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第1章概要
この管理者向けガイドは、サイバーセキュリティに対応する企業と、顧客のサイバーセキュリティに対応する
サービスプロバイダーを対象としています。次の3つのWebroot製品に関する詳細な情報とWebroot管理コ
ンソールの使用方法について説明します。

l Endpoint Protection:エンドポイント保護(エンドポイントセキュリティ)は、ネットワークのエンドポイン
トにおけるサイバーセキュリティのサービスを表す一般的な用語です。エンドポイントとは、ノートパソコ
ン、デスクトップパソコン、スマートフォン、タブレット、サーバー、仮想マシンのことを指します。エンドポ
イント保護とセキュリティには、アンチウイルスやアンチマルウェア、Webフィルタリングなどがあります。
企業が重要なシステム、知的財産、顧客データ、従業員、ゲストをランサムウェア、フィッシング、マ
ルウェア、その他のサイバー攻撃から保護できるようサポートします。

Webroot Endpoint Protectionは、高速かつ効果的で使いやすいセキュリティサービスを、自社または
顧客のノートパソコン、デスクトップパソコン、サーバー、仮想マシンに提供することを検討している企
業を対象とした製品です。完全なクラウドベースのエンドポイントセキュリティソリューションであり、機
械学習の機能を活用して、脅威の検出、保護、防止のためにデバイスを継続的に監視します。

l DNS Protection: Webroot DNS Protectionは、インターネットアクセスを詳細にコントロールできるよ
う設計されたドメインフィルタリングサービスです。悪質なブラウザのアクティビティからユーザーを保護
し、ネットワーク全体で、またはネットワークに関係なく、インターネットの利用を制限することができま
す。DNS Protectionは、ネットワークに関連付けられたWAN IPアドレスを登録することでサーバーを
保護します。デスクトップパソコン、ノートパソコン、仮想マシンでは、アクティブディレクトリのDNSリクエ
ストがサーバーによって処理されます。また、DNS Protectionエージェントを使用して、ネットワークか
ら切断されたときにフィルタリングすることもできます(エージェントはDNSまたはRDSサーバーではサ
ポートされていません)。

l Security Awareness Training:セキュリティ意識向上プログラムの目的は、セキュリティのベストプラ
クティスに関する理解を深め、それを実践できるようにすることです。Webroot Security Awareness
Trainingはホスト型のセキュリティ意識向上プログラムです。このプログラムには、キャンペーンを通じ
て管理される、豊富な機能を備えたフィッシングシミュレーターとトレーニングコースが含まれていま
す。キャンペーンは、ユーザーのグループに送信される単一のフィッシングシミュレーションまたはトレー
ニングコースです。キャンペーンでは、セキュリティ意識向上プログラムのレポートと管理も提供されま
す。

セキュリティ意識の概念とベストプラクティスをについて確認が必要な場合は、次のリストを確認してく
ださい。ハッカーたちはセキュリティを回避するための新しい方法を次々と考え出しているため、このリ
ストだけですべてに対応できるわけではない点に注意してください。

l マルウェア:マルウェアは、ウイルス、スパイウェア、ランサムウェアなどの危険なプログラムまたは
コードの総称です。悪質なソフトウェア(malicious software)を短縮した名称です。マルウェア
による攻撃は通常、電子メール内の感染した添付ファイルをクリックすることで行われます。

l ウイルス:ウイルスは自身を複製できるプログラムです。独自のコードを挿入してコン
ピュータプログラムを感染させます。

l スパイウェア:スパイウェアはコンピュータのアクティビティを監視するプログラムです。

l ランサムウェア:ランサムウェアは、データへのアクセスをブロックしたり、身代金が支払わ
れなかった場合にデータを公開すると脅したりするプログラムです。

l ソーシャルエンジニアリング:ソーシャルエンジニアリングとは、ユーザーをうまく欺いて機密情報を
提供させる行動の総称です。また、ユーザーに添付ファイルをダウンロードさせ、コンピュータや
ネットワークをマルウェアに感染させる試みも含まれています。ソーシャルエンジニアリングには、
フィッシング、おとり、電子メールハッキング、その他の巧みな戦術が含まれます。
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l フィッシング:フィッシングとは、信頼できる企業から送信されたと思わせる不正な電子
メールを送信して、電子メールの受信者に購入や支払いをさせたり、パスワードやアカ
ウント番号などの機密情報を漏洩させたりすることです。スピアフィッシングはフィッシン
グのターゲットバージョンです。

l おとり:おとりは、被害者の貪欲さまたは好奇心を引き付けるために仕掛けるわなで
す。物理的なおとりの例としては、マルウェアに感染したフラッシュドライブを本物に見え
るおとりとして(会社のロゴや従業員リストなどを付けるなど)、目立つ場所(ロビー、駐
車場、トイレなど)に置いておくことが挙げられます。そのフラッシュドライブをコンピュータ
に挿入すると、マルウェアが自動的にインストールされます。オンラインのおとりでは、悪
質なウェブサイトにリンクする広告やわなを使ったり、マルウェアに感染したファイルをダウ
ンロードするように仕向けたりする可能性があります。

l 電子メールハッキング:電子メールハッキングとは、電子メールアカウントまたは電子メー
ル通信への不正アクセスまたは不正操作です。電子メールは重要なビジネスコミュニ
ケーションの手段ですが、サイバー犯罪のツールとしても機能し、電子メールによりハッ
カーがコンピュータネットワークに侵入することができます。

l パスワードセキュリティ:ハッカーが強引にログインしようとする場合にも対応できるように、パス
ワードの要件は複雑なものにする必要があります。パスワードは定期的に、またセキュリティ侵
害が考えられる場合に更新する必要があります。可能な場合は、多要素認証を使用して
追加のセキュリティレイヤーを加えてください。

l エンドポイント /デバイスのセキュリティ:すべてのエンドポイント /デバイス(サーバー、デスクトップパ
ソコン、ノートパソコン、タブレット、モバイルデバイス)上のすべてのオペレーティングシステムおよ
びアプリケーションにパッチを適用し、最新の状態にする必要があります。ハッカーは、古いシス
テム、時代遅れのシステム、アプリケーションの脆弱性を利用する傾向にあります。

l WiFiセキュリティ:ワイヤレス接続は、セキュアなネットワークに制限する必要があります。ハッ
カーにとって、公共のWiFiネットワークを介して送信されるデータの傍受は容易い操作です。

l モバイルデバイスのセキュリティ:モバイルデバイスは、セキュリティで保護されたネットワーク上
で、企業ビジネスの用途のみで使用してください。モバイルデバイスは多くの機能に使用でき
るため、脅威となります。モバイルデバイスはセキュリティで保護されていないことが多く、サイズ
が小さく携帯性が高いため、紛失や盗難のリスクが高くなります。

l 物理的セキュリティ:物理的セキュリティには、ポータブルデバイス(ノートパソコン、タブレット、
携帯電話)の物理的な認識の重要性だけでなく、物理的なオフィスとそのセキュリティの重要
性も含まれます。

l 出張時のセキュリティ:基本的には出張時にも同じセキュリティ意識の概念とベストプラクティス
を留意する必要がありますが、オフィス外ではその重要性がさらに高まります。

それぞれのWebroot製品は別個のものです。使用していない製品があると、このドキュメントに記
載されている一部の機能にアクセスできないことがあります。
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第2章要件
Webroot製品はサービスであるため、全般的にはデバイスに関する特別な要件はありません。ただし、各
製品にはいくつかの一般的な要件があります。

l Endpoint Protection: Endpoint Protectionを実行するデバイスには、次の要件が適用されます。

l オペレーティングシステム: Endpoint Protectionは次のデスクトップおよびサーバーでサポートされ
ています。

l Windowsデスクトップ

l Windows 11
l Windows 10
l Windows 8および8.1
l Windows 7

l Windowsサーバー

l デスクトップエクスペリエンス搭載のWindowsServer 2019 Datacenterエディション
とStandardエディション

l WindowsServer 2016 Standard、Enterprise、Datacenter
l WindowsServer 2012 R2 Standard、Essentials
l WindowsServer 2008 R2 Foundation、Standard、Enterprise
l WindowsServer 2003 Standard、Enterprise、R2 for Embedded Systems
l WindowsSmall Business Server 2012、2011、2008
l WindowsEmbedded Standard 2009 SP2、SP3
l WindowsXP Embedded SP1
l WindowsEmbedded for POSバージョン1.0

WindowsServer 2003バージョンはSHA-2をサポートしている必要があります。

l Apple
l macOS 12Monterey (AppleM1 ARMまたはIntelプロセッサ)

l macOS 11 Big Sur (AppleM1 ARMまたはIntelプロセッサ)
l macOS 10.15 Catalina
l macOS 10.14Mojave

l ファイアウォール:マシンでファイアウォールを使用している場合は、アクセスできるようにポートを
開く必要があります。

l ポート443: HTTPS用のポート443を次の送受信通信用に開きます。

l *.webroot.com
l *.*.webrootcloudav.com (または、ファイアウォールでダブルドットを含むサブドメイ

ン名がサポートされている場合は*.webrootcloudav.com)
l wrskynet.s3.amazonaws.com/*
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l wrskynet-eu.s3-eu-west-1.amazonaws.com/*
l https://wrskynet-oregon.s3-us-west-2.amazonaws.com/*

l ポート80およびポート443: HTTPの場合はポート80を、HTTPSの場合はポート443を、
次の送受信通信用に開きます。

l WSAWebFilteringPortal.elasticbeanstalk.com
l *.webrootanywhere.com

l DNS Protection: DNS Protection向けに設定されているネットワーク環境とDNS Protectionエー
ジェントを実行しているデバイスには、次の要件が適用されます。

l ファイアウォール: DNS Protectionサービスとの通信をすべてのファイアウォール経由で許可する
必要があります。

l ネットワーク:ネットワーク保護のため、IPアドレス45.54.55.54および45.54.55.55への送
信TCPおよびUDP通信用にポート53を開く必要があります。

l エージェント : DNS Protectionエージェントを実行しているデバイスの場合、IPアドレス
35.244.252.192への送信TCP通信用にポート443と5222を開く必要があります。

l VPN:一部のVPNではDNSリクエストをフィルタリングできないため、すべてのVPNが
DNS Protectionサービスでサポートされているわけではありません。次のVPNがサポートされて
います。

l ネットワーク:ネットワーク保護のために、次のVPNを使用できます。

l Cisco AnyConnect
l Pure VPN
l Safer VPN
l SonicWall NetExtender
l WatchGuard VPN

l エージェント : DNS Protectionエージェントを実行しているデバイスでは、次のVPNを使
用できます。

l Fortinet VPN
l PulseSecure
l SonicWall Mobile Connect

l Security Awareness Training: Security Awareness Trainingを使用するには、次の要件に従う
必要があります。

l フィッシング:フィッシングシミュレーションの電子メールを受信するために、対象ドメイン内の有
効な電子メールが必要です。

l トレーニング: トレーニングコースの表示用に、最新のWebブラウザのほとんどがサポートされて
います。

l 電子メールサーバー:電子メールサーバーが、フィッシングシミュレーションやトレーニングで使わ
れる電子メールをブロックしないことを確認します。フィッシングシミュレーションには
167.89.85.54、トレーニングには149.72.237.117を許可する必要があります。Microsoftまたは
Googleを使用している場合は、電子メールのヘッダーでも電子メールを送信できるようにする
追加の推奨手順を実行します。詳しくは、次の記事を参照してください。

l Microsoft ExchangeおよびOffice 365で、Webroot Security Awareness Trainingの電
子メールを許可する方法

l GSuite Gmailで、Webroot Security Awareness Trainingの電子メールを許可する方
法
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l Proofpoint Essentialsで、Webroot Security Awareness Trainingの電子メールを許可
する方法

l Webroot管理コンソール: Webroot管理コンソールを使用する上で特別な制限事項はありません
が、次の点に注意してください。

l Google Chrome、Mozilla Firefox、Apple Safariの最近のバージョンがサポートされており、推
奨されるブラウザです。

l Microsoft EdgeとOperaも使用できますが、レイアウトや外観の問題が発生する可能性があ
ります。

l Microsoft Internet Explorerはサポートされていません。
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第3章基本情報
他の製品を使用するにはEndpoint Protectionが必要であるため、Endpoint Protectionのプロセスから開始
する必要があります。こうすることで、Webroot管理コンソールの基本的な概念の理解にもつながります。そ
の後、DNS ProtectionとSecurity Awareness Trainingを追加します。

l Endpoint Protection: Endpoint Protectionの使用を開始するには、次の作業を順番どおりに実
行する必要があります。

1. 12ページの「体験版に登録する、または製品を購入する」:この手順はすでに完了しているは
ずですが、完了していない場合は体験版に登録するか、製品を購入する必要があります。

2. 13ページの「アカウントを作成する」: Webroot管理コンソールにアクセスするには、アカウントを
作成する必要があります。

3. 14ページの「2段階認証を設定する」:必要に応じて2段階認証(2FA)を設定すると、アカウン
トへの不正アクセスの防止に役立ちます。

4. 15ページの「管理コンソールの表示を選択する」:組織ごとに独自の管理コンソールが割り当
てられます。場合によっては、複数の管理コンソールが割り当てられることがあります。管理コ
ンソールには2種類の表示があります。「ビジネス向けの表示」と呼ばれる表示は、通常、組
織が独自のセキュリティを管理するときに使用します。もう1つの表示形式は「サービスプロバイ
ダー向けの表示」と呼ばれ、一般に、顧客のセキュリティを管理する組織で使用されます。(2
段階認証(2FA)を設定またはスキップした後に)新しいコンソールに初めてアクセスした際は、
管理コンソールの表示を設定する必要があります。

5. 17ページの「最初のサイトを作成する(サービスプロバイダーのみ)」:サービスプロバイダー向け
の表示を選択した場合は、最初のサイトを作成する必要があります。ビジネス向けの表示を
選択した場合、これは適用されないため省略できます。サイトは、管理コンソールのサービス
プロバイダー向けの表示のみで使用できます。サイトはそれぞれの顧客を表します。企業の
場合もあれば、部署、地域、オフィスのロケーション、または指定するその他の組織単位を表
す場合もあります。サイトを使用すると、定義した組織単位で多数のデバイスを管理すること
ができます。

6. 21ページの「デバイスにエージェントを配備する」:最後にエージェントをデバイスに配備して、
デバイスの保護を開始できます。エージェントは、各デバイスで実行されるソフトウェアです。
Webrootエージェントはインストールされているコンピュータごとに一意のIDを持ち、ユーザーに
よる制御を必要とせず、管理者に代わってセキュリティ操作を実行します。

l DNS Protection: DNS Protectionの使用を開始するための最も簡単な方法は、
Endpoint Protectionがすでに実行されているデバイスを使用することです。DNS Protectionの機能
は簡単にテストできます。操作に慣れたら、追加のDNS Protection設定を行ってカスタマイズしま
す。

Endpoint Protectionを使用できる状態になっていること、そして1台以上のデバイスで
Endpoint Protectionが正常に実行されていることを確認してから、次の2つの手順を完了して
DNS Protectionの使用を開始してください。

1. 22ページの「DNS Protectionを有効にする」—If you have not already enabled
DNS Protection, you will need to do that first.

2. 23ページの「Endpoint Protectionのポリシーを使用してDNS Protectionをインストールする」:
すでにEndpoint Protectionを実行しているデバイスの場合、Endpoint Protectionのポリシー
で、そのポリシーを使用するすべてのデバイスにDNS Protectionをインストールするオプションを
有効にする必要があります。DNS Protectionのインストールが完了すると、そのデバイスの保
護が開始されます。
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l Security Awareness Training:最初のSecurity Awareness Trainingキャンペーンの場合、
Security Awareness Trainingの使用を開始するには、次の作業を順番どおりに実行する必要があ
ります(これらの手順は、Endpoint Protectionの手順1～5が完了していることが前提となっていま
す)。

1. 24ページの「Security Awareness Trainingを有効にする」—If you have not already enabled
Security Awareness Training, you will need to do that first.

2. 25ページの「ユーザーをトレーニング対象にする」: Security Awareness Trainingを有効にした
ら、トレーニング対象のユーザーを選ぶ必要があります。このために、セキュリティトレーニングの
対象とするユーザーを含むドメインを特定します。サービスプロバイダー向けの表示を使用して
いる場合は、各サイトのドメインを特定する必要があります。

3. 27ページの「最初のフィッシングキャンペーンを作成する」:セキュリティトレーニングに使用するド
メインを確認したら、最初のキャンペーンを作成して開始できます。

電子メールサーバーが、ユーザーに送信されるフィッシングシミュレーションやトレーニングで使
われる電子メールをブロックしないことを確認します。詳しくは、「7ページの「要件」」を参照
してください。
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体験版に登録する、または製品を購入する

体験版に登録していない場合、または製品を購入していない場合は、次の手順に従います。体験版に
登録済みの場合、または製品を購入済みの場合は、「13ページの「アカウントを作成する」」に進みます。

1. https://www.webroot.com/us/en/businessに移動します。米国以外の場合は、一覧から国を選択
します。

2. ナビゲーションメニューの[ビジネス向け]をクリックします。

3. メニューの[製品 ]の下にある[エンドポイントプロテクション]をクリックします。

4. [購入方法 ]をクリックするか、[体験版または購入 ]セクションまで下にスクロールします。

5. 体験版を登録するか、製品を購入するかを決定します。

l 体験版 :体験版に登録する場合は、[体験版を開始 ]をクリックし、Webroot Business
Endpoint Protectionとその他の目的の製品を選択して、[体験版の追加 ]をクリックします。画
面に表示される手順に従って、体験版を有効化します。

l 購入 :製品を購入する場合は、[今すぐ購入 ]をクリックし、画面に表示される手順に従って製
品を購入します。大量のサブスクリプションを購入する必要がある場合は、画面に表示される
番号の営業担当者に連絡してください。

その他の製品を試用または購入するにはEndpoint Protectionが必要になります。
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アカウントを作成する

体験版または購入した製品を登録すると、登録確認メールが届きます。登録確認メールを受信してから
5～10分後に、Webroot管理コンソールにアクセスするためのアカウント作成用の別メールが届きます。

1. 受信したメールに記載されている登録用リンクをクリックします。

2. 登録ページで、電子メールに記載されている一時パスワードを入力します。

3. 新しいパスワード、セキュリティ情報、電話番号を入力します。

2段階認証を使用していない場合は、ログイン時にセキュリティコードが使用されます。位置
でランダムに指定された2文字のセキュリティコードを入力します。

4. 利用規約に同意の上、[確認 ]をクリックします。
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2段階認証を設定する

アカウントがアクティブになったら、2要素認証(2FA)を設定して、アカウントへの不正アクセスを防ぐことがで
きます。この設定は必要に応じて行ってください。

1. AndroidまたはiOSのモバイルデバイスまたはタブレットに、認証用アプリをインストールします。Google
Authenticator、Microsoft Authenticator、LastPass Authenticator、Authy 2要素認証、またはその
他の任意の認証用アプリを使用することができます。

2. https://my.webrootanywhere.com/から管理コンソールにログインします。

3. 初めてログインする場合は、2段階認証を設定するように促すプロンプトが表示されます。[2FAを設
定する]をクリックします。以前に2段階認証の設定をスキップした場合は、[管理者 ]タブに移動し、リ
ストで自分の名前をクリックします。右の[ログイン設定 ]ボックスで[2FAを有効にする]をクリックしま
す。

4. プロンプトが表示されたら、2つのセキュリティの質問を選択して回答し、[続行 ]をクリックします。

5. 認証用アプリを開き、管理コンソールに表示されているQRコードをスキャンします。コードをスキャン
できない場合は、[QRコードをスキャンできない場合 ]をクリックし、認証用アプリからコードを入力しま
す。コードでは大文字と小文字が区別されることに注意してください。

6. コードをスキャンまたは入力すると、確認コードが送信されます。コードを管理コンソールのステップ4
のボックスに入力し、[認証コードを確認する]をクリックします。

7. 認証が成功したことを確認します。認証に失敗した場合は、認証用アプリから新しいコードを入力
する必要があります。コードの有効期限は30秒間です。

8. 成功したら、[コンソールに進む]をクリックして再度ログインします。

2要素認証では、個人のセキュリティコードではなく、ログインするたびに認証用アプリのコードを使用しま
す。2段階認証を使用していない場合は、ログイン時にセキュリティコードが使用されます。位置でランダム
に指定された2文字のセキュリティコードを入力します。
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管理コンソールの表示を選択する

組織ごとに独自の管理コンソールが割り当てられます。場合によっては、複数の管理コンソールが割り当て
られることがあります。管理コンソールには2種類の表示があります。「ビジネス向けの表示」と呼ばれる表示
は、通常、組織が独自のセキュリティを管理するときに使用します。もう1つの表示形式は「サービスプロバ
イダー向けの表示」と呼ばれ、一般に、顧客のセキュリティを管理する組織で使用されます。(2段階認証
(2FA)を設定またはスキップした後に)新しいコンソールに初めてアクセスした際は、管理コンソールの表示を
設定する必要があります。

1. https://my.webrootanywhere.com/から管理コンソールにログインします。

2. このコンソールに初めてアクセスする場合は、管理コンソールの表示を選択するように促すプロンプト
が表示されます。他のユーザーがすでにこのコンソールにログインしている場合、コンソールの表示は
そのユーザーによって選択されています。

l [法人向け]:社内でデバイスを管理し、すべてのデバイスと課金に単一のキーコードを使用し
ている場合は、[法人向け]の[選択 ]をクリックします。このオプションを選択すると、管理コン
ソールに1つのサイトが表示されます(グループを使用すると、デバイスを整理しやすくなりま
す)。

l [マネージドサービスプロバイダー]:複数の顧客(会社、事業、組織単位など)のデバイスを管
理し、それぞれに個別のキーコードと課金を使用する場合は、[マネージドサービスプロバイ
ダー]の[選択 ]をクリックします。このオプションを選択すると、管理コンソールに複数のサイトが
表示されます。

法人向けのオプションを選択した場合は、後でサービスプロバイダーのオプションにアップグ
レードできます。サービスプロバイダーのオプションを選択した場合、取り消すことはできませ
ん。

3. ビジネス向けの表示を選択した場合は、会社を定義する必要があります。サービスプロバイダの表
示を選択した場合、または他のユーザーがすでにビジネス向けの表示を選択して会社を定義してい
る場合は、この画面は表示されません。
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l [サイト /会社名 ]:サイトまたは会社の一意の名前を指定します。

l [デバイスの数 ]:管理するデバイスの数を指定します。

l [会社の業種 ]:会社の業種を選択します。

l [会社の規模 ]:会社の規模を表す範囲を選択します。

[選択 ]をクリックして、会社の設定を完了します。
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最初のサイトを作成する(サービスプロバイダーのみ)
管理コンソールでサービスプロバイダー向けの表示を選択した場合は、最初のサイトを作成する必要があ
ります。ビジネス向けの表示を選択した場合、このセクションは該当しないため省略できます。

サイトは、管理コンソールのサービスプロバイダー向けの表示のみで使用できます。サイトはそれぞれの顧客
を表します。企業の場合もあれば、部署、地域、オフィスのロケーション、または指定するその他の組織単
位を表す場合もあります。サイトを使用すると、定義した組織単位で多数のデバイスを管理することができ
ます。

1. [サイトリスト ]をクリックしてから[サイトを追加 ]をクリックします。

2. [サイトを追加 ]ウィザードの最初のステップでは、サイトの詳細を設定します。

l [サイト /会社名 ]:サイトまたは会社の一意の名前を指定します。

l [サイトの種類 ]:サイトの種類を選択します。

l [外部企業 ]:サービスを購入する外部企業のサイトである場合は、このオプションを選
択します。

l [社内サイト ]:サイトが自社内にある場合(店舗やオフィスなど)は、このオプションを選択
します。

l [会社の規模 ]:外部企業を選択した場合は、その会社の規模を表す範囲を選択します。社
内サイトを選択した場合、このフィールドは非表示になります。

l [会社の業種 ]:外部企業を選択した場合は、その会社の業種を選択します。社内サイトを
選択した場合、このフィールドは非表示になります。

l [請求サイクル]:外部企業を選択した場合は、請求サイクルを選択します。これは、このサイ
トで必要に応じて定義および使用する請求サイクルです。これはWebrootに関連付けられた
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請求サイクルではありません。社内サイトを選択した場合、このフィールドは非表示になりま
す。

l [請求日 ]:外部企業を選択した場合は、請求の日付を選択します。これは、このサイトで必
要に応じて定義および使用する請求日です。これはWebrootに関連付けられた請求日では
ありません。社内サイトを選択した場合、このフィールドは非表示になります。

l [レポートの配信先リスト ]:最大10個の電子メールアドレスをコンマで区切って指定します。レ
ポート配信先リストに送信するように設定されたレポートが生成されると、各メールアドレスに
送信されます。

l [グローバルポリシーの追加 ]:有効にすると、このサイトですべてのグローバルポリシーを使用で
きます。グローバルポリシーが使用され、そのグローバルポリシーが変更されると、そのポリシーを
使用している各デバイスに変更が反映されます。一度有効にすると、このオプションは変更で
きません。無効にすると、グローバルポリシーは使用されず、変更されることのないデフォルトの
ポリシーのみが使用可能になります。

l [グローバルオーバーライドの追加 ]:有効にすると、グローバルポリシーのオーバーライドがこのサ
イトに適用されます。たとえば、あるサイトが特定のファイルをブロックし、そのファイルをグローバ
ルオーバーライドとして設定した場合、このオプションが有効になっているすべてのサイトは、そ
のオーバーライドを使用してそのファイルをブロックします。このオプションを無効にすると、他の
サイトからのグローバルオーバーライドはこのサイトに適用されず、このサイトのすべてのオー
バーライドを手動で設定する必要があります。

l [コメント ]:必要に応じて、サイトまたは会社を説明するコメントを入力します。

l [タグ]:必要に応じて、このサイトにラベルを付けるタグを選択します。これは、タグでサイトをフィ
ルタリングする場合に便利です。

3. [次へ]をクリックして続けます。

4. [サイトを追加 ]ウィザードの2番目のステップでは、このサイトに付与する権限を選択します。デフォル
トでは、サイトを作成したアカウントに完全な管理者権限が与えられるため、そのアカウントはリスト
に表示されません。他のすべてのアカウントがリストで表示され、デフォルトで[アクセスなし]に設定さ
れます。他の管理者がこのサイトを表示またはこのサイトにアクセスできるようにするには、管理者権
限を付与する必要があります。

l [管理者 ]:この権限レベルでは、サイトへのフルアクセスが許可されます。

l [表示のみ]:この権限では、サイトの表示のみが許可されます。管理や制御を行うことは一切
できません。

l [アクセス不可 ]:この権限では、サイトへのアクセスが拒否されます。

5. [次へ]をクリックして続けます。

6. [サイトを追加 ]ウィザードの3番目のステップでは、Endpoint Protectionを設定します。
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l [キーコードの種類 ]:製品を購入済みの場合は[フル]を、体験版を登録した場合は[30日間
体験版 ]を選択します。

l [サイトのシート数 ]:設定するサイトまたは会社のシート数(エンドポイントまたはデバイス)を指
定します。この設定は社内の参照用です。請求には使用されません。

l [デフォルトのエンドポイントポリシー]:デフォルトのポリシーを選択します。選択したポリシーは、
デバイスのグループ、サイト、または会社からのポリシーを継承してポリシーが割り当てられてい
ない限り、このサイトまたは会社にインストールされたすべての新しいデバイスに使用されます
(インストール後に、デバイスが使用するポリシーを変更することができます)。

l [推奨デフォルト設定 ]:このポリシーは、デスクトップおよびノートパソコンを対象としていま
す。ユーザーインターフェイスとPUA (好ましくない動作をする可能性のあるアプリケー
ション)は無効になっています。DNS Protectionをインストールする設定は、このポリシー
では無効になっています。

l [推奨DNS有効化 ]:このポリシーは、DNS Protectionのインストールの設定が有効に
なっている点を除き、[推奨デフォルト設定 ]と同じです。

l [推奨サーバーデフォルト設定 ]:このポリシーは、サーバー環境を対象としています。リ
ソースの使用率とサーバーへの影響の最小化に重点を置いています。

l [サイレント監査 ]:このポリシーは[推奨デフォルト設定 ]ポリシーに基づいていますが、本
番環境への影響を最小限に抑えるために修復機能は無効になっています。つまり、
既知の脅威を捕捉しますが、未判定の脅威は捕捉しません。未判定の脅威につい
てのレポートを使用すると、ブロックに追加する項目の特定や、オーバーライドの許可が
容易になります。全般的に、このポリシーは短期間のみの使用を想定したものです。
たとえば、初期設定時に、本番環境の潜在的な誤検出を確認する場合などです。

l [管理対象外 ]:このポリシーは、テクニカルサポートとトラブルシューティングで、またポリ
シー管理が不要な場合に使用します。このポリシーは管理できませんが、エンドユー
ザーが直接制御できるローカルの非管理アプリケーションにエージェントを変換します。
本番環境ではこのポリシーを使用しないでください。

l [データフィルタ]:コンソールに表示されるデータを制限する場合は、データフィルタを適用できま
す。これらのフィルタは、ユーザーのフィルタに応じてデータを表示または非表示にします。たと
えば、[2か月 ]を選択すると、2か月間接続されていないすべてのデバイスが、このサイトに表
示されるデータから除外されます。このオプションを使用すると、読み込まれるデータの量によっ
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ては、ページの読み込みのパフォーマンスが向上する場合がありますが、表示される内容は制
限されます。フィルタを適用または削除する場合、配備サイズと表示するデータの量によって
は、データの更新に数分かかることがあります。

7. [次へ]をクリックして続けます。

8. 必要に応じてDNS Protectionを設定できます。ここでは設定を行わず、後から[設定 ]タブで有効に
することもできます。基本情報については「22ページの「DNS Protectionを有効にする」」を、詳しくは
「140ページの「DNS Protection」」を参照してください。

9. [次へ]をクリックして続けます。

10. 必要に応じてSecurity Awareness Trainingを設定できます。ここでは設定を行わず、後から[設定 ]
タブで有効にすることもできます。基本情報については「24ページの「Security Awareness Training
を有効にする」」を、詳しくは「92ページの「Security Awareness Training」」を参照してください。

11. [保存 ]をクリックしてサイトの設定を完了し、キーコードをサイトに割り当てます。
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デバイスにエージェントを配備する

サイトを設定したら、Webrootエージェントをデバイスに配備してデバイスの保護を開始できます。

エージェントは、各デバイスで実行されるソフトウェアです。Webrootエージェントはインストールされているコ
ンピュータごとに一意のIDを持ち、ユーザーによる制御を必要とせず、管理者に代わってセキュリティ操作を
実行します。

l Endpoint Protection: Endpoint Protectionはクラウドベースであるため、エージェントをインストール
した後に定義ファイルをインストールまたは更新する必要はありません。特定された新しい
Endpoint Protection脅威については、すべてクラウドで情報が更新され、すべての
Endpoint Protectionエージェントが即座に保護されます。

l DNS Protection:デバイスがネットワークに接続されていないときに、DNSリクエストをフィルタリングす
るためにデバイスでDNS Protectionを使用する場合は、Endpoint Protectionで使用するものと同じ
エージェントを使用します。

エージェントのインストールファイルの拡張子は、Windowsの場合は.exe、Appleの場合は.dmgです。

1. 管理コンソールでインストールファイルのダウンロードリンクを見つけます。

l ビジネス向けの表示 :ビジネス向けの表示を使用している場合は、[設定 ]タブ、[ダウンロード ]
タブの順に移動して、インストールファイルのダウンロードリンクを見つけます。

l サービスプロバイダー向けの表示 :サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合は、
次の手順に従ってインストールファイルのダウンロードリンクを特定します。

a. 管理コンソールで[サイトリスト ]をクリックします。

b. リストでサイトを特定し、サイト名のハイパーリンクをクリックします。

c. [エンドポイントプロテクション]タブをクリックします。

2. WindowsまたはAppleのいずれか適切なダウンロードのリンクを選択して、ファイルをダウンロードしま
す。

3. 会社またはサイトのキーコードをコピーします。

4. インストール対象のデバイス用のインストールファイルを取得するには、コピー、投稿、電子メール、ま
たはその他の方法を使います。

5. エージェントをインストールします。

l Windowsの場合は.exeファイルを実行します。

l Appleの場合は、.dmgファイルを実行してから"アプリケーション"フォルダを開き、Webrootのア
イコンをダブルクリックしてインストーラーを起動します。

画面の指示に従ってインストールを完了します。

インストールが完了してエージェントが管理コンソールでチェックインすると、[デバイス]列に情報が入力され
ます。エージェントは最初の脅威のスキャンを数秒または数分で完了し、管理コンソールに結果を表示し
ます。DNS Protectionが有効な場合はフィルタリングがただちに開始されます。
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DNS Protectionを有効にする

DNS Protectionがまだ有効になっていない場合は、先に有効にする必要があります。すでに有効になって
いる場合は、「23ページの「Endpoint Protectionのポリシーを使用してDNS Protectionをインストールする」」
に進みます。

DNS Protectionを有効にするプロセスはコンソールの表示によって異なります。

l ビジネス向けの表示

1. [DNSプロテクション]タブに移動します。

2. [SecureAnywhere DNSを有効にする]の設定を有効にします。

3. キーコードのタイプを選択します。

l [フルバージョン]:このオプションは、制限のない完全版の製品です。このサービスは有料
です。

l [体験版 ]:このオプションは完全版の製品ですが、30日間限定の無料体験版です。

4. [変更を保存 ]をクリックします。

5. 「23ページの「Endpoint Protectionのポリシーを使用してDNS Protectionをインストールする」」
に進みます。

l サービスプロバイダー向けの表示

1. [サイトリスト ]をクリックします。

2. DNS Protectionを有効にするサイトの[DNSプロテクション]列で、次のいずれかのボタンをクリッ
クします。

l [試用を開始する]:このボタンをクリックすると、30日間の無料体験が開始されます。

l [アップグレード ]:このボタンをクリックすると、体験版が完全版に変換されます。このサー
ビスは有料です。

3. 体験版を開始すると、2つのアクションを実行するように促すプロンプトが表示されます。これら
の手順を確認してください。ただし、作業を始めるにあたってこの手順は必須ではありません。

l [ソフトウェアのダウンロード ]:このボタンをクリックすると、サイト管理の[エンドポイントプロ
テクション]タブに移動します。このタブで、インストール用のエージェントソフトウェアをダウ
ンロードすることができます。この手順を実行する必要があるのは、
Endpoint ProtectionがないデバイスでDNS Protectionを使用している場合だけです。
Endpoint Protectionがすでに実行されているデバイスでは、Endpoint Protectionのポリ
シー設定を使用してDNS Protectionをインストールできます。最初は、
Endpoint Protectionが問題なく実行されているデバイスを1台以上使用してください。

l [DNS設定の構成 ]:このボタンをクリックすると、サイト管理の[DNSプロテクション]タブに
移動します。このタブで、DNSのネットワーク設定をカスタマイズできます。この手順で
は、ネットワークに関連付けられたWAN IPアドレスを登録することでサーバーを保護で
きます。作業を始めるにあたってこの設定を行う必要はありません。

4. ダイアログボックスを閉じ、「23ページの「Endpoint Protectionのポリシーを使用して
DNS Protectionをインストールする」」に進みます。
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Endpoint Protectionのポリシーを使用してDNS Protectionを
インストールする

すでにEndpoint Protectionを実行しているデバイスの場合、Endpoint Protectionのポリシーで、そのポリ
シーを使用するすべてのデバイスにDNS Protectionをインストールするオプションを有効にする必要がありま
す。DNS Protectionのインストールが完了すると、そのデバイスの保護が開始されます。

1. [管理 ]をクリックして[ポリシー]をクリックします。[エンドポイントプロテクション]タブを選択します。

2. DNS Protectionを実行するデバイスのEndpoint Protectionのポリシーを特定します。

3. そのポリシーの表の行の右側にある[アクション]メニューを使用して、[編集 ]を選択します。このメ
ニューのオプションは、作成、コピー、またはインポートしたポリシーの場合のみに表示されます。デフォ
ルトのポリシーは編集できません。

4. [DNSプロテクション]セクションで、[DNSプロテクションをインストール]のオプションを有効にします。

5. [保存 ]をクリックします。

6. [戻る]をクリックすると、ポリシーのリストに戻ります。

このポリシーを使用するデバイスが次回チェックインする際に、DNS Protectionエージェントがインストールさ
れます。
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Security Awareness Trainingを有効にする

Security Awareness Trainingがまだ有効になっていない場合は、先に有効にする必要があります。すでに
有効になっている場合は、「25ページの「ユーザーをトレーニング対象にする」」に進みます。

1. ビジネス向けの表示を使用している場合は、[セキュリティ意識向上トレーニング]タブに移動します。
サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合は、[サイトリスト ]に移動し、サイト名のハイ
パーリンクをクリックして、サイトの詳細情報で[セキュリティ意識向上トレーニング]タブをクリックします。

2. [セキュリティ意識向上トレーニング]を有効にします。

3. キーコードのタイプを選択します。

[
l [フルバージョン]:このオプションは、制限のない完全版の製品です。このサービスは有料です。

l [体験版 ]:このオプションは完全版の製品ですが、30日間限定の無料体験版です。

4. [保存 ]をクリックします。
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ユーザーをトレーニング対象にする

Security Awareness Trainingを有効にしたら、トレーニング対象のユーザーを選ぶ必要があります。このた
めに、セキュリティトレーニングの対象とするユーザーを含むドメインを特定します。サービスプロバイダー向け
の表示を使用している場合は、各サイトのドメインを特定する必要があります。

1. ビジネス向けの表示を使用している場合は、[セキュリティ意識向上トレーニング]タブに移動します。
サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合は、[サイトリスト ]に移動し、サイト名のハイ
パーリンクをクリックして、サイトの詳細情報で[セキュリティ意識向上トレーニング]タブをクリックします。

2. 使用するドメインIDのタイプを選択し、関連するプロセスを完了します。

[
l Active Directoryの統合 ]: Azure Active Directoryと同期してドメインを識別します。また、セ

キュリティトレーニングの対象となるドメイン内のユーザーのリストも同期されます。

a. [Azure AD統合を設定 ]をクリックします。

b. 表示されたシークレットトークンをコピーし、画面の指示に従ってAzure Active Directory
のテナントを設定します。

Azure Active Directoryから同期の状態と最終更新を確認できます。必要に応じて、[無効 ]
をクリックしてAzureからの同期を停止することもできます。

l [ドメインの検証 ]:検証用の電子メールでドメインを識別し、ユーザーを追加します。

a. [新しいドメインの追加 ]に電子メールアドレスを入力してください。

l [ドメインメンバー]:入力した電子メールアドレスがドメインのメンバーである場
合、キャンペーンを作成および実行できますが、侵害レポートにはアクセスできま
せん。

l [ドメイン管理者 ]:入力した電子メールアドレスがドメインのシステムレベルの電
子メール(admin、administrator、info、postmaster、root、system、または
webmaster)である場合、キャンペーンを作成および実行でき、侵害レポートにア
クセスできます。

ISPまたはパブリックドメイン(gmail.comなど)の電子メールアドレスは制限され
ており、使用できません。電子メールアドレスは、有効な企業または組織のア
ドレスである必要があります。

b. [認証リクエストを送信 ]をクリックして、指定した電子メールアドレスに認証用の電子
メールを送信します。

c. 認証のメールが届いたら、メッセージ内の認証用リンクをクリックして、そのドメインへのア
クセスを確認します。

d. ドメインへのアクセスが確認されたら、メインの[セキュリティ意識向上トレーニング]タブに
移動し、[ユーザー]タブをクリックします。

e. サイトを選択します。

f. [サイトにユーザーを追加 ]をクリックします。

g. ユーザーの追加方法を選択します。

l [ユーザーを手動で入力 ]:このオプションを選択し、トレーニングの対象とする各
ユーザーの名前と電子メールを手動で入力します。

l [ファイルからユーザーをアップロードする]: トレーニングの対象とするユーザーをイン
ポートするには、このオプションを選択します。このファイルに含めることができるレ
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コードは最大15,000件です。

l [CSV]:コンマで区切られた.csvファイルのユーザーリストを使用することがで
きます。このファイルには、ユーザーの名、姓、および電子メールアドレスが
含まれている必要があります。必要に応じて、一意のIDとタグを含めるこ
とができます。

l [LDIF]: LDAP/アクティブディレクトリからエクスポートされた.ldifファイルを使
用できます。次のフィールドを使用して、トレーニング対象のユーザーを追
加します。

l [givenname]:ユーザーの名として使用される必須のエントリです。

l [sn]:ユーザーの姓として使用される必須のエントリです。

l [mail]:ユーザーの電子メールアドレスとして使用される必須のエント
リです。

l [objectGUID]:ユーザーの一意のIDとして使用される任意のエントリ
です。

l [ou]:タグとして使用される任意のエントリ(組織単位)です。

l [Active Directoryの統合を設定 ]: Azure Active Directoryを使用して同期する
には、このオプションを選択します。

a. [今すぐ設定 ]をクリックします。

b. 表示されたシークレットトークンをコピーし、画面の指示に従ってAzure
Active Directoryのテナントを設定します。

目的のトレーニングを行うために、フィッシングシミュレーションまたはトレーニングコースを一部のユー
ザーに送信する場合は、Security Awareness Trainingの配信先リストを作成して、ユーザーをグ
ループに編成することができます。詳しくは、「96ページの「Security Awareness Trainingのユーザー
と配信先リストを管理する」」を参照してください。
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最初のフィッシングキャンペーンを作成する

最初のフィッシングキャンペーンでは、ユーザーがどの程度フィッシングの影響を受けやすいかを測定し、全
般的なセキュリティの認知度のレベルを特定できると理想的です。人事部やIT部門からの内部コミュニケー
ションと思わせる電子メールが、ユーザーの注意を引く上で最も効果的です。フィッシングテストであることを
なるべく気づかれないようにするには、404のリンク切れエラーの応答を使用する必要があります。フィッシン
グテストに関するうわさ話を最小限に抑えることによって、より正確な結果を得ることができます。

1. [セキュリティ意識向上トレーニング]タブに移動します。

2. [新しいキャンペーン]をクリックします。

3. キャンペーンを作成します。キャンペーンの設定は最初の見出しの下にあります。

l [キャンペーン名 ]:キャンペーンのわかりやすい名前を指定します。管理者のみが表示できま
す。

l [キャンペーンタイプ]:最初のキャンペーンでは、[フィッシング]を選択します。電子メールベースの
フィッシングシミュレーションです。テストを実行し、フィッシングリンクをクリックしたユーザーの数を
レポートします。

l [電子メールのテンプレートを選択 ]:フィッシングメールのサムネイルをスクロールします。表示さ
れるサムネイルをフィルタリングするには、検索テキストを入力するか、カテゴリーフィルタを選択
します。最初のキャンペーンでは、「Bonus」という単語で検索し、人事部からの電子メールの
ように見える「HR: Bonus Increase (人事部よりボーナス増額支給のお知らせ)」というテンプ
レートを選択します。

[テンプレートをカスタマイズ]リンクをクリックして、電子メールの配信および表示方法をカスタマ
イズします。これらのフィールドの目的は、フィッシングまたはトレーニング用に電子メールをカス
タマイズするかどうかによって異なります。たとえば、フィッシングの場合、ユーザーをテストできる
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ように情報を正当なものとして表示する必要があります。トレーニングでは、ユーザーがフィッシ
ングではないと判断して、トレーニングの招待状を削除しないように、情報を正当なものとして
表示します。

l [送信者名 ]:電子メールの送信元のユーザー、エイリアス、グループ、または組織の名
前を指定します。

l [送信者アドレス]:電子メールの送信元のユーザー、エイリアス、グループ、または組織
のアドレスを指定します。

l [電子メールの件名 ]:電子メールの件名を指定します。

l [電子メールの本文 ]:電子メールの本文を指定します。

電子メールのテンプレートをカスタマイズしたら、[新規として保存 ]をクリックしてカスタマイズに
基づいて新しいテンプレートを作成するか、[編集内容を適用 ]をクリックしてカスタマイズ対象
のテンプレートに変更を加えることができます。

l [ランディングページのURL]:ドメインを選択します。フィッシングメールから送信されるURLで
す。必要に応じて、サブドメインを使用してURLをカスタマイズし、フィッシングメールやユー
ザーに関連性を持たせることができます。

l [ランディングページ]:ランディングページのURLをクリックしたときに表示するものを選択します。

l [インフォグラフィック]:このオプションを選択すると、Webベースのトレーニングページが表
示されます。フィッシングシミュレーションをクリックしたことをユーザーに即座に把握させま
す。このオプションは、シミュレーションが進行中であることをユーザーに警告します。

l [インフォグラフィックのテンプレートを選択 ]:表示するインフォグラフィックを選択しま
す。インフォグラフィックページの本文を変更する場合は、[テンプレートをカスタマ
イズ]をクリックします。

l [壊れたリンク]:このオプションは、404タイプのエラーページを表示します。これを選択し
た場合、ユーザーに状況を即座に把握させることはできません。シミュレーションが進行
中であることを警告することなく、ユーザーをテストします。

l [404タイプ]:表示されるリンク切れエラーのタイプを選択します。

l [ルアーページ]:このオプションでは、ユーザーがWebページに移動し、情報を入力するか
どうかをテストしてシミュレーションを拡張します。ユーザーが情報を入力すると、Web
ベースのトレーニングページにリダイレクトされます。このページでは、フィッシングシミュ
レーションをクリックしたことをユーザーに即座に把握させます。この段階に達すると、
ユーザーに対してシミュレーションが進行中であることが警告されます。

l [ルアーページのテンプレートを選択 ]:表示されるルアーページを選択します。ル
アーページの本文を変更する場合は、[テンプレートをカスタマイズ]をクリックしま
す。

l [データ転記先 ]:ユーザーがルアーページに情報を入力した場合に表示されるイ
ンフォグラフィックを選択します。インフォグラフィックページの本文を変更する場合
は、[テンプレートをカスタマイズ]をクリックします。

4. 2番目の見出しをクリックして展開します。このセクションでは、キャンペーンで使うサイトを選択できま
す。
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l [サイトの選択 ]:この表には、使用可能なサイトが表示されます。期限切れのサイトやユー
ザーのいないサイトは含まれません。このリスト内のサイトをクリックすると、[選択済みのサイト ]
リストに移動します。

l [検索対象 ]:検索を使用して、いずれかのリストを検索条件を満たすサイトだけに絞り込むこ
とができます。検索条件をクリアするには、[x]をクリックします。

l [配布リストを表示 ]: Security Awareness Trainingの配信先リストを作成している場合は、こ
のオプションを有効にして、各サイトに関連付けられたSecurity Awareness Trainingの配信
先リストを表示できます。Security Awareness Trainingの配信先リストを選択すると、サイト
内のすべてのユーザーではなく、Security Awareness Trainingの配信先リスト内のユーザーだ
けにキャンペーンが送信されます。

l [全て追加する]:このリンクをクリックすると、[サイトを選択 ]リストに現在表示されているすべて
のサイトとSecurity Awareness Trainingの配信先リストが、[選択済みのサイト ]リストに追加さ
れます。検索フィルタを適用した場合、またはSecurity Awareness Trainingの配信先リストが
表示されていない場合は、[サイトを選択 ]リストに表示されているエントリだけが追加されま
す。

l [選択済みのサイト ]:この表には、キャンペーンに含まれるすべてのサイトとSecurity
Awareness Trainingの配信先リストが表示されます。検索を使用して、表示されるリストを絞
り込む場合でも、リスト内のすべてのサイトはキャンペーンに含まれます。このリスト内のサイト
をクリックして、[選択済みのサイト ]リストからアイテムを削除し、そのアイテムを[サイトを選択 ]リ
ストに戻します。

l [すべて削除 ]:このリンクをクリックして、[選択済みのサイト ]リストからすべてのアイテムを削除
し、そのアイテムを[サイトを選択 ]リストに戻します。

5. 3番目のセクションをクリックして展開します。このセクションでは、キャンペーンをスケジュールできま
す。
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l [自動登録 ]:このオプションを選択すると、新しいユーザーがキャンペーン用に選択したサイトま
たは配信先リストに追加された場合に、このキャンペーンに自動的に追加されます。キャン
ペーンがアクティブである限り、新しいユーザーにはキャンペーンが提供されます。

l [開始日 ]:ユーザーを自動的に登録する場合は、キャンペーンを開始する日付を選択しま
す。

l [期間 ]:このフィールドは、ユーザーを自動的に登録するかどうかによって異なります。

l [自動登録 ]:ユーザーを自動的に登録する場合は、登録したユーザーがキャンペーンに
留まる期間を選択します。キャンペーンは、最終日の午後11:59に自動的に終了しま
す。[無期限 ]を選択すると、ユーザーは手動でキャンペーンを終了するまでキャンペーン
に登録されたままになります。

l [自動登録なし]:ユーザーを自動的に登録しない場合は、キャンペーンを実行する期
間を選択します。終了日を設定しない場合、キャンペーンを手動で終了しない限り、
キャンペーンは期限切れになりません。終了日を設定すると、最終日の午後11:59に
自動的に終了します。

キャンペーンの終了後にキャンペーンにアクセスしようとすると、キャンペーンが無効になったこと
を示すメッセージが表示されます。

l [配信時間 ]:キャンペーンの電子メールを送信する時刻を選択します。

l [始動時に電子メールを送信する]:このオプションでは、キャンペーンが開始されるとすぐ
にすべての電子メールが送信されます。

l [独自に設定した時刻に電子メールを送信する]:指定した時刻にすべての電子メール
を送信します。

l [メールの配信をある一定の日数にわたって行う]:指定した日数にわたって電子メール
の配信を行います。

キャンペーンのスケジュール時間は、ローカルコンピュータのタイムゾーンに従って指定
されます。たとえば、コンピュータで東部標準時を使用している場合に午前10:00を
選択すると、太平洋標準時を使用してコンピュータで表示したときに、時刻が自動
的に午前7:00に調整されます。
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l [キャンペーン終了後にキャンペーン概要レポートを自動送信する]:キャンペーンの終了後に
キャンペーンを作成した管理者にレポートを自動的に送信するには、このオプションを選択し
ます。キャンペーンの対象が複数のサイトまたは配信先リストである場合、この電子メールに
は対象のすべてのサイトまたは配信先リストのレポートをダウンロードするためのリンクが記載さ
れます。その他の管理者は、[セキュリティ意識向上トレーニング]ページからレポートにアクセス
できます。詳しくは、「107ページの「キャンペーン概要レポートを表示する」」を参照してくださ
い。

6. 4番目のセクションをクリックして展開します。このセクションでは、キャンペーンの設定を確認できま
す。完了していないキャンペーンの設定がすべて特定されます。このセクションで、電子メールアドレ
スを1つ入力して[プレビューを送信する]をクリックすることもできます。複数の電子メールアドレスに対
して操作を繰り返します。それぞれの電子メールアドレスに対して、キャンペーンの内容と機能のプレ
ビューが表示されます。

7. 次のいずれかのボタンをクリックします。

l [キャンセル]:このボタンをクリックすると、キャンペーンの作成が終了します。指定したキャンペー
ン設定は失われます。

l [保存して閉じる]:このボタンをクリックすると、キャンペーンの作成が終了し、指定したキャン
ペーン設定が保存されます。キャンペーンは下書きの状態のままとなり、指定した開始日に
達しても開始されません。

l [キャンペーンを開始する]:このボタンをクリックすると、キャンペーンの作成が終了し、指定した
キャンペーン設定が保存され、指定した開始日に達したときにキャンペーンが開始されます。
開始日が即時の場合、キャンペーンは即時に開始されます。

電子メールサーバーが、ユーザーに送信されるフィッシングシミュレーションやトレーニングで使われる
電子メールをブロックしないことを確認します。詳しくは、「7ページの「要件」」を参照してください。
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第4章管理コンソール
https://my.webrootanywhere.com/から管理コンソールにログインします。

管理コンソールに初めてアクセスする場合は、コンソールの初期設定を完了する必要があります。

1. 13ページの「アカウントを作成する」:管理コンソールにアクセスするにはアカウントが必要です。

2. 14ページの「2段階認証を設定する」:必要に応じて2段階認証(2FA)を設定すると、アカウント
への不正アクセスの防止に役立ちます。

3. 15ページの「管理コンソールの表示を選択する」—The first time theManagement Console is
accessed (after configuring or skipping 2FA), you will need to select your console view.

管理コンソールに表示される内容は、使用しているコンソールの表示(ビジネスまたはサービスプロバイダー)
と、アカウントに付与されているアクセス権によって異なります。コンソールの構成は、左側にナビゲーション、
右側にインタラクティブなページとなっています。

l 管理コンソールのビジネス向けの表示

l 管理コンソールのサービスプロバイダー向けの表示
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l ナビゲーション:コンソールの左側にあるナビゲーションリンクを使用して、メインのコンソールページにア
クセスできます。ナビゲーションペインの下部にある<または>のアイコンを使用して、ナビゲーションリン
クのサイズを縮小および拡大できます。

l コンソールスイッチャー:ほとんどの場合は、静的なコンソール名が表示されます。複数の管理
コンソールが割り当てられている場合、コンソール名はアクセス可能な各コンソールを含むド
ロップダウンリストになります。このリストはコンソールスイッチャーと呼ばれ、別のコンソールを選
択することで、そのコンソールの表示に切り替えることができます。必要に応じて、コンソールの
名前を変更することもできます。コンソールの名前を変更すると、そのコンソールにログインする
すべてのユーザーに対して表示される名前が変更されることに注意してください。

l [サイトリスト ]:サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合、このタブにはアクセス可
能なすべてのサイトが表示されます。このページから個々のサイトを表示および管理できま
す。詳しくは、「35ページの「サイト (サービスプロバイダーのみ)」」を参照してください。ビジネス
向けの表示を使用している場合、このタブは表示されません。

l [ダッシュボード ]: [ダッシュボード ]タブには、保護の概要が表示されます。ビジネス向けの表示
は単一の組織のみを対象としており、サービスプロバイダー向けの表示は複数のサイトを管理
する組織を対象としているため、[ダッシュボード ]の表示はコンソールビューごとに異なります。
詳しくは、「45ページの「ダッシュボード」」を参照してください。

l [管理 ]:このタブには3つのサブタブがあります。

l [事業体 ]:事業体とはデバイスおよびグループのことです。デバイスはエンドポイントで
す。グループは組織単位です。グループを使用するとデバイスをまとめて管理できます。
たとえば、特定のポリシーをデバイスのグループに適用できます。[事業体 ]タブでは、デ
バイスおよびグループを表示、整理、管理できます。詳しくは、「48ページの「事業体」」
を参照してください。

l [ポリシー]:ポリシーは、デバイスがスキャンされる頻度、使用されるスキャン設定、スキャ
ンの実行方法など、エージェントの動作を定義するものです。Endpoint Protectionと
DNS Protectionには複数のデフォルトポリシーが用意されており、そのまま使用すること
も、特定のニーズに合わせて変更することもできます。エンドユーザーが独自の設定を
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選択して管理できるEndpoint Protection非管理ポリシーもあります。詳しくは、「57
ページの「ポリシー」」を参照してください。

l [オーバーライド ]:オーバーライドを使用すると、許可またはブロックする必要があるファイ
ルやURLを指定できます。この設定は、ポリシー設定やWebrootによるファイルまたは
URLの定義方法よりも優先されます。詳しくは、「89ページの「オーバーライド」」を参照
してください。

l [DNSプロテクション]:ビジネス向けの表示を使用している場合、このタブにはDNS Protection
の設定が表示されます。詳しくは、「140ページの「DNS Protection」」を参照してください。
サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合、DNS Protectionはサイトごとに管理さ
れるため、このタブは表示されません。サイトのDNS Protectionの設定を確認するには、サイ
トの設定を確認する必要があります。詳しくは、「42ページの「サイトを管理する」」を参照して
ください。

l [Security Awareness Training]:このタブではSecurity Awareness Trainingキャンペーンを
管理します。詳しくは、「92ページの「Security Awareness Training」」を参照してください。

l [レポート ]:レポートには、Endpoint Protection、DNS Protection、Security Awareness
Trainingの詳細な情報が記載されます。レポートは、必要に応じて作成することも、定期的
な間隔でスケジュールすることもできます。使用可能な各種レポートについて詳しくは、「120
ページの「レポートの種類」」を参照してください。詳しくは、「108ページの「レポート」」を参照
してください。

l [警告 ]:警告は、脅威が検出されたとき、またはWebrootエージェントがデバイスにインストール
されたときに通知する電子メール通知です。脅威とインストールの概要を示す警告を生成す
ることもできます。警告の配信先リストは、警告の送信先となる1つ以上の電子メールアドレ
スのリストです。詳しくは、「122ページの「警告と警告の配信先リスト」」を参照してください。

l [管理者 ]:このタブには、コンソールに存在する管理者またはアカウントが表示されます。詳し
くは、「129ページの「管理者」」を参照してください。

l [設定 ]:このタブには、さまざまな設定のセクションが含まれます。利用できる設定は、管理コン
ソールのビジネス向けの表示とサービスプロバイダー向けの表示のいずれを使用しているかに
応じて異なります。詳しくは、「135ページの「設定」」を参照してください。

l リソース:コンソールのどのページにも右上隅にいくつかのリンクがあり、共通のリソースおよびリンクにア
クセスできます。

l [リソースセンター]:内側にiがある円がリソースセンターです。サービス状況および一般的な製
品情報へのリンクが含まれています。

l [ヘルプとサポート ]:内側に疑問符がある円がヘルプとサポートです。ドキュメントリソースと、サ
ポートチケットを送信できるサポートサイトへのリンクが含まれています。チケットが送信される
と、すぐにWebrootサポート担当者が対応可能な状態になります。

l [ログアウト ]:ログイン名の下に、コンソールからログアウトするためのリンクが表示されます。
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第5章サイト (サービスプロバイダーのみ)
サイトは、管理コンソールのサービスプロバイダー向けの表示のみで使用できます。サイトはそれぞれの顧客
を表します。企業の場合もあれば、部署、地域、オフィスのロケーション、または指定するその他の組織単
位を表す場合もあります。サイトを使用すると、定義した組織単位で多数のデバイスを管理することができ
ます。

サイトでは次のタスクを実行できます。

l 36ページの「使用可能なサイトを表示する」

l 38ページの「サイトを追加する」

l 42ページの「サイトを管理する」
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使用可能なサイトを表示する

使用可能なサイトを表示するには、[サイトリスト ]をクリックします。この表には、各サイトの概要情報ととも
に、アクセスできるサイトのリストが表示されます。

中に白い感嘆符が付いた青い円がデバイスの数の横に表示されている場合は、データフィルタが
サイトに適用されていることを示します。フィルタを削除するには、「135ページの「設定」」を参照し
てください。

[エンドポイントのシート ]列の数字の横に青い時計のアイコンが表示されている場合、サイトが体験
版の期間中はこれらのシートが請求可能な合計数にカウントされないことを示します。アイコンに
カーソルを合わせると、体験版の残り期間や体験版が終了しているかどうかが表示されます。

サイトの表では次のコントロールを使用できます。

l 製品リスト :デフォルトでは、すべての製品について情報が表示されます。特定の製品やサブスクリプ
ションに固有の情報を表示するには、製品リストから目的の製品を選択します。

l [検索 ]:このボックスに入力した検索テキストを含む行のみがリストに表示されます。検索では、表示
されている行だけでなく表全体が対象になります。ただし、フィルタが適用されている場合、検索範
囲はフィルタによって表示される行のみに制限されます。

l [サイトの追加 ]:新しいサイトを追加するには、このボタンをクリックします。詳しくは、「38ページの「サ
イトを追加する」」を参照してください。

l [エクスポート ]:サイトのリストに適用されている検索とフィルタに基づいてサイトのリストをダウンロード
するには、このボタンをクリックします。ダウンロードされるファイルはコンマで区切られたファイル(.csv)で
す。

l [更新 ]:サイトのリストを更新するには、このボタンをクリックします。指定した検索とフィルタは、更新
後もサイトのリストに適用されます。

l [フィルタ]:フィルタパネルを開く、または閉じるには、このボタンをクリックします。[フィルタ]ボタンにある
緑色の円に囲まれた数値は、現在適用されているフィルタの数を示します。

フィルタパネルでセクションを展開し、使用可能なフィルタを表示します。適用するフィルタを1つ以上
選択します。フィルタの右にカーソルを移動し、[除外 ]が表示された場合は、このオプションをクリック
することもできます。その1つのアイテムが除外され、フィルタリングされたその他のすべてのアイテムは
含まれます。

1つのフィルタの任意の選択をクリアするには、[リセット ]をクリックします。すべてのフィルタをクリアにする
には、フィルタパネルの下部にある[フィルタをリセット ]をクリックします。

l 並べ替え:列の見出しをクリックすると、その列を基準に表が並べ替えられます。
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l [サブスクリプションを展開する]および[サブスクリプションを閉じる]:製品のサブスクリプションの列を展開
したり閉じたりするには、[サイト ]列の右側にある左向きまたは右向きの三角形のアイコンをクリックし
ます。これらの列には、各製品のサブスクリプションの状態が表示されます。

l アクティブ:白文字を含む青で塗りつぶされた円は、アクティブなサブスクリプションを示します。

l 非アクティブ:黒文字を含む灰色で塗りつぶされた円は、非アクティブなサブスクリプションを示
します。

l 体験版、アクティブ:青文字を含む白で塗りつぶされた円は、アクティブな体験版のサブスクリ
プションを示します。

l 体験版、期限切れ:青文字を含む白で塗りつぶされた円に青いスラッシュが入っている場合
は、期限切れの体験版のサブスクリプションを示します。

l 期限切れ:白文字を含む赤で塗りつぶされた円に白いスラッシュが入っている場合は、期限
切れの有料のサブスクリプションを示します。

l 一時停止 :白文字を含む黒で塗りつぶされた円は、一時停止中のサブスクリプションを示しま
す。

l サイト名のハイパーリンク:表の[サイト ]列にあるサイト名をクリックして、そのサイトを管理します。権
限(「管理者」アクセスまたは「表示のみ」アクセス)に応じてサイトを管理または表示できます。権限
について詳しくは「129ページの「管理者」」を、サイト管理について詳しくは「42ページの「サイトを管
理する」」を参照してください。

l キーコード : [サイト ]列の鍵のアイコンをクリックすると、サイトに割り当てられているキーコードが表示さ
れます。必要に応じてコードをコピーします。

l [アクション]、[レガシーコンソール]:このメニューまたはサブスクリプションのホバーテキストで斜めの矢印
アイコンが付いたボックスをクリックすると、Endpoint ProtectionまたはSecurity Awareness Trainingの
従来のコンソールが開きます。

l [アクション]、[設定 ]:このメニューまたはサブスクリプションのホバーテキストで歯車アイコンをクリックする
と、サブスクリプションを管理できます。

l [アクション]、[試用を開始する]:サイトで当該のサブスクリプションを有効にしたことがない場合は、こ
のメニューまたはサブスクリプションのホバーテキストにこのボタンが表示されます。体験版を開始する
には、このボタンをクリックします。この体験版は本製品と機能が同じで、30日間無料です。

l [アクション]、[アップグレード ]:サブスクリプションが体験版である場合、このメニューまたはサブスクリプ
ションのホバーテキストにこのボタンが表示され、有料サブスクリプションにアップグレードできます。

l [アクション]、[購入 ]:サブスクリプションの有効期限が切れている場合、このメニューまたはサブスクリプ
ションのホバーテキストにこのボタンが表示され、サブスクリプションを更新することができます。

l [アクション]、[再有効化 ]:サブスクリプションが無効になった場合、このメニューまたはサブスクリプション
のホバーテキストにこのボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、サブスクリプションが再び有効に
なります。

l [行と改ページ]:表の下部には行と改ページの制御機能があり、1ページの表示を増減したり、ペー
ジ間を移動したりできます。
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サイトを追加する

サイトを追加するには次の手順に従います。

1. [サイトリスト ]をクリックしてから[サイトを追加 ]をクリックします。

2. [サイトを追加 ]ウィザードの最初のステップでは、サイトの詳細を設定します。

l [サイト /会社名 ]:サイトまたは会社の一意の名前を指定します。

l [サイトの種類 ]:サイトの種類を選択します。

l [外部企業 ]:サービスを購入する外部企業のサイトである場合は、このオプションを選
択します。

l [社内サイト ]:サイトが自社内にある場合(店舗やオフィスなど)は、このオプションを選択
します。

l [会社の規模 ]:外部企業を選択した場合は、その会社の規模を表す範囲を選択します。社
内サイトを選択した場合、このフィールドは非表示になります。

l [会社の業種 ]:外部企業を選択した場合は、その会社の業種を選択します。社内サイトを
選択した場合、このフィールドは非表示になります。

l [請求サイクル]:外部企業を選択した場合は、請求サイクルを選択します。これは、このサイ
トで必要に応じて定義および使用する請求サイクルです。これはWebrootに関連付けられた
請求サイクルではありません。社内サイトを選択した場合、このフィールドは非表示になりま
す。

l [請求日 ]:外部企業を選択した場合は、請求の日付を選択します。これは、このサイトで必
要に応じて定義および使用する請求日です。これはWebrootに関連付けられた請求日では
ありません。社内サイトを選択した場合、このフィールドは非表示になります。
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l [レポートの配信先リスト ]:最大10個の電子メールアドレスをコンマで区切って指定します。レ
ポート配信先リストに送信するように設定されたレポートが生成されると、各メールアドレスに
送信されます。

l [グローバルポリシーの追加 ]:有効にすると、このサイトですべてのグローバルポリシーを使用で
きます。グローバルポリシーが使用され、そのグローバルポリシーが変更されると、そのポリシーを
使用している各デバイスに変更が反映されます。一度有効にすると、このオプションは変更で
きません。無効にすると、グローバルポリシーは使用されず、変更されることのないデフォルトの
ポリシーのみが使用可能になります。

l [グローバルオーバーライドの追加 ]:有効にすると、グローバルポリシーのオーバーライドがこのサ
イトに適用されます。たとえば、あるサイトが特定のファイルをブロックし、そのファイルをグローバ
ルオーバーライドとして設定した場合、このオプションが有効になっているすべてのサイトは、そ
のオーバーライドを使用してそのファイルをブロックします。このオプションを無効にすると、他の
サイトからのグローバルオーバーライドはこのサイトに適用されず、このサイトのすべてのオー
バーライドを手動で設定する必要があります。

l [コメント ]:必要に応じて、サイトまたは会社を説明するコメントを入力します。

l [タグ]:必要に応じて、このサイトにラベルを付けるタグを選択します。これは、タグでサイトをフィ
ルタリングする場合に便利です。

3. [次へ]をクリックして続けます。

4. [サイトを追加 ]ウィザードの2番目のステップでは、このサイトに付与する権限を選択します。デフォル
トでは、サイトを作成したアカウントに完全な管理者権限が与えられるため、そのアカウントはリスト
に表示されません。他のすべてのアカウントがリストで表示され、デフォルトで[アクセスなし]に設定さ
れます。他の管理者がこのサイトを表示またはこのサイトにアクセスできるようにするには、管理者権
限を付与する必要があります。

l [管理者 ]:この権限レベルでは、サイトへのフルアクセスが許可されます。

l [表示のみ]:この権限では、サイトの表示のみが許可されます。管理や制御を行うことは一切
できません。

l [アクセス不可 ]:この権限では、サイトへのアクセスが拒否されます。

5. [次へ]をクリックして続けます。

6. [サイトを追加 ]ウィザードの3番目のステップでは、Endpoint Protectionを設定します。
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l [キーコードの種類 ]:製品を購入済みの場合は[フル]を、体験版を登録した場合は[30日間
体験版 ]を選択します。

l [サイトのシート数 ]:設定するサイトまたは会社のシート数(エンドポイントまたはデバイス)を指
定します。この設定は社内の参照用です。請求には使用されません。

l [デフォルトのエンドポイントポリシー]:デフォルトのポリシーを選択します。選択したポリシーは、
デバイスのグループ、サイト、または会社からのポリシーを継承してポリシーが割り当てられてい
ない限り、このサイトまたは会社にインストールされたすべての新しいデバイスに使用されます
(インストール後に、デバイスが使用するポリシーを変更することができます)。

l [推奨デフォルト設定 ]:このポリシーは、デスクトップおよびノートパソコンを対象としていま
す。ユーザーインターフェイスとPUA (好ましくない動作をする可能性のあるアプリケー
ション)は無効になっています。DNS Protectionをインストールする設定は、このポリシー
では無効になっています。

l [推奨DNS有効化 ]:このポリシーは、DNS Protectionのインストールの設定が有効に
なっている点を除き、[推奨デフォルト設定 ]と同じです。

l [推奨サーバーデフォルト設定 ]:このポリシーは、サーバー環境を対象としています。リ
ソースの使用率とサーバーへの影響の最小化に重点を置いています。

l [サイレント監査 ]:このポリシーは[推奨デフォルト設定 ]ポリシーに基づいていますが、本
番環境への影響を最小限に抑えるために修復機能は無効になっています。つまり、
既知の脅威を捕捉しますが、未判定の脅威は捕捉しません。未判定の脅威につい
てのレポートを使用すると、ブロックに追加する項目の特定や、オーバーライドの許可が
容易になります。全般的に、このポリシーは短期間のみの使用を想定したものです。
たとえば、初期設定時に、本番環境の潜在的な誤検出を確認する場合などです。

l [管理対象外 ]:このポリシーは、テクニカルサポートとトラブルシューティングで、またポリ
シー管理が不要な場合に使用します。このポリシーは管理できませんが、エンドユー
ザーが直接制御できるローカルの非管理アプリケーションにエージェントを変換します。
本番環境ではこのポリシーを使用しないでください。

l [データフィルタ]:コンソールに表示されるデータを制限する場合は、データフィルタを適用できま
す。これらのフィルタは、ユーザーのフィルタに応じてデータを表示または非表示にします。たと
えば、[2か月 ]を選択すると、2か月間接続されていないすべてのデバイスが、このサイトに表
示されるデータから除外されます。このオプションを使用すると、読み込まれるデータの量によっ
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ては、ページの読み込みのパフォーマンスが向上する場合がありますが、表示される内容は制
限されます。フィルタを適用または削除する場合、配備サイズと表示するデータの量によって
は、データの更新に数分かかることがあります。

7. [次へ]をクリックして続けます。

8. 必要に応じてDNS Protectionを設定できます。ここでは設定を行わず、後から[設定 ]タブで有効に
することもできます。基本情報については「22ページの「DNS Protectionを有効にする」」を、詳しくは
「140ページの「DNS Protection」」を参照してください。

9. [次へ]をクリックして続けます。

10. 必要に応じてSecurity Awareness Trainingを設定できます。ここでは設定を行わず、後から[設定 ]
タブで有効にすることもできます。基本情報については「24ページの「Security Awareness Training
を有効にする」」を、詳しくは「92ページの「Security Awareness Training」」を参照してください。

11. [保存 ]をクリックしてサイトの設定を完了し、キーコードをサイトに割り当てます。
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サイトを管理する

サイトを管理するには次の手順に従います。

1. [サイトリスト ]をクリックします。

2. [サイト ]列で、管理するサイトのサイト名のハイパーリンクをクリックします。

サイト管理のページに移動すると、ページ上部にサイト切り替え用のドロップダウンリストがあ
ります。これにより、サイトを簡単に切り替えることができます。ドロップダウンリストのサイト名
の横に、個々のサイトの状態も表示されます。

3. 必要に応じてサイトを管理します。

l [概要 ]:このタブには、このサイトのデバイスの概要が表示されます。このサイトの管理者のリス
トを表示することもできます。

l [デバイスを表示 ]: [対応が必要なデバイス]タイル内にあるこのリンクは、対応が必要な
デバイスが少なくとも1つある場合のみに表示されます。リンクをクリックすると、[事業体 ]
ページに移動します。詳しくは、「48ページの「事業体」」を参照してください。

l [編集 ]: [管理者 ]の表にあるこのリンクをクリックすると、サイトの管理者を変更できる[管
理者権限 ]タブに移動します。詳しくは、「129ページの「管理者」」を参照してください。

l [一時停止 ]: [保護の一時停止 ]タイルのボタンをクリックすると、サイトのすべての保護が
一時停止されます。この操作を行うと、エージェントはインストールされたままになります
が、感染は解決されません。DNS Protectionを使用している場合、サービスはデバイス
上で無効になり、すべてのDNS設定が元の設定に戻ってフィルタリングが無効になりま
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す。ポリシー設定にかかわらずDNSトラフィックは許可されます。一時停止したサイトへ
の請求はアクティブなサイトと同様に継続されます。請求を停止するには、サイトを非
アクティブ化する必要があります。

l [再開 ]: [保護の再開 ]タイルのこのボタンをクリックすると、一時停止された保護が再開
されます。感染の解決が開始され、DNS Protectionを使用している場合はサービスが
有効になり、ポリシー設定に従ってDNSトラフィックが処理されます。

l [サイトの非アクティブ化 ]: [サイトの非アクティブ化 ]タイルでこのボタンをクリックすると、サ
イトのキーコードが非アクティブ化されます。このアクションにより、そのキーコードを使用
するすべてのデバイスにアンインストールコマンドが送信されます。この処理は恒久的な
ものであり、元に戻せないことに注意してください。非アクティブ化したサイトに対する請
求は行われません。

l [サイトを削除 ]:このボタンをクリックすると、コンソールから非アクティブ化されたサイトが
削除されます。このサイトのデータは表示できなくなります。この処理は恒久的なもので
あり、元に戻せないことに注意してください。

l [詳細 ]:このタブにはサイトの詳細が示されます。これは、サイトを作成したときに入力した情
報です。必要に応じて設定を変更します。サイト設定について詳しくは、「38ページの「サイト
を追加する」」を参照してください。

l [管理者権限 ]:このタブには、サイトにアクセスできるユーザーが表示されます。管理者のリスト
には、[管理者 ]、[表示のみ]、[アクセス不可 ]のいずれかのサイトへのアクセス権限が付与され
ているユーザーが表示されます。必要に応じて、各管理者の権限を変更します。

l [エンドポイント保護 ]:このタブには、サブスクリプションの状態とデフォルトのサイト設定が表示
されます。また、エージェントのインストールファイルのダウンロードリンクも含まれています。

l [サイトのシート数 ]:設定するサイトまたは会社のシート数(エンドポイントまたはデバイ
ス)を指定します。この設定は社内の参照用です。請求には使用されません。

l [デフォルトのエンドポイントポリシー]:デフォルトのポリシーを選択します。選択したポリ
シーは、デバイスのグループ、サイト、または会社からのポリシーを継承してポリシーが割
り当てられていない限り、このサイトまたは会社にインストールされたすべての新しいデ
バイスに使用されます(インストール後に、デバイスが使用するポリシーを変更することが
できます)。

l [推奨デフォルト設定 ]:このポリシーは、デスクトップおよびノートパソコンを対象と
しています。ユーザーインターフェイスとPUA (好ましくない動作をする可能性のあ
るアプリケーション)は無効になっています。DNS Protectionをインストールする設
定は、このポリシーでは無効になっています。

l [推奨DNS有効化 ]:このポリシーは、DNS Protectionのインストールの設定が有
効になっている点を除き、[推奨デフォルト設定 ]と同じです。

l [推奨サーバーデフォルト設定 ]:このポリシーは、サーバー環境を対象としていま
す。リソースの使用率とサーバーへの影響の最小化に重点を置いています。

l [サイレント監査 ]:このポリシーは[推奨デフォルト設定 ]ポリシーに基づいています
が、本番環境への影響を最小限に抑えるために修復機能は無効になっていま
す。つまり、既知の脅威を捕捉しますが、未判定の脅威は捕捉しません。未判
定の脅威についてのレポートを使用すると、ブロックに追加する項目の特定や、
オーバーライドの許可が容易になります。全般的に、このポリシーは短期間のみ
の使用を想定したものです。たとえば、初期設定時に、本番環境の潜在的な
誤検出を確認する場合などです。

l [管理対象外 ]:このポリシーは、テクニカルサポートとトラブルシューティングで、ま
たポリシー管理が不要な場合に使用します。このポリシーは管理できませんが、
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エンドユーザーが直接制御できるローカルの非管理アプリケーションにエージェン
トを変換します。本番環境ではこのポリシーを使用しないでください。

l [データフィルタ]:コンソールに表示されるデータを制限する場合は、データフィルタを適用
できます。これらのフィルタは、ユーザーのフィルタに応じてデータを表示または非表示に
します。たとえば、[2か月 ]を選択すると、2か月間接続されていないすべてのデバイス
が、このサイトに表示されるデータから除外されます。このオプションを使用すると、読み
込まれるデータの量によっては、ページの読み込みのパフォーマンスが向上する場合が
ありますが、表示される内容は制限されます。フィルタを適用または削除する場合、配
備サイズと表示するデータの量によっては、データの更新に数分かかることがあります。

l [エンドポイントプロテクションコンソールに進む]:従来のEndpoint Protectionコンソールを
使用する必要がある場合は、このリンクをクリックします。

l [ソフトウェアのダウンロード ]:このセクションには、エージェントのインストールファイルのリン
クが含まれます。これらのリンクとファイルは、サイトとキーコードに固有のものです。詳し
くは、「146ページの「エージェント」」を参照してください。

l [DNSプロテクション]:このタブでは、DNS Protectionを有効または無効にしたり、サイトの
DNS Protectionを設定したりできます。詳しくは、「140ページの「DNS Protection」」を参照し
てください。

l [セキュリティ意識向上トレーニング]:このタブでは、Security Awareness Trainingを有効または
無効にできます。また、セキュリティトレーニングの対象としたいユーザー(電子メールアドレス)が
含まれるドメインを識別することで、トレーニングに参加してもらうユーザーを設定できます。ド
メインの識別にはAzure Active Directory統合または手動プロセスを使用できます。詳しくは、
「92ページの「Security Awareness Training」」を参照してください。

4. サイトの管理が終了したら、[保存 ]をクリックして変更を保存します。[戻る]をクリックすると、サイトのリ
ストに戻ります。
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第6章ダッシュボード
[ダッシュボード ]タブには、保護の概要が表示されます。ビジネス向けの表示は単一の組織のみを対象とし
ており、サービスプロバイダー向けの表示は複数のサイトを管理する組織を対象としているため、[ダッシュ
ボード ]の表示はコンソールビューごとに異なります。

l ビジネス向けの表示

ページの左側には3つのタイルがあり、Endpoint Protection、DNS Protection、Security Awareness
Trainingの統計情報の概要が表示されます。これらの統計情報により、各コンポーネントを一目で
分析することができます。これにより、感染したデバイス、チェックインしていないデバイス
(DNS Protectionが有効な場合)、アクティブなトレーニングキャンペーンの数(Security Awareness
Trainingが有効な場合)をすばやく特定できます。タイル内のボタンとハイパーリンクを使用すると、コ
ンソールの特定のページに移動したり、使用していない製品を有効にしたりできます。

ページの右側には、アクティビティの詳細を示すさまざまなチャートがあります。チャートのデータまたは
マシン名をクリックすると、チャートのコンポーネント内で絞り込むことができます。

l サービスプロバイダー向けの表示

ページの上部の[ダッシュボード概要 ]には、サイト、シート、デバイスの統計情報の概要が表示されま
す。[サイト ]にカーソルを合わせると、統計の内訳が表示されます。[対応が必要 ]または[まもなく期
限切れ]をクリックして[サイトリスト ]ページに移動し、個々のサイトの詳細を表示することもできます。

ページの下部には、アクティビティの詳細を示すさまざまなチャートがあります。チャートのデータをクリッ
クすると、チャートのコンポーネント内で絞り込むことができます。場合によっては、表示された詳細の
内容をさらに絞り込むことができます。
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サービスプロバイダー向けの表示の[ダッシュボード ]では、次のコントロールを使用できます。

l [チャートを追加 ]:別のチャートを追加するには、このボタンをクリックします。チャートのデータを
選択してチャートの名前を入力し、作成するチャートの種類を選択します。一部のチャートで
は、チャートの期間を設定できます。チャートを定義したら、[チャートを追加 ]をクリックします。

l [サイトフィルタ]:チャートに含めるサイトを決定するフィルタを設定またはクリアするには、このボ
タンをクリックします。

l [すべて]:すべてのサイトがチャートに表示されます。

l [サイトの選択 ]:選択したサイトのみがチャートに表示されます。必要に応じて、[すべて
選択 ]ボタンと[すべて選択解除 ]ボタンを使用します。サイト名をクリックすると、サイトが
選択された状態(緑のチェックマーク)と選択されていない状態(赤のXマーク)の間で切り
替わります。

l [ダッシュボードをリセット ]:チャートのレイアウト、表示、フィルタをデフォルトにリセットするには、
このボタンをクリックします。

l [レイアウト ]:右上隅にあるレイアウトボタンの1つをクリックして、チャートの表示を1行あたり
1～4個のチャートに変更します。チャートをドラッグ&ドロップして、希望する表示方法で
チャートを並べ替えることもできます。

l [編集 ]:チャートのタイル内で、[編集 ] (歯車アイコン)をクリックしてチャートに変更を加えます。

l [削除 ]:チャートのタイル内で、[削除 ](X印のアイコン)をクリックしてダッシュボードからチャートを
削除します。

[脅威の検出履歴 ]チャートと[デバイスのアクティブ化 ]チャートを除き、[ダッシュボード ]の統計
にデバイスの正確な情報を表示するには、そのデバイスでエージェントのバージョン8.0.4.134
以降を実行している必要があります。
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[ファイアウォールの状態 ]、[ルートキットシールドの状態 ]、[Infraredの状態 ]、[サイレントモー
ド ]、[オフラインシールドの状態 ]は、MacOSではサポートされていません。

(あるサイトから別のサイトにデバイスを移動したときに)キーコードを移行すると、デバイス数
に不一致が生じる場合があります。
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第7章事業体
事業体とはデバイスおよびグループのことです。デバイスはエンドポイントです。グループは組織単位です。グ
ループを使用するとデバイスをまとめて管理できます。たとえば、特定のポリシーをデバイスのグループに適用
できます。[事業体 ]タブでは、デバイスおよびグループを表示、整理、管理できます。

事業体では次のタスクを実行できます。

l 49ページの「使用可能な事業体を表示する」

l 53ページの「事業体を管理する」
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使用可能な事業体を表示する

使用可能な事業体を表示するには、必要に応じて[管理 ]を展開し、[事業体 ]をクリックします。

l ビジネス向けの表示 :ビジネス向けの表示の場合、事業体の表には、グループのリストや各グループ
内のデバイスが含まれます。

l サービスプロバイダー向けの表示 :サービスプロバイダー向けの表示の場合、事業体の表には、サイ
トのリストが含まれます。サイトを展開して、グループのリストや各グループ内のデバイスを表示できま
す。

サイトまたはグループを選択すると、選択したサイトまたはグループ内の各デバイスのステータスを表示できま
す。デバイスが保護されているかどうかをすばやく確認できます。過去7日以内にチェックインされていないデ
バイスは、最近確認されていないデバイスとして識別されます。

非アクティブになっているデバイスは、別の非アクティブ化されたデバイスのグループに表示されます。非アク
ティブ化されたデバイスのグループに入っているデバイスを再アクティブ化し、以前のグループに復元するに
は、デバイス名の横にあるチェックボックスをオンにしてから[再アクティブ化する]をクリックします。

グループ内のデバイスを絞り込んで表示する場合は、デバイス名の左側にあるアイコンによってデバ
イスのタイプをすばやく特定できます。

l Windowsのアイコン: Windowsデスクトップ

l サーバーのアイコン: Windowsサーバー

l Appleのアイコン: MacOSデスクトップ

l ロケーションのアイコン: IPアドレス

ポリシー名の左側にあるアイコンによって、デバイスに割り当てられているポリシーをすばやく特定で
きます。アイコンにカーソルを合わせると、完全なポリシー名と割り当て方法が表示されます。

l モニターのアイコン:ポリシーはデバイスに直接割り当てられます。

l 建物のアイコン:ポリシーは、サイトポリシーを使用しているデバイスに直接割り当てられま
す。

l 接続ボックスのアイコン:ポリシーは、グループポリシーを使用しているデバイスに直接割り当
てられます。

l iの文字付きの円 :デバイスに複数のポリシーが割り当てられています。

事業体の表では、次のコントロールを使用できます。
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l [検索 ]:このボックスに入力した検索テキストを含む行のみがリストに表示されます。検索では、表示
されている行だけでなく表全体が対象になります。

l [エージェントコマンド ]:デバイスで実行するコマンドを最初の[最も人気 ]コマンドリストから選択する
か、[すべてのコマンドを表示 ]をクリックします。[すべてのコマンドを表示 ]ダイアログボックスに表示され
る結果を絞り込むには、検索ボックスを使用してコマンドを検索します。検索結果は、検索ボックス
にテキストを入力すると動的に更新されます。Windowsのみに適用されるコマンドにはWindowsのア
イコンが付いています。WindowsとMacOSの両方に適用されるコマンドには、WindowsとApple両方
のアイコンが付いています。

l [スキャン]:選択したデバイスのスキャンをただちに開始します。

l [クリーンアップ]:デバイスのスキャンをただちに開始し、悪質なファイルを隔離します。スキャンが
完了すると、[スキャン履歴 ]に結果が表示されます。

l [アンインストール]:選択したデバイスからエージェントをアンインストールします。デバイスが
DNS Protectionをインストールするように設定されたEndpoint Protectionのポリシーを使用し
ている場合、次回のデバイスのチェックイン時にDNS Protectionがインストールされることに注
意してください。

l [デバイスを解除 ]:選択したデバイスからエージェントをアンインストールします。また、このオプ
ションにより、デバイスが割り当てられたグループから非アクティブなグループに移動されます。デ
バイスの非アクティブ化について詳しくは、「49ページの「使用可能な事業体を表示する」」を
参照してください。

l [キーコードの変更 ]:選択したデバイスのキーコードを、サイトに割り当てられたキーコードに変
更します。

l [すべてのファイルとプロセスを再検証する]:次回のスキャン実行時に、選択したデバイスのす
べてのファイルとプロセスを検証します。このオプションは、手動のオーバーライドを作成し、選
択したデバイスを強制的に変更する場合に便利です。

l [ファイルを復元 ]:許可する必要があるファイルが誤検出された場合などに、隔離されている
ファイルを復元します。

l [カスタマーサポートスクリプトを実行 ]:デバイスを更新または感染を除去するスクリプトを実行
します。必要なスクリプトはWebrootが提供します。ユーザーに必要な作業はスクリプトファイ
ルへのパスの指定だけです。

l [システム最適化ツール]:システム最適化ツールのプロセスをただちに開始します。

l [リセット ]:このコマンドは、テクニカルサポートが特定の状況下で使用するツールです。テクニカ
ルサポートによる支援を受けずに、このコマンドを実行しないでください。

l [デバイスを再起動 ]:選択したデバイスに再起動のコマンドを送信します。デバイスがコマンド
を受信すると、再起動がただちに実行されます。再起動が行われるまで、ユーザーへの通知
はありません。

l [すべてのコマンドを表示 ]:エージェントコマンドの完全なリストが表示されます。このリストに
は、[最も人気 ]のコマンドに加えて、次のコマンドが含まれます。

[
l アプリケーションを許可 ]:選択したデバイスでアプリケーションを実行できます。

l [ファイアウォールによりブロックされたプロセスを許可 ]:ファイアウォールのポリシー設定に
よりブロックされたすべてのプロセスについて通信を許可します。詳しくは、「66ページの
「Endpoint Protectionのポリシー設定」」を参照してください。

l [スキャン時間を変更 ]:選択したデバイスでエージェントが日次スキャンを実行する時刻
を変更します。
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l [ログファイルを消去 ]:現在のログファイルを消去して、選択したデバイス上の領域を解
放します。

l [すべてのアイテムを正当と見なす/拒否されているすべてのアプリケーションを許可 ]:選
択したデバイスで検出されたすべてのファイルを安全であるとタグ付けし、以前はブロッ
クされていたすべてのアプリケーションを実行できるようにリセットします。

l [カスタマーサポートの診断 ]:ユーティリティを実行して、感染したデバイスに関する情報
を収集し、結果をWebrootサポートチームに送信します。

l [アプリケーションを拒否 ]:選択したデバイスでアプリケーションを実行できないようにブロッ
クします。

l [プロキシ設定を無効化 ]:選択したデバイスで有効になっていたプロキシ設定をすべて
無効にします。インターネットアクセスがプロキシサーバーを介したものだけである場合、
デバイスはインターネットと通信できなくなります。

l [エンドポイントをロック]:ログイン画面を有効にして、選択したデバイスをロックします。
再びログインする際は、ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。

l [ログオフ]:セッションを終了し、現在のアカウントからユーザーをログオフします。

l [アプリケーションを保護 ]:選択したデバイスで実行されている特定のアプリケーションに
セキュリティレイヤーを追加します。

l [パスワード保護を削除 ]:パスワード保護を無効にして、ユーザーがロックアウトされてい
る場合に、選択したデバイスへのアクセス権を管理者が取得できるようにします。

l [デスクトップの壁紙をリセット ]:デスクトップの壁紙をデフォルト設定にリセットします。この
変更を適用するにはデバイスを再起動する必要があります。このオプションは、デバイス
が最近マルウェアに感染したことでデスクトップの壁紙が変更された場合に便利です。

l [スクリーンセーバーをリセット ]:スクリーンセーバーをデフォルト設定にリセットします。この
変更を適用するにはデバイスを再起動する必要があります。このオプションは、デバイス
が最近マルウェアに感染したことでデスクトップの壁紙が変更された場合に便利です。

l [システムポリシーをリセット ]:タスクマネージャーを開くなど、Windowsの管理機能を使
用できないようにする可能性のあるレジストリのシステムポリシーをリセットします。このオ
プションは、デバイスが最近マルウェアに感染したことで設定が変更された場合に便利
です。

l [[セーフモードとネットワーク]で再起動する]:選択したセーフモードのデバイスをネット
ワークで再起動します。

l [フォルダをスキャン]:選択したデバイスの特定のフォルダをスキャンします。

l [シャットダウン]:選択したデバイスを次回のレポート時にシャットダウンします。

l [信頼できないプロセスの強制終了 ]:許可されていないプロセスすべてを終了させま
す。このオプションは、通常のスキャンでマルウェアと疑われるすべての痕跡を完全に削
除できなかった場合に便利です。

l [アプリケーションの保護を解除 ]:以前に保護したアプリケーションから追加のセキュリティ
を除去します。

l [コマンドログ]:実行されたエージェントコマンドの履歴が表示されます。コマンドログはCSV (コ
ンマ区切りファイル)にエクスポートできます。

l [移動 ]: 1つ以上のデバイスが選択されている場合、デバイスを別のグループに移動できます。サービ
スプロバイダー向けの表示を使用している場合は、グループが同じサイト内にある必要があります。
デバイスが移動先のグループに割り当てられたポリシーを更新するか、現在使用しているポリシーを
維持するかを指定する必要があります。

l [ポリシーを変更 ]: 1つ以上のデバイスが選択されている場合、選択したデバイスに割り当てられてい
るポリシーを変更できます。
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l [フィルタ]:フィルタパネルを開く、または閉じるには、このボタンをクリックします。[フィルタ]ボタンにある
緑色の円に囲まれた数値は、現在適用されているフィルタの数を示します。

フィルタパネルでセクションを展開し、使用可能なフィルタを表示します。適用するフィルタを1つ以上
選択します。フィルタの右にカーソルを移動し、[除外 ]が表示された場合は、このオプションをクリック
することもできます。その1つのアイテムが除外され、フィルタリングされたその他のすべてのアイテムは
含まれます。

1つのフィルタの任意の選択をクリアするには、[リセット ]をクリックします。すべてのフィルタをクリアにする
には、フィルタパネルの下部にある[フィルタをリセット ]をクリックします。

l [グループを作成 ]: +アイコンをクリックすると、選択したサイトに対して新しいグループを作成できます。
サービスプロバイダー向けの表示では、新しいグループを作成するためにサイトを選択する必要があ
ります。

l [グループを削除 ]:ユーザーが作成したグループが選択されている場合、-アイコンをクリックすると、選
択したグループを削除できます。削除するグループに存在するデバイスを移動するには、新しいグ
ループを指定する必要があります。

l [グループを編集 ]:ユーザーが作成したグループが選択されている場合、紙と鉛筆のアイコンをクリック
すると、グループの名前またはグループに割り当てられたポリシーを変更できます。

l [このグループにデバイスをインストール]:ダウンロードフォルダのアイコンをクリックすると、選択したグ
ループに直接デバイスを配備できます。画面の指示に従ってインストーラーをダウンロードして実行し
ます。デバイスは、選択したグループに割り当てられているポリシーを自動的に継承します。詳しく
は、「21ページの「デバイスにエージェントを配備する」」を参照してください。

l デバイス名のハイパーリンク:デバイスの名前をクリックすると、そのデバイスの詳細が表示されます。
詳しくは、「53ページの「事業体を管理する」」を参照してください。
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事業体を管理する

デバイスを管理するには、次の手順に従います。

1. [管理 ]、[事業体 ]の順にクリックします。

2. サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合は、管理するデバイスが含まれているサイトを
選択します。

3. 管理するデバイスを含むグループを選択します。

4. リストでデバイスを探し、デバイス名のハイパーリンクをクリックします。

5. 使用可能なボタンと各種タブのアクションを使って、必要に応じてデバイスを管理します。

l [エージェントコマンド ]:デバイスで実行するコマンドを最初の[最も人気 ]コマンドリストから選択
するか、[すべてのコマンドを表示 ]をクリックします。[すべてのコマンドを表示 ]ダイアログボックス
に表示される結果を絞り込むには、検索ボックスを使用してコマンドを検索します。検索結
果は、検索ボックスにテキストを入力すると動的に更新されます。Windowsのみに適用される
コマンドにはWindowsのアイコンが付いています。WindowsとMacOSの両方に適用されるコマ
ンドには、WindowsとApple両方のアイコンが付いています。

l [スキャン]:選択したデバイスのスキャンをただちに開始します。

l [クリーンアップ]:デバイスのスキャンをただちに開始し、悪質なファイルを隔離します。ス
キャンが完了すると、[スキャン履歴 ]に結果が表示されます。

l [アンインストール]:選択したデバイスからエージェントをアンインストールします。デバイス
がDNS Protectionをインストールするように設定されたEndpoint Protectionのポリシーを
使用している場合、次回のデバイスのチェックイン時にDNS Protectionがインストールさ
れることに注意してください。

l [デバイスを解除 ]:選択したデバイスからエージェントをアンインストールします。また、こ
のオプションにより、デバイスが割り当てられたグループから非アクティブなグループに移動
されます。デバイスの非アクティブ化について詳しくは、「49ページの「使用可能な事業
体を表示する」」を参照してください。

l [キーコードの変更 ]:選択したデバイスのキーコードを、サイトに割り当てられたキーコー
ドに変更します。

l [すべてのファイルとプロセスを再検証する]:次回のスキャン実行時に、選択したデバイ
スのすべてのファイルとプロセスを検証します。このオプションは、手動のオーバーライドを
作成し、選択したデバイスを強制的に変更する場合に便利です。
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l [ファイルを復元 ]:許可する必要があるファイルが誤検出された場合などに、隔離されて
いるファイルを復元します。

l [カスタマーサポートスクリプトを実行 ]:デバイスを更新または感染を除去するスクリプトを
実行します。必要なスクリプトはWebrootが提供します。ユーザーに必要な作業はスク
リプトファイルへのパスの指定だけです。

l [システム最適化ツール]:システム最適化ツールのプロセスをただちに開始します。

l [リセット ]:このコマンドは、テクニカルサポートが特定の状況下で使用するツールです。テ
クニカルサポートによる支援を受けずに、このコマンドを実行しないでください。

l [デバイスを再起動 ]:選択したデバイスに再起動のコマンドを送信します。デバイスがコ
マンドを受信すると、再起動がただちに実行されます。再起動が行われるまで、ユー
ザーへの通知はありません。

l [すべてのコマンドを表示 ]:エージェントコマンドの完全なリストが表示されます。このリス
トには、[最も人気 ]のコマンドに加えて、次のコマンドが含まれます。

[
l アプリケーションを許可 ]:選択したデバイスでアプリケーションを実行できます。

l [ファイアウォールによりブロックされたプロセスを許可 ]:ファイアウォールのポリシー設
定によりブロックされたすべてのプロセスについて通信を許可します。詳しくは、
「66ページの「Endpoint Protectionのポリシー設定」」を参照してください。

l [スキャン時間を変更 ]:選択したデバイスでエージェントが日次スキャンを実行す
る時刻を変更します。

l [ログファイルを消去 ]:現在のログファイルを消去して、選択したデバイス上の領
域を解放します。

l [すべてのアイテムを正当と見なす/拒否されているすべてのアプリケーションを許
可 ]:選択したデバイスで検出されたすべてのファイルを安全であるとタグ付けし、
以前はブロックされていたすべてのアプリケーションを実行できるようにリセットしま
す。

l [カスタマーサポートの診断 ]:ユーティリティを実行して、感染したデバイスに関す
る情報を収集し、結果をWebrootサポートチームに送信します。

l [アプリケーションを拒否 ]:選択したデバイスでアプリケーションを実行できないよう
にブロックします。

l [プロキシ設定を無効化 ]:選択したデバイスで有効になっていたプロキシ設定を
すべて無効にします。インターネットアクセスがプロキシサーバーを介したものだけ
である場合、デバイスはインターネットと通信できなくなります。

l [エンドポイントをロック]:ログイン画面を有効にして、選択したデバイスをロックし
ます。再びログインする際は、ユーザー名とパスワードを入力する必要がありま
す。

l [ログオフ]:セッションを終了し、現在のアカウントからユーザーをログオフします。

l [アプリケーションを保護 ]:選択したデバイスで実行されている特定のアプリケー
ションにセキュリティレイヤーを追加します。

l [パスワード保護を削除 ]:パスワード保護を無効にして、ユーザーがロックアウトさ
れている場合に、選択したデバイスへのアクセス権を管理者が取得できるように
します。

l [デスクトップの壁紙をリセット ]:デスクトップの壁紙をデフォルト設定にリセットしま
す。この変更を適用するにはデバイスを再起動する必要があります。このオプ

第7章事業体 54



ションは、デバイスが最近マルウェアに感染したことでデスクトップの壁紙が変更さ
れた場合に便利です。

l [スクリーンセーバーをリセット ]:スクリーンセーバーをデフォルト設定にリセットしま
す。この変更を適用するにはデバイスを再起動する必要があります。このオプ
ションは、デバイスが最近マルウェアに感染したことでデスクトップの壁紙が変更さ
れた場合に便利です。

l [システムポリシーをリセット ]:タスクマネージャーを開くなど、Windowsの管理機能
を使用できないようにする可能性のあるレジストリのシステムポリシーをリセットし
ます。このオプションは、デバイスが最近マルウェアに感染したことで設定が変更
された場合に便利です。

l [[セーフモードとネットワーク]で再起動する]:選択したセーフモードのデバイスを
ネットワークで再起動します。

l [フォルダをスキャン]:選択したデバイスの特定のフォルダをスキャンします。

l [シャットダウン]:選択したデバイスを次回のレポート時にシャットダウンします。

l [信頼できないプロセスの強制終了 ]:許可されていないプロセスすべてを終了さ
せます。このオプションは、通常のスキャンでマルウェアと疑われるすべての痕跡を
完全に削除できなかった場合に便利です。

l [アプリケーションの保護を解除 ]:以前に保護したアプリケーションから追加のセ
キュリティを除去します。

l [コマンドログ]:実行されたエージェントコマンドの履歴が表示されます。コマンドログは
CSV (コンマ区切りファイル)にエクスポートできます。

l [ポリシーを変更 ]:デバイスが使用しているポリシーを変更するには、このボタンをクリックしま
す。

l [概要 ]:このタブには、デバイスの概要が表示されます。デバイスに注意が必要な場合や、脅
威が検出された場合は、リンクをクリックして[検出された脅威 ]タブに移動します。

l [検出された脅威 ]:このタブには、感染を特定する2つの表があります。

l [ファイル脅威の検出 ]:この表には、感染したファイルが表示されます。ファイル名をクリッ
クすると、ファイルおよび検出されたマルウェアの詳細が表示されます。

l [Evasion Shieldスクリプト検出 ]:この表には、感染したスクリプトが表示されます。スク
リプト名をクリックすると、感染したスクリプトの詳細が表示されます。

l [クリーンアップ]:デバイスのスキャンをただちに開始し、悪質なファイルを隔離します。ス
キャンが完了すると、[スキャン履歴 ]に結果が表示されます。

l [アクション]、[許可リストにファイルを追加 ]:このファイルを許可されたファイルとして指定
します。

l [アクション]、[隔離先から復元 ]:隔離先からファイルを削除し、元の場所に復元しま
す。

l [Web Threat Shieldのブロック]:このタブには、Web Threat ShieldによってブロックされたURL
が表示されます。

l [アクション]、[許可リストにURLを追加 ]:このURLを許可されたURLとして指定します。

l [DNSプロテクション]:このタブには、DNS ProtectionによってブロックされたURLが表示されま
す。

l [アクション]、[許可リストにURLを追加 ]:このURLを許可されたURLとして指定します。

l [スキャン履歴 ]:このタブには、デバイスのスキャンの履歴が表示されます。スキャン中に脅威が
検出された場合は、表の行を展開して脅威の詳細を表示します。
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l [ファイル名 ]:ファイル名をクリックすると、ファイルおよび検出されたマルウェアの詳細が表
示されます。

l [アクション]、[許可リストにファイルを追加 ]:このファイルを許可されたファイルとして指定
します。

l [アクション]、[隔離先から復元 ]:隔離先からファイルを削除し、元の場所に復元しま
す。

6. デバイスの管理が終了したら、[戻る]をクリックして[事業体 ]タブに戻ります。
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第8章ポリシー
ポリシーは、デバイスがスキャンされる頻度、使用されるスキャン設定、スキャンの実行方法など、エージェン
トの動作を定義するものです。Endpoint ProtectionとDNS Protectionには複数のデフォルトポリシーが用意
されており、そのまま使用することも、特定のニーズに合わせて変更することもできます。エンドユーザーが独
自の設定を選択して管理できるEndpoint Protection非管理ポリシーもあります。

l [推奨デフォルト設定 ]:このポリシーは、デスクトップおよびノートパソコンを対象としています。ユーザー
インターフェイスとPUA (好ましくない動作をする可能性のあるアプリケーション)は無効になっていま
す。DNS Protectionをインストールする設定は、このポリシーでは無効になっています。

l [推奨DNS有効化 ]:このポリシーは、DNS Protectionのインストールの設定が有効になっている点を
除き、[推奨デフォルト設定 ]と同じです。

l [推奨サーバーデフォルト設定 ]:このポリシーは、サーバー環境を対象としています。リソースの使用
率とサーバーへの影響の最小化に重点を置いています。

l [サイレント監査 ]:このポリシーは[推奨デフォルト設定 ]ポリシーに基づいていますが、本番環境への
影響を最小限に抑えるために修復機能は無効になっています。つまり、既知の脅威を捕捉します
が、未判定の脅威は捕捉しません。未判定の脅威についてのレポートを使用すると、ブロックに追
加する項目の特定や、オーバーライドの許可が容易になります。全般的に、このポリシーは短期間
のみの使用を想定したものです。たとえば、初期設定時に、本番環境の潜在的な誤検出を確認
する場合などです。

l [管理対象外 ]:このポリシーは、テクニカルサポートとトラブルシューティングで、またポリシー管理が不
要な場合に使用します。このポリシーは管理できませんが、エンドユーザーが直接制御できるローカ
ルの非管理アプリケーションにエージェントを変換します。本番環境ではこのポリシーを使用しないで
ください。

