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リリースノート
システム要件、サポートされているアップグレード パス、既知の問題、および詳細情報へのリンクについて説明しま
す。
Symantec Endpoint Protection をインストールまたはアップグレードする前に、あるいはテクニカルサポートに連絡する
前に、リリースノートを確認してください。リリースノートには、インストールの変更、アップグレードの問題、既知の
問題と回避策が掲載されています。

Symantec Endpoint Protection 14.3 RU3 の新機能
このセクションでは、このリリースの新機能を説明します。
保護機能

• Living-off-the-Land ツールに対する保護が強化されました。詳細については、「Symantec Endpoint Protection による
•
•
•
•

ランサムウェアの脅威と Living-off-the-Land 戦術からの保護」を参照してください。
REvil などの既知のランサムウェアの脅威に対する保護が強化され、新たな脅威に対応できるように検査技術が拡張
されました。ターゲット攻撃に共通する疑わしいビヘイビアを検出し、暗号化が実行される前にファイルやプロセス
をロックダウンします。
機械学習とクラウド分析によって Linux 上の脅威防止が強化されました。この機能を活用するには、［ウイルスとス
パイウェアの対策ポリシー］で、［Linux の設定］ > ［グローバル スキャン オプション］をクリックします。
シマンテックは、Auto-Protect による新しい検出機能をより迅速にリリースできるようになりました。
ブラウザ拡張機能のレポートが拡張され、Symantec Endpoint Protection Manager で保護が無効になっているコン
ピュータやコンテンツが古いコンピュータが識別されるようになりました。
– ［クライアント］ページ > ［クライアント］タブ > ［保護技術］ビューに、ブラウザ拡張機能が有効であるか
どうかが表示されます。クライアントを選択し、［プロパティの編集］ > ［クライアント］タブをクリックし
ます。［ブラウザ IE の有効な状態］、［ブラウザ FF の有効な状態］、および［ブラウザ Chrome の有効な状
態］フィールドに、［有効］、［無効］、または［Not reporting （レポートなし）］状態のいずれかが表示され
ます。［ブラウザ拡張機能定義］には、定義のバージョン番号が表示されます。
– ［ホーム］ページの［エンドポイントの状態］で、［無効］状態のクライアントを選択して［詳細］をクリックし
ます。レポートで、有効または無効になっているブラウザ拡張機能を表示します。
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– ブラウザ拡張機能が無効なクライアントを表示する拡張レポート。［ホーム］ページの［お気に入りレポート］の

下にある［Symantec Endpoint Protection の週次状態］レポートに、どのクライアントの拡張機能が有効または
無効になっているかが表示されます。
– ［保護コンテンツのバージョン］クイック レポートには、Chrome ブラウザ拡張機能の定義が最後に更新された日
時が表示されます。［レポート］ > ［クイック レポート］ > ［コンピュータの状態］レポートの種類 > ［保護コ
ンテンツのバージョン］レポートをクリックし、［レポートの作成］をクリックします。［セキュリティ状態の概
略］レポートをクリックして、ブラウザ拡張機能が無効であるか誤動作しているクライアントの数を確認します。
– コンピュータの状態ログに、［IE ブラウザ保護有効］、［Firefox ブラウザ保護有効］、［Chrome ブラウザ保護
有効］の列が表示されます。［監視］ページで、［ログ］ > ［コンピュータの状態］ログ > ［ログの表示］をク
リックします。［ログ］タブで、［ブラウザ拡張機能定義］のリビジョン番号の［詳細］をクリックします。この
情報を使用して、ブラウザ拡張機能のコンテンツがクライアントにダウンロードされていることを確認します。

– クライアントのシステム ログには、Chrome ブラウザ拡張機能が有効または無効になったとき、インストールまた
はアンインストールされたとき、削除されたときにイベントが表示されます。
ブラウザ拡張機能を Symantec Endpoint Protection と統合して悪質な Web サイトから保護する
Symantec Endpoint Protection Manager の更新

• Symantec Endpoint Protection Manager で Windows Server 2022 がサポートされました。
• 場所の認識の設定があるクライアント アップグレード ポリシーを使用することで、Windows クライアントをより柔

•

軟にアップグレードできます。このポリシーを使用すると、アップグレードを任意の曜日に実行し、複数日にわたっ
て配布し、スケジュールどおりにアップグレードが開始しなかった場合に再試行することもできます。
クライアント アップグレード ポリシーを使用したクライアント ソフトウェアのアップグレード
LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード
古いコンテンツがあることをクライアントが検出すると、Windows クライアントは定期的に更新をチェックして継続
的な保護を提供します。定義が見つからない場合、クライアