダッシュボードペインのいずれかを修正します。
• レポート > コンピューターカテゴリ > 古いアプリケーションタイルに移動し、今すぐ生成をク
リックします。
古いアプリケーションがある場合は次の手順を実行できます。
• クライアントタスクエージェントのアップグレードを使用して、ESET Managementエージェントを
アップグレードします。
• クライアントタスクソフトウェアインストールを使用して、セキュリティ製品をアップグレード
します。

SysInspectorログビューア
SysInspectorログビューアーを使用すると、クライアントコンピューターで実行された後に、SysInspector
からログを表示できます。また、正常に実行された後に、SysInspectorログ要求タスクから直
接SysInspectorログを開けます。ログファイルは、ローカルコンピューターのSysInspectorでダウンロード
および表示できます。
ESET SysInspectorはWindowsコンピューターでのみ実行されます。

SysInspectorログを表示する方法
ダッシュボードから
1.新しいダッシュボードを追加するか、既存のダッシュボードレポートのいずれかを編集します。
2.レポートテンプレート自動化 > 過去30日のSysInspectorスナップショット履歴を選択します。
3.レポートを開き、コンピューターを選択してから、ドロップダウンメニューから
ログビューを開くを選択します。

SysInspector

レポートから
1.レポート > 自動カテゴリに移動します。
2.リストから過去30日のSysInspectorスナップショット履歴テンプレートを選択し、今すぐ生成を
クリックします。
3.レポートを開き、コンピューターを選択してから、ドロップダウンメニューから
ログビューを開くを選択します。

SysInspector

コンピューターメニューから
1.[コンピューター]に移動します。
2.静的または動的グループでコンピューターを選択し、 [詳細を表示]をクリックします。
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3.ログセクション > SysInspectorタブに移動し、リストエントリをクリックして
Log Viewerを開く。

SysInspector

ハードウェアインベントリ
ESET PROTECT Cloudには、デバイスのRAM、ストレージ、プロセッサーに関する詳細など、接続されたデ
バイスからハードウェアインベントリ詳細を取得する機能があります。
コンピューターをクリックし、接続されているデバイスをクリックして、詳細をを選択します。
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詳細をクリックし、ハードウェアタブを選択します。

ハードウェアインベントリレポート
レポート > ハードウェアインベントリには、定義済みのハードウェアインベントリレポートがあります。
カスタムハードウェアインベントリレポートを作成できます。新しいレポートテンプレートを作成する
ときには、データの下で、HWインベントリフィルターのいずれかからサブカテゴリを選択します。最
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初のテーブル列またはX軸を追加するときには、互換性があるデータのみを選択できます。

ハードウェアインベントリに基づく動的グループ
接続されたデバイスのハードウェアインベントリ詳細に基づいて、カスタム動的グループを作成できま
す。新しい動的グループテンプレートを作成するときには、ルールをハードウェアインベントリカテゴ
リから選択し、ハードウェアパラメーターに基づいて接続されたデバイスをフィルタリングします。
次のハードウェアインベントリカテゴリから選択できます:シャーシ、デバイス情報、ディスプレイ、
ディスプレイアダプター、入力装置、大容量記憶装置、ネットワークアダプター、プリンター、プロセッ
サー、RAM、サウンドデバイス。たとえば、RAM容量でフィルタリングされたデバイスの動的グループを作
成し、特定のRAM容量のデバイスの概要を取得できます。

ハードウェアインベントリと互換性のあるオペレーティングシステ
ム
ハードウェアインベントリ機能は、サポートされているすべてのWindows、Linux*、およびmacOSコンピュー
ターで使用できます。
* ESET Managementエージェントがエージェントがハードウェアインベントリを正しく報告するために、
クライアント/サーバーLinuxマシンに lshwパッケージをインストールします。
Linuxディストリビューション

ターミナルコマンド

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install -y lshw

Red Hat, CentOS, RHEL

sudo yum install -y lshw

OpenSUSE

sudo zypper install lshw

監査ログレポート
監査ログレポートには、ESET PROTECT Cloudサーバーでユーザーが実行したすべてのアクションと変更が
含まれます。
このレポートを実行するには、レポート > 監査とライセンス管理カテゴリ > 監査ログをクリックしま
す。
Webコンソールの詳細 > 監査ログの下で、監査ログを直接表示してフィルタリングできます。
監査ログを表示するには、Webコンソールユーザーに監査ログ機能を含む権限セットが必要です。

タスク
タスクを使用して、ESET PROTECT Cloudサーバー、クライアントコンピューター、およびESET製品を管理
できます。タスクは日常的なジョブを自動化できます。最も一般的なシナリオに対応する定義済みのタ
スクがあります。あるいは、特定の設定を使用してカスタムクライアントタスクを作成できます。タス
クを使用して、クライアントコンピューターからアクションを要求します。クライアントタスクを正常
に実行するには、タスクとタスクが使用するオブジェクト(デバイス)に対する十分なアクセス権が必要
です。アクセス権の詳細については、権限の一覧を参照してください。
次の2つの主なタスクカテゴリがあります。クライアントタスクとサーバータスク。
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• グループまたは個別のコンピューターにクライアントタスクを割り当てることができます。作成す
ると、トリガーを使用してタスクが実行されます。クライアントタスクには、別のトリガーを設定す
ることもできます。クライアントタスクは、クライアントESET ManagementエージェントがESET
PROTECT Cloudサーバーに接続するときにクライアントに配信されます。同じ理由から、タスク実行結
果がESET PROTECT Cloudサーバーに通信されるまでに時間がかかることがあります。
• サーバータスクは、サーバーまたは他のデバイスでESET PROTECT Cloudサーバーによって実行され
ます。サーバータスクを、特定のクライアントまたはクライアントグループに割り当てることはでき
ません。各サーバーは1つのトリガーのみを設定できます。さまざまなイベントでタスクを実行する
必要がある場合は、各トリガーに個別のサーバータスクが必要です。
次の2つの方法で、新しいタスクを作成できます。
• 新規 >

クライアントタスクまたは

サーバータスクをクリックします。

• 左側で任意のタスクタイプを選択し、新規 >
クリックします。

クライアントタスクまたは

サーバータスクを

必要に応じて、次の定義済みタスクを使用できます(各タスクカテゴリにはタスクタイプが含まれます)。
すべてのタスク

クライアントタスク

ESETセキュリティ製品
診断
ネットワークからのコンピューターの隔離を終了
ESETアプリケーション設定のエクスポート
コンピューターをネットワークから隔離する
モジュールアップデート
モジュールアップデートロールバック
オンデマンド検査
製品のアクティベーション
隔離管理
SysInspectorスクリプトの実行
ESET LiveGuardにファイルを送信
サーバー検査
ソフトウェアインストール
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SysInspectorログ要求(Windowsのみ)
隔離ファイルのアップロード

ESET PROTECT Cloud
診断
クローンされたエージェントのリセット
Rogue Detection Sensorデータベースリセット
管理の停止(ESET Managementエージェントのアンインストール)
エージェントのアップグレード

OS
メッセージの表示
ログアウト
オペレーティングシステムアップデート
コマンドの実行
コンピューターをシャットダウンする
ソフトウェアインストール
ソフトウェアアンインストール
管理の停止(ESET Managementエージェントのアンインストール)

モバイル

アンチセフトアクション
メッセージの表示
ESETアプリケーション設定のエクスポート
モジュールアップデート
オンデマンド検査
製品のアクティベーション
ソフトウェアインストール
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管理の停止(ESET Managementエージェントのアンインストール)

サーバータスク
未接続のコンピューターを削除 - ESET PROTECT Cloudに接続していないクライアントをWebコンソールか
ら削除します。
レポートの生成 - 必要に応じてレポートを生成するために使用されます。
コンピューター名の変更 - このタスクはFQDN形式を使用してグループのコンピューターの名前を定期
的に変更します。

タスク概要
タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。
クライアントタスクを実行するには、トリガーを作成する必要があります。

タスクをクリックすると、さらにタスクアクションを実行できます。
詳細を タスク詳細を表示: 概要、実行、トリガー(トリガー詳細はクライアントタスクでのみ使用
できます)。
表示
監査ロ 選択した項目の監査ログを表示します。
グ
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タグ
実行

タグを編集します(割り当て、割り当て解除、作成、削除)。
クライアントタスクのみ:タスク実行結果から選択し、必要に応じてさらにアクションを実
行できます。詳細については、タスク詳細を参照してください。

トリガー クライアントタスクのみ:選択したクライアントタスクのトリガーのリストを表示します。
編集

選択したタスクを編集します。若干の調整だけが必要な場合には、既存のタスクを編集す
ると便利です。より変更点の多いタスクについては、新しいタスクを作成した方がよい場
合があります。

複製

選択したタスクに基づいて、新しいタスクが追加されます。重複するタスクの新しい名前
が必要です。

今すぐ サーバータスクのみ:選択したサーバータスクを実行します。
実行
実行

クライアントタスクのみ:新しいトリガーを追加し、クライアントタスクの対象コンピュー
ターまたはグループを選択します。

失敗時 クライアントタスクのみ:対象として設定された以前のタスク実行中に失敗したすべてのコ
に再実行 ンピューターを含む新しいトリガーを作成します。必要に応じてタスク設定を編集するか、
[完了]をクリックして、タスクを変更せずに再実行できます。
する
削除

選択したタスクを完全に削除します。
• タスクが作成された後、開始がスケジュールされる前に削除された場合、タスクは削除
され、実行されたり、開始されません。
• タスクの実行のスケジュール後にタスクが削除された場合、タスクは完了しますがWeb
コンソールに情報は表示されません。

フィルターとレイアウトのカスタマイズ
現在のWebコンソール画面ビューをカスタマイズできます。
• サイドパネルとメインテーブルを管理します。
• フィルターとフィルタープリセットを追加します。 タグを使用して、表示される項目をフィル
タリングできます。

進捗状況のインジケータ
進行状況インジケータは色付きのバーであり、タスクの実行ステータスを示します。各タスクには独自
のインジケータがあります(進行状況行に表示)。タスクの実行ステータスには異なる色でタスクの実行
ステータスが示され、特定のタスクの該当する状態にあるコンピューター数が表示されます。
実行中 (青)

正常終了 (緑)

失敗 (オレンジ)
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新しく作成されたタスク(白) - インジケーターの色が変わるまでに時間がかかる場合があります。実
行ステータスを表示するために、ESET PROTECT CloudサーバーはESET Managementエージェントからの応
答を受け取る必要があります。進行状況インジケーターは、トリガーが割り当てられていない場合は、
白で表示されます。

上記の組み合わせ:

様々なアイコンタイプとステータスの詳細については、「ステータスアイコン」を参照してください。
進行状況インジケータには、タスクが最後に実行されたときのタスクのステータスが表示されま
す。これはESET Managementエージェントからの情報です。進行状況インジケータには、ESET
Managementエージェントがクライアントコンピューターから報告する内容と同じ情報が表示され
ます。

ステータスアイコン
プロジェクトインジケーターの横のアイコンは、詳細情報を示します。特定のタスクで予定された実行
があるかどうかと、完了した実行の結果を示します。この情報はESET PROTECT Cloudサーバーによって
列挙されます。次のステータスが表示されます。
実行

タスクは1つ以上のターゲットで実行中です。スケジュールされたタスクと失敗した実行
はありません。これは、タスクが既に一部のターゲットで完了している場合にも該当しま
す。

成功

タスクはすべてのターゲットで正常に完了しました。スケジュールされたタスクまたは実
行中のタスクはありません。

エラー

タスクはすべてのターゲットで実行されましたが、1つ以上のターゲットで失敗しました。
今後の実行は計画(スケジュール)されていません。

計画済

タスクの実行が計画されていますが、まだ実行されていません。

み
計画済
み/実行中

タスクの実行がスケジュールされています(過去または将来)。失敗した実行はなく、1つ
以上のタスクが現在実行中です。

計画済
み/成功

タスクには一部の計画された実行(過去または将来)がありますが、失敗した実行または実
行中のタスクはなく、1つ以上の実行が正常に完了しました。

計画済
み/エラー

タスクには一部の計画された実行(過去または将来)がありますが、実行中のタスクはなく、
1つ以上の実行が失敗しました。一部の実行が正常に完了しても、適用されます。
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タスク詳細
タスクをクリックし、詳細を表示を選択して、次のタブでタスク詳細を表示します。

概要
このタブには、タスク設定の概要が表示されます。

実行
実行タブには、クライアントタスク実行結果があるコンピューターが一覧表示されます。サーバータス
クでは実行タブを使用できません。
実行が多すぎる場合は、ビューをフィルタリングして、結果を絞り込むことができます。
フィルターの追加をクリックすると、選択した実行をステータス別にフィルタリングします。
• 待機中 -はい (クライアントタスクの実行が計画されています)、いいえ(クライアントタスク実
行が完了しました)。
• 前回のステータス - ステータスなし、実行中、完了、失敗
フィルターを修正するか、オフにすると、最新のステータスに関係なく、すべてのコンピューターが表
示されます。
コンピューター名またはコンピューター説明の下の行をクリックし、さらにアクションを実行します。
• 履歴 - 実行の発生日時、現在のステータス、進行状況、トレースメッセージ (ある場合)を含む、
クライアントタスク実行詳細を表示します。トレースメッセージを使用して、失敗したクライアン
トタスク出力を検証できます。

• 履歴テーブルにエントリがない場合は、発生日時フィルターの期間を長く設定してくださ
い。
• 前のESET製品をインストールするときには、トレースメッセージに次の情報が出力されま
す。管理された製品に配信されるタスク。
•
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詳細 - 選択したコンピューターの詳細を表示します。

トリガー
トリガータブは、クライアントタスクでのみ使用できます。選択したクライアントタスクのトリガーの
一覧が表示されます。トリガーを管理するには、トリガーをクリックして、次の項目のいずれかを選択
します。
編集

選択したトリガーを編集します。

すぐに再 既存のトリガーを修正せずにそのまま使用して、クライアントタスクを即時再実行しま
す。
実行
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削除

選択したトリガーを完全に削除します。複数のトリガーを削除するには、左側のチェッ
クボックスを選択して、削除ボタンをクリックします。

複製

選択したトリガーに基づいて、新しいトリガーが作成されます。重複するトリガーの新
しい名前が必要です。

クライアントタスク
グループまたは個別のコンピューターにクライアントタスクを割り当てることができます。作成すると、
トリガーを使用してタスクが実行されます。クライアントタスクには、別のトリガーを設定することも
できます。クライアントタスクは、クライアントESET ManagementエージェントがESET PROTECT Cloudサー
バーに接続するときにクライアントに配信されます。同じ理由から、タスク実行結果がESET PROTECT
Cloudサーバーに通信されるまでに時間がかかることがあります。
タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。
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新しいクライアントタスクを作成できます
1. 次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

2. 基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択
をクリックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを
作成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選
択されます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。
3. [設定]セクションでタスク設定を構成します。
4. サマリーセクションですべのタスク設定を確認し、完了をクリックします。
5. トリガーの作成をクリックして、クライアントタスクのトリガーを作成するか、[閉じる]をクリッ
クして後からトリガーを作成します。

クライアントタスクトリガー
トリガーを実行するには、クライアントタスクに割り当てる必要があります。トリガーを作成するには、
メインテーブルでタスク、クライアントタスクインスタンスの順にクリックし、ドロップダウンメニュー
から実行日を選択します。あるいは、グループまたはコンピューターへのクライアントタスクの割り当
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てができます。
トリガーを定義するには、クライアントタスクが実行されるターゲットコンピューターまたはグループ
を選択します。対象を選択し、トリガー条件を設定して、特定の時刻またはイベントにタスクを実行し
ます。また、詳細設定 - 調整を使用して、必要に応じてトリガーを微調整できます。

基本
説明にトリガーの基本情報を入力し、[ターゲット]をクリックします。

対象
[対象]ウィンドウでは、このタスクの受信者であるクライアント(個別のコンピューターまたはグルー
プ)を指定できます。
• [コンピューターの追加]をクリックすると、すべての静的および動的グループと、そのメンバー
が表示され、デバイスを選択します。
• [グループの追加]をクリックすると、すべての静的および動的グループと、そのメンバーが表示
され、グループを選択します。
グループのすべてのコンピューターを割り当てるには、個別のコンピューターではなくグループ
を割り当て、Webコンソールの速度低下を防止します。
多数のコンピューターを選択すると、Webコンソールに警告が表示されます。

選択後、[OK]をクリックし、トリガーセクションに移動します。
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トリガー
タスクをトリガーするイベントを決定します。
• 即時実行 - クライアントがESET PROTECT Cloudサーバーに接続し、タスクを受信したらすぐにタ
スクを実行します。有効期限までにタスクを実行できない場合は、タスクはキューから削除されま
す。タスクは削除されませんが、実行もされません。 有効期限は、現在の日付から6か月先の日付
までを定義できます。
• スケジュール - 選択した時間にタスクを実行します。
• イベントログトリガー - ここで指定したイベントに基づいてタスクを実行します。このトリガー
は、特定のイベントがログで発生したときに呼び出されます。タスクをトリガーするログタイプ、論
理演算子、およびフィルタリング条件を定義します。
• 結合された動的グループトリガー - このトリガーは、クライアントがターゲットオプションで選
択された動的グループを結合するときに実行されます。静的グループまたは個別のクライアントが
選択されると、このオプションは使用できません。
• CRON式 - CRON式を使用して、トリガー間隔を設定できます。
トリガーの詳細については、タスクトリガーの種類の章を参照してください。

詳細設定 - 調整
イベントログトリガーや結合された動的グループトリガー (上記を参照)など、頻繁に発生するイベン
トでタスクがトリガーされる場合に、タスクの実行を制限するために調整が使用されます。詳細につい
ては、詳細設定 - 調整の章を参照してください。
このタスクの受信者とタスクを実行するトリガーを定義したら、[完了]をクリックします。

グループまたはコンピューターへのクライアントタ
スクの割り当て
クライアントタスクをグループに割り当てる方法については、ここをお読みください。
タスクをコンピューターに割り当てる方法は2つあります。
1. ダッシュボード > コンピューター > 問題があるコンピューターをクリックして、コンピューターを
選択し、コンピューター >
タスク >
新しいタスクをクリックします。
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2. コンピューター > チェックボックスを使用してコンピューターを選択 >
スク

新しいクライアントタスクウィザードが開きます。
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タスク >

新しいタ

アンチセフトアクション
アンチセフト機能は、モバイルデバイスを不正アクセスから保護します。
ユーザーのモバイルデバイス(ESET PROTECT Cloudで登録および管理)がなくなった場合や盗まれた場合に
は、一部のアクションを自動的に実行し、クライアントタスクを使用して他のアクションを実行できま
す。
不正ユーザーが信頼できるSIMカードを信頼できないカードと交換した場合、ESET Endpoint Security for
Androidによってデバイスが自動的にロックされ、アラートSMSがユーザー定義された電話番号に送信さ
れます。このメッセージには、次の情報があります。
• 現在使用中のSIMカードのモバイルデバイス番号
• IMSI (International Mobile Subscriber Identity)番号
• モバイルデバイスのIMSI (International Mobile Subscriber Identity)番号
不正ユーザーは、このメッセージが送信されたことを知りません。このメッセージは、デバイスのメッ
セージングスレッドから自動的に削除されるためです。また、紛失したデバイスのGPS座標を要求し、
クライアントタスクを使用して、デバイスに保存されたすべてのデータをリモートで消去できます。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。

設定
操作

検索

モバ
イ
ルOS
での
動作

説明

デバイスは、GPS座標を含むテキストメッセージで返信します。より正確な位置情
報が10分後に使用可能になった場合は、デバイスはもう一度メッセージを送信しま
す。受信した情報はデバイス詳細の下に表示されます。
検索は、デバイスでGPSが有効な場合にのみ動作します。
サポートされていません。
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操作

ロック

モバ
イ
ルOS
での
動作

説明

デバイスはロックされます。デバイスは、管理者パスワードまたはロック解除コマ
ンドを使用して、ロック解除されます。
デバイスはロックされます。パスコードはパスコードのクリアコマンドで削除でき
ます。

ロック解除

デバイスはロック解除され、もう一度使用できます。デバイスの現在のSIMカード
は信頼できるSIMとして保存されます。
サポートされていません。

警報/紛失
モードサウ
ンド
パスコード
をクリア
出荷時の状
態にリセッ
ト

デバイスはロックされ、5分間(またはロック解除されるまで)大音量を再生します。
サポートされていません。
サポートされていません。
デバイスからパスコードを削除します。デバイスの電源がオンになったら、新しい
パスコードを設定するように指示されます。
デバイスでアクセスできるすべてのデータを迅速に削除します(ファイルヘッダー
は破棄されます)。デバイスは既定の初期設定にリセットされます。これには数分
かかる場合があります。
すべての設定と情報は削除され、デバイスは既定の出荷時の設定に戻されます。こ
れには数分かかる場合があります。

紛失モード
をオンにし
て検索
紛失モード
をオフにす
る
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iOS ABMでのみサポートされます。デバイスは「紛失モード」に切り替わり、ロッ
クダウンし、ESET PROTECT Cloud から紛失モードをオフにするタスクを実行するこ
とによってのみロック解除できます。紛失したデバイス画面に表示される電話番号、
メッセージ、追加情報をカスタマイズできます。デバイスの保護の状態が紛失に変
更されます。
iOS ABMでのみサポートされます。デバイスの保護の状態が変更され、デバイスは
標準のサービス状態に戻ります。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

診断
診断タスクを使用して、クライアントコンピューターでESETセキュリティ製品から診断アクションを要
求します。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
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• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。

設定
診断アクション
• Log Collectorの実行 - 特定のデータ(設定とログ)を選択したコンピューターから収集し、サポー
トケースの解決中に顧客のコンピューターからの情報の収集を容易にします。
oLog Collectorパラメーター - Windows、MacOS、LinuxでLog Collectorパラメーターを指定できます。
すべての使用可能なデータを収集するには、Log Collectorパラメーターフィールドを空欄にしま
す。Log Collectorパラメーターを指定する場合は、該当するオペレーティングシステムを搭載して
いるコンピューターのみをタスクのターゲットとして選択します。
デバイスごとのログ配信のファイルサイズ上限は15MBです。 Webコンソールの詳細を > ログセク
ションからログにアクセスできます。 タスクによって収集されたログが15 MBより大きい場合は、
タスクが失敗します。 タスクが失敗した場合は次の処理を実行できます。
• デバイスでローカルにログを収集します。
• ログの詳細レベルを変更し、タスクを再試行します。
oWindowsターゲットの場合、/Targets:EraAgLogsパラメーターを使用して、ESETManagementエー
ジェントログのみを収集します。
oLinux/macOSターゲットの場合、--no-productlogsパラメーターを使用して、インストールされ
たESETセキュリティ製品からログを除外します。
• 診断モードの設定 - 診断モードには次のカテゴリがあります。迷惑メール ログ、ファイアウォー
ル ログ、HIPS ログ、デバイス コントロール ログおよびWeb コントロール ログ。診断モードの主な
目的は、トラブルシューティングが必要なときにすべてのレベルのログを収集することです。
oオン - すべてのESETアプリケーションのログをオンにします。
oオフ - 手動でログをオフにできます。あるいは、コンピューターの再起動後にログが自動的に
オフになります。
診断ログを正常に作成するには、次の前提条件が必要です。
• 診断モードログは、WindowsおよびmacOSオペレーティングシステムを実行するクライアントコ
ンピューターから収集できます。
• クライアントコンピューターには、ESETセキュリティ製品をインストールして、アクティベーショ
ンする必要があります。
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ESET Managementエージェントは、クライアントコンピューターにインストールされたESET製品に
よって収集されたログのみを送信します。ログカテゴリと詳細レベルは、製品タイプと設定によっ
て異なります。各製品を(ポリシー経由)で設定し、特定のログを収集します。
24時間を経過した診断ログは夜間のクリーンアップ中に毎日削除されます。これにより、ESET PROTECT
Cloudデータベースが過負荷から保護されます。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。
コンピューター詳細では、作成されたログを確認できます:ログ > 診断ログ。

メッセージの表示
メッセージの表示タスクでは、メッセージを任意の管理対象デバイス(クライアントコンピューター、
タブレット、モバイルなど)に送信できます。メッセージは画面表示としてユーザーに通知されます。
• Windows - メッセージは通知として表示されます。
Windowsでは、メッセージの表示クライアントタスクは、WindowsProfessional/Enterpriseエディショ
ンでのみ表示されるmsg.exeコマンドを使用します。結果として、このタスクを使用する
と、Windows Home版のクライアントコンピューターでは、メッセージを表示できません。
• macOSおよびLinux - メッセージは端末にのみ表示されます。
macOSまたはLinuxでメッセージを表示するには、まず、端末を開く必要があります。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

195

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。

設定
タイトルとメッセージを入力できます。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

ネットワークからのコンピューターの隔離を終了
ネットワークからのコンピューターの隔離を終了タスクはネットワークからのコンピューターの隔離を
終了し、隔離されたコンピューターの再接続を許可します。セキュリティの問題が解決されたときにの
み、このタスクを使用してください。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
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クライアントタスクをクリック

• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。
このタスクの設定はありません。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

ESETアプリケーション設定のエクスポート
ESETアプリケーション設定のエクスポートタスクは、クライアントにインストールされている個別
のESET PROTECT CloudコンポーネントまたはESETセキュリティ製品の設定をエクスポートするために使用
されます。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

197

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。

設定
管理製品構成設定をエクスポート。
• 製品 - 設定をエクスポートするESET PROTECT CloudコンポーネントまたはクライアントESETセキュ
リティ製品を選択します。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。
タスクが完了したら、ターゲットコンピューターのコンピューター詳細の下の設定タブで、エクスポー
トされた設定を確認できます。

コンピューターをネットワークから隔離する
ネットワークからコンピューターを隔離タスクでは、選択したコンピューターがネットワークから隔離
され、ESET製品の正常な動作のために必要な接続を除くすべての接続がブロックされます。許可された
接続は次のとおりです。
• コンピューターがIPアドレスを取得する
• ekrn.exe、ESET Managementエージェント、ESET Inspectコネクターの通信
• ドメインへのログイン
198

ネットワーク隔離は、ESETセキュリティ製品(EndpointAntivirus/Securityおよびサーバーセキュリティ
製品)バージョン7.2以降とのみ互換性があります。
ネットワーク隔離は、コンピューターの正常な動作を妨害する可能性が高いため、緊急時にのみ
使用してください(例: 管理されたコンピューターで重大なセキュリティの問題が特定された場
合)。クライアントタスクを使用すると、隔離を終了できます。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。
このタスクの設定はありません。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

ログアウト
ログアウトタスクは、すべてのユーザーをターゲットコンピューターからログアウトします。あるいは、
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コンピューターをクリックし、

電源 >

ログアウトを選択します。

コンピューターはESET Managementエージェント10.0以降を実行する必要があります。以前のエー
ジェントバージョンを実行するコンピューターでは、ログアウトクライアントタスクが失敗しま
す。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。
このタスクの設定はありません。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。
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モジュールアップデート
モジュールアップデートタスクは、ターゲットデバイスにインストールされているセキュリティ製品の
すべてのモジュールのアップデートを強制的に実行します。これは、すべてのシステムのすべてのセキュ
リティ製品を対象とした汎用タスクです。セキュリティ製品のバージョン情報セクションに、対象セキュ
リティ製品のすべてのモジュールが一覧表示されます。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。

設定
• アップデートキャッシュをクリアする - このオプションを使用すると、クライアントのキャッシュ
にある一時更新ファイルを削除します。多くの場合、モジュールアップデートエラーを修復するため
に使用できます。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。
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モジュールアップデートのカスタムサーバーを設定
ジオブロックのため、ESETセキュリティ製品でモジュールアップデートが失敗した場合は、ポリシー
を使用して、モジュールアップデートのカスタムサーバーを設定します。
1. ESETセキュリティ製品ポリシー設定で、アップデート > プロファイル > アップデートを選択し
ます。
2. モジュールアップデートで、自動的に選択をオフにし、カスタムサーバーアドレスを入力しま
す。たとえば、ESET Endpoint Antivirus/Security 9 for Windowsで米国のアップデートサーバーを使用
するには、http://us-update.eset.com/eset_upd/ep9/ (バージョン8:
http://us-update.eset.com/eset_upd/ep8/)と入力します。
3. ユーザー名(EAV-XXXXXXXX)とライセンスパスワードを入力します。レガシーライセンス詳細から
取得できます。

モジュールアップデートロールバック
モジュールアップデートが問題を引き起こしたり、一部のクライアントには更新を適用しない場合(テ
ストの場合やリリース前更新のテストなど)、モジュールアップデートロールバックタスクを使用でき
ます。このタスクを適用すると、モジュールが前のバージョンにリセットされます。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。

設定
このセクションを展開し、モジュールアップデートロールバック設定をカスタマイズします。
操作
• アップデートを有効にする - アップデートが有効で、クライアントは次のモジュールアップデー
トを受信します。
• ロールバックして次回の更新を無効にする - 更新は、[無効期間]ドロップダウンメニューで指
定した期間(24/36/48時間)または取り消されるまで無効です。
取り消されるまでオプションを使用すると、セキュリティリスクにつながるため注意してくだ
さい。
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概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

オンデマンド検査
オンデマンド検査タスクでは、定期的なスケジュール検査とは別に、クライアントコンピューターの検
査を手動で実行できます。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。

設定
検査後にコンピューターをシャットダウン - このチェックボックスをオンにすると、検査の完了後に
コンピューターがシャットダウンします。
管理されたコンピューターの再起動/シャットダウン動作を設定できます。コンピューターは、ESET
Managementエージェント9.1以降とこの設定をサポートするESETセキュリティ製品を実行する必要があ
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ります。

検査プロファイル
ドロップダウンメニューからプロファイルを選択できます。
• 詳細検査 - これはクライアントの定義済みプロファイルです。最も徹底的な検査プロファイル
として構成され、システム全体を確認します。ただし、最も時間とリソースが必要になります。
• スマート検査 - スマート検査を使用すると、コンピューターの検査をすぐに開始して、ユーザー
が操作しなくても感染しているファイルからウイルスを駆除できます。スマート検査の利点は、操
作が簡単で、詳細な検査設定を必要としないことにあります。スマート検査では、ローカルドライ
ブにあるすべてのファイルが検査されます。検出されたマルウェアがあれば、自動的に駆除または
削除されます。駆除のレベルは自動的に既定値に設定されます。
• コンテキストメニューから検査 - 定義済み検査プロファイルを使用してクライアントを検査し
ます。検査対象をカスタマイズできます。
• カスタム検査 - スキャン対象やスキャン方法などのスキャンパラメータを指定できます。カス
タム検査の利点は、パラメータを詳細に設定できることです。設定はユーザー定義の検査プロファ
イルに保存できます。これは、簡単に同じパラメータで検査を繰り返し実行できます。カスタムプ
ロファイルオプションでタスクを実行する前に、プロファイルを作成する必要があります。ドロッ
プダウンメニューからカスタムプロファイルを選択すると、カスタムプロファイルフィールドに正
確なプロファイル名を入力します。

駆除
既定では、[検査して駆除]が選択されます。この設定は、検出された感染オブジェクトの自動駆除を有
効にします。これができない場合、オブジェクトは隔離されます。

検査対象
すべてのターゲットの検査オプションは、既定では選択されています。この設定を使用すると、検査プ
ロファイルで指定されたすべての対象が検査されます。このオプションの選択を解除する場合は、[対
象の追加]フィールドで検査対象を手動で指定する必要があります。検査対象をテキストフィールド入
力し、[追加]をクリックします。対象は以下の[検査対象]フィールドに表示されます。検査対象はファ
イル、場所を指定できます。あるいは、次の文字列のいずれかを検査対象として使用して定義済みの検
査を実行できます。
検査対象
${DriveRemovable}

検査した場所
すべてのリムーバブルドライブとデバイス。

${DriveRemovableBoot} すべてのリムーバブルドライブのブートセクター。
${DriveFixed}

ハードドライブ(HDD、SSD)。

${DriveFixedBoot}

ハードドライブのブートセクター。

${DriveRemote}

ネットワークドライブ。

${DriveAll}

すべての使用可能なドライブ。

${DriveAllBoot}

すべてのドライブのブートセクターとUEFI。用語集のUEFIスキャナーの詳細
をお読ください。

${DriveSystem}

システムドライブ。

${Share}

共有ドライブ(サーバー製品のみ)。
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検査対象

検査した場所

${Boot}

メインブートセクター。

${Memory}

システムメモリ。

${Registry}

システムレジストリ(ESET Endpoint 8以降のみ)。

${Wmi}

WMIデータベース(ESET Endpoint 8以降のみ)。

以下に、オンデマンド検査対象パラメーターを使用する方法の例を示します。
▪ファイル: C:\Users\Data.dat
▪フォルダーC:\MyFolder
▪Unixパスまたはファイル/usr/data
▪Windows UNCロケーション\\server1\scan_folder
▪事前定義文字列${Memory}

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

オペレーティングシステムアップデート
オペレーティングシステムアップデートタスクを使用すると、クライアントコンピューターのオペレー
ティングシステムを更新できます。このタスクによって、Windows、macOS、Linuxオペレーティングシステ
ムで更新が実行されます。
• macOS -タスクは次のコマンドを使用してすべてのアップデート(すべてのパッケージのアップグ
レード)をインストールします。
/usr/sbin/softwareupdate --install --all

• Linux - タスクは、すべてのアップデート(すべてのパッケージのアップグレード)をインストー
ルします。さまざまなパッケージマネージャーを確認し、ほとんどの配布に対応します。次のコマ
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ンドを実行します。
Debian/Ubuntu:
apt-get update --assume-no && apt-get dist-upgrade --assume-yes

CentOS/Red Hat:
yum update -y

SLES/SLED:
zypper --non-interactive update -t patch

• Windows - 内部Windows APIを呼び出して、OSアップデートをインストールします。Windowsを新
しいバージョンにアップグレードする機能アップデートはインストールされません。

次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。

設定
• EULAに自動的に同意 (Windowsのみ) - 自動的にEULAに同意する場合は、このチェックボックスを
選択します。ユーザーにテキストは表示されません。EULAの同意を有効にしない場合は、タスク
はEULAの同意が必要なタスクをスキップします。
• 任意のアップデートをインストール (Windowsのみ) - 任意に設定されたアップデートもインストー
ルされます。
• 再起動を許可する (WindowsおよびmacOS) - 再起動が必要なアップデートがインストールされたら、
クライアントコンピューターが強制的に再起動します。
管理されたコンピューターの再起動/シャットダウン動作を設定できます。コンピューターは、ESET
Managementエージェント9.1以降とこの設定をサポートするESETセキュリティ製品を実行する必要があ
ります。 管理されたコンピューターが再起動動作の設定をサポートしていない場合:
oWindowsは、再起動の4時間前と、再起動の10分前に、計画されている強制再起動についてコン
ピューターユーザーに通知します。
206

omacOSは、アップデート後すぐに再起動します。
• 再起動を許可するチェックボックスを選択しない場合でも、再起動が必要なアップデートがイ
ンストールされます。
• ターゲットデバイスがサポートされていないOSで動作している場合、設定はタスクに影響しま
せん。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

隔離管理
隔離管理タスクを使用して、検査中にESET PROTECT Cloudサーバー隔離内で検出された感染したオブジェ
クトまたは疑わしいオブジェクトを管理します。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。
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設定
隔離管理設定
アクション-隔離内のオブジェクトで実行するアクションを選択します。
• オブジェクトを復元(オブジェクトを元の場所に復元しますが、検査されます。隔離の理由が存
在する場合は、オブジェクトはもう一度隔離されます)
• オブジェクトを復元し、今後は除外する(オブジェクトを元の場所に復元し、今後隔離されませ
ん)
• オブジェクトの削除 - オブジェクトを完全に削除します。
フィルタの種類-以下に定義した条件に基づいて隔離内のオブジェクトをフィルタにかけます。

フィルタ設定:
• ハッシュ項目 - フィールドにハッシュ値を追加します。例えば、すでに隔離されたオブジェク
トなど、既知のオブジェクトのみを入力できます。
• 発生 > 発生元、発生先 - オブジェクトが隔離された場合、時間範囲を定義します。
• サイズ > 最小/最大サイズ(バイト)-隔離オブジェクトのサイズ範囲(バイトで)を定義します。
• 検出名-隔離項目リストから検出を選択します。
• オブジェクト名-隔離項目リストからオブジェクトを選択します。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

208

製品のアクティベーション
製品のアクティベーションタスクを使用して、クライアントコンピューターまたはモバイルデバイス
でESETセキュリティ製品をアクティベーションします。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。

設定
製品アクティベーション設定 - リストからクライアントのライセンスを選択します。このライセンス
は、クライアントに既にインストールされた製品に適用されます。ライセンスが一覧表示されない場合
は、詳細 > ライセンス管理に移動し、ライセンスを追加します。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。
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クローンされたエージェントのリセット
ナレッジベース記事に従い、定義済みイメージによってネットワークのESET Managementエージェント
を配布できます。クローンされたエージェントには同じSIDがあり、問題の原因となることがありま
す(同じSIDを持つ複数のエージェント)。これを解決するためには、クローンされたエージェントのリセッ
トタスクを使用して、SIDをリセットし、一意に識別できるようにエージェントを割り当てます。
ESET Managementエージェントは、複製されたエージェントのリセットタスクを使用せずに、Windowsで
実行中の複製されたクライアントコンピューターを自動的に特定します。LinuxおよびmacOSのクライア
ントコンピューター(およびハードウェア検出が無効であるWindowsクライアント)のみで、複製された
コンピューターを分割するためにタスクが必要です。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。
注意してタスクを実行します。現在のESET Managementエージェントを削除した後には、エージェ
ントで実行中のすべてのタスクは破棄されます。データレプリケーションによっては、このタス
クの実行中、完了、失敗実行ステータスが表示されない場合があります。
このタスクの設定はありません。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。
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タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

Rogue Detection Sensorデータベースリセット
Rogue Detection Sensorデータベースリセットタスクは、RD Sensor検索キャッシュをリセットするために
使用されます。このタスクによって、キャッシュが削除され、検索結果がもう一度保存されます。検出
されたコンピューターは削除されません。検出されたコンピューターがまだキャッシュにあり、サーバー
に報告されていない場合に便利です。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。
このタスクの設定はありません。
このタスクのトリガーを作成するときには、RD Sensorがインストールされているコンピューターを対象
にします。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。
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タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

コマンドの実行
コマンドの実行タスクを使用すると、クライアントの特定のコマンドライン命令を実行できます。管理
者は実行するコマンドライン入力を指定できます。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

コマンドはデスクトップ環境にアクセスせずに実行されます。結果として、アプリケーション
のGUIに必要なコマンド実行はこのために失敗する場合があります。
コマンドの実行タスクでは、ecmd コマンドを使用できます。詳細については、次のナレッジベース記
事をご覧ください。
OS

コマンドはユー 既定の作業ディレクト アクセス可能なネットワー
ザーとして実
リ
クロケーション
行されます

コマンドは次の場
所で実行されます

Windows

Local System

C:\Windows\Temp

現在のドメインとローカル コマンドプロンプト
システムユーザーが使用で (cmd.exe)
きる場所のみ

LinuxとMac
OS

root

/tmp

場所がマウントされ、ルー コンソール
トユーザーが使用できる場
合のみ

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。
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設定
• 実行するコマンドライン - クライアントで実行するコマンドラインを入力します。
• 作業ディレクトリ - 上記のコマンドラインを実行するディレクトリを入力します。
複数行コマンドを入力できます。最大コマンド長に関する制限:
• Webコンソールは最大32,768文字を処理できます。これよりも長いコマンドをコピーして貼り付
けると、最後の部分が切り捨てられます。ユーザーへの確認はありません。
• LinuxおよびmacOSはコマンド全文を処理できます。Windowsには、最大8,191文字の制限がありま
す。
• C:\Users\user\script.batでクライアントにあるローカルスクリプトを実行するには、次の手順に
従います。
1.新しいクライアントタスクを作成し、[コマンドの実行]を選択します。
2.[設定]セクションで次の項目を入力します。
実行するコマンドライン: call script.bat
作業ディレクトリ:C:\Users\user
3.[完了]をクリックし、トリガーを作成して、ターゲットクライアントを選択します。
• 複数行コマンドを実行して、Windowsサービスをリモートで再起動するには(Windows Updateサー
ビスのwuauservなどのサービス名でservice_nameを置換します):
net stop service_name
net start service_name

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

コマンドの実行タスク出力を検証する
1. タスクをクリックして、タスクをクリックします。詳細を表示 > 実行タブをクリックして、表の行
をクリックします。 履歴をクリックします。
2. トレースメッセージ列には、コマンドの実行タスク出力の最初の255文字が含まれています。レポー
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トを作成し、複数のコンピューターからこのデータを処理できます。コンピューター詳細 > ログ >
Log Collectorで、Log Collectorログとして大きい出力をダウンロードできます。

SysInspectorスクリプトの実行
SysInspectorスクリプトの実行タスクを使用すると、システムから不要なオブジェクトを削除します。こ
のタスクを実行する前に、SysInspectorスクリプトをESET SysInspectorからエクスポートする必要があり
ます。スクリプトをエクスポートした後は、削除するオブジェクトを選択し、修正されたデータでスク
リプトを実行できます。設定されたオブジェクトが削除されます。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。

設定
• SysInspector スクリプト - [参照]をクリックすると、サービススクリプトに移動します。このタス
クを実行する前に、このサービススクリプトを作成する必要があります。
• アクションESET PROTECT Cloudコンソールからスクリプトをアップロードまたはダウンロードで
きます。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。
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タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。
タスクが完了したら、レポートの結果を確認できます。

ESET LiveGuardにファイルを送信
このタスクを実行するには、検出に移動します。
ESET LiveGuardにファイルを送信は、 ブロックされたファイルでのみ使用できます。ESET LiveGuard
Advanced Webコンソールからマルウェア分析のファイル(ESET PROTECT Cloud)を送信できます。提出さ
れたファイルでは、ファイル分析の詳細を確認できます。分析のためにESETエンドポイント製品から手
動で実行ファイルをESET LiveGuard Advancedに送信できます(ESET LiveGuard Advancedライセンスが必要で
す)。

サーバー検査
サーバー検査タスクを使用して、ESETサーバーソリューションがインストールされているクライアント
を検査できます。検査実行のタイプはインストールされているESETソリューションによって異なります。
製品
ESET Server Security for
Windows (旧称ESET File
Security for Microsoft
Windows Server)

検査
Hyper-V 検査

ESET Security for Microsoft SharePointデータベース
SharePoint Server
検査、Hyper-V 検査

説明
このタイプの検査では、Microsoft Hyper-V Serverの
ディスクを検査できます。これはVMにESET
Managementエージェントをインストールしない仮
想マシン(VM)です。
この機能では、ESET Securityがあるサーバーでサー
バー検査クライアントタスクを実行するとき
に、ESET PROTECT Cloud for Microsoft SharePointが適
切な検査対象を使用できます。

ESET Mail Security for
オンデマンドメールボッ この機能では、ESET PROTECT Cloudが適切な検査対
Microsoft Exchange Server クスデータベース検
象を使用できます。ESET PROTECT Cloudがサーバー
査、Hyper-V 検査
検査クライアントタスクを実行するときには、対
象のリストを収集します。その特定のサーバーで
オンデマンドメールボックスデータベース検査の
検査対象を選択するように指示されます。
ESET Mail Security for IBM オンデマンドデータベー この機能では、ESET Mail Securityがあるサーバーで
Domino
ス検査、Hyper-V 検査
サーバー検査クライアントタスクを実行するとき
に、ESET PROTECT Cloud for IBM Dominoが適切な検査
対象を使用できます。
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次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。
• 検査されたサーバーの下で選択をクリックし、バージョン6以降のサーバーセキュリティ製品がイ
ンストールされているコンピューターを選択します。そのコンピューターで検査する特定のドライブ、
フォルダー、ファイルを指定する必要があります。
• このタスクのトリガーを選択し、必要に応じて調整を設定できます。既定では、タスクは即時実行
されます。

検査対象
ESET PROTECT Cloudは選択したサーバーで使用可能な対象のリストを表示します。このリストを使用す
るには、ツール > ERA/ESMC検査対象で、対象リストの生成を、サーバー製品のポリシーで有効にする
必要があります。
• 対象リストを生成 ます。