複数のポリシーを作成して使用することができます。作成および使用するポリシーを決定する際は、次の点
を考慮してください。

l ユーザーグループとコンピュータの種類のグループについて検討します。論理グループの状況を確認し
てください。たとえば、経営幹部と経営幹部でない従業員、ワークステーションとサーバー、さまざまな
部門、部門内のさまざな役職に対して、異なるポリシーが必要になる場合があります。

l 論理グループをさらに細分化します。異なるポリシー設定が必要な役割があるかどうかを確認してく
ださい。たとえば、RDSやターミナルサーバーには他のサーバーとは異なる設定が必要な場合があり
ます。また、シャットダウンを許可するマシンとシャットダウンできないマシンで異なるポリシー設定を検
討することもできます。

l 一部の論理グループについて、特定のアプリケーションやWebサイトをブロックする必要があるかどうか
を確認します。

l ポリシーの名前がわかりやすいものであるかどうかを確認します。たとえば、ワークステーションのデフォ
ルトのポリシーを作成する場合は、そのポリシーに「Workstations」という名前を付けます。ワークス
テーションとDNS Protectionに対する別のポリシーがある場合は、そのポリシーに「Workstations +
DNS」という名前を付けます。複数のポリシーがある場合、ポリシーで有効になっている設定の種類
をすばやく特定できるようなわかりやすい名前を付けると便利です。また、ブロックされているアプリ
ケーションやWebサイトをポリシー名に含めることもできます。

ポリシーでは次のタスクを実行できます。

第8章ポリシー 57



l 59ページの「使用可能なポリシーを表示する」

l 61ページの「新しいポリシーを追加する」

l 62ページの「既存のポリシーをコピーする」

l 63ページの「別のサイトから既存のポリシーをインポートする」

l 64ページの「ポリシーを編集する」

l 65ページの「ポリシーを削除する」

個々のポリシー設定について詳しくは、これらのタスクに加えて、「66ページの「Endpoint Protectionのポリ
シー設定」」および「83ページの「DNS Protectionのポリシー設定」」を参照してください。ポリシー設定に関
するその他のガイドラインについて、「80ページの「Endpoint Protectionのポリシーのベストプラクティス」」も確
認してください。
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使用可能なポリシーを表示する

使用可能なポリシーを表示するには、必要に応じて[管理 ]を展開し、[ポリシー]をクリックします。
Endpoint ProtectionとDNS Protectionには複数のデフォルトポリシーが用意されており、そのまま使用する
ことも、特定のニーズに合わせて変更することもできます。エンドユーザーが独自の設定を選択して管理で
きるEndpoint Protection非管理ポリシーもあります。

l [推奨デフォルト設定 ]:このポリシーは、デスクトップおよびノートパソコンを対象としています。ユーザー
インターフェイスとPUA (好ましくない動作をする可能性のあるアプリケーション)は無効になっていま
す。DNS Protectionをインストールする設定は、このポリシーでは無効になっています。

l [推奨DNS有効化 ]:このポリシーは、DNS Protectionのインストールの設定が有効になっている点を
除き、[推奨デフォルト設定 ]と同じです。

l [推奨サーバーデフォルト設定 ]:このポリシーは、サーバー環境を対象としています。リソースの使用
率とサーバーへの影響の最小化に重点を置いています。

l [サイレント監査 ]:このポリシーは[推奨デフォルト設定 ]ポリシーに基づいていますが、本番環境への
影響を最小限に抑えるために修復機能は無効になっています。つまり、既知の脅威を捕捉します
が、未判定の脅威は捕捉しません。未判定の脅威についてのレポートを使用すると、ブロックに追
加する項目の特定や、オーバーライドの許可が容易になります。全般的に、このポリシーは短期間
のみの使用を想定したものです。たとえば、初期設定時に、本番環境の潜在的な誤検出を確認
する場合などです。

l [管理対象外 ]:このポリシーは、テクニカルサポートとトラブルシューティングで、またポリシー管理が不
要な場合に使用します。このポリシーは管理できませんが、エンドユーザーが直接制御できるローカ
ルの非管理アプリケーションにエージェントを変換します。本番環境ではこのポリシーを使用しないで
ください。

デフォルトのポリシーには錠前のアイコンが付いています。デフォルトのポリシーは表示およびコピーできます。
編集や削除はできません。ユーザーが作成したポリシーには人のアイコンが付いています。これらは編集、
コピー、削除できます。

[エンドポイントプロテクション]タブまたは[DNSプロテクション]タブのポリシーの表では、次のコントロールを使
用できます。

l [ポリシーを追加 ]:新しいポリシーを作成するには、このボタンをクリックします。詳しくは、「61ページの
「新しいポリシーを追加する」」を参照してください。

l [ポリシーをインポート ]:別のサイトまたはコンソールから既存のポリシーをインポートするには、このボタ
ンをクリックします。詳しくは、「63ページの「別のサイトから既存のポリシーをインポートする」」を参照
してください。
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l 表のハイパーリンク:ポリシーを表示または編集するには、表の中のポリシーの名前をクリックします。
デフォルトのポリシーが表示されます。ユーザーが作成したポリシーは編集可能です。

l [アクション]、[表示 ]:このメニューアイテムを使用して、デフォルトのポリシーに割り当てられているポリ
シー設定を確認します。

l [アクション]、[コピー]:このメニューアイテムを使用して、デフォルトのポリシーをコピーします。詳しくは、
「62ページの「既存のポリシーをコピーする」」を参照してください。

l [アクション]、[編集 ]:このメニューアイテムを使用して、作成、コピー、インポートしたポリシーに割り当
てられているポリシー設定を編集します。詳しくは、「64ページの「ポリシーを編集する」」を参照してく
ださい。

l [アクション]、[削除 ]:このメニューアイテムを使用して、ユーザーが作成したポリシーを削除します。詳
しくは、「65ページの「ポリシーを削除する」」を参照してください。
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新しいポリシーを追加する

新しいポリシーを作成するには、次の手順に従います。

1. [管理 ]をクリックして[ポリシー]をクリックします。[エンドポイントプロテクション]タブまたは[DNSプロテク
ション]タブを選択します。

2. [ポリシーの追加 ]をクリックします。

3. 一意の名前と説明を入力します。各フィールドの文字数は最大50文字(英数字)です。

4. ポリシーはデフォルト設定で作成されます。必要に応じて、任意のポリシー設定を変更します。詳し
くは、「66ページの「Endpoint Protectionのポリシー設定」」または「83ページの「DNS Protectionのポ
リシー設定」」を参照してください。

5. ポリシーを定義したら、[保存 ]をクリックします。

6. [戻る]をクリックすると、ポリシーのリストに戻ります。
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既存のポリシーをコピーする

既存のポリシーをコピーするには、次の手順に従います。このプロセスでは、コピーするポリシーに基づいて
新しいポリシーが作成されます。

1. [管理 ]をクリックして[ポリシー]をクリックします。[エンドポイントプロテクション]タブまたは[DNSプロテク
ション]タブを選択します。

2. 表の行の右側にある[アクション]メニューを使用して、[コピー]を選択します。

3. 一意の名前と説明を入力します。各フィールドの文字数は最大50文字(英数字)です。

4. ポリシーは、コピーしたポリシーの設定を使用して作成されます。必要に応じて、任意のポリシー設
定を変更します。詳しくは、「66ページの「Endpoint Protectionのポリシー設定」」または「83ページの
「DNS Protectionのポリシー設定」」を参照してください。

5. ポリシーを変更したら、[保存 ]をクリックします。

6. [キャンセル]をクリックすると、ポリシーのリストに戻ります。
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別のサイトから既存のポリシーをインポートする

別のサイトから、または複数のコンソールにアクセスできる場合に別のコンソールから既存のポリシーをイン
ポートするには、次の手順に従います。

1. [管理 ]をクリックして[ポリシー]をクリックします。[エンドポイントプロテクション]タブまたは[DNSプロテク
ション]タブを選択します。

2. [ポリシーのインポート ]をクリックします。

3. インポートするポリシーが含まれているサイトを選択します。

4. インポートするポリシーを選択します。選択したサイトのポリシーのみがリストに表示されます。

インポートしようとするポリシーの名前がすでに存在する場合、ポリシーをインポートすること
はできません。既存のポリシーの名前を別の一意の名前に変更してから、ポリシーをイン
ポートする必要があります。

5. [ポリシーのインポート ]をクリックします。

ポリシーがインポートされたら、必要に応じて編集できます。詳しくは、「64ページの「ポリシーを編集する」」
を参照してください。
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ポリシーを編集する

ユーザーが作成したポリシーを編集するには、次の手順に従います。

1. [管理 ]をクリックして[ポリシー]をクリックします。[エンドポイントプロテクション]タブまたは[DNSプロテク
ション]タブを選択します。

2. ポリシー名のハイパーリンクをクリックするか、表の行の右側にある[アクション]メニューを使用して[編
集 ]を選択します。このメニューのオプションは、自分が作成、コピー、またはインポートしたポリシーの
場合のみに表示されます。デフォルトのポリシーは編集できません。

3. [名前 ]、[説明 ]、または[ポリシー設定 ]のいずれかを変更します。詳しくは、「66ページの
「Endpoint Protectionのポリシー設定」」または「83ページの「DNS Protectionのポリシー設定」」を参
照してください。

4. ポリシーを編集したら、[保存 ]をクリックします。

5. [戻る]をクリックすると、ポリシーのリストに戻ります。
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ポリシーを削除する

作成、コピー、またはインポートしたポリシーを削除するには、次の手順に従います。デフォルトのポリシーは
削除できません。削除するポリシーを使用しているデバイスは、別のポリシーに再割り当てする必要があり
ます。

1. [管理 ]をクリックして[ポリシー]をクリックします。[エンドポイントプロテクション]タブまたは[DNSプロテク
ション]タブを選択します。

2. 表の行の右側にある[アクション]メニューを使用して、[削除 ]を選択します。

3. プロンプトが表示されたら、[代替ポリシー]を選択します。これは、削除しているポリシーを使用してい
るすべてのデバイスが割り当てられるポリシーです。

4. [ポリシーを削除 ]をクリックします。
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Endpoint Protectionのポリシー設定

次のページで、考えられるすべてのポリシー設定について説明します。ポリシーに使用する設定を決定する
際は、「57ページの「ポリシー」」で主な考慮点を確認してください。

管理コンソールでは、Windowsのみに適用される設定にはWindowsのアイコンが付いています。
WindowsとMacOSの両方に適用される設定には、WindowsとAppleを組み合わせたアイコンが付
いています。

管理コンソールの[ポリシー]の下部にある[ポリシーの使用状況 ]には、ポリシーを使用しているサイト
とグループが示されます。

基本設定

次の設定により、エージェントの動作を制御できます。

ポリシー設定 ポリシー設定が有効な場合 ポリシー設定が無効な場合

SecureAnywhereへの

ショートカットをデスクトップ

上に表示する

Endpoint Protectionデスクトップショートカット

をデスクトップで使用できます。
ショートカットは表示されません。

システムトレイアイコンを表

示する

Endpoint Protectionアイコンをシステムトレイ

で使用できます。
システムトレイにアイコンは表示されません。

起動時にスプラッシュ画面を

表示する

システムの起動時にEndpoint Protection画
面が表示されます。

システムの起動時に画面は表示されません。

SecureAnywhereをスター

トメニューに表示する

[スタート ]メニューからEndpoint Protectionを
利用できます。

[スタート ]メニューからEndpoint Protectionを
利用できません。

[プログラムの追加と削除 ]パ
ネルにSecureAnywhereを
表示する

Windowsのバージョンに応じて、

Endpoint Protectionが[プログラムの追加と削

除 ]または[プログラムと機能 ]に表示されます。

Endpoint Protectionは[プログラムの追加と削

除 ]または[プログラムと機能 ]に表示されません。

Windowsアクションセンター

にSecureAnywhereを表示

する

Endpoint Protectionは、アクションセンターの

[ウイルス対策 ]と[脅威に対する保護 ]に表示さ

れます。

Endpoint Protectionはアクションセンターに表

示されません。

SecureAnywhereのキー

コードおよびサブスクリプショ

ン情報を画面上に表示しな

い

キーコードとサブスクリプション情報は、キーコー

ドの最初の4桁を除いて、エージェント内で非

表示になります。

キーコードとサブスクリプション情報が表示され

ます。

アップデートを自動的にダウ

ンロードして適用する

エージェントは、エンドユーザーに通知すること

なく、アップデートを自動的にダウンロードして

適用します。

エージェントはアップデートを自動的にダウン

ロードまたは適用しません。
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使用するCPUリソースを減

らしてバックグラウンド機能を

作動させる

非スキャン機能は、CPUリソースを節約するた

めにバックグラウンドで実行されます。

すべてのEndpoint Protection機能はフォアグ

ラウンドで実行されます。

詳細なロギングよりも低ディ

スク使用量を優先する

Endpoint Protectionのログは、最後の4つのロ

グアイテムのみを保持します。

Endpoint Protectionのログはすべてのログアイ

テムを保持します。

大量のリソースを使用する

アプリケーションまたはゲーム

の検出時にリソース使用量

を低減する

エンドユーザーがゲームをしているとき、動画を

見ているとき、または大量のリソースを使用す

るその他のアプリケーションを実行しているとき

に、Endpoint Protectionの機能が見送られま

す。

Endpoint Protectionの機能は見送られませ

ん。

SecureAnywhereの手動

シャットダウンを許可する

システムトレイアイコンから

Endpoint Protectionをシャットダウンできます。

システムトレイからEndpoint Protectionを
シャットダウンするオプションは使用できません。

重要でない通知をバックグラ

ンドに表示する

Endpoint Protectionの重要メッセージのみが

システムトレイに表示されます。情報メッセージ

は非表示になります。

重要メッセージと情報メッセージの両方がシス

テムトレイに表示されます。

警告メッセージを自動的に

フェードアウトする

システムトレイのEndpoint Protectionのメッ

セージが、数秒後に自動的に消えます。

エンドユーザーがシステムトレイの

Endpoint Protectionのメッセージを閉じる必

要があります。

実行履歴の詳細を保存す

る
データは[実行履歴 ]ログに保存されます。 データは[実行履歴 ]ログに保存されません。

ポーリング間隔
このオプションは有効 /無効の設定ではありません。エージェントがアップデートを確認する頻度を

指定します。デフォルトの設定は24時間です。推奨設定は15分です。

スキャンのスケジュール

次の設定により、スキャンを実行するタイミングを制御できます。

ポリシー設定 ポリシー設定が有効な場合 ポリシー設定が無効な場合

スケジュールスキャンを有効

にする

スキャンは定義されたスケジュールを使用して

実行されます。

スキャンは1日1回、ソフトウェアをインストール

した時刻とほぼ同じ頃に実行されます(インス

トール時に実行し、次は約24時間後に実行し

ます)。

スキャン頻度 このオプションは有効 /無効の設定ではありません。デバイスをスキャンする頻度を指定します。

時間

このオプションは有効 /無効の設定ではありません。デバイスをスキャンするタイミングを指定しま

す。時間間隔を選択するか、特定の時間を選択できます。ランダム化の設定も有効にすると、

選択した時間の前後に1時間を追加できます。
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スケジュールされた時刻にコ

ンピュータの電源が入ってい

ない場合、起動時にスキャ

ンする

スキャンがスケジュールされた時刻に実行され

なかった場合、起動後1時間以内に実行され

ます。

スキャンがスケジュールされた時刻に実行され

なかった場合、スキャンはスキップされます。

スケジュールスキャン中にス

キャンの進行状況ウィンドウ

を表示しない

スキャンはバックグラウンドで実行されます。
スキャンの進捗状態がウィンドウに表示されま

す。

スケジュールスキャン中に感

染が検出された場合のみに

通知する

警告は、脅威が検出された場合のみに表示さ

れます。

脅威が検出されなくても、スキャンが完了する

とステータスウィンドウが表示されます。

バッテリ電源の場合はスケ

ジュールスキャンを実行しな

い

バッテリ電源を使用すると、スキャンはスキップ

されます。

スキャンはどの電源を使用しても実行されま

す。

アプリケーションまたはゲーム

をフルスクリーンで実行中は

スケジュールスキャンを実行

しない

映画やゲームなど、全画面表示のアプリケー

ションを使用しているときは、スキャンがスキップ

されます。

全画面表示のアプリケーションを使用している

ときでも、スキャンが実行されます。

スケジュールスキャン時間を

最大1時間ランダム化してス

キャンを分散する

スケジュールされた時刻から前後1時間以内に

スキャンが実行されます。

スキャンはスケジュールされた時刻に実行され

ます。スキャンを正確な時間にスケジュールす

る必要がある場合は、この設定をオフにしま

す。

ディープスキャンではなくスケ

ジュールクイックスキャンを実

行する

メモリのクイックスキャンのみが実行されます。 スキャンにより、マシン全体がチェックされます。

スキャン設定

次の設定により、スキャンの対象とスキャンの実行方法を制御できます。

ポリシー設定 ポリシー設定が有効な場合 ポリシー設定が無効な場合

リアルタイムマスターブートレ

コード(MBR)スキャンを有効

にする

オペレーティングシステムの前に読み込まれるマ

スターブートレコードがスキャンされます。
マスターブートレコードはスキャンされません。

拡張ルートキット検出を有

効化する

Endpoint Protectionは、ディスクや保護された

システム領域に隠されているルートキットおよび

その他の悪質なソフトウェアをスキャンします。

これらは、検出と削除を回避するためにスパイ

ウェアの開発者によって作成されるものです。

Endpoint Protectionは、ルートキットおよびそ

の他の悪質なソフトウェアをスキャンしません。
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Windowsエクスプローラーで

の「右クリック」スキャンを有

効にする

ファイルをすぐにスキャンするために、Windows
エクスプローラーで右クリックメニューを使用でき

ます。

右クリックメニューは使用できません。

スキャンした個々のファイル

名をスキャン時に表示する

ファイルがスキャンされるたびに

Endpoint Protectionの表示が更新されます。

Endpoint Protectionの表示は定期的に更新

され、最後の更新以降にスキャンされたすべて

のファイルが表示されます。

高速スキャンよりも低メモリ

使用量を優先する

スキャンの実行に使用されるメモリは少なくなり

ますが、スキャンの実行速度が遅くなる場合が

あります。

スキャンの実行により多くのメモリが使用される

ため、スキャンの実行速度が速くなります。

高速スキャンよりも低CPU
使用量を優先する

スキャンの実行に使用されるプロセッサの使用

量は少なくなりますが、スキャンの実行速度が

遅くなる場合があります。

スキャンの実行に使用されるプロセッサの使用

量が増えるため、スキャンの実行速度が向上

します。

新しいファイルを実行時にス

キャンするときに[ファイルの

認証中 ]ポップアップを表示

する

エンドユーザーが初めてファイルを実行すると、

スキャンを示す小さなウィンドウが表示されま

す。

エンドユーザーが初めてファイルを実行したとき

に何も表示されませんが、ファイルはスキャンさ

れます。

非実行可能ファイルの詳細

をスキャンログに保存する

すべてのファイルデータがスキャンログに保存さ

れるため、ログファイルが大きくなります。

実行可能ファイルデータのみがスキャンログに

保存されるため、ログファイルが小さくなります。

アーカイブファイルをスキャン

する

zip、rar、cab、7-zipのファイルタイプがスキャン

されます。
これらのファイルタイプはスキャンされません。

クリーンアップ中にプロンプト

で通知することなく自動的

に再起動する

クリーンアップしてマルウェアを削除すると、自動

的に再起動が行われます。

クリーンアップしてマルウェアを削除すると、ユー

ザーに再起動を求めるプロンプトが表示されま

す。

マルウェアのクリーンアップ中

に再起動しない

マルウェアを削除するためのクリーンアップ中

に、マシンが再起動することはありません。

マルウェアを削除するためのクリーンアップ中

に、再起動が妨げられることはありません。ク

リーンアップが不完全である可能性がありま

す。

バックグラウンドのスキャン中

に検出された脅威を自動的

に削除する

バックグラウンドスキャン中に検出された脅威

は、自動的に隔離されます。

脅威はスケジュールされたスキャン時に隔離さ

れます。

学習スキャンで検出された

脅威を自動的に削除する

デバイスの最初のスキャン中に検出された脅

威は、自動的に隔離されます。

脅威はスケジュールされたスキャン時に隔離さ

れます。

高度なサポートを有効にす

る

Webrootカスタマサポートにログが送信されま

す。
ログはWebrootに送信されません。

感染しているスキャン結果

を表示する

スキャンが完了すると、自動的にスキャン結果

が表示されます。
脅威が検出されても、何も表示されません。
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好ましくない動作をする可

能性のあるアプリケーション

(PUA)を悪質なものとして検

知する

好ましくない動作をする可能性のあるアプリ

ケーション(悪意はないが、好ましくない動作を

する可能性のある、またはアドウェアやツール

バーなどのセキュリティ上の問題を引き起こす

可能性があるプログラム)は、インストールがブ

ロックされるか、可能であればマシンから削除さ

れます。

アドウェア、ブラウザのアドオン、その他のユー

ティリティを介した攻撃の数が増加しているた

め、設定をオンにすることを推奨します。より多

くの誤検出が発生する可能性がありますが、

より多くの悪質なコードを特定できます。

これらのアプリケーションはブロックまたは削除さ

れません。

ファイルを脅威リサーチに送

信することを許可する

ファイルは、脅威リサーチのためにWebrootに
送信されます。

ファイルはWebrootに送信されません。

自己保護

次の設定により、エージェントが自身を保護する方法を制御できます。

ポリシー設定 ポリシー設定が有効な場合 ポリシー設定が無効な場合

自己保護応答のクローキン

グを有効にする

別の製品がEndpoint Protectionの機能に干

渉しようとしている場合、Endpoint Protection
は保護のためのスキャンを開始して自己を保

護しようとします。

Endpoint Protectionは自己を保護しようとし

ません。

自己保護のレベル

このオプションは有効 /無効の設定ではありません。自己保護検出レベルを指定します。

l [最小 ]:このレベルではEndpoint Protectionの設定が保護されます。他のセキュリティ製

品がインストールされている場合は、このレベルを使用します。

l [中 ]:このレベルでは、他のプログラムでEndpoint Protectionを無効にすることはできませ

ん。他のセキュリティ製品との互換性を最大限に高めるには、このレベルを使用します。

l [最大 ]:このレベルでは、Endpoint Protectionのプロセスが保護されます。これは、他の

セキュリティ製品がインストールされていない場合に推奨されるレベルです。

ヒューリスティック

ローカルドライブ、インターネット、ネットワーク、CD/DVDドライブ、およびマシンがオフラインの場合のヒューリ
スティックについては、別のセクションで説明します。デフォルトの設定が推奨設定であるため、変更しない
でください。テクニカルサポートによる支援を受けずに、これらの設定を変更しないでください。

リアルタイムシールド

次の設定により、疑わしい脅威または既知の脅威の即時ブロックを制御できます。
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ポリシー設定 ポリシー設定が有効な場合 ポリシー設定が無効な場合

リアルタイムシールド有効
疑わしい脅威や既知の脅威は直ちにブロックさ

れます。

脅威はブロックされず、ユーザーには通知されま

せん。この設定を無効にすると、保護の強度

が減少します。

SecureAnywhereの中央

データベースに基づくオフライ

ン保護を有効にする

脅威定義ファイルはデバイスにダウンロードさ

れ、デバイスがオフラインのときに保護に使用さ

れます。

脅威定義ファイルはダウンロードされず、オフラ

インのデバイスは保護されません。

ブロックされたファイルに対す

るアクションを記憶する

Endpoint Protectionは、エンドユーザーが警

告にどのように応答したか(許可したか、または

ブロックしたか)を記憶し、同じファイルについて

はプロンプトを再度表示しません。

Endpoint Protectionは同じファイルについて毎

回警告を表示します。

ブロックされたファイルを自動

的に隔離する

以前に隔離されたファイルは、自動的に隔離さ

れます。たとえば、ファイルが再度ダウンロードさ

れた場合などです。

以前に隔離されたファイルは、次回の定期ス

キャンが行われるときに隔離されます。

実行時に検出された場合

ファイルを自動的にブロック

する

疑わしい脅威や既知の脅威は、実行時に自

動的にブロックされます。

疑わしいまたは既知の脅威が検出されたとき

は、エンドユーザーに許可またはブロックするよ

う警告します。

書き込みまたは変更時に

ファイルをスキャンする

新規または変更されたファイルは、保存または

インストール時にスキャンされます。

新規または変更されたファイルは、保存または

インストール時にスキャンされません。

ログインしているユーザーが

いない場合に自動的に脅

威をブロックする

ユーザーがログインしていないときに、疑わしい

脅威や既知の脅威の実行が自動的にブロック

されます。

ユーザーがログインしていないときに、ファイルの

実行はブロックされません。

リアルタイムイベントの警告

を表示する

不審なアクティビティが検出されるとすぐに警告

が表示されます。
警告は表示されません。

リアルタイムブロックの警告を

表示する

マルウェアが検出されるとすぐに警告が表示さ

れます(ヒューリスティックスのオプションのいずれ

かが、[正当と見なされていない新規プログラム

を実行する場合に警告する]に設定されている

場合は、このオプションをオンにします)。

警告は表示されません。

リアルタイムブロックのお知ら

せを表示する

マルウェアが検出されるとすぐに、トレイに警告

の通知が表示されます。
トレイに警告の通知は表示されません。

動作シールド

次の設定により、デバイスで実行されているアプリケーションおよびプロセスの分析を制御できます。

ポリシー設定 ポリシー設定が有効な場合 ポリシー設定が無効な場合

第8章ポリシー 71



動作シールド有効

疑わしい脅威についてプロンプトが表示される

と、既知の脅威は即座にブロックされて隔離さ

れます。

脅威は警告もブロックもされません。

新しいプログラムの実行を

許可する前に意図を評価

する

Endpoint Protectionでは、実行が許可される

前にプログラムのアクティビティが検査されます。

安全であると思われる場合は、

Endpoint Protectionによって実行が許可さ

れ、そのアクティビティが継続的に監視されま

す。

プログラムは検査されません。

複合的な脅威を特定する

ための高度な動作解釈を

有効にする

Endpoint Protectionがプログラムを検査し、そ

の目的を判断します。たとえば、マルウェアに

よってレジストリエントリが変更され、電子メー

ルが送信される可能性があります。

プログラムは検査されません。

高度な脅威の削除を行うた

め、信頼できないプログラム

の動作を追跡する

Endpoint Protectionは、安全または脅威とし

て分類されていないプログラムだけを検査しま

す。

プログラムは検査されません。

警告メッセージを表示する

のではなく推奨アクションを

自動的に実行

Endpoint Protectionによって脅威を許可する

かブロックするかが決定されます。

脅威を許可するかブロックするかを決定するよ

う、エンドユーザーにプロンプトが表示されま

す。

オフライン時、信頼できない

プログラムが低レベルのシス

テム変更を試行した場合に

警告する

未分類のプログラムでは、デバイスがオフライン

のときにプログラムがデバイスに変更を加えよう

とすると警告が表示されます。

デバイスがオフラインのときにプログラムがデバイ

スに変更を加えようとしても、警告は表示され

ません。

コアシステムシールド

次の設定により、コンピュータシステムの構造の監視を制御できます。

ポリシー設定 ポリシー設定が有効な場合 ポリシー設定が無効な場合

コアシステムシールド有効

疑わしい脅威についてプロンプトが表示される

と、既知の脅威は即座にブロックされて隔離さ

れます。

脅威は警告もブロックもされません。

システム変更を実行する前

にシステム変更を評価する

新しいサービスのインストールなど、システムを

変更しようとするすべての試みが

Endpoint Protectionによって阻止されます。

システムを変更しようとするすべての試みは、

Endpoint Protectionによって阻止されません。

破損したシステムコンポーネ

ントを検出して修復する

Endpoint Protectionは、破損したコンポーネ

ントまたはファイルを検出して復元します。

Endpoint Protectionは、破損したコンポーネ

ントまたはファイルを検出または復元しません。

信頼できないプログラムが

カーネルメモリを変更できな

いようにする

未分類のプログラムの場合、カーネルメモリの

変更がブロックされます。

未分類のプログラムの場合も、カーネルメモリ

の変更がブロックされません。
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信頼できないプログラムがシ

ステムプロセスを変更できな

いようにする

未分類のプログラムの場合、システムプロセス

の変更がブロックされます。

未分類のプログラムの場合も、システムプロセ

スの変更がブロックされません。

LSPチェーンと他のシステム

構造の整合性を検証する

Endpoint Protectionは、レイヤードサービスプ

ロバイダー(LSP)のチェーンおよび他のシステム

構造が破損しないように監視します。

Endpoint Protectionは、レイヤードサービスプ

ロバイダー(LSP)のチェーンおよび他のシステム

構造が破損しないように監視することはありま

せん。

どのプログラムもHOSTSファ

イルを変更できないようにす

る

HOSTSファイルを変更しようとすると、

Endpoint Protectionの警告が表示されます。

HOSTSファイルを変更しようとしても、

Endpoint Protectionの警告は表示されませ

ん。

Web Threat Shield
次の設定により、検索エンジンでのインターネットの閲覧と、検索結果のクリックを制御できます。

ポリシー設定 ポリシー設定が有効な場合 ポリシー設定が無効な場合

Webシールドを有効化

Endpoint Protectionは、インターネットの閲覧

を監視し、疑わしいサイトに対して警告を表示

します。また、検索エンジンの検索結果リンク

も分析します。

インターネット閲覧の監視や検索エンジンの分

析は行われません。

ブラウザの拡張機能を有効

にする

Webの検索結果を表示すると、アイコンが表

示されます。アイコンにカーソルを合わせると、

サイト評価のレビューを見ることができます。

Webの検索結果を表示しても、評価のアイコ

ンは表示されません。

悪質なWebサイトをブロック
Endpoint Protectionは、既知の悪質なWeb
サイトをブロックします。

Webサイトはブロックされません。

リアルタイムアンチフィッシン

グを有効にする

Endpoint Protectionは、これまで検出されたこ

とがなく、未分類のサイトであるゼロデイフィッシ

ングサイトに対して警告を表示します。

ゼロデイフィッシングサイトでは、警告は表示さ

れません。

検索エンジンを使用する際

に安全評価を表示する

検索エンジンの結果リンクでは、信頼できるサ

イトは緑のチェックマーク、疑わしいサイトは赤

のX印で区別されます。

検索エンジンの結果は識別されません。

Webフィルタリングドライバを

有効化

ブラウザ拡張機能が無効になっている場合な

ど、悪質な接続に対する追加の保護が行わ

れます。

悪質な接続に対する追加の保護は行われま

せん。

ブロックされたWebサイトを

ユーザーが回避する機能を

無効化

エンドユーザーは、既知の悪質なWebサイトが

検出されたときに表示されるブロックページを回

避できません。

ユーザーはブロックページを回避できます。
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Webサイトの評価をユー

ザーがリクエストする機能を

無効化

エンドユーザーは、既知の悪質なWebサイトが

検出されたときに表示されるブロックページから

Webサイトのレビューのリクエストを送信するこ

とはできません。

ユーザーはブロックページからWebサイトのレ

ビューをリクエストすることができます。

IDシールド

次の設定により、オンライントランザクション中のデータの保護方法を制御できます。

ポリシー設定 ポリシー設定が有効な場合 ポリシー設定が無効な場合

IDシールド有効

Endpoint Protectionはオンライントランザクショ

ンを監視します。MacOSでは、このオプション

はセキュアキーボード入力モードの設定を制

御します。

オンライントランザクションは監視されません。

オンライン上の個人情報に

対する脅威を探す

悪質なコンテンツが検出されると、

Endpoint Protectionが分析して警告を表示

します。

コンテンツは分析されません。

アクセス時にWebサイトを検

証して正当性を判別する

Endpoint Protectionは、WebサイトのIPアドレ

スがリダイレクトされたとき、または脅威として識

別されたときに、分析を行って警告を表示しま

す。

WebサイトのIPアドレスは分析されません。

WebサイトのDNS/IP解決を

検証して中間者攻撃を検

出する

Endpoint Protectionは、中間者攻撃など、

Webサイトがリダイレクトされたときに分析を

行って警告を表示します。

Webサイトのリダイレクトは分析されません。

Webサイトが危険度の高い

追跡情報を作成しないよう

ブロックする

サードパーティのCookieが悪質なサイトから送

信された場合、Endpoint Protectionはサード

パーティのCookieをブロックします。

サードパーティのCookieはブロックされません。

保護された認証情報にプロ

グラムがアクセスできないよ

うにする

Endpoint Protectionでは、ユーザー名とパス

ワードを入力した場合や、Webサイトの認証

情報の保存を選択した場合などに、プログラム

による認証情報へのアクセスがブロックされま

す。

プログラムによる認証情報へのアクセスはブロッ

クされません。

信頼できないプログラムが

保護されたデータにアクセス

するのをブロックする前に警

告する

Endpoint Protectionは、プログラムがデータに

アクセスしようとしたときに警告を表示します。

データにアクセスするプログラムに対して警告は

表示されません。

信頼された画面キャプチャプ

ログラムが保護された画面

の内容にアクセスすることを

許可

信頼できる画面キャプチャプログラムは、画面

に表示されるコンテンツに関係なく機能します。

画面キャプチャプログラムは、保護された画面

のコンテンツにアクセスできません。
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IDシールド対応モードを有