この設定を有効にすると、ESET PROTECT Cloud が対象リストを生成でき

• アップデート期間[分] - 初めて対象リストを生成するには、この期間の約半分の時間がかかり
ます。
リストから検査対象を選択します。詳細については、「ESET PROTECT Cloud検査対象」を参照してくだ
さい。

概要
すべての構成されたオプションはここに表示されます。設定を確認し、完了をクリックします。
タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

コンピューターをシャットダウンする
コンピューターのシャットダウンタスクを使用し、クライアントコンピューターをシャットダウンまた
は再起動できます。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
216

• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。

設定
• コンピューターの再起動- タスク完了後にクライアントコンピューターを再起動する場合は、この
チェックボックスを選択します。コンピューターをシャットダウンする場合は、オフにします。
管理されたコンピューターの再起動/シャットダウン動作を設定できます。コンピューターは、ESET
Managementエージェント9.1以降とこの設定をサポートするESETセキュリティ製品を実行する必要があ
ります。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

ソフトウェアインストール
ソフトウェアインストールタスクを使用して、クライアントコンピューターにソフトウェアをインストー
ルします。
217

• ESETセキュリティ製品のインストールあるいは、コンピューターのコンテキストメニューを使用
できます。 コンピューターをクリックし、 ソリューション > セキュリティ製品の展開を選択
して、ESETセキュリティ製品をコンピューターに展開します。
• ESETセキュリティ製品のアップグレード最新のインストーラーパッケージを使用してタスクを実
行し、既存のソリューションの上にインストールします。ESET製品のアップグレードは、ダッシュ
ボードからワンクリック操作ですぐに実行できます。このアップグレードを完了するには、ESET
Security for Microsoft SharePointのアップグレード手順を参照してください。
• サードパーティソフトウェアをインストールします。
リポジトリにアクセスしてインストールを実行するにはESET PROTECT CloudサーバーもESET
Managementエージェントもインターネットにアクセスする必要があります。インターネットに接
続していない場合は、リモートインストールが失敗するためクライアントソフトウェアをローカ
ルでインストールするか、オフラインリポジトリを作成する必要があります。 インストールエラー
を防止するため、ESET Managementエージェントは、ESET製品のインストールまたはアップグレー
ド前に、次のチェックを実行します。
• リポジトリにアクセスできるかどうか
• クライアントコンピューターで十分な空き領域(1 GB)があるかどうか(Linuxでは使用できません)
ESET Managementエージェントが実行中のドメインのコンピューターでソフトウェアインストール
タスクを実行するときには、ユーザーはインストーラーがあるフォルダーの読み取り権限が必要
です。必要に応じて、次の手順に従って権限を付与します。
1.タスクを実行するコンピューターでActive Directoryコンピューターアカウントを追加します(た
とえばNewComputer$ )。
2.インストーラーがあるフォルダーを右クリックし、コンテキストメニューからプロパティ > 共有
> 共有を選択し、NewComputer$に読み取り権限を付与します。$"記号は、コンピューター名文字
列の最後に必要です。
共有ロケーションからのインストールは、クライアントコンピューターがドメインにある場合に
のみ可能です。
ソフトウェアインストールタスクを使用して、ESET Managementエージェントをアップグレードし
ないでください。代わりに、エージェントのアップグレードタスクを使用してください。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。

設定
インストールするパッケージ - 2つのオプションがあります。
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• リポジトリからパッケージをインストール
oオペレーティングシステムを選択—製品インストールのオペレーティングシステムを選択しま
す。
oリポジトリからパッケージを選択—選択をクリックして、リポジトリからESETセキュリティ製
品インストーラーパッケージを選択します(ESET Endpoint Securityなど)。 言語ドロップダウンメ
ニューから言語を選択します。 既定では、最新のバージョンがあらかじめ選択されています(推
奨)。前のバージョンを選択できます。 ESET製品をアップグレードするには、利用可能な最新バー
ジョンを選択します。任意で、その他の設定をカスタマイズをクリックし、ESET製品バージョン
を選択します。選択した製品バージョンの変更ログを表示するには、変更ログの表示をクリック
します。OKをクリックします。
o最新バージョンをインストール - 製品エンドユーザーライセンス契約に既に同意している場合
は、チェックボックスをオンにすると、最新のESET製品バージョンがインストールされます。
• 直接パッケージURLでインストール - インストールパッケージとURLを指定するには、URLを入力
するか、コピーしてテキストフィールドに貼り付けます(認証が必要なURLは使用しない)。
ohttp://server_address/ees_nt64_ENU.msi - 公開Webサーバーまたは独自のHTTPサーバーからイン
ストールしている場合。
ofile://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi - ネットワークパスからインストールしている場合。
ofile://C:\installs\ees_nt64_ENU.msi - ローカルパスからインストールしている場合。
ESETライセンス - 使用可能なライセンスのリストから該当する製品ライセンスを選択します。
• アクティブではない製品をインストールまたはアップグレードするとき、または現在使用中のラ
イセンスを別のライセンスに変更する場合にのみ、ライセンスを選択します。
• 既にアクティベーションされた製品をアップグレードする場合は、ライセンスを選択しないでく
ださい。
• ライセンスがない場合は、ライセンスなしで、ESETセキュリティ製品をインストールし、後から
製品をアクティベーションできます。
ESET LiveGuardをアクティベーション - ESET LiveGuard Advancedライセンスがあり、ESET LiveGuard
Advancedと製品ライセンスに対応するESETセキュリティ製品を選択した場合は、このチェックボックス
を使用できます。チェックボックスを選択すると、ソフトウェアインストールタスクのターゲットコン
ピューターでESET LiveGuard Advancedがアクティベーションされます。アクティベーション後、ポリシー
を使用して、ESET LiveGuard Advanced設定を管理できます。
[アプリケーションエンドユーザー使用許諾契約の条項に同意し、プライバシーポリシーを承諾する]の
横のチェックボックスを選択します。ESET製品のエンドユーザーライセンス契約(EULA)、利用規約、およ
びプライバシーポリシー。
Windows版のESETセキュリティ製品を選択した場合:設定の横のチェックボックスをオンにし、インストー
ラーで有効に設定します。
oESET LiveGrid®フィードバックシステムを有効にする(推奨)
o望ましくない可能性のあるアプリケーションの検出を有効にする-ナレッジベース記事で詳細を
お読みください。
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インストールパラメータ (任意):
• コマンドラインインストールパラメーターは、ユーザーインターフェイス設定の簡易、基本およ
びなしで使用します。
• 該当するコマンドラインスイッチで使用されるmsiexecバージョンについては、マニュアルを参照
してください。
• ESET Endpoint製品およびESETサーバー製品のコマンドラインインストールについては、それぞれ
のオンラインヘルプをお読ください。
[必要なときに自動的に再起動]の横のチェックボックスを選択し、インストール後にクライアントコン
ピュータを強制的に自動再起動します。あるいは、このオプションをオフにし、クライアントコンピュー
ターを手動で再起動できます。 管理されたコンピューターの再起動/シャットダウン動作を設定できま
す。コンピューターは、ESET Managementエージェント9.1以降とこの設定をサポートするESETセキュリ
ティ製品を実行する必要があります。

サードパーティソフトウェアのインストール
ソフトウェアのインストールタスクを使用し、非ESET (サードパーティ）ソフトウェアをインストール
できます。
OS

サポートされているイン
ストールファイルタイプ

Windows .msi

インストールパラメータのサポート
ソフトウェアのインストールタスクは、常に、.msiパッケージのサ
イレントインストールを実行します。
msiexecパラメーターは指定できません。インストールパッケージ
自体で使用されるパラメーターのみを指定できます(各ソフトウェ
アインストールパッケージで一意)。

Linux

.deb, .rpm, .sh

macOS

.pkg、.dmg(.pkgファイルを インストールパラメーターはサポートされていません。
含む

Android

.apk

インストールパラメーターはサポートされていません。

iOS

.ipa

インストールパラメーターはサポートされていません。

.shファイルのみパラメーターを使用できます(.debおよび.rpmはパ
ラメーターをサポートしません)。

2つのパラメーターのinstall_script.shファイルを使用して、Linuxにソフトウェアをインストールでき
ます。-aは1つ目のパラメーター、-bは2番目のパラメーターです。
端末でのインストール(install_script.shがあるフォルダーのルートユーザーを使用):
./install_script.sh -a parameter_1 -b parameter_2

ソフトウェアインストールタスクを使用したインストール:
• 直接パッケージURLでインストールにファイルパスを入力します。例:
file:///home/user/Desktop/install_script.sh
• インストールパラメーター-a parameter_1 -b parameter_2を入力します。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
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ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

インストールの失敗に関する問題の一覧
• インストールパッケージが見つかりません。
• 新しいバージョンのWindowsインストーラーサービスが必要です。
• 別のバージョンまたは競合する製品が既にインストールされています。
• 別のインストール既に実行中です。そのインストールを完了してから、このインストールを続行
してください。
• インストールまたはアンインストールは正常に完了しましたが、コンピュータの再起動が必要で
す。
• タスクが失敗しました - エラーがあります。エージェントトレースログを確認して、インストー
ラの戻りコードをチェックする必要があります。

Safeticaソフトウェア
Safeticaの概要
Safeticaはサードパーティのソフトウェア会社であり、ESET技術アライアンスのメンバーです。Safeticaは、
データ損失防止ITセキュリティソリューションを提供し、ESETセキュリティ製品を補完します。主要
なSafeticaソフトウェア機能:
• データ損失防止 - すべてのハードドライブ、USBドライブ、ネットワークファイル転送、電子メー
ルとプリンター、アプリケーションファイルアクセスの監視
• レポートおよびアクティビティブロック - ファイル操作、Webサイト、電子メール、インスタン
トメッセージング、アプリケーション使用状況、検索されたキーワード

Safeticaの仕組み
Safeticaはエージェント(Safeticaエンドポイントクライアント)を任意のエンドポイントに展開し、サーバー
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(Safetica管理サービス)経由で定期的な接続を維持します。このサーバーは、ワークステーションアクティ
ビティのデータベースを構築し、新しいデータ保護ポリシーと規制を各ワークステーションに配布しま
す。

ESET PROTECT CloudでのSafetica統合
ESET Managementエージェントは、コンピューター詳細 > インストールされたアプリケーションでESET
ソフトウェアとしてSafeticaソフトウェアを検出して報告します。ESET PROTECT Cloud Webコンソールは、
新しいバージョンが利用可能な場合に、Safeticaエージェントをアップデートします。

Safeticaエージェントの展開
ESETソフトウェアリポジトリからESET PROTECT Cloud Webコンソールで直接、Safeticaエージェントを展開
するには、ソフトウェアインストールタスクを使用するか、STSERVER=Server_nameをインストールパ
ラメーター(Server_nameをSafetica Management Serviceがインストールされているサーバーのホスト
名/IPアドレスです)入力します。
あるいは、クライアントタスク - コマンドの実行でSafeticaエージェントをインストールできます。
コマンドの実行タスクの使用
msiexec /i safetica_agent.msi STSERVER=Server_name

コマンドの最後で/silentパラメーターを使用して、リモートで、「サイレント」モードでインストー
ルを実行できます: msiexec /i safetica_agent.msi STSERVER=Server_name /silent
上記のインストールでは、.msiパッケージがデバイスに既に存在している必要があります。共有された場
所で.msiパッケージのインストールを実行するには、次のように、コマンドで場所を指定しま
す。msiexec /i Z:\sharedLocation\safetica_agent.msi STSERVER=Server_name

Safeticaエージェントのアップグレード
管理されたコンピューターでSafeticaエージェントをアップグレードするには、コンピューター詳細 > イ
ンストールされているアプリケーションに移動し、Safeticaエージェントを選択して、ESET製品のアップ
デートをクリックします。

Safeticaエージェントのアンインストール
管理されたコンピューターでSafeticaエージェントをアンインストールするには、コンピューター詳細 >
インストールされているアプリケーションに移動し、Safeticaエージェントを選択して、アンインストー
ルをクリックします。

ソフトウェアアンインストール
ソフトウェアアンインストールタスクを使用すると、必要がなくなったESET製品をクライアントからア
ンインストールできます。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
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• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。

設定
ソフトウェアアンインストール設定
アンインストール - リストのアプリケーション:
• パッケージ名 - ESET PROTECT Cloudコンポーネントまたはクライアントセキュリティ製品またはサー
ドパーティアプリケーションを選択します。 エージェントポリシー設定経由で、サードパーティー
(非ESET)アプリケーションレポートをオンにできます。 選択したクライアントからアンインストー
ルできるすべてのパッケージがこのリストに表示されます。
クライアントコンピューターからESET Managementエージェントをアンインストールすると、デバ
イスはESET PROTECT Cloudで管理されなくなります。
• ESET Managementエージェントをアンインストールした後に、ESETセキュリティ製品の一部の設
定が残る場合があります。
• エージェントがパスワードで保護されている場合は、アンインストールできません。デバイス
を管理から削除する前に、ポリシーを使用して、保持する一部の設定（パスワード保護など）を
既定の設定にリセットすることをお勧めします。
• エージェントで実行中のすべてのタスクは破棄されます。データレプリケーションによっては、
このタスクの実行中、完了、失敗実行ステータスが、ESET PROTECT Cloud Webコンソールに正確に表
示されない場合があります。
• エージェントがアンインストールされた後、統合されたEGUIまたはeShellからセキュリティ製品
を管理できます。
• パッケージバージョン - 特定のバージョンのパッケージを削除(特定のバージョンが問題の原因
となることがあります)したり、すべてのバージョンのパッケージをアンインストールしたりでき
ます。
• アンインストールパラメーター - アンインストールのパラメーターを指定できます。
• [必要なときに自動的に再起動]の横のチェックボックスを選択し、インストール後にクライアン
トコンピュータを強制的に自動再起動します。あるいは、このオプションをオフにし、クライアン
トコンピューターを手動で再起動できます。 管理されたコンピューターの再起動/シャットダウン
動作を設定できます。コンピューターは、ESETManagementエージェント9.1以降とこの設定をサポー
トするESETセキュリティ製品を実行する必要があります。
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アンインストール - 他社製の脅威対策ソフトウェア（OPSWATで構築）
エージェントポリシー設定経由で、サードパーティー(非ESET)アプリケーションレポートをオンにでき
ます。
対応するウイルス対策ソフトウェアの一覧については、ナレッジベース記事を参照してください。この
削除は、プログラムの追加と削除アンインストールとは異なります。これは別の方法を使用して、常駐
レジストリエントリまたは他のトレースを含む他社製のウイルス対策ソフトウェアを徹底的に削除しま
す。
記事「ESET PROTECT Cloudを使用しているクライアントコンピューターからサードパーティのウイルス
対策ソフトウェアを削除する」の段階的な手順に従い、クライアントコンピューターからサードパーティ
のウイルス対策ソフトウェアを削除するタスクを送信してください。
パスワードで保護されたアプリケーションをアンインストールできるようにする場合は、ナレッジベー
ス記事を参照してください。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。
ESETセキュリティ製品のアンインストールタスクは、次のようなパスワード関連エラーで失敗す
る場合があります。製品:ESET Endpoint Security -- エラー5004。アンインストールを続行するには
有効なパスワードを入力してください。これは、ESETセキュリティ製品のパスワード保護設定が有
効なためです。ポリシーをクライアントコンピューターに適用し、パスワード保護を削除します。
ソフトウェアのアンインストールタスクを使用して、ESETセキュリティ製品をアンインストールで
きます。

管理の停止(ESET Managementエージェントのアンイ
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ンストール)
このタスクは、選択したターゲットデバイスからESET Managementエージェントをアンインストールし
ます。デスクトップが選択されている場合は、ESET Managementエージェントが削除されます。モバイ
ルデバイスが選択されている場合は、デバイスのMDM登録がキャンセルされます。
クライアントコンピューターからESET Managementエージェントをアンインストールすると、デバ
イスはESET PROTECT Cloudで管理されなくなります。
• ESET Managementエージェントをアンインストールした後に、ESETセキュリティ製品の一部の設
定が残る場合があります。
• エージェントがパスワードで保護されている場合は、アンインストールできません。デバイス
を管理から削除する前に、ポリシーを使用して、保持する一部の設定（パスワード保護など）を
既定の設定にリセットすることをお勧めします。
• エージェントで実行中のすべてのタスクは破棄されます。データレプリケーションによっては、
このタスクの実行中、完了、失敗実行ステータスが、ESET PROTECT Cloud Webコンソールに正確に表
示されない場合があります。
• エージェントがアンインストールされた後、統合されたEGUIまたはeShellからセキュリティ製品
を管理できます。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。
このタスクの設定はありません。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。
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タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

SysInspectorログ要求(Windowsのみ)
SysInspectorログ要求タスクを使用すると、クライアントセキュリティ製品からSysInspectorログを要求で
きます。
ESET SysInspectorはWindowsコンピューターでのみ実行されます。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。

クライアントタスクをクリック

• コンピューターで対象デバイスをクリックし、 タスク > 新しいタスクを選択します。 コン
ピューターからこのタスクを実行し、コンピューター > 詳細 > ログ > ログの要求(Windowsのみ)を
クリックします。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。

設定
• クライアントにログを保存 - クライアントとESET PROTECT CloudサーバーにSysInspectorログを保存
する場合は選択します。例えば、ESET Endpoint Securityがクライアントにインストールされている場合、
通常、ログはC:\Program Data\ESET\ESET Security\SysInspectorにあります。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
226

• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。
タスクが完了した後、新しいエントリがESET SysInspectorログのリストに表示されます。リストのログを
クリックすると、展開します。

エージェントのアップグレード
エージェントのアップグレードタスクを使用して、ESETManagementエージェントを最新バージョンにアッ
プグレードできます。

ESET PROTECT Cloudは、管理されたコンピューターでのESET Managementエージェントの自動アップグレー
ドをサポートします。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

インストールエラーを防止するため、ESET Managementエージェントは、ESET製品のインストールまたは
アップグレード前に、次のチェックを実行します。
• リポジトリにアクセスできるかどうか
• クライアントコンピューターで十分な空き領域(1 GB)があるかどうか(Linuxでは使用できません)

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。
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設定
[アプリケーションエンドユーザー使用許諾契約の条項に同意し、プライバシーポリシーを承諾する]の
横のチェックボックスを選択します。ESET製品のエンドユーザーライセンス契約(EULA)、利用規約、およ
びプライバシーポリシー。
[必要なときに自動的に再起動]の横のチェックボックスを選択し、インストール後にクライアントコン
ピュータを強制的に自動再起動します。あるいは、このオプションをオフにし、クライアントコンピュー
ターを手動で再起動できます。 管理されたコンピューターの再起動/シャットダウン動作を設定できま
す。コンピューターは、ESET Managementエージェント9.1以降とこの設定をサポートするESETセキュリ
ティ製品を実行する必要があります。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

隔離ファイルのアップロード
隔離ファイルのアップロードタスクを使用すると、クライアントで隔離されたファイルを管理できます。
詳細な調査のため、隔離から特定の場ションに隔離されたファイルをアップロードできます。
次のオプションのいずれかを選択して、新しいクライアントタスクを作成します。
• タスク > 新規 >

クライアントタスクをクリックします。

• タスクをクリックし、任意のタスクタイプを選択して、新規 >
します。
• コンピューターで対象デバイスをクリックし、

タスク >

クライアントタスクをクリック

新しいタスクを選択します。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
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リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。

設定
• 隔離されたオブジェクト - 隔離から特定のオブジェクトを選択します。
• オブジェクトパスワード - セキュリティの理由からオブジェクトを暗号化するパスワードを入
力します。このパスワードは対応するレポートに表示されます。
• アップロードパス - オブジェクトをアップロードする場所へのパスを入力します。次の構文を
使用します。smb://server/share
• アップロードのユーザー名/パスワード - 認証が必要な場合(ネットワーク共有など)、このパス
にアクセスするための認証情報を入力します。ユーザーがドメインにある場合は、形
式DOMAIN\usernameを使用します。
トリガーで、ファイルが隔離される対象を選択してください。

概要
構成された設定の概要を確認し、終了をクリックします。クライアントタスクが作成され、小さいウィ
ンドウが開きます。
• [トリガーの作成(推奨)]をクリックし、クライアントタスクターゲット(コンピューターまたはグ
ループ)とトリガーを指定します。
• 閉じるをクリックすると、後からトリガーを作成できます。クライアントタスクインスタンスを
クリックし、ドロップダウンメニューから 実行を選択します。

タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。
隔離されたファイルが選択したアップロードパスの場所にアップロードされた後:
• ファイルはパスワードで保護された.zipアーカイブに保存されます。パスワードは.zipファイル
名(隔離されたファイルのハッシュ)です。
• 隔離されたファイルにはファイル拡張子があります。ファイルを復元するには、元のファイル拡
張子を追加します。
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サーバータスク
サーバータスクは、サーバーまたは他のデバイスでESET PROTECT Cloudサーバーによって実行されます。
サーバータスクを、特定のクライアントまたはクライアントグループに割り当てることはできません。
各サーバーは1つのトリガーのみを設定できます。さまざまなイベントでタスクを実行する必要がある
場合は、各トリガーに個別のサーバータスクが必要です。

サーバータスクと権限
タスクとトリガーは両方実行ユーザーが必要です。これはタスク(とトリガー)を修正するユーザーです。
このユーザーは選択したアクションに対する十分な権限が必要です。実行中、タスクは常にトリガーか
ら実行ユーザーを取得します。完了後にただちにタスクを実行設定を使用してタスクを実行する場合、
実行ユーザーはESET PROTECT Cloud Webコンソールにログインしたユーザーです。権限設定(詳細 > 権限
設定)で選択した権限があり、サーバータスクがある静的グループに対して権限が設定されている場合
は、ユーザーは選択した サーバータスクインタンスの権限(読み取り、使用、書き込み)があります。ア
クセス権の詳細については、権限の一覧を参照してください。

JohnのホームグループはJohn's Groupで、Server Task 1:レポートの作成を削除しようとしています。
タスクは最初にLarryによって作成されたため、自動的にLarryのホームグループのLarry'sGroupグルー
プに含まれています。Johnがタスクを削除するには、次の条件を満たす必要があります。
• Johnにはサーバータスクとトリガー - レポートの生成の書き込み権限がある権限設定を割り当
てる必要があります。
• 権限設定は静的グループの下のLarry's Groupを含む必要があります。

特定のサーバータスクアクションに必要な権限
• 新しいサーバータスクを作成するには、ユーザーは選択したタスクタイプに対する書き込み権限
と参照されたオブジェクト(コンピューター、ライセンス、グループ)に対する適切なアクセス権が
必要です。
• サーバータスクを修正するには、ユーザーは選択したサーバータスクに対する書き込み権限と参
照されたオブジェクト(コンピューター、ライセンス、グループ)に対する適切なアクセス権が必要
です。
• サーバータスクを削除するには、ユーザーは選択したサーバータスクインスタンスの書き込み権
限が必要です。
• サーバータスクを実行するには、ユーザーは選択したサーバータスクインスタンスの使用権限が
必要です。

サーバータスクを新規作成する
1. 新しいサーバータスクを作成するには、タスク > 新規作成 > サーバータスクをクリックする
か、左側で任意のタスクタイプを選択して、新規作成 > サーバータスクをクリックします。
2. 基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選
択をクリックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタス
クを作成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあら
かじめ選択されます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義しま
す。
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次のタスクトリガー設定から選択できます。
• 完了後ただちにタスクを実行 - このオプションをオンにし、[完了]をクリックした後にタスク
を自動的に実行します。
• トリガーの設定 - チェックボックスをオンにし、トリガーセクションを有効にして、トリガー
設定を構成できます。
後でトリガーを設定するには、このチェックボックスをオフにします。
3.[設定]セクションでタスク設定を構成します。
4.必要に応じて、トリガーセクションでトリガーを設定します。
5.サマリーセクションでこのタスクのすべての設定を確認し、[トリガー]をクリックします。
定期的にサーバータスクを使用する場合は、他のユーザーと共有するのではなく、独自のタスク
を作成することをお勧めします。タスクを実行するたびに、実行ユーザーの権限を使用します。
これによって、一部のユーザーは混乱する場合があります。

接続していないコンピューターの削除
未接続のコンピューターを削除タスクでは、指定された条件に従い、コンピューターを削除できます。
たとえば、クライアントコンピューターのESET Managementエージェントが30日間接続していない場
合、ESET PROTECT Cloud Webコンソールから削除できます。
[コンピューター]に移動します。 前回の接続には、管理されたデバイスの前回の接続日時が表示され
ます。緑の点は、コンピューターが10分以内に接続されていることを示します。前回の接続列情報はハ
イライトされ、コンピューターが接続していないことを示します。
o黄色(エラー) - コンピューターは2～14日接続されていません。
o赤(警告) - コンピューターは14日以上接続されていません。
新しいサーバータスクを作成するには、タスク > 新規作成 > サーバータスクをクリックするか、左側
で任意のタスクタイプを選択して、新規作成 > サーバータスクをクリックします。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。
次のタスクトリガー設定から選択できます。
• 完了後ただちにタスクを実行 - このオプションをオンにし、[完了]をクリックした後にタスク
を自動的に実行します。
• トリガーの設定 - チェックボックスをオンにし、トリガーセクションを有効にして、トリガー
設定を構成できます。
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後でトリガーを設定するには、このチェックボックスをオフにします。

設定
グループ名 - 静的グループを選択するか、新しい静的グループを作成されます。名前は変更されます。
コンピューターが接続していない日数 - コンピューターが削除されるまでの日数を入力します。
ライセンスのアクティベーション解除 - 削除されたコンピューターのライセンスをアクティベーショ
ン解除するには、このチェックボックスをオンにします。
管理されていないコンピューターの削除 - このチェックボックスを使用すると、管理されていないコ
ンピューターも削除されます。

トリガー
トリガーセクションには、タスクを実行するトリガーの情報があります。各サーバータスクは、トリガー
のみを設定できます。各トリガーは1つのサーバータスクのみを実行できます。トリガーの設定が基本
セクションで選択されていない場合、トリガーは作成されません。タスクはトリガーがなくても作成で
きます。このようなタスクは後から手動で実行するか、トリガーを後から追加できます。

詳細設定 - 調整
調整を設定すると、作成されたトリガーの詳細ルールを設定できます。調整の設定は任意です。

概要
すべての構成されたオプションはここに表示されます。設定を確認し、完了をクリックします。
タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

レポートの作成
レポートの生成タスクは、以前に作成または定義されたレポートテンプレートからレポートを生成しま
す。
新しいサーバータスクを作成するには、タスク > 新規作成 > サーバータスクをクリックするか、左側
で任意のタスクタイプを選択して、新規作成 > サーバータスクをクリックします。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。
次のタスクトリガー設定から選択できます。
• 完了後ただちにタスクを実行 - このオプションをオンにし、[完了]をクリックした後にタスク
を自動的に実行します。
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• トリガーの設定 - チェックボックスをオンにし、トリガーセクションを有効にして、トリガー
設定を構成できます。
後でトリガーを設定するには、このチェックボックスをオフにします。

設定
レポートテンプレート - レポートテンプレートの追加をクリックし、リストからレポートテンプレー
トを選択します。タスクを作成するユーザーは、グループで使用できるレポートテンプレートのみを表
示および選択できます。1つのレポートで複数のレポートテンプレートを選択できます。
• 送信先 - レポート電子メールの受信者の電子メールアドレスを入力します。カンマ(,)を使用し
て複数のアドレスを区切ります。CCとBCC フィールドを追加することもできます。これらは、メー
ルクライアントのように正確に動作します。
• ESET PROTECT Cloudでは、選択したレポートテンプレートに基づいて、電子メールの件名と本文
があらかじめ入力されます。メッセージをカスタマイズの下のチェックボックスを選択して、 件
名とメッセージをカスタマイズできます。
o件名 - レポートメッセージの件名。識別できる件名を入力し、受信メッセージを並べ替えられ
るようにします。これはオプションの設定ですが、空欄にしないことをお勧めします。
oメッセージ - レポートメッセージの本文を定義します。
• レポートが空の場合にメールを送信 - レポートにデータがない場合でも、レポートを送信する
場合は、このオプションを使用します。
[印刷オプションを表示]をクリックすると、次の設定が表示されます。
• 出力形式 - 適切なファイル形式を選択します。 .pdfまたは.csvを選択できます。 CSVはテーブル
データにのみ適していて、; (セミコロン)を区切り文字として使用します CSVレポートをダウンロー
ドし、テキスト列に数値が表示される場合は、PDFレポートをダウンロードしてテキスト値を表示
することをお勧めします。
CSVを選択すると、レポートの日時値がUTC形式で保存されます。PDFを選択すると、レポートで
ローカルサーバー時刻が使用されます。
• 出力言語 - メッセージの言語を選択します。既定の言語はESET PROTECT Cloud Webコンソールで
選択された言語に基づきます。
• ページサイズ/解像度/用紙の向き/色形式/余白単位/余白 - 印刷環境設定に基づいて、該当する
オプションを選択します。これらのオプションは、レポートを印刷する場合にのみ有効です。CSV形
式ではなく、PDF形式にのみ適用されます。

トリガー
トリガーセクションには、タスクを実行するトリガーの情報があります。各サーバータスクは、トリガー
のみを設定できます。各トリガーは1つのサーバータスクのみを実行できます。トリガーの設定が基本
セクションで選択されていない場合、トリガーは作成されません。タスクはトリガーがなくても作成で
きます。このようなタスクは後から手動で実行するか、トリガーを後から追加できます。
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詳細設定 - 調整
調整を設定すると、作成されたトリガーの詳細ルールを設定できます。調整の設定は任意です。

概要
すべての構成されたオプションはここに表示されます。設定を確認し、完了をクリックします。
タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

コンピューター名の変更
コンピューター名の変更タスクを使用するとESET PROTECT CloudでFQDN形式でコンピュータ名を変更で
きます。ESET PROTECT Cloudでインストールされる既定の既存のサーバータスクを使用できます。クライ
アントデバイス名がデバイス詳細で報告された名前と異なる場合、このタスクを実行すると正しい名前
を復元できます。
このタスクは、Lost + foundグループにある同期されたコンピューターの名前を1時間ごとに自動的に変
更します。
新しいサーバータスクを作成するには、タスク > 新規作成 > サーバータスクをクリックするか、左側
で任意のタスクタイプを選択して、新規作成 > サーバータスクをクリックします。

基本
基本セクションで、名前や説明(任意)などのタスクに関する基本情報を入力します。 タグを選択をク
リックして、タグを割り当てます。
タスクドロップダウンメニューで、作成および設定するタスクタイプを選択します。新しいタスクを作
成する前に、特定のタスクタイプを選択した場合、前回の選択に基づいて、タスクがあらかじめ選択さ
れます。タスク(すべてのタスクの一覧を参照)は、タスクの設定と動作を定義します。
次のタスクトリガー設定から選択できます。
• 完了後ただちにタスクを実行 - このオプションをオンにし、[完了]をクリックした後にタスク
を自動的に実行します。
• トリガーの設定 - チェックボックスをオンにし、トリガーセクションを有効にして、トリガー
設定を構成できます。
後でトリガーを設定するには、このチェックボックスをオフにします。

設定
グループ名 - 静的または動的グループを選択するか、新しい静的または名前が変更されたコンピュー
ターの動的グループを作成します。
次に基づいて名前を変更
• コンピューター名 - 各コンピューターは一意のコンピューター名でローカルネットワークで特
定されます。
• コンピューターFQDN (完全修飾ドメイン名) - これは、ホスト名で始まり、最上位のドメイン名
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まですべてのドメイン名まで続きます。
名前の解決は、すでにESET PROTECT Cloudにあるコンピュータと同期によって追加されたコンピュータ
と競合します(名前は一意でなければなりません)。同期対象のサブツリー外のコンピューター名にのみ
適用されることを確認してください。

トリガー
トリガーセクションには、タスクを実行するトリガーの情報があります。各サーバータスクは、トリガー
のみを設定できます。各トリガーは1つのサーバータスクのみを実行できます。トリガーの設定が基本
セクションで選択されていない場合、トリガーは作成されません。タスクはトリガーがなくても作成で
きます。このようなタスクは後から手動で実行するか、トリガーを後から追加できます。

詳細設定 - 調整
調整を設定すると、作成されたトリガーの詳細ルールを設定できます。調整の設定は任意です。

概要
すべての構成されたオプションはここに表示されます。設定を確認し、完了をクリックします。
タスクには、作成した各タスクの進行状況インジケータバー、ステータスアイコン、および詳細が表示
されます。

タスクトリガータイプ
基本的にトリガーは、定義済みの方法で特定のイベントに反応するセンサーです。割り当てられたタス
クを実行するために使用されます。トリガーはスケジュール(時間イベント)によって起動するか、特定
のシステムイベントの発生時に起動します。
トリガーは再利用できません。各タスクは別のトリガーで実行する必要があります。各トリガー
は1つのタスクのみを実行できます。
トリガーでは新しく割り当てられたタスクはただちに実行されません(即時トリガーを除く)。イベント
に対するトリガーの感度は、調整によって下げることができます。

トリガータイプ:
• 即時 - クライアントタスクでのみ使用できます。タスクは 完了をクリックするとすぐに実行さ
れます。有効期限 日付の値は、タスクが実行されなくなる日を指定します。 有効期限は、現在の
日付から6か月先の日付までを定義できます。

スケジュール済み
スケジュールされたトリガーは、日時設定に基づいてタスクを実行します。タスクは、1回だけ実行す
るか、繰り返し実行するか、CRON式に基づいて実行するようにスケジュールできます。
• 一度だけ実行 - このトリガーはスケジュールされた日時に1回実行されます。ランダム間隔で遅
延できます。
• 毎日 - このトリガーは選択した日に毎回実行されます。期間の開始日と終了日を設定できます。
たとえば、10回連続して週末にタスクを実行できます。
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• 毎週 - このトリガーは選択した曜日に毎回実行されます。たとえば、7月1日から8月31日までの
すべての月曜日と金曜日にタスクを実行します
• 毎月 - このトリガーは選択した期間の選択した週の選択した日に実行されます。繰り返し値は
タスクを実行する月の曜日(第2月曜日など)を設定します。
• 毎年 - このトリガーは毎年(または設定されている年ごとに)、指定した開始日に実行されます。
ランダム遅延間隔設定はスケジュールされたタイプのトリガーで使用できます。タスク実行の最
大遅延範囲を定義します。ランダムにすると、サーバーの過負荷を防止できます。

Johnが毎週月曜日に実行し、2017年2月10日 8:00:00に開始するタスクを設定し、ランダム遅延間
隔を 1時間に、終了日を 2017年4月6日 00:00:00に設定すると、指定された終了日まで、毎週月曜
日8:00～9:00の間にランダムな1時間の遅延でタスクが実行されます。
• 設定した時間に実行されなかった場合は即時実行チェックボックスを選択すると、定義した時
刻に実行されなかった場合は、ただちにタスクを実行します
• トリガーを設定するときには、ESET PROTECT Cloud Webコンソールのタイムゾーンが既定で使用
されます。あるいは、ターゲットのローカル時刻を使用チェックボックス選択すると、ESET
PROTECT Cloudコンソールタイムゾーンではなく、ターゲットデバイスのローカルタイムゾーンを
使用してトリガーを設定できます。

動的グループ
動的グループトリガーは、サーバータスクでのみ使用できます。
• 動的グループメンバーが変更 - 動的グループの内容が変更されたときに起動します。例えば、
クライアントが特定の動的グループに入った場合やグループから出た場合などです。
• しきい値に従って動的グループサイズが変更 - 動的グループのクライアント数が指定したしき
い値を上回った場合や下回った場合に、このトリガーが起動します。例えば、101台以上のコン
ピューターが特定のグループにある場合などです。
• 期間中に動的グループサイズが変更 - 動的グループのクライアント数が定義済みの期間に変化
した場合に、このトリガーが起動します。例えば、特定のグループのコンピューター数が1時間
に10％増加した場合などです。
• 比較グループを基準に動的グループサイズが変更 - このトリガーは、観察された動的グループ
のクライアント数が比較グループ(静的または動的)に合わせて変更された場合にトリガーされます。
例えば、すべてのコンピューターの10％以上が感染した場合などです(グループ「すべて」とグルー
プ「感染」を比較)。

その他
• 結合された動的グループトリガー - クライアントタスクでのみ使用できます。このトリガーは
デバイスが動的グループに参加するときに実行されます。
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結合された動的グループトリガーは、ターゲットセクションで動的グループが選択されている
場合にのみ使用できます。トリガーは、トリガーが作成された後に動的グループに参加したデ
バイスでのみタスクを実行します。既に動的グループにあるすべてのデバイスで、タスクを手
動で実行する必要があります。
• イベントログトリガー - このトリガーは、特定のイベントがログで発生したときに呼び出され
ます。例えば、検査ログに検出がある場合などです。このタイプのトリガーは、調整設定で特殊な
設定のセットを提供します。
• CRON式 - このトリガーは特定の日時に起動します。

CRON式間隔
CRON式は、トリガーの特定のインスタンスを構成するために使用されます。ほとんどはスケジュールさ
れた反復トリガー用です。これは、スケジュールの個別の値を表す6または7フィールドから構成される
文字列です。これらのフィールドは、スペースで区切られます。また、任意の許容される値をさまざま
に組み合わせて使用できます。
CRON式は次のように簡潔にすることができます。* * * * ? *または次のようにより複雑にできま
す。0/5 14,18,3-39,52 * ? JAN,MAR,SEP MON-FRI 2012-2020
CRON式で使用できる値の一覧
名前

必要

値

許可された特殊文字

秒

はい 0-59

, - * / R

分

はい 0-59

, - * / R

時間

はい 0-23

, - * / R

月の日付 はい 1-31

, - * / ? L W

月

はい 1-12またはJAN-DEC , - */

曜日

はい 0-6またはSUN-SAT , - / ? L #

年

はい 1970-2099

, - * /

CRON式構文は次のとおりです。
┌──────── 秒(0-59)
│ ┌────────── 分(0-59)
│ │ ┌────────── 時間(0–23)
│ │ │ ┌────────── 日(1 - 31)
│ │ │ │ ┌────────── 月(1–12またはJAN-DEC)
│ │ │ │ │ ┌────────── 曜日(0 - 6またはSUNSAT)(たとえば、0はSUNと同じ)
│ │ │ │ │ │ ┌────────── 年
│ │ │ │ │ │ │
* * * * * ? *

• 0 0 0は深夜を意味します(秒、分、時間)。
• 他のフィールドで定義されているため値を定義できない場合は?を使用します(日または曜日)。
• *はすべてを意味します(秒、分、時間、日、月、曜日、年)。
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• SUNは日曜日を意味します。
月の名前と曜日は大文字と小文字を区別しません。たとえば、MONはmonと同じか、JANはjanと同
じになります。

特殊文字:
カンマ (,)
カンマはリストの項目を区切るために使用されます。たとえば、6番目のフィールドでMON,WED,FRI (曜
日)を使用すると、月曜日、水曜日、金曜日を意味します。
ハイフン (-)
範囲を定義します。たとえば、2012-2020は2012年から2020年までの毎年を示します。
ワイルドカード (*)
フィールド内のすべての可能な値を選択するために使用されます。たとえば、分フィールドで*を使用
すると毎分を意味します。ワイルドカードは曜日フィールドでは使用できません。
疑問符(?)
特定の日を選択するときには、日または曜日を指定できます。両方は指定できません。日を指定する場
合は、曜日に?を使用する必要があります。逆も同様です。たとえば、特定の日(10日など)にトリガー
を実行し、実行される曜日を考慮しない場合は、日フィールドに10、曜日フィールドに?を入力します。
ハッシュ (#)
「N番目」の日を指定するために使用されます。たとえば、曜日フィールドの値4#3は、第3水曜日を意味
します(第4日=木曜日、#3 = 月の第3木曜日)。#5を指定し、月に第5の曜日がない場合は、トリガーは
その月に実行されません。
スラッシュ (/)
範囲の増分値を説明します。たとえば、2番目のフィールド(分)の3-59/15は、1時間のうちの3分目とそ
の後15分間隔を意味します。
最後 (L)
曜日フィールドで使用すると、特定の月の最後の金曜日(5L)などのコンストラクトを指定できます。日
フィールドでは、月の最後の日を指定します。たとえば、1月31日、2月28日(閏年を除く)です。
平日 (W)
W文字は日フィールドで使用できます。この文字は特定の日に最も近い平日(月曜日から金曜日)を指定
するために使用されます。たとえば、15Wを日フィールドの値として指定すると、15日に最も近い平日
になります。15日が土曜日の場合、トリガーは14日の金曜日に実行されます。15日が日曜日の場合、ト
リガーは16日の月曜日に実行されます。ただし、1Wを日の値に指定し、1日が土曜日の場合、トリガー
は3日の月曜日に実行されます。月をまたいで実行されることはありません。
LおよびW文字は、LWとして日フィールドで組み合わせることもできます。これは月の最後の平日
を意味します。
ランダム (R)
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Rは特殊な ESET PROTECT Cloud CRON式文字であり、ランダム化された時間を指定できます。たとえば、R
0 0 * * ? *は毎日00:00に実行されますが、秒はランダムです(0-59)。
すべてのESET Managementエージェントが同時にESET PROTECT Cloudサーバーに接続しないように、
ランダム化された時間を使用することをお勧めします。
CRON式の一部のバリエーションを示す実際の例
CRON式

意味

0 0 12 * * ? *

毎日12時 (正午)に起動します。

R 0 0 * * ? *

毎日00:00に実行されますが、秒はランダムです(0-59)。

R R R 15W * ? *

毎月15日のランダムな時間(秒、分、時間)に実行されます。15日が土曜
日の場合、トリガーは14日の金曜日に実行されます。15日が日曜日の場
合、トリガーは16日の月曜日に実行されます。

0 15 10 * * ? 2016

2016年中は毎日午前10時15分に起動します。

0 * 14 * * ? *

毎日午後2時から2時59分まで毎分起動します。

0 0/5 14 * * ? *

毎日午後2時から午後2時55分まで5分間隔で起動します。

0 0/5 14,18 * * ? *

毎日午後2時から午後2時55分まで5分間隔で起動、かつ午後6時から午
後6時55分まで5分間隔で起動します。

0 0-5 14 * * ? *

毎日午後2時から午後2時5分まで毎分起動します。

0 10,44 14 ? 3 WED *

3月の水曜日午後2時10分と午後2時44分に起動します。

0 15 10 ? * MON-FRI *

毎平日(月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日)の午前10時15分に起
動します。

0 15 10 15 * ? *

毎月15日の午前10時15分に起動します。

0 15 10 ? * 5L *

毎月最後の金曜日の午前10時15分に起動します。

0 15 10 ? * 5L 2016-2020 2016年から2020年まで毎月の最後の金曜日の午前10時15分に実行されま

す。
0 15 10 ? * 5#3 *

毎月第3金曜日の午前10時15分に起動します。

0 0 * * * ? *

毎日1時間おきに実行します。

詳細設定 - 調整
調整はタスクが実行されないように制限するために使用されます。通常、タスクが頻繁に発生するイベ
ントによってトリガーされるときに使用されます。特定の状況の下では、調整によってトリガーの実行
ができない場合があります。トリガーが実行されるたびに、以下の方法に従って評価されます。指定さ
れた条件を満たすトリガーのみがタスクを実行します。調整条件されていない場合、すべてのトリガー
イベントがタスクを実行します。

239

調整には、3種類の条件があります。
1.時間ベースの条件
2.統計条件
3.イベントログ条件
タスクを実行するには:
• すべての条件を満たす必要があります
• 条件を設定する必要があります。条件が空の場合は省略されます
• すべての時間ベースの条件を満たす必要があります。AND演算子で評価されるためです
• AND演算子で評価されるすべての統計条件を満たす必要があります。OR演算子の1つ以上の統計条
件を満たす必要があります
• まとめて設定された統計および時間条件を満たす必要があります。AND演算子のみで評価され、タ
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スクが実行されます

定義済みの条件のいずれかが満たされた場合、すべての監視側の蓄積された情報がリセットされま
す(カウントは0から開始します)。これは、時間ベースの条件と統計条件の両方に当てはまります。エー
ジェントまたはESET PROTECT Cloudサーバーが再起動した場合にも、この情報はリセットされます。ト
リガーを変更すると、常にステータスがリセットされます。統計条件は1つだけ使用し、複数の時間ベー
スの条件を使用することをお勧めします。複数の統計条件を使用すると、不必要に複雑になり、トリガー
結果が変わる可能性があります。

プリセット
3つのプリセットがあります。プリセットを選択するときには、現在の調整設定がクリアされ、プリセッ
ト値で置換されます。これらの値はさらに修正および使用できますが、新しいプリセットを作成するこ
とはできません。

時間ベースの条件
期間 (T2) - 指定された期間中に1回トリガーを許可します。たとえば、10秒に設定され、この期間中に10
回呼び出しがあった場合、最初のトリガーのみがイベントを実行します。
時間ベースの条件で調整を設定し、タスク実行を15分に1回以下に制限し、通知を1分間に1回以下
に制限する必要があります(ロックアイコン は制限を示します)。
• サーバータスク(レポート生成を含む) - すべてのトリガータイプ。
• クライアントタスク - スケジュールされたCRON式トリガータイプ。
スケジュール (T1) - 定義済みの範囲内でのみトリガーを許可します。期間の追加をクリックすると、ポッ
プアップウィンドウが表示されます。選択した時間単位で範囲期間を設定します。参照リストから1つ
のオプションを選択し、フィールドを入力します。これは選択した繰り返しによって異なります。CRON
式の形式で参照を定義することもできます。OKをクリックして範囲を保存します。複数の時間範囲をリ
ストに追加できます。時間範囲は時系列順に表示されます。
タスクをトリガーするには、構成された条件のすべてが満たされる必要があります。

統計条件
条件 - 統計条件はいずれかを使用して結合できます。
• すべての統計条件が満たされたときに通知を送信する - AND論理演算子が評価で使用されます
• 1つ以上の統計条件が満たされたときに通知を送信する - OR論理演算子が評価で使用されます
発生数 (S1) - X番目のトリガーヒットのみを許可します。例えば、10を指定した場合、10番目のトリガー
だけがカウントされます。

期間内の発生数
発生数 (S2) - 定義済みの期間内のトリガーのみを許可します。タスクをトリガーするイベントの最低頻
度を定義します。たとえば、イベントが1時間に10回検出された場合に、この設定を使用して、タスク
の実行を許可します。トリガーの実行により、カウンターがリセットされます。
期間 - 上記のオプションの期間を定義します。
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3番目の統計条件は特定のトリガータイプでのみ使用できます。トリガー > トリガータイプ > イベント
ログトリガーを参照してください。

イベントログ条件
これらの条件は第三の統計条件(S3)としてESET PROTECT Cloudによって評価されます。統計条件の適用演
算子(AND / OR)は、すべての3つの統計条件をまとめて評価するために適用されます。レポートの生成タ
スクと組み合わせてイベントログ条件を使用することをお勧めします。すべての3つのフィールドは条
件が動作するために必要です。トリガーが起動し、バッファ内に既にシンボルがある場合は、シンボル
のバッファがリセットされます。
条件 - 条件をトリガーするイベントまたはイベントのセットを定義します。使用可能なオプションは
次のとおりです。
• 行で受信 - 選択した数のイベントが連続して発生する必要があります。これらのイベントは個
別である必要があります。
• 前回の発生以降に受信 - 条件は、選択した個別のイベント数に達したときにトリガーされま
す(前回のタスク実行以降)。
発生数 - タスクを実行するために選択されたシンボルがある個別のイベント数を入力します。
シンボル - ログタイプ(トリガーメニューで設定)に応じて、検索できるログのシンボルを選択できます。
メニューを表示するには、[選択]をクリックします。選択したシンボルを削除するには、削除をクリッ
クします。
サーバータスクで使用されているときには、すべてのクライアントコンピューターが考慮されま
す。連続して多数の識別記号を受信する可能性は高くありません。合理的な場合にのみ、連続受
信設定を使用してください。この時点で、見つからない値(n/a)は一意でないと見なされるため、
バッファがリセットされます。

追加プロパティ
前述の通り、トリガーを実行しないイベントもあります。トリガーにならないイベントに対して実行さ
れたアクション:
• 複数のイベントがスキップされた場合、最後のN イベントが1つにグループ化されます(抑制され
たティックのデータを格納) [N <= 100]
• N == 0の場合、最後のイベントだけが処理されます(Nは履歴の長さを意味します。最後のイベン
トは常に処理されます)。
• トリガーにならないイベントがすべてマージされます(最後のティックをN 履歴ティックとマー
ジ)。

トリガー実行の頻度が高すぎる場合または通知の頻度を下げる場合、次の推奨事項を検討してください。
• 1つのイベントではなく複数のイベントがある場合にだけユーザーに対応させる場合は、統計条
件S1を参照してください。
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• 大量のイベントが発生した場合にだけトリガーを起動するには、統計条件S2を参照してください。
• 望ましくない値のイベントを無視する場合は、統計条件S3を参照してください。
• 関連する時間(業務時間など)外のイベントを無視する場合は、時間ベースの条件T1を参照してく
ださい。
• トリガー実行間隔を最小値に設定するには、時間ベースのT2条件を使用してください。

条件を組み合わせて、より複雑な調整シナリオに対応することもできます。詳細については、調
整の例のセクションを参照してください。

調整例
調整の例では、調整条件(T1、T2、S1、S2、S3)が組み合わせられ、評価される方法を説明します。
「ティック」はトリガーからのパルスを意味します。「T」は時間ベースの条件です。「S」は統計条件
です。「S3」はイベントログ条件です。
S1:発生条件(3ティックごとに許可)
時間 00 01 02 03 04 05 06 トリガーが修正される 07 08 09 10 11 12 13 14 15
ティッ
x
ク

x

S1

x

x

x

1

x

x

x

x

x

1

x

x

1

1

S2:時間内の発生条件(3ティックが4秒以内に発生する場合に許可)
時間 00 01 02 03 04 05 06 トリガーが修正される 07 08 09 10 11 12 13
ティッ
x
ク

x

S2

x

x

x

x

x

x

x

1

x

1

S3:一意の記号値の条件(3つの一意の値が連続している場合に許可)
時間 00 01 02 03 04 05 06 トリガーが修正される 07 08 09 10 11 12 13
値

A B

B

C

S3

D G H

J

K

N/A L

M N N

1

1

S3:一意の記号値の条件(3つの一意の値が最後のティック以降の場合に許可)
時間 00 01 02 03 04 05 06 07 トリガーが修正される 08 09 10 11 12 13 14
値
S3

A B

B

C
1

D G H I
1

J

K

N/A L

M N N

1

T1:特定の時間範囲でティックを許可(8:10で始まる毎日を許可、期間は60秒)
243

x

時間 8:09:50 8:09:59 8:10:00 8:10:01 トリガーが修正される 8:10:59 8:11:00 8:11:01
ティッ
x
ク

x

T1

x

x

x

1

1

1

x

x

この条件には状態がありません。このため、トリガー修正は結果に影響しません。
T2:時間間隔で1つのティックを許可(最大5秒に1回許可)
時間

00 01 02 03 04 05 06 トリガーが修正される 07 08 09 10 11 12 13

ティック x
T2

x

x

x

1

x

x

1

1

x

x

x

x

1

S1+S2の組み合わせ
• S1:5ティックごと
• S2:4秒以内に3ティック
時間

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

ティック x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S1

x
1

S2

1

1

1

結果

1

1

1

結果は次のように列挙されます：S1(論理 OR)S2
S1+T1組み合わせ
• S1:3ティックごとに許可
• T1:8:08から始まる毎日を許可、期間は60秒日時:
時間 8:07:50 8:07:51 8:07:52 8:07:53 8:08:10 8:08:11 8:08:19 8:08:54 8:08:55 8:09:01
ティッ
x
ク

x

S1

x

x

x

1

x

x

x

1

T1

1

1

x

1
1

1

1

結果

x

1
1

結果は次の通り列挙されます：S1(論理 AND)T1
S2+T1組み合わせ
• S2:10秒以内に3ティック
• T1:8:08から始まる毎日を許可、期間は60秒日時:
時間 8:07:50 8:07:51 8:07:52 8:07:53 8:08:10 8:08:11 8:08:19 8:08:54 8:08:55 8:09:01
ティッ
x
ク
S2
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x

x

x

1

1

x

x

x
1

x

x

x
1

時間 8:07:50 8:07:51 8:07:52 8:07:53 8:08:10 8:08:11 8:08:19 8:08:54 8:08:55 8:09:01
T1

1

1

1

1

1

1

結果
結果は次のように列挙されます：S2(論理 AND)T1。

S2の状態は、グローバル結果が1の場合にだけリセットされます。
S2+T2組み合わせ
• S2:10秒以内に3ティック
• T2:最大20秒に1回許可
時間 00 01 02 03 04 05 06 07 … 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ティッ
x
ク

x

S2

x
1

T2

1 1

結果

x

x

x

x

x

1

1

1

x

x

x

x

x

x

x

1

1

1

1

1

1

1

1

1

x

x

結果は次のように列挙されます：S2(論理 AND)T2。
S2の状態は、グローバル結果が1の場合にだけリセットされます。

インストーラー
このセクションでは、クライアントコンピューターにESET Managementエージェントを展開するための
エージェントインストーラーパッケージを作成する方法を示します。 インストーラーパッケージ
はESET PROTECT Cloud Webコンソールに保存され、必要に応じて、もう一度ダウンロードできます。
インストーラー > インストーラーの作成をクリックして、オペレーティングシステムを選択します。
インストーラー設定を選択し、エンドユーザーライセンス契約に同意して、インストーラー配布オプショ
ンのいずれかを選択します(インストーラー設定および配布オプションは、オペレーティングシステム
によって異なる場合があります)。
• ダウンロードをクリックして、インストーラーパッケージをダウンロードします。
• コピーアイコンをクリックすると、インストーラーへのリンクをクリップボードにコピーしま
す。
• 電子メールアイコンをクリックすると、インストーラーパッケージへのリンクが付いた電子メー
ルを送信します。
あるいは、インストーラーパッケージをダウンロードする前に、インストーラーのカスタマイズを選択
すると、その他のオプションを表示できます。

Windows
• インストーラーのダウンロードまたは送信、あるいはESET Remote Deployment Toolの使用 エージェ
ントおよびESETセキュリティ製品インストーラーパッケージでは、ESET Managementエージェントおよ
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びESET製品のポリシー設定、親グループの選択機能など、詳細設定オプションを利用できます。イン
ストーラーをローカルまたはリモートで展開できます(ESET Remote Deployment Toolを使用)。
• 展開のためにGPOまたはSCCMを使用 -クライアントコンピューターでのESET Managementエージェ
ントの一括展開では、このオプションを使用します。

macOS
• インストーラーのダウンロードまたは送信 エージェントおよびESETセキュリティ製品インストー
ラーパッケージでは、ESET ManagementエージェントおよびESET製品のポリシー設定、親グループの選
択機能など、詳細設定オプションを利用できます。
• エージェントの最初の展開(エージェントスクリプトインストーラー) -このタイプのエージェント
展開は、リモートおよびローカル展開オプションが適していない場合に使用できます。電子メールで
エージェントスクリプトインストーラーを配布し、ユーザーに展開させることができます。また、エー
ジェントスクリプトインストーラは、リムーバブルメディア(USBフラッシュドライブなど)から実行す
ることもできます。

Linux
• エージェントの最初の展開(エージェントスクリプトインストーラー) -このタイプのエージェント
展開は、リモートおよびローカル展開オプションが適していない場合に使用できます。電子メールで
エージェントスクリプトインストーラーを配布し、ユーザーに展開させることができます。また、エー
ジェントスクリプトインストーラは、リムーバブルメディア(USBフラッシュドライブなど)から実行す
ることもできます。

Androidまたは

iOS

クラウドWebコンソールでモバイルデバイスを登録します。
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インストーラーと権限
ユーザーは、ユーザーがグループとコンピューターおよび保存されたインストーラーの書き込み権限が
あるグループに含まれるインストーラーを作成または編集できます。
既に作成されたインストーラーをダウンロードするには、グループとコンピューターおよび保存された
インストーラーの使用権限が必要です。
• オールインワンインストーラー、GPOインストーラー、またはSCCMスクリプトを作成するときに
は、詳細 > 初期インストーラー設定 > 設定タイプ]で選択されたポリシーの使用権限をユーザーに
割り当てます。
• 静的グループのライセンスが指定される場合は、ライセンスの使用権限をユーザーに割り当て
ます。
ホームグループ - ホームグループは、現在アクティブなユーザーの割り当てられた権限設定に基づい
て、自動的に検出されます。

シナリオの例:
現在アクティブなユーザーアカウントには、ソフトウェアインストールクライアントタスクへの
書き込みアクセス権と、ユーザーアカウントホームグループ「Department_1」があります。ユーザー
が新しいソフトウェアインストールクライアントタスクを作成すると、クライアントタスクのホー
ムグループとして「Department_1]が自動的に選択されます。
あらかじめ選択されたホームグループが要求を満たしていない場合は、ホームグループを手動で選択で
きます。
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インストーラーメニューからインストーラーをダウンロードする
1.[インストーラー]をクリックします。
2.ダウンロードするインストーラーの横のチェックボックスをオンにします。
3.アクション > ダウンロードをクリックします。

フィルターとレイアウトのカスタマイズ
現在のWebコンソール画面ビューをカスタマイズできます。
• サイドパネルとメインテーブルを管理します。
• フィルターとフィルタープリセットを追加します。 タグを使用して、表示される項目をフィル
タリングできます。

ポリシー
ポリシーは、クライアントコンピューターで実行されるESET製品に、特定の構成をプッシュするために
使用されます。これにより、各クライアントのESET製品を手動で構成せずに済みます。個別のコンピュー
ターとグループ(静的と動的)に直接適用できます。また、複数のポリシーをコンピューターまたはグルー
プに割り当てることができます。

ポリシーと権限
ユーザーにはポリシーを作成して割り当てるための十分な権限が必要です。特定のポリシーアクション
に必要な権限:
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• ポリシーと設定のリストを読むには、ユーザーは読み取り権限が必要です。
• ポリシーをターゲットに割り当てるには、ユーザーは使用権限が必要です。
• ポリシーを作成、修正または編集するには、ユーザーに書き込み権限が必要です。
アクセス権の詳細については、権限の一覧を参照してください。
ロックされた (編集できない)ポリシー(特定のビルトインポリシー(自動アップデートポリシーやESET
LiveGuardポリシーなど)、またはユーザーに読み取り権限がありますが、書き込み権限ではないポリシー
の横にはロックアイコンがあります。
• ユーザーJohnが自分が作成したポリシーのみを読み取る必要がある場合、ポリシーの読み取り
権限が必要です。
• ユーザーJohnが特定のポリシーをコンピューターに割り当てる場合、ポリシーの使用権限とグ
ループとコンピューターの使用権限が必要です。
• Johnにポリシーのフルアクセスを許可するには、管理者はポリシーの書き込み権限を設定する
必要があります。

ポリシー適用
ポリシーは、静的グループの配置順に適用されます。これは、動的グループの場合には該当せず、動的
グループでは子の動的グループが最初に網羅されます。これにより、グループツリーの最上位にある影
響が大きいポリシーを適用し、サブグループに対して特定のポリシーを提供できます。フラグを使用す
ると、ツリーの上位にあるグループにアクセスできるESET PROTECT Cloudユーザーは、下位のグループ
のポリシーを上書きできます。アルゴリズムの詳細については、「ポリシーをクライアントに適用する
方法」を参照してください。

ポリシー削除ルール
ポリシーを適用し、後で削除するときには、ポリシーを削除しても、クライアントコンピューターの結
果の構成は、管理対象のコンピューターにインストールされたESETセキュリティ製品のバージョンによっ
て異なります。
• ESETセキュリティ製品バージョン6以前:ポリシーが削除されると、クライアントコンピューター
の構成が自動的に元の設定に戻りません。クライアントに適用された最後のポリシーに従って、構
成が維持されます。コンピューターが、コンピューターの設定を変更する特定のポリシーが適用さ
れた動的グループのメンバーになった場合も、同じことが発生します。コンピューターが動的グルー
プから削除されても、設定は保持されます。このため、既定の設定でポリシーを作成し、ルートグ
ループ(すべて)に割り当て、このような状況では既定の設定に戻すことをお勧めします。この方法
では、コンピューターが、設定を変更した動的グループから解除されても、既定の設定を使用でき
ます。
• ESETセキュリティ製品バージョン7以降: ポリシーが削除されると、構成は、クライアントに適
用された以前のポリシーに自動的に戻されます。 コンピューターが、特定のポリシー設定が適用
されている動的グループから外れると、これらのポリシー設定がコンピューターから削除されます。
未適用フラグは、個別のポリシー設定を、クライアントコンピューターの既定の状態に変更しま
す。

ポリシーのマージ
通常、クライアントに適用されたポリシーは、複数のポリシーが1つの最終ポリシーにマージされたも
のです。
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グループツリーの上位にあるグループには、より汎用的なポリシー(アップデートサーバーなど)
を割り当てることをお勧めします。より特定のポリシー(デバイスコントロール設定など)はグルー
プツリーの下位に割り当てられます。通常、マージ時に下位のポリシーが上位の設定を上書きし
ます(ポリシーフラグで定義されている場合を除く)。

ポリシーウィザード
ポリシーはESET製品別にグループ化/分類されます。ビルトインポリシーには、定義済みのポリシーと、
手動で作成したすべてのポリシーのカスタムポリシーリストカテゴリが含まれます。
ポリシーを構成して、製品GUIの詳細設定ウィンドウを使用する場合と同様に、ESET製品を構成しま
す。Active Directoryのポリシーとは異なり、ESET PROTECT Cloudポリシーはスクリプトまたはコマンドを実
行できません。詳細設定で入力して項目を検索します(HIPSなど)。すべてのHIPS設定が表示されます。
右上端の アイコンをクリックすると、特定の設定のオンラインヘルプページが表示されます。

フィルターとレイアウトのカスタマイズ
現在のWebコンソール画面ビューをカスタマイズできます。
• サイドパネルとメインテーブルを管理します。
• フィルターとフィルタープリセットを追加します。 タグを使用して、表示される項目をフィル
タリングできます。

新しいポリシーの作成
1.アクション > 新規をクリックします。
2.名前、説明(オプション)などのポリシーに関する基本情報を入力します。 タグを選択をクリッ
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クして、タグを割り当てます。
3.[設定]セクションで正しい製品を選択します。
4.フラグを使用して、ポリシーによって処理される設定を追加します。
5.このポリシーを受信するクライアントを指定します。[割り当て]をクリックすると、すべての
静的および動的グループと、そのメンバーが表示されます。ポリシーを適用するコンピューター
を選択し、OKをクリックします。
6.このポリシーの設定を確認し、[完了]をクリックします。

フラグ
ポリシーをマージするときには、ポリシーフラグを使用して動作を変更できます。フラグは、ポリシー
によって設定が処理される方法を定義します。
各設定に対して、次のフラグのいずれかを選択できます。
未適用 - このフラグの設定はポリシーによって設定されていません。この設定は適用されないため、
他のポリシーによって後から変更できます。
適用 - このフラグの設定がクライアントに送信されます。ただし、ポリシーのマージの場合には、
後のポリシーによって上書きされます。ポリシーがクライアントコンピュータに適用され、特定の設定
にこのフラグがある場合、クライアントでローカルに構成されていた内容に関係なく、この設定が変更
されます。この設定は適用されないため、他のポリシーによって後から変更できます。
強制 - 強制フラグの設定には優先度があり、後のポリシーに強制フラグがある場合でも、後のポリ
シーによって上書きできません。マージ中に後のポリシーでこの設定が変更されないことを保証します。
操作をより簡単にするために、すべてのルールがカウントされます。特定のセクションで定義したルー
ル数が自動的に表示されます。また、左側のツリーのカテゴリ名の横にも数字が表示されます。これは、
すべてのセクションのルールの合計数を示します。このように、設定またはルールが数が定義されてい
る場所と、定義済みの設定またはルール数が簡単にわかります。
また、次の候補を使用して、ポリシーを簡単に編集できます。
•

を使用して、現在のセクションのすべての項目に適用フラグを設定します。

•

を使用して、現在のセクションの項目に適用されたすべてのルールを削除します。

ESETセキュリティ製品バージョン7以降:
未適用フラグは、個別のポリシー設定を、クライアントコンピューターの既定の状態に変更し
ます。

管理者によってユーザーがすべてのポリシーを表示できるようにす
る方法
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管理者はユーザーJohnがホームグループのポリシーを作成または編集できるようにし、Johnが管
理者によって作成されるポリシーを表示できるようにしようとします。管理者が作成したポリシー
には 強制フラグがあります。ユーザーJohnはすべてのポリシーを表示できますが、管理者が作
成したポリシーを編集できません。静的グループすべてへのアクセス権があるポリシーの読み取
り権限が設定されているためです。ユーザーJohnはホームグループSan Diegoのポリシーを作成ま
たは編集できます。
管理者は次の手順に従います。
環境の作成
1.新しい静的グループのSan Diegoを作成します。
2.静的グループすべてへのアクセスとポリシーの読み取り権限がある新しい権限設定のPolicy - All
Johnを作成します。
3.静的グループSan Diegoへのアクセスとグループとコンピューターとポリシーの書き込み権限が
ある新しい権限設定のPolicy Johnを作成します。この権限により、JohnはホームグループSan Diego
のポリシーを作成または編集できます。
4.新しいユーザー Johnを作成し、 権限設定セクションで、Policy - All JohnとPolicy Johnを選択しま
す。
ポリシーの作成
5.新しいポリシー All- Enable Firewallを作成し、 設定セクションを展開し、ESET Endpoint for
Windowsを選択して、パーソナル ファイアウォール > 基本に移動して、 強制フラグですべての
設定を適用します。 割り当てセクションを展開し、静的グループすべてを選択します。
6.新しいポリシー John Group- Enable Firewallを作成し、 設定セクションを展開し、ESET Endpoint
for Windowsを選択して、ネットワーク保護 > ファイアウォール > 基本に移動して、 適用フラグ
ですべての設定を適用します。 割り当てセクションを展開し、静的グループSan Diegoを選択しま
す。
結果
管理者が作成したポリシーは、グループすべてに割り当てられているため、最初に適用されます。
強制フラグがある設定は優先され、後のポリシーで上書きできません。次に、ユーザーJohnが
作成したポリシーが適用されます。
詳細 > グループ > San Diegoに移動し、コンピューターをクリックして、詳細を選択します。設定
> 適用されたポリシーは、最終的なポリシーアプリケーション順序です。

最初のポリシーは管理者によって作成され、次のポリシーはJohnが作成します。
ホームグループ - ホームグループは、現在アクティブなユーザーの割り当てられた権限設定に基づい
て、自動的に検出されます。

シナリオの例:
現在アクティブなユーザーアカウントには、ソフトウェアインストールクライアントタスクへの
書き込みアクセス権と、ユーザーアカウントホームグループ「Department_1」があります。ユーザー
が新しいソフトウェアインストールクライアントタスクを作成すると、クライアントタスクのホー
ムグループとして「Department_1]が自動的に選択されます。
あらかじめ選択されたホームグループが要求を満たしていない場合は、ホームグループを手動で選択で
きます。
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ポリシーの管理
ポリシーはESET製品別にグループ化/分類されます。ビルトインポリシーには、定義済みのポリシーと、
手動で作成または修正したすべてのポリシーのカスタムポリシーリストカテゴリが含まれます。
ポリシーで使用可能なアクション:
詳細を表

ポリシー詳細を表示します。

監査ログ

選択した項目の監査ログを表示します。

新規

新しいポリシーを作成します。

示

タグ
編集

既存のポリシーを修正します。

複製

選択した既存のポリシーに基づいて新しいポリシーを作成します。ポリシーの複製には
新しい名前が必要です。

割り当て
の変更

グループまたはクライアントにポリシーを割り当てます。

削除

ポリシーを削除します。ポリシー削除ルールも参照してください。

インポー

[ポリシー] > [インポート]をクリックしてから、[ファイルの選択]をクリックして、イ
ンポートするファイルを参照します。ESET PROTECT Cloud Webコンソールからエクスポー
トされたポリシーを含む.datファイルのみをインポートできます。ESETセキュリティから
エクスポートされたポリシーを含む.xmlファイルのみはインポートできません。インポー
トされたポリシーは、カスタムポリシーの下に適用されます。

ト

ト

タグを編集します(割り当て、割り当て解除、作成、削除)。

エクスポー リストからエクスポートするポリシーの横にあるチェックボックスを選択し、アクショ
ン > エクスポートをクリックします。ポリシーは.datファイルとしてエクスポートされ
ます。選択したカテゴリからすべてのポリシーをエクスポートするには、テーブルヘッ
ダーのチェックボックスを選択します。

アクセス
グループ

別のグループにポリシーを移動します。

ポリシーがクライアントに適用される方法
グループとコンピューターには複数のポリシーを割り当てることができます。さらに、コンピューター
を深いネストされたグループに配置し、親には固有のポリシーを割り当てることができます。
ポリシーの適用で最も重要なのは順序です。これはグループの順序とグループに割り当てられたポリシー
の順序に基づきます。
選択したコンピューターに適用されるすべてのポリシーを表示するには、コンピューター詳細で適用さ
れたポリシーを参照してください。
次の手順に従い、クライアントで有効なポリシーを決定します。
1.クライアントが配置されているグループの順序を確認
2.割り当てられたポリシーでグループを置換
3.ポリシーを統合して最終設定を取得
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グループの順序
ポリシーはグループに割り当てることができ、特定の順序で適用されます。以下のルールは、ポリシー
がクライアントに適用される順序を決定します。
ルール1:静的グループはルート静的グループ「すべて」から走査されます。
ルール2:すべてのレベルで、そのレベルの静的グループはまずツリーの表示順に走査されます。これは、
横型検索と言います。
ルール3:特定のレベルのすべての静的グループが考慮された後、動的グループが走査されます。
ルール4:すべての動的グループで、すべての子がリストの表示順に走査されます。
ルール5: コンピューターで走査が終了します。

ポリシーはコンピューターに適用されます。つまり、ポリシーを適用するコンピューターで走査
が終了します。

上記のルールを使用すると、個別のコンピューターにポリシーが適用される順序は次のとおりです。
PC1:

PC2:

PC3:

1.ALL 1.ALL 1.ALL
2.SG1 2.SG1 2.SG2
3.PC1 3.DG1 3.SG3
4.PC2 4.PC3
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ポリシーの列挙
グループの順序を把握したら、次に、グループに割り当てられたポリシーで各グループを置換します。
ポリシーは、グループに割り当てられた順序で一覧表示されます。複数のポリシーが割り当てられたグ
ループのポリシーの優先度を編集できます。各ポリシーは1つの製品(ESET Managementエージェント、EES
など)だけを構成します。
ポリシーがないグループはリストから削除されます。
静的グループと動的グループの両方に3つのポリシーが適用されています(次の図を参照)。

ポリシーがコンピューターに適用される順序。
次の一覧は、適用されるグループとポリシーを示します。
1.すべて — 削除、ここにはポリシーなし
2.SG 2 -> ポリシー1、ポリシー2
3.SG 3 -> ポリシーがないため削除
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4.DG 1 – ポリシー1、ポリシー2
5.DG 3 – ポリシーがないため削除
6.DG 2 – ポリシー1、ポリシー3
7.DG 4 – ポリシーがないため削除
8. コンピューター — 削除、ポリシーなし

ポリシーの最終リスト:
1.ポリシー1
2.ポリシー2
3.ポリシー1
4.ポリシー2
5.ポリシー3

ポリシーのマージ
別のポリシーが既に適用されているESETセキュリティ製品にポリシーを適用すると、重複するポリシー
設定がマージされます。ポリシーは1つずつマージされます。ポリシーをマージするときの原則は、後
のポリシーによって、前のポリシーで構成された設定が必ず置換されるということです。この動作を変
更するには、ポリシーフラグ(すべての設定で使用可能)を使用できます。一部の設定には設定できる別
のルール(置換/後に追加/前に追加)があります。
グループ(階層)の構造とポリシーの順序によって、ポリシーのマージ方法が決まります。任意の2つの
ポリシーをマージしても、順序によっては結果が異なる場合があります。
ポリシーを作成するときには、一部の設定には設定できる追加ルールがあります。これらのルールでは、
さまざまなポリシーで同じ設定を配置できます。
• 置換:ポリシーのマージで使用される既定のルール。前のポリシーで設定された設定を置換しま
す。
• 最後に追加:複数のポリシーで同じ設定を適用するときに、このルールの設定を後に追加できま
す。この設定は、ポリシーのマージで作成されたリストの最後に配置されます。
• 前に追加:複数のポリシーで同じ設定を適用するときに、このルールの設定を前に追加できます。
この設定は、ポリシーのマージで作成されたリストの先頭に配置されます。

ローカルリストとリモートリストのマージ
最近のESETセキュリティ製品(以下の表のサポートされたバージョンを参照)は、ローカル設定とリモー
トポリシーのマージを新しい方法でサポートします。設定がリスト(Webサイトのリストなど)で、ポリ
シーが既存のローカル設定と競合している場合、リモートポリシーが優先されます。ローカルリストと
リモートリストを結合する方法を選択できます。次のマージルールを選択できます。
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•

リモートポリシーの設定のマージ。

• リモートおよびローカルポリシーのマージ - ローカル設定を結果のリモートポリシーでマー
ジ。

オプションは上記と同じです。置換、後ろに追加、前に追加
ローカルリストとリモートリストをサポートする製品の一覧:
ESETセキュリティ製品

バージョン

ESET Endpoint for Windows

7+

ESET Server Security for Windows

8+

ESET File Security for Linux

8.1+

ESET Mail Security for Microsoft Exchange

6+

ESET File Security for Windows Server

6+

ESET Mail Security for IBM Domino

6+

ESET Security for Microsoft SharePoint Server 6+

ESETセキュリティ製品バージョン7以降でのポリシー削除
ポリシーが削除されると、構成は、クライアントに適用された以前のポリシーに自動的に戻され
ます。
未適用フラグは、個別のポリシー設定を、クライアントコンピューターの既定の状態に変更し
ます。
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ポリシーの統合シナリオの例
この例の内容:
• ESET Endpointセキュリティ製品にポリシー設定を適用する手順
• フラグとルールを適用するときにポリシーをマージする方法
管理者が次のことをしたい場合:
• サンディエゴ事業所がWebサイ
トwww.forbidden.uk、www.deny-access.com、www.forbidden-websites.uk、www.forbidden-website.comに
アクセスすることを拒否する
• マーケティング部がWebサイトwww.forbidden.uk、www.deny-access.comにアクセスすることを許可
する

管理者は次の手順に従います。
1.新しい静的グループSan Diego officeと、静的グループSan Diego officeのサブグループとし
てMarketing departmentを作成します。
2.[ポリシー]に移動し、次のように新しいポリシーを作成します。
i. San Diego office。
ii. [設定]を展開し、[ESET Endpoint for Windows]を選択します。
iii.[Webとメール] > [Webアクセス保護] > [URLアドレス管理]に移動します。
iv. ボタンポリシーの適用をクリックし、[編集]をクリックしてアドレスリストを編集します。
v.[ブロックされたアドレスのリスト]をクリックし、[編集]を選択します。
vi.次のWebアドレスを追加しま
す。www.forbidden.uk、www.deny-access.com、www.forbidden-websites.ukwww.forbidden-website.com。
ブロックされたアドレスのリストとアドレスリストを保存します。
vii. [割り当て]を展開し、ポリシーをSan Diego officeとサブグループのMarketing departmentに割
り当てます。
viii. [完了]をクリックしてポリシーを保存します。
このポリシーはSan Diego officeとMarketing departmentに適用され、以下のWebサイトをブロックします。
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3.[ポリシー]に移動し、次のように新しいポリシーを作成します。
i.Marketing department。
ii. [設定]を展開し、[ESET Endpoint for Windows]を選択します。
iii.[Webとメール] > [Webアクセス保護] > [URLアドレス管理]に移動します。
iv. ボタンポリシーの適用をクリックし、[ルールの追加] を選択してから、編集をクリック
して、アドレスリストを編集します。[ルールを最後に追加]により、ポリシーのマージ時に
アドレスリストが最後に配置されます。
v.[許可されたアドレスのリスト] > [編集]を選択します。
vi.次のWebアドレスを追加します。www.forbidden.uk、www.deny-access.com。許可されたアド
レスのリストとアドレスリストを保存します。
vii. [割り当て]を展開し、ポリシーをMarketing departmentに割り当てます。
viii. [完了]をクリックしてポリシーを保存します。
このポリシーはMarketing departmentに適用され、以下のWebサイトへのアクセスを許可します。
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4.最後のポリシーには、San Diego officeとMarketing Departmentとに適用される両方のポリシーが含
まれます。エンドポイントセキュリティ製品を開き、[設定] > [Webとメール] > [詳細設定]に移動
し、[Webとメール]タブ > [Webアクセス保護]を選択して、[URLアドレス管理]を展開します。最
終エンドポイント製品設定が表示されます。

最終設定には次の内容が含まれます。
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1.San Diego officeポリシーのアドレスリスト
2.Marketing departmentポリシーのアドレスリスト

ESET PROTECT Cloudからの製品の構成
ポリシーを構成して、製品GUIの詳細設定ウィンドウを使用する場合と同様に、ESET製品を構成できま
す。Active Directoryのポリシーとは異なり、ESET PROTECT Cloudポリシーはスクリプトまたはコマンドを実
行できません。
バージョン6以降のESET製品の場合、特定のステータスを設定し、クライアントまたはWebコンソールで
報告できます。これはv6製品ポリシーの、ユーザーインターフェイス > ユーザーインターフェイス要素
> ステータスで設定できます。
• 表示 - ステータスはクライアントGUIで報告されます
• 送信 - ステータスはESET PROTECT Cloudに報告されます
ESET製品を設定するためのポリシー使用の例:
• ESET Managementエージェントポリシー設定
• ESET Rogue Detection Sensorポリシー設定

グループへのポリシーの割り当て
ポリシーが作成された後、静的または動的グループに割り当てることができます。ポリシーは2つの方
法で割り当てることができます。

方法I.
ポリシーの下、アクション > 詳細を表示 > 割り当て先 > グループの割り当てをクリックします。リス
ト(その他のグループを選択できます)静的または動的グループを選択し、[OK]をクリックします。
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方法II.
1. コンピューターをクリックし、グループ名の横の歯車
理を選択します。

アイコンをクリックして、ポリシーの管

2. ポリシーアプリケーション順序ウィンドウで、ポリシーの追加をクリックします。
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3. このグループに割り当てるポリシーの横にあるチェックボックスをオンにし、OKをクリックしま
す。
4. [閉じる]をクリックします。
特定のグループに割り当てられたポリシーを確認するには、グループを選択し、ポリシータブをクリッ
クして、グループに割り当てられたポリシーのリストを表示します。
特定のポリシーに割り当てられたグループを表示するには、ポリシーを選択し、詳細を表示 > 割り当て
先を表示します。
ポリシーの詳細については、ポリシーの章を参照してください。

クライアントへのポリシーの割り当て
クライアントワークステーションにポリシーを割り当てるには、ポリシーをクリックし、アクション >
詳細を表示 > 割り当て先 > クライアントの割り当てをクリックします。
グループのすべてのコンピューターを割り当てるには、個別のコンピューターではなくグループ
を割り当て、Webコンソールの速度低下を防止します。
多数のコンピューターを選択すると、Webコンソールに警告が表示されます。

ターゲットクライアントコンピューターを選択し、[OK]をクリックします。選択したすべてのコンピュー
ターにポリシーが割り当てられます。

263

特定のポリシーに割り当てられたクライアントを表示するには、ポリシーを選択し、最初のタブ割り当
て先を表示します。

上書きモードを使用する方法
Windows用のESETEndpoint製品(バージョン6.5以上)がコンピューターにインストールされている場合は、
上書き機能を使用できます。上書きモードでは、設定が適用されたポリシーがある場合でも、クライア
ントコンピューターレベルで、インストールされたESET製品の設定を変更できます。上書きモード
は、ADユーザーで有効にするか、パスワードで保護できます。この機能は、1回で4時間を超えると有効
にできません。

264

上書きモードの制限
• 上書きモードは、有効にした後、ESET PROTECT Cloud Webコン
ソールから停止することはません。上書き時間が終了した後、ま
たはクライアント側でオフにした場合にのみ、上書きが無効にさ
れます。
• 上書きモードを使用しているユーザーも、Windows管理者権限
が必要があります。そうでないと、ユーザーはESET製品設定の変
更を保存することはできません。
• Active Directoryグループ認証は、次のバージョンの選択した管
理対象の製品でサポートされています。
ESET Endpoint Security
7.0.2100.4以降。
ESET File Security for Microsoft Windows Server 6.5.12013.0以降。
ESET Mail Security for IBM Domino

6.5.14020.0以降。

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server 6.5.10019.1以降。
ESET Server Security for Windows

8.0以降。

上書きモードを設定するには
1. [ポリシー] > [新しいポリシー]に移動します。
2.[基本]セクションに、このポリシーの名前と説明を入力します。
3.[設定]画面で、[ESET Endpoint for Windows]を選択します。
4.[上書きモード]をクリックし、上書きモードのルールを設定します。
5. [割り当て]セクションで、このポリシーが適用されるコンピューターまたはコンピューターの
グループを選択します。
6. [サマリー]セクションで、[完了]をクリックしてポリシーを適用します。
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Johnのエンドポイント設定に問題があり、一部の重要な機能またはWebアクセスがコンピューター
でブロックされる場合、管理者はJohnが既存のエンドポイントポリシーを上書きし、コンピュー
ターで手動で設定を調整できるようにすることができます。後から、これらの新しい設定はESET
PROTECT Cloudで要求されるため、管理者はそこから新しいポリシーを作成できます。
手順は次のとおりです。
1. [ポリシー] > [新しいポリシー]に移動します。
2.名前および説明フィールドを入力します。[設定]画面で、[ESET Endpoint for Windows]を選択し
ます。
3.[上書きモード]をクリックし、1時間上書きモードを有効にし、ADユーザーとしてJohnを選択し
ます。
4.Johnのコンピューターにポリシーを割り当て、[完了]をクリックしてポリシーを保存します。
5.JohnはESETエンドポイントで上書きモードを有効にし、コンピューターで手動で設定を変更する
必要があります。
6.ESET PROTECT Cloud Webコンソールで、[コンピューター]に移動し、 Johnのコンピューターをク
リックして、[詳細を表示]をクリックします。
7.[設定]セクションで、[設定の要求]をクリックして、クライアントタスクをスケジュールして、
クライアントから設定をすぐに取得します。
8.少したった後、新しい設定が表示されます。設定を保存する製品をクリックし、[設定を開く]
をクリックします。
9.設定を確認し、[ポリシーに変換]をクリックできます。
10. 名前および説明フィールドを入力します。
11. [設定]セクションでは、必要に応じて設定を変更できます。
12. [割り当て]セクションで、このポリシーをJohnのコンピューター(またはその他)に割り当てる
ことができます。
13. [完了]をクリックして設定保存します。
14. 必ず、必要がなくなった時点で、上書きポリシーを削除してください。
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通知
通知はネットワーク上の全体的な状態を追跡するために非常に重要です。 通知設定に基づいて新しい
イベントが発生するときには、指定された電子メールアドレスへの電子メールで通知され、それに応じ
て対応できます。通知の送信に必要なSMTPサーバーは自動的に設定されるため、追加の修正は必要あり
ません。 検出、古いエンドポイントなどの特定のイベントに基づいて、自動通知を設定できます。特
定の通知およびトリガーの詳細については、通知説明を参照してください。

新しい通知を作成するには、ページの下にある[新しい通知]をクリックします。
既存の通知を選択し、アクションをクリックして、通知を管理します。
フィルタリング条件を追加するには、フィルターの追加をクリックし、リストから項目を選択します。
検索文字列を入力するか、フィルターフィールドでドロップダウンメニューから項目を選択して、Enter
を押します。アクティブなフィルターは青でハイライト表示されます。

通知、ユーザー、権限
通知の使用は現在のユーザーの権限によって制限されます。通知を実行するたびに、権限が考慮される
実行ユーザーが存在します。実行ユーザーは常に通知を最後に編集したユーザーです。ユーザーは、読
み取り権限があるグループに含まれる通知のみを表示できます。
通知が適切に機能するには、実行ユーザーはすべての参照されたオブジェクト(デバイス、グルー
プ、テンプレート)に対する十分な権限がある必要があります。一般的に、読み取りおよび使用権
限が必要です。ユーザーにこれらの権限がないか、後から失う場合は、通知が失敗します。失敗
した通知はオレンジ色でハイライトされ、電子メールによってユーザーに通知されます。
通知の作成 - 通知を作成するには、ユーザーはホームグループに対する通知の書き込み権限が必要で
す。新しい通知はユーザーのホームグループに作成されます。
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通知の修正 - 通知を修正するには、ユーザーは通知があるグループに対する通知の書き込み権限が必
要です。
通知の削除 - 通知を削除するには、ユーザーは通知があるグループに対する通知の書き込み権限が必
要です。

JohnのホームグループはJohn's Groupで、Notification 1を削除(修正)しようとしています。通知は最
初にLarryによって作成されたため、自動的にLarryのホームグループのLarry's Groupグループに含ま
れています。JohnがNotification 1を削除(修正)するには、次の条件を満たす必要があります。
• Johnには通知の書き込み権限がある権限設定を割り当てる必要があります。
• 権限設定は静的グループの下のLarry's Groupを含む必要があります。
ホームグループ - ホームグループは、現在アクティブなユーザーの割り当てられた権限設定に基づい
て、自動的に検出されます。

シナリオの例:
現在アクティブなユーザーアカウントには、ソフトウェアインストールクライアントタスクへの
書き込みアクセス権と、ユーザーアカウントホームグループ「Department_1」があります。ユーザー
が新しいソフトウェアインストールクライアントタスクを作成すると、クライアントタスクのホー
ムグループとして「Department_1]が自動的に選択されます。
あらかじめ選択されたホームグループが要求を満たしていない場合は、ホームグループを手動で選択で
きます。

複製とVDI
3つの準備された通知があり、複製関連のイベントをユーザーに通知するか、ユーザーが新しいカスタ
ム通知を作成できます。

フィルターとレイアウトのカスタマイズ
現在のWebコンソール画面ビューをカスタマイズできます。
• サイドパネルとメインテーブルを管理します。
• フィルターとフィルタープリセットを追加します。 タグを使用して、表示される項目をフィル
タリングできます。

通知の管理
通知は[通知]セクションで管理されます。次のアクションを実行できます。
• 新しい通知をクリックして、新しい通知を作成します。
• 既存の通知をクリックして、ドロップダウンメニューからアクションを選択します。
詳細を表示
監査ログ
タグ
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構成や配布設定を含む通知詳細を表示します。メッセージプレビュー
を表示をクリックすると、通知プレビューが表示されます。
選択した項目の監査ログを表示します。
タグを編集します(割り当て、割り当て解除、作成、削除)。

有効化 /

通知のステータスを変更します。無効な通知は評価されません。す
べての通知は既定で無効に設定されます。

無効化

編集

通知の設定と配布を構成します。

複製

ホームグループで重複する通知を作成します。

削除

通知を削除します。

アクセスグループ >

移動 通知を別の静的グループに移動します。

ESET Enterprise InspectorとESET Dynamic Threat Defenseの名称がESET InspectとESET LiveGuard
Advancedに変更されました。
ESET PROTECT Cloudからアップグレードした場合は、名前の変更が原因の問題のトラブルシューティ
ングが必要な場合があります。 3.2 また、レポート、動的グループ、通知、あるいはESET
Dynamic Threat DefenseまたはESET Enterprise Inspectorでフィルタリングする他のタイプのルールが
あります。

新しい通知
基本
通知の名前と説明を入力し、異なる通知の間でフィルタリングを容易にできます。
有効な通知を編集し、通知を無効にする場合は、スライダー
に変更されます。

をクリックし、ステータスが無効

設定
• イベント
通知をトリガーできるイベントの基本タイプがあります。[設定]セクションで各イベントタイプのオ
プションを指定します。次のイベントタイプのいずれかを選択します。
• 管理されたコンピューターまたはグループのイベント
• サーバーステータス変更
• 動的グループ変更