効にする

IDシールドがブロックする可能性のある特定の

アプリケーションについて、その実行が許可され

ます。たとえば、デバイスでアプリケーションの実

行に問題がある場合は、このオプションを有効

にする必要があります。このオプションを有効に

した場合も、IDシールドのコア機能によって引

き続きデバイスは保護されます。

IDシールドは、悪質と判断したすべてのアプリ

ケーションを引き続きブロックします。

非ラテン語のシステム上で

キーロギング保護機能を有

効にする

Endpoint Protectionは、日本語や中国語な

どのアルファベット以外の文字を使用するデバ

イスをキーロガーから保護します。

キーロガーに対する保護はありません。

ファイアウォール

次の設定により、Endpoint Protectionのファイアウォールを制御できます。

ポリシー設定 ポリシー設定が有効な場合 ポリシー設定が無効な場合

有効

Endpoint Protectionのファイアウォールが送信

トラフィックを監視します(Windowsファイア

ウォールが受信トラフィックを監視します)。
Endpoint Protectionのファイアウォールは、イ

ンターネットに接続して個人情報を盗もうとす

る信頼できないプロセスを探します。ファイア

ウォールが疑わしいトラフィックを検出すると、警

告が表示されます。

送信トラフィックは監視されません。

ファイアウォールのレベル

このオプションは有効 /無効の設定ではありません。ファイアウォール保護のレベルを指定します。

l [デフォルトで許可 ]:このオプションを選択すると、エージェントによって明示的にブロックさ

れない限り、すべてのプロセスがインターネットに接続できます。

l [不明および感染している場合に警告 ]:このオプションは、インターネットに接続している

信頼できない新しいプロセス、またはデバイスが感染しているかどうかを検索します。

l [不明の場合に警告 ]:このオプションは、インターネットに接続している信頼できない新し

いプロセスを検索します。

l [デフォルトでブロック]:このオプションは、エージェントによって明示的にブロックされていな

い限り、インターネットに接続しているプロセスを検索します。

ファイアウォール管理の警告

を表示する

Windowsファイアウォールがオフの場合、警告

が表示されます。

Windowsファイアウォールがオフの場合も、警

告が表示されません。

ファイアウォールプロセスの警

告を表示する
ファイアウォールレベルの警告が表示されます。 警告は表示されず、プロセスは許可されます。

ユーザーインターフェイス
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次の設定により、ユーザーインターフェイスをエンドユーザーデバイスで使用できるかどうかを制御できます。

[表示 ]に設定すると、エンドユーザーはデバイスのEndpoint Protectionユーザーインターフェイスを表示し、こ
れにアクセスすることができます。スキャンは実行できますが、エージェントの管理や設定の変更はできませ
ん。

[非表示 ]に設定すると、エンドユーザーがEndpoint Protectionユーザーインターフェイスにアクセスしようとし
たときに、管理者に連絡するよう促すプロンプトが表示されます。[非表示 ]オプションを選択すると、MacOS
のシステムトレイのアイコンも非表示になります。Windowsのシステムトレイのアイコンが非表示になることは
ありません。

システム最適化ツール

次の設定により、Windowsのクリーンアップタスクを制御できます。これらは、マルウェアや脅威の削除などの
セキュリティタスクではなく、不要なファイルやデータの削除などの一般的なクリーンアップタスクです。

ポリシー設定 ポリシー設定が有効な場合 ポリシー設定が無効な場合

システム最適化ツー

ルを集中管理
[システム最適化ツール]のコントロールを表示します。

[システム最適化ツール]のコント

ロールは表示されません。

曜日 システム最適化ツールは、選択した曜日に実行されます。
システム最適化ツールは、選択し

た曜日に実行されません。

指定時間での実行

-時
このオプションは有効 /無効の設定ではありません。システム最適化ツールを実行する時刻を指定しま

す。

指定時間での実行

-分
このオプションは有効 /無効の設定ではありません。システム最適化ツールを実行する選択した時刻の分

を指定します。

スケジュールされた

時刻にコンピュータ

の電源がオフの場

合は、起動時にス

キャンする

スケジュールされた実行時間にマシンの電源がオフの場合は、シス

テム最適化ツールは起動時に実行されます。

システム最適化ツールは、スケ

ジュールされた実行時間のみに実

行されます。

Windowsエクスプ

ローラーの右クリック

で安全なファイル消

去を有効にする

Windowsエクスプローラーに、ファイルをごみ箱に移動せずに消去

できる右クリックメニューのオプションが表示されます。

このオプションは、Windowsエクス

プローラーに表示されません。

ごみ箱
システム最適化ツールが実行されると、ごみ箱内のすべてのファイ

ルが削除されます。

ごみ箱からは何も削除されませ

ん。

最近使ったドキュメ

ント履歴

最近開いたファイルの履歴が[スタート ]メニューから削除されます

(履歴だけが削除され、実際のファイルは削除されません)。
履歴は削除されません。

第8章ポリシー 76



スタートメニューのク

リック履歴

最近開いたプログラムへのショートカットの履歴が[スタート ]メニュー

から削除されます(履歴だけが削除され、実際のショートカットは削

除されません)。
履歴は削除されません。

実行履歴
[実行 ]ダイアログからコマンドの履歴が削除されます(すべてのコマン

ドをクリアするには、再起動が必要な場合があります)。
履歴は削除されません。

検索履歴
パソコンの検索履歴が削除されます(履歴だけが削除され、検索

中に見つかったファイルやプログラムは削除されません)。
履歴は削除されません。

スタートメニューの並

べ替え履歴

再起動が行われると、[スタート ]メニューの順序の変更はすべて元

に戻され、メニューはデフォルトの設定であるアルファベット順になり

ます。

[スタート ]メニューの順序は元に戻

りません。

クリップボードの内容 クリップボードの内容は消去されます。 コンテンツは消去されません。

Windows一時フォ

ルダ

Windows一時フォルダ(通常はC:\Windows\Temp\)内のすべての

データは、ファイルが使用中でない限り削除されます。
データは削除されません。

システム一時フォル

ダ

システム一時フォルダ内のすべてのデータは、ファイルが使用中で

ない限り削除されます。このフォルダの場所はWindowsのバージョ

ンによって異なりますが、新しいバージョンのWindowsでは、

C:\Users\username\AppData\Local\Tempにあります。

データは削除されません。

Windows Update
一時フォルダ

Windows Update一時フォルダ(通常は

C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\)内のすべてのデー

タは、ファイルが使用中でない限り削除されます。

データは削除されません。

Windowsレジストリ

ストリーム

Windowsレジストリの変更履歴が削除されます(履歴のみが削除

され、レジストリへの変更やキーは削除されません)。
履歴は削除されません。

デフォルトログオン

ユーザー履歴

コンピュータに最後にログインしたユーザーを格納するレジストリ

キーが削除されます。ユーザーは、コンピュータを起動するたびに

ユーザー名を入力する必要があります。この設定は、デフォルトの

「ようこそ」画面を使用するコンピュータには適用されません。

レジストリキーは削除されません。

メモリダンプファイル
すべてのメモリダンプファイル(特定のWindowsエラーに対して自動

的に作成されるファイル)が削除されます。
ダンプファイルは削除されません。

CD書き込みスト

レージフォルダ

Windowsに内蔵の機能を使用してCDにファイルをコピーした際に

作成されるWindowsプロジェクトファイルは、ファイルが使用中でな

い限り削除されます。このフォルダの場所はWindowsのバージョン

によって異なりますが、新しいバージョンのWindowsでは、

C:\Users\username\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burnに
あります。

データは削除されません。

Flash Cookie
Adobe Flashのデータは削除されます(これは、ブラウザのCookie
プライバシー制御によって制御される実際の「Cookie」ではありませ

ん)。
データは削除されません。

アドレスバー履歴
アクセスしたWebサイトの履歴がInternet Explorerから削除されま

す。
履歴は削除されません。
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Cookie
すべてのCookieが削除されます。ユーザーは、パスワードやショッピ

ングカートのアイテムなど、Cookieに保存されているエントリを再入

力する必要があります。

Cookieは削除されません。

一時インターネット

ファイル
すべての一時ブラウザファイルが削除されます。 ファイルは削除されません。

URL履歴 Internet Explorerの履歴ペインがクリアされます。
履歴ペインのエントリは削除されま

せん。

設定ログ Internet Explorerのアップデートログファイルは削除されます。 ファイルは削除されません。

Microsoftダウンロー

ドフォルダ

Internet Explorerのダウンロードフォルダ内のファイルは削除されま

す。
ファイルは削除されません。

MediaPlayerバー

履歴

Internet Explorerでメディアプレーヤーを使用して最近開いたオー

ディオファイルとビデオファイルの一覧が削除されます。ファイルは削

除されず、最近開いたファイルのリストだけが削除されます。

最近開いたファイルの一覧は削除

されません。

オートコンプリート

フォーム情報

Internet Explorerのオートコンプリートデータは削除されます。ユー

ザーはフォームにデータを再入力する必要があります。
データは削除されません。

Index.datの消去

再起動されると、Webアドレス、検索クエリ、最近開いたファイルな

どのWindows情報が保存されるindex.datファイルが削除されま

す。

index.datファイルは削除されませ

ん。

ファイルの削除時に

適用するセキュリ

ティのレベルを制御

する

このオプションは有効 /無効の設定ではありません。削除するデータの処理方法を指定します。

l [標準 ]:ファイルは削除されますが、ごみ箱からは削除されません。データ復元ユーティリティを使

用すると、これらのファイルを復元できる場合があります。このオプションは、最速のクリーンアップ

プロセスです。

l [中 ]:ファイルは削除されますが、ごみ箱からは削除されず、データが保存されていた場所は3回
上書きされます。データ復元ユーティリティでは、これらのファイルの復元が困難になります。このク

リーンアッププロセスは、通常のクリーンアッププロセスよりも時間がかかります。

l [最大 ]:ファイルは削除されますが、ごみ箱からは削除されず、データが保存された場所は、デー

タの場所の周囲の領域を含めて7回上書きされます。これは、データ復元ユーティリティでは復

元が最も困難なファイルです。最も時間がかかるクリーンアッププロセスです。

DNS Protection
次の設定により、DNS Protectionのインストールを制御できます。

ポリシー設定 ポリシー設定が有効な場合 ポリシー設定が無効な場合

DNSプロテクションをインス

トール

Endpoint Protectionエージェントによって

DNS Protectionがインストールされます。
DNS Protectionはインストールされません。

Evasion Shield
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次の設定により、(悪質なスクリプトのような)ファイルベースの攻撃、ファイルレスの攻撃、難読化または暗
号化された攻撃を含む、回避的な攻撃を検出してブロックできます。バージョン9.0.29.00以降を実行して
いるエージェントが必要です。

ポリシー設定 ポリシー設定が有効な場合 ポリシー設定が無効な場合

スクリプト保護

この設定は有効 /無効の設定ではありません。スクリプトの保護のレベルを指定します。

l [オフ]:スクリプトの保護は無効で、スクリプトの脅威は検出またはブロックされません。

l [検出とレポート ]:スクリプトの脅威が検出され、警告が表示されます。

l [検出と修復 ]:スクリプトの脅威が検出され、警告が表示されて、隔離されます。

外部コードシールド

この設定は有効 /無効の設定ではありません。Portable Executable (PE)ファイルに挿入された

コードである外部コードに対する保護レベルを指定します。外部コードシールドは、問題のPE
ファイルを検出し、実行をブロックして隔離します。

l [オフ]:外部コードの保護が無効になり、外部コードの脅威は検出またはブロックされませ

ん。

l [検出と修復 ]:外部コードの脅威が検出され、警告が表示されて、隔離されます。

l [検出とレポート ]:外部コードの脅威が検出され、警告が表示されます。

USBシールド

次の設定により、USBストレージデバイスの検出とこれらのデバイスへのアクセスを制御できます。バージョン
9.0.31.84以降を実行しているエージェントが必要です。

ポリシー設定 ポリシー設定が有効な場合 ポリシー設定が無効な場合

USBシールドの有効化

USBストレージデバイスで疑わしい脅威や既

知の脅威が実行された場合、即座にブロックさ

れます。

脅威はリアルタイムでブロックされません。コンテ

キストメニューの[ウェブルートでスキャン]オプ

ションを使用すると、USBドライブをスキャンで

きます。

USBストレージデバイスをブ

ロックする

USBストレージデバイスへの読み取り、書き込

み、実行のアクセスはすべてブロックされます。

エンドユーザーがUSBストレージデバイスを挿

入すると、メッセージが表示されます。

USBストレージデバイスにフルアクセスできま

す。
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Endpoint Protectionのポリシーのベストプラクティス

ほとんどの場合、Endpoint Protectionのデフォルトのポリシーが基本ポリシーとみなされ、ポリシーの割り当て
先であるグループの特定のニーズを満たすために、これらのポリシーを変更する必要があります。ポリシーを
作成するときに考慮すべきベストプラクティスを次に示します。

l 命名規則 :複数のポリシーが予想される場合は、ポリシー名を検討します。ポリシーの名前は理解
しやすく、ポリシーの対象者や内容を示すものである必要があります。たとえば、ワークステーションの
デフォルトのポリシーを作成する場合は、そのポリシーに「Workstations」という名前を付けます。ワー
クステーションとDNS Protectionに対する別のポリシーがある場合は、そのポリシーに「Workstations +
DNS」という名前を付けます。「Workstations + DNS」ポリシーで特定のアプリケーションもブロックす
る場合は、「Workstations + DNS + No Application_Name」という名前を付けます。「Application_
Name」はブロックするソフトウェアの名前です。

l ワークステーション:組織内のワークステーションのポリシーを作成する場合は、[推奨デフォルト設定 ]
のポリシーのコピーを作成し、次の各設定を変更します。

l 基本設定

l [ポーリング間隔 ]:この設定を[15分 ]に変更します。これにより、すぐにはエージェントに
プッシュされない設定変更やコマンドをエージェントがチェックする時間が短縮されます。

l スキャン設定

l [学習スキャンで検出された脅威を自動的に削除する]:このオプションをオンにすること
を検討してください。学習スキャン中に脅威を削除することで、クリーンなベースラインが
作成されます。マシンがクリーンになると、Endpoint Protectionでは変更されたものだけ
をすばやくチェックできます。

l [好ましくない動作をする可能性のあるアプリケーション(PUA)を悪質なものとして検知
する]:このオプションをオンにします。アドウェア、ブラウザのアドオン、その他のユーティリ
ティを介した攻撃の数が増加しているため、設定をオンにすることを推奨します。より多
くの誤検出が発生する可能性がありますが、より多くの悪質なコードを特定できます。

l 動作シールド

l [警告メッセージを表示するのではなく推奨アクションを自動的に実行 ]:このオプションを
オンにします。自動的にアクションを実行すると、警告の確認に基づいて手動でアクショ
ンを実行するまでアクションを遅らせるのではなく、すぐに問題に対処できます。

l コアシステムシールド

l [プログラムによるHOSTSファイルの変更を禁止 ]:このオプションをオンにします。これによ
り、このファイルを変更する機能が制限されます。

l ユーザーインターフェイス

l [GUI]:このオプションを[表示 ]に変更します。ユーザーインターフェイスの公開にはセキュ
リティ上の問題はなく、簡単に使用できるようにすることで、トラブルシューティングが容
易になります。

l Evasion Shield
l [スクリプト保護 ]:脅威を識別できるように、少なくともこのオプションを[検出とレポート ]に

設定する必要があります。このオプションを[検出と修復 ]に設定して、脅威が特定され
たときにすぐにアクションが実行されるようにすることが理想的です。レポートと修復で
は、ブロックに対処して削除する方が、通過した脅威を修正するよりも簡単であること
に注意してください。これは、攻撃手法が急速に進化する中で特に重要です。
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l サーバー:直接アクセスされないサーバーのポリシーを作成する場合は、[推奨サーバーデフォルト設
定 ]のポリシーのコピーを作成し、次の各設定を変更します。

l 基本設定

l [SecureAnywhereの手動シャットダウンを許可する]:この設定をオフにします。このオ
プションを無効にすると、誤ってシャットダウンされないようにEndpoint Protectionの保護
が強化されます。これは、複数のユーザーがサーバーにアクセスし、あるユーザーの操作
が別のユーザーやサーバーに影響を与えないようにする場合に特に重要です。

l [ポーリング間隔 ]:この設定を[15分 ]に変更します。これにより、すぐにはエージェントに
プッシュされない設定変更やコマンドをエージェントがチェックする時間が短縮されます。

l スキャン設定

l [学習スキャンで検出された脅威を自動的に削除する]:このオプションをオンにすること
を検討してください。学習スキャン中に脅威を削除することで、クリーンなベースラインが
作成されます。マシンがクリーンになると、Endpoint Protectionでは変更されたものだけ
をすばやくチェックできます。

l [好ましくない動作をする可能性のあるアプリケーション(PUA)を悪質なものとして検知
する]:このオプションをオンにします。アドウェア、ブラウザのアドオン、その他のユーティリ
ティを介した攻撃の数が増加しているため、設定をオンにすることを推奨します。より多
くの誤検出が発生する可能性がありますが、より多くの悪質なコードを特定できます。

l リアルタイムシールド

l [書き込みまたは変更時にファイルをスキャンする]:このオプションをオンにします。このオ
プションを使用すると、特にバックドアの脅威(安全なドキュメントファイルと思われるファ
イルに埋め込まれた悪質なマクロなど)の侵入を防ぐことができます。

l 動作シールド

l [警告メッセージを表示するのではなく推奨アクションを自動的に実行 ]:このオプションを
オンにします。自動的にアクションを実行すると、警告の確認に基づいて手動でアクショ
ンを実行するまでアクションを遅らせるのではなく、すぐに問題に対処できます。

l Evasion Shield
l [スクリプト保護 ]:脅威を識別できるように、少なくともこのオプションを[検出とレポート ]に

設定する必要があります。このオプションを[検出と修復 ]に設定して、脅威が特定され
たときにすぐにアクションが実行されるようにすることが理想的です。レポートと修復で
は、ブロックに対処して削除する方が、通過した脅威を修正するよりも簡単であること
に注意してください。これは、攻撃手法が急速に進化する中で特に重要です。

l RDS/ターミナルサーバー:直接アクセスされるサーバーのポリシーを作成する場合は、[推奨サーバー
デフォルト設定 ]のポリシーのコピーを作成し、次の各設定を変更します。

l 基本設定

l [システムトレイアイコンを表示する]:この設定をオフにします。このオプションを無効にす
ると、システムトレイからのアクセスに対してEndpoint Protectionの保護が強化されま
す。これは、複数のユーザーがサーバーにアクセスし、あるユーザーの操作が別のユー
ザーやサーバーに影響を与えないようにする場合に特に重要です。

l [SecureAnywhereをスタートメニューに表示する]:この設定をオフにします。このオプ
ションを無効にすると、[スタート ]メニューからのアクセスに対してEndpoint Protectionの
保護が強化されます。これは、複数のユーザーがサーバーにアクセスし、あるユーザーの
操作が別のユーザーやサーバーに影響を与えないようにする場合に特に重要です。
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l [[プログラムの追加と削除]パネルにSecureAnywhereを表示する]:この設定をオフに
します。このオプションを無効にすると、アンインストールに対してEndpoint Protectionの
保護が強化されます。これは、複数のユーザーがサーバーにアクセスし、あるユーザーの
操作が別のユーザーやサーバーに影響を与えないようにする場合に特に重要です。

l [SecureAnywhereの手動シャットダウンを許可する]:この設定をオフにします。このオ
プションを無効にすると、誤ってシャットダウンされないようにEndpoint Protectionの保護
が強化されます。これは、複数のユーザーがサーバーにアクセスし、あるユーザーの操作
が別のユーザーやサーバーに影響を与えないようにする場合に特に重要です。

l [ポーリング間隔 ]:この設定を[15分 ]に変更します。これにより、すぐにはエージェントに
プッシュされない設定変更やコマンドをエージェントがチェックする時間が短縮されます。

l スキャン設定

l [アーカイブファイルをスキャンする]:この設定をオンにします。これにより、サーバーをより
完全に保護できます。

l [学習スキャンで検出された脅威を自動的に削除する]:このオプションをオンにすること
を検討してください。学習スキャン中に脅威を削除することで、クリーンなベースラインが
作成されます。マシンがクリーンになると、Endpoint Protectionでは変更されたものだけ
をすばやくチェックできます。

l [好ましくない動作をする可能性のあるアプリケーション(PUA)を悪質なものとして検知
する]:このオプションをオンにします。アドウェア、ブラウザのアドオン、その他のユーティリ
ティを介した攻撃の数が増加しているため、設定をオンにすることを推奨します。より多
くの誤検出が発生する可能性がありますが、より多くの悪質なコードを特定できます。

l リアルタイムシールド

l [書き込みまたは変更時にファイルをスキャンする]:このオプションをオンにします。このオ
プションを使用すると、特にバックドアの脅威(安全なドキュメントファイルと思われるファ
イルに埋め込まれた悪質なマクロなど)の侵入を防ぐことができます。

l 動作シールド

l [警告メッセージを表示するのではなく推奨アクションを自動的に実行 ]:このオプションを
オンにします。自動的にアクションを実行すると、警告の確認に基づいて手動でアクショ
ンを実行するまでアクションを遅らせるのではなく、すぐに問題に対処できます。

l Evasion Shield
l [スクリプト保護 ]:脅威を識別できるように、少なくともこのオプションを[検出とレポート ]に

設定する必要があります。このオプションを[検出と修復 ]に設定して、脅威が特定され
たときにすぐにアクションが実行されるようにすることが理想的です。レポートと修復で
は、ブロックに対処して削除する方が、通過した脅威を修正するよりも簡単であること
に注意してください。これは、攻撃手法が急速に進化する中で特に重要です。
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DNS Protectionのポリシー設定

次のページでは、DNS Protectionのポリシー設定のさまざまなオプションについて説明します。

管理コンソールの[ポリシー]の下部にある[ポリシーの使用状況 ]には、ポリシーを使用しているサイト
とグループが示されます。

プライバシー設定

次の設定により、ユーザーのプライバシー設定とログに記録される情報を制御できます。

l [ユーザー情報の非表示 ]:プライバシー改善のため、リクエストされたユーザー名とドメインがログ内で
「非表示」という語に置き換えられます。リクエストがセキュリティリスクカテゴリーに分類される場合
は、可視性を維持するためにそのドメインがログに記録されます。

l [ローカルエコー]: DNS ProtectionエージェントによるDNSリクエストをローカルネットワークのDNSリゾル
バーにエコーし、ファイアウォールまたはDNSサーバーでこれらのリクエストを認識できるようにします。
プライバシー改善のために、DNSリゾルバーは指定することが可能で、リクエストはそのリゾルバーを
利用できる場合のみにエコーされます。

l [フェールオープン]: Webroot DNSリゾルバーを利用できないインスタンスで発生する可能性がある
DNS中断を回避するために、DNS解決はローカルリゾルバーに延期されるか、フィルタリングなしで
返されます。

セキュリティ設定

次のようなサイトを閲覧すると、固有のセキュリティ上のリスクが生じる可能性があります。

l キーロガーおよび監視 :ユーザーのキーストロークを追跡したり、Webサーフィンの行動を監視したりす
るソフトウェアエージェント用のダウンロードとディスカッションが含まれるサイト。

l マルウェアサイト :実行ファイル、ドライブバイ感染サイト、悪質なスクリプト、ウイルス、トロイの木馬な
ど、悪質なコンテンツが含まれていることがわかっているサイト。

l フィッシングおよびその他の詐欺行為 : Webroot DNSリゾルバーを利用できないインスタンスで発生す
る可能性があるDNS中断を回避するために、DNS解決はローカルリゾルバーに延期されるか、フィ
ルタリングなしで返されます。

l プロキシ回避とアノニマイザー:プロキシサーバーまたはその他の方法を使用して、URLフィルタリング
または監視機能を回避するサイト。

l スパイウェアおよびアドウェア:ユーザーに知られず、あるいは明確な同意なく行われる情報収集また
は追跡を提供、もしくは促すスパイウェアまたはアドウェアが含まれていることがわかっているサイト。こ
の設定には、迷惑な広告ポップアップや、ユーザーのコンピュータにインストールされる可能性のある
プログラムを含むサイトも含まれます。

l ボットネット :ネットワーク攻撃の発信源となるボットネットワークの一部であることがわかっているURLま
たはIPアドレス。攻撃には、スパムメッセージ、サービス拒否(DOS)攻撃、SQLインジェクション、プロ
キシジャッキング、またその他の迷惑な接触などが含まれます。

l スパムURL:スパムメッセージに含まれるURL。

コンテンツ設定

次のようなサイトには、不適切、不法、性的に露骨なコンテンツが含まれている可能性があります。
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l 人材の保護

l 乱用薬物 :非合法薬物、違法薬物、乱用薬物のサイト。危険ドラッグ、シンナー遊び、処
方薬の誤用、その他合法薬物の乱用などがあります。

l アダルトおよびポルノ:アダルト玩具やビデオなどのアダルト商品を扱うサイトなど、性的関心を
喚起することを目的とした性的に露骨なコンテンツを扱うサイト。この設定には、性的に露骨
なオンライングループのサイト、性的な話や性的行為に関する記述があるサイト、ビデオ通
話、エスコートサービス、ストリップクラブなどの成人向けサービスのサイト、および性的に露骨
なアートを扱うサイトも含まれます。

l 出会い系 :個人的な関係を確立することを目的としたサイト。

l 性教育 :生殖、性的発育、安全な性行為の実践、性感染症、性的区別、避妊、避妊
薬、より良い性生活に対するヒント、性的機能を高める製品に関する情報が掲載されてい
るサイト。

l 水着および下着 :水着、ランジェリー、その他の挑発的な衣類を取り扱うサイト。

l グロテスク:血液または嘔吐などの身体機能を扱うサイト。

l ヌード :人体のヌードまたはセミヌードの描写を扱うサイト。性的意図がない場合があります
が、ヌーディストや裸体主義者のサイト、ヌードの絵画、芸術的な性質を持つフォトギャラリー
などが含まれます。

l アルコールおよびタバコ:アルコール飲料や、たばこ製品とその関連品の販売に関する情報を
提供、宣伝、または支援するサイト。

l 問題あり/規制関連

l カルトおよびオカルト :占星術(星占いを含む)、まじない、呪文、魔力、または超自然的な存
在を使用して、実際の出来事に作用したり、影響を与えたりしようとする方法、手段、その
他のリソースを提供するサイト。

l ギャンブル:ギャンブルあるいは宝くじのサイト。これらには、現金または仮想マネーの使用する
サイト、賭け事、宝くじへの参加、ギャンブル、ナンバー賭博の運営に関する情報とアドバイス
を含むサイト、オンラインカジノや海外のギャンブル事業、スポーツくじおよびプール賭博、大き
な報酬を提供するあるいは多額の賭け金が必要なバーチャルスポーツおよびファンタジーリー
グが含まれます。サイト上でギャンブルができないホテルやリゾートのサイトは、「ライフスタイ
ル」、「旅行」、「一般情報」、「地域情報」に分類されています。

l マリファナ:マリファナの使用、栽培、歴史、文化、または法的問題に関するサイト。

l ハッキング:通信機器 /ソフトウェアへの違法あるいは疑わしいアクセスまたは使用のためのサイ
ト、またはネットワークおよびシステムに侵入する可能性のあるプログラムを開発および配信す
るためのサイト (コンピュータプログラムやその他システムのライセンス取得および使用料金を回
避するためのサイトも含む)。

l 武器 :銃器、ナイフ、格闘技用の道具といった武器の販売、レビュー、説明を提供するサイ
ト。アクセサリや他の改造に関する情報を提供するサイトも含まれます。

l リードメール:電子メールまたはWebページ内の特定のリンクをクリックして閲覧すると、現金ま
たは賞品の形でユーザーに支払うサイト。

l 問題あり:普段とは違う、予想外の、あるいは疑わしい方法でユーザーのブラウザ操作または
クライアントを制御するサイト。一攫千金をアピールするサイトも含まれます。

l 嫌悪および差別 :憎悪犯罪や人種差別的なコンテンツまたは言動を擁護するサイト。

l 暴力 :暴力、暴力描写、または暴力的な方法を推奨するサイトで、ゲーム/マンガにおける暴
力および自殺も含みます。

l 不正行為 :不正行為を助け、無料で使用できるエッセーや試験のコピー、盗作などのコンテ
ンツを含むサイト。
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l 違法 :逮捕を免れるための方法、著作権および知的財産権の侵害など、犯罪行為に関す
るサイト。

l 中絶 :妊娠中絶合法化への賛同または反対のいずれかを主張するサイト。

l ソーシャルメディア/インターネットコミュニケーション

l ソーシャルネットワーキング:ユーザー同士の交流や、メッセージおよび画像の投稿、そしてあら
ゆる手段のコミュニケーションが行われるユーザーコミュニティを持つソーシャルネットワーキング
サイト。

l 個人サイトおよびブログ:個人またはグループが投稿する私的なサイトで、ブログも含まれま
す。

l オンライングリーティングカード :電子カードを提供するサイト。

l 検索エンジン:キーワードまたは語句を使用して、テキスト、Webサイト、画像、動画、ファイ
ルを含む検索結果を表示する検索用インターフェイス。

l インターネットポータル:インターネットコンテンツやトピックをより幅広く集めたWebサイト。

l Web広告 :広告、メディアコンテンツ、バナーを含むサイト。

l Webベースの電子メール: Webベースの電子メールおよび電子メールクライアントを提供するサ
イト。

l インターネットコミュニケーション:インターネット電話、メッセージの送受信、VoIPサービス、
WiFi、および関連のビジネスを提供するサイト。

l 動的に生成されたコンテンツ: URLに渡された引数、あるいはジオロケーションといったその他
の情報をもとにコンテンツを動的に生成するサイト。

l パークドメイン:限定コンテンツ、またはホストする企業のために収益を生む可能性があるが、
ユーザーにとって有益なコンテンツを含まないクリックスルー広告をホストするサイト。

l プライベート IPアドレス/URL:プライベートネットワーク用にIPアドレスを配布する組織によって
確保されたIPアドレスやプライベートドメインに割り当てられたサイト。

l ショッピング

l オークション:主な目的として、個人間でのサービスや商品の購入を支援するサイト (案内広
告を除く)。

l ショッピング:デパート、小売店、会社カタログ、消費者または企業によるオンラインショッピング
や物品およびサービスの購入が可能なその他のサイト。

l シェアウェアおよびフリーウェア:スクリーンセーバー、アイコン、壁紙、ユーティリティ、着信音な
ど、フリーソフトウェアまたはオープンソースのダウンロード、あるいは寄付を要求するダウンロー
ド。

l エンターテインメント

l エンターテインメントおよびアート :映画、ビデオ、テレビ、音楽および番組ガイド、本、マンガ、
映画館、ギャラリー、アーティスト、またはエンターテイメントに関するレビュー、舞台芸術(演
劇、寄席演芸、オペラ、交響楽団など)、博物館、ギャラリー、図書館、アーティストのサイト
(彫刻や写真など)を含むサイト。

l ストリーミングメディア:音声または動画コンテンツの販売、配信、ストリーミングに関するサイト
で、視聴者向けにこのようなダウンロードを提供するサイトを含みます。

l ピアツーピア:ピアツーピアのクライアントおよびアクセスを提供するサイトで、トレントおよび音楽
ダウンロードプログラムを含みます。

l ゲーム:ゲームプレーやダウンロード、ビデオゲーム、コンピュータゲーム、電子ゲーム、ゲームに
関するヒントやアドバイス、隠しコマンドの取得方法に関するサイト。ボードゲームの販売に特
化したサイト、ゲームプレイに特化したジャーナルや雑誌、オンラインの懸賞や景品配布の主
催、ゲームまたはゲームプレーを主催するファンタジースポーツのサイトも含まれます。
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l 音楽 :楽曲の販売、配信、ストリーミングに関するサイト、また音楽グループやパフォーマンス、
歌詞、音楽ビジネスについての情報に関するサイト。

l ライフスタイル

l 旅行 :航空会社および航空券予約代理店、旅行の計画、予約、車両レンタル、旅先の説
明、ホテルやカジノの宣伝に関するサイト。

l ホームおよびガーデン:家のメンテナンス、ホームセキュリティ、装飾、料理、ガーデニング、家
電、デザインなどの家庭の話題と家庭用製品に関するサイト。

l 宗教 :教会、集会場(シナゴーグ)、またはその他の礼拝所を含む、従来型または非従来型
の宗教的または準宗教的なテーマのサイト。

l 狩猟および釣り:スポーツハンティング、銃クラブ、釣りのサイト。

l 社会 :一般大衆に関するさまざまなトピックやグループ、つながり、そして安全、子供、社会、
慈善団体といった、さまざまな人々に影響を及ぼす幅広い問題に関するサイト。

l スポーツ:チームまたは会議Webサイト、海外、国内、大学、プロのスポーツ関連スコアおよび
スケジュール、スポーツ関連のオンライン雑誌またはニュースレターに関するサイト。

l ファッションおよび美容 :ファッション雑誌またはグラマー雑誌、美容、衣服、化粧品、スタイル
に関するサイト。

l レクリエーションおよび趣味 :模型飛行機の収集、野外活動(ハイキング、キャンピング、ロック
クライミングなど)、特殊な芸術作品やクラフトそして技術、動物およびペット関連の情報、ト
レーニング、ショー、動物愛護協会などのレクリエーションの娯楽に関する情報やつながり、
フォーラム、および出版物についてのサイト。

l 企業 /公的機関 /サービス

l 不動産 :不動産または有形固定資産の賃借、購入、または売却、家の売買に関するヒン
ト、不動産業者、賃貸業または引っ越しサービス、および物件の改善に関するサイト。

l コンピュータおよびインターネットセキュリティ:コンピュータおよびインターネットセキュリティ、セキュ
リティを主題とするディスカッショングループに関するサイト。

l 金融サービス:銀行業務と、貸付や会計業務、保険、銀行、住宅ローン、損害保険会社と
いったその他の財務情報を提供するサイト (市場情報、仲介業務、取引サービスを提供する
サイトは除く)。

l ビジネスおよび経済 :企業、企業のWebサイト、ビジネス情報、経済、マーケティング、管理、
起業家精神に関するサイト。

l コンピュータおよびインターネットの情報 :技術的な情報を含む一般的なコンピュータ情報およ
びインターネット情報に関するサイト。サービスとしてのソフトウェア(SaaS)のサイト、およびイン
ターネットサービスを提供するその他のサイトも含まれます。

l 軍事 :軍部門、軍隊、および軍事史に関するサイト。

l 株に関する個別のアドバイスおよびツール:金融投資の戦略、相場、ニュースなどの市場情
報を含む、証券取引および投資資産の管理を促進または支援するサイト。

l トレーニングおよびツール:遠隔学習および職業専門学校、オンライン講座、職業訓練、ソフ
トウェアのトレーニング、技能研修に関するサイト。

l パーソナルストレージ:オンラインストレージのサービスと、ファイル、音楽、画像やその他データ
の投稿サービスを提供するサイト。

l 公的機関 :各地方自治体および中央政府と政府機関、また主税局、公共サービス、救急
サービスといった行政サービスに関するサイト。さまざまな公的機関に関する法律について考
察または説明するサイトも含みます。

l コンテンツ配信ネットワーク:広告、メディア、ファイル、画像、ビデオを含む第三者向けのコンテ
ンツおよびデータ配信に関するサイト。

第8章ポリシー 86



l 自動車 :自動車のレビュー、車の購入または販売に関するヒント、部品カタログ、中古車売
買、写真、そしてオートバイ、ボート、自動車、トラック、RV車に関する話題、自動車の改造
についての定期刊行物および雑誌に関するサイト。

l Webホスティング: Webページや、Webサイトの開発、公表、プロモーションに関する情報を対
象とした無料または有料のホスティングサービスに関するサイト。

l 一般情報

l 法務関連 :法律関係のサイト、法律事務所、法律問題に関するディスカッションや分析のた
めのサイト。

l ローカル情報 :レストラン、エリア/地域情報、そしてお勧めの場所に関する情報が含まれたシ
ティガイドおよび観光情報に関するサイト。

l 求人検索 :職探しの支援、有望な雇用主(従業員を募集している雇用主)を探すための
ツールの提供、採用情報検索および学校の就職あっせんを行っているサイト。

l 翻訳 :ユーザーがさまざまな言語でページを閲覧できるようにする言語翻訳サイト。これらのサ
イトでは、翻訳サイトのURLのコンテキスト内に閲覧対象ページのコンテンツが表示されるた
め、フィルタリングを回避することができます。

l 参照および研究 :オンライン辞書、地図、人口調査、年鑑、図書目録、家系図、科学的
情報を含む私的、専門的、または教育的な参考資料に関するサイト。

l 哲学的および政治的主張 :政治、哲学、議論、および主義主張を推進するための具体的
な視点や立場の奨励に関するサイト。

l 教育機関 :幼稚園、小学校、中学校、高校、短大、大学、専門学校やその他教育的内
容に関する情報(入学案内や授業料、講義摘要を含む)に関するサイト。

l キッズ:子供とティーンのためにデザインされたサイト。

l ニュースおよびメディア:ラジオ放送局や雑誌、オンライン新聞、ヘッドラインニュースサイト、
ニュース配信サービス、カスタマイズできるニュースサービス、気象情報サイトなど、時事、また
はその日の最新のトピックが掲載されているサイト。

l 健康および医薬品 :全般的な健康、フィットネス、健康維持に関する伝統的および非伝統
的な方法とトピックに関するサイト。また、病気、さまざまな健康状態、歯科、精神科、眼科
や、その他専門医に関する医療関連情報、病院や診療所、医療保険、美容整形に関す
る情報が掲載されているサイトも含まれます。

l 画像および動画の検索 :写真および画像の検索、オンラインフォトアルバム、デジタルフォトエ
クスチェンジ、および画像ホスティングを提供するサイト。

l 未分類のドメイン: Webrootによって前述のいずれのカテゴリにも分類されないサイト。

追加のフィルタリング

多くの検索エンジンが、露骨なコンテンツ、成人向けコンテンツ、不適切なコンテンツを制限するフィルタリン
グを適用するオプションを提供しています。これは、フィルタに関連付けられた対応 IPアドレスを返すことで、
DNSを介して行われます。

l [Google SafeSearchを有効にする]: www.google.comに対するDNSリクエストが
forcesafesearch.google.comに解決され、検索結果から露骨なコンテンツが除外されます。

l [DuckDuckGoセーフサーチを有効にする]: www.duckduckgo.comに対するDNSリクエストが
safe.duckduckgo.comに解決され、検索結果から成人向けコンテンツが除外されます。

l [Bingセーフサーチを有効にする]: www.bing.comに対するDNSリクエストがstrict.bing.comに解決さ
れ、検索結果から不適切なコンテンツが除外されます。
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l [YouTube制限モードを有効にする]
l [標準モード ]: www.youtube.comに対するDNSリクエストがrestrictmoderate.youtube.comに