詳細設定 - 調整
調整により、通知がトリガーされるときを決定する高度なルールを設定できます。詳細については、調
整を参照してください。

配布
通知の配布設定を構成します。

管理されたコンピューターまたはグループのイベン
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ト
このオプションは、動的グループに関連付けられた通知で使用されますが、イベントログから除外され
たシステムイベントに基づきます。通知の基になるログタイプとフィルタリング用の論理演算子を選択
します。
カテゴリ - 次のイベントカテゴリから選択します。
• ファイアウォール検出
• ウイルス対策の検出
• 検査
• HIPS
• ESET Inspect アラート
• ブロックされたファイル
• 最初に接続したコンピューター
• コンピューターのIDが取り戻されました
• コンピューターの複製の質問が作成されました
• 新しいMSP顧客が見つかりました
選択したカテゴリに応じて、設定 > フィルタリング条件の下に、使用できるイベントのリストが表示さ
れます。フィルターの値はクライアントによって送信されたイベントと直接比較されます。使用可能な
値の限定リストはありません。
監視された静的グループ - 選択または新しいグループを作成をクリックし、静的グループを選択して、
通知される監視されたデバイスを絞り込します。静的グループを選択しない場合は、アクセスできるす
べてのデバイスの通知を受信します。
ミュートされたデバイスをスキップ - このチェックボックスをオンにすると、ミュートされたコン
ピューターから通知を受信しません(ミュートされたコンピューターは通知から除外されます)。

設定
設定の下で、演算子フィルターの値(フィルタリング条件)を選択します。1つの演算子のみを選択でき
ます。すべての値はその演算子を使用して評価されます。フィルターの追加をクリックし、フィルター
の新しい値を追加します。

サーバーステータス変更
このオプションは、オブジェクト状態変更を通知します。通知間隔は、選択したカテゴリによって異な
ります。既存の設定を1つ選択するか、独自のパラメーターを設定できます。
設定プリセットの読み込み - 選択をクリックし、既存の設定から選択するか、空欄にします。クリア
をクリックし、設定セクションをクリアします。
カテゴリ - オブジェクトのカテゴリを選択します。選択したカテゴリに従って、以下の設定セクショ
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ンにオブジェクトが表示されます。
監視された静的グループ - 通知がクライアントに関連するカテゴリ(管理されたクライアント、インス
トールされたソフトウェア)では、選択または新しいグループを作成をクリックし、静的グループを選
択して、通知される監視対象のデバイスを絞り込むことができます。静的グループを選択しない場合は、
アクセスできるすべてのデバイスの通知を受信します。

設定
演算子とフィルターの値(フィルタリング条件)を選択します。1つの演算子のみを選択できます。すべ
ての値はその演算子を使用して評価されます。フィルターの追加をクリックし、フィルターの新しい値
を追加します。その他のフィルターが選択される場合は、通知の実行は、AND演算子で評価されます(す
べてのフィルターフィールドがtrueと評価される場合にのみ通知が送信されます)。
一部のフィルターでは通知の頻度が多すぎる場合があります。調整を使用して、通知を集約する
ことをお勧めします。

使用可能なフィルター値のリスト
カテゴ
リ
管理ク
ライア
ント
ライセ
ンス

値
相対的な時間間
隔(前回接続)

ｺﾒﾝﾄ
前回接続の監視する時間間隔を選択します。

接続していないコ 0から100の値。相対的な時間間隔フィルターと組み合わせてのみ使用で
ンピューターの割 きます。
合
相対的な時間間
隔(ライセンス有
効期間)

ライセンス有効期限を監視する時間間隔を選択します。

ライセンス使用状 アクティベーションで使用されるライセンス単位に基づいて計算された0～
況の割合
100 の値。ESET Mail Security製品の場合、ライセンス使用状況はアクティ
ベーションで使用されるサブ単位に基づいて計算されます。
ライセンスユーザー 会社、MSP顧客、またはサイトを選択します。
タイプ
クライ
アント
タスク

タスク

有効期間フィルターのタスクを選択します。何も選択しない場合、すべ
てが考慮されます。

タスクが有効です はい/いいえを選択します。いいえを選択した場合、選択(フィルタータス
ク)からの1つ以上のタスクが無効なときに通知がトリガーされます。

サーバー カウント(失敗)
選択したタスクの失敗数。
タスク 前回のステータス 選択したタスクの最後に報告されたステータス。
タスク

このフィルターのタスクを選択します。何も選択しない場合、すべてが
考慮されます。

タスクが有効です はい/いいえを選択します。いいえを選択した場合、選択(フィルタータス
ク)からの1つ以上のタスクが無効なときに通知がトリガーされます。
相対的な時間間
隔(発生時間)
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監視する時間間隔を選択します。

カテゴ
リ
インス
トール
された
ソフト
ウェア

通知

値

ｺﾒﾝﾄ

アプリケーション 完全なアプリケーション名。その他のアプリケーションが監視される場
名
合は、in演算子を使用し、その他のフィールドを追加します。
アプリケーション 完全なベンダー名。その他のベンダーが監視される場合は、in演算子を使
ベンダー
用し、その他のフィールドを追加します。
バージョンチェッ 古いバージョンが選択される場合、1つ以上のアプリケーションが古くなっ
クステータス
たときに、通知がトリガーされます。
サーバー状態

ESET PROTECT Cloudサーバーがログの書き込みで過負荷の場合は、状態が
変更されます。
• 標準 - サーバーからの即時応答
• 制限 - サーバーは、1時間に1回エージェントに応答します
• 過負荷 - サーバーはエージェントに応答していません

通知

このフィルターの通知を選択します。何も選択しない場合、すべてが考
慮されます。

通知がオンです

はい/いいえを選択します。いいえを選択した場合、選択(フィルター通
知)した1つ以上の通知が無効なときに通知がトリガーされます。

通知の構成が正し はい/いいえを選択します。いいえを選択した場合、選択(フィルター通
い
知)した1つ以上の通知の構成が正しくないときに通知がトリガーされま
す。

動的グループ変更
条件が満たされたときに通知が送信されます。特定の動的グループに対して監視される条件を1つのみ
選択できます。
動的グループ - 評価する動的グループを選択します。

設定 - 条件
通知をトリガーする条件のタイプを選択します。
• 動的グループコンテンツが変更されるたびに通知 - 有効にすると、選択したグループのメンバー
が追加、削除、または変更されたときに通知されます。
ESET PROTECT Cloudは20分ごとに動的グループステータスを確認します。
たとえば、最初の確認が10:00に発生する場合、他の確認は10:20、10:40、11:00に実行されます。
動的グループコンテンツが10:05に変更され、10：13に変更が戻る場合、10:20に実行される次回
のチェック中に、ESET PROTECT Cloudは前の変更を認識せず、通知しません。
• グループサイズが特定の数値を超えるときに通知する - 通知のグループサイズ演算子としきい値
を選択します。
oより多い - グループサイズがしきい値より多いときに通知を送信します。
o未満 - グループサイズがしきい値未満のときに通知を送信します。
• グループの増加が特定の割合を超えたときに通知する - 通知の送信をトリガーするしきい値と期
間を定義します。クライアント数またはクライアントの割合(動的グループのメンバー)を定義できま
す。新しい状態と比較するための期間(分、時間、または日)を定義します。例えば、7日前、古いセ
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キュリティ製品のクライアント数が10で、しきい値 が20に設定されました。古いセキュリティ製品
のクライアント数が30になると、通知されます。
• 動的グループのクライアント数が他のグループと比較して変更されたときに通知する - 動的グルー
プのクライアント数が比較グループ(静的または動的)に従って変化した場合、通知が実行されます。
しきい値 - 通知の送信をトリガーするしきい値を定義します。
十分な権限がある動的グループにのみ通知を割り当てることができます。動的グループを表示す
るには、親静的グループの読み取り権限が必要です。

配布
既定では、通知電子メールはHTML形式であり、フッターにはESET PROTECT Cloudロゴがあります。

受信者
• 電子メールアドレス - 通知メッセージの受信者の電子メールアドレスを入力します。
をクリックして、新しいアドレスフィールドを追加します。

•

• > 1度に複数のユーザーを追加するには、その他 > ユーザーの追加(コンピューターユーザーから
ユーザーのアドレスを追加)するか、詳細 > CSVのインポートまたはクリップボードから貼り付
け(区切り文字で構造化されたCSVファイルからアドレスのカスタムリストをインポート)をクリッ
クします。
• 詳細 > クリップボードから貼り付け - カスタム区切り文字で区切られたアドレスのカスタムリ
ストをインポートします。この機能はCSVインポートと同様に機能します。

配布の基本フィールド
• メッセージプレビュー - 通知に表示されるメッセージのプレビュー。プレビューには構成された
設定がテキスト形式で含まれます。メッセージの内容と件名の両方をカスタマイズし、変数を使用し
て、通知が生成されるときに実際の値に変換できます。これは任意ですが、通知と概要のフィルタリ
ング効果を高めるために設定することをお勧めします。
o件名 - 通知メッセージの件名。 アイコンをクリックして、内容を編集します。正確な件名はメッ
セージの並べ替えとフィルタリングを改善できます。
o内容 - アイコンをクリックして、内容を編集します。内容を編集した後、
して、既定のメッセージコンテンツをリセットできます。

アイコンをクリック

件名とコンテンツに変数を追加し、通知に特定の情報を含めることができます。変数の追加を
クリックするか、$と入力し始めると、変数のリストが表示されます。

o電子メールにリンクを含める - チェックボックスを選択すると、通知には、Webコンソールへのリ
ンクとイベントの詳細が含まれます。

• 一般
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oロケール - 既定のメッセージの言語。メッセージの内容は変換されません。
oタイムゾーン - 発生時刻 ${timestamp} 変数のタイムゾーンを設定します。これはカスタムメッ
セージで使用できます。
イベントがローカル時刻の3:00に発生し、ローカル時刻はUTC+2、選択したタイムゾーンがUTC+4
の場合、通知で報告される時刻は5:00です。
[完了]をクリックすると、編集しているテンプレートに基づいて、新しいテンプレートを作成します。

ステータス概要
ESET PROTECT Cloudサーバーは定期的な診断チェックを実行します。 ステータス概要を使用して、使
用統計情報とESET PROTECT Cloudの一般的なステータスを表示します。また、ESET PROTECT Cloudの初期設
定にも使用できます。ステータス概要をクリックし、ESET PROTECT Cloudに関する詳細なステータス情
報を表示します。
セクションタイルをクリックし、アクションのある右側のタスクバーを表示します。各セクションタイ
ルには、複数の色の1つが設定されます。これは、含まれる項目の最高重要度ステータスに基づきます。
色

アイコ
ン

アイコン凡
例

説明

緑

Ok

セクションのすべての項目には問題がありません。

イエ
ロー

警告

セクションの1つ以上の項目には警告があります。

赤

エラー

セクションの1つ以上の項目にはエラーがあります

灰色

コンテンツ コンテンツは、ESET PROTECT Cloudコンソールユーザーのアクセス権が不
は利用でき 十分なため使用できません。管理者は、ユーザーが適切なアクセス権を
ません
持つ別のユーザーとしてログインできるように、追加の権限を設定する
必要があります。

青

情報

接続されたコンピューターに関する質問があります(以下の質問セクショ
ンを参照)。

ステータス概要には次のセクションがあります。
ライセンス

ESET PROTECT Cloud はESETライセンスシステムを使用します。 ライセンス管理について
は、ESET Business Accountに従ってください。

コンピュー
ター

• コンピューターの追加 - ネットワーク上のコンピューターをESET PROTECT Cloud構造
に追加します。

モバイルデ
バイス

• モバイルデバイスの追加 - モバイルデバイスの登録。
• ABM設定 - Apple Business Manager (ABM)同期を設定します。

エージェン
ト

• エージェントの展開 - 複数の方法で、ネットワークのクライアントコンピューター
にESET Managementエージェントを展開できます。
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ESETコンポー
ネントとセ
キュリティ
製品

• 新しいポリシー - 新しいポリシーを作成し、クライアントコンピューターにインストー
ルされたESETセキュリティ製品の設定を変更できます。
• ソフトウェアのインストール - ESET Managementエージェントが展開されると、ESETリポ
ジトリから直接ソフトウェアをインストールするか、インストールパッケージの場
所(URLまたは共有フォルダー)を指定できます。
• 保護の設定 - ESET PROTECT Cloudに接続しているすべてのデバイスに適用されているセ
キュリティ設定を確認して調整します。

暗号化

ESET Full Disk Encryptionで暗号化されたデバイスを管理する場合は、次のオプションを使
用して、回復データが失われるのを防止します。
• エクスポート - 暗号化済みの管理されたコンピューターを移行する前に、最新のESET
Full Disk Encryption回復データをエクスポートします。
• インポート - 暗号化済みの管理されたコンピューターを新しいESET PROTECT Cloudイ
ンスタンスに移行した後に、ESET Full Disk Encryption回復データをインポートします。

無効なオブ
ジェクト

クライアントとサーバータスク、トリガー、通知、インストーラーのリストと、到達でき
ないまたは無効なオブジェクトへの参照が表示されます。任意の結果フィールドをクリッ
クすると、選択したオブジェクトのリストがあるメニューが表示されます。

質問

複製されたデバイスまたはハードウェアの変更がクライアントデバイスで検出されると、
質問が一覧に表示されます。複製されたコンピューターについての詳細をお読みくださ
い。

MSPステー
タス

MSPステータスは、MSPアカウントがあるインスタンスで使用できます。

ESETソリューション
このセクションでは、次の製品の簡易展開が可能です。
• ESET LiveGuard Advanced
• ESET Full Disk Encryption
製品ごとに、次のオプションのいずれかを選択します。
• 試用 - ライセンスされていないユーザーがある場合は、選択した製品の試用ライセンスを要求
します。
• 購入 - 選択した製品のライセンスを購入します。
• 展開 - 選択した製品をすべての資格があるデバイスに展開します。詳細については、各製品の
サブセクションを参照してください。
•
歯車アイコン > 削除をクリックして、ESET LiveGuard AdvancedまたはESET Full Disk Encryption
をすべてのデバイスから削除します。
• 詳細 - 選択した製品に関する簡潔が情報ページが開きます。
また、グラフに表示される各カテゴリのグラフからドリルダウンにアクセスすることもできます。この
グラフには、最初の100台のデバイスが表示されます。

展開の制限
• この機能を有効にするには、ユーザーアカウントに書き込み権限が必要です。
• 1つのMSP会社ごとにこの機能を試すためのワンタイム専用オプションがあります。
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ESET LiveGuard Advancedの展開の簡素化
ESETソリューションセクションを選択します。ESET LiveGuard Advancedで、購入をクリックすると、ESET
PROTECTCloudバンドルライセンスのアップグレード手順が表示されます。アップグレードを完了した後、
管理されたネットワークでESET LiveGuard Advanced機能を展開およびアクティベーションできます。

試用版ライセンス
既にアクティブな試用ライセンスがあり、製品版ライセンスを購入する場合は、デバイスを製品
版ライセンスに移行する新しいオプションが表示されます。
展開を選択すると、新しいウィンドウが表示されます。ここでは、展開の対象を選択できます。すべて
のデバイスの既定の選択のままにするか、ターゲットデバイスと静的または動的グループを手動で選択
できます。すべてのデバイスの既定の選択を保持する場合は、新しいデバイスに常に展開するチェック
ボックスをオンにし、将来ESET PROTECT Cloudによって管理されるすべての新しいデバイスでESET
LiveGuard Advanced自動展開を有効にします。展開を選択して、決定を確認します。
展開はビルトインポリシーのESET LiveGuard - 有効で実行されます。
ESET PROTECT Cloudは、すべての選択した管理対象デバイスで、ESET LiveGuard Advancedのアクティベー
ションタスクを実行します。
右側に小さい通知が表示され、展開の詳細を通知します。
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ESETソリューションで進行状況を確認できます。すぐに、ESET LiveGuard管理されたネットワークから
の情報がダッシュボードに表示されます。
ESET LiveGuard Advancedを有効にすると、管理されたネットワークでESET LiveGuard Advancedの拡張レポー
トにアクセスできます。ダッシュボード -> ESET LiveGuardでこの情報 を確認できます。

ESET LiveGuard Advanced の削除
ESET LiveGuard Advancedタイルの右上で 歯車アイコンをクリックし、 ESET LiveGuard Advancedの削除
を選択して、ESET LiveGuard Advancedを管理されたデバイスから削除します。ESET PROTECT Cloudによっ
てESET LiveGuard Advancedがアクティベーション解除され、対応するポリシーオプションがすべての選
択されたデバイスから削除されます。
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自動展開を無効にする
ESET LiveGuard Advancedタイルの右上の歯車アイコン をクリックし、
して、新しいデバイスでの自動展開を無効にします。

自動展開を無効にするを選択

ESET Full Disk Encryptionの展開の簡素化
ESETソリューションセクションを選択します。ESET Full Disk Encryptionで、購入をクリックすると、ESET
PROTECT Cloudバンドルライセンスのアップグレード手順が表示されます。アップグレード手順を完了し
た後、管理されたネットワークでESET Full Disk Encryption製品を展開およびアクティベーションできます。
展開オプションを選択すると、新しいウィンドウが表示されます。
1.ターゲット -既定の(すべてのデバイス)を保持するか、ターゲット(デバイス、静的または動的
グループ)を選択します。
2.言語 - すべての選択されたデバイスに展開されるESET Full Disk Encryptionの言語を選択します。
3.[アプリケーションエンドユーザー使用許諾契約の条項に同意し、プライバシーポリシーを承諾
する]の横のチェックボックスを選択します。ESET製品のエンドユーザーライセンス契約(EULA)、利
用規約、およびプライバシーポリシー。
4.展開をクリックします。ESET Full Disk EncryptionのアクティベーションタスクとESET PROTECT
Cloudのソフトウェアインストールタスクは、すべての選択した管理対象デバイスで実行されます。
展開はビルトインポリシーのすべてのディスクを暗号化 - 使用可能な場合はTPMが使用されます。
OPALは使用されませんで実行されます。
右側に小さい通知が表示され、展開の詳細を通知します。
管理されたデバイスユーザーは、ESET Full Disk Encryptionの展開を正常に実行するために、次の手
順を実行する必要があります。ESET Full Disk Encryptionドキュメントに記載されている手順に従い
ます。
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ESETソリューションで進行状況を確認できます。

ESET Full Disk Encryption の削除
ESET Full Disk Encryptionタイルの右上で 歯車アイコンをクリックし、 ESET Full Disk Encryptionの削除
を選択して、ESET Full Disk Encryptionを管理されたデバイスから削除します。ESET PROTECT Cloudによっ
てESET Full Disk Encryptionがアクティベーション解除され、すべての暗号化されたディスクが復号され、
対応するポリシーオプションがすべての選択されたデバイスから削除されます。
削除はビルトインポリシーのすべてのディスクを復号で実行されます。

詳細
[詳細]セクションはESET PROTECT Cloudの詳細設定コンポーネントです。このセクションには、管理
者がクライアントセキュリティソリューションとESET PROTECT Cloud設定を管理するために使用できる
ツールが表示されます。これらのツールを使用すると、ネットワーク環境を設定でき、少ないメンテナ
ンス作業で済みます。
詳細セクションには、次の項目があります。
検出
o送信されたファイル
o除外
o隔離
コンピューター
oコンピューターユーザー
o動的グループテンプレート
ライセンス
oライセンス管理
アクセス権
oユーザー
o権限設定
アクティビティ監査
o監査ログ
管理者
o設定

送信されたファイル
ESET LiveGuard Advancedは、これまでにない検出からの高度な保護を提供するサービスです。ESET
PROTECT Cloudユーザーはクラウド環境でマルウェア分析のためにファイルを送信し、サンプル動作に関
するレポートを受信できます。段階的な手順については、ESET LiveGuard Advancedユーザーガイドを参
照してください。
送信されたファイルウィンドウには、ESETサーバーに送信されたすべてのファイルのリストを確認でき
ます。これらには、クライアントコンピューターからESET LiveGrid®に自動的に送信されたファイル(ESET
セキュリティ製品でESET LiveGrid®が有効な場合)、およびESET LiveGuard Advanced Webコンソールから手
動でESET PROTECT Cloudに送信されたファイルが含まれます。
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送信されたファイルウィンドウ
送信されたファイルと、ファイルを送信したユーザーや送信日などのファイルに関連する情報が一覧表
示されます。送信されたファイルをクリックして、ドロップダウンメニューからアクションを選択しま
す。
詳細を表示

クリックすると、最新の送信タブを表示します。

動作の表示

特定のサンプルの動作分析レポートを表示します。このオプション
は、ESET LiveGuard Advancedに送信されたファイルでのみ使用できます。

除外の作成

1つ以上のファイルを選択し、除外の作成をクリックして、選択したファ
イルの検出除外を既存のポリシーに追加します。

ファイル詳細ウィンドウ
ファイル詳細ウィンドウには、選択したファイルのファイル詳細が一覧表示されます。ファイルが複数
回送信される場合、前回の送信の詳細が表示されます。
ステータス

マルウェア分析の結果。
不明 - ファイルは分析されませんでした。
未感染 - 検出エンジンのいずれもファイルをマルウェアとして評価しませ
んでした。
不審、不審な可能性が高い - ファイルは不審な動作を示していますが、マル
ウェアではない可能性もあります。
悪意 - ファイルは危険な動作を示します。

状態

分析の状態。ステータス再分析は、結果が利用可能であることを意味します
が、さらに分析すると変更される場合があります。

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から送信できます。
これは最終分析日時です。

送信日

送信日時。

動作

動作の表示をクリックし、ESET LiveGuard Advancedから分析を表示します。
これは、ファイルを送信したコンピューターにアクティブなESET LiveGuard
Advancedライセンスがある場合にのみ有効です。

コンピューター

ファイルが送信されたコンピューターの名前。

ユーザー

ファイルを送信したコンピューターユーザー。

原因

ファイルが送信された理由。

送信先

ファイルを受信したESETクラウドの一部。一部の送信されたファイルはマル
ウェア分析が行われます。

ハッシュ

送信されたファイルのSHA1ハッシュ。

サイズ

送信されたファイルのサイズ。

カテゴリ

ファイルのカテゴリ。カテゴリはファイル拡張子に従わない場合があります。

ESET LiveGuard Advanced動作レポートの詳細については、ドキュメントを参照してください。

フィルターとレイアウトのカスタマイズ
現在のWebコンソール画面ビューをカスタマイズできます。
• サイドパネルとメインテーブルを管理します。
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• フィルターとフィルタープリセットを追加します。 タグを使用して、表示される項目をフィル
タリングできます。

除外
このセクションには、ウイルス対策検出およびファイアウォールIDSルールのすべての作成された除外の
一覧が表示されます。この新しいセクションには、すべての除外が含まれ、表示がわかりやすくなり、
管理が簡素化されます。
除外を管理するには、除外を1つクリックするか、複数の除外を選択して検出ボタンをクリックします。
•

割り当ての変更 - 除外が適用されるターゲットコンピューターを変更します。

•

影響を受けるコンピューターを表示 - 除外が適用されるコンピューターを表示します。

•

監査ログ - 選択した除外の監査ログを表示します。

•

削除 - 選択した除外を削除します

•

アクセスグループ >

移動 - 除外を別の静的グループに移動します。

除外された検出またはファイアウォールアクションが管理されたコンピューターにもう一度表示される
場合は、ヒット数列に除外が適用された回数が表示されます。

ポリシーから除外を移行する
ESET PROTECT Cloudでは、ポリシーを使用して、ウイルス対策検出除外を作成することはできません。
以前にポリシーに除外が含まれていた場合は、以下の手順に従い、ESET PROTECT Cloud で、ポリシーか
ら除外に除外を移行します。
1.ポリシーに移動し、除外が含まれるポリシーをクリックし、詳細を表示を選択します。
2.設定 > 検出 エンジンをクリックします。
3.検出除外の横の表示をクリックします。
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4.エクスポートボタンをクリックしてから、エクスポートされたデータのダウンロードの横のボ
タンをクリックして、export.txtファイルを保存します。OKをクリックします。

5.ESET PROTECT Cloud Webコンソールで、詳細 > 除外に移動します。
6.インポートボタンをクリックして、ファイルから検出除外をインポートします。アップロード
するファイルを選択をクリックして、export.txtファイルに移動するか、ファイルをドラッグアン
ドドロップします。
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7.インポートボタンをクリックして、検出除外をインポートします。インポートされた検出除外
は、除外リストに表示されます。

除外の割り当て制限
• 元の除外割り当ては保持されません。既定では、インポートされた検出除外はホームグループ
のコンピューターに割り当てられます。除外の割り当てを変更するには、除外をクリックして、
割り当ての変更を選択します。
• 検出除外( ウイルス対策検出および ファイアウォールIDSルール)は、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コンピューターにのみ割り当てることができます。 除外は
互換性のないESETセキュリティ製品には適用されず、無視されます。

フィルターとレイアウトのカスタマイズ
現在のWebコンソール画面ビューをカスタマイズできます。
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• サイドパネルとメインテーブルを管理します。
• フィルターとフィルタープリセットを追加します。 タグを使用して、表示される項目をフィル
タリングできます。

隔離
このセクションには、クライアントデバイスで隔離されたすべてのファイルが表示されます。ファイル
を駆除できない場合、ファイルの削除が安全でないまたは推奨されない場合、あるいはESET製品で誤っ
て検出された場合、ファイルを隔離する必要があります。
クライアントデバイスで見つかったすべての検出が隔離に移動されるわけではありません。隔離
されない検出:
• 削除できない検出
• 動作に基づき不審ではあるものの、マルウェアとして特定されない検出。たとえば、PUA。

隔離されたファイルを削除するか、元の場所に復元できます。隔離されたファイルを復元して除外する
と、次回以降にESET製品によって報告されないようにすることができます。
さまざまなフィルターを使用して、隔離のファイルのリストをフィルタリングできます。
2つの方法で隔離にアクセスできます。
1.詳細 > 隔離。
2.コンピューター詳細 > 検出と隔離 > 隔離タブ。

[隔離]セクションの項目をクリックすると、[隔離管理]メニューが開きます。
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詳細を表示 - ソースデバイス、検出名とタイプ、オブジェクト名(完全ファイル、ハッシュ、サイズ
など付き)を表示します。
コンピューター - 隔離されたファイルがある接続されたフィルタリングされたデバイスの[コンピュー
ター]セクションが開きます。
削除 - 隔離と影響するデバイスからファイルを削除します。
復元 - ファイルを元の場所に復元します。
復元 と 除外 - ファイルを元の場所に復元し、検査から除外します。
アップロード - 隔離されたファイルのアップロードタスクを開きます。このアクションは、詳細を表
示をクリックした後に使用できます。
アップロード機能は上級者ユーザーにのみ推奨されます。隔離されたファイルをさらに調査する
場合は、共有ディレクトリにアップロードできます。

フィルターとレイアウトのカスタマイズ
現在のWebコンソール画面ビューをカスタマイズできます。
• サイドパネルとメインテーブルを管理します。
• フィルターとフィルタープリセットを追加します。 タグを使用して、表示される項目をフィル
タリングできます。

コンピューターユーザー
コンピューターユーザーセクションでは、ユーザーとユーザーグループを管理できます。一部のユーザー
固有の設定を同期するために、ユーザーとデバイスをペアリングできます。 最初に、ユーザーをActive
Directoryと同期することをお勧めします。 新しいコンピューターを作成するときに、そのコンピューター
を特定のユーザーとペアリングできます。ユーザーを検索し、ユーザーとアクティビティに割り当てら
れたコンピューターの詳細を表示できます。
コンピューターユーザーは、ESET PROTECT CloudWebコンソールユーザーとは異なります。[コン
ピューターユーザー]セクションでは、一部のユーザー固有の設定を同期するために、ユーザーと
デバイスをペアリングできます。ESET PROTECT Cloud Webコンソールユーザーと権限設定を管理す
るには、ESET Business Accountに移動します。
• オレンジ色でハイライト表示されたユーザーにはデバイスが割り当てられていません。ユーザー
をクリックし、 [編集] を選択して、[割り当てられたコンピューター]をクリックして、ユーザー
の詳細を表示します。コンピューターの追加をクリックして、デバイスをこのユーザーに割り当て
ます。

• また、コンピューター詳細から、割り当てられたユーザーを追加または削除できます。コンピュー
ター内で、デバイスを選択し、 詳細を表示をクリックします。ユーザーは複数のデバイスに割り
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当てることができます。 [ユーザーの割り当て]を使用して、選択したデバイスに直接ユーザー
を割り当てることもできます。デバイスがユーザーに割り当てられている場合は、デバイス名をク
リックして、デバイスの詳細を表示できます。
• ユーザーとユーザーグループをドラッグアンドドロップできます。ユーザー(またはグループ)を
選択し、マウスボタンを押しながら、他のグループに移動します。

ユーザー管理アクション
ユーザーを選択し、アクションを実行できるドロップダウンメニューを開きます。詳細については、ア
イコン凡例を参照してください。
詳細を表示 - メニューには、電子メールアドレス、オフィスまたはロケーション、および割り当てら
れたコンピューターなどの情報が表示されます。ユーザーは複数のデバイスに割り当てることができま
す。ユーザーの名前、説明、または親グループを変更できます。 iOS MDMポリシーを作成するときに、カ
スタム属性を使用できます。

フィルターとレイアウトのカスタマイズ
現在のWebコンソール画面ビューをカスタマイズできます。
• サイドパネルとメインテーブルを管理します。
• フィルターとフィルタープリセットを追加します。 タグを使用して、表示される項目をフィル
タリングできます。

新しいユーザーの追加
1. [コンピューターユーザー] > [ユーザーの追加]をクリックします。 このオプションを使用すると、
ユーザー同期中に見つからなかったか自動的に追加されなかったユーザーを追加します。
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2. [ユーザー名]フィールドに、追加するユーザーの名前を入力します。[追加]をクリックして、その
他のユーザーを追加します。複数のユーザーを同時に追加する場合は、[CSVのインポート]をクリッ
クして、追加するユーザーのリストを含む.csvファイルをアップロードします。コピーして貼り付け
をクリックすると、カスタム区切り文字で区切られたアドレスのカスタムリストをインポートしま
す(この機能はCSVインポートと同様に動作します)。必要に応じて、簡単に識別できるようにユーザー
の[説明]を入力できます。
3. 既存の親グループを選択するか、新しいグループを作成できます。
4. タグを選択をクリックして、タグを割り当てます。
5. 追加するユーザーが既にESET PROTECT Cloudにある場合は、[競合の解決]ドロップダウンメニュー
を使用して、実行するアクションを選択します。
• 競合が検出されたときに確認:競合が検出された場合、プログラムのアクション(以下のオプショ
ンを参照)を選択するように求められます。
• 競合するユーザーをスキップ:同じ名前のユーザーは追加されません。これは、既存のユーザー
のESET PROTECT Cloudのカスタム属性が保持されることも保証します(Active Directoryのデータで上
書きされない)。
• 競合するユーザーの上書き:ESET PROTECT Cloudの既存のユーザーはActive Directoryのユーザーに
よって上書きされます。同じSIDのユーザーが2人いる場合の既存のESET PROTECT Cloudユーザーは
前の場所から削除されます(ユーザーが別のグループにある場合でも削除されます)。
6. 変更が完了したら、[追加]をクリックします。ユーザーは指定した親グループに表示されます。
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ユーザーの編集
基本情報、割り当てられたコンピューターなどのユーザー詳細情報を変更できます。

基本
ここでは、次のようなユーザー詳細情報を編集できます。
• ユーザー名と説明 - 情報提供のみを目的とします。
• タグ: タグを編集します(割り当て、割り当て解除、作成、削除)。
• 電子メールアドレス - 通知の配信用受信者アドレスとして使用できます。
• 電話番号とオフィスまたはロケーション -情報提供のみを目的とします。
• ソースアンカー このAD情報が必要な複数のESET PROTECT Cloud機能に関連付けることができま
す(エンドポイントポリシー上書きモードなど)。
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カスタム属性
既存のカスタム属性を編集するか、新しい属性を追加できます。新しい属性を追加するには、[新規追
加]をクリックして、カテゴリから選択します。
• Wi-Fiアカウント:プロファイルを使用して、企業Wi-Fi設定を管理されたデバイスに直接プッシュ
します。
• VPNアカウント:認証資格情報、証明書、およびその他の必要な情報とともにVPNを設定し、ユー
ザーが簡単にVPNにアクセスできるようにします。
• 電子メール アカウント:これは、IMAPまたはPOP3仕様を使用する電子メールアカウントで使用さ
れます。Exchangeサーバーを使用する場合は、次のExchange ActiveSync設定を使用します。
• Exchange アカウント:社内でMicrosoft Exchangeを利用している場合は、ここですべての設定を作
成し、ユーザーの電子メール、カレンダー、および連絡先へのアクセスを設定する時間を最小化で
きます。
• LDAP (属性エイリアス):社内で連絡先用にLDAPを使用している場合に特に便利です。連絡先フィー
ルドを対応するiOS連絡先フィールドにマッピングできます。
• CalDAV: これには、CalDAV仕様を使用するすべてのカレンダーの設定が含まれます。
• CardDAV:CardDAV仕様で同期されるすべての連絡先の同期情報をここで確立できます。
• 登録されたカレンダー:CalDAVカレンダーが設定されている場合は、ここで、他のカレンダーへの
読み取りアクセスを定義できます。
一部のフィールドは、変数(プレースホルダー)としてiOSモバイルデバイスのポリシーを作成するときに
使用できる属性になります。たとえば、ログイン${exchange_login/exchange}または電子メールアド
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レス${exchange_email/exchange}です。

割り当てられたコンピューター
ここでは、個別のデバイスを選択できます。このためには、コンピューターの追加 をクリックします。
すべての静的および動的グループとそのメンバーが一覧表示されます。チェックボックスを使用して選
択し、[OK]をクリックします。
ユーザーは1つの処理で最大200コンピューターにのみ割り当てることができます。
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新しいユーザーグループの作成
[すべてのグループ] >

をクリックし、

[新しいユーザーグループ]を選択します。

基本
新しいユーザーグループの名前と説明(任意)を入力します。既定では、親グループは、新しいユーザー
グループの作成時に選択したグループです。親グループを変更する場合は、親グループの変更をクリッ
クし、ツリーから親グループを選択します。完了をクリックして、新しいユーザーグループを作成しま
す。
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動的グループテンプレート
動的グループテンプレートは、コンピューターを動的グループに配置するために満たす必要がある条件
を確立します。これらの条件がクライアントで満たされると、自動的に該当する動的グループに移動さ
れます。
テンプレートは静的グループに保存される静的オブジェクトです。ユーザーはテンプレートにア
クセスするために適切な権限が必要です。ユーザーが動的グループテンプレートを操作するには
アクセス権が必要です。すべての定義済みテンプレートは静的グループすべてにあり、既定では
管理者のみが使用できます。他のユーザーには追加の権限を割り当てる必要があります。結果と
して、ユーザーは既定のテンプレートを表示または使用できない可能性があります。テンプレー
トはユーザーが権限を持つグループに移動できます。
テンプレートを複製するには、ソーステンプレートがあるグループ(動的グループテンプレート)
に対する使用権限とユーザーのホームグループ(複製が保存される場所)に対する書き込み権限が
ユーザーに割り当てられている必要があります。オブジェクトの複製の例を参照してください。
• 新しい動的グループテンプレートの作成
• 動的グループテンプレートのルール
• 動的グループテンプレート - 例

動的グループテンプレートの管理
テンプレートは、[詳細] > [動的グループテンプレート]から管理できます。
新しいテンプレート
詳細を表示
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クリックして、ホームグループで新しいテンプレートを作成します。
選択したテンプレートの概要を参照してください。

監査ログ
タグ

選択した項目の監査ログを表示します。
タグを編集します(割り当て、割り当て解除、作成、削除)。

編集

選択したテンプレートを編集します。既存のテンプレートを保持し、編集中
のテンプレートに基づいて新しい名前を作成する場合は、[名前を付けて保
存]をクリックします。確認されたら、新しいテンプレートの名前を指定し
ます。

複製

選択したテンプレートに基づいて、新しい動的グループテンプレートを作成
します。複製タスクには新しい名前が必要です。重複するテンプレートはホー
ムグループに保存されます。

削除

テンプレートを完全に削除します。

インポート

ファイルから動的グループテンプレートをインポートします。インポート中
には、ファイルが破損していないことを確認するために、ファイル構造が検
証されます。

エクスポート

バックアップまたは移行目的で、選択した動的グループテンプレートをファ
イルにエクスポートします。ファイルを編集することは推奨されません。デー
タが利用できなくなる可能性があります。

アクセス グループ

選択したテンプレートを別の静的グループに移動します。他のユーザーでア
クセスの問題を解決するときに有用です。

ESET Enterprise InspectorとESET Dynamic Threat Defenseの名称がESET InspectとESET LiveGuard
Advancedに変更されました。
ESET PROTECT Cloudからアップグレードした場合は、名前の変更が原因の問題のトラブルシューティ
ングが必要な場合があります。 3.2 また、レポート、動的グループ、通知、あるいはESET
Dynamic Threat DefenseまたはESET Enterprise Inspectorでフィルタリングする他のタイプのルールが
あります。

フィルターとレイアウトのカスタマイズ
現在のWebコンソール画面ビューをカスタマイズできます。
• サイドパネルとメインテーブルを管理します。
• フィルターとフィルタープリセットを追加します。 タグを使用して、表示される項目をフィル
タリングできます。

新しい動的グループテンプレート
詳細 > 動的グループテンプレートの下の新規テンプレートをクリックします。

基本
新しい動的グループテンプレートの名前と説明を入力します。
タグを選択をクリックして、タグを割り当てます。

式
ネットワーク上で動的グループを使用する方法の例については、例と図を使用した段階的な手順を参照
してください。
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概要
構成された設定を確認し、[完了]をクリックして、テンプレートを作成します。この新しいテンプレー
トはすべてのテンプレートのリストに追加され、後から新しい動的グループを作成するために使用でき
ます。

動的グループテンプレートのルール
動的グループテンプレートのルールを設定するときには、異なる条件でさまざまな演算子を使用し、目
的のシナリオを実現できます。
次の章では、動的グループテンプレートで使用されるルールと処理を説明します。
• 演算子
• ルールと論理接続
• テンプレートルール評価
• ESET PROTECT Cloudで自動化を作成する方法
• 動的グループテンプレート
• 使用例 - 特定の動的グループテンプレートの作成

演算子
複数のルール(条件)を指定する場合は、ルールを組み合わせるために使用される演算子を選択する必要
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があります。結果によっては、クライアントコンピューターが、このテンプレートを使用する動的グルー
プに追加される場合とされない場合があります。
• 選択した演算子は、その他のルールを組み合わせるときにのみ動作しますが、1ルールしかない
ときにも動作します。
• 演算子を組み合わせることはできません。動的グループにつき1つの演算子だけを使用し、すべ
てのルールに適用します。
AND (すべての条件が真であ
ること)

すべての条件が真として評価されるかどうかを確認します。コンピュー
ターはすべての必須パラメーターを満たす必要があります。

OR (1つ以上の条件が真でな
ければなりません)

条件の1つ以上が真として評価されるかどうかを確認します。コンピュー
ターは必須パラメーターのいずれかを満たす必要があります。

NAND (1つ以上の条件が偽で 少なくとも条件の1つが真として評価できないかどうかを確認します。
コンピューターは1つ以上の必須パラメーターを満たしていてはなりま
なければなりません)
せん。
NOR （すべての条件が偽でな すべての条件を真として評価できないかどうかを確認します。コン
ピューターはすべての必須パラメーターを満たしていません。
ければなりません)

ルールと論理接続
ルールには、項目、論理コネクター(論理演算子)、定義済みの値があります。
[+ ルールの追加]をクリックすると、ウィンドウが開き、項目がカテゴリ別に一覧表示されます。例:
インストールされたソフトウェア > アプリケーション名
ネットワークアダプタ > MACアドレス
OSエディション > OS名
このESETナレッジベース記事で、すべての使用可能なルールの一覧を参照できます。
ルールを作成するには、項目を選択し、論理演算子を選択して、値を指定します。ルールは、指定した
値と使用される論理演算子に従って評価されます。
指定できる値タイプには、数値、文字列、列挙型、IPアドレス、製品マスク、コンピューターIDがありま
す。各値タイプには、異なる論理演算子が関連付けられ、ESET PROTECT Cloud Webコンソールは自動的に
サポートされたものだけを表示します。
• "= (等しい)" - シンボル値とテンプレート値が一致する必要があります。文字列は大文字と小
文字を区別せずに比較されます。
• "> (より大きい)" - シンボル値はテンプレート値よりも大きくなければなりません。IPアドレス
シンボルの範囲比較を作成するために使用することもできます。
• "≥ (以上)" - シンボル値はテンプレート値以上でなければなりません。IPアドレスシンボルの範
囲比較を作成するために使用することもできます。
• "< (未満)" - シンボル値はテンプレート値よりも小さくなければなりません。IPアドレスシンボ
ルの範囲比較を作成するために使用することもできます。
• "≤ (以下)" - シンボル値はテンプレート値以下でなければなりません。IPアドレスシンボルの範
囲比較を作成するために使用することもできます。
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• "含む" - シンボル値はテンプレート値を含む必要があります。文字列の場合、サブ文字列を検
索します。検索では大文字と小文字は区別されません。
• "前方一致" - シンボル値にはテンプレート値と同じテキストプレフィックスがあります。文字
列は大文字と小文字を区別せずに比較されます。例えば、「Microsoft Visual C++ 2010 x86
Redistributable - 10.0.30319」のプレフィックスは、「Micros」、「Micr」、「Microsof」などです。
• "後方一致" - シンボル値にはテンプレート値と同じテキストポストフィックスがあります。文
字列は大文字と小文字を区別せずに比較されます。検索された文字列から正確な最初の数文字を設
定します。例えば、「Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319」のポストフィックスは、
「319」、「0.30319」などです。
• "マスク" - シンボル値はテンプレートで定義されたマスクと一致する必要があります。マスク
の書式設定では、任意の文字と特殊記号「*」(ゼロ、1文字以上の文字)を使用できます。「?」は1
文字を表します(例:"6.2.*"または"6.2.2033.?")。
• "正規表現" - シンボル値はテンプレートの正規表現(regex)と一致する必要があります。正規表現
はPerlで記述される必要があります。
正規表現として、regex または regexpは、検索パターンを定義する文字の順序です。たとえ
ば、gray|greyとgr(a|e)yは次の2つの単語と一致する同等のパターンです。"gray"、"grey"。
• "のいずれか" - シンボル値はテンプレートのリストの任意の値と一致する必要があります。項
目を追加するには、+ 追加をクリックします。リストの新しい項目の各行。文字列は大文字と小文
字を区別せずに比較されます。
• "のいずれか(文字列マスク)" - シンボル値はテンプレートのリストの任意のマスクと一致する
必要があります。文字列は大文字と小文字を区別して比較されます。例: *endpoint-pc*, *EndpointPC*。
• "値がある"
時間ルールでは、経過時間を測定するチェックボックスを選択して、特定のイベントから経過し
た時間に基づいて、動的グループテンプレートを作成できます。管理されたコンピューター
はESET Managementエージェント10.0以降を実行する必要があります。

否定演算子:
否定演算子は注意して使用する必要があります。「インストールされたアプリケーション」など
の複数行のログの場合には、すべての行がこれらの条件によって評価されます。本書の例(テンプ
レートルール評価および動的グループテンプレート - 例)を参照し、否定演算子または否定演算
を使用して、想定された結果を得る方法について確認してください。
• "≠ (等しくない)" - シンボル値とテンプレート値が一致していてはなりません。文字列は大文
字と小文字を区別せずに比較されます。
• "含まない" - シンボル値にはテンプレート値が含まれません。検索では大文字と小文字は区別
されません。
• "前方一致しない" - シンボル値にはテンプレート値と同じテキストプレフィックスがありませ
ん。文字列は大文字と小文字を区別せずに比較されます。
• "後方一致しない" - シンボル値にはテンプレート値と同じテキストポストフィックスがありま
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せん。文字列は大文字と小文字を区別せずに比較されます。
• "マスクがない" - シンボル値はテンプレートで定義されたマスクと一致していてはなりません。
• "正規表現ではない" - シンボル値はテンプレートの正規表現(regex)と一致していてはなりません。
正規表現はPerlで記述される必要があります。否定演算は、再作成せずに、正規表現との一致を否
定できるように提供されました。
• "のいずれかではない" - シンボル値はテンプレートのリストの任意の値と一致していてはなり
ません。文字列は大文字と小文字を区別せずに比較されます。
• "のいずれかではない(文字列マスク)" - シンボル値はテンプレートのリストの任意のマスクと
一致しない必要があります。
• "値がない"

テンプレートルール評価
テンプレートルール評価はESET Managementサーバーではなく、ESET PROTECT Cloudエージェントによっ
て処理されます(結果のみがESET PROTECT Cloudサーバーに送信されます)。評価処理は、テンプレート
で構成されているルールに従って実行されます。以下に、テンプレートルール評価プロセスの例をいく
つか示します。
存在のテスト(その値で何も存在しない)および差異のテスト(何かが存在するが値が異なる)を識
別する必要があります。これを識別する基本ルールは以下のとおりです。
• 存在を検証するには:否定なしの演算子(AND、OR)および否定なしの演算子(=, >、<、含む...)。
• 異なる値の存在を検証するには:演算子ANDおよび1つ以上の否定演算子を含む演算子(=、>、<、含
む、含まない...)。
• 値が存在しないことを検証するには否定の演算子(NAND、NOR)および否定なしの演算子=、>、<、
含む...)。
項目のリスト(コンピューターにインストールされているアプリケーションの特定のリストなど)
の存在を検証するには、リストの各項目に対して個別の動的グループテンプレートを作成し、そ
のテンプレートを個別の動的グループに割り当てます。各動的グループは、別の動的グループの
サブグループです。コンピューターと項目のリストは最後のサブグループにあります。
状態はさまざまな情報が集約されたものです。各コンピューターの1次元的な状態(オペレーティングシ
ステム、RAMサイズなど)を提供するソースと、多次元的な状態(IPアドレス、インストール済みのアプリ
ケーションなど)を提供するものがあります。
次に、クライアントの状態を視覚的に示します。
ネットワークアダ
プタ - IPアドレス

ネットワークアダプタ MACアドレス

OS名

Windows 7
Enterprise

OSバージョ HW - RAMサ インストール済
ン
イズ(MB) みアプリケーショ
ン

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

6.1.7601

2048

ESET Endpoint
Security

10.1.1.11

2B-E8-73-BE-81-C7

PDF Reader

124.256.25.25

52-FB-E5-74-35-73

Office Suite
Weather Forecast

ステータスは情報のグループです。1つのグループのデータは常に一貫した情報を行に整理して提供し
ます。各グループの行数は異なる場合があります。
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条件はグループ単位、行単位で評価されます。1つのグループの列に関する条件が多い場合は、同じ行
の値だけが考慮されます。

例1:
この例では、次の条件が考慮されます。
ネットワークアダプタ.IPアドレス = 10.1.1.11 ANDネットワークアダプタ.MACアドレス = 4A-64-3F-10FC-75

このルールには一致するコンピューターがありません。両方の条件が真になる行がないためです。
ネットワークアダ
プタ - IPアドレス

ネットワークアダプタ MACアドレス

OS名

Windows 7
Enterprise

OSバージョ HW - RAMサ インストール済
ン
イズ(MB) みアプリケーショ
ン

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

6.1.7601

2048

ESET Endpoint
Security

10.1.1.11

2B-E8-73-BE-81-C7

PDF Reader

124.256.25.25

52-FB-E5-74-35-73

Office Suite
Weather Forecast

例2:
この例では、次の条件が考慮されます。
ネットワークアダプタ.IPアドレス = 192.168.1.2 ANDネットワークアダプタ.MACアドレ
ス = 4A-64-3F-10-FC-75

ここでは、両方の条件が同じ行のセルと一致したため、ルール全体が真であると評価されます。コン
ピューターが選択されます。
ネットワークアダ
プタ - IPアドレス

ネットワークアダプタ MACアドレス

OS名

Windows 7
Enterprise

OSバージョ HW - RAMサ インストール済
ン
イズ(MB) みアプリケーショ
ン

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

6.1.7601

2048

ESET Endpoint
Security

10.1.1.11

2B-E8-73-BE-81-C7

PDF Reader

124.256.25.25

52-FB-E5-74-35-73

Office Suite
Weather Forecast

例3:
OR演算子(1つ以上の条件が真である)の場合
ネットワークアダプタ.IPアドレス = 10.1.1.11 ORネットワークアダプタ.MACアドレス = 4A-64-3F-10FC-75

2つの行のルールが真です。条件のいずれかだけが満たされる必要があるためです。コンピューターが
選択されます。
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ネットワークアダ
プタ - IPアドレス

ネットワークアダプタ MACアドレス

OS名

Windows 7
Enterprise

OSバージョ HW - RAMサ インストール済
ン
イズ(MB) みアプリケーショ
ン

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

6.1.7601

2048

ESET Endpoint
Security

10.1.1.11

2B-E8-73-BE-81-C7

PDF Reader

124.256.25.25

52-FB-E5-74-35-73

Office Suite
Weather Forecast

動的グループテンプレート - 例
詳細 > 動的グループテンプレートで、便利な定義済みの動的グループテンプレートを見つけることがで
きます。

このガイドの動的グループテンプレートの例は、動的グループを使用してネットワークを管理する方法
のいくつかを示します。
セキュリティ製品がインストールされているかどうかを検出する動的グループ
特定のバージョンのソフトウェアがインストールされているかどうかを検出する動的グループ
特定のバージョンのソフトウェアがインストールされていないかどうかを検出する動的グループ
特定のバージョンのソフトウェアがインストールされていないか、別のバージョンが存在するかどう
かを検出する動的グループ
コンピューターが特定のサブネットにあるかどうかを検出する動的グループ
インストールされ、アクティベーションされていないサーバーセキュリティ製品のバージョンを検出
する動的グループ
新しく接続されたWindowsデスクトップで自動的にESET製品を展開する方法
ロケーションに基づくポリシーを強制する方法

動的グループテンプレートと使用の例に関するナレッジベース記事も参照してください。
ESET PROTECT Cloudで役に立つ動的グループテンプレートの例 - たとえば、HW インベントリ詳細を使
用して、選択したHW条件を満たすデバイスを含む動的グループのルールを作成できます。
ESET PROTECT Cloudを設定し、ESETエンドポイント製品を自動的に保護されていないコンピューターに
展開する
ESET PROTECT Cloudを使用して接続しているネットワークに応じて、異なるアップデート設定を使用す
るようにエンドポイントを構成する
ESET PROTECT Cloudの動的グループに自動的に参加するように新しいワークステーションの新しい証明
書を作成する
言語によっては、ナレッジベース記事が提供されていない場合があります。
当然、ルールを組み合わせて、動的グループテンプレートを使用すると、その他の目的も実現できます。
さまざまな可能性があります。
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ESET Enterprise InspectorとESET Dynamic Threat Defenseの名称がESET InspectとESET LiveGuard
Advancedに変更されました。
ESET PROTECT Cloudからアップグレードした場合は、名前の変更が原因の問題のトラブルシューティ
ングが必要な場合があります。 3.2 また、レポート、動的グループ、通知、あるいはESET
Dynamic Threat DefenseまたはESET Enterprise Inspectorでフィルタリングする他のタイプのルールが
あります。

動的グループ - セキュリティ製品がインストール
されている
この動的グループを使用すると、ESETセキュリティ製品がコンピューターにインストールされた後すぐ
に、認証、カスタム検査などのタスクを実行できます。
詳細 > 動的グループテンプレートの下で新しいテンプレートを作成し、 テンプレートと新しい動的グ
ループを作成します。

基本
新しい動的グループテンプレートの名前と説明を入力します。

式
1.[処理]メニューの論理演算子を選択します。AND (すべての条件が真であること)
2.+ルールの追加をクリックして、条件を選択します。 [コンピューター] > [管理された製品マス
ク] > [のいずれか] > [ESET保護:デスクトップ]を選択します。別のESET製品を選択することもでき
ます。

概要
構成された設定を確認し、[完了]をクリックして、テンプレートを作成します。この新しいテンプレー
トはすべてのテンプレートのリストに追加され、後から新しい動的グループを作成するために使用でき
ます。

動的グループ - 特定のソフトウェアバージョンが
インストールされている
この動的グループを使用すると、コンピューターにインストールされているESETセキュリティソフトウェ
アを検出できます。これらのコンピューターでは、アップグレードタスクなどを実行したり、カスタム
コマンドを実行できます。「含む」や「前方一致」などの異なる演算子を使用できます。
詳細 > 動的グループテンプレートの下で新しいテンプレートを作成し、 テンプレートと新しい動的グ
ループを作成します。

基本
新しい動的グループテンプレートの名前と説明を入力します。
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式
1.[処理]メニューの論理演算子を選択します。AND (すべての条件が真であること)
2.+ルールの追加をクリックして、条件を選択します。

• [インストールされたソフトウェア] > [アプリケーション名] > [= (等しい)] > [ESET Endpoint
Security]
• [インストールされたソフトウェア] > [アプリケーションバージョン] > [= (等しい)] >
[6.2.2033.0]

概要
構成された設定を確認し、[完了]をクリックして、テンプレートを作成します。この新しいテンプレー
トはすべてのテンプレートのリストに追加され、後から新しい動的グループを作成するために使用でき
ます。

動的グループ - 特定のバージョンのソフトウェア
がインストールされていない
この動的グループを使用すると、コンピューターにインストールされていないESETセキュリティソフト
ウェアを検出できます。この例の設定には、ソフトウェアがまったくインストールされていないコン
ピューターまたは指定されたバージョン以外のコンピューターが含まれます。
このグループは便利であり、これらのコンピューターでは、ソフトウェアインストールタスクを実行し
て、インストールまたはアップグレードができます。「含む」や「前方一致」などの異なる演算子を使
用できます。
詳細 > 動的グループテンプレートの下の新規テンプレートをクリックします。

基本
新しい動的グループテンプレートの名前と説明を入力します。

式
1.[処理]メニューの論理演算子を選択します。NAND (1つ以上の条件が偽でなければなりません)
2.+ルールの追加をクリックして、条件を選択します。

• [インストールされたソフトウェア] > [アプリケーション名] > [= (等しい)] > [ESET Endpoint
Security]
• [インストールされたソフトウェア] > [アプリケーションバージョン] > [= (等しい)] >
[6.2.2033.0]

概要
構成された設定を確認し、[完了]をクリックして、テンプレートを作成します。この新しいテンプレー
トはすべてのテンプレートのリストに追加され、後から新しい動的グループを作成するために使用でき
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ます。

動的グループ - 特定のバージョンのソフトウェア
がインストールされてなく、他のバージョンが存在
する
この動的グループを使用すると、要求しているバージョンとは別のバージョンのソフトウェアがインス
トールされていることを検出します。このグループは便利です。必要なバージョンがインストールされ
ていないコンピューターでアップグレードタスクを実行できます。別の演算子を使用できますが、バー
ジョンテストが否定演算子を使用して完了していることを確認してください。
詳細 > 動的グループテンプレートの下の新規テンプレートをクリックします。

基本
新しい動的グループテンプレートの名前と説明を入力します。

式
1.[処理]メニューの論理演算子を選択します。AND (すべての条件が真であること)
2.+ルールの追加をクリックして、条件を選択します。

• [インストールされたソフトウェア] > [アプリケーション名] > [= (等しい)] > [ESET Endpoint
Security]
• [インストールされたソフトウェア] > [アプリケーションバージョン] > [≠ (等しくない)] >
[6.2.2033.0]

概要
構成された設定を確認し、[完了]をクリックして、テンプレートを作成します。この新しいテンプレー
トはすべてのテンプレートのリストに追加され、後から新しい動的グループを作成するために使用でき
ます。

動的グループ - コンピュータが特定のサブネット
にある
この動的グループを使用して、特定のサブネットを検出できます。次に、これを使用して、Webコント
ロールまたはアップグレード用のカスタムポリシーを適用できます。別の範囲を指定できます。
詳細 > 動的グループテンプレートの下の新規テンプレートをクリックします。

基本
新しい動的グループテンプレートの名前と説明を入力します。
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式
1.[処理]メニューの論理演算子を選択します。AND (すべての条件が真であること)
2.+ルールの追加をクリックして、条件を選択します。

• [ネットワークIPアドレス] > [アダプタIPアドレス] > [≥ (以上)] > [10.1.100.1]
• [ネットワークIPアドレス] > [アダプタIPアドレス] > [≤ (以下)] > [10.1.100.254]
• [ネットワークIPアドレス] > [アダプタサブネットマスク] > [= (等しい)] > [255.255.255.0]

概要
構成された設定を確認し、[完了]をクリックして、テンプレートを作成します。この新しいテンプレー
トはすべてのテンプレートのリストに追加され、後から新しい動的グループを作成するために使用でき
ます。

動的グループ - インストールされ、アクティベー
ションされていないバージョンのサーバーセキュリ
ティ製品
この動的グループを使用して、アクティベーションされていないサーバー製品を検出できます。これら
の製品が検出されると、クライアントタスクをこのグループに割り当て、適切なライセンスでクライア
ントコンピューターをアクティベーションできます。この例では、 ESET Mail Security for Microsoft
Exchange Server のみが指定されていますが、複数の製品を指定できます。
詳細 > 動的グループテンプレートの下の新規テンプレートをクリックします。

基本
新しい動的グループテンプレートの名前と説明を入力します。

式
1.[処理]メニューの論理演算子を選択します。AND (すべての条件が真であること)
2.+ルールの追加をクリックして、条件を選択します。
• [コンピューター] > [管理された製品マスク] > [のいずれか] > [ESET保護:メールサーバー
• [機能/保護の問題] > [ソース] > [= (等しい)] > [セキュリティ製品]
• [機能/保護の問題] > [問題] > [= (等しい)] > [アクティベーションされていない製品]

概要
構成された設定を確認し、[完了]をクリックして、テンプレートを作成します。この新しいテンプレー
トはすべてのテンプレートのリストに追加され、後から新しい動的グループを作成するために使用でき
ます。
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ESET PROTECT Cloudを自動化する方法
以下に示す例のような手法を使用すると、製品とOSのアップデート、検査、およびあらかじめ選択され
たライセンスによる新しく追加された製品の自動アクティベーションから高度なインシデントの解決ま
で、さまざまなアクションを自動化できます。

新しく接続されたWindowsデスクトップで自動的にESET製品を展開す
る方法
この例は、サードパーティのセキュリティソフトウェアまたはホームセグメントのESETセキュリ
ティソフトウェア（例：ESET Smart Security）がないクライアントでのみ実行する必要があります。
サードパーティセキュリティソフトウェアがあるクライアントでESET製品をインストールするこ
とは推奨されません。ESET AV Removerを使用して、コンピューターから他のウイルス対策プログ
ラムを削除できます。
1. セキュリティ製品なしという動的グループを作成します。
a.定義されたグループWindowsコンピューター > Windows (デスクトップ)の子グループにします。
b.新規テンプレートをクリックします。
c.次のルールを追加します。[コンピューター] > [管理された製品マスク]を選択します。
d.演算子として等しくないを選択します。
e.マスク ESET保護:デスクトップ
f.[完了]をクリックしてグループを保存します。
2. タスク > 新規 > クライアントタスクに移動します。
a.[タスク]ドロップダウンメニューからソフトウェアインストールを選択し、名前にタスクの名前
を入力します。
b.[設定]セクションでパッケージを選択し、必要に応じて他のパラメーターを設定します。
c.[完了] > [トリガーの作成]をクリックします。
d.[ターゲット]セクションで、[グループの追加]をクリックし、[セキュリティ製品なし]を選択
します。
e.[トリガー]セクションで、[結合された動的グループトリガー]を選択します。
f.[完了]をクリックしてタスクとトリガーを保存します。
このタスクは、この時点以降に動的グループに接続されたクライアントで実行されます。タスク
が作成される前に動的グループにあったクライアントでこのタスクを手動で実行する必要があり
ます。

ロケーションに基づくポリシーを強制する方法
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1. Subnetwork 120という動的グループを作成します。
a.すべてのグループの子グループにします。
b.新規テンプレートをクリックします。
c.ルールを追加します。ネットワークIPアドレス > IPサブネットワーク。
d.演算子として等しいを選択します。
e.10.1.120.0などのフィルタリングするサブネットワークを入力します(最後の数値は0に
し、10.1.120.サブネットワークからすべてのIPアドレスをフィルタリングする必要があります)。
f.[完了]をクリックしてグループを保存します。
2. [ポリシー]に移動します。
a.[新しいポリシー]をクリックし、ポリシーに名前を付けます。
b.[設定]セクションでESET Management エージェントを選択します。
c.ポリシーを変更します。たとえば、接続間隔を5分に変更します。
d.[割り当て]セクションで、[割り当て]をクリックし、Subnetwork120グループの横のチェックボッ
クス をオンにして、OKをクリックして確認します。
e.[完了]をクリックしてポリシーを保存します。
このポリシーは、この時点以降に動的グループに接続されたクライアントで適用されます。
クライアントコンピューターが動的グループから移動するとき(動的グループメンバーシップと一
致する条件が有効ではなくなるとき)、適用されたポリシー設定がどうなるかを確認するには、ポ
リシー削除ルールを参照してください。
動的グループテンプレートの他の例を参照してください。
ESET Enterprise InspectorとESET Dynamic Threat Defenseの名称がESET InspectとESET LiveGuard
Advancedに変更されました。
ESET PROTECT Cloudからアップグレードした場合は、名前の変更が原因の問題のトラブルシューティ
ングが必要な場合があります。 3.2 また、レポート、動的グループ、通知、あるいはESET
Dynamic Threat DefenseまたはESET Enterprise Inspectorでフィルタリングする他のタイプのルールが
あります。

ライセンス管理
ESET PROTECT Cloudを使用して、メインメニューの詳細 > ライセンス管理の下で、ライセンスを簡単に管
理できます。 ESET Business Accountの展開で使用した、ESET PROTECT Cloudから同期されたライセンスがこ
こに表示されます。
別のESET Business Accountのライセンスを使用するには、ESET Business Accountの展開で使用したラ
イセンスをESET PROTECT Cloudに移動する必要があります。
ESET PROTECT Cloudを使用してESETビジネス製品をアクティベーションできます。

ライセンス管理の権限
各ユーザーにはライセンスの権限を割り当てることができます。権限は、権限設定が割り当てられてい
る静的グループに含まれているライセンスでのみ有効です。各タイプの権限で、ユーザーは異なるアク
ションができます。
ホームグループがすべてに設定され、ホームグループのライセンスに対する書き込み権限がある
管理者のみが、ライセンスを追加または削除できます。各ライセンスはライセンスIDで特定され、
1つ以上の単位を含めることができます。ライセンスは管理者によってのみ十分な権限がある他の
ユーザーに配布できます。ライセンスは減らすことはできません。
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ESET MSP Administrator 2のライセンスは、会社ごとに、1つのプールに分割されます。プールからライセ
ンスを移動することはできません。

Webコンソールのライセンス管理

同じESET Business Accountユーザーまたは同じ会社のライセンスは、ライセンスプールにグループ化され
ます。 をクリックすると、ライセンスプールを展開し、ライセンス詳細が表示されます。
ESET Business AccountとESET PROTECT Cloudでは、各ライセンスは次の方法で識別されます。
• ライセンスID
• ライセンスタイプ - ビジネス(正規ライセンス)、試用版(試用ライセンス)、MSP (マネージドサー
ビスプロバイダーライセンス)、およびNFR (非再販ライセンス)です。
追加のライセンス情報:
• 所有者名と連絡先。
• ライセンスユーザー名とタイプ:

会社、

サイト、

MSP顧客。

• ライセンス対象となるセキュリティ製品名
• ライセンスのステータス(ライセンス有効期限が切れや使用超過、または有効期限切れや使用超
過の危険がある場合、警告メッセージがここに表示されます)
• このライセンスでアクティベーションできる単位数と、オフライン単位数。ESET Mail Security製
品の場合、ライセンス使用状況はアクティベーションで使用されるサブ単位に基づいて計算されま
す。
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• ESETサーバー製品のサブ単位数(メールボックス、ゲートウェイ保護、接続)。
• ライセンスの有効期限。
oサブスクリプションライセンスには有効期限がない場合があります。
ステータスでライセンスをフィルタリングできます。
OK - 緑

ライセンスは正常にアクティベーションされました。

エラー - 赤

ライセンスは登録されていないか、有効期限切れか、使用超過です。

警告 - オレンジ

ライセンスはすべて使用されているか、まもなく期限切れです(30日以
内に期限切れ)。

アクティベーション解除ま
たは一時停止

ライセンスはアクティベーション解除または一時停止されました。
ライセンスは期限切れです。

古い

アクションボタンをクリックして、選択したライセンスプールを管理します。
タグ
ライセンス
の削除

タグを編集します(割り当て、割り当て解除、作成、削除)。
選択したライセンスプールを削除します。このアクションの確認が要求されます。ラ
イセンスを削除しても、製品のアクティベーションは解除されません。ESET PROTECT
Cloudライセンス管理でライセンスを削除しても、ESET製品はアクティベーションされ
たままです。

アクセス グ 選択したライセンスプールを別の静的グループに移動します。
ループ
ライセンスの ESET PROTECT Cloudのライセンス情報をただちに更新します。ライセンスは、1日1回、
自動的にESETライセンスサーバーと同期されます。ESET Business Accountを使用してい
同期
る場合、またはESET MSP Administratorライセンスは、1日1回、自動的にこれらのサー
ビスと同期されます。
EBAを開く

ESET Business Accountポータルを開きます。このアクションは、ESET Business Account
からライセンスを追加した場合にのみ使用できます。

EMAを開く

ESET MSP Administratorポータルを開きます。このアクションは、ESET MSP
Administratorからライセンスを追加した場合にのみ使用できます。

ライセンスプールを展開し、ライセンスをクリックして、次のアクションを実行します。アクションセッ
トは、選択したライセンスのタイプによって異なります。
アクティベーション このライセンスを使用して、製品のアクティベーションタスクを実行します。
でライセンスを使用す
る
オールインワンイ
ンストーラーの作成
タグ
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オールインワンエージェントインストーラーで選択したライセンスを使用しま
す。
タグを編集します(割り当て、割り当て解除、作成、削除)。

ライセンスを管理

ライセンスがESET Business AccountまたはESET MSP Administratorから同期されて
いる場合は、ライセンスを管理できます。ライセンスが使用超過の場合は、ラ
イセンス数を増やしたり、一部のデバイスをアクティベーション解除できます。

ライセンスの更新

ESET Business AccountまたはESET MSP Administratorで、期限切れ、一時停止また
はアクティベーション解除されたライセンスを更新します。

ライセンスのアッ
プグレード
監査ログ
公開ライセンスID
のコピー

ESET Business AccountまたはESET MSP Administratorの試用ライセンスをアップグ
レードします。
選択した項目の監査ログを表示します。
公開ライセンスIDをクリップボードにコピーします。

サブスクリプションライセンス
ESET PROTECT Cloud は、サブスクリプションライセンスの管理をサポートします。 有効期間列のライセ
ンス管理またはコンピューター > 詳細をの下で、サブスクリプションの有効期限を確認できます。

ESET Business Accountサイトのサポート
サイト間でのライセンスシートの分配など、ESET Business Accountの構造全体をインポートできます。

ESETビジネス製品のアクティベーション

管理されたエンドポイントでESETセキュリティ製品をアクティベーションする場合は、ESET
PROTECT Cloudライセンスを使用できません。個別のESETセキュリティ製品をアクティベーション
するには、これらの製品の該当するライセンスを使用します。
次の2つのタスクを使用して、ライセンスをESET PROTECT CloudからESET製品に配布できます。
• ソフトウェアインストールタスク
• 製品アクティベーションタスク

ESETビジネス製品のアクティベーション解除
ESET PROTECT Cloud Webコンソールを使用すると、次の複数の方法で、ESETビジネス製品をアクティベー
ション解除(製品からライセンスを削除)できます。
• コンピューターでコンピューターを選択し、 製品のアクティベーション解除を選択する
と、ESETライセンスサーバー経由で選択したすべてのデバイスから削除されます。ESET PROTECT
Cloudからアクティベーションされていない場合や、ライセンスがESET PROTECT Cloudによって管理
されていない場合でも、製品がアクティベーション解除されます。
複数のESET製品(ESETエンドポイント製品とESET Inspectコネクターなど)がインストールされてい
る1つのコンピューターのみを選択する場合は、個別の製品をアクティベーション解除することを
選択できます。
• コンピューターを管理から削除する
• ライセンスのアクティベーション解除オプションで、接続していないコンピューターの削除タス
クを作成します。

フィルターとレイアウトのカスタマイズ
現在のWebコンソール画面ビューをカスタマイズできます。
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• サイドパネルとメインテーブルを管理します。
• フィルターとフィルタープリセットを追加します。 タグを使用して、表示される項目をフィル
タリングできます。

支店の管理者間でライセンスを共有する
3人のユーザーと管理者があり、各ユーザーには独自のホームグループがあります。
• John、San Diego
• Larry、 Sydney
• Makio、Tokyo
管理者は3つのライセンスをインポートします。 これらは静的グループすべてに含まれ、他のユー
ザーはこれらを使用できません。
ライセンスを別のユーザーに割り当てるには、管理者は、別のユーザーに割り当てるライセンス
プールの横のチェックボックスをクリックし、アクションボタンをクリックしてから、 アクセ
スグループ >
移動をクリックして、ユーザーが権限を持つグループを選択します。ユー
ザーJohnでは、グループSan Diegoを選択します。ライセンスを使用するには、Johnは、グルー
プSan Diegoのライセンスの使用権限が必要です。
ユーザーJohnがログインすると、自分のグループに移動されたライセンスのみを表示および使用
できます。管理者はLarryとMakioに対してこのプロセスを繰り返します。その後で、ユーザーは自
分のライセンスのみを表示できます。管理者はすべて表示できます。

クラウド対象ライセンス
クラウド対象ライセンスは、ESET PROTECT Cloudで使用できるライセンスです 。
ESET PROTECT Cloudインスタンスの作成に使用できるライセンスと、特定の製品機能をアクティベーショ
ンするためにのみ使用されるライセンスバンドルを次の表に示します。

ライセンスバンドル名

ESET PROTECT Cloud
ESET PROTECT Cloud
でESET Business
でESET MSP
Accountインスタン Administratorインスタ
スを作成する資格
ンスを作成する資格

ESET PROTECT Essential

✔

ESET PROTECT Entry
(古い名称: ESET Endpoint Protection Advanced Cloud)

✔

ESET Secure Business Cloud

✔

ESET PROTECT Advanced
(古い名称: ESET Remote Workforce Offer)

✔

✔

ESET PROTECT Complete

✔

✔

ESET PROTECT Enterprise

✔

✔

ESET PROTECT Mail Plus

✔

✔

ESET Security for Microsoft SharePoint Server (Per Server)

✔

ESET LiveGuard Advanced
ESET LiveGuard Advanced for Endpoint Security + ESET Server
Security (ESET File Security)
ESET LiveGuard Advanced for Mail Security
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✔

ESET PROTECT Cloud
ESET PROTECT Cloud
でESET Business
でESET MSP
Accountインスタン Administratorインスタ
スを作成する資格
ンスを作成する資格

ライセンスバンドル名
ESET Full Disk Encryption for ECA

ESET技術と保護する検出/攻撃のタイプの詳細については、ESET用語集を参照してください。

アクセス権
アクセス権により、ESET PROTECT Cloud Webコンソールユーザーとその権限を管理できます。

セキュリティモデル
これらのアクセス権設定は、ESET Business Account (EBA)アカウント管理でカスタム権限が設定され
ている場合にのみ、ユーザーに適用されます。カスタム権限 は、ESET PROTECT Cloudポータルで
スーパーユーザー権限を持つアカウントによってのみESET Business Account Webコンソールに追加
できます。

セキュリティモデルの主な用語:
用語

説明

ホームグ ホームグループは、ユーザーが作成するすべてのオブジェクト(デバイス、タスク、テンプ
ループ
レートなど)が自動的に保存されるグループです。各ユーザーには1つのホームグループだけ
を持つ必要があります。
オブジェ オブジェクトは静的グループに配置されます。オブジェクトへのアクセスは、ユーザーでは
クト
なくグループごとに行われます（グループごとにアクセスを提供すると、たとえば、1人の
ユーザーが休暇中の場合など、複数のユーザーに簡単に対応できます）。サーバータスクと
通知は「実行」ユーザーを必要とする例外です。
アクセス アクセスグループは、ユーザーがアクセス権に基づいてオブジェクトの場所をフィルタリン
グループ グできるようにする静的グループとして機能します。
管理者

グループに対して完全な権限設定ですべてをホームグループに持つユーザーは、事実上管理
者です。

アクセス オブジェクトにアクセスするかタスクを実行する権限が権限設定で割り当てられます。詳細
権
については、すべてのアクセス権と機能の一覧を参照してください。
権限設定 権限設定は、ESET PROTECT Cloud Webコンソールにアクセスするユーザーの権限です。ESET
PROTECT Cloud Webコンソールでユーザーが実行または表示できる内容を定義します。ユー
ザーには複数の権限設定を割り当てることができます。権限設定は定義されたグループのオ
ブジェクトにのみ適用されます。これらの静的グループは、権限設定の作成または編集時に、
静的グループセクションで設定されます。
機能

機能はオブジェクトまたはアクションの1つのタイプです。一般的に、機能には次の値があ
ります。読み取り、書き込み、使用。アクセスグループに適用される機能の組み合わせは権限
設定と言います。

アクセス権関連の例の一覧
アクセス権に関連する管理ガイドにはさまざまな例があります。次に一覧を示します。
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• ポリシーの複製方法
• 使用と書き込みの違い
• 支店の管理者用のソリューションを作成する方法
• 複製によってオブジェクトを共有する方法
• 通知を削除する方法
• ポリシーの作成方法
• ユーザーがすべてのポリシーを表示できるようにする
• 支店の管理者間でライセンスを共有する

ユーザー
ユーザー管理はESET PROTECT Cloud Webコンソールの詳細セクションにあります。
• ユーザーアクションとユーザー詳細
• マッピングされたユーザー
• 権限設定をユーザーに割り当てる

支店の管理者ソリューション
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会社に2つの事業所があり、それぞれにローカル管理者がいる場合は、別のグループに対するその
他の権限設定を割り当てる必要があります。
たとえば、管理者のJohnがサンディエゴに、Larryがシドニーにいるとします。両方がローカル管
理者のみを管理し、コンピューターでダッシュボード、ポリシー、レポートおよび動的グループ
テンプレートを使用する必要があります。メインの管理者は次の手順に従う必要があります。
1.新しい静的グループを作成する:サンディエゴ事業所、シドニー事業所。
2.新しい権限設定を作成する:
a)静的グループシドニー事業所と完全アクセス権限(サーバー設定を除く)があるシドニー権限設
定という権限設定
b)静的グループサンディエゴ事業所と完全アクセス権限(サーバー設定を除く)があるサンディエ
ゴ権限設定という権限設定
c)静的グループすべてと次の権限があるすべてのグループ/ダッシュボードという権限設定
• クライアントタスクの読み取り
• 動的グループテンプレートの使用
• レポートとダッシュボードの使用
• ポリシーの使用
• メールの送信の使用
• SNMPトラップの送信の使用
• レポートをファイルへ出力の使用
• ライセンスの使用
• 通知の書き込み
3.新しいユーザー Johnを作成します。ホームグループサンディエゴ事業所には権限設定サンディ
エゴ権限設定とすべてのグループ/ダッシュボードが割り当てられます。
4.新しいユーザーLarryを作成します。ホームグループシドニー事業所には権限設定シドニー権限
設定とすべてのグループ/ダッシュボードが割り当てられます。
権限設定がこのように設定される場合は、JohnとLarryは同じタスクとポリシー、レポートとダッ
シュボードを使用し、制限なく動的グループテンプレートを使用できます。ただし、それぞれは
自分のホームグループに含まれるコンピューターに対してのみテンプレートを使用できます。

オブジェクトの共有
管理者が動的グループテンプレート、レポートテンプレート、またはポリシーなどのオブジェクトを共
有する場合は、次のオプションがあります。
• これらのオブジェクトを共有グループに移動する
• 複製オブジェクトを作成し、他のユーザーがアクセスできる静的グループに移動する(以下の例
を参照)
オブジェクトの複製には、元のオブジェクトに対する読み取り権限と、この種類のアクションの
ホームグループに対する書き込み権限が必要です。
ホームグループがすべての管理者がユーザー Johnと特別なテンプレートを共有しようとしていま
す。テンプレートは最初に管理者によって作成されたため、自動的にすべてグループに含まれて
います。管理者は次の手順に従います。
1.詳細 > 動的グループテンプレートに移動します。
2.特別なテンプレートを選択し、[複製]をクリックします。必要に応じて、名前と説明を設定
し、[完了]をクリックします。
3.複製されたテンプレートは管理者のホームグループ、グループすべてに含まれます。
4.詳細 > 動的グループテンプレートに移動し、複製されたテンプレートを選択します。 アクセ
スグループ >
移動をクリックし、対象の静的グループ(Johnに権限がある場合)を選択しま
す。OKをクリックします。
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共有グループでその他のユーザーとオブジェクトを共有する方法
新しいセキュリティモデルの動作をさらに理解するには、次の方法を参照してください。管理者が2つ
のユーザーを作成する場合があります。各ユーザーには独自のホームグループがあり、作成したオブジェ
クトがあります。サンディエゴ権限設定はJohnに対して自分のグループのオブジェクトを操作する権限
を付与します。この状況はLarryと似ています。これらのユーザーが一部のオブジェクト(コンピューター
など)を共有する必要がある場合、これらのオブジェクトを共有グループ(静的グループ)に移動します。
両方のユーザーには静的グループセクションでリスト化された共有グループを持つ共有権限を割り当て
る必要があります。

フィルターとレイアウトのカスタマイズ
現在のWebコンソール画面ビューをカスタマイズできます。
• フィルターとフィルタープリセットを追加します。
• タグを使用して、表示される項目をフィルタリングできます。

ユーザーアクションとユーザー詳細
ユーザーを管理するには、該当するユーザーを選択し、使用可能なアクションのいずれかを選択します。
アクション
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•

詳細を表示-ユーザー詳細を表示します。

•

監査ログ - すべてのユーザーの 監査ログ を表示します。

•

選択したユーザーの監査ログ - 選択したユーザーの 監査ログ を表示します。

•

タグ: タグを編集します(割り当て、割り当て解除、作成、削除)。

•

権限セットの割り当て-権限セットをユーザーに割り当てます。

アクセス権
•

アクセスグループ >

移動 - ユーザーを別の静的グループに移動します。

ユーザー詳細
ユーザーの詳細には、次の2つのセクションがあります。
• 概要 - ユーザーに関する基本情報。 ユーザを管理するには、下部にあるアクションボタンを使
用します。
• 権限設定 - ユーザーに割り当てられた権限設定の一覧。権限設定をクリックして管理します。

ESET Business Accountユーザーのマッピング
次の手順に従い、ESET PROTECT CloudでESET Business Accountユーザーをマップします。
314

1. ESET Business Accountで新しいユーザーを作成するときに使用したユーザーアカウントでESET
Business Accountにログインします。新しく作成されたアカウントはまだ使用しないでください。
2. ESET PROTECT Cloud Webコンソールを開きます。詳細 > ユーザーをクリックし、マッピングされた
アカウントを選択して、新規追加ボタンをクリックします。

3. アカウントIDの下で選択をクリックします。
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4. ESET Business Accountで作成したユーザーを選択し、OKをクリックします。

5. ホームグループ - ホームグループは、現在アクティブなユーザーの割り当てられた権限設定に基
づいて、自動的に検出されます。

シナリオの例:
現在アクティブなユーザーアカウントには、ソフトウェアインストールクライアントタスクへの
書き込みアクセス権と、ユーザーアカウントホームグループ「Department_1」があります。ユーザー
が新しいソフトウェアインストールクライアントタスクを作成すると、クライアントタスクのホー
ムグループとして「Department_1]が自動的に選択されます。
あらかじめ選択されたホームグループが要求を満たしていない場合は、ホームグループを手動で選択で
きます。
6. 権限設定では、ESET Business Accountでユーザーを作成したときにユーザーに割り当てた権限レベ
ルを確認することができます。カスタムESET PROTECT Cloudアクセスを選択した場合は、権限設定を
ユーザーに割り当てる必要があります(既存の権限設定を使用するか、新しい権限設定を作成するこ
とができます)。[完了]をクリックします。
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7. ESET PROTECT Cloudへのアクセスが許可されたユーザーには、ESET PROTECT CloudでESET Business
Accountを開くオプションが表示されます。
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権限設定をユーザーに割り当てる
1. 権限設定をユーザーに割り当てるには、次の2つの方法があります。
a)詳細 > ユーザーをクリックして、ユーザーをクリックし、
ユーザーに特定の権限セットを割り当てます。

権限セットの割り当てを選択して、

b)ユーザーセクションで、編集をクリックして特定のユーザーを編集します。

2. 設定可能な権限セクションで、特定の権限設定の横にあるチェックボックスをオンにします。詳細
については、「権限設定の管理」を参照してください。
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権限設定
権限設定は、ESET PROTECT Cloud Webコンソールにアクセスするユーザーの権限です。Webコンソールで
ユーザーが実行または表示できる内容を定義します。 各権限設定には適用の範囲(静的グループ)があ
ります。[機能]セクションで選択した権限は、この権限設定で割り当てられた各ユーザーの[静的グルー
プ]セクションで設定されたグループのオブジェクトに適用されます。特定の静的グループへのアクセ
ス権を保有すると、サブグループすべてに自動的にアクセスできます。静的グループの適切な設定では、
ローカル管理者(例を参照)の個別の支店を作成できます。
表示できない場合でも、ユーザーに権限設定を割り当てることができます。権限設定は作成したユーザー
のホームグループに自動的に保存されるオブジェクトです。ユーザーアカウントが作成されると、作成
ユーザーのホームグループのオブジェクトとしてユーザーが保存されます。通常、管理者がユーザーを
作成するため、グループすべてに保存されます。
権限設定は追加して付与されます。その他の権限設定を単一のユーザーに割り当てる場合は、すべての
権限設定の合計は、ユーザーに付与される最終的なアクセス権です。

複数の権限設定の組み合わせ
オブジェクトに対するユーザーの最終的なアクセス権は、ユーザーに割り当てられたすべての権限の組
み合わせの結果となります。たとえば、ユーザーには2つの権限設定をもっているとします。1つはフル
権限のホームグループ用です。もう1つは、コンピューターとグループの読み取り、使用権限のみを持
つグループとコンピューターの権限設定です。このユーザーは、他のグループのコンピューターに、ホー
ムグループからすべてのタスクを実行できます。
一般的に、ユーザーは、特定のグループの特定のオブジェクトタイプの権限が割り当てられている場合、
別の静的グループのオブジェクトに対して、1つの静的グループからオブジェクトを実行できます。
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アクセスグループフィルターボタンでは、ユーザーが静的グループを選択
し、属するグループに応じて、表示されるオブジェクトをフィルタリングできます。
タグを使用して、表示される項目をフィルタリングできます。

権限の操作に関する最適な方法:
• クライアントタスク > コマンドの実行へのアクセスを制限することを検討してください。これ
は悪用される可能性がある非常に強力なタスクです。
• 管理者ではないユーザーには、権限設定、マッピングされたアカウントの権限を付与しないでく
ださい。
• より複雑な権限のモデルが必要な場合、その他の権限設定を作成し、割り当ててください。
重要: 監査ログ権限では、ユーザーは、資産に関連するアクションを表示する十分な権限がない
場合でも、他のすべてのユーザーとドメインのログに記録されたアクションを表示できます。
ESET PROTECT Cloud機能の権限の横では、ユーザーグループへの読み取り、使用、書き込みアクセスを付
与できます。

複製
オブジェクトの複製には、元のオブジェクトに対する読み取り権限と、この種類のアクションの
ホームグループに対する書き込み権限が必要です。
JohnのホームグループはJohn's Groupですが、Larryが作成し、自動的にLarryのホームグループLarry's
Groupに含まれるPolicy 1を複製しようとしています。
1.新しい静的グループを作成します。共有ポリシーなどの名前を付けます。
2.JohnとLarryの両方に共有ポリシーグループのポリシーの読み取り権限を付与します。
3.LarryはPolicy 1を共有ポリシーグループに移動します。
4.ホームグループのポリシーの書き込み権限をJohnに付与します。
5.JohnはPolicy 1を複製できます。複製は自分のホームグループに表示されます。
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使用と書き込みの違い
管理者がユーザーJohnが共有ポリシーグループのポリシーを修正することを許可しない場合は、
次の権限設定を作成します。
• 機能ポリシー:選択された読み取りおよび使用権限
• 静的グループ:共有ポリシー
これらの権限がJohnに割り当てられると、Johnはこれらのポリシーを実行できますが、編集、新
規作成、削除はできません。管理者が書き込み権限を追加する場合、Johnは選択した静的グルー
プ(共有ポリシー)内のポリシーを新規作成、編集、削除できます。

権限設定の管理

権限設定を管理するには、権限設定をクリックし、次のいずれかのアクションを選択します。
権限設定
•

詳細の表示 - 権限設定の詳細を表示します。

•

監査ログ - 選択した項目の監査ログを表示します。

•

タグ: タグを編集します(割り当て、割り当て解除、作成、削除)。

•

編集- 権限設定を編集します。

• 複製 - 権限設定の複製を作成し、修正して特定のユーザーに割り当てます。複製は、複製し
たユーザーのホームグループに保存されます。
•
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削除- 権限設定を削除します。

割り当て
• マッピングされたアカウントを表示 - 割り当てられた、マッピングされたアカウントの一覧
を表示します。

アクセス権
•

アクセスグループ >

移動 - 権限設定を別の静的グループに移動します。

すべての定義済み権限設定には、 静的グループセクションのすべてグループがあります。ユーザー
に割り当てるときにはこれに注意してください。ユーザーはESET PROTECT Cloudのすべてのオブジェ
クトでこれらの権限があります。

権限設定の作成または編集
新しい権限設定を作成するには、新規をクリックします。既存の権限設定を編集するには、該当する権
限設定を選択し、編集をクリックします。

基本
設定の名前を入力します(必須設定)。説明とタグを入力することもできます。
タグを選択をクリックして、タグを割り当てます。

静的グループ
この資格を取得する静的グループ(または複数の静的グループ)を選択するか、新しいグループを追加で
きます。[機能]セクションで確認される権限は、このセクションで選択されたグループに含まれるオブ
ジェクトに適用されます。

機能
アクセス権を付与する個別のモジュールを選択します。この権限のユーザーは、これらの特定のタスク
にアクセスできます。サーバータスクとクライアントタスクごとに別の権限を設定することもできます。
4つの定義済み機能セットがあります。4つのいずれかを選択するか、機能チェックボックスを手動で選
択します。
書き込み権限を付与すると、使用および読み取り権限が自動的に付与されます。使用権限を付与すると、
読み取り権限が自動的に付与されます。

ユーザーグループ
ポリシー内でユーザーパラメーターを使用できるユーザーグループ(または複数のユーザーグループ)を
追加できます (例 上書きモード)。
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ユーザー
この権限設定で割り当てられるユーザーを選択します。すべての使用可能なユーザーは左側に一覧表示
されます。特定のユーザーを選択するか、[すべて追加]ボタンを使用してすべてのユーザーを選択しま
す。割り当てられたユーザーは右側に一覧表示されます。ユーザーを割り当てることは必須ではありま
せん。後からできます。

概要
この権限に対する設定を確認し、[完了]をクリックします。権限設定は作成したユーザーのホームグルー
プに保存されます。
[名前を付けて保存]をクリックすると、編集している権限セットに基づいて、新しい権限セットを作成
します。新しい権限セットの名前を入力する必要があります。