解決されます。

l [厳格モード ]: www.youtube.comに対するDNSリクエストがrestrict.youtube.comに解決され
ます。
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第9章オーバーライド
オーバーライドを使用すると、許可またはブロックする必要があるファイルやURLを指定できます。この設定
は、ポリシー設定やWebrootによるファイルまたはURLの定義方法よりも優先されます。

オーバーライドにアクセスするには、[管理 ]を展開し、[オーバーライド ]をクリックします。

l [ファイル許可リスト ]および[ファイルブロックリスト ]:これらの2つのタブには、許可およびブロックされたファ
イルとフォルダがリストで表示されます。表の行をクリックすると、その表の行のエントリに関する詳細が
表示されます。

[範囲 ]:サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合は、グローバル設定を含めるよ
うに設定されているすべてのサイトに規則を適用するか、選択したサイトだけに適用するか
を選択します。サイトのグローバルオーバーライドのオプションを無効にすると、従来の
Endpoint Protectionコンソールを使用してサイトごとにオーバーライドを設定する必要があり
ます。

l [追加 ]:許可またはブロックするファイルまたはフォルダを指定するには、このボタンをクリックしま
す。設定を行った後、[作成 ]をクリックします。

l [名前 /説明 ]:エントリを示す名前または説明を指定します。

l [オーバーライドの種類 ]:ファイル、フォルダ、またはMD5を使用できます。ブロックできる
のはMD5だけです。MD5を選択した場合は、その32文字のハッシュを指定します。ファ
イルまたはフォルダを選択した場合は、次のフィールドに入力します。

ファイルとフォルダのオーバーライドは、Webrootエージェントのバージョン9.0.1以
降のみでサポートされています。

l [ファイルマスク]:特定のファイル名またはワイルドカードを指定します。このフィールドを
空白のままにすると、指定したフォルダ内のすべてのファイルが許可されます。

l [パス/フォルダマスク]:絶対ファイルパス、またはシステム変数(例 : %SystemDrive%)を
使用したファイルパスを指定します。サポートされている変数のリストを表示するには、
「%」と入力します。

l [サブフォルダを含める]:指定したパスのサブフォルダを含める場合は、このオプションを有
効にします。

l [悪質な場合は検出 ]:割り当てられたポリシーに従ってファイルを検出して修復するに
は、このオプションを有効にします。このオプションを有効にすると、監視とジャーナルは
無効になります。このオプションを無効にすると、検出と修復のポリシー設定はファイル
に適用されません。

l [削除 ]:もう許可もブロックもしないエントリを削除するには、このボタンをクリックします。

l [インポート ]:定義済みのオーバーライドを別のサイトからインポートするには、このボタンをクリッ
クします。別のサイトからオーバーライドをインポートする場合は、さらに3つのオプションがありま
す。
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l [重複するオーバーライドの削除 ]:これを有効にすると、インポート元のサイトとインポー
ト先のサイトにオーバーライドが存在する場合、重複するエントリがオーバーライドのイ
ンポートリストから削除され、すでに設定されているオーバーライドが維持されます。無
効にすると、重複するエントリは削除されません。

l [既存のオーバーライドの上書き]:これを有効にすると、削除されない重複するエントリ
によって既存のエントリが上書きされます。無効にすると、削除されない重複するエント
リは、インポート後にも存在します。

l [ポリシーベースのオーバーライドを含む]:これを有効にすると、インポート元のサイトで使
用されているポリシーにオーバーライドが割り当てられている場合、それらのオーバーライ
ドがインポートされます。無効にすると、サイトからのポリシーのオーバーライドはインポー
トされません。

l [更新 ]:表を更新するには、このボタンをクリックします。

l [編集 ]:表の行をクリックして、その表の行にあるエントリの詳細を表示および編集します。フォ
ルダまたはファイルのすべての設定を変更できます。MD5の場合、エントリに付けた名前を変
更し、ファイル許可リスト (肯定的な決定)とファイルブロックリスト (否定的な決定)の間で移動
できます。

l [Webオーバーライド ]:このタブには、許可またはブロックされたURLがリストで表示されます。

DNS Protectionを使用していない場合、これらのWebオーバーライドはWeb Threat
Shieldのポリシー設定に関連するものになります。詳しくは、「66ページの
「Endpoint Protectionのポリシー設定」」を参照してください。

DNS Protectionの保護を使用している場合、これらのWebオーバーライドはお使いの
DNS Protectionのオーバーライドです。Web Threat Shieldのポリシー設定のWebオーバー
ライドについては、従来のEndpoint Protectionコンソールを介して管理する必要がありま
す。

l [追加 ]:許可またはブロックするURLを指定するには、このボタンをクリックします。設定を行っ
た後、[作成 ]をクリックします。

l [ドメイン]:規則を設定するために、ドメインのコンマ区切りのリストを入力します。プロト
コル(例 : httpsまたはwww)は必要ありません。たとえば、「domain.com」のように指定す
ることができます。ワイルドカードはサポートされています。たとえば、「*.domain.com」の
ように指定することができます。

l [範囲 ]:サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合は、グローバル設定を含
めるように設定されているすべてのサイトに規則を適用するか、選択したサイトだけに
適用するかを選択します。

サイトごとの規則は、グローバルな規則よりも優先されます。

l [ポリシー]:この規則をポリシーに関連付ける場合は、このオプションを有効にしてポリ
シーを指定します。ポリシーを指定しない場合、オーバーライドはサイトに関連付けら
れます。

l [ブロック/許可 ]:特定のドメインをブロックするか許可するかを選択します。
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l [悪質なURLをブロック]:既知のマルウェアが含まれるドメインなど、悪質なURLを規則
にかかわらずブロックする場合に選択します。

l [更新 ]:表を更新するには、このボタンをクリックします。

l フィルタ:ページの右側にある上下の矢印を使用して、使用可能なフィルタを展開したり閉じ
たりします。表示されるリストを[ドメイン]の検索テキストを含む行のみに絞り込むことができま
す。あるいは、[関連ポリシー]または[ブロック/許可 ]を選択して結果を絞り込むこともできます。

l 並べ替え:列の見出しをクリックすると、その列を基準に表が並べ替えられます。

l [アクション]、[オーバーライドを編集 ]:エントリを編集するには、このメニューアイテムを使用しま
す。

l [アクション]、[オーバーライドを削除 ]:エントリを削除するには、このメニューアイテムを使用しま
す。

オーバーライドの変更は次回のポーリング間隔でデバイスに適用されます。この間隔は、デバイスが
使用しているEndpoint Protectionのポリシーで設定します。デフォルトのポーリング間隔は24時間
です。この間隔に達する前に手動で変更をプッシュする場合は、エージェントコマンド [データを再検
証 ]を使用します。詳しくは、「49ページの「使用可能な事業体を表示する」」を参照してください。

第9章オーバーライド 91



第10章Security Awareness Training
Security Awareness Trainingはキャンペーンを介して管理されます。キャンペーンは、ユーザーのグループに
送信される単一のフィッシングシミュレーションまたはトレーニングコースです。キャンペーンでは、セキュリティ
意識向上プログラムのレポートと管理も提供されます。キャンペーンを企画および実行するときは、次の点
に注意してください。

l 全員に参加してもらうこと。すべての部門で、新規採用者と既存の従業員を必ず含めるようにして
ください。あらゆるレベルの従業員を含めます。サービスプロバイダーのスタッフもトレーニングを受ける
必要があります。

l 特定の脅威やリスク、業界の規制やコンプライアンスの観点から、キャンペーンを受けるグループに
とってこのトレーニングが適切であることを確認します。

l 技術的な知識については特定のレベルを想定しないでください。基本的なことから始めて、具体的
な内容に進みます。

l トレーニングを受けるすべての人に、明確な参加ガイドラインを提供します。

l 行動の変化には時間がかかります。

l セキュリティのトレーニングは定期的に改善する必要があります。

l フィッシングシミュレーションとトレーニングコースを毎月実施することを検討してください。

l 測定、評価、報告を定期的に行います。

l フィッシングテストに関するうわさ話は、結果の精度を歪める可能性があることに注意してください。

l テスト結果を全員に伝え、参加したことを称えます。

l 新しいリスクを定期的に伝えます。

キャンペーンおよびキャンペーン関連のタスクでは、次のタスクを実行できます。

l 93ページの「Security Awareness Trainingを有効にする」

l 94ページの「ユーザーをトレーニング対象にする」

l 96ページの「Security Awareness Trainingのユーザーと配信先リストを管理する」

l 99ページの「使用可能なキャンペーンを表示する」

l 101ページの「使用可能なトレーニングコースを表示する」

l 102ページの「新しいキャンペーンを作成する」

l 107ページの「キャンペーン概要レポートを表示する」

電子メールサーバーが、ユーザーに送信されるフィッシングシミュレーションやトレーニングで使われる
電子メールをブロックしないことを確認します。詳しくは、「7ページの「要件」」を参照してください。
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Security Awareness Trainingを有効にする

Security Awareness Trainingがまだ有効になっていない場合は、先に有効にする必要があります。すでに
有効になっている場合は、「94ページの「ユーザーをトレーニング対象にする」」に進みます。

1. ビジネス向けの表示を使用している場合は、[セキュリティ意識向上トレーニング]タブに移動します。
サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合は、[サイトリスト ]に移動し、サイト名のハイ
パーリンクをクリックして、サイトの詳細情報で[セキュリティ意識向上トレーニング]タブをクリックします。

2. [セキュリティ意識向上トレーニング]を有効にします。

3. キーコードのタイプを選択します。

[
l [フルバージョン]:このオプションは、制限のない完全版の製品です。このサービスは有料です。

l [体験版 ]:このオプションは完全版の製品ですが、30日間限定の無料体験版です。

4. [保存 ]をクリックします。
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ユーザーをトレーニング対象にする

Security Awareness Trainingを有効にしたら、トレーニング対象のユーザーを選ぶ必要があります。このた
めに、セキュリティトレーニングの対象とするユーザーを含むドメインを特定します。サービスプロバイダー向け
の表示を使用している場合は、各サイトのドメインを特定する必要があります。

1. ビジネス向けの表示を使用している場合は、[セキュリティ意識向上トレーニング]タブに移動します。
サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合は、[サイトリスト ]に移動し、サイト名のハイ
パーリンクをクリックして、サイトの詳細情報で[セキュリティ意識向上トレーニング]タブをクリックします。

2. 使用するドメインIDのタイプを選択し、関連するプロセスを完了します。

[
l Active Directoryの統合 ]: Azure Active Directoryと同期してドメインを識別します。また、セ

キュリティトレーニングの対象となるドメイン内のユーザーのリストも同期されます。

a. [Azure AD統合を設定 ]をクリックします。

b. 表示されたシークレットトークンをコピーし、画面の指示に従ってAzure Active Directory
のテナントを設定します。

Azure Active Directoryから同期の状態と最終更新を確認できます。必要に応じて、[無効 ]
をクリックしてAzureからの同期を停止することもできます。

l [ドメインの検証 ]:検証用の電子メールでドメインを識別し、ユーザーを追加します。

a. [新しいドメインの追加 ]に電子メールアドレスを入力してください。

l [ドメインメンバー]:入力した電子メールアドレスがドメインのメンバーである場
合、キャンペーンを作成および実行できますが、侵害レポートにはアクセスできま
せん。

l [ドメイン管理者 ]:入力した電子メールアドレスがドメインのシステムレベルの電
子メール(admin、administrator、info、postmaster、root、system、または
webmaster)である場合、キャンペーンを作成および実行でき、侵害レポートにア
クセスできます。

ISPまたはパブリックドメイン(gmail.comなど)の電子メールアドレスは制限され
ており、使用できません。電子メールアドレスは、有効な企業または組織のア
ドレスである必要があります。

b. [認証リクエストを送信 ]をクリックして、指定した電子メールアドレスに認証用の電子
メールを送信します。

c. 認証のメールが届いたら、メッセージ内の認証用リンクをクリックして、そのドメインへのア
クセスを確認します。

d. ドメインへのアクセスが確認されたら、メインの[セキュリティ意識向上トレーニング]タブに
移動し、[ユーザー]タブをクリックします。

e. サイトを選択します。

f. [サイトにユーザーを追加 ]をクリックします。

g. ユーザーの追加方法を選択します。

l [ユーザーを手動で入力 ]:このオプションを選択し、トレーニングの対象とする各
ユーザーの名前と電子メールを手動で入力します。

l [ファイルからユーザーをアップロードする]: トレーニングの対象とするユーザーをイン
ポートするには、このオプションを選択します。このファイルに含めることができるレ
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コードは最大15,000件です。

l [CSV]:コンマで区切られた.csvファイルのユーザーリストを使用することがで
きます。このファイルには、ユーザーの名、姓、および電子メールアドレスが
含まれている必要があります。必要に応じて、一意のIDとタグを含めるこ
とができます。

l [LDIF]: LDAP/アクティブディレクトリからエクスポートされた.ldifファイルを使
用できます。次のフィールドを使用して、トレーニング対象のユーザーを追
加します。

l [givenname]:ユーザーの名として使用される必須のエントリです。

l [sn]:ユーザーの姓として使用される必須のエントリです。

l [mail]:ユーザーの電子メールアドレスとして使用される必須のエント
リです。

l [objectGUID]:ユーザーの一意のIDとして使用される任意のエントリ
です。

l [ou]:タグとして使用される任意のエントリ(組織単位)です。

l [Active Directoryの統合を設定 ]: Azure Active Directoryを使用して同期する
には、このオプションを選択します。

a. [今すぐ設定 ]をクリックします。

b. 表示されたシークレットトークンをコピーし、画面の指示に従ってAzure
Active Directoryのテナントを設定します。

目的のトレーニングを行うために、フィッシングシミュレーションまたはトレーニングコースを一部のユー
ザーに送信する場合は、Security Awareness Trainingの配信先リストを作成して、ユーザーをグ
ループに編成することができます。詳しくは、「96ページの「Security Awareness Trainingのユーザー
と配信先リストを管理する」」を参照してください。
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Security Awareness Trainingのユーザーと配信先リストを管
理する

フィッシングシミュレーションやトレーニングコースの対象としたユーザーを管理できます。ユーザーをグループに
編成して目的のトレーニングを行うために、必要に応じてSecurity Awareness Trainingの配信先リスト作
成して管理することもできます。

[セキュリティ意識向上トレーニング]タブから、[ユーザー]タブを選択します。サービスプロバイダー向けの表示
では、サイトレベルまたはSecurity Awareness Trainingの配信先リストレベルでユーザーを管理することがで
きます。ビジネス向けの表示では、配信先リストレベルでユーザーを管理することができます。

l サイトレベルでユーザーを管理する:サービスプロバイダー向けの表示では、サイト名を選択して、サ
イトレベルでユーザーを追加および削除できます。

l 追加 :サイトに新しいユーザーを追加するには、[サイトにユーザーを追加 ]をクリックし、ユー
ザーの追加方法を選択します。

l [ユーザーを手動で入力 ]:このオプションを選択し、トレーニングの対象とする各ユーザー
の名前と電子メールを手動で入力します。

l [ファイルからユーザーをアップロードする]: トレーニングの対象とするユーザーをインポート
するには、このオプションを選択します。このファイルに含めることができるレコードは最大
15,000件です。

l [CSV]:コンマで区切られた.csvファイルのユーザーリストを使用することができま
す。このファイルには、ユーザーの名、姓、および電子メールアドレスが含まれてい
る必要があります。必要に応じて、一意のIDとタグを含めることができます。

l [LDIF]: LDAP/アクティブディレクトリからエクスポートされた.ldifファイルを使用でき
ます。次のフィールドを使用して、トレーニング対象のユーザーを追加します。

l [givenname]:ユーザーの名として使用される必須のエントリです。

l [sn]:ユーザーの姓として使用される必須のエントリです。

l [mail]:ユーザーの電子メールアドレスとして使用される必須のエントリで
す。

l [objectGUID]:ユーザーの一意のIDとして使用される任意のエントリです。

l [ou]:タグとして使用される任意のエントリ(組織単位)です。

l [Active Directoryの統合を設定 ]: Azure Active Directoryを使用して同期するには、
このオプションを選択します。

a. [今すぐ設定 ]をクリックします。

b. 表示されたシークレットトークンをコピーし、画面の指示に従ってAzure Active
Directoryのテナントを設定します。

l 削除 :サイトからユーザーを削除する場合は、ユーザー名の横にあるチェックボックスをオンにし
て、[選択したユーザーを削除 ]をクリックします。

l Security Awareness Trainingの配信先リストを管理する:サイト名またはSecurity Awareness
Trainingの配信先リスト名を選択して、Security Awareness Trainingの配信先レベルのユーザーを
追加、編集、削除できます。
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l 追加 :サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合に新しいSecurity Awareness
Trainingの配信先リストを追加するには、サイト名を選択してから[配信先リストの作成 ] (プラ
ス記号のアイコン)をクリックします。ビジネス向けの表示を使用している場合は、[配信先リスト
の作成 ] (プラス記号のアイコン)をクリックします。

l [配信先リストの名前 ]: Security Awareness Trainingの配信先リストの名前を指定しま
す。

l [会社名 ]:会社名の下の表に使用可能なユーザーが表示されます。このリスト内の
ユーザーをクリックして、[配布リストメンバー]のリストに移動します。

l [検索対象 ]:検索を使用して、いずれかのリストを検索条件を満たすユーザーだけに絞
り込むことができます。検索条件をクリアするには[x]をクリックします。

l [全て追加する]:このリンクをクリックすると、会社のリストに現在表示されているすべての
ユーザーを[配布リストメンバー]リストに追加できます。検索フィルタを適用した場合は、
会社リストに表示されているエントリのみが追加されます。
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l [配布リストメンバー]:この表には、Security Awareness Trainingの配信先リストに含ま
れるすべてのユーザーが表示されます。検索を使用して、表示されるリストを絞り込む
場合でも、リスト内のすべてのユーザーはSecurity Awareness Trainingの配信先リスト
に含まれます。このリスト内のユーザーをクリックして、[配布リストメンバー]のリストからア
イテムを削除し、そのアイテムを会社名のリストに戻します。

l [すべて削除 ]:このリンクをクリックすると、[配布リストメンバー]リストからすべてのアイテム
を削除し、そのアイテムを会社名リストに戻すことができます。

[保存 ]をクリックして新しいSecurity Awareness Trainingの配信先リストを保存します。

l [編集 ]:既存のSecurity Awareness Trainingの配信先リストを編集するには、Security
Awareness Trainingの配信先リスト名を選択してから[配信先リストの編集 ] (鉛筆のアイコン
またはボタン)をクリックします。

l 削除 :既存のSecurity Awareness Trainingの配信先リストを削除するには、Security
Awareness Trainingの配信先リスト名を選択してから[配信先リストの削除 ] (中にダッシュが
表示された円アイコン)をクリックします。
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使用可能なキャンペーンを表示する

使用可能なキャンペーンを表示するには、[セキュリティ意識向上トレーニング]タブをクリックします。セキュリ
ティ意識向上トレーニングを使用しているサイト数と過去90日間のキャンペーン数の概要が表示されます。
表示されるのは自分のキャンペーンだけではありません。他の管理者が作成したキャンペーンの下書きも表
示、編集、開始することができます。

キャンペーン管理の表では次のコントロールを使用できます。

l [検索 ]:このボックスに入力した検索テキストを含む行のみがリストに表示されます。検索では、表示
されている行だけでなく表全体が対象になります。

l [新しいキャンペーン]:新しいキャンペーンを作成するには、このボタンをクリックします。詳しくは、「102
ページの「新しいキャンペーンを作成する」」を参照してください。

l [フィルタ]:フィルタパネルを開く、または閉じるには、このボタンをクリックします。フィルタパネルで、適用
するフィルタを1つ以上選択します。

l 並べ替え:列の見出しをクリックすると、その列を基準に表が並べ替えられます。

l キャンペーン名のハイパーリンク:キャンペーンの概要レポートを表示するには、アクティブなキャンペー
ンまたは完了したキャンペーンの名前をクリックします。詳しくは、「107ページの「キャンペーン概要レ
ポートを表示する」」を参照してください。

l サイト名のハイパーリンク:従来のSecurity Awareness Trainingコンソールに移動するには、サイトの
名前をクリックします。この古いコンソールは今後廃止される予定です。

l [アクション]、[キャンペーンを終了 ]:キャンペーンをただちに終了します。キャンペーンの終了後にキャ
ンペーンにアクセスしようとすると、エラーメッセージが表示されます。

l [アクション]、[今すぐリマインダーを送信 ]: トレーニングコースを修了していないユーザーに電子メールで
リマインダーが送信されます。

l [アクション]、[キャンペーンを編集 ]:キャンペーンを編集することができます。キャンペーンの設定につい
ては、「102ページの「新しいキャンペーンを作成する」」を参照してください。このオプションは、キャン
ペーンの下書きのみで使用できます。

l [アクション]、[キャンペーンをアーカイブ]:完了して無効になったキャンペーンを保持できます。アーカイ
ブされたキャンペーンを確認できます。
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l [アクション]、[キャンペーンを削除 ]:下書きのキャンペーンを削除できます。削除されたキャンペーンを
確認することはできません。

l [アクション]、[キャンペーンをコピー]:キャンペーンのコピーを作成します。キャンペーンの設定について
は、「102ページの「新しいキャンペーンを作成する」」を参照してください。

l [行と改ページ]:表の下部には行と改ページの制御機能があり、1ページの表示を増減したり、ペー
ジ間を移動したりできます。
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使用可能なトレーニングコースを表示する

使用可能なトレーニングコースを確認するには、[セキュリティ意識向上トレーニング]に移動し、[コンテンツラ
イブラリ]タブを選択します。使用可能なトレーニングコースはタブ別に分類されています。タブには、そのカテ
ゴリーのコースが表示され、コース名、説明、時間の長さなども記載されています。トレーニングコースをク
リックすると、コースの評価方法やコースの発行元を確認できます。詳細なコース表示から、[コースのプレ
ビュー]をクリックしてコースを確認するか、[キャンペーンに追加 ]をクリックして選択したトレーニングコースで新
しいキャンペーンを作成できます。

[検索 ]ボックスにテキストを入力すると、その検索テキストを含むコースのみが表示されます。必要に応じ
て、[コースリストをCSVとしてダウンロード ]をクリックして、各コースの概要を.csvファイルで表示することもでき
ます。
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新しいキャンペーンを作成する

新しいキャンペーンを作成するには次の手順に従います。

1. [セキュリティ意識向上トレーニング]タブに移動します。

2. [新しいキャンペーン]をクリックします。

3. キャンペーンを作成します。キャンペーンの設定は最初の見出しの下にあります。

l [キャンペーン名 ]:キャンペーンのわかりやすい名前を指定します。管理者のみが表示できま
す。

l [キャンペーンタイプ]:作成するキャンペーンのタイプを選択します。

l [フィッシング]:テストを実行し、フィッシングリンクをクリックしたユーザーの数をレポートする
電子メールベースのフィッシングシミュレーションです。

l [トレーニング]:ユーザーを教育し、トレーニングを完了したユーザーの数を報告するト
レーニングキャンペーンです。

l [電子メールのテンプレートを選択 ]:フィッシングメールのサムネイルをスクロールします。表示さ
れるサムネイルをフィルタリングするには、検索テキストを入力するか、カテゴリーフィルタを選択
します。

[テンプレートをカスタマイズ]リンクをクリックして、電子メールの配信および表示方法をカスタマ
イズします。これらのフィールドの目的は、フィッシングまたはトレーニング用に電子メールをカス
タマイズするかどうかによって異なります。たとえば、フィッシングの場合、ユーザーをテストできる
ように情報を正当なものとして表示する必要があります。トレーニングでは、ユーザーがフィッシ
ングではないと判断して、トレーニングの招待状を削除しないように、情報を正当なものとして
表示します。

l [送信者名 ]:電子メールの送信元のユーザー、エイリアス、グループ、または組織の名
前を指定します。

l [送信者アドレス]:電子メールの送信元のユーザー、エイリアス、グループ、または組織
のアドレスを指定します。
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l [電子メールの件名 ]:電子メールの件名を指定します。

l [電子メールの本文 ]:電子メールの本文を指定します。

電子メールのテンプレートをカスタマイズしたら、[新規として保存 ]をクリックしてカスタマイズに
基づいて新しいテンプレートを作成するか、[編集内容を適用 ]をクリックしてカスタマイズ対象
のテンプレートに変更を加えることができます。

l [ランディングページのURL]:ドメインを選択します。フィッシングメールから送信されるURLで
す。必要に応じて、サブドメインを使用してURLをカスタマイズし、フィッシングメールやユー
ザーに関連性を持たせることができます。

l [ランディングページ]:ランディングページのURLをクリックしたときに表示するものを選択します。

l [インフォグラフィック]:このオプションを選択すると、Webベースのトレーニングページが表
示されます。フィッシングシミュレーションをクリックしたことをユーザーに即座に把握させま
す。このオプションは、シミュレーションが進行中であることをユーザーに警告します。

l [インフォグラフィックのテンプレートを選択 ]:表示するインフォグラフィックを選択しま
す。インフォグラフィックページの本文を変更する場合は、[テンプレートをカスタマ
イズ]をクリックします。

l [壊れたリンク]:このオプションは、404タイプのエラーページを表示します。これを選択し
た場合、ユーザーに状況を即座に把握させることはできません。シミュレーションが進行
中であることを警告することなく、ユーザーをテストします。

l [404タイプ]:表示されるリンク切れエラーのタイプを選択します。

l [ルアーページ]:このオプションでは、ユーザーがWebページに移動し、情報を入力するか
どうかをテストしてシミュレーションを拡張します。ユーザーが情報を入力すると、Web
ベースのトレーニングページにリダイレクトされます。このページでは、フィッシングシミュ
レーションをクリックしたことをユーザーに即座に把握させます。この段階に達すると、
ユーザーに対してシミュレーションが進行中であることが警告されます。

l [ルアーページのテンプレートを選択 ]:表示されるルアーページを選択します。ル
アーページの本文を変更する場合は、[テンプレートをカスタマイズ]をクリックしま
す。

l [データ転記先 ]:ユーザーがルアーページに情報を入力した場合に表示されるイ
ンフォグラフィックを選択します。インフォグラフィックページの本文を変更する場合
は、[テンプレートをカスタマイズ]をクリックします。

l [コースを選択 ]: トレーニングコースを選択した場合は、そのコースを選択します。検索テキスト
を入力して、表示されるコースをフィルタリングできます。

4. 2番目の見出しをクリックして展開します。このセクションでは、キャンペーンで使うサイトを選択できま
す。
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l [サイトの選択 ]:この表には、使用可能なサイトが表示されます。期限切れのサイトやユー
ザーのいないサイトは含まれません。このリスト内のサイトをクリックすると、[選択済みのサイト ]
リストに移動します。

l [検索対象 ]:検索を使用して、いずれかのリストを検索条件を満たすサイトだけに絞り込むこ
とができます。検索条件をクリアするには、[x]をクリックします。

l [配布リストを表示 ]: Security Awareness Trainingの配信先リストを作成している場合は、こ
のオプションを有効にして、各サイトに関連付けられたSecurity Awareness Trainingの配信
先リストを表示できます。Security Awareness Trainingの配信先リストを選択すると、サイト
内のすべてのユーザーではなく、Security Awareness Trainingの配信先リスト内のユーザーだ
けにキャンペーンが送信されます。

l [全て追加する]:このリンクをクリックすると、[サイトを選択 ]リストに現在表示されているすべて
のサイトとSecurity Awareness Trainingの配信先リストが、[選択済みのサイト ]リストに追加さ
れます。検索フィルタを適用した場合、またはSecurity Awareness Trainingの配信先リストが
表示されていない場合は、[サイトを選択 ]リストに表示されているエントリだけが追加されま
す。

l [選択済みのサイト ]:この表には、キャンペーンに含まれるすべてのサイトとSecurity
Awareness Trainingの配信先リストが表示されます。検索を使用して、表示されるリストを絞
り込む場合でも、リスト内のすべてのサイトはキャンペーンに含まれます。このリスト内のサイト
をクリックして、[選択済みのサイト ]リストからアイテムを削除し、そのアイテムを[サイトを選択 ]リ
ストに戻します。

l [すべて削除 ]:このリンクをクリックして、[選択済みのサイト ]リストからすべてのアイテムを削除
し、そのアイテムを[サイトを選択 ]リストに戻します。

5. 3番目のセクションをクリックして展開します。このセクションでは、キャンペーンをスケジュールできま
す。
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l [自動登録 ]:このオプションを選択すると、新しいユーザーがキャンペーン用に選択したサイトま
たは配信先リストに追加された場合に、このキャンペーンに自動的に追加されます。キャン
ペーンがアクティブである限り、新しいユーザーにはキャンペーンが提供されます。

l [開始日 ]:ユーザーを自動的に登録する場合は、キャンペーンを開始する日付を選択しま
す。

l [期間 ]:このフィールドは、ユーザーを自動的に登録するかどうかによって異なります。

l [自動登録 ]:ユーザーを自動的に登録する場合は、登録したユーザーがキャンペーンに
留まる期間を選択します。キャンペーンは、最終日の午後11:59に自動的に終了しま
す。[無期限 ]を選択すると、ユーザーは手動でキャンペーンを終了するまでキャンペーン
に登録されたままになります。

l [自動登録なし]:ユーザーを自動的に登録しない場合は、キャンペーンを実行する期
間を選択します。終了日を設定しない場合、キャンペーンを手動で終了しない限り、
キャンペーンは期限切れになりません。終了日を設定すると、最終日の午後11:59に
自動的に終了します。

キャンペーンの終了後にキャンペーンにアクセスしようとすると、キャンペーンが無効になったこと
を示すメッセージが表示されます。

l [配信時間 ]:キャンペーンの電子メールを送信する時刻を選択します。

l [始動時に電子メールを送信する]:このオプションでは、キャンペーンが開始されるとすぐ
にすべての電子メールが送信されます。

l [独自に設定した時刻に電子メールを送信する]:指定した時刻にすべての電子メール
を送信します。

l [メールの配信をある一定の日数にわたって行う]:指定した日数にわたって電子メール
の配信を行います。

キャンペーンのスケジュール時間は、ローカルコンピュータのタイムゾーンに従って指定
されます。たとえば、コンピュータで東部標準時を使用している場合に午前10:00を
選択すると、太平洋標準時を使用してコンピュータで表示したときに、時刻が自動
的に午前7:00に調整されます。
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l [キャンペーン終了後にキャンペーン概要レポートを自動送信する]:キャンペーンの終了後に
キャンペーンを作成した管理者にレポートを自動的に送信するには、このオプションを選択し
ます。キャンペーンの対象が複数のサイトまたは配信先リストである場合、この電子メールに
は対象のすべてのサイトまたは配信先リストのレポートをダウンロードするためのリンクが記載さ
れます。その他の管理者は、[セキュリティ意識向上トレーニング]ページからレポートにアクセス
できます。詳しくは、「107ページの「キャンペーン概要レポートを表示する」」を参照してくださ
い。

6. 4番目のセクションをクリックして展開します。このセクションでは、キャンペーンの設定を確認できま
す。完了していないキャンペーンの設定がすべて特定されます。このセクションで、電子メールアドレ
スを1つ入力して[プレビューを送信する]をクリックすることもできます。複数の電子メールアドレスに対
して操作を繰り返します。それぞれの電子メールアドレスに対して、キャンペーンの内容と機能のプレ
ビューが表示されます。

7. 次のいずれかのボタンをクリックします。

l [キャンセル]:このボタンをクリックすると、キャンペーンの作成が終了します。指定したキャンペー
ン設定は失われます。

l [保存して閉じる]:このボタンをクリックすると、キャンペーンの作成が終了し、指定したキャン
ペーン設定が保存されます。キャンペーンは下書きの状態のままとなり、指定した開始日に
達しても開始されません。

l [キャンペーンを開始する]:このボタンをクリックすると、キャンペーンの作成が終了し、指定した
キャンペーン設定が保存され、指定した開始日に達したときにキャンペーンが開始されます。
開始日が即時の場合、キャンペーンは即時に開始されます。

電子メールサーバーが、ユーザーに送信されるフィッシングシミュレーションやトレーニングで使われる
電子メールをブロックしないことを確認します。詳しくは、「7ページの「要件」」を参照してください。
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キャンペーン概要レポートを表示する

キャンペーン概要レポートにアクセスするには、[セキュリティ意識向上トレーニング]タブに移動し、キャンペー
ン名のハイパーリンクをクリックして概要レポートを表示します。レポートは複数のセクションに分かれていま
す。

l 概要 :レポートの上部には、開始時刻、時間、登録ユーザーなどの概要が記載されています。

l 使用されている電子メールアドレス:キャンペーンに使用された電子メールが概要の下に表示されま
す。

l ランディングページの種類 :フィッシングキャンペーンの要約が表示されている場合、電子メールの後に
ランディングページの種類(インフォグラフィック、壊れたリンク、ルアーページ)が表示されます。

l トレーニングコース: トレーニングキャンペーンの概要が表示されている場合は、電子メールの後にト
レーニングコースが表示されます。

l 結果 :キャンペーンの上位レベルの結果が表形式で見やすく表示されます。表の下に、各対象ユー
ザーの詳細が表示されます。

フィッシングキャンペーンとトレーニングキャンペーンの両方について、[PDFをエクスポート ]または[CSVをエクス
ポート ]をクリックすると、いずれかのファイル形式の概要レポートが作成され、ダウンロードできるようになりま
す。
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第11章レポート
レポートには、Endpoint Protection、DNS Protection、Security Awareness Trainingの詳細な情報が記
載されます。レポートは、必要に応じて作成することも、定期的な間隔でスケジュールすることもできます。
使用可能な各種レポートについて詳しくは、「120ページの「レポートの種類」」を参照してください。

レポートでは次のタスクを実行できます。

l 109ページの「オンデマンドレポートを実行する」

l 112ページの「スケジュールされた使用可能なレポートを表示する」

l 114ページの「スケジュールされたレポートを追加する」

l 116ページの「スケジュールされた使用可能なレポートのテンプレートを表示する」

l 117ページの「スケジュールされたレポートのテンプレートを追加する」

l 119ページの「スケジュールされたレポートの履歴の表示を表示する」

オンデマンドのレポートやスケジュールされたレポートに加えて、サービスプロバイダー向けの表示を使用して
いる場合は、[APIレポート ]タブにUniversal Reporterの情報が表示されます。このツールについて詳しくは、
知識ベースとコミュニティページの動画とリンクを参照してください。
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オンデマンドレポートを実行する

オンデマンドレポートを作成および実行するには、次の手順に従います。

既存のスケジュールされたレポートをオンデマンドで実行することもできます。詳しくは、「112ページ
の「スケジュールされた使用可能なレポートを表示する」」を参照してください。

1. [レポート ]をクリックし、[オンデマンド ]タブを選択します。

2. レポートの実行対象とするサイトを指定します。すべてのサイトに対してレポートを実行することもで
きます。

3. 生成するレポートを指定します。使用可能な各種レポートについて詳しくは、「120ページの「レポー
トの種類」」を参照してください。

4. 一部のレポートタイプでは、レポートデータの期間を指定することもできます。

5. [送信 ]をクリックするとレポートが生成されます。

6. レポートが画面に表示されます。レポートの種類によっては、レポートで次のタスクやコントロールを1
つ以上使用できる場合があります。

l [チャートのデータ]:レポート結果がチャートの形式で返される場合は、棒グラフの棒などの
チャートのデータをクリックして、データのサブセットの詳細を表示できます。チャートのデータをさ
らに絞り込むことができます。たとえば、エンドポイントの状態のレポートで、感染したデバイス
の棒をクリックすると、感染したデバイスのリストが表示されます。リスト内のデバイスをクリックす
ると、そのデバイスの詳細が表示されます。
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l [詳細の表示 ]、[テーブルの行 ]:表の形式で返されるレポート結果の場合、表の行をクリックす
ると、その表の行のエントリに関する詳細が表示されます。

l [詳細の表示 ]、[ファイル名 ]:ファイル名で表示される脅威については、ファイル名をクリックして
脅威の詳細を表示します。

l [CSVにエクスポート ]:一部のレポートでは、このボタンをクリックして、レポートのデータをコンマ
で区切られたファイル(.csv)にダウンロードできます。

l [アクション]、[このファイルを許可リストに追加 ]:脅威の場合、このアクションを選択してファイル
を許可されたファイルとして指定できます。

l [アクション]、[隔離先からこのファイルを復元 ]:脅威の場合、このアクションを選択し、隔離先
からファイルを削除して元の場所に復元できます。

l [アクション]、[このデバイスでクリーンアップを開始する]:デバイスの場合、このアクションを選択
してスキャンをただちに開始し、悪質なファイルを隔離できます。

l [アクション]、[オーバーライドを作成 ]: URLの場合、URLのオーバーライドを作成できます。

l [ドメイン]:規則を設定するために、ドメインのコンマ区切りのリストを入力します。プロト
コル(例 : httpsまたはwww)は必要ありません。たとえば、「domain.com」のように指定す
ることができます。ワイルドカードはサポートされています。たとえば、「*.domain.com」の
ように指定することができます。

l [範囲 ]:サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合は、グローバル設定を含
めるように設定されているすべてのサイトに規則を適用するか、選択したサイトだけに
適用するかを選択します。

サイトごとの規則は、グローバルな規則よりも優先されます。

l [ポリシー]:この規則をポリシーに関連付ける場合は、このオプションを有効にしてポリ
シーを指定します。ポリシーを指定しない場合、オーバーライドはサイトに関連付けら
れます。

l [ブロック/許可 ]:特定のドメインをブロックするか許可するかを選択します。

l [悪質なURLをブロック]:既知のマルウェアが含まれるドメインなど、悪質なURLを規則
にかかわらずブロックする場合に選択します。
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スケジュールされたレポート

スケジュールされたレポートを使用すると、定期的にサイトの詳細情報を取得できます。スケジュールされた
レポートを使用する場合、次のタスクを実行できます。

l 112ページの「スケジュールされた使用可能なレポートを表示する」

l 114ページの「スケジュールされたレポートを追加する」

l 116ページの「スケジュールされた使用可能なレポートのテンプレートを表示する」

l 117ページの「スケジュールされたレポートのテンプレートを追加する」

l 119ページの「スケジュールされたレポートの履歴の表示を表示する」

電子メールで提供される、スケジュールされたレポートへのリンクの有効期限は48時間です。期限
を過ぎたレポートを表示する必要がある場合は、スケジュールされたレポートの履歴を参照してくだ
さい。
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スケジュールされた使用可能なレポートを表示する

スケジュールされた使用可能なレポートを表示するには、[レポート ]をクリックし、[スケジュールされたレポー
ト ]タブを選択します。

レポートの表では、次のコントロールを使用できます。

l [追加 ]:スケジュールされた新しいレポートを追加するには、このボタンをクリックします。詳しくは、
「114ページの「スケジュールされたレポートを追加する」」を参照してください。

l [コピー]:スケジュールされた既存のレポートのコピーを作成するには、このボタンをクリックします。新し
いレポートに一意の名前を付け、[コピー]をクリックします。次に、新しいレポートの表の行を選択し、
必要な変更を行います。

l [削除 ]:スケジュールされた新しいレポートを削除するには、このボタンをクリックします。

l [一時停止 ]:レポートを一時停止するには、このボタンをクリックします。再開されるまでレポートを生
成したり、電子メールで送信したりすることはできません。

l [再開 ]:一時停止されたレポートを再開するには、このボタンをクリックします。レポートの生成と電子
メール送信が、スケジュールされたレポートの設定で指定された間隔で開始されます。

l [今すぐレポートを実行する]:スケジュールされたレポートをただちに生成して送信するには、このボタ
ンをクリックします。この即時に実行されるレポートの作成方法と受信者を変更することもできます
が、これらの変更は定期的にスケジュールされたレポートには適用されません。

l [編集 ]:表の行をクリックして、その表の行にあるエントリの詳細を表示および編集します。必要に応
じて、任意のレポート設定を変更できます。
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電子メールで提供される、スケジュールされたレポートへのリンクの有効期限は48時間です。期限
を過ぎたレポートを表示する必要がある場合は、スケジュールされたレポートの履歴を参照してくだ
さい。
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スケジュールされたレポートを追加する

スケジュールされたレポートを追加するには、次の手順に従います。

スケジュールされたレポートを作成するには、既存のスケジュールされたレポートのテンプレートが必
要です。詳しくは、「117ページの「スケジュールされたレポートのテンプレートを追加する」」を参照し
てください。

1. [レポート ]をクリックし、[スケジュールされたレポート ]タブを選択します。

2. [追加 ]をクリックします。

3. スケジュールされたレポートを設定します。

l [レポート名 ]:レポートの一意の名前を指定します。

l [配送予定 ]:レポートを生成するタイミングを選択します。時刻を選択する場合は、選択した
時刻のUTCに合わせてタイムゾーンを指定します。

l [作成方法 ]:レポートの生成方法を選択します。

l [サイトごとに1つのレポートを作成 ]:複数のサイトを選択した場合は、複数のレポート
が、サイトごとに1つずつ表示されます。1つのサイトに対して1つのレポートを選択した
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場合は、1つのレポートが表示されます。

l [選択したすべてのサイトのデータに対して1つのレポートを作成 ]:選択したサイトの数に
関係なく、1つのレポートが表示されます。

l [受信者 ]:単一のレポートを選択した場合は、最大25個の電子メールアドレスをコンマで区
切って指定します。レポートが生成されると、各メールアドレスに送信されます。サイトごとに1
つのレポートを選択した場合は、次のいずれかのオプションを選択します。

l [各サイトのレポート配信先リストに電子メールを送信 ]:各サイトに関連付けられたレ
ポート配信先リストを使用するには、このオプションを選択します(ビジネス向けの表示
の場合、これは[設定 ]タブで指定したレポート配信先リストです。サービスプロバイダー
向けの表示の場合は、[サイトリスト ]タブに移動し、サイト名のハイパーリンクをクリックし
て、[詳細 ]タブに移動します)。

l [以下の電子メールアドレスに電子メールを送信 ]:レポートを受信する電子メールアドレ
スを指定するには、このオプションを選択します。最大25個の電子メールアドレスをコン
マで区切って指定します。レポートが生成されると、各メールアドレスに送信されます。

l [レポート配信先リストと以下の電子メールアドレスの両方に電子メールを送信 ]:上の
両方のオプションを使用する場合、このオプションを選択します。

l [テンプレート ]:レポートに使用するテンプレートのタイプを選択します。詳しくは、「116ページの
「スケジュールされた使用可能なレポートのテンプレートを表示する」」を参照してください。

l [サイト ]:レポートを生成するサイトを選択します。必要に応じて、[すべて選択 ]ボタンと[すべて
選択解除 ]ボタンを使用します。

l [言語 ]:レポートのデフォルトのテキスト (グラフの軸やタイトルなど)を生成するために使用する
言語を選択します。必要に応じて、[すべて選択 ]ボタンと[すべて選択解除 ]ボタンを使用しま
す。選択した言語ごとに1つのレポートが作成されます。

4. レポートを設定したら、[作成 ]をクリックします。

電子メールで提供される、スケジュールされたレポートへのリンクの有効期限は48時間です。期限
を過ぎたレポートを表示する必要がある場合は、スケジュールされたレポートの履歴を参照してくだ
さい。
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スケジュールされた使用可能なレポートのテンプレートを表示する

スケジュールされたレポートを作成するときは、使用するレポートのテンプレートを選択する必要があります。
2つのデフォルトのテンプレートを使用でき、必要に応じて独自のテンプレートも作成できます。

スケジュールされた使用可能なレポートのテンプレートを表示するには、[レポート ]をクリックし、[スケジュール
されたテンプレート ]タブを選択します。

テンプレートの表では、次のコントロールを使用できます。

l [追加 ]:スケジュールされた新しいレポートのテンプレートを追加するには、このボタンをクリックします。
詳しくは、「117ページの「スケジュールされたレポートのテンプレートを追加する」」を参照してくださ
い。

l [コピー]:スケジュールされた既存のレポートのテンプレートをコピーするには、このボタンをクリックしま
す。新しいテンプレートに一意の名前を付け、[コピー]をクリックします。次に、新しいテンプレートの表
の行を選択し、必要な変更を行います。

l [削除 ]:スケジュールされた新しいレポートのテンプレートを削除するには、このボタンをクリックします。

l [編集 ]:表の行をクリックして、その表の行にあるエントリの詳細を表示および編集します。必要に応
じてテンプレートの詳細を変更し、[保存 ]をクリックします。テンプレートの設定について詳しくは、
「117ページの「スケジュールされたレポートのテンプレートを追加する」」を参照してください。
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スケジュールされたレポートのテンプレートを追加する

スケジュールされたレポートのテンプレートを追加するには、次の手順に従います。

1. [レポート ]をクリックし、[スケジュールされたテンプレート ]タブを選択します。

2. [追加 ]をクリックします。

3. スケジュールされたレポートのテンプレートを設定します。

l [名前 ]:テンプレートの一意の名前を指定します。

l [タイトルページのテキスト ]:このテンプレートで生成されるレポートのタイトルに使用するテキスト
を指定します。

l [ファイル形式 ]:このテンプレートで作成するレポートのタイプをPDFまたはCSV (コンマ区切り
ファイル)から選択します。

l [ページを追加 ]:テンプレートにページを追加するには、このボタンをクリックします。

l [データフィールド ]:含めるデータを選択します。使用可能なデータについては、「120
ページの「レポートの種類」」を参照してください。

l [チャートタイプ]:選択した[データフィールド ]に該当する場合は、チャートのタイプを選択
します。

l [期間 ]:選択した[データフィールド ]に該当する場合は、期間を選択します。

l [ページを削除 ]:選択したページをテンプレートから削除するには、このボタンをクリックします。

l [編集 ]:表の行をクリックして、その表の行にあるエントリの詳細を表示および編集します。

l ページの並べ替え:ページ番号の横にある上下矢印をクリックして、目的の順序にページを並
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べ替えます。

4. テンプレートを設定したら、[作成 ]をクリックします。
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スケジュールされたレポートの履歴の表示を表示する

過去90日以内に生成されたスケジュールされたレポートを表示するには、[レポート ]をクリックし、[スケジュー
ルされた履歴 ]タブを選択します。必要に応じて、[履歴を更新 ]をクリックして表を更新します。

過去90日以内に生成された各レポートが表形式で表示されます。[サイト ]列で、青い円の疑問符の上に
カーソルを置くと、レポートに含まれるサイトのリストが表示されます。レポートが正常に作成された場合は、
[ダウンロード ]をクリックしてレポートのコピーをローカルマシンにダウンロードできます。サイトごとに1つのレポー
トを選択し、複数のサイトを選択した場合は、ダウンロードするサイトのレポートを指定する必要があること
に注意してください。
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レポートの種類

オンデマンドのレポートやスケジュールされたレポートには、次のレポートを使用できます。

デバイスレポート

デバイス別に表示されるレポートです。

l [エージェントのバージョンの使用状況 ]:インストールされたエージェントのバージョン

l [デバイスのアクティブ化 ]:指定した期間内のアクティブ化

l [デバイスのタイプ]: WindowsまたはMacOS
l [エンドポイントの状態 ]:クリーンなデバイスと感染したデバイス

l [期限切れの状態 ]:アクティブなデバイスと期限切れのデバイス

l [インストールの状態 ]:アクティブなデバイスとアンインストールされたデバイス

l [ポリシーにより管理 ]:ポリシー管理対象のデバイスと管理対象外のデバイス

l [オペレーティングシステムのファイアウォールの状態 ]:有効、無効、サポート未対応のオペレーティング
システムのファイアウォール

l [オペレーティングシステムの言語 ]:オペレーティングシステムの言語

l [オペレーティングシステムのプラットフォーム]: 32ビット、64ビット、または不明なオペレーティングシステ
ムのアーキテクチャ

l [プライマリブラウザ]:デフォルトのブラウザ

l [対応の状態 ]:有効および無効の対応の状態

l [スケジュールスキャンの状態 ]:有効および無効のスケジュールスキャン

l [サイレントモード ]:有効、無効、サポート未対応のサイレントスキャン

l [仮想マシン]:仮想マシンとして分類されたデバイス

DNS Protectionレポート

DNS Protectionを使用している場合のみに適用されるレポートです。

l [DNS: アクティブなホスト ]:完全な閲覧履歴とインターネットの使用状況

l [DNS: ブロックされたボットネットのコマンド&制御 ]:コマンド&制御のソフトウェアを使用してボットネッ
トに分類され、ブロックされたサイト

l [DNS: 最もブロックされたカテゴリー]:カテゴリー別に最も頻繁にブロックされたサイト

l [DNS: 最もブロックされたドメイン]:最も頻繁にブロックされたドメイン(上位12ドメインまで)
l [DNS: 最もリクエストの多かったカテゴリー]:カテゴリー別に最も頻繁にリクエストされたサイト

l [DNS: リクエスト数別サイト順位 ]:リクエストされた上位サイトに対する日別のリクエスト数

ファイル脅威レポート

ファイル名、デバイス、サイト、カウント別に表示されるレポートです。

l [確認されたすべての脅威 ]:ファイル名で特定された脅威

l [確認されたすべての未判定のソフトウェア]:ファイル名で未判定の脅威

l [注意が必要 ]:注意が必要なサイト

l [注意の必要なデバイス]:注意が必要なデバイス
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l [最新のスキャンで脅威が確認されたデバイス]:デバイス別に特定された脅威

l [最新のスキャンで未判定のソフトウェアが検出されたデバイス]:デバイスによる未判定の脅威

l [脅威の検出履歴 ]:カウント別に特定された脅威

シールドレポート

脅威名またはデバイス別に表示されるレポートです。

l [Evasion Shield - スクリプト保護ステータス]:無効 /サポート未対応のEvasion Shield保護の検出と
レポート、検出と修復

l [Evasion Shield - スクリプト検出 ]:検出された脅威

l [ファイアウォールの状態 ]:有効、無効、サポート未対応のEndpoint Protectionのファイアウォール

l [IDシールドの状態 ]:有効および無効なIDシールドの保護

l [Infraredの状態 ]:有効、無効、サポート未対応のInfrared設定

l [オフラインシールドの状態 ]:有効、無効、サポート未対応のオフラインシールド保護

l [フィッシングシールドの状態 ]:有効および無効なフィッシングシールドの保護

l [リアルタイムシールドの状態 ]:有効および無効なリアルタイムシールドの保護

l [ルートキットシールドの状態 ]:有効、無効、サポート未対応のルートキットシールド保護

l [USBシールドの状態 ]:有効、無効、サポート未対応のUSBシールド保護

l [Web Threat ShieldによってブロックされたURL履歴 ]:日付別にブロックされたURL
l [Web Threat ShieldによってブロックされたURL]:ブロックされたURL
l [Web Threat Shieldの状態 ]:有効および無効なWeb Threat Shieldの保護

Security Awareness Trainingレポート

Security Awareness Trainingを使用している場合のみに適用されるレポートです。

l [SAT: フィッシングのクリック]:サイト別のクリック率

l [SAT: トレーニング進捗状況 ]:サイト別のトレーニング率

l [SAT: 使用状況レポート ]:使用状況の統計情報
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第12章警告と警告の配信先リスト
警告は、脅威が検出されたとき、またはWebrootエージェントがデバイスにインストールされたときに通知す
る電子メール通知です。脅威とインストールの概要を示す警告を生成することもできます。警告の配信先
リストは、警告の送信先となる1つ以上の電子メールアドレスのリストです。

警告および警告の配信先リストでは、次のタスクを実行できます。

l 123ページの「警告と警告の配信先リストを表示および管理する」

l 124ページの「警告を追加する」

l 128ページの「警告の配信先リストを追加する」
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警告と警告の配信先リストを表示および管理する

使用可能な警告を表示するには、[警告 ]をクリックします。このページは、警告と警告の配信先リストの2つ
のタブに分かれています。各リストには、警告または警告の配信先リストに関する概要が表示されます。

次のコントロールを使用できます。

l [追加 ]:使用しているタブに応じて、警告または警告の配信先リストを追加するには、このボタンをク
リックします。詳しくは、「124ページの「警告を追加する」」および「128ページの「警告の配信先リスト
を追加する」」を参照してください。

l [削除 ]:選択した警告または警告の配信先リストを削除するには、このボタンをクリックします。

l [一時停止 ]:選択した警告を一時停止するには、このボタンをクリックします。警告基準が満たされ
た場合、警告の配信先リストに電子メールは送信されません。

l [再開 ]:選択した警告を再開するには、このボタンをクリックします。警告基準が満たされた場合、警
告の配信先リストに電子メールが送信されます。

l [編集 ]:表の行をクリックして、その表の行にあるエントリの詳細を表示および編集します。警告の設
定について詳しくは、「124ページの「警告を追加する」」を参照してください。
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警告を追加する

警告を追加するには、次の手順に従います。

1. [警告 ]をクリックし、[警告リスト ]タブで[追加 ]をクリックします。

2. [警告の作成 ]ウィザードの最初のステップでは、警告の基本設定を行います。

l [名前 ]:警告の一意の名前を指定します。

l [警告のタイプ]:作成する警告のタイプを選択します。

3. [次へ]をクリックして続けます。

4. [警告の作成 ]ウィザードの2番目のステップでは、警告を受信するユーザーを指定します。
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l [既存のリストを使用 ]:既存の警告配信先リストを使用するには、このオプションを選択し、
[配信先リストを選択 ]ドロップダウンメニューからリストを選択します。

l [新規リストの作成 ]:新しい警告配信先リストを作成するには、このオプションを選択します。

l [配信先リストの名前 ]:新しい警告配信先リストに対して一意の名前を指定します。

l [電子メールアドレス]:最大25個の電子メールアドレスをコンマで区切って指定します。
警告の通知メールが生成されると、各メールアドレスに送信されます。

5. [次へ]をクリックして続けます。

6. [警告の作成 ]ウィザードの3番目のステップでは、この警告を使用するサイトを選択します。
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l [すべてのサイト ]:この警告をすべてのサイトに設定するには、このオプションを選択します。

l [選択したサイト ]:この警告を選択したサイトに設定するには、このオプションを選択します。こ
の警告を使用する特定のサイトを選択します。必要に応じて、[すべて選択 ]ボタンと[すべて
選択解除 ]ボタンを使用します。

7. [次へ]をクリックして続けます。

8. [警告の作成 ]ウィザードの4番目のステップでは、警告の生成時に送信されるメールを設定します。
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l [電子メールのタイトル]:送信する電子メールのメッセージのタイトルを指定します。

l [電子メールメッセージの本文 ]:送信する電子メールのメッセージの本文を指定します。

l [データ入力 ]:警告の生成時に特定のデータが入力される変数です。カーソルをタイトルフィー
ルドまたは本文フィールドに置くと、データ入力ボタンが有効(青)になります。有効になった変
数をクリックして、タイトルまたは本文に追加します。

[脅威の一覧 ]のデータ入力を選択した場合、ポップアップリストから追加のデータ入力
を選択し、含める脅威を指定する必要があります。

[ワークグループ]および[アクティブディレクトリ]のデータ入力は、MacOSには適用されま
せん。

9. [終了 ]をクリックして、警告を作成します。
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警告の配信先リストを追加する

警告の配信先リストを追加するには、次の手順に従います。

1. [警告 ]をクリックし、[配信先リスト ]タブで[追加 ]をクリックします。

2. 警告の配信先リストを設定します。

l [名前 ]:新しい警告配信先リストに対して一意の名前を指定します。

l [電子メールアドレス]:最大25個の電子メールアドレスをコンマで区切って指定します。警告の
通知メールが生成されると、各メールアドレスに送信されます。

3. [作成 ]をクリックして、警告の配信先リストを作成します。
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第13章管理者
各ユーザーアカウントは管理者と呼ばれ、2種類の権限が付与されます。

サイトは、サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合のみに使用可能です。サイトはビ
ジネス向けの表示では利用できません。

l [アカウントの種類 ]:これらの権限により、管理コンソールへのアクセス権が決まります。完全なアクセ
ス権(スーパー)または制限されたアクセス権を持つことができます。

管理コンソールのコンポーネン
ト

スーパー管理者 限定管理者

サイトリスト サイト権限に基づく サイト権限に基づく

ダッシュボード X X

管理、事業体 X

管理、ポリシー X

管理、オーバーライド X

Security Awareness Training X X

レポート X X

警告 X

管理者 X 表示のみ

設定 X

l [サイトの権限 ]:これらの権限により、サイトへのアクセス権が決まります。

l [管理者 ]:この権限では、サイトにフルアクセスすることができます。

l [表示のみ]:この権限では、サイトの表示のみが可能です。

l [アクセス不可 ]:この権限では、サイトへのアクセスが拒否されます。[サイトリスト ]ページにサイ
トは表示されません。

管理者は次のタスクを実行できます。

l 130ページの「使用可能な管理者を表示する」

l 131ページの「管理者を追加する」

l 133ページの「管理者を編集する」

l 134ページの「管理者を削除する」
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使用可能な管理者を表示する

使用可能な管理者を表示するには、[管理者 ]をクリックします。ページは2つのタブに分かれています。スー
パー管理者および限定管理者(管理コンソールへのアクセス権が異なります)は、[管理者 ]タブのリストに表
示されます。サイトのみの管理者(サイトへのアクセス)は、[サイトのみの管理者 ]タブのリストに表示されま
す。権限のタイプを確認するには、「129ページの「管理者」」を参照してください。

この2つのタブでは、次のコントロールを使用できます。ユーザーアカウントに付与されたアクセス権によって
は、これらのアクションの一部を実行できない場合があります。

l [管理者を追加 ]:新しい管理者を追加するには、このボタンをクリックします。詳しくは、「131ページ
の「管理者を追加する」」を参照してください。

l 並べ替え:列の見出しをクリックすると、その列を基準に表が並べ替えられます。

l 管理者名のハイパーリンク:アカウント情報を表示または編集するには、管理者の名前をクリックしま
す。詳しくは、「133ページの「管理者を編集する」」を参照してください。

l [アクション]、[確認の電子メールを再送信 ]:アカウントの電子メールアドレスに確認の電子メールを再
送信するには、このメニュー項目を使用します。

l [アクション]、[編集 ]:アカウント情報を表示または編集するには、このメニュー項目を使用します。詳
しくは、「133ページの「管理者を編集する」」を参照してください。

l [アクション]、[削除 ]:管理者を削除するには、このメニュー項目を使用します。詳しくは、「134ページ
の「管理者を削除する」」を参照してください。
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管理者を追加する

管理者を追加するには、次の手順に従います。

1. [管理者 ]をクリックしてから[管理者を追加 ]をクリックします。

2. [管理者を追加 ]ウィザードの最初のステップでは、管理者の詳細を設定します。

l [名 ]:ユーザーの名を指定します。

l [姓 ]:ユーザーの姓を指定します。

l [電子メール]:ユーザーの電子メールアドレスを指定します。このアドレスは、ユーザーがログイ
ンするときに使用するものです。

l [電話 ]:必要に応じてユーザーの電話番号を指定します。

l [タイムゾーン]:ユーザーのタイムゾーンを指定します。

l [アカウントの種類 ]:このユーザーに付与する管理コンソールのアクセス権のタイプを選択しま
す。

管理コンソールのコンポーネ
ント

スーパー管理者 限定管理者

サイトリスト サイト権限に基づく サイト権限に基づく

ダッシュボード X X

管理、事業体 X
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管理、ポリシー X

管理、オーバーライド X

Security Awareness Training X X

レポート X X

警告 X

管理者 X 表示のみ

設定 X

3. [次へ]をクリックして続けます。

4. [管理者を追加 ]ウィザードの2番目のステップでは、この管理者がアクセスできるサイトを選択します。

l [管理者 ]:この権限では、サイトにフルアクセスすることができます。

l [表示のみ]:この権限では、サイトの表示のみが可能です。

l [アクセス不可 ]:この権限では、サイトへのアクセスが拒否されます。[サイトリスト ]ページにサイ
トは表示されません。

5. [保存 ]をクリックして管理者を追加します。
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管理者を編集する

管理者を編集するには、次の手順に従います。

1. [管理者 ]をクリックします。

2. 名前のハイパーリンクをクリックするか、表の行の右側にある[アクション]メニューを使用して[編集 ]を選
択します。

3. 必要に応じて、[詳細 ]タブまたは[サイト権限 ]タブで設定を変更します。各設定について詳しくは、
「131ページの「管理者を追加する」」を参照してください。

4. 管理者の編集が終了したら、[保存 ]をクリックします。
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管理者を削除する

コンソールごとに少なくとも管理者が1人必要です。したがって、最後の管理者を削除することはできませ
ん。削除した管理者を再度追加できます。管理者を削除するには、次の手順に従います。

1. [管理者 ]をクリックします。

2. 名前のハイパーリンクをクリックするか、表の行の右側にある[アクション]メニューを使用して[削除 ]を選
択します。

3. [管理者を削除 ]をクリックして、ユーザーの削除を確定します。
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第14章設定
[設定 ]タブには、さまざまな設定のセクションが含まれます。ビジネス向けの表示またはサービスプロバイダー
向けの表示を使用している場合は、利用できる設定が異なります。

ビジネス向けの表示の設定

l [エンドポイント ]:このタブには、一般的なサイトまたは会社の情報が含まれます。

l [サイト /会社名 ]:サイトまたは会社の一意の名前を指定します。

l [キーコード ]:このフィールドは読み取り専用で、サイトまたは会社に割り当てられるキーコード
が表示されます。キーコードが体験版の場合は、試用期間の残り日数も表示されます。これ
は、Endpoint Protectionインストールで使用されるキーコードです。このキーコードは[ダウン
ロード ]タブにも表示されます。

l [会社の規模 ]:会社の規模を表す範囲を選択します。

l [会社の業種 ]:会社の業種を選択します。

l [コメント ]:必要に応じて、サイトまたは会社を説明するコメントを入力します。

l [サイトのシート数 ]:設定するサイトまたは会社のシート数(エンドポイントまたはデバイス)を指
定します。この設定は社内の参照用です。請求には使用されません。

l [デフォルトのエンドポイントポリシー]:デフォルトのポリシーを選択します。選択したポリシーは、
デバイスのグループ、サイト、または会社からのポリシーを継承してポリシーが割り当てられてい
ない限り、このサイトまたは会社にインストールされたすべての新しいデバイスに使用されます
(インストール後に、デバイスが使用するポリシーを変更することができます)。

l [推奨デフォルト設定 ]:このポリシーは、デスクトップおよびノートパソコンを対象としていま
す。ユーザーインターフェイスとPUA (好ましくない動作をする可能性のあるアプリケー
ション)は無効になっています。DNS Protectionをインストールする設定は、このポリシー
では無効になっています。

l [推奨DNS有効化 ]:このポリシーは、DNS Protectionのインストールの設定が有効に
なっている点を除き、[推奨デフォルト設定 ]と同じです。

l [推奨サーバーデフォルト設定 ]:このポリシーは、サーバー環境を対象としています。リ
ソースの使用率とサーバーへの影響の最小化に重点を置いています。

l [サイレント監査 ]:このポリシーは[推奨デフォルト設定 ]ポリシーに基づいていますが、本
番環境への影響を最小限に抑えるために修復機能は無効になっています。つまり、
既知の脅威を捕捉しますが、未判定の脅威は捕捉しません。未判定の脅威につい
てのレポートを使用すると、ブロックに追加する項目の特定や、オーバーライドの許可が
容易になります。全般的に、このポリシーは短期間のみの使用を想定したものです。
たとえば、初期設定時に、本番環境の潜在的な誤検出を確認する場合などです。

l [管理対象外 ]:このポリシーは、テクニカルサポートとトラブルシューティングで、またポリ
シー管理が不要な場合に使用します。このポリシーは管理できませんが、エンドユー
ザーが直接制御できるローカルの非管理アプリケーションにエージェントを変換します。
本番環境ではこのポリシーを使用しないでください。

l [レポートの配信先リスト ]:最大10個の電子メールアドレスをコンマで区切って指定します。レ
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ポート配信先リストに送信するように設定されたレポートが生成されると、各メールアドレスに
送信されます。

l [サブスクリプション]:このタブでは、Webroot製品の詳細を確認し、アップグレードや更新を行うことが
できます。RMMパートナーを通じて購入した場合は、パートナーのサイトにリダイレクトされることがあ
ります。

l [アカウント情報 ]:このタブには、メインのアカウントの所有者に関する情報が表示されます。

l [サイト /会社名 ]:コンソールの定義に使用する会社名です。サイトまたは会社の名前を変更
する必要がある場合は、[名前変更 ]をクリックします。これにより、コンソールの名前も変更さ
れます。

l [会社の住所 ]:アカウントの作成時に会社の住所が自動的に指定されます。住所を変更す
る必要がある場合は、Webrootにお問い合わせください。

l [連絡先の電子メール]:これは、選択したコンソールのメインアカウントの電子メールです。電
子メールを変更する必要がある場合は、Webrootにお問い合わせください。

l [連絡先電話番号 ]:電話番号はアカウントの作成時に自動的に指定されます。電話番号
を変更する必要がある場合は、Webrootにお問い合わせください。

l [親のキーコード ]:選択したコンソールに割り当てられているキーコードです。このキーコードは、
インストールには使用しないでください。インストールには、([エンドポイント ]タブにある)サイトに
割り当てられたキーコードを使用する必要があります。必要に応じて、[更新 /アップグレード ]を
クリックして、サブスクリプションを更新します。

l [使用状況を表示 ]: [使用状況 ]をクリックして、セキュリティの使用状況に関するレポートを表
示します。プロンプトが表示されたらログインし、[使用状況 ]を選択します。プロンプトが表示
されたらコンソールを選択します。ログインすると、使用状況と請求に関するタブが表示されま
す。