権限の一覧
権限の種類
[詳細] > [権限設定] > [新規作成 / 編集] > [機能]で権限設定を作成または編集するときには、すべての
使用可能な権限の一覧があります。ESET PROTECT CloudのWebコンソールの権限は、グループとコンピュー
ター、ポリシー、クライアントタスク、レポート、通知などのカテゴリに分類されています。特定の権限設
定は、読み取り、使用、または書き込みアクセスで使用できます。一般:
読み取りの権限は、ユーザーの監査に適しています。データを表示できますが、変更はできません。
使用権限ではユーザーがオブジェクトを使用し、タスクを実行できますが、修正または削除はできませ
ん。
書き込み権限では、ユーザー該当するオブジェクトを修正または複製できます。
特定のタイプの権限(以下の一覧)は、オブジェクトではなく、プロセスを制御します。このためグロー
バルレベルで動作し、権限が適用されている静的グループに関係なく、動作します。プロセスがユーザー
に許可されている場合、十分な権限があるオブジェクトでのみ使用できます。たとえば、レポートをファ
イルに出力権限はレポートのエクスポートを可能にしますが、レポートに含まれるデータは他の権限に
よって決定されます。
タスクの例と、そのタスクを正常に実行するために必要な権限設定に関するナレッジベース記事
をお読みください。
現在のユーザーにアクセス権がない機能は使用できません(灰色表示)。
ユーザーは次のプロセスの権限が割り当てられます。
• エージェント展開
• レポートとダッシュボード(ダッシュボードの機能のみが使用できます。ただし、使用できるレ
ポートテンプレートはアクセス可能な静的グループに依存します)
• 電子メールを送信
• レポートをファイルへ出力
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• ADスキャナーアクセストークン

機能の種類:
グループとコンピューター
読み取り - コンピューター、グループ、グループ内のコンピューターを一覧表示します。
使用 - ポリシーまたはタスクのターゲットとしてコンピューター/グループを使用します。
書き込み - コンピューターを作成、修正、削除します。これには残りのコンピューターまたはグルー
プも含まれます。

権限設定
読み取り - 権限設定のリストと、その中のアクセス権のリストを読み取ります。
使用 - ユーザーの既存の権限設定を割り当て/削除します。
書き込み - 権限設定を作成、修正、削除します。

ユーザーに権限設定を割り当てる(割り当て解除する)ときには、マッピングされたアカウントに
書き込み権限が必要です。

マッピングされたアカウント
読み取り - マッピングされたアカウントのリスト。
使用
書き込み - 権限設定の付与/取り消しを許可します。

保存されたインストーラー
読み取り - 保存されたインストーラーを一覧表示します。
使用 - 保存されたインストーラーをエクスポートします。
書き込み - 保存されたインストーラーを作成、修正、削除します。

サーバータスクとトリガー
読み取り - タスクと設定のリストを読み取ります(パスワードなどの機密フィールドを除く）。

324

使用 - [今すぐ実行]で既存のタスクを実行します(現在Webコンソールにログインしているユーザー)。
書き込み - サーバータスクを作成、修正、削除します。
カテゴリを展開するには、記号
きます。

をクリックすると、1つまたは複数の種類のサーバータスクを選択で

クライアントタスク
読み取り - タスクと設定のリストを読み取ります(パスワードなどの機密フィールドを除く）。
使用 - 既存のクライアントタスクの実行をスケジュールするか、実行をキャンセルします。ターゲット
(コンピューターまたはグループ)へのタスクの割り当て(または割り当てキャンセル)の場合、影響を受
けるターゲットで使用アクセスが必要です。
書き込み - 既存のクライアントタスクを作成、修正、削除します。ターゲット(コンピューターまたは
グループ)へのタスクの割り当て(または割り当てキャンセル)の場合、影響を受けるターゲットオブジェ
クトで使用アクセスが必要です。
カテゴリを展開するには、プラス記号
クを選択できます。

をクリックすると、1つまたは複数の種類のクライアントタス

動的グループテンプレート
読み取り - 動的グループテンプレートのリストを読み取ります。
使用 - 動的グループの既存のテンプレートを使用します。
書き込み - 動的グループテンプレートを作成、修正、削除します。

暗号化リカバリー
読み取り
使用 - 暗号化回復プロセスを管理します。

レポートとダッシュボード
読み取り - レポートテンプレートとカテゴリを一覧表示します。レポートテンプレートに基づいてレ
ポートを生成します。既定のダッシュボードに基づいて独自のダッシュボードを読み取ります。
使用 - 使用可能なレポートテンプレートでダッシュボードを修正します。
書き込み - 既存のレポートテンプレートとカテゴリを作成、修正、削除します。既定のダッシュボー
ドを修正します。

ポリシー
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読み取り - ポリシーと設定のリストを読み取ります。
使用 - 既存のポリシーをターゲットに割り当てます(あるいは割り当てをキャンセルします)。影響を
受けるターゲットで、追加の使用アクセスが必要です。
書き込み - ポリシーを作成、修正、削除します。

電子メールを送信
使用 - 電子メールを送信します。(通知とレポートの生成のサーバータスクで使用可能)

ライセンス
読み取り - ライセンスと使用統計情報のリストを読み取ります。
使用 - アクティベーションでライセンスを使用します。
書き込み - ライセンスを追加および削除します。(ユーザーのホームグループはすべてに設定する必要
があります。既定では、管理者のみが実行できます。)

通知
読み取り - 通知と設定のリストを読み取ります。
書き込み - 通知を作成、修正、削除します。

監査ログ
読み取り - 監査ログを表示し、 監査ログレポートを読み取ります。

ADスキャナーアクセストークン
読み取り
書き込み - AD同期に必要です。

付与されたESET Inspect機能
これはユーザーがアクセスできる個別のESET Inspect Cloud機能のリストです。詳細については、ESET
Inspect Cloudユーザーガイドを参照してください。 WebコンソールユーザーがESET Inspectにアクセスする
には、少なくとも読み取り権限が必要です。
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監査ログ
ユーザーがESET PROTECT Cloud Webコンソールでアクションを実行すると、アクションがログに記録さ
れます。監査ログは、ESET PROTECT Cloud Webコンソールオブジェクト(コンピューター、ポリシー、検
出など)が作成または変更された場合に作成されます。
監査ログは、ESET PROTECT Cloudで提供されている新しい画面です。監査ログには監査ログレポートと
同じ情報が含まれますが、表示されたデータを簡単にフィルタリングできます。Webコンソールオブジェ
クトをクリックして、 監査ログを選択すると、さまざまなWebコンソールのフィルタリングされた監
査ログを直接表示することもできます。
監査ログを使用すると、管理者は、特にWebコンソールのユーザーが多い場合に、ESET PROTECT Cloud
Webコンソールで実行されたアクティビティを検査できます。
監査ログを表示するには、Webコンソールユーザーに監査ログ機能を含む権限セットが必要です。
重要: 監査ログ権限では、ユーザーは、資産に関連するアクションを表示する十分な権限がない
場合でも、他のすべてのユーザーとドメインのログに記録されたアクションを表示できます。

監査ログの行をクリックすると、次のアクションを実行できます。

枠
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オブジェクトの詳細を表示

監査されたオブジェクトの詳細を表示します。

ユーザー詳細を表示

オブジェクトでアクションを実行したユーザーの詳細を表示します。

監査ログ

選択したオブジェクトの監査ログを表示します。

選択したユーザーの監査ログ

選択したユーザーの監査ログを表示します。

選択したオブジェクトの時間

選択したオブジェクトの監査ログを発生時刻の有効なフィルターで
表示します。

フィルターの追加をクリックし、さまざまな条件でテーブルビューをフィルタリングします。
• < = 発生-アクションが発生する前の日時を設定します。
• > = 発生-アクションが発生した後の日時を設定します。
• アクション -実行されたアクションを選択します。
• 監査ドメイン -変更されたWebコンソールオブジェクトを選択します。
• 監査ユーザー - アクションを実行したWebコンソールユーザーを選択します。
• 結果 -アクション結果を選択します。

設定
設定セクションでは、管理者がSyslogサーバーへのSyslog情報の配信のプロパティを調整し、クラウドコ
ンソールログのデータ保持ポリシーを指定できます。
設定セクションは、スーパーユーザー(ESET Business Account)/ ルートユーザー(ESET MSP
Administrator)アカウントでのみ使用できます。

Syslog
ESET PROTECT Cloudを有効にすると、通知とイベントメッセージをSyslogサーバーに送信します。また、
クライアントコンピューターのESET製品からログをエクスポートし、Syslogサーバーに送信します。

データ保持
クラウドコンソールに保存された特定の種類のログのクリーンアップ期間を指定します。各カテゴリの
サーバーにログが保存されている期間(年、月、週、日数)を指定します。次のタイプのログにはそれぞ
れクリーンアップ期間を設定できます。
ログタイプ

ログタイプの例

検出ログ

•
•
•
•
•

管理ログ

• タスク
• トリガー
• エクスポートされた設定
• 登録

監査ログ

• 監査ログと監査ログレポート。

監視ログ

• デバイスコントロール
• Webコントロール
• ログオンユーザー

ウイルス対策
ブロックされたファイル
ファイアウォール
HIPS
Web保護(フィルタリングされたWebサイト)

診断ログは毎日クリーンアップされます。ユーザーは駆除間隔を変更できません。
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ストレージ制限
ログタイプ 最小 既定値 最大
検出ログ

1 日 90日

365日

管理ログ

1 日 30日

30日

監査ログ

1 日 180日 730日

監視ログ

1 日 30日

30日

最後の資格があるライセンスの有効期限が終了した後に、保存されたデータで発生する処理の詳細につ
いては、最後の資格があるライセンスの有効期限切れを参照してください。

Microsoft Intune同期
詳細については、Microsoft Intuneを使用したCMDM登録(Android)を参照してください。

Apple Business Manager (ABM)同期
このメニューでは、iOS ABM登録に必要なABMサーバーとの同期を設定できます。
iOS ABM同期を設定する方法

Webコンソールのセッション保護
別のIPアドレスからの要求をブロック
• 有効 : WebコンソールにアクセスできるIPアドレスの範囲を制限する場合。
• 無効にする:
o永久に無効にする - これにより、ユーザーはあらゆる範囲のIPアドレスからWebコンソールにア
クセスできます。
o無効にする - IPアドレスアクセス制限が無効になる期間を選択します。

静的グループ
検出されたコンピューターを自動的にペアリング - この設定を有効にすると、ESET Managementエージェ
ントによって報告されたホスト名に基づいて、検出されたコンピューターと、既に静的グループにある
コンピューターとの自動ペアリングを有効にします。
• 組み合わせに失敗すると、コンピューターは紛失オブジェクトグループに&配置されます。
• エージェントが信頼できるホスト名を報告しない場合は、自動ペアリングを無効にすることをお
勧めします。

ログをSyslogにエクスポートする
ESET PROTECT Cloudは特定のログ/イベントをエクスポートし、Syslogサーバーに送信できます。次のロ
グカテゴリからのイベントは、Syslogサーバーにエクスポートされます。検出、ファイアウォール、HIPS、
監査、ESET Inspect。イベントは、ESET製品(ESET Endpoint securityなど)を実行する管理対象のクライアント
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コンピューターで生成されます。これらのイベントは、Syslogサーバーからのイベントのインポート機
能を備えた任意のESET Endpoint securityソリューションで処理できます。イベントはESET PROTECT Cloud
によってSyslogサーバーに書き込まれます。
1.Syslogサーバーを有効にするには、詳細 > 設定 > Syslog > Syslog送信を有効にするをクリックしま
す。

すべてのエクスポートされたログは、Syslogユーザーが制限なく使用できます。
2.イベントメッセージに次の形式のいずれかを選択します。
• JSON (JavaScript Object Notation)
• LEEF (Log Event Extended Format)- IBMアプリケーションQRadarで使用される形式。
• CEF (共通イベント形式)
Syslogに送信されたイベントログをフィルタリングするには、定義されたフィルターでログカテゴリ通
知を作成します。

Syslogサーバー
ネットワークでSyslogサーバーが実行されている場合は、ESET PROTECT Cloudサーバーを構成し、Syslog
サーバーに通知を送信できます。また、ログをSyslogにエクスポートを有効にし、たとえば、ESET
Endpoint Securityを実行するクライアントコンピューターから特定のイベント(検出イベント、ファイア
ウォール集約イベント、HIPS集約イベントなど)を受信できます。
Syslogサーバーを有効にするには
1.詳細 > 設定 > Syslogをクリックし、Syslog送信を有効にするの横のサイドバーをクリックします。
2.次の必須設定を指定します。
a.ペイロードの形式:JSON、LEEF、またはCEF
b.ログのエンベロープの形式: BSD (仕様)、Syslog (仕様)
c.最小ログレベル: 情報、警告、エラー、重大
d.ログのイベントタイプ: 含めるログのタイプ(ウイルス対策、HIPS、ファイアウォール、Web保
護、監査ログ、ブロックされたファイル、ESET Inspectアラート)を選択します。
e.TLSと互換性があるSyslogサーバーの宛先IPまたはFQDN: Syslogメッセージの宛先のIPv4アドレ
スまたはホスト名
f.TLS接続のCAルート証明書を検証: SyslogサーバーとESET PROTECT Cloudの接続で証明書の検証
を有効にする場合は、スライダーをクリックします。検証が有効になると、新しいテキスト
フィールドが表示され、必要な証明書チェーンをコピーして貼り付けることができます。
適用可能な変更を行った後、設定の適用をクリックします。設定は10分後に有効になります。
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標準アプリケーションログファイルに常に書き込まれます。Syslogは、通知やさまざまなクライア
ントコンピューターのイベントなどの特定の非同期イベントをエクスポートするための媒体とし
てのみ機能します。

Syslogセキュリティの制約と制限
Syslogサーバー接続のセキュリティ要件のため、次の設定が修正され、変更できません。
• 転送プロトコル:TLS
• TCPポート:6514
同じ理由から、受信側のSyslogサーバーには次の追加要件があります。
• IPアドレス:グローバルルーティング可能IPv4アドレス
• IDN名:ASCII表現を使用する必要があります(「xn--」)
• FQDN:1つの固定IPv4アドレスに変換する必要があります。
FQDNを使用します。Syslogサーバーが複数のコンピューター/IPアドレス(CDN)で動作している場
合、FQDNが再解決されるタイミングと頻度が保証されませんが、Syslogエクスポートが有効で正し
く設定されている場合は、サーバーが起動した後10分以内に、最初のFQDN解決が実行されること
が保証されます。
TLS接続のCAルート証明書検証:TLS検証が有効なときには、サーバー証明書を検証するために次の要件を
満たす必要があります。
• 証明書検証を有効にする必要がある
• PEM形式の証明書チェーン全体がアップロードされ、Syslogエクスポート設定に保存される(これ
には、組み込みの信頼できる証明書がないため、ルートCAも含まれます)
• Syslogサーバーの証明書は、サブジェクト代替名拡張を提供します(DNS =/IP =)。1つ以上のレコー
ドがFQDN/IPホスト名設定に対応します。
追加のセキュリティ設定:
管理者は、次のIP範囲の受信Syslogエクスポートイベントのみを許可するようにSyslogサーバーの
ファイアウォールを設定する必要があります。
• 欧州地域のESET PROTECT Cloudクラウドからの送信IPアドレス:51.136.106.164/30
• 米国地域のESET PROTECT Cloudクラウドからの送信IPアドレス:40.81.8.148/30
• 日本地域のESET PROTECT Cloudからの送信IPアドレス:20.78.10.184/30

JSON形式にエクスポートされたイベント
JSONはデータ交換用の軽量形式です。名前/値のペアのコレクションと値の順序付けされたリストで作
成されます。
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エクスポートされたイベント
このセクションでは、すべてのエクスポートされたイベントの属性の形式と意味について説明します。
イベントメッセージはJSONオブジェクトの形式で、必須キーと任意のキーがあります。各エクスポート
されたイベントには次のキーがあります。
event_type

string

エクスポートされたイベントのタイプ:
• Threat_Event ( ウイルス対策検出)
• FirewallAggregated_Event ( ファイアウォール検出)
• HipsAggregated_Event ( HIPS検出)
• Audit_Event (監査ログ)
• FilteredWebsites_Event (フィルタリングされたWebサイト—
• EnterpriseInspectorAlert_Event ( ESET Inspectアラート)
• BlockedFiles_Event ( ブロックされたファイル)

ipv4

string 任意 イベントを生成するコンピューターのIPv4アドレス。

ipv6

string 任意 イベントを生成するコンピューターのIPv6アドレス。

Web保護)

group_name string

イベントを生成するコンピューターの静的グループ。

source_uuid string

イベントを生成するコンピューターのUUID。

occurred

string

イベントの発生時刻(UTC)。形式は%d-%b-%Y %H:%M:%Sです。

severity

string

イベントの重大度。値(重要度の低い順):情報、通知、警告、エラー、重大、致命的。

次の一覧のすべての重要度レベルのすべてのイベントタイプがSyslogサーバーに報告されます。
Syslogに送信されたイベントログをフィルタリングするには、定義されたフィルターでログカテゴ
リ通知を作成します。
報告された値は、管理されたコンピューターにインストールされたESETセキュリティ製品(とその
バージョン)によって異なり、ESET PROTECT Cloudは受信したデータのみを報告します。このた
め、ESETは、すべての値の網羅的なリストを提供できません。ネットワークを監視し、受信した値
に基づいてログをフィルタリングすることをお勧めします。

event_typeに基づくカスタムキー:
Threat_Event
管理されたエンドポイントによって生成されたすべての
れます。検出イベント固有のキー:
threat_type

string 任意 検出のタイプ

threat_name

string 任意 検出名

threat_flags

string 任意 検出関連フラグ

scanner_id

string 任意 スキャナーID

scan_id

string 任意 検査ID

ウイルス対策検出イベントがSyslogに転送さ

engine_version string 任意 検査エンジンのバージョン
object_type

string 任意 このイベントに関連するオブジェクトのタイプ

object_uri

string 任意 オブジェクトURI

action_taken

string 任意 エンドポイントによって実行されたアクション

action_error

string 任意 アクションが失敗した場合のエラーメッセージ

threat_handled bool 任意 検出が処理されたかどうかを示します
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threat_type

string 任意 検出のタイプ

need_restart

bool 任意 再起動が必要かどうか

username

string 任意 イベントに関連付けられたユーザーアカウントの名前

processname

string 任意 イベントに関連付けられたプロセスの名前

circumstances

string 任意 イベントの原因の簡単な説明

hash

string 任意 (検出)データストリームのSHA1ハッシュ。

firstseen

string 任意 そのコンピューターで初めて検出された日時。ESET PROTECT Cloudは、ログ
出力形式(firstseenまたはJSON)に応じて、LEEF属性のさまざまな日時形式を
使用します。
• JSON 形式: "%d-%b-%Y %H:%M:%S"
• LEEF 形式: "%b %d %Y %H:%M:%S"

Threat_Event JSONログの例:
Jun 21 11: 46: 40 030 - MG ERAServer[5648]: {
"event_type": "Threat_Event",
"ipv4": "192.168.30.30",
"hostname": "030-mg",
"group_name": "Lost & found",
"source_uuid": "1361a9f6-1d45-4561-b33a-b5d6c62c71e0",
"occured": "21-Jun-2021 09:46:15",
"severity": "Warning",
"threat_type": "Virus",
"threat_name": "XF/Gydhex.A",
"scanner_id": "Real-time file system protection",
"scan_id": "virlog.dat",
"engine_version": "23497 (20210621)",
"object_type": "file",
"object_uri": "file:///C:/Users/Administrator/Downloads/xls/YICT080714.xls",
"action_taken": "Deleted",
"threat_handled": true,
"need_restart": false,
"username": "030-MG\\Administrator",
"processname": "C:\\Program Files\\WinRAR\\WinRAR.exe",
"circumstances": "Event occurred on a newly created file.",
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"firstseen": "21-Jun-2021 09:46:14",
"hash": "5B97884A45C6C05F93B22C4059F3D9189E88E8B7"
}

FirewallAggregated_Event
ESET Firewall ( ファイアウォール検出)によって生成されたイベントログは、管理しているESET
Managementエージェントによって集約され、ESET Managementエージェント/ESET PROTECT Cloudサーバー
レプリケーション中に帯域幅を浪費することがなくなります。ファイアウォールイベント固有のキー:
event

string

任意 イベント名

source_address

string

任意 イベントソースのアドレス

source_address_type string

任意 イベントソースのアドレスのタイプ

source_port

number 任意 イベントソースのポート

target_address

string

target_address_type string

任意 イベント宛先のアドレス
任意 イベント宛先のアドレスのタイプ

target_port

number 任意 イベント宛先のポート

protocol

string

任意 プロトコル

account

string

任意 イベントに関連付けられたユーザーアカウントの名前

process_name

string

任意 イベントに関連付けられたプロセスの名前

rule_name

string

任意 ルール名

rule_id

string

任意 ルールID

inbound

bool

任意 接続が受信かどうか

threat_name

string

任意 検出名

aggregate_count

number 任意 ESET PROTECT Cloudサーバーと管理するESET Managementエージェン
ト間で、2つの連続するレプリケーションの間に、エンドポイント
によって生成されたまったく同じメッセージの数

action

string

任意 実行されたアクション

handled

string

任意 検出が処理されたかどうかを示します

FirewallAggregated_Event JSONログの例:
Jun 21 3: 54: 07 030 - MG ERAServer[5648]: {
"event_type": "FirewallAggregated_Event",
"ipv4": "192.168.30.30",
"hostname": "w16test",
"group_name": "Lost & found",
"source_uuid": "d9477661-8fa4-4144-b8d4-e37b983bcd69",
"occured": "21-Jun-2021 13:10:04",
"severity": ""Warning",
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"event": "Security vulnerability exploitation attempt",
"source_address": "127.0.0.1",
"source_address_type": "IPv4",
"source_port": 54568,
"target_address": "127.0.0.1",
"target_address_type": "IPv4",
"target_port": 80,
"protocol": "TCP",
"account": "NT AUTHORITY\\NETWORK SERVICE",
"process_name": "C:\\Program Files\\Apache Software Foundation\\apachetomcat-9.0.41\\bin\\tomcat9.exe",
"inbound": true,
"threat_name": "CVE-2017-5638.Struts2",
"aggregate_count": 1
}

HIPSAggregated_Event
HIPS ( HIPS検出)のイベントは、Syslogメッセージとして送信される前に、重要度でフィルタリングさ
れます。HIPS固有の属性は次のとおりです。
application

string

任意 アプリケーション名

operation

string

任意 処理

target

string

任意 対象

action

string

任意 実行されたアクション

action_taken

string

任意 エンドポイントによって実行されたアクション

rule_name

string

任意 ルール名

rule_id

string

任意 ルールID

aggregate_count number 任意 ESET PROTECT Cloudサーバーと管理するESET Managementエージェント間
で、2つの連続するレプリケーションの間に、エンドポイントによって
生成されたまったく同じメッセージの数
handled

string

任意 検出が処理されたかどうかを示します

HipsAggregated_Event JSONログの例:
Jun 21 13: 54: 07 030 - MG ERAServer[5648]: {
"event_type": "HipsAggregated_Event",
"ipv4": "192.168.30.181",
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"hostname": "test-w10-uefi",
"group_name": "Lost & found",
"source_uuid": "5dbe31ae-4ca7-4e8c-972f-15c197d12474",
"occured": "21-Jun-2021 11:53:21",
"severity": "Critical",
"application": "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\es_pack_to_test\\test\\java.e
xe",
"operation": "Attempt to run a suspicious object",
"target": "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\es_pack_to_test\\test\\trojan.exe"
,
"action": "blocked",
"handled": true,
"rule_id": "Suspicious attempt to launch an application",
"aggregate_count": 2
}

Audit_Event
ESET PROTECT Cloudは内部監査ログメッセージをSyslogに転送します。固有の属性は次のとおりです。
domain string 任意 監査ログドメイン
action

string 任意 実行中のアクション

target

string 任意 ターゲットアクションが動作しています

detail

string 任意 アクションの詳細説明

user

string 任意 関係するセキュリティユーザー

result

string 任意 アクションの結果

Audit_Eventログの例:
Jun 21 11: 42: 00 030 - MG ERAServer[5648]: {
"event_type": "Audit_Event",
"ipv4": "192.168.30.30",
"hostname": "030-MG",
"group_name": "Lost & found",
"source_uuid": "72cdf05f-f9c8-49cc-863d-c6b3059a9e8e",
"occured": "21-Jun-2021 09:42:00",
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"severity": "Information",
"domain": "Native user",
"action": "Login attempt",
"target": "Administrator",
"detail": "Authenticating native user 'Administrator'.",
"user": "",
"result": "Success"
}

FilteredWebsites_Event
ESET PROTECT CloudはフィルタリングされたWebサイト(
属性は次のとおりです。

Web 保護検出)をSyslogに転送します。固有の

hostname

string 任意 イベントのあるコンピューターのホスト名

processname

string 任意 イベントに関連付けられたプロセスの名前

username

string 任意 イベントに関連付けられたユーザーアカウントの名前

hash

string 任意 フィルタリングされたオブジェクトのSHA1ハッシュ

event

string 任意 イベントタイプ

rule_id

string 任意 ルールID

action_taken

string 任意 実行されたアクション

scanner_id

string 任意 スキャナーID

object_uri

string 任意 オブジェクトURI

target_address

string 任意 イベント宛先のアドレス

target_address_type string 任意 イベント宛先のアドレスのタイプ(25769803777 = IPv4; 25769803778 =
IPv6)
handled

string 任意 検出が処理されたかどうかを示します

FilteredWebsites_Event JSONログの例:
Jun 21 3: 56: 03 020 - MG ERAServer[5648]: {
"event_type": "FilteredWebsites_Event",
"ipv4": "192.168.30.30",
"hostname": "win-test",
"group_name": "Lost & found",
"source_uuid": "d9477661-8fa4-4144-b8d4-e37b983bcd69",
"occured": "21-Jun-2021 03:56:20",

337

"severity": "Warning",
"event": "An attempt to connect to URL",
"target_address": "192.255.255.255",
"target_address_type": "IPv4",
"scanner_id": "HTTP filter",
"action_taken": "blocked",

"object_uri": "https://test.com",

"hash": "ABCDAA625E6961037B8904E113FD0C232A7D0EDC",
"username": "WIN-TEST\\Administrator",
"processname": "C:\\Program Files\\Web browser\\brwser.exe",
"rule_id": "Blocked by PUA blacklist"
}

EnterpriseInspectorAlert_Event
ESET PROTECT Cloudは

ESET InspectアラートをSyslogに転送します。固有の属性は次のとおりです。

processname

string

任意 このアラームを発生させるプロセスの名前

username

string

任意 プロセスの所有者

rulename

string

任意 このアラームをトリガーするルールの名前

count

number 任意 前回のアラーム以降に生成されたこのタイプのアラート数

hash

string

任意 アラームのSHA1ハッシュ

eiconsolelink

string

任意 ESET Inspect Cloudコンソールのアラームへのリンク

eialarmid

string

任意 アラームリンクのID部分(^http.*/alarm/([0-9]+)$の$1)

computer_severity_score number 任意 コンピューター重要度スコア
severity_score

number 任意 ルール重要度スコア

EnterpriseInspectorAlert_Event JSONログの例:
Jun 16 16:19:00 Win2016Std ERAServer[2772]: {
"event_type": "EnterpriseInspectorAlert_Event",
"ipv4": "192.168.30.30",
"hostname": "shdsolec.vddjc",
"group_name": "Lost & found",
"source_uuid": "csd77ad2-2453-42f4-80a4-d86dfa9d0543",
"occured": "13-Jun-2021 07:45:00",
"severity": "Warning",
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"processname": "ProcessName",
"username": "UserName",
"rulename": "RuleName2",
"count": 158,
"eiconsolelink": "http://eiserver.tmp/linkToConsole",
"computer_severity_score": "1",
"severity_score": "1"
}

BlockedFiles_Event
ESET PROTECT CloudはESET Inspect Cloud
次のとおりです。
hostname

ブロックされたファイルをSyslogに転送します。固有の属性は

string 任意 イベントのあるコンピューターのホスト名

processname string 任意 イベントに関連付けられたプロセスの名前
username

string 任意 イベントに関連付けられたユーザーアカウントの名前

hash

string 任意 ブロックされたファイルのSHA1ハッシュ

object_uri

string 任意 オブジェクトURI

action

string 任意 実行されたアクション

firstseen

string 任意 そのコンピューターで初めて検出が特定された日時(日時形式)。

cause

string 任意

description

string 任意 ブロックされたファイルの説明

handled

string 任意 検出が処理されたかどうかを示します

LEEF形式にエクスポートされたイベント
Syslogに送信されたイベントログをフィルタリングするには、定義されたフィルターでログカテゴリ通
知を作成します。
LEEF形式は IBM® Security QRadar®のカスタムイベント形式です。イベントには標準およびカスタム属性
があります:
• ESET PROTECT Cloudは公式IBMドキュメントで説明された標準属性の一部を使用します。
• カスタム属性はJSON形式と同じです。deviceGroupName属性には、イベントを生成するコンピュー
ターの静的グループが含まれます。
イベントカテゴリ:
•
•
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ウイルス対策検出
ファイアウォール

• フィルタリングされたWebサイト—
•

Web保護

HIPS

• 監査
•

ESET Inspect アラート

•

ブロックされたファイル

Log Event Extended Format (LEEF)の詳細については、公式IBM Webサイトを参照してください。

CEF形式にエクスポートされたイベント
Syslogに送信されたイベントログをフィルタリングするには、定義されたフィルターでログカテゴリ通
知を作成します。
CEFはArcSight™によって開発されたテキストベースのログ形式です。CEF形式には、CEFヘッダーとCEF拡張
子が含まれます。拡張子には、キーと値のペアのリストが含まれます。

CEFヘッダー
ヘッダ

例

説明

Device Vendor

ESET

Device Product

ProtectCloud

Device Version

10.0.5.1

ESET PROTECT Cloudバージョン

Device Event Class ID
(Signature ID):

109

デバイスイベントカテゴリ一意のID:
• 100 - 199脅威イベント
• 200 - 299ファイアウォールイベント
• 300–399 HIPSイベント
• 400–499 監査イベント
• 500イベント
• 600 - 699ブロックされたファイルイベント
• 700 - 799フィルタリングされたWebサイトイ
ベント

Event Name

Detected port scanning
attack

イベントで発生した内容の簡単な説明

Severity

5

重大度 0–10

CEFすべてのカテゴリで共通の拡張子
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拡張子名

例

説明

cat

ESET Threat Event

イベントカテゴリ:
• ESET Threat Event
• ESET Firewall Event
• ESET HIPS Event
• ESET RA Audit Event
• ESET InspectEvent
• ESET Blocked File Event
• ESET Filtered Website Event

dvc

10.0.12.59

イベントを生成するコンピューターのIPv4ア
ドレス。

c6a1

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

イベントを生成するコンピューターのIPv6ア
ドレス。

c6a1Label

Device IPv6 Address

dvchost

COMPUTER02

イベントのあるコンピューターのホスト名

deviceExternalId 39e0feee-45e2-476a-b17f-169b592c3645

イベントを生成するコンピューターのUUID。

flexString1

イベントを生成するコンピューターのグルー
プ名

Lost & Found

flexString1Label Device Group Name
rt

Jun 04 2017 14:10:0

イベントの発生時刻(UTC)。形式は%b %d %Y
%H:%M:%Sです

CEFイベントカテゴリ別拡張子
脅威イベント
拡張子名

例

cs1

W97M/Kojer.A

cs1Label

Threat Name

cs2

25898 (20220909)

cs2Label

Engine Version

cs3

Virus

cs3Label

Threat Type

cs4

Real-time
file system protection

cs4Label

Scanner ID

cs5

virlog.dat

cs5Label

Scan ID

cs6

Failed to remove file

cs6Label

Action Error
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説明
検出された
脅威名
検出エンジ
ンバージョ
ン
検出タイプ

スキャナーID

検査ID
アクション
が失敗した
場合のエラー
メッセージ

拡張子名

例

cs7

Event occurred on a newly created file

cs7Label

Circumstances

cs8

0000000000000000000000000000000000000000

cs8Label

Hash

説明
イベントの
原因の簡単
な説明
(検出)デー
タストリー
ムのSHA1ハッ
シュ。

act

Cleaned by deleting file

エンドポイ
ントによっ
てアクショ
ンが実行さ
れました

filePath

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/doc/000001_5dc5c46b.DOC

オブジェク
トURI

File

イベントに
関連するオ
ブジェクト
タイプ

cn1

1

検出が処理
された(1)
か、処理さ
れていな
い(0)

cn1Label

Handled

fileType

cn2

0

cn2Label

Restart Needed

再起動が必要
(1)か、必
要ではな
い(0)

suser

172-MG\\Administrator

イベントに
関連付けら
れたユーザー
アカウント
の名前

sprod

C:\\7-Zip\\7z.exe

イベントソー
スプロセス
の名前

deviceCustomDate1

Jun 04 2019 14:10:00

deviceCustomDate1Label FirstSeen
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コンピュー
ターで初め
て検出が見
つかった日
時。形式
は%b %d %Y
%H:%M:%S
です

脅威イベント CEF ログの例:
CEF:O|ESET|Protect|10.0.0.0|183|File scanner cleaned a virus|5|deviceExternalId=e9d26759-fd21-47f1-9751d2e7194c41a8 flexString1=Lost & found flexString1Label=Device Group Name cat=ESET Threat Event rt=Jun 04
2017 14:10:00 cs1=W97M/Kojer.A cs1Label=Threat Name cs2=25898 (20220909) cs2Label=Engine Version
cs3=Virus cs3Label=Threat Type cs4=Real-time file system protection cs4Label=Scanner ID cs5=virlog.dat
cs5Label=Scan ID act=Cleaned by deleting fileType=File
filePath=file:///C:/Users/Administrator/Downloads/doc/000001_5dc5c46b.DOC cn1=1 cn1Label=Handled
suser=172-MG\\Administrator sprod=C:\\7-Zip\\7z.exe cs7=Event occurred on a newly created file.
cs7Label=Circumstances eviceCustomDate1=Jun 04 2019 14:10:00 deviceCustomDate1Label=FirstSeen
cs8=0000000000000000000000000000000000000000 cs8Label=Hash

ファイアウォールイベント
拡張子名

例

説明

msg

TCP Port Scanning attack

イベント名

src

127.0.0.1

イベントソースIPv4アドレス

c6a2

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 イベントソースIPv6アドレス

c6a2Label

Source IPv6 Address

spt

36324

イベントソースのポート

dst

127.0.0.2

イベント宛先IPv4アドレス

c6a3

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7335 イベント宛先IPv6アドレス

c6a3Label

Destination IPv6 Address

dpt

24

イベント宛先ポート

proto

http

プロトコル

act

Blocked

実行されたアクション

cn1

1

検出が処理された(1)か、処理されていない
(0)

cn1Label

Handled

suser

172-MG\\Administrator

イベントに関連付けられたユーザーアカ
ウントの名前

deviceProcessName someApp.exe

イベントに関連付けられたプロセスの名
前

deviceDirection

1

接続が受信(0)か、送信(1)

3

ESET PROTECT CloudとESET Managementエー
ジェント間で、2つの連続するレプリケー
ションの間に、エンドポイントによって
生成された同じメッセージ数

cnt
cs1

ルールID

cs1Label

Rule ID

cs2

custom_rule_12

cs2Label

Rule Name

cs3

Win32/Botnet.generic

cs3Label

Threat Name
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ルール名
脅威名

ファイアウォールイベント CEF ログの例:
CEF:O|ESET|Protect|10.0.0.0|109|Detected port scanning attack|5|deviceExternalId=39e0feee-45e2-476ab07f-169b592c3645 flexString1=Lost & found flexString1Label=Device Group Name cat=ESET Firewall Event
rt=Jun 04 2017 14:10:00 msg=TCP Port Scanning attack src=127.0.0.1 spt=36324 dpt=21 dst=127.0.0.2 proto=http
act=Blocked cnt=1 cn1=1 cn1Label=Handled suser=myAccount deviceProcessName=someApp.exe
cs2=rule_118882389 cs2Label=Rule Name deviceDirection=0 cs3=Win32/Botnet.generic cs3Label=Threat Name

HIPS イベント
拡張子名
cs1

例

説明

Suspicious attempt to launch an application

ルールID

cs1Label Rule ID
cs2

custom_rule_12

ルール名

cs2Label Rule Name
cs3

C:\\someapp.exe

アプリケーション名

cs3Label Application
cs4

Attempt to run a suspicious object

処理

cs4Label Operation
cs5

C:\\somevirus.exe

対象

cs5Label Target
act

Blocked

実行されたアクション

cs2

custom_rule_12

ルール名

cn1

1

検出が処理された(1)か、処理されていない(0)

cn1Label Handled
cnt

ESET PROTECT CloudとESET Managementエージェ
ント間で、2つの連続するレプリケーションの間
に、エンドポイントによって生成された同じメッ
セージ数

3

HIPS イベント CEF ログの例:
CEF:O|ESET|Protect|10.0.0.0|303|Attempt to run a suspicious object Blocked|5|dvchost=test_bcmcjkbpgp
deviceExternalId=82e114a8-9070-4868-8ee2-1e87b7b85ee3 flexString1=Lost & found flexString1Label=Device
Group Name cat=ESET HIPS Event rt=Jun 04 2019 14:10:00 cs3=C:\\someapp.exe cs3Label=Application
cs4=Attempt to run a suspicious object cs4Label=Operation cs5=C:\\somevirus.exe cs5Label=Target act=Blocked
cn1=1 cn1Label=Handled cs1=Suspicious attempt to launch an application cs1Label=Rule ID cnt=1

監査イベント
拡張子名

例

説明

act

Login attempt

実行中のアクション

suser

Administrator

関係するセキュリティユーザー
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拡張子名

例

説明

duser

Administrator

msg

Authenticating native user 'Administrator' アクションの詳細説明

cs1

Native user

対象のセキュリティユーザー(ログイン試行など)
監査ログドメイン

cs1Label Audit Domain
cs2

Success

アクション結果

cs2Label Result
監査イベント CEF ログの例:
CEF:O|ESET|Protect|10.0.0.0|449|Native user login|2|dvc=10.15.172.133 dvchost=BRNH00006D
deviceExternalId=db4a82c0-e1c6-49be-8bac-a436136ed1f4 cat=ESET RA Audit Event rt=Sep 21 2022 13:10:23
cs1=Native user cs1Label=Audit Domain act=Login attempt duser=Administrator msg=Authenticating native user
'Administrator'. cs2=Success cs2Label=Result

ESET Inspect イベント
拡張子名

例

説明

deviceProcessName c:\\imagepath_bin.exe

このアラームを発生させるプロセス
の名前

suser

HP\\home

プロセス所有者

cs2

custom_rule_12

このアラームをトリガーするルール
の名前

cs2Label

Rule Name

cs3

78C136C80FF3F46C2C98F5C6B3B5BB581F8903A9 アラームSHA1ハッシュ

cs3Label

Hash

cs4

https://inspect.eset.com:443/console/alarm/126

cs4Label

EI Console Link

cs5

126

cs5Label

EI Alarm ID

cn1

275

cn1Label

ComputerSeverityScore

cn2

60

cn2Label

SeverityScore

cnt

3

WebコンソールのアラームESET
Inspectへのリンク
アラームリンクのID部
分(^http.*/alarm/([0-9]+)$の$1)
コンピューター重要度スコア
ルール重要度スコア
前回のアラーム以降に生成された同
じタイプのアラート数

ESET Inspectイベント CEF ログの例:
CEF:O|ESET|Protect|10.0.0.0|500|ESET Inspect Alert|5|dvchost=test_lrghlbjyoa
deviceExternalId=432a30af-6ac7-4b61-ae5c-5141bfc5d878 flexString1=Lost & found flexString1Label=Device
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Group Name cat=ESET Inspect Alert rt=Sep 21 2022 07:31:55
deviceProcessName=c:\\mother_process_info_imagepath_dir\\mother_process_info_imagepath_bin.exe
suser=HP\\home cs2=9_1_0addd4e8baf8e87d4bc4ed77fadc cs2Label=Rule Name
cs3=78C136C80FF3F46C2C98F5C6B3B5BB581F8903A9 cs3Label=Hash
cs4=https://dev-inspect.eset.com:443/console/alarm/126 cs4Label=EI Console Link cs5=126 cs5Label=EI Alarm ID
cn1=275 cn1Label=ComputerSeverityScore cn2=60 cn2Label=SeverityScore

ブロックされたファイルイベント
拡張子名

例

説明

act

Execution blocked

実行されたアクション

cn1

1

検出が処理された(1)か、処理
されていない(0)

cn1Label

Handled

suser

HP\\home

イベントに関連付けられたユー
ザーアカウントの名前

deviceProcessName

C:\\Windows\\explorer.exe

イベントに関連付けられたプ
ロセスの名前

cs1

78C136C80FF3F46C2C98F5C6B3B5BB581F8903A9

ブロックされたファイル
のSHA1ハッシュ

cs1Label

Hash

ファイルパス

C:\\totalcmd\\TOTALCMD.EXE

URI オブジェクト

msg

ESET Inspect

ブロックされたファイルの説
明

deviceCustomDate1

Jun 04 2019 14:10:00

deviceCustomDate1Label FirstSeen

コンピューターで初めて検出
が見つかった日時。形式は%b
%d %Y %H:%M:%Sです

cs2

Blocked by Administrator

原因

cs2Label

Cause

ブロックされたファイルイベント CEF ログの例:
CEF:O|ESET|Protect|10.0.0.0|600|Blocked File Event|5|dvchost=test_lrghlbjyoa
deviceExternalId=432a30af-6ac7-4b61-ae5c-5141bfc5d878 flexString1=Lost & found flexString1Label=Device
Group Name cat=ESET Blocked File Event rt=Sep 21 2022 07:31:55 act=Execution blocked cn1=1
cn1Label=Handled suser=HP\\home deviceProcessName=C:\\Windows\\explorer.exe
cs1=78C136C80FF3F46C2C98F5C6B3B5BB581F8903A9 cs1Label=Hash filePath=C:\\totalcmd\\TOTALCMD.EXE
deviceCustomDate1=Sep 21 2022 07:31:55 deviceCustomDate1Label=FirstSeen cs2=Blocked by Administrator
cs2Label=Cause msg=ESET Inspect

フィルタリングされたWebサイトイベント
拡張子名
msg
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例
An attempt to connect to URL

説明
イベントタイプ

拡張子名

例

説明

act

Blocked

実行されたアクション

cn1

1

検出が処理された(1)か、処理され
ていない(0)

cn1Label

Handled

suser

Peter

イベントに関連付けられたユーザー
アカウントの名前

deviceProcessName Firefox

イベントに関連付けられたプロセ
スの名前

cs1

Blocked by PUA blacklist

ルールID

cs1Label

Rule ID

requestUrl

https://kenmmal.com/

ブロックされた要求のURL

dst

172.17.9.224

イベント宛先IPv4アドレス

c6a3

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7335

イベント宛先IPv6アドレス

c6a3Label

Destination IPv6 Address

cs2

HTTP filter

cs2Label

Scanner ID

cs3

8EECCDD290BE2E99183290FDBE4172EBE3DC7EC5

cs3Label

Hash

スキャナーID
フィルタリングされたオブジェク
トのSHA1ハッシュ

フィルタリングされたWebサイトイベント CEF ログの例:
CEF:O|ESET|Protect|10.0.0.0|716|Filtered Website Event|5|dvchost=test_lrghlbjyoa
deviceExternalId=432a30af-6ac7-4b61-ae5c-5141bfc5d878 flexString1=Lost & found flexString1Label=Device
Group Name cat=ESET Filtered Website Event rt=Sep 21 2022 07:31:55 msg=An attempt to connect to URL
dst=172.17.9.224 cs2=HTTP filter cs2Label=Scanner ID act=Blocked cn1=1 cn1Label=Handled
requestUrl=https://kenmmal.com cs3=8EECCDD290BE2E99183290FDBE4172EBE3DC7EC5 cs3Label=Hash
suser=Peter deviceProcessName=Firefox cs1=Blocked by PUA blacklist cs1Label=Rule ID

マネージドサービスプロバイダー向けESET PROTECT
Cloud
MSPについて
略語のMSPとは、「マネージドサービスプロバイダー」のことです。通常、MSPユーザーは、セキュリティ
製品(例: ESET Endpoint Antivirus)の管理など、顧客に対してITサービスを提供します。MSPユーザーには、
エンタープライズユーザーやSMB (中小企業)ユーザーとは異なる要件があり、ESET PROTECT Cloudの使用
方法も異なります。推奨されるMSP向け展開シナリオを参照してください。ESET MSPプログラムの詳細に
ついては、各地域のESETパートナーにお問い合わせになるか、ESETマネージドサービスプロバイダープ
ログラムページをご覧ください。
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MSPの事業体の構造
ESET PROTECT Cloudは、Webコンソールのコンピューターの静的グループツリーにESET MSP Administrator
構造を同期します。

• 販売店 - 販売店はESETパートナーおよびMSP、またはMSPマネージャーパートナーです。
• MSPマネージャー - 複数のMSP企業を管理します。MSPマネージャーには直接の顧客がいる場合
もあります。
• MSP - 本ガイドの対象読者。MSPは顧客にサービスを提供します。たとえば、MSPは、リモートで
顧客のコンピューターを管理し、ESET製品のインストールや管理を行います。
• マネージドMSP - MSPに似ていますが、マネージドMSPはMSPマネージャーによって管理されます。
• 顧客 - ESET製品ライセンスのエンドユーザー。顧客はESET製品を操作しません。

MSP環境の仕様
MSPビジネスモデルは、エンタープライズまたはSMBとは異なるインフラストラクチャ設定を使用しま
す。MSP環境では、一般的に、顧客はMSP企業ネットワーク外にあります。 顧客のコンピューターにイ
ンストールされたESET ManagementエージェントはパブリックインターネットでESET PROTECT Cloudに接
続する必要があります。ESET PROTECT Cloudを表示するには、特定のポートを必ず開いてください。
標準MSP設定の構造は次のとおりです。
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混在アカウントから展開されたESET PROTECT Cloud
混在アカウントは同じ資格情報を使用して、ESET Business AccountとESET MSP Administratorにアクセスし
ます。この場合、それぞれからESET PROTECT Cloudを作成できます。インスタンスが作成された後、両
方のサービス(EMA 2およびEBA)から同じインスタンスにアクセスできます。ESET PROTECT Cloudインスタ
ンスを削除する権限は、インスタンスを作成したサービス用に予約されています。

MSPユーザー向けESET PROTECT Cloudの新機能
ESET PROTECT CloudはMSPユーザー向けの機能群を備えています。 次のアカウントからESET PROTECT
Cloudインスタンスを展開したユーザーはMSP機能を使用できます。
• ESET MSP Administrator (EMA 2)アカウント
• 同じ資格情報でEMA 2アカウントを持つESET Business Account (EBA)

顧客セットアップウィザード
ESET PROTECT Cloud の鍵となるMSP機能は、MSP顧客設定です。 この機能では、顧客のカスタマイズさ
れたESET Managementエージェントインストーラーを作成できます。
MSPツリー
ESET PROTECT CloudはESET MSPポータル (EMA 2)と同期し、MSPツリーを作成します。
MSPツリーはコンピューターメニューの構造であり、EMA 2アカウントの会社の構造を
表します。MSPツリーの項目は、標準のESET PROTECT Cloudデバイスおよびグループと
は異なるアイコンです。WebコンソールではMSPツリー構造を修正できません。

共有オブジェクトグループ
MSPアカウントの同期後、ESET PROTECT CloudはMSPツリーを作成します。各MSPとMSPマネージャーには、
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1つの共有オブジェクトアクセスグループがあります。共有オブジェクトにはコンピューターを保存で
きません。共有オブジェクトはコンピューターのグループの下に表示されません。MSPは、共有オブジェ
クトアクセスグループ経由で、ポリシーやタスクなどのオブジェクトを共有できます。
会社セットアップウィザードを使用して作成されたMSPユーザーは、そのユーザーの上のすべての共有
オブジェクトへの読み取りおよび使用アクセス権があります。ユーザーに割り当てられた権限セットを
確認し、アクセスグループのリストを表示できます。ユーザーは、並列のMSPマネージャーのグループ
ではなく、上位の共有オブジェクトグループにのみアクセスできます。

ステータス概要のMSP
ステータス概要で新しいMSPタイルにアクセスできます。 MSPタイルには、アカウントに関する基本情
報が表示されます。

MSP構造にESET PROTECT Cloudの複数のインスタンスがある
MSPアカウントから展開されたクラウドインスタンスを使用する場合は、他のMSPインスタンスから分
離されます。MSPマネージャーのインスタンスが接続されていません。これらは同じ会社構造(MSPツ
リー)を共有していますが、コンピューターのほか、タスクやポリシーなどの他のオブジェクトは共有
していません。ライセンスは唯一の例外です。これらは階層的に共有されます。ESET MSP Administratorと
同じです。MSPマネージャーは、Webコンソール内のライセンスにアクセスし、コンピューターに割り当
てることができます。
次の例を参照してください。
コンピューターがMSP顧客の静的グループにあっても、MSPユーザーはMSPマネージャーのインスタンス
のコンピューターにアクセスできません。これは、クラウドインスタンスが分離されているためです。
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ESET PROTECT Cloudでの新規ユーザーESET MSP
Administratorの作成
ESET PROTECT Cloudコンソールの新しいユーザーを作成するには、まずこのユーザーをESET MSP
Administrator (EMA 2)で作成する必要があります。ユーザーを追加する段階的なガイドについては、EMA
2オンラインヘルプを参照してください。MSP顧客設定中か、次の手順に従って新しいユーザーを追加で
きます。
• EMA 2とESET PROTECT Cloudでのユーザー権限の仕組みについては、EMA 2オンラインヘルプを参照
してください。
• ESET PROTECT Cloudインスタンスの作成方法については、段階的なガイドを参照してください。
1. Webコンソールを開きます。
2. ユーザーに移動します。
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3. アカウントIDフィールドの横の選択をクリックし、ESET PROTECT Cloudで有効にするユーザーを選
択します。
4. 新規または既存のタグをユーザーに追加できます。
5. ホームグループフィールドの横の選択をクリックします。ホームグループは、ユーザーによって作
成されたオブジェクトが既定で格納される静的グループです。
6. 権限設定をクリックします。
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7. 新しいユーザーの権限設定を選択します。権限設定は、ユーザーのアクセス権を決定します。各権
限設定は、ユーザーの権限を特定の静的グループに付与します。グループは各権限設定で定義されま
す。ユーザーは1つ以上のセットに割り当てることができます。提供された権限設定のいずれかを選
択するか、新しい権限設定を作成することができます。

ホームグループの権限設定
ユーザー用に選択したホームグループに権限設定を追加します。ホームグループへのアクセス権
がない場合、ユーザーはホームグループのオブジェクトにアクセスしたり、作成したりできませ
ん。
8. 完了をクリックしてポリシーを保存します。
新しいユーザーは、EMA 2資格情報を使用して、ESET PROTECT Cloudコンソールにログインできます。

MSPの展開処理
1.MSP顧客設定を完了します。確認メッセージが表示されたら、エージェントのみのインストーラー
を選択します。
2.ESETManagementエージェントインストーラーをローカルまたはリモートで配布およびインストー
ルします。
3.ESETセキュリティ製品をインストールして、ポリシーを設定します。
以下の体系は、MSP顧客登録プロセスの概要説明です。
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エージェントのローカル展開
エージェントのみのインストーラーのローカル展開
エージェントのみのインストーラー(Windowsは.exe、LinuxおよびmacOSは.sh)には、クライアントコン
ピューターがESET Managementエージェントをダウンロードしてインストールするために必要なすべて
の情報が含まれます。Linuxコンピューターが前提条件を満たしていることを確認してください。
また、インストーラーをローカルで実行するか、リムーバブルメディア(USBフラッシュドライブなど)
から実行することもできます。
エージェントインストールパッケージをダウンロードし、ESET PROTECT Cloudサーバーに接続する
には、クライアントコンピューターがインターネットに接続している必要があります。
手動でスクリプトを編集し、必要に応じて特定の設定を調整できます。上級ユーザーにのみ推奨されま
す。

オールインワンインストーラーのローカル展開
オールインワンインストーラーには、任意のESETセキュリティ製品と設定済みのESET Managementエー
ジェントインストーラーが含まれます。
詳細については、インストールマニュアルを参照してください。

エージェントのリモート展開
エージェントのみのインストーラーのリモート展開
エージェントのみのインストーラー(Windowsは.exe、LinuxおよびmacOSは.sh)には、クライアントコン
ピューターがESET Managementエージェントをダウンロードしてインストールするために必要なすべて
の情報が含まれます。Linuxコンピューターが前提条件を満たしていることを確認してください。 電子メー
ルでインストーラーを配布し、ユーザーに展開させることができます。 使用可能な場合は、サードパー
ティのリモート管理ツールを使用して、インストーラーを配布して実行します。
エージェントインストールパッケージをダウンロードし、ESET PROTECT Cloudサーバーに接続する
には、クライアントコンピューターがインターネットに接続している必要があります。

オールインワンインストーラーのリモート展開
オールインワンインストーラーは、ESET Remote Deployment Toolを使用して、リモートで、ローカルネッ
トワーク内にインストールできます。詳細な手順については、ESET Remote Deployment Tool文書を参照
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してください。

MSPライセンス
ライセンスと会社に関する情報
• MSPアカウントからインポートされたライセンスは、会社名でタグ付けされます。後から会社名
を変更する場合、タグ名が自動的に変更されます。手動で編集することはできます。
• すべてのライセンスは、ESET PROTECT Cloudセキュリティモデルに対応する方法でインポートさ
れます。MSP顧客設定を使用して作成された各ユーザーは、そのライセンスのみを表示および使用
することができます。
• 同期時点までに、ライセンスがないMSP構造の会社がある場合、その会社はコンピューターMSPツ
リーとのみ同期され、ライセンス管理内のMSPツリーには同期されません。
• ESET MSP Administrator 2で新しい会社を追加した場合、次回のライセンス同期後に、ESET
PROTECT Cloudが会社をMSPツリーに追加します。
• ESET MSP Administrator 2のライセンスは、会社ごとに、1つのプールに分割されます。プールから
ライセンスを移動することはできません。
• ライセンス管理のライセンスユーザー列で会社名とサイトを検索できます。レポートを作成する
ときには、ライセンスユーザーデータを使用できます。
• 同じ認証情報でESET Business AccountとESET MSP Administrator 2の両方にライセンスがある場
合、ESET PROTECT Cloudは両方のアカウントからすべてのライセンスを同期します。すべてのESET
Business Accountライセンスは複数のライセンスプールに保存されます。ESET MSP Administrator 2の
ライセンスは、会社ごとに、1つのプールに分割されます。
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オンデマンド同期
ESET PROTECT Cloudサーバーは、1日1回、ライセンスサーバーと同期します。MSPアカウントで変更を行
い、ライセンス画面とMSPツリーを更新する場合、ライセンス管理 > アクションに移動し、ライセンス
の同期に移動します。

MSP顧客設定の開始
MSPアカウントを使用してESET PROTECT Cloudインスタンスを作成した後、MSPツリーが同期され、会社
の設定を開始できます。 MSP顧客設定により、次の項目が作成されます。
• カスタムESET Managementエージェント、またはバンドルされたエージェントおよびESETセキュ
リティ製品のインストーラー。MSP顧客設定は、ESET Full Disk EncryptionインストーラーまたはESET
Inspectコネクターインストーラーの作成をサポートしません。
MSP顧客設定をスキップすることもできますが、MSP設定を利用することをお勧めします。
少なくとも１つ有効なライセンスシートがある会社だけが設定できます。
1. コンピューターウィンドウで、設定する会社の横の歯車アイコンをクリックし、MSP顧客設定の開
始を選択します。
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2. この設定を既定の設定として保存する場合は、設定を記憶するの下のチェックボックスをオンにし
ます。続行をクリックします。
3. 設定中にカスタムインストーラーを作成する場合(推奨)は、インストーラーの作成の下のチェック
ボックスをオンにします。

4. 次の2つの種類のインストーラーを作成できます。
• エージェント専用インストーラー(Windows、Linux)
• オールインワンインストーラー(Windows、macOS) - このインストーラーは、ESET Managementエー
ジェントと選択したESETビジネスセキュリティ製品で構成されています。
オールインワンインストーラー (Windows、macOS)
製品/バージョン - ESET Managementエージェントと一緒にインストールするESETセキュリティ製品を選
択します。 既定では、最新のバージョンがあらかじめ選択されています(推奨)。前のバージョンを選
択できます。
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言語ドロップダウンメニューから言語を選択します。
[アプリケーションエンドユーザー使用許諾契約の条項に同意し、プライバシーポリシーを承諾する]の
横のチェックボックスを選択します。ESET製品のエンドユーザーライセンス契約(EULA)、利用規約、およ
びプライバシーポリシー。
インストーラを後で使用するためにインストーラーに保存するには、インストーラーをインストーラー
セクションに保存の横にあるチェックボックスをオンにします。
HTTPプロキシ設定を有効にする
HTTPプロキシ(ESET Bridgeの使用が推奨されます)を使用する場合は、HTTPプロキシ設定を有効にする
チェックボックスを選択し、プロキシ設定(ホスト、ポート、ユーザー名、パスワード)を指定して、プロ
キシ経由でインストーラーをダウンロードします。また、ESET Managementエージェント接続をプロキシ
に設定し、ESET ManagementエージェントとESET PROTECT Cloudサーバーとの間の通信転送を可能にしま
す。 ホストフィールドは、HTTPプロキシが実行されているコンピューターのアドレスです。 ESET Bridge
は既定でポート3128を使用します。必要に応じて、別のポートを設定できます。HTTPプロキシ設定でも
同じポートを設定してください(ESET Bridgeポリシーを参照)。
エージェントとESET PROTECT Cloudサーバー間の通信プロトコルは、認証をサポートしませ
ん。ESET PROTECT Cloudサーバーへのエージェント通信の転送で使用されるプロキシソリューショ
ンと必要な認証は動作しません。
このフォールバックオプションを許可する場合は、HTTPプロキシが使用不可能な場合は直接接続を使用
するを有効にします。
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5. 続行をクリックして、ユーザーセクションに移動します。
6.EMA 2からユーザーを選択し、ユーザーにESET PROTECT Cloudを共同管理させることがでます。
a)権限セットの作成の下のチェックボックスをオンにします。
b)アクセス権 - ユーザーはWebコンソールにログインして、会社のデバイスを管理できます。読
み取りまたは書き込みアクセス権レベルを選択します。
c)アカウントのマッピング - アカウントの選択をクリックすると、使用可能なアカウントのいずれ
かがマッピングされます。
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ユーザーの作成の問題が発生している場合必要な権限が割り当てられている必要があります。
完了をクリックして、インストーラーを準備します。 インストーラーの保存を選択した場合は、イ
ンストーラーメニューからインストーラーを再ダウンロードすることもできます。 次の複数の方法
でLive Installerパッケージを配布できます。
• をクリックすると、Live Installerパッケージダウンロードリンクをコピーし、ユーザーにリンク
を配布して、ユーザーにLive Installerパッケージをダウンロードおよびインストールさせます。
• また、Live Installerパッケージをダウンロードし、個人的に配布するか、ユーザーがアクセスでき
る共有ロケーションにアップロードできます。
• WindowsのみRemote Deployment Toolを使用して、Live Installerパッケージをリモート展開します。
• をクリックすると、ESET PROTECT Cloud SMTPサーバーを使用して、Live Installerパッケージダウン
ロードリンクが記載された電子メールメッセージを指定されたユーザーに配信します。
oユーザーを追加するには、追加をクリックし、電子メールアドレスフィールドを入力し
て、Enterキーを押すか、 をクリックします。任意で、ユーザーの作成をクリックし、ユーザー
の名前を入力して、保存をクリックします。コンピューターユーザーでユーザー詳細を編集でき
ます。電子メールプレビューを表示をクリックし、ドロップダウンメニューから電子メール言語
を選択して、保存をクリックします。
o > 1度に複数のユーザーを追加するには、その他 > ユーザーの追加(コンピューターユーザーか
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らユーザーのアドレスを追加)するか、詳細 > CSVのインポートまたはクリップボードから貼り付
け(区切り文字で構造化されたCSVファイルからアドレスのカスタムリストをインポート)をクリッ
クします。
作成後、Live Installerは、この表に従って動作します。
Live Installerにはインターネット接続が必要であり、オフラインコンピューターでは動作しません。
macOSのLive Installerでは、(ESETサーバーに接続するために)直接インターネット接続が必要であり、
直接インターネット接続がないプロキシ経由でインターネットに接続されているmacOSコンピュー
ターでは動作しません。
ESET Managementエージェントをローカルまたはリモートで展開する方法についてお読みください。

MSP顧客設定のスキップ
設定しない場合は、MSP顧客設定のスキップができます。 必要に応じて、後でインストーラーを作成で
きます。 設定のスキップは推奨されません。
設定をスキップした後は、設定されたかのように、会社のアイコンが変更されます。

設定をスキップする場合は、同じESET PROTECT Cloudインスタンスで、その会社のサイドセットアッ
プウィザードをもう一度実行することはできません。

カスタムインストーラーの作成
1. ESMC Webコンソールで、コンピューターメニューに移動します。
2. インストーラーを作成する会社の横の歯車アイコン
ドを選択します。
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をクリックし、インストーラーのダウンロー

3. インストーラーを作成およびカスタマイズし、ダウンロードします。
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MSPユーザー
MSP顧客の設定中に、EMA2またはEBAの既存のユーザーをESET PROTECT Cloudに追加できます。
ザーを確認および編集するには、詳細 > アクセス権 > ユーザーメニューに移動します。

ユー

必要な権限
MSP顧客設定で新しいユーザーを作成するには、設定した会社と共有オブジェクトグループへのアクセ
ス権が必要です。
権限体系の詳細

1つの会社を設定する
会社Aの設定中にユーザーを作成するために必要なアクセス権:
• すべての共有オブジェクトグループの使用アクセス
• MSP顧客のグループの書き込みアクセス。

1つのMSPのすべての会社を設定する
MSPプロバイダーに属するすべての会社のユーザーを作成するために必要なアクセス権:
• すべての共有オブジェクトグループの使用アクセス
• MSPプロバイダのグループの書き込みアクセス。
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アクセス権が割り当てられていると、現在の(有効な)ユーザーには、権限設定と上記のグループに対す
るアクセス権が割り当てられています。必要なアクセス権がない場合は、MSP顧客設定がエラーで終了
します。

MSPユーザー機能
• ESET PROTECT Cloud Webコンソールにログインし、アクセス権があるデバイスおよび他のオブジェ
クトを管理できます。
ESET PROTECT Cloudには、各新規MSPユーザーの次の設定があります。
• 説明 - MSP顧客セットアップウィザードで作成されたネイティブユーザー
• タグ - ユーザーは会社名でタグ付けされます。
• ホームグループ - 会社の静的グループ
• 自動ログアウト - 15分
• アカウントが有効で、パスワード変更は必要ありません。
• 権限設定 - 各MSPユーザーには2つの権限設定があります。1つはホームグループ用、もう1つは
共有オブジェクトグループ用です。

MSPオブジェクトのタグ付け
EMA 2アカウントでESET PROTECT Cloudを使用する場合は、MSPオブジェクトの自動タグ付けを有効にし
ます。 次のオブジェクトは、自動的にタグ付けされます。
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• MSPアカウント経由でインポートされたライセンス
• インストーラー
• MSP顧客設定を使用して作成されたユーザーと権限セット
タグは、オブジェクトのフィルタリングを改善するために使用されるラベルの形式です。自動タグ名は、
ライセンスユーザーと同じです(ESET PROTECT Cloudがタグから破棄する, "文字を除くEMA 2の会社名)。
同期の後でEMA 2で顧客名を変更する場合、タグは更新されません。必要に応じて、任意のオブジェク
トに別のカスタムタグを追加できます。タグ付けされたオブジェクトに影響を与えずに、タグを削除で
きます。
展開アイコンをクリックすると、タグタブが表示されます。

MSPステータス概要
ステータス概要セクションには、ESET PROTECT Cloudステータスに関する複雑な情報が表示されます。
EMA 2または混合(EMA 2およびEBA)アカウントを使用してESET PROTECT Cloudインスタンスを作成する場
合は、MSP関連情報がMSPタイルに表示されます。

MSPステータス
アカウントが同期されました
アカウントは同期され、アクションは必要ありません。

実行中の同期
MSPアカウントの同期が実行中の場合は、バックグラウンドで実行されます。大きいアカウントの場合、
同期には最大で数時間かかることがあります。同期後に、タイルが白くなります。
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使用可能なアクション
MSPタイルをクリックすると、詳細が表示されます。
• 新しいMSP顧客の確認 - オンデマンドライセンス同期(MSPツリーのアップデート)を実行します。

• 新しいクライアント - 会社を設定していない場合は、会社をクリックし、顧客セットアップウィ
ザードに従います。
• すべての新しいMSP顧客の設定をスキップ - 設定されていないすべての会社のセットアップウィ
ザードをスキップします。

クラウドモバイルデバイス管理
ESETクラウドモバイルデバイス管理(クラウドMDM)はESETリモート管理コンソールのアドオン機能です。
ESET Cloud MDMには、AndroidおよびiOSモバイルデバイス管理とモバイルセキュリティ管理が用意されて
います。ESETクラウドMDMはエージェントレスソリューションであり、管理エージェントは直接モバイ
ルデバイスで実行されません(モバイルデバイスのバッテリとパフォーマンスを節約するため)。代わり
に、モバイルデバイスの管理エージェントが ESETクラウドで仮想化されます。また、セキュリティと
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接続証明書管理全体がESETによって管理されているため、管理者は証明書の更新プロセスについて、ま
たは証明書が最新のセキュリティ標準に準拠しているかどうかについて心配する必要はありません。
モバイルデバイスOSバージョンがクラウドMDM管理でサポートされ、ネットワーク要件を満たしてい
ることを確認してください。
接続の問題を防止するために、登録されたモバイルデバイスは15日に1回以上ESET PROTECT Cloud
に接続してください。登録電子メールでこの情報を確認できます。
モバイルデバイス管理プロセスは、次の3つの部分で構成されています。
• モバイルデバイス管理ソリューション
• モバイルデバイス登録
• モバイルデバイスセキュリティ管理

CMDM設定
管理する予定のモバイルデバイスのタイプと管理モードに基づいて、モバイルデバイスの管理を開始す
る前に、さまざまな手順を完了する必要があります。
現在、CMDMは次の4種類のモバイルデバイス登録をサポートします。
• Android登録
• Androidデバイス所有者登録
• iOS登録
• iOS ABM登録
このリストでは、現在、iOS ABM登録のみを完了する必要があります。iOS ABM登録を実行する前に、追加
の手順を完了する必要があります。
まず、ESET PROTECT Cloud WebコンソールでABM同期を有効にする必要があります。
この場合は、詳細 -> 設定 > Apple Business Managed (ABM)同期に移動します。

ABM設定
Apple Business Manager (ABM)はAppleの新しい企業iOSデバイス登録方法です。ABMでは、デバイスに直接
接続せず、最低限のユーザー操作でiOSデバイスを登録できます。Apple ABM登録により、管理者は完全
なデバイスセットアップ処理をカスタマイズできます。また、ユーザーがデバイスからMDMプロファイ
ルを削除できないようにすることができます。既存のiOSデバイス(iOSデバイスがABM要件を満たす場
合)と、将来購入するすべてのiOSデバイスを登録できます。Apple ABMの詳細については、Apple ABM ガ
イドとApple ABMドキュメントを参照してください。
ESET PROTECT Cloud MDMをApple ABMサーバーと同期する:
1.すべてのApple ABM要件(アカウント要件とデバイス要件)が満たされていることを確認します。
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• ABMアカウント:
oこのプログラムは特定の国でのみ提供されています。Apple ABM Webページにアクセスし、国
でABMが提供されているかどうかを確認してください。
oApple ABMアカウント要件は次のWebサイトをご覧ください。Apple展開プログラム要件およ
びApple Device Enrollment要件。
o詳細なABMデバイス要件を参照してください。
2.Apple ABMアカウントにログインします(Apple ABMアカウントがない場合は、ここで作成できま
す)。
3.デバイス管理設定セクションで、MDMサーバーの追加を選択します。

4.無題のMDMサーバー画面でMDMサーバー名を入力します。例:"MDM_Server,"。
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5.公開鍵をABMポータルにアップロードします。ファイルの選択をクリックし、公開鍵ファイ
ル(ESET PROTECT CloudのABM設定画面からダウンロードした公開鍵ファイル)を選択して、保存を
クリックします。

6.トークンのダウンロードをクリックし、Apple ABMトークンをダウンロードします。 このファ
イルは、ABMサーバートークン > アップロードの下のESET PROTECT Cloud CMDM設定にアップロー
ドされます。
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iOSデバイスをApple ABMに追加する:
次に、iOSデバイスをApple ABMポータル内の仮想MDMサーバーに割り当てます。シリアル番号、注文番
号でiOSデバイスを割り当てるか、CSV形式で対象デバイスのシリアル番号リストをアップロードします。
いずれにしても、iOSデバイスを仮想MDMサーバーに割り当てる必要があります(前の手順で作成)。
1. ABMポータルのデバイスセクションに移動し、割り当てるデバイスを選択して、デバイス管理の編
集をクリックします。
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2.リストからMDMサーバーを選択した後、選択内容を確認すると、モバイルデバイスがMDMサーバー
に割り当てられます。
デバイスがABMポータルから削除されると、完全に削除され、もう一度追加できません。
その後、Apple ABMポータルを離れESET PROTECT Cloud Webコンソールで続けることができます。
現在使用中(かつデバイス要件を満たす)のiOSデバイスを登録している場合、新しいポリシー設定
が、対象デバイスの初期設定リセット後に適用されます。
クラウドMDM同期間隔は30分に設定されているため、AppleデバイスがESET PROTECT Cloudに表示される
までこの期間を待機する必要があります。

CMDM登録
モバイルデバイスを管理するには、コンピューター > デバイスの追加 > Android or iOS/iPadOSをクリック
して、デバイスをクラウドWebコンソールに登録します。
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エンドユーザーライセンス契約 - 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、チェックボックスを選択します。
a)QRコードで登録をクリックし、登録QRコードを生成します。
1.新しいウィンドウで、登録する新しいモバイルデバイスのデバイス名を指定し、QRコードの生
成をクリックします。
2.登録するモバイルデバイスで表示されたQRコードをスキャンします。
3.選択したモバイルデバイスの登録が成功した後に、次のデバイスを登録をクリックして別のモ
バイルデバイスの別のQRコードを生成するか、モバイルデバイスの登録が完了したら閉じるをク
リックします。
b)

をクリックして、電子メールでモバイルデバイスを登録ウィンドウを開きます。

登録するモバイルデバイスを指定します。次の機能を使用して、モバイルデバイスを追加できます。
• 追加 - 1つのエントリ - モバイルデバイスのデバイス名と関連付けられた電子メールアドレス
を手動で入力する必要があります。(電子メール配信の場合、登録電子メールはこのアドレスに送
信されます。)また、ユーザーをモバイルデバイスに割り当てるには、既存のユーザーとペアリン
グをクリックしてユーザーを選択します。詳細 > コンピューターユーザーで指定された電子メール
で電子メールアドレスが上書きされます。別のモバイルデバイスを追加する場合は、追加をもう一
度クリックして、必須情報を送信します。
• 詳細:
oユーザーの追加 - デバイスを追加するには、詳細 > コンピューターユーザーのリストで該当す
るユーザーチェックボックスをオンにします。
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oCSVのインポート - このオプションを使用すると、簡単に多数のモバイルデバイスを追加でき
ます。追加するデバイスのリストが含まれた.csvファイルをアップロードします。詳細について
は、CSVのインポートを参照してください。
oクリップボードから貼り付け - カスタム区切り文字で区切られたアドレスのカスタムリストを
インポートします(この機能はCSVインポートでも動作します)。
CSVのインポートを使用するときには、各エントリでデバイス名を指定することをお勧めしま
す。これは、コンピューターでコンピューター名として表示されます。デバイス名フィール
ドを空にする場合は、電子メールアドレスが使用され、コンピューターとグループにコン
ピューター名として表示されます。複数のデバイスを登録するのに同じ電子メールアドレス
を使用しないでください。この電子メールアドレスが何度も表示され、デバイスを識別でき
なくなります。
c)詳細な登録ウィザードを使用するには、登録のカスタマイズをクリックします。
登録タイプを選択します。
• AndroidまたはiOS/iPadOS - これはAndroidまたはiOS/iPadOSデバイスの標準登録手順です。
• Androidデバイス所有者 - 管理されたAndroidデバイスのフルコントロール権限を取得します。
• 制限された入力オプションのAndroidデバイス - カメラがなし(QRコード登録の制限)または電子
メールサービスなし(電子メール登録の制限)のAndroidデバイスでの登録の代替手順。

配布
配布セクションで、アクセス方法とデバイス数に基づいて、デバイスの適切な登録リンク配信方法を選
択できます。
• 電子メールで登録 - 電子メールでのモバイルデバイスの一括登録。多数のモバイルデバイスを登
録する必要がある場合、または物理的にアクセスできない既存のモバイルデバイスがある場合に、こ
のオプションが最適です。このオプションを使用するには、モバイルデバイスのユーザー/所有者か
らのアクティブな参加が必要です。
登録電子メールの登録リンクは7日間有効です。
• QRコードで登録: 1回のモバイルデバイス登録。1つずつモバイルデバイスを登録でき、各デバイス
で同じ手順を繰り返す必要があります。少ない数のモバイルデバイスを登録するときにのみ、このオ
プションを使用することをお勧めします。ユーザー/モバイルデバイスの所有者に何もさせずに、自
分で登録全部を実行させる場合には、このオプションが最適です。また、新しいモバイルデバイスを
設定し、設定が完了した後にそのデバイスをユーザーに渡す場合には、このオプションを使用できま
す。
• セキュリティコードの挿入 - Androidモバイルデバイスにカメラまたは電子メールクライアントがな
い場合に使用されるシングルモバイルデバイス登録。

親グループ - 登録後にモバイルデバイスが割り当てられる初期親グループを選択します。

373

その他の設定をカスタマイズ
ライセンス - モバイルセキュリティ製品のアクティベーションに適切なライセンスを選択します。
タグ - 適切なタグを選択または追加し、モバイルデバイスを特定します。

製品の設定
[アプリケーションエンドユーザー使用許諾契約の条項に同意し、プライバシーポリシーを承諾する]の
横のチェックボックスを選択します。ESET製品のエンドユーザーライセンス契約(EULA)、利用規約、およ
びプライバシーポリシー。

リスト
登録するモバイルデバイスを指定します。次の機能を使用して、モバイルデバイスを追加できます。
• 追加 - 1つのエントリ - モバイルデバイスのデバイス名と関連付けられた電子メールアドレス
を手動で入力する必要があります。(電子メール配信の場合、登録電子メールはこのアドレスに送
信されます。)また、ユーザーをモバイルデバイスに割り当てるには、既存のユーザーとペアリン
グをクリックしてユーザーを選択します。詳細 > コンピューターユーザーで指定された電子メール
で電子メールアドレスが上書きされます。別のモバイルデバイスを追加する場合は、追加をもう一
度クリックして、必須情報を送信します。
• 詳細:
oユーザーの追加 - デバイスを追加するには、詳細 > コンピューターユーザーのリストで該当す
るユーザーチェックボックスをオンにします。
oCSVのインポート - このオプションを使用すると、簡単に多数のモバイルデバイスを追加でき
ます。追加するデバイスのリストが含まれた.csvファイルをアップロードします。詳細について
は、CSVのインポートを参照してください。
oクリップボードから貼り付け - カスタム区切り文字で区切られたアドレスのカスタムリストを
インポートします(この機能はCSVインポートでも動作します)。
CSVのインポートを使用するときには、各エントリでデバイス名を指定することをお勧めしま
す。これは、コンピューターでコンピューター名として表示されます。デバイス名フィール
ドを空にする場合は、電子メールアドレスが使用され、コンピューターとグループにコン
ピューター名として表示されます。複数のデバイスを登録するのに同じ電子メールアドレス
を使用しないでください。この電子メールアドレスが何度も表示され、デバイスを識別でき
なくなります。

登録
このセクションでは、登録プロセスのすべてのパラメーターを確認できます。
• 電子メール登録 - 対応する電子メールアドレスがあるデバイスの一覧が表示されます。電子メー
ルプレビューをクリックして、リストの各電子メールアドレスに配信される電子メールテンプレー
トを表示します。送信をクリックして、指定した電子メールアドレスに電子メールを送信します。
• QRコード登録 - 登録用のデバイスの一覧が表示されます。画面の右側には、選択したデバイス
の特定のQRコードが一覧に表示されます。
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• セキュリティコードの挿入 - 登録するモバイルデバイスで生成されたセキュリティコードを挿
入します。

接続の問題を防止するために、登録されたモバイルデバイスは15日に1回以上ESET PROTECT Cloud
に接続してください。登録電子メールでこの情報を確認できます。

Microsoft Intuneを使用したCMDM登録(Android)
Microsoft Intuneを使用している場合はMicrosoft Intune、アカウントをESET PROTECT Cloudと同期して、ESET
PROTECT CloudでMicrosoft Intune Androidデバイスを管理できます。

前提条件
• Android登録用にMicrosoft Intuneを準備します。
• Microsoft Intuneを管理されたGoogle Playアカウントに接続します。
Microsoft Intune 設定
1. ESET PROTECT Cloud Webコンソールで、その他 > 設定 >Microsoft Intune同期をクリックします。
2. 同期を実行するには、トークンの取得をクリックします。
3. Microsoft Intuneアカウントでサインインします。
4. ログインが成功した後には、ESET PROTECT Cloudの権限要求が必要です。指定された情報を確認し、
同意をクリックして続行します。
5. 有効な認証トークンがESET PROTECT Cloudインスタンスに追加されます。
認証トークンインポート処理で問題がある場合は、トラブルシューティングの詳細について、情報ボッ
クスを参照してください。

6. 登録設定の下で、登録方法のいずれかを選択します。
oすべてのAndroidデバイスを登録 - Microsoft IntuneのすべてのAndroidデバイスが自動的にESET
PROTECT Cloudに登録されます。
oすべてのユーザーのAndroidデバイスを登録— Microsoft Intuneでユーザーが割り当てられたAndroid
デバイスのみをESET PROTECT Cloudに登録します。
oMicrosoft IntuneグループからAndroidデバイスを登録 - 選択したMicrosoft IntuneグループのAndroid
デバイスのみをESET PROTECT Cloudに登録します。

375

7. 登録されたAndroidデバイスをアクティベーションするために使用されるライセンスを選択します。
8. 登録されたAndroidデバイスが登録後に属する親グループを選択します。
9. 登録設定を適用して、すべての選択した登録パラメーターを保存して適用します。
Microsoft Intune Androidデバイスは、ESET PROTECT CloudとMicrosoft Intuneの両方で管理できます。

CMDM管理
Androidモバイルデバイスの登録が成功した後に、管理を開始できます。
モバイルデバイス管理では、すべてのエンドポイントデバイスで使用可能な標準の エンドポイント管
理のうち、モバイルデバイス管理でのみ使用可能な複数の機能を提供します。
Anti-Theftアクション:これらは、検索、ロック、出荷時の状態にリセットなど、管理されたモバイルデ
バイスでのみ使用できるタスクです。これにより、管理者はリモートでモバイルデバイスを検索、ロッ
クし、状況によってはモバイルデバイスをワイプすることができます。
リモートアプリケーションインストール:ESET Endpoint for Android (2+)ポリシーでは、モバイルデバイス
をポリシーのリストに追加して、リモートで必要なアプリケーションを強制的にインストールできます。
このためには、既存の適用されたESET Endpoint for Android (2+)ポリシーに移動します(または、この目的
用に新しいポリシーを作成します)。コントロールの下で、アプリケーションコントロールを有効にす
る設定を有効にします。アプリケーションのリストをクリックして、モバイルデバイスにリモートでイ
ンストールするアプリケーションを追加します。これらのアプリケーションは、ポリシーが適用された
後、モバイルデバイスにリモートでインストールされます。

iOS管理
iOSデバイスの管理では、標準またはABM登録モードで、CloudMDM機能でiOSデバイスをESET PROTECT
Cloudに登録および管理することもできます。
iOS登録:
有効にしたら、コンピューターセクション > デバイスの追加 > モバイルデバイスに移動します。ここ
では、AndroidデバイスのCMCMD登録ドキュメントに従ってください。iOS登録は種類の選択で使用できま
す。AndroidまたはiOS /iPadOSオプション。
iOS管理:
iOSモバイルデバイスの登録が成功した後に、管理を開始できます。
モバイルデバイス管理では、すべてのエンドポイントデバイスで使用可能な標準の エンドポイント管
理のうち、モバイルデバイス管理でのみ使用可能な複数の機能を提供します。
Anti-Theftアクション:これらは、検索、ロック、出荷時の状態にリセットなど、管理されたモバイルデ
バイスでのみ使用できるタスクです。これにより、管理者はリモートでモバイルデバイスを検索、ロッ
クし、状況によってはモバイルデバイスをワイプすることができます。
ESET MDM for iOS /iPadOSポリシーを割り当て、各使用可能なiOS管理設定をカスタマイズできます。
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Android版Webコントロール
ESET Endpoint Security for Androidを使用して、管理されたAndroidデバイスでのWebサイトへのアクセス
を規制します。Webコントロールは、知的財産権に抵触する可能性があるWebサイトへのアクセスを規制
し、法的責任のリスクから会社を保護できます。目的は、作業生産性に悪影響を及ぼす可能性がある不
適切または有害なコンテンツやページに従業員がアクセスするのを防止することです。
Android版Webコントロールは、ESET Endpoint Security for Androidバージョン3.0以降でサポートさ
れています。
既定では、Webコントロールは無効です。有効にするには、新しいポリシーを作成する必要があります。
1. [管理] > [ポリシー] > [新規ポリシー]をクリックします。
2. 新しいポリシーウィンドウで、設定に移動し、ESET Endpoint Security for Android (2+)を選択します。
3. ポリシーのWeb保護セクションで、Webコントロールを有効します。
4. ホワイトリストとブラックリスト固有のリンクまたはカテゴリ。

Webコントロールルール
Webコントロールポリシーを使用して、次の3つの異なるカテゴリのURLのリストを指定します。
• ブラックリスト - オプションまたはアクセスなしでURLをブロックします
• ホワイトリスト - URLへのアクセスを許可します
• 警告 - URLに関する警告が表示されますが、アクセスするオプションが表示されます
これらの各セクションは、次のアクションで管理できます。
• 追加 - 特定のURLアドレスの新しいレコードを追加します
• 編集 - 既存のURLアドレスを編集
• 削除 - URLアドレスの既存のレポートを削除します
• インポート - 新しいURLアドレスのリストをカテゴリにインポートします
• エクスポート - 選択したカテゴリからURLアドレスのリストをエクスポートします
特定のWebサイトへのアクセスを制御するルールの場合、URLフィールドに完全なURLを入力しま
す。
特殊記号* (アスタリスク)および?(疑問符)はURLフィールドで使用できます。
ドメインアドレスを追加すると、このドメインとすべてのサブドメインのすべてのコンテン
ツ(例: subdomain.domain.com) が、選択したアクションに基づいてブロックまたは許可されま
す。
別の方法として、分類ルールの下のカテゴリに基づいて、URLのセット全体を許可/ブロックします。
カテゴリルールウィンドウで、特定のカテゴリのURLのアクションを選択し、影響を受けるサブカテゴ
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リを指定します。
• 許可 - 選択したカテゴリのURLへのアクセスを許可します
• ブロック - 選択したカテゴリのURLへのアクセスをブロックします
• 警告 - 選択したカテゴリのURLに関する警告が表示されます

OSアップデート管理
ESET Endpoint Security for Androidを使用すると、管理者は管理対象のAndroidデバイスでAndroid OSのアッ
プデートを管理できます。
この機能では、ESET Endpoint Security for Androidバージョン3.0が必要です。また、Androidデバイス
をデバイス所有者モードで登録する必要があります。
管理されたデバイスでOSアップデートを管理するには、新しいポリシーを作成します。
1. [管理] > [ポリシー] > [新規ポリシー]をクリックします。
2. 設定で、ESET Endpoint Security for Android (2+)を選択します。
3. デバイスセキュリティで、デバイスセキュリティを選択し、デバイスセキュリティを有効にする設
定を有効にします。
4. OS管理機能を有効にするには、システムアップデート管理に移動し、システムアップデートの管
理を有効にします。
このセクションでは、管理されたAndroidデバイスで更新されたAndroid OSの異なるルールを設定できま
す。
• システムアップデートポリシー:
o自動:Android OSアップデートは遅延なく実行されます。
o時間帯設定:Android OSアップデートは、毎日のメンテナンスウィンドウ設定で指定されたメンテ
ナンス期間にのみ実行されます。
o30日間延期されました:Android OSアップデートはリリース日の30日後に実行されます。
• 毎日のメンテナンスウィンドウ:管理されたAndroidデバイスでOSアップデートが実行される特定の
時間を設定します。
• フリーズ期間:デバイスをアップデートできない複数の期間を指定します。

ESET PROTECT Cloud 移行シナリオ
ESET PROTECT Cloudに移行するための移行シナリオ。
このセクションでは、他のESET製品をESET PROTECT Cloudに移行するための移行シナリオを確認します。
シナリオを最もよく説明している以下のリンクをクリックしてください。
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1. ネットワークでESET Endpointセキュリティ製品の管理をやめ、ESET PROTECT Cloudでの管理を開始し
たい。
2. 現在、ESMC 7 / ESET PROTECTでネットワークを管理していて、ESET PROTECT Cloudに変更したい。

ESET Full Disk Encryptionで暗号化されたデバイスを管理する場合は、次の手順に従い、回復データ
の損失を防止してください。
1.移行の前: ステータス概要 > 暗号化に移動します。ここでは、現在ESET Full Disk Encryption回復
データをエクスポートできます。
2.移行の後: 新しい管理コンソールでESET Full Disk Encryption回復データをインポートします。
これらの手順を実行できない場合は、移行前に管理されたデバイスを復号する必要があります。
移行後、ESET PROTECT Cloud Webコンソールから、管理されたデバイスを暗号化できます。

ネットワークでESET Endpoint製品の管理をやめ、ESET PROTECT Cloud
での管理を開始したい。
Live Installerでは、バージョン4.5以前のESETサーバー製品をアップグレードできません。ESET
PROTECT Cloudにアップグレードするには、ESETバージョン6以上の製品がインストールされている
必要があります。
次の手順に従い、ESET PROTECT Cloudで管理されていない製品を検索して追加します。
1. ESET PROTECT Cloudインスタンスを作成します。
2. 新しいインストーラーを作成し、現在ネットワークにあるEndpoint製品に基づいて、インストール
する製品を選択します。
3. クライアントのポリシーとグループ設定は、インストーラーで定義できます。インストーラーの一
部としてポリシーが定義されず、ポリシーがESET PROTECT Cloudのどのグループにも適用されていな
い場合、Endpoint製品の現在の設定は上書きされず、後からエクスポートして、ポリシーに変換でき
ます。
4. インストーラーをネットワークに展開します。Live Installerは、ESET Managementエージェントをイ
ンストールし、既存のEndpoint製品をアップグレードします。
Live Installerには、必要なコンポーネントをダウンロードするために、直接インターネット接続が
必要です。インストールが完了した後に、接続をプロキシ経由の転送に切り替えることができま
す。
5. インストールが正常に完了し、デバイスがESET PROTECT Cloudに接続した後に、ESET PROTECT Cloud
を使用して管理を開始できます。
6. ポリシーがインストールの一部ではないか、ESET PROTECT Cloudのどのグループにも適用されていな
い場合は、Endpoint製品の設定をエクスポートできます。
7. このためには、タスクに移動し、新しい管理された製品設定のエクスポートタスクを作成します。
8. 設定部で、製品:すべてを選択し、ターゲットとして、設定をエクスポートするすべてのデバイス
を選択します。
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9. すべての選択されたデバイスでタスクが実行されるまで待機します。
10. 特定のデバイスの詳細を > 設定に移動し、特定のEndpoint製品設定を開きます。
11. ここでは、エクスポートされた設定を確認し、問題がない場合は、ポリシーに変換を選択します。
12. ポリシーウィザードが開きます。ここでは、ポリシーレビューの名前を編集し、必要に応じて設
定の一部を調整して、完了をクリックして保存します。
13. 各Endpoint製品でこの手順を繰り返します。
14. すべての製品設定が変換された後、ポリシーを該当するクライアントデバイスに適用して続行し、
設定がロックされて、デバイスのユーザーが変更できないようにします。