レポートは、使用状況ページで選択した日付から30日間分を合計したものです。[CSVをダ
ウンロード ]リンクをクリックすると、使用状況のデータをエクスポートできます。[サイトの使用状
況 ]ボタンをクリックしてサイトの使用状況を絞り込んで表示したり、そのサイトの利用状況の
データをエクスポートしたりすることもできます。

l [請求書の支払い]:請求先に関する情報にアクセスするには、[請求書 ]をクリックします。プロ
ンプトが表示されたらログインし、[請求書 ]を選択します。プロンプトが表示されたらコンソール
を選択します。ログインすると、使用状況と請求に関するタブが表示されます。

Webrootに直接支払う場合は、オンラインの支払い機能を使用できます。サービスプロバイ
ダーまたはサードパーティに支払う場合、オンライン支払い機能は使用できません。

請求ページで、アカウントを選択します。必要に応じて、画面の指示に従ってアカウントを作
成し、受信した電子メールを確認します。請求書を確認し、必要に応じて支払いを実行で
きます。自動支払を設定し、保存したクレジットカードを使用して自動的に支払うこともでき
ます。画面の指示に従って、クレジットカード情報を保存してください。自動支払を中止する
場合は、wr-AccountsReceivable@opentext.comまたは営業担当者にお問い合わせくださ
い。

l [ダウンロード ]:このタブには、WindowsおよびMacOSエージェントのインストール用のリンクがありま
す。また、インストールに適用される組み込みのキーコードのコピーもあります。これらのインストール
ファイルを使用して、デバイスに手動でインストールします。その他の配備オプションについて詳しく
は、「146ページの「エージェント」」を参照してください。
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l [Webブロックページの設定 ]:このタブでは、URLがブロックされたときに表示される通知ページをカスタ
マイズできます。

l [ロゴ]:通知ページに独自のロゴを表示する場合は、点線のボックスにロゴをドラッグ&ドロップ
するか、点線のボックスをクリックしてロゴを選択します。ロゴのファイル形式は.png、.gif、また
は.jpegでなければなりません。ロゴの最大高さは50ピクセルです。幅は、ロゴの縦横比が維
持されるように自動的に調整されます。ファイルサイズの上限は1MBです。ロゴを追加すると、
Webrootのロゴが「powered byWebroot」というロゴに変わります。

アップロードしたロゴを削除するには、点線のボックスの上にカーソルを移動し、[現在の画像
を削除 ]をクリックします。「powered byWebroot」のロゴは標準のWebrootのロゴに戻ります。

l [ウェブサイト利用不可 ]:ロゴと書式ツールバーとの間にあるテキストとグラフィックが、通知ペー
ジに自動的に表示されます。テキストとグラフィックの変更や削除はできません。

l [追加情報 ]:書式ツールバーの下には、追加情報用の自由形式のフィールドがあります。この
テキストは、必要に応じて変更または削除できます。このフィールドには、最大500文字(英
数字)まで入力できます。

l [デフォルトの設定にリセット ]:ロゴと追加情報をデフォルトの設定にリセットするには、このボタン
をクリックします。

l [APIアクセス]: Unity APIにアクセスできます。これは、請求やレポートなどのWebrootサービスと情報
へのアクセスを自動化する場合に使用できるREST APIです。認証情報を作成するときは、情報へ
のアクセスやアクションの実行を目的としてAPIで認証するために使用する必要があるクライアント ID
とクライアントシークレットを指定します。必要に応じて、クライアントシークレットを確認できます。
Unity APIの使用方法について詳しくは、このセクションのリンクを参照してください。

l [高度な設定 ]:このタブには2つの詳細設定があります。

l [データフィルタ]:コンソールに表示されるデータを制限する場合は、データフィルタを適用できま
す。これらのフィルタは、ユーザーのフィルタに応じてデータを表示または非表示にします。たと
えば、[2か月 ]を選択すると、2か月間接続されていないすべてのデバイスが、このサイトに表
示されるデータから除外されます。このオプションを使用すると、読み込まれるデータの量によっ
ては、ページの読み込みのパフォーマンスが向上する場合がありますが、表示される内容は制
限されます。フィルタを適用または削除する場合、配備サイズと表示するデータの量によって
は、データの更新に数分かかることがあります。

[高度な設定 ]タブで、[編集 ]をクリックして、フィルタを設定または削除します。編集ページで
は、データフィルタの変更履歴も表示できます。

l [マネージドサービスプロバイダーコンソールに変換 ]:サービスプロバイダー向けの表示に変更す
る場合は、[変換 ]をクリックします。これにより、複数のサイト (会社、ビジネス、組織単位など)
を管理コンソールに設定できます。キーコードや請求はサイトごとに異なります。サービスプロ
バイダーのオプションを選択した場合、取り消すことはできません。

サービスプロバイダー向けの表示の設定

l [サブスクリプション]:このタブでは、Webroot製品の詳細を確認し、アップグレードや更新を行うことが
できます。RMMパートナーを通じて購入した場合は、パートナーのサイトにリダイレクトされることがあ
ります。

l [アカウント情報 ]:このタブには、選択したコンソールのメインのアカウント所有者に関する情報が表
示されます(コンソールは1,000サイトに制限されているため、それ以上のサイトがある場合は、複数
のコンソールがある可能性があります)。
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l [サイト /会社名 ]:コンソールの定義に使用する会社名です。サイトまたは会社の名前を変更
する必要がある場合は、[名前変更 ]をクリックします。これにより、コンソールの名前も変更さ
れます。

l [会社の住所 ]:アカウントの作成時に会社の住所が自動的に指定されます。住所を変更す
る必要がある場合は、Webrootにお問い合わせください。

l [連絡先の電子メール]:これは、選択したコンソールのメインアカウントの電子メールです。電
子メールを変更する必要がある場合は、Webrootにお問い合わせください。

l [連絡先電話番号 ]:電話番号はアカウントの作成時に自動的に指定されます。電話番号
を変更する必要がある場合は、Webrootにお問い合わせください。

l [親のキーコード ]:選択したコンソールに割り当てられているキーコードです。このキーコードは、
インストールには使用しないでください。インストールには、サイトに割り当てられているキーコー
ドを使用する必要があります。必要に応じて、[更新 /アップグレード ]をクリックして、サブスクリプ
ションを更新します。

l [使用状況を表示 ]: [使用状況 ]をクリックして、セキュリティの使用状況に関するレポートを表
示します。プロンプトが表示されたらログインし、[使用状況 ]を選択します。プロンプトが表示
されたらコンソールを選択します。ログインすると、使用状況と請求に関するタブが表示されま
す。

レポートは、使用状況ページで選択した日付から30日間分を合計したものです。[CSVをダ
ウンロード ]リンクをクリックすると、使用状況のデータをエクスポートできます。[サイトの使用状
況 ]ボタンをクリックしてサイトの使用状況を絞り込んで表示したり、そのサイトの利用状況の
データをエクスポートしたりすることもできます。

l [請求書の支払い]:請求先に関する情報にアクセスするには、[請求書 ]をクリックします。プロ
ンプトが表示されたらログインし、[請求書 ]を選択します。プロンプトが表示されたらコンソール
を選択します。ログインすると、使用状況と請求に関するタブが表示されます。

Webrootに直接支払う場合は、オンラインの支払い機能を使用できます。サービスプロバイ
ダーまたはサードパーティに支払う場合、オンライン支払い機能は使用できません。

請求ページで、アカウントを選択します。必要に応じて、画面の指示に従ってアカウントを作
成し、受信した電子メールを確認します。請求書を確認し、必要に応じて支払いを実行で
きます。自動支払を設定し、保存したクレジットカードを使用して自動的に支払うこともでき
ます。画面の指示に従って、クレジットカード情報を保存してください。自動支払を中止する
場合は、wr-AccountsReceivable@opentext.comまたは営業担当者にお問い合わせくださ
い。

l [データフィルタ]:コンソールに表示されるデータを制限する場合は、データフィルタを適用できます。こ
れらのフィルタは、ユーザーのフィルタに応じてデータを表示または非表示にします。たとえば、[2か月 ]
を選択すると、2か月間接続されていないすべてのデバイスが、このサイトに表示されるデータから除
外されます。このオプションを使用すると、読み込まれるデータの量によっては、ページの読み込みの
パフォーマンスが向上する場合がありますが、表示される内容は制限されます。フィルタを適用また
は削除する場合、配備サイズと表示するデータの量によっては、データの更新に数分かかることがあ
ります。

[設定 ]タブでは、すべてのサイトに適用するフィルタを設定できます。この設定は、個々のサイト内で
オーバーライドできます。詳しくは、「42ページの「サイトを管理する」」を参照してください。このタブで
は、データフィルタの変更履歴も表示できます。
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l [Webブロックページの設定 ]:このタブでは、URLがブロックされたときに表示される通知ページをカスタ
マイズできます。

l [ロゴ]:通知ページに独自のロゴを表示する場合は、点線のボックスにロゴをドラッグ&ドロップ
するか、点線のボックスをクリックしてロゴを選択します。ロゴのファイル形式は.png、.gif、また
は.jpegでなければなりません。ロゴの最大高さは50ピクセルです。幅は、ロゴの縦横比が維
持されるように自動的に調整されます。ファイルサイズの上限は1MBです。ロゴを追加すると、
Webrootのロゴが「powered byWebroot」というロゴに変わります。

アップロードしたロゴを削除するには、点線のボックスの上にカーソルを移動し、[現在の画像
を削除 ]をクリックします。「powered byWebroot」のロゴは標準のWebrootのロゴに戻ります。

l [ウェブサイト利用不可 ]:ロゴと書式ツールバーとの間にあるテキストとグラフィックが、通知ペー
ジに自動的に表示されます。テキストとグラフィックの変更や削除はできません。

l [追加情報 ]:書式ツールバーの下には、追加情報用の自由形式のフィールドがあります。この
テキストは、必要に応じて変更または削除できます。このフィールドには、最大500文字(英
数字)まで入力できます。

l [デフォルトの設定にリセット ]:ロゴと追加情報をデフォルトの設定にリセットするには、このボタン
をクリックします。

l [APIアクセス]: Unity APIにアクセスできます。これは、請求やレポートなどのWebrootサービスと情報
へのアクセスを自動化する場合に使用できるREST APIです。認証情報を作成するときは、情報へ
のアクセスやアクションの実行を目的としてAPIで認証するために使用する必要があるクライアント ID
とクライアントシークレットを指定します。必要に応じて、クライアントシークレットを確認できます。
Unity APIの使用方法について詳しくは、このセクションのリンクを参照してください。
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第15章DNS Protection
「10ページの「基本情報」」のDNS Protectionの手順を実行済みの場合は、DNS Protectionが有効になっ
ており、Endpoint Protectionのポリシーを使用する1台以上のデバイスにインストールされているはずです。
ただし、DNS Protectionエージェントに限定されているわけではありません。また、Endpoint Protectionを使
用するデバイスでエージェントを実行しなければならないということでもありません。詳しくは、次の
DNS Protectionのタスクを参照してください。

l 141ページの「デフォルトのDNS Protectionのポリシーを割り当てる」:デフォルトのDNS Protectionの
ポリシーを選択できます。選択したポリシーは、デバイスのグループ、サイト、または会社からのポリ
シーを継承してポリシーが割り当てられていない限り、このサイトまたは会社にインストールされたすべ
ての新しいデバイスに使用されます(インストール後に、デバイスが使用するポリシーを変更することが
できます)。このポリシーでは、ブロックおよび許可するWebサイトのタイプを定義します。

l 142ページの「ネットワークの設定」: DNS Protectionは、ネットワークに関連付けられたIPアドレスまた
はドメインを登録することでサーバーを保護します。その結果、ネットワーク上のすべてのデバイスは、
DNS Protectionエージェントを実行していないものも含めて、アクティブディレクトリのDNSリクエストを
Webroot DNS Protectionで処理するようになります。これにより、WiFiおよびゲストネットワーク上のコ
ンテンツを制御したり、異なる回線タイプで使用可能なコンテンツを制限したりできます。指定する
ネットワークにより、解決のために、指定されたWebroot DNS ProtectionサーバーにDNSリクエストが
転送されます。

l 23ページの「Endpoint Protectionのポリシーを使用してDNS Protectionをインストールする」:
DNS ProtectionデバイスですでにEndpoint Protectionを実行している場合は、エージェントを別途イ
ンストールする必要はありません。エージェントのインストールは、Endpoint Protectionのポリシーの
[DNS Protectionポリシーをインストール]の設定によって制御されます。

l 146ページの「エージェント」: DNS ProtectionデバイスでEndpoint Protectionを実行していない場合
は、エージェントを別途配備できます。複数の配備オプションを使用できます。
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デフォルトのDNS Protectionのポリシーを割り当てる

デフォルトのDNS Protectionのポリシーを選択できます。選択したポリシーは、デバイスのグループ、サイト、
または会社からのポリシーを継承してポリシーが割り当てられていない限り、このサイトまたは会社にインス
トールされたすべての新しいデバイスに使用されます(インストール後に、デバイスが使用するポリシーを変更
することができます)。このポリシーでは、ブロックおよび許可するWebサイトのタイプを定義します。追加、編
集、その他のポリシーのタスクについて詳しくは、「57ページの「ポリシー」」を参照してください。

1. ビジネス向けの表示を使用している場合は、[DNSプロテクション]タブに移動します。サービスプロバ
イダー向けの表示を使用している場合は、[サイトリスト ]タブに移動し、デフォルトのDNS Protection
のポリシーを割り当てるサイトでDNS Protectionの[アクション]メニューの歯車アイコンをクリックする
と、選択したサイトの[DNSプロテクション]タブに自動的に移動します。

2. デフォルトDNSサイトポリシーを選択します。デフォルトのポリシーは2つありますが、独自のポリシーを
作成することもできます。追加、編集、その他のポリシーのタスクについて詳しくは、「57ページの「ポリ
シー」」を参照してください。

3. ネットワーク設定を行う場合の詳細については、「143ページの「ネットワークを設定する」」を参照し
てください。

4. [保存 ]をクリックします。
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ネットワークの設定

DNS Protectionは、ネットワークに関連付けられたIPアドレスまたはドメインを登録することでサーバーを保
護します。その結果、ネットワーク上のすべてのデバイスは、DNS Protectionエージェントを実行していない
ものも含めて、アクティブディレクトリのDNSリクエストをWebroot DNS Protectionで処理するようになります。
これにより、WiFiおよびゲストネットワーク上のコンテンツを制御したり、異なる回線タイプで使用可能なコン
テンツを制限したりできます。指定するネットワークにより、解決のために、指定されたWebroot
DNS ProtectionサーバーにDNSリクエストが転送されます。

ネットワークの設定では、次のタスクを実行できます。

l 143ページの「ネットワークを設定する」

l 145ページの「ネットワーク証明書とライセンス」
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ネットワークを設定する

ネットワークをDNS Protection向けに設定するには、次の手順に従います。

1. ビジネス向けの表示を使用している場合は、[DNSプロテクション]タブに移動します。サービスプロバ
イダー向けの表示を使用している場合は、[サイトリスト ]タブに移動し、ネットワークを設定するサイト
でDNS Protectionの[アクション]メニューの歯車アイコンをクリックすると、選択したサイトの[DNS
Protection]タブに自動的に移動します。

2. [エージェント設定 ]セクションでデフォルトのポリシーを選択します。詳しくは、「141ページの「デフォルト
のDNS Protectionのポリシーを割り当てる」」を参照してください。

3. [ドメインバイパスリスト ]セクションに、Webroot DNS Protectionサーバーによってブロックされないよう
に、必要に応じてドメインを入力できます。ドメインを入力し、[ドメインを追加 ]をクリックします。次の
点に注意してください。

l ワイルドカードを使用して、1つのドメイン内のすべてのリソースを含めることができます。

l 行を追加してドメインを追加します。

l 最大500エントリまで追加できます。

l 行を編集または削除する必要がある場合は、表の行の右側にある[アクション]メニューを使用
します。

4. [ネットワーク設定 ]セクションで、Webroot DNS Protectionサーバーを使用するために登録するネット
ワークのドメイン/IPアドレスを入力し、このネットワークに使用するポリシーを選択して、[ネットワークの
追加 ]をクリックします。このネットワークを使用するすべてのデバイスが、Webroot DNS Protection
サーバーによって処理されるアクティブディレクトリのDNSリクエストを受け取ります。次の点に注意し
てください。

l WAN IPアドレスを使用する必要があります。お使いのWAN IPアドレスが不明な場合は、イ
ンターネットで「my IP」と検索すると確認できます。

l デフォルトのポリシーは2つありますが、独自のポリシーを作成することもできます。追加、編
集、その他のポリシーのタスクについて詳しくは、「57ページの「ポリシー」」を参照してください。

l 行を追加してネットワークを追加します。たとえば、ゲストネットワークとWiFiネットワークを別途
追加できます。

l 最大500エントリまで追加できます。

l 行を編集または削除する必要がある場合は、表の行の右側にある[アクション]メニューを使用
します。

5. [DNSリゾルバールックアップ]セクションで、お使いのネットワークから物理的に近いネットワークの場所
を選択します。ここに、DNSサーバーの外部で解決するフォワーダーとして使用されるWebroot
DNS Protectionサーバーが表示されます。

6. サーバー上のDNSリクエストをフィルタリングする必要がある場合は、[サーバーへのインストールを有
効にする]を選択します。サーバーから行われたすべてのインターネットリクエストをサーバー名ごとに表
示できます。ただし、DNSサーバーではこのオプションを使用しないでください。使用すると、解決に
関する問題が発生します。

7. [保存 ]をクリックします。

8. ネットワーク構成のテストを実行するには、次の手順に従います。

a. ネットワーク上のデバイスからコマンドプロンプトを開きます。

b. 次のコマンドを入力してドメインを検索します。

NSLookup

c. 次のコマンドを入力してルックアップサーバーを設定します。
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server 35.226.80.229

d. 複数のサイトをチェックして有効な応答を確認します。一部のネットワーク環境では、DNS
ルックアップにサフィックスが追加されることに注意してください。たとえば、以下のように
www.webroot.comの末尾にドット (ピリオド )を追加することで、解決に関する問題の発生を
回避できます。

C:\users\administrator>nslookup Default Server: domain.com
Address: 112.42.75.6 > server 35.226.80.229 Default Server:
54.55.54.45.wsadns.webroot.com Address: 35.226.80.229 >
www.webroot.com.Server: 54.55.54.45.wsadns.webroot.com
Address: 35.226.80.229 Non-authoritative answer Name:
www.webroot.com.ssopt.net Addresses: 69.25.154.83
64.95.189.177 Aliases: www.webroot.com >

9. Webroot DNS Protectionサーバーを使用するために、ルーターまたはDNSフォワーダーを更新しま
す。たとえば、WindowsDNSサーバーの場合、[サーバーマネージャー]、[ツール]、[DNS]に移動しま
す。ツリーでお使いのDNSサーバーを右クリックし、[プロパティ]を選択します。[フォワーダー]タブで、
フォワーダーのリストにWebroot DNS Protectionサーバーを追加します。
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ネットワーク証明書とライセンス

URLがブロックされたときに表示される通知ページを「ブロックページ」と呼びます。制限対象のサイトにアク
セスしたときにブロックページを適切に表示するには、Webroot証明書を信頼されたルート証明機関ストア
にインストールする必要があります。

証明書がなくてもデバイスは保護されますが、その場合はブロックページではなく証明書のエラーが表示さ
れます。証明書は、次のように手動でインストールすることも、certinstaller.exeツールを使用してインストー
ルすることもできます。

l 証明書インストーラー:

https://download.webroot.com/DNS/certinstaller.exe

l 証明書 :

https://download.webroot.com/DNS/certificates/webroot-certificate.p7b

https://download.webroot.com/DNS/certificates/webroot-certificate.pem

証明書はDNS Protectionエージェントに自動的にインストールされます。

DNS Protectionの体験版またはライセンスの期限が切れた場合、またはDNS Protectionがサイトで無効
になっている場合、Webroot DNSリゾルバーはDNSリクエストへの応答を停止します。サイトの
DNS Protectionを有効にする場合の詳細については、「22ページの「DNS Protectionを有効にする」」を参
照してください。
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第16章エージェント
エージェントは、各デバイスで実行されるソフトウェアです。Webrootエージェントはインストールされているコ
ンピュータごとに一意のIDを持ち、ユーザーによる制御を必要とせず、管理者に代わってセキュリティ操作を
実行します。

l Endpoint Protection: Endpoint Protectionはクラウドベースであるため、エージェントをインストール
した後に定義ファイルをインストールまたは更新する必要はありません。特定された新しい
Endpoint Protection脅威については、すべてクラウドで情報が更新され、すべての
Endpoint Protectionエージェントが即座に保護されます。

l DNS Protection:デバイスがネットワークに接続されていないときに、DNSリクエストをフィルタリングす
るためにデバイスでDNS Protectionを使用する場合は、Endpoint Protectionで使用するものと同じ
エージェントを使用します。

エージェントのインストールファイルの拡張子は、Windowsの場合は.exe、Appleの場合は.dmgです。

エージェントをデバイスに配備する際には、ローカルマシンへの手動インストールから、RMMソリューションま
たはGPOを使用したリモート配備、SCOM、PDQDeploy、AutoMoxなどのサードパーティのツールまで、さ
まざまな選択肢があります。どの方法を選択する場合でも、配備戦略が適切に機能していることを確認で
きるまで、最初は少数のデバイスを作業対象とする必要があります。適切に機能していることを確認でき
たら、より多くのデバイスに対して戦略を実装できます。

次のセクションでは、よく使用される配備方法の一部について説明します。

l 148ページの「インストールウィザードを使用してWindowsまたはMacOSにインストールする」

l 149ページの「コマンドラインからWindowsまたはMacOSにインストールする」

l 151ページの「Msiexecを使用してWindowsにインストールする」

l 152ページの「グループポリシーを使用してWindowsにインストールする」

DNS ProtectionデバイスですでにEndpoint Protectionを実行している場合は、エージェントを別途
インストールする必要はありません。エージェントのインストールは、Endpoint Protectionのポリシー
の[DNS Protectionポリシーをインストール]の設定によって制御されます。詳しくは、「66ページの
「Endpoint Protectionのポリシー設定」」を参照してください。

インストールには、DNS Protectionのインストールの実行方法(使用するEndpoint Protectionのポリ
シーまたは配備方法)に関係なく、(起動時およびネットワークアダプタの接続状態が変化したとき
に)アクティブなネットワークアダプタの設定を検査して保存するサービスが含まれます。続けて、エー
ジェントがDNSリクエストに応答するように、ネットワークアダプタのDNS設定(IPv4とIPv6の両方)が
ループバックアドレスに設定されます。エージェントは保存されているDNS設定にアクティブディレクト
リまたはローカルのDNSリクエストを送信しますが、割り当てられたDNS Protectionのポリシーを使
用してインターネットのDNSリクエストをフィルタリングします。DNS Protectionエージェントサービスの
実行中は、ネットワークアダプタのDNSの変更は無視され、変更はループバックアドレスに戻されま
す。サービスが停止すると、ネットワークアダプタのDNS設定は保存されている設定に戻ります。

DNS Protectionエージェントのインストールについては、次の点に注意してください。

l DNS Protectionの体験版を使用している際にその有効期限が切れると、次回のデバイスの
チェックイン時にDNS Protectionが自動的にアンインストールされ、ネットワークアダプタのDNS設
定は保存されている設定に戻ります。
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l Endpoint Protectionのポリシー設定が変更され、DNS Protectionがインストールされなくなった
場合は、次回のデバイスのチェックイン時にDNS Protectionが自動的にアンインストールされ、
ネットワークアダプタのDNS設定は保存されている設定に戻ります。

l デバイスが使用しているEndpoint Protectionのポリシーが、DNS Protectionのインストールが設
定されていないポリシーに変更された場合、次回のデバイスのチェックイン時にDNS Protection
が自動的にアンインストールされ、ネットワークアダプタのDNS設定は保存されている設定に戻り
ます。

l DNS Protectionのエージェントをデバイスから手動でアンインストールしても、DNS Protectionを
インストールするようにEndpoint Protectionのポリシーが設定されている場合、次回のデバイスの
チェックイン時にDNS Protectionがインストールされます。
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インストールウィザードを使用してWindowsまたはMacOSにイン
ストールする

インストールウィザードを使用してWindowsまたはMacOSにインストールするには、次の手順に従います。

1. 管理コンソールでインストールファイルのダウンロードリンクを見つけます。

l ビジネス向けの表示 :ビジネス向けの表示を使用している場合は、[設定 ]タブ、[ダウンロード ]
タブの順に移動して、インストールファイルのダウンロードリンクを見つけます。

l サービスプロバイダー向けの表示 :サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合は、
次の手順に従ってインストールファイルのダウンロードリンクを特定します。

a. 管理コンソールで[サイトリスト ]をクリックします。

b. リストでサイトを特定し、サイト名のハイパーリンクをクリックします。

c. [エンドポイントプロテクション]タブをクリックします。

2. WindowsまたはAppleのいずれか適切なダウンロードのリンクを選択して、ファイルをダウンロードしま
す。

3. 会社またはサイトのキーコードをコピーします。

4. インストール対象のデバイス用のインストールファイルを取得するには、コピー、投稿、電子メール、ま
たはその他の方法を使います。

5. エージェントをインストールします。

l Windowsの場合は.exeファイルを実行します。

l Appleの場合は、.dmgファイルを実行してから"アプリケーション"フォルダを開き、Webrootのア
イコンをダブルクリックしてインストーラーを起動します。

画面の指示に従ってインストールを完了します。

インストールが完了してエージェントが管理コンソールでチェックインすると、[デバイス]列に情報が入力され
ます。エージェントは最初の脅威のスキャンを数秒または数分で完了し、管理コンソールに結果を表示し
ます。DNS Protectionが有効な場合はフィルタリングがただちに開始されます。
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コマンドラインからWindowsまたはMacOSにインストールする

コマンドラインからWindowsまたはMacOSにインストールするには、次の手順に従います。

1. 管理コンソールでインストールファイルのダウンロードリンクを見つけます。

l ビジネス向けの表示 :ビジネス向けの表示を使用している場合は、[設定 ]タブ、[ダウンロード ]
タブの順に移動して、インストールファイルのダウンロードリンクを見つけます。

l サービスプロバイダー向けの表示 :サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合は、
次の手順に従ってインストールファイルのダウンロードリンクを特定します。

a. 管理コンソールで[サイトリスト ]をクリックします。

b. リストでサイトを特定し、サイト名のハイパーリンクをクリックします。

c. [エンドポイントプロテクション]タブをクリックします。

2. WindowsまたはAppleのいずれか適切なダウンロードのリンクを選択して、ファイルをダウンロードしま
す。

3. ご使用のオペレーティングシステムに応じたいずれかのコマンドオプションを使用して、エージェントをイ
ンストールします。一部のオプションは、Windowsへのインストールのみに関連します。

l /key=keycode:指定したキーコードを使用してエージェントのソフトウェアをインストールしま
す。ハイフンの有無は問いません。

l /silent:エージェントをバックグラウンドでインストールします。画面上の操作はありません。

l /nostart: Windowsのデバイスにエージェントをインストールしますが、起動はしません。

l /lockautouninstall=password: Windowsのデバイスにエージェントをインストールしま
すが、Windowsのコントロールパネルのプログラムリストには追加しません。これにより、指定し
たパスワードを使用して、後からバックグラウンドでアンインストールできます。

l /autouninstall=password: Windowsのデバイスで、/lockautouninstallで指定したパス
ワードを使用してエージェントをアンインストールします。

l -clone:クローン作成であるため一意のホスト名を持たないWindowsデバイスで、エージェン
トのインストール時に一意のIDをマシンに割り当てます。ホスト名に一意のIDが含まれるた
め、このマシンを識別しやすくなります。

l -uniquedevice:一意のマシンIDを持たないが固有のホスト名は持つWindowsのデバイス
で、エージェントがインストールされているマシンに一意のIDを割り当てます。このマシンの識別
にはホスト名が使用されます。

l /exeshowaddremove: Windowsのデバイスで、エージェントのソフトウェアをWindowsのコン
トロールパネルのプログラムリストに追加します。エンドユーザーは、非管理モードのエージェン
トソフトウェアをアンインストールできます。

l /group=groupcode: Windowsのデバイスで、エージェントのインストール中に指定したグ
ループにデバイスを割り当てます。グループは管理コンソールにすでに存在している必要があ
り、マシンにエージェントソフトウェアがインストールされていてはいけません。

l /proxyhost=IPaddress:エージェントのインストール時に、指定したプロキシサーバーを
使用します。

Endpoint Protectionではプロキシ設定は自動的に検出されるので、自動検出を使用したく
ない場合はコマンドラインのオプションを優先的に使用できます。

プロキシサーバーを指定する場合は、すべてのプロキシ設定を使用し、指定しないオプション
にはNULL値を渡します。

l /proxyport=portnumber:指定されたポート番号をプロキシサーバーに使用します。
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l /proxyuser=name:指定されたユーザー名をプロキシサーバーに使用します。

l /proxypass=password:指定されたパスワードをプロキシサーバーに使用します。

l /proxyauth=authtype:次の認証タイプのいずれかをプロキシサーバーに使用します。

l 0:すべての認証タイプを検索します。このオプションを指定すると時間がかかり、プロキ
シサーバーで不必要なエラーが発生する可能性があります。

l 1:基本認証を使用します。

l 2:ダイジェスト認証を使用します。

l 3: Negotiate認証を使用します。

l 4: NTLM認証を使用します。

Endpoint Protectionではプロキシ設定は自動的に検出されるので、自動検出を使用したく
ない場合はコマンドラインのオプションを優先的に使用できます。

l /lang=languagecode:次のいずれかの言語コードを使用してエージェントをインストール
します。

l de:ドイツ語

l en:英語

l es:スペイン語

l fr:フランス語

l it:イタリア語

l ja:日本語

l ko:韓国語

l nl:オランダ語

l pt:ポルトガル語(ブラジル)
l ru:ロシア語

l tr: トルコ語

l zh-cn:中国語(簡体字)
l zh-tw:中国語(繁体字)

インストールが完了してエージェントが管理コンソールでチェックインすると、[デバイス]列に情報が入力され
ます。エージェントは最初の脅威のスキャンを数秒または数分で完了し、管理コンソールに結果を表示し
ます。DNS Protectionが有効な場合はフィルタリングがただちに開始されます。
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Msiexecを使用してWindowsにインストールする

MsiexecはWindowsのコマンドラインベースのプログラムで、ソフトウェアインストールパッケージを解釈してイ
ンストールします。Misexecを使用してEndpoint Protectionをインストールできます。ほとんどの場合、リモー
ト配備ツールを使用してソフトウェアをプッシュするときに、このインストール方法を使用します。

1. 管理コンソールでインストールファイルのダウンロードリンクを見つけます。

l ビジネス向けの表示 :ビジネス向けの表示を使用している場合は、[設定 ]タブ、[ダウンロード ]
タブの順に移動して、インストールファイルのダウンロードリンクを見つけます。

l サービスプロバイダー向けの表示 :サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合は、
次の手順に従ってインストールファイルのダウンロードリンクを特定します。

a. 管理コンソールで[サイトリスト ]をクリックします。

b. リストでサイトを特定し、サイト名のハイパーリンクをクリックします。

c. [エンドポイントプロテクション]タブをクリックします。

2. .msiファイルをダウンロードします。

3. Endpoint ProtectionでMsiexecを使用するには、次の構文を使用します。GUILICのキーコードを実
際のキーコードに置き換えます。ハイフンの有無は問いません。

msiexec /i wsasme.msi GUILIC=keycode CMDLINE=SME,quiet /qn
/l*v install.log

コマンドでARPNOREMOVEを指定して、エンドユーザーがEndpoint Protectionをアンインストールで
きないようにすることもできます。

インストールが完了してエージェントが管理コンソールでチェックインすると、[デバイス]列に情報が入力され
ます。エージェントは最初の脅威のスキャンを数秒または数分で完了し、管理コンソールに結果を表示し
ます。DNS Protectionが有効な場合はフィルタリングがただちに開始されます。
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グループポリシーを使用してWindowsにインストールする

グループポリシーは、.msiインストーラーでソフトウェア配備ツールとして使用できます。この方法を使用する
には、MicrosoftのアクティブディレクトリおよびGPOエディタに精通している必要があります。

1. 管理コンソールでインストールファイルのダウンロードリンクを見つけます。

l ビジネス向けの表示 :ビジネス向けの表示を使用している場合は、[設定 ]タブ、[ダウンロード ]
タブの順に移動して、インストールファイルのダウンロードリンクを見つけます。

l サービスプロバイダー向けの表示 :サービスプロバイダー向けの表示を使用している場合は、
次の手順に従ってインストールファイルのダウンロードリンクを特定します。

a. 管理コンソールで[サイトリスト ]をクリックします。

b. リストでサイトを特定し、サイト名のハイパーリンクをクリックします。

c. [エンドポイントプロテクション]タブをクリックします。

2. .msiファイルをダウンロードします。

3. ドメインコントローラーで、GPOエディタを使用して配備グループのポリシーを作成します。

4. グループポリシーを作成する組織単位に属するすべてのデバイスにEndpoint Protectionを割り当てる
と、再起動時にグループ内のデバイスにEndpoint Protectionがインストールされます。

インストールが完了してエージェントが管理コンソールでチェックインすると、[デバイス]列に情報が入力され
ます。エージェントは最初の脅威のスキャンを数秒または数分で完了し、管理コンソールに結果を表示し
ます。DNS Protectionが有効な場合はフィルタリングがただちに開始されます。
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