ESMC 7 / ESET PROTECTからESET PROTECT Cloudへの
部分移行
ERA 6.XエージェントをESET PROTECT Cloudに移行できません。インフラストラクチャにERA 6.xサー
バーがある場合、またはERA 6.xエージェントがある場合は、サーバーをアップグレードし、すべ
ての管理されたコンピューターでERA 6.xエージェントをESET Managementエージェント(バージョ
ン7以降)にアップグレードしてから、ESET PROTECT Cloudに移行してください。
ESMC 7 / ESET PROTECTサーバーからESET PROTECT Cloudにデータベースを移行することはできませ
ん。
部分移行には、次の移行が含まれます。
• ESET Managementエージェント(管理されたコンピューター)
• ポリシー
他のESMC 7 / ESET PROTECTデータベースデータ(動的グループ、動的グループテンプレート、レポー
ト、検出、通知、タスク、インストーラー)は移行されません。
ESET PROTECT CloudはESET Inspect Cloudをサポートしていますが、ESET Inspectはサポートされていま
せん。ESET PROTECTからESET PROTECT Cloudに移行する場合、ESET PROTECT CloudからESET Inspectを
管理できませんが、ESET PROTECT CloudからESET Inspect Cloudを管理することはできます。
次の手順に従い、ESMC 7 / ESET PROTECTからESET PROTECT Cloudに切り替えます。
MSPアカウントをお持ちの場合は、MSPクラウドへの移行の手順に従ってください。
I. 新しいESET PROTECT Cloudインスタンスを作成します
II. オンプレミスESMC 7 / ESET PROTECTからESET PROTECT Cloudに移行します
III. 移行ポリシーを使用して、オンプレミスESET Management 7 / ESET PROTECTからESMCにESET PROTECT
Cloudエージェント(管理されたコンピューター)を移行します
IV. ESET Business AccountでESET PROTECT Cloudユーザーを設定します
V. ESET Business AccountユーザーをESET PROTECT Cloud Webコンソールに追加します
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ESET Full Disk Encryptionで暗号化されたデバイスを管理する場合は、次の手順に従い、回復データ
の損失を防止してください。
1.移行の前: ステータス概要 > 暗号化に移動します。ここでは、現在ESET Full Disk Encryption回復
データをエクスポートできます。
2.移行の後: 新しい管理コンソールでESET Full Disk Encryption回復データをインポートします。
これらの手順を実行できない場合は、移行前に管理されたデバイスを復号する必要があります。
移行後、ESET PROTECT Cloud Webコンソールから、管理されたデバイスを暗号化できます。

I. 新しいESET PROTECT Cloudインスタンスを作成します
前提条件
• ESET Business Accountのスーパーユーザーアカウント。
• ESET PROTECT Cloudで有効なライセンス。
EBAとEMA2のアカウントが同じ電子メールアドレスに登録されている場合は、いずれかのアカウ
ントからのみESET PROTECT Cloudをアクティベーションできます。ESET PROTECT Cloudインスタンス
を作成するために選択したアカウント(EBAまたはEMA2)は、インスタンスをアクティベーションま
たは削除するために使用できる唯一のアカウントです。

新しいESET PROTECT Cloudインスタンスの作成
1. ESET Business Accountを開き、ログインします(あるいは新しいアカウントを作成します)。
2. ライセンス > 製品認証キーを入力をクリックします。
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3. ライセンスの追加ウィンドウで、ESET PROTECT Cloud製品認証キーを入力し、ライセンスの追加を
クリックします。

4. 確認電子メールが送信されます(電子メールが送信されない場合は、ナレッジベース記事の手順に
従ってください)。ライセンスの確認をクリックします。

5. ダッシュボードで、ESET PROTECT Cloudの下にあるアクティベーションをクリックします。
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ESET Business Accountの言語設定を確認します。一部のESET PROTECT Cloud メインプログラムウィ
ンドウ要素は、初めてESET Business Account言語設定で言語を設定したときに定義され、後から変
更できません。
6. ESET PROTECT Cloudのアクティベーションウィンドウが開きます。利用規約を読み、同意する場合
はチェックボックスをオンにします。
7. 管理されたネットワークのロケーションに最も近いESET PROTECT Cloudインスタンスのデータセン
ターロケーションを選択し、続行をクリックします。
選択すると、ESET PROTECT Cloudインスタンスのデータセンターロケーションを変更することはで
きません。
8. ESET PROTECT Cloudインスタンスが作成されます。作成されるまで数分待機するか、ログアウトす
ることができます。ESET PROTECT Cloudインスタンスが使用可能になると、電子メールで通知されます。
9. 続行をクリックします。あるいは、ダッシュボードをクリックし、ESET PROTECT Cloudタイルで開
くをクリックして、新しいタブでESET PROTECT Cloud Webコンソールを開きます。
ESET PROTECT Cloudは、Webコンソールのコンピューターの静的グループツリーにESET Business Account
構造を同期します。

II. オンプレミスESMC 7 / ESET PROTECTからESET PROTECT Cloudに移行
します
次の手順はESMC 7からの移行を示します。
1. オンプレミスESMC 7 / ESET PROTECTにログインします。
2. オンプレミスESMC 7 / ESET PROTECTで、ポリシー > すべてを選択し、表見出しのチェックボックス
をオンにして (またはエクスポートするポリシーの横にあるチェックボックスをオンにして)、アク
ション > のエクスポートをクリックします。
ESET Managementエージェントポリシーはエクスポートしないでください。
サーバーが接続するための 強制フラグが設定されたエージェントポリシーが設定されていない
ことを確認します。
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3. ポリシーのリストを.datファイルに保存します。
4. ESET PROTECT Cloudでは、ポリシー > アクション > インポートをクリックして、手順2でESMC / 7
ESET PROTECTからエクスポートしたポリシーのリストを含む.datファイルを選択し、インポートをク
リックして、そのファイルをESET PROTECT Cloudにインポートします。

5. インポートされたポリシーはカスタムポリシーの下に表示されます。ESMC 7 / ESET PROTECTか
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らESET PROTECT Cloudに移行した後、ESMC 7 / ESET PROTECTでコンピューターに割り当てられたポリ
シーは保持されません。ポリシーをESET PROTECT Cloudにインポートした後、ESET PROTECT Cloudでイ
ンポートされたコンピューターに割り当てることができます。
コンピューターにポリシーを適用するときには、次の注意が必要です。
a)オンプレミスESMC 7 / ESET PROTECT:適用されたポリシーと管理された各コンピューターの順序
の一覧を作成します。
b)内向き ESET PROTECT CloudオンプレミスESMC 7 / ESET PROTECTからのポリシー設定に基づいて、
ポリシーを各コンピューターに適用します。

III. 移行ポリシーを使用して、オンプレミスESET Management 7 / ESET
PROTECTからESMCにESET PROTECT Cloudエージェント(管理されたコ
ンピューター)を移行します
1. ESET PROTECT Cloud Webコンソールで、クイックリンク > ダウンロード移行ポリシーをクリックし、.
datファイルを保存します。

2. オンプレミスESMC 7 / ESET PROTECTでポリシー > インポートを選択します。前の手順でダウンロー
ドした.datファイルを選択し、インポートをクリックします。
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3. カスタムポリシーに移動し、インポートされた移行ポリシーを選択します。

数台のコンピューターで移行をテストする
物理的にアクセスできる数台のコンピューターを移行することをお勧めします。これらのコン
ピューターがESET PROTECT Cloudに接続可能であることを確認してから、すべてのコンピューター
の移行を進めます。
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4. 割り当て > グループの割り当てをクリックします。
5. すべての静的グループを選択し、OKをクリックします。
• 管理されたコンピューターを確実に移行するために、移行ポリシーをすべて静的グループに適
用します。
• 移行後、すべてのコンピューターはESET PROTECT Cloudで紛失中の静的グループに表示されます。
• 複数テナント設定のマネージドサービスプロバイダーの場合は、各静的グループで次の手順を
繰り返し、移行されたコンピューターが元の静的グループにあることを確認します。
a)静的グループを選択します。
b)コンピューターの移行を許可します。
c)ESET PROTECT Cloudで移行されたコンピューターを対応する静的グループに移動します。

6. 完了をクリックして、ポリシーを適用します。
7. ESET PROTECT Cloud Webコンソールにログインします。コンピューターには、ESMC 7 / ESET
PROTECTから移行されたコンピューターが表示されます。ESMC 7 / ESET PROTECTからのすべてのコン
ピューターがESET PROTECT Cloudに接続し始めるまで、数分待つ必要がある場合があります。
8. ESMC 7 / ESET PROTECTからESET PROTECT Cloudにコンピューターを移行した後、これらのコンピュー
ターでESETセキュリティ製品を再アクティベーションする必要があります(ESET PROTECT Cloudで管理
されたライセンスがある管理されたコンピューターをアクティベーション)。
a.ESET PROTECT Cloud Webコンソールで、ダッシュボード > コンピュータータブをクリックし、上
位のコンピューターの問題グラフの赤色の領域をクリックし、製品のアクティベーションを選択
します。
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b.設定でESETセキュリティ製品のライセンスを選択し、対象で対象のコンピューターを確認して、
完了をクリックします。
コンピューターでさまざまなESETセキュリティ製品(エンドポイント製品とサーバー製品の両方)
が実行されている場合は、アクティベーション手順を繰り返し、ESETセキュリティ製品のカテゴ
リごとに適切なライセンスを選択する必要があります。
c.ESETセキュリティ製品がアクティベーションされるまで数分待ちます。

IV. ESET Business AccountでESET PROTECT Cloudユーザーを設定します
V. ESET Business AccountユーザーをESET PROTECT Cloud Webコンソー
ルに追加します

ESET PROTECT Cloudの使用を停止する
ESET PROTECT Cloudでネットワークの管理を停止するには、2つの適切な方法があります。
a) すべてのESETセキュリティ製品とESET Managementエージェントを完全に削除してから、ESET PROTECT
Cloudインスタンスを停止します。
b) ESETセキュリティ製品を使用し続けますが、ESET ManagementエージェントとESET PROTECT Cloudイン
スタンスを削除します。(このシナリオでは、以下のESET Managementエージェントの削除に進みます)。
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ネットワークのESETセキュリティ製品を削除します
1. 既定にリセットするか、ポリシーのクライアント設定をロック解除します。
a.現在クライアントに適用されているすべてのカスタムポリシーを削除します。
b.すべてのビルトインポリシーで、ポリシーを選択し、クライアントタブをクリックして、こ
れらのポリシーがすべてネットワークのコンピューターに割り当てられているかどうかを確認
します。

2. クライアントのパスワード設定を既定値に変更します。
a.新しいポリシーを作成し、セキュリティ製品ポリシー > ユーザーインターフェース > アク
セス設定に移動します。
b.パスワード保護設定を無効にし、パスワードの設定設定の横の

強制を使用します。

c.このポリシーをネットワークのすべてのデバイスに割り当てます。Endpoint製品の詳細設定の
パスワード保護が削除されます。
3. ESET Full Disk Encryptionで暗号化されたワークステーションを復号します。
ESET PROTECT Cloudインスタンスが削除された後に、ワークステーションがまだ暗号化されている
場合は、ワークステーションを復号化する方法はありません(以前に暗号化回復データがダウンロー
ドされていない場合)。この場合、ESETはお手伝いすることができません。
4. 必要に応じて、クライアントデバイスからセキュリティ製品を削除します。セキュリティ製品は、
インストールしたままにすることができます。セキュリティ製品は管理されていなくても、保護を提
供し続けます。
ネットワークのすべてのセキュリティ製品をアンインストールするには、ソフトウェアのアンインストー
ルタスクを使用します。
a.タスク > 新規に移動します。
b.基本セクションのタスク作成ウィザードで、名前と説明を入力し、タスクドロップダウンメ
ニューからソフトウェアのアンインストールを選択します。
c.設定セクションで、アンインストールドロップダウンメニューから、アンインストールする
アプリケーションを選択します。パッケージ名の下で、アンインストールするパッケージを選
択をクリックし、アンインストールするセキュリティ製品を選択し、OKをクリックします。
d.パッケージバージョンの下で、すべてのバージョンのパッケージをアンインストールをクリッ
クし、ネットワークのクライアントコンピューターで、異なるバージョンのセキュリティ製品
をアンインストールする際の問題を回避します。
e.必要なときに自動的に再起動の横のチェックボックスを選択し、アンインストール処理が完
了したことを確認してから、完了をクリックして、タスクを作成します。
f.トリガーの作成をクリックし、タスクを作成します。グループの追加をクリックし、すべての
グループをターゲットとして選択します。該当するトリガーを選択し、完了をクリックして実
行します。

すべてのデバイスでタスクが正常に実行されたことを確認し、ネットワークの各タイプのセキュリティ
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製品で処理を繰り返します。

ネットワークからESET Managementエージェントを削除します。
ネットワークのすべてのESET Managementエージェントを最も効率的に削除するために、すべての影響
を受けるデバイスの電源がオンで、ESET PROTECT Cloudに接続していることを確認します。
1. パスワード保護設定を元に戻します(Windowsのみ)。
a.ESET Managementエージェントの新しいポリシーを作成します。
b.詳細設定に移動し、設定の下で、パスワード保護設定設定の横の

強制フラグを設定します。

c.すべてのグループにポリシーを割り当て、完了をクリックして適用します。
2. ポリシーが適用されていることを確認します。ポリシーが正常にすべてのクライアントに適用され
た後に、ネットワークのコンピューターからESET Managementエージェントを削除します。管理の停
止(ESET Managementエージェントのアンインストール)タスクを使用して実行できます。ネットワー
クのすべてのコンピューターにタスクを割り当てます。
3. ネットワークのすべてのデバイスでタスクが実行されるまで待機します。
4. ESET PROTECT Cloudのコンピューターセクションで、すべてのデバイスを削除します。
10分以内にどのデバイスもコンソールに再表示されない場合は、すべてのESET Managementエージェン
トが正常にネットワークから削除されました。

ESET PROTECT Cloudインスタンスの削除
1. ESET Business Accountアカウントを開きます。
2. メインのダッシュボードセクションで、ESET PROTECT Cloudタイルに移動します。
3. ESET PROTECT Cloudタイルの歯車アイコンをクリックし、ESET PROTECT Cloudの削除を選択します。
4. パスワードを入力し、削除をクリックします。ESET PROTECT Cloudインスタンスが削除されます。

最後のESET PROTECT Cloudライセンス有効期限
このトピックでは、次のライセンス関連のシナリオについて説明します。
• 最後のESET PROTECT Cloudの資格があるライセンスが期限切れになる前後に、ESET PROTECT
Cloudインスタンスで何が発生するか。
• 最後のESET PROTECT Cloudの資格があるライセンスがESET Business Accountから削除された後に
何が発生するか。

最後のESET PROTECT Cloudの資格があるライセンスが期限切れになる前後に、ESET PROTECT Cloudインス
タンスで何が発生するか。
ライセンスがまもなく期限切れになるときには、ESET Business Accountインターフェイスでアラートが表
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示されます。有効期限を過ぎ、ライセンスを更新していないか、新しいライセンスをアクティベーショ
ンしていない場合は、ライセンス期限切れアラートがESET Business Accountに表示されます。資格がある
ライセンスがない場合は、ライセンスが14日後に一時停止されるという通知がESET Business Accountに表
示され、管理者アカウントで指定したアドレスに電子メールが送信されます。
ライセンスが期限切れになった後、更新するまでに14日間の猶予期間があります。猶予期間の半ばには、
ESET Business Accountと電子メールで通知が送信されます。14日後、ESET PROTECT Cloudの使用が停止され
ます。
インスタンスにアクセスできなくなり、機能しなくなります。一時停止されたESET PROTECT Cloudイン
スタンスは保存され、新しいESET PROTECT Cloudの資格があるライセンスをESET Business Accountに追加
すると、もう一度アクセスできます。ESET PROTECT Cloudインスタンスは最大30日間一時停止の状態に
なります。その後、そのインスタンスと関連付けられたすべてのデータが完全に削除されます。
インスタンスが一時停止状態になった場合、インスタンスが削除されるまでの残り日数が14日になった
時点で、ESET Business Accountと電子メールで通知されます。ESET PROTECT Cloudインスタンスへのアクセ
スを復元するには、新しいESET PROTECT Cloudの資格があるライセンスをアクティベーションする必要
があります。

最後のESET PROTECT Cloudの資格があるライセンスがESET Business Accountから削除された後に何が発生
するか。
ESET PROTECT Cloudの資格があるライセンスがESET Business Accountに存在しない場合は、ESET PROTECT
Cloudインスタンスが一時停止されます。
インスタンスにアクセスできなくなり、機能しなくなります。一時停止されたESET PROTECT Cloudイン
スタンスは保存され、新しいESET PROTECT Cloudの資格があるライセンスをESET Business Accountに追加
すると、もう一度アクセスできます。ESET PROTECT Cloudインスタンスは最大30日間一時停止の状態に
なります。その後、そのインスタンスと関連付けられたすべてのデータが完全に削除されます。
インスタンスが一時停止状態になった場合、インスタンスが削除されるまでの残り日数が14日になった
時点で、ESET Business Accountと電子メールで通知されます。ESET PROTECT Cloudインスタンスへのアクセ
スを復元するには、新しいESET PROTECT Cloudの資格があるライセンスをアクティベーションする必要
があります。

自動アップデート
ESET製品にはさまざまな種類の自動アップデートがあります。
• ESET Managementエージェント自動アップグレード
• ESETセキュリティ製品の自動アップデート
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ビジネス製品のESETサポート終了ポリシーも参照してください。
ESET製品のアップデートとリリースタイプを参照してください。
メタデータを含まないオフラインリポジトリを使用する場合(インストーラーを共有ネットワーク
ドライブにコピーした場合など)は、自動アップデートが動作しません。ミラーツールを使用して、
自動アップデートをサポートするオフラインリポジトリを作成してください。ミラーツールオフ
ラインリポジトリはネットワーク全体で同時に自動アップデートを配布します(オンラインリポジ
トリは自動アップデートを段階的に配布します)。

ESET Managementエージェント自動アップグレード
ESET PROTECT Cloudでは、管理されたコンピューターでのESET Managementエージェントの自動アップグ
レードが可能です。

ESET Managementエージェント自動アップグレード要件
OS

ESET Managementエージェントバージョン

Windows 7.2.1266.0以降
Linux

7.2.2233.0以降

macOS

7.2.3261.0以降

ESET Managementエージェント自動アップグレードの仕組み
• 既定ではエージェント自動アップグレードが有効であり、無効化できません。
• ESET Managementエージェント自動アップグレードは、最新のESET Managementエージェントバー
ジョンがリポジトリにリリースから2週間後にトリガーされます。
新しいESET Managementエージェントバージョンが利用可能で、自動アップグレードが発生してい
ない場合は、ダッシュボード > コンポーネントバージョンステータスから手動でエージェントアッ
プグレードを開始できます。
あるいは、エージェントのアップグレードクライアントタスクを使用できます。
• 自動アップグレードは、ネットワークおよび管理されたコンピューターに対する影響の増大を防
止するために、長期間、アップグレードプロセスが段階的に配布されることを保証するために設計
されています。
• メタデータを含まないオフラインリポジトリを使用する場合(インストーラーを共有ネットワー
クドライブにコピーした場合など)は、自動アップデートが動作しません。ミラーツールを使用し
て、自動アップデートをサポートするオフラインリポジトリを作成してください。ミラーツールオ
フラインリポジトリはネットワーク全体で同時に自動アップデートを配布します(オンラインリポ
ジトリは自動アップデートを段階的に配布します)。

ESETセキュリティ製品の自動アップデート
ESETPROTECTCloudには、管理されたコンピューターでESETセキュリティ製品が常に最新バージョンにアッ
プデートされる機能が導入されています。
自動製品のアップデートは、新しく展開されたESET PROTECT Cloudインスタンスで自動的に有効にされ
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ます。
• 自動アップデート機能を使用するには、有効なESETセキュリティ製品が必要です。自動アップ
デートをサポートするESETビジネス製品の一覧を参照してください。他のESETセキュリティ製品
では自動アップデートがサポートされていません。ESETは今後この機能を追加する予定です。
• ポリシーを使用して自動アップデートを構成できます。
• 自動アップデートFAQを参照してください。最初の自動アップデートは、最初にリリースされ
た9.xビルドの将来のバージョン(例: 9.1、またはxxxxが最初の9.xビルドよりも上位の場合
は9.0.xxxx.y)に実行されます。アップデートの安定性を保証するために、新しいESETセキュリティ
製品バージョンのグローバルリリース後に、遅れてから自動製品のアップデートが配布されます。
その間に、Webコンソールで、ESETセキュリティ製品が最新ではないと報告される場合がありま
す。
• ESET製品のアップデートとリリースタイプを参照してください。
• メタデータを含まないオフラインリポジトリを使用する場合(インストーラーを共有ネットワー
クドライブにコピーした場合など)は、自動アップデートが動作しません。ミラーツールを使用し
て、自動アップデートをサポートするオフラインリポジトリを作成してください。ミラーツール
オフラインリポジトリはネットワーク全体で同時に自動アップデートを配布します(オンラインリ
ポジトリは自動アップデートを段階的に配布します)。
以下のオプションのいずれかを実行して、ネットワークのESETセキュリティ製品を自動アップデー
トをサポートするバージョンにアップグレードします。
• ダッシュボード > ステータス概要 > コンポーネントバージョンステータスでワンクリックアク
ションを使用して、棒グラフを選択し、インストールされているESETコンポーネントのアップデー
トを選択します。
• コンピューターですべての静的グループの横の歯車アイコンをクリックして、タスク > アップ
デート > ESET製品のアップデートを選択します。
• ソフトウェアインストールクライアントタスクを使用します。
ESETセキュリティ製品を最新バージョンにアップグレードするには、次の2つの方法があります。
• ソフトウェアインストールクライアントタスク
• 自動アップデート機能
ソフトウェアインストールクライアントタスクと自動アップデート機能の違い:

ソフト
ウェア
インス
トール
クライ
アント
タスク
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アップグレー
ド処理

アップグレード後に再起動

今後のアップグレード

アップグレー
ド処理に
は、ESETセキュ
リティ製品の
再インストー
ルが含まれま
す。

ESETセキュリティ製品のアップグレードでは、
セキュリティの理由からコンピューターを即時
に再起動する必要があります(アップグレード
されたESETセキュリティ製品の完全な機能を保
証するため)。

手動 - 管理者は、ソフトウェ
アインストールクライアン
トタスクを実行して、今後
の各アップグレードを開始
する必要があります。上記
の使用可能なオプションを
参照してください。

アップグレー
ド処理
自動アッ アップグレー
プデー ド処理に
ト
は、ESETセキュ
リティ製品の
再インストー
ルは含まれま
せん。

アップグレード後に再起動

今後のアップグレード

ESETセキュリティ製品のアップグレードではコ
ンピューターの再起動が必要ですが、ただちに
再起動しなくてもかまいません。アップグレー
ドは、次回のコンピューターの再起動後に実行
されます。ESET PROTECT Cloud管理者は、選択し
たコンピューターの再起動チェックボックスを
使用して、コンピュータークライアントのシャッ
トダウンタスクを使用して、コンピューターの
アップグレードを施行し、Webコンソールから
リモートで再起動できます。

自動 - 新しいバージョンが
リリースされたときに、サ
ポートされているESETセキュ
リティ製品の自動アップデー
トを実行します(安定性の理
由によりアップデートは遅
れて実行されます)。

自動製品のアップデートの設定
互換性があるESETセキュリティ製品とすべての静的グループを既定の対象としてカバーする自動アップ
デート機能ポリシーを使用して、自動アップデートを設定できます。

ビルトインの自動アップデートポリシーターゲットを変更します。
ESET PROTECT Cloud Webコンソールで、ポリシーをクリックして、ビルトインポリシーを展開し、ポリ
シーをクリックします。 割り当ての変更をクリックして、ターゲットを調整し、完了をクリックしま
す。

自動アップデートを設定する:
新しい自動アップデートポリシーを作成して、自動アップデートを設定します。
1. ESET PROTECT Cloud Webコンソールで、ポリシー > 新しいポリシー > 設定をクリックします。
2. ドロップダウンメニューから自動アップデートを選択し、ポリシー設定を構成します。
• 自動アップデート - 既定では自動アップデートが有効です。

自動アップデートを無効にするには、自動アップデートスライダーバーをオフにします。自動
アップデートのオプトアウトも参照してください。

• アップデートを停止 - 自動アップデートを停止するESETセキュリティ製品バージョンを任意で
設定できます。
oリポジトリから選択をクリックし、バージョンを選択します。
oバージョンを入力 - ワイルドカードとして*を使用できます。例: 9.* / 9.0.* / 9.0.2028.*
たとえば、9.0.*と入力する場合は、マイナーバージョン9.0からのすべてのホットフィックス
がインストールされます。
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この設定は、設定されたバージョンまたは自動アップデート設定状態に関係なく、自動的にイ
ンストールされたセキュリティと安定性のアップデートには適用されません。
ESET製品のアップデートとリリースタイプを参照してください。

3. 割り当てをクリックして、ポリシーターゲット(グループまたは個別のコンピューター)を選択しま
す。
ビルトインの自動アップデートポリシーによって自分で作成した自動アップデートポリシー設定
が上書きされないことを確認してください。クライアントのポリシーの適用の詳細をお読くださ
い。
4. [完了]をクリックします。

ESET PROTECT Cloudについて
[バージョン情報]ウィンドウを開くには、[ヘルプ] > [バージョン情報]に移動します。このウィンドウ
には、ESET PROTECT Cloudのバージョンに関する詳細が表示されます。ウィンドウの上部には、接続中の
クライアントデバイス数とアクティブなライセンス数の情報があります。
ESETサポートに問い合わせる場合は、ESET PROTECT CloudインスタンスのUUID番号を提供すること
で、ESET PROTECT Cloudインスタンスを特定します。インスタンスのUUID番号は、ヘルプ > バージョ
ン情報 > IDあるいは、ESET Business AccountまたはESET MSP Administratorポータルのヘルプ > バー
ジョン情報 > ESET PROTECT Cloud IDの下のにあります。

ESET PROTECT Cloudのセキュリティ
はじめに
このドキュメントの目的は、ESET PROTECT Cloud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 PROTECT Cloudインフラストラクチャ、ESET Business Account (以下、「EBA」と表
記」)、ESET MSP Administrator (以下、「EMA」と表記)、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.
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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

10.
11.
12.
13.
14.

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 s.r.o.は、統合管理システムの範囲にESET PROTECT Cloud、EBAおよびEMA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
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 PROTECT Cloud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
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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 PROTECT Cloud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 PROTECT Cloud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 PROTECT Cloud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、ESETPROTECTCloud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 PROTECT CloudとESET Business Accountのシングルサインオンは集中管理されたIDプロバイダー
によって制御されます。これにより、ユーザーは許可されたテナントにのみアクセスできることが保証
されます。アプリケーションは標準のESET PROTECT Cloud権限を使用して、テナントのロールベースの
アクセス制御を施行します。
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 PROTECT Cloud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 PROTECT Cloud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す。

6.暗号化
ESET PROTECT Cloudデータを保護するために、強力な暗号化が使用され、保管中のデータと転送中デー
タが暗号化されます。一般的に信頼できる認証局は、パブリックサービスの証明書を発行するために使
用されます。内部ESET公開鍵インフラストラクチャは、ESET PROTECT Cloudインフラストラクチャ内の鍵
を管理するために使用されます。データベースに保存されたデータは、クラウドが生成した暗号化鍵で
保護されます。すべてのバックアップデータは、ESETで管理された鍵によって保護されます。

7.物理および環境セキュリティ
ESET PROTECT CloudおよびESET Business Accountはクラウドベースのため、物理および環境セキュリティ
の制御においてはMicrosoft Azureが使用されています。Microsoft Azureは堅牢な物理セキュリティ対策で
認証されたデータセンターを使用しています。データセンターの物理的な場所は、お客様の地域の選択
によって異なります。強力な暗号化機能は、クラウド環境からオフサイトへの転送中(物理バックアッ
プデータストレージへの転送中など)に顧客データを保護するために使用されます。

8.運用セキュリティ
このESET PROTECT Cloud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 PROTECT Cloudデー
タは本番環境にのみ保存されます。
ESET PROTECT Cloud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
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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 PROTECT Cloud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 PROTECT Cloud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 PROTECT Cloud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 PROTECT Cloud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 PROTECT Cloud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 PROTECT Cloud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 PROTECT Cloud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 PROTECT Cloud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、
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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 PROTECT Cloud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 PROTECT CloudコンポーネントまたはESET
PROTECTCloud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 PROTECT Cloud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 PROTECT Cloud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。

利用規約
発効日: 2022年4月28日 | 以前のバージョンの利用規約を表示 | 変更の比較
これらの利用規約(「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」、「供給者」)と、ESET PROTECT Cloudの管理目的でアカウントにアクセス
し、ESETオンラインヘルプ(「ドキュメント」)経由でアクセスできる該当するドキュメントですべて指
定された、ESETが所有または提供するオンラインサービス(「アカウント」)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」)との間で締結された特別な合意です。お客様が組織の代理
でこのサービスを利用する場合、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。これらはアカウント経由または
アカウントに関連して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。

セキュリティとデータ保護
アカウントは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、アカウントの登録および使
用時、ならびにアカウント経由でアクセスされる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、アカウントを使用す
ることが許可されます。
お客様はアカウントのセキュリティとログインに必要な資格情報について責任を負っています。ESETは、
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お客様がセキュリティの管理義務を怠ったことに起因する一切の損失または損害に対して責任を追わな
いものとします。また、ユーザーは、許可の有無に関係なく、アカウントの利用に関連するすべての活
動に責任を負うものとします。アカウントが危険にさらされた場合は、すみやかに供給者に通知してく
ださい。
アカウントの管理サービスを提供するためには、管理されたデバイスに関連するデータおよび管理情
報(「データ」)の収集が必要です。データは、アカウントの管理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。
データおよびその他のアカウント関連ログは、ログ保持ポリシーに従って保存されるものとします。
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。
供給者は、アカウントの下で管理されるデバイス数を制限する権利も有します。最大50000台のエンド
ポイントデバイスを追加および管理できます。

使用の制限
アカウントの使用は、クラウド対応ライセンスでアクティベーションされた製品の管理に厳しく制限さ
れています。ESET Full Disk Encryptionは、クラウド対応ライセンスによってインストールおよびアクティ
ベーションされたエンドポイントセキュリティ製品が導入されているエンドポイントで、取得したクラ
ウド対応ライセンスシートの合計数を超えない範囲にかぎり使用できるものとします。お客様がこの制
限を遵守しない場合には、供給者は、アカウントの下で管理される製品数を制限する権利も有します。

位置情報
供給者は、お客様が、供給者によって選択された推奨ロケーションを含む、アカウントの使用可能なホ
スティング場所を選択できるようにする場合があります。お客様は、推奨ロケーション以外を選択する
ことで、ユーザー経験に影響が生じる可能性があることを認めます。選択した場所に基づいて、本契約
の付録2に含まれるデータ保護契約と、本契約の付録3に含まれる標準契約条項が適用される場合があり
ます。ESETは、お客様のロケーションの希望(例: EU)に従い、ESETが提供するサービスの改善の目的で、
事前の通知なく、いつでも特定のロケーションを変更する権利を留保します。

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。
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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。
(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。
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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
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。
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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
付録2
データ処理契約
付録3
標準契約条項

ESET Managementエージェント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、
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その他の媒体のすべての内容、 (iii)本ソフトウェアに関連する書面の説明資料、その他の文書、特に本ソ
フトウェア、その仕様のすべての説明、 本ソフトウェアの属性または動作の説明、本ソフトウェアが
使用される動作環境の説明、本ソフトウェアの使用またはインストール手順、本ソフトウェアの使用方
法の説明(「ドキュメント」)、(iv)本契約の第3条に従い供給者からお客様にライセンス供与された本ソフ
トウェアのコピー、本ソフトウェアに不具合があった場合のパッチ、本ソフトウェアへの追加機能、本
ソフトウェアの拡張機能、本ソフトウェアの修正バージョン、ソフトウェアコンポーネントのアップデー
ト(該当する場合)を意味します。本ソフトウェアは実行可能なオブジェクトコードの形態でのみ提供さ
れるものとします。
2.インストール、コンピューター、およびライセンスキー。データキャリアで供給、電子メールで送信、
インターネットからダウンロード、供給者のサーバーからダウンロード、または他のソースから取得さ
れたソフトウェアにはインストールが必要です。お客様は、本ソフトウェアを正しく設定されたコン
ピューターにインストールし、少なくともドキュメントで規定された要件に準拠する必要があります。
インストール方法はドキュメントで説明されています。本ソフトウェアをインストールするコンピュー
ターに、本ソフトウェアに悪影響を及ぼす可能性があるコンピュータープログラムやハードウェアをイ
ンストールすることはできません。コンピューターとは、本ソフトウェアがインストールまたは使用さ
れる、パーソナルコンピューター、ノートブック、ワークステーション、パームトップコンピューター、
スマートフォン、ハンドヘルド電子機器、または本ソフトウェアの対象として設計されている他の電子
機器を含む(ただしこれらに限定されない)を意味します。ライセンスキーとは、本契約に準拠して、本
ソフトウェア、特定のバージョン、またはライセンス条項の拡張の法的な使用を許可するために、エン
ドユーザーに提供される一意の連続する記号、文字、数字、または特殊記号を意味します。
3.ライセンス。お客様が本契約に同意しており、ライセンス料を支払い期日までに支払い、本契約に定
められているすべての契約条項に従うことを前提として、供給者はお客様に対し、以下の権利を付与し
ます（以下「ライセンス」とします）。
a) インストールおよび使用。お客様には、コンピューターのハードディスクまたはその他のデータ永久
記憶媒体にデータを格納するために本ソフトウェアをインストールし、コンピューターシステムのメモ
リへ本ソフトウェアをインストールおよび格納し、コンピューターシステム上で本ソフトウェアを実装、
格納および表示する、非独占的かつ譲渡禁止の権利が付与されます。
b) ライセンス数の規定。本ソフトウェアを使用する権利は、エンドユーザー数によって制限されま
す。1人のエンドユーザーとは、(i) 本ソフトウェアがインストールされている1台のコンピューターを意
味します。(ii) ライセンス数がメールボックスを単位として決定される場合、エンドユーザーはメールユー
ザーエージェント（以下「MUA」とします）を介して電子メールを受信する1人のコンピューターユーザー
を意味します。電子メールがMUAで受信後、複数のユーザーに自動的に配信される場合、エンドユーザー
の数は、その電子メールが配信されるユーザーの実際の数によって決まります。メールサーバがメール
ゲートの役割を果たす場合、エンドユーザーの数は、そのゲートがサービスを提供するメールサーバユー
ザーの数と同じになります。(エイリアスなどを使用して)1人のユーザーに不特定多数の電子メールア
ドレスが送信され、それらが受け付けられる場合、クライアント側で多数のユーザーにそのメールが自
動的に配信されるのでなければ、ライセンスは1台のコンピューターに必要です。同じライセンスは、
同時に複数のコンピューターで使用できません。エンドユーザーは、供給者によって付与されたライセ
ンス数に基づく制限に従い、本ソフトウェアを使用する権限が与えられている範囲においてのみ、本ソ
フトウェアのライセンスキーを入力する資格があります。このライセンスキーは機密情報であると見な
されます。本契約または供給者によって許可されている場合を除き、お客様はライセンスを第三者と共
有すること、または第三者がライセンスを使用することを許可することが禁止されています。ライセン
スキーが危険にさらされた場合は、速やかに供給者に通知してください。
c) 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。
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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
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
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とは、本契約に対する違反となります。
b) 本契約に規定されている以外のいかなる態様でも、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアのコピーの
使用、改変、複製、または使用権の譲渡を行ってはなりません。
c) 本ソフトウェアの売却、サブライセンス付与、他人への賃貸もしくは他人からの賃借、借用、または
商業サービスの提供目的での本ソフトウェアの使用は禁じられています。
d) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、またはソフトウェアの逆アセンブルを
行ったり、ソースコードを取得しようとしたりしてはなりません。ただし、そのような制限を設けるこ
とが法律によって明示的に禁止されている範囲内においては、この限りではありません。
e) お客様は、著作権法およびその他の知的財産権から生じる、適用可能な制限など、本ソフトウェアを
使用する際の法律におけるすべての適用可能な法的規制に従う態様においてのみ、本ソフトウェアを使
用できます。
f) お客様は、本ソフトウェアおよびその機能を、他のエンドユーザーがそれらのサービスにアクセスす
る可能性を制限しない方法でのみ使用することに同意するものとします。供給者は、可能な限り多くの
エンドユーザーがサービスを利用できるようにするために、個別のエンドユーザーに提供されるサービ
スの範囲を制限する権利を留保します。サービスの範囲を制限することにより、本ソフトウェアのすべ
ての機能を使用することもできなくなり、本ソフトウェアの特定の機能に関連する供給者のサーバー上
またはサードパーティのサーバー上のデータおよび情報も削除されることとします。
g) お客様は、本契約の条項に反して、ライセンスキーの使用に関する活動、または何らかの形式での使
用済みまたは未使用のライセンスキーの譲渡、不正複製、複製または生成されたライセンスキーの配布、
あるいは供給者以外から入手したライセンスキーを使用したソフトウェアの利用など、本ソフトウェア
の使用の資格がない個人にライセンスキーを提供する行為を実施しないことに同意します。
7.著作権。本ソフトウェア、および所有権や知的所有権を含む一切の権利は、ESETおよび／またはESET
のライセンス供給者の財産です。これらは、国際条約の規定と本ソフトウェアが使用される国のその他
のすべての準拠法によって保護されます。本ソフトウェアの構造、編成、およびコードは、ESETおよび
／またはESETのライセンス供給者の重要な企業秘密であり機密情報です。お客様は、第6条(a)に当ては
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、
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第11条、第13条、第19条、および第21条の規定は、無期限に有効であり続けるものとします。
11.エンドユーザーの表明。お客様はエンドユーザーとして、明示または暗黙のいかなる種類の保証も伴
わず、該当の法律によって許可される範囲において、本ソフトウェアが「現状有姿」のまま提供されて
いることを認めるものとします。供給者、そのライセンス供給者、関係者、および著作権保有者のいず
れも、本ソフトウェアの特定の目的に対する商品性または適合性、および第三者の特許、著作権、商標、
またはその他の権利に対する侵害の不存在について、明示または黙示を問わず、一切の表明または保証
を行いません。供給者もその他の関係者も、本ソフトウェアに含まれている機能がお客様の要求に沿う
こと、または本ソフトウェアが円滑で問題なく動作するということの保証を行いません。お客様は、意
図する結果に到達するための本ソフトウェアの選択、および本ソフトウェアのインストール、使用、お
よび本ソフトウェアで達成される結果について、完全に責任とリスクを負います。
12.さらなる義務の否定。本契約で具体的に列挙される義務以外に、本契約が供給者およびそのライセン
サーに対して課す義務はありません。
13.責任の制限。準拠法によって許可される最大限の範囲において、いかなる場合も、供給者、その被雇
用者、ライセンス供給者は、どのような態様で発生したものであろうと、契約、違法行為、怠慢、また
は責任の発生を定めるその他の事実のいずれに起因するものであるかを問わず、本ソフトウェアのイン
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
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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。
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。
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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。
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
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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。
(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。
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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.
(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;
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(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.

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.
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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
(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
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(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
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.
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(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:
(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.
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(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
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
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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
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
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(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.
(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.
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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
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
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(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
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
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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.
(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
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(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
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.
422

(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
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
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(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.
(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
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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
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
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(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
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
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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)
(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
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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.

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
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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
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.
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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
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.
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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
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.
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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
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
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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

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
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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
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.

プライバシーポリシー
2022年1月3日より有効 | 前のバージョンのプライバシーポリシーを表示 | 変更の比較
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。
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個人データの処理の法的根拠
ESETが個人データの保護に関連する該当する法的フレームワークに従って使用するデータ処理には、ほ
とんど法的根拠がありません。ESETにおける個人データの処理は、主に、エンドユーザーとの 利用規約
(「利用規約」)とエンドユーザー(GDPR第6 (1) (b)条)。これは、明示的な記載がないかぎり、ESETの製品ま
たはサービスの提供に適用されます。例:
• 正当な利益という法的根拠(GDPR第6 (1) (f)条)。これにより、お客様がサービスを使用する方法、な
らびにESETが提供できる最高の保護、サポート、およびエクスペリエンスに対するお客様の満足度に
関するデータを処理できます。適用される法律では、マーケティングも正当な利益と認識されている
ため、通常はお客様とのコミュニケーションで使用されるCookieについては、この概念を適用します。
• 同意(GDPR第6 (1) (a)条)。ESETがこの法的根拠を最も適切な根拠であると見なすとき、または法律で
義務付けられている場合には、特定の状況において、ESETがお客様の同意を求める場合があります。
• 電子通信、請求または課金文書の保持に関する要件の規定など、法的義務の遵守(GDPR第6 (1) (c)条)。

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。

データセキュリティ
ESETは、適切な技術的および組織的な対策を導入し、潜在的なリスクに適したレベルのセキュリティを
保証します。当社は最善を尽くし、処理システムおよびサービスに関する、継続中の機密性、完全性、
可用性、および障害回復力を保証します。ただし、お客様の権利と自由を脅かす結果になるデータ違反
の場合には、すぐに該当する監督当局とデータ主体として影響を受けるエンドユーザーに通知します。

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
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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。
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。

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
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があります。
• ESETセキュリティ製品の管理には、ESETセキュリティ製品がインストールされた管理対象デバイスに
関するシートIDおよび名前、製品名、ライセンス情報、アクティベーションおよび有効期限情報、ハー
ドウェアおよびソフトウェア情報が必要です。管理されたESETセキュリティ製品およびデバイスのア
クティビティに関するログは、管理および監視機能、ならびにサービスを円滑に実行するために収集
され、提供されています。
• 他の処理される情報には、製品がインストールされているプラットフォームを含むインストール処
理に関する情報、およびハードウェアフィンガープリント、インストールID、ライセンスID、IPアドレ
ス、MACアドレス、使用されている電子メールアドレス、モバイルデバイスのGPS座標、製品の構成設
定といった製品または管理対象デバイスの動作と機能に関する情報があります。
• インフラストラクチャのセキュリティと報告目的のため、ユーザー、ポリシー、ログイン、タスク、
通知、管理対象デバイス、脅威数などのテレメトリ情報、ならびにHTTPヘッダーを処理する必要があ
ります。
• 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。生成されたログファイルやダンプファ
イルなど、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のサービスの使用に関するデータは、セッションの終了時まで完全に匿名です。セッションの
終了後は、個人を特定できる情報は保存されません。
• お客様はWebフォームを使用してフィードバックを提供することができます。フォローアップ目的
で、お客様の電子メールアドレス、ライセンス情報、管理対象のデバイス数が求められる場合があり
ます。
ESETの製品およびサービスを使用する個人が製品またはサービスを購入したエンドユーザーではな
く、ESETと利用規約を締結していない場合(例: エンドユーザーの従業員、家族、利用規約に従ってエン
ドユーザーから製品またはサービスの使用を許可された人)、GDPR第6 (1) f)条の解釈に従い、ESETの合法
的な利益において、データの処理が実行され、エンドユーザーが許可したユーザーは利用規約に従っ
てESETが提供する製品およびサービスを使用できるものとします。

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
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プレビュー機能
ESET PROTECT Cloudのプレビュー機能では、個々の予定されている新機能を試すことができます。
クイックリンクドロップダウンメニューからプレビュー機能メニューにアクセスできます。

プレビュー機能メニューでは、管理者は、各プレビュー機能の概要説明を使用して、すべての使用可能
なプレビュー機能を検索できます。管理者は各プレビュー機能を有効または無効にし、使用可能な各プ
レビュー機能のフィードバックを送信できます。
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有効化後、プレビュー機能は管理コンソールで即時に使用できます。
管理コンソールで使用可能な最新のプレビュー機能:
現在のリリースではプレビュー機能はありません。
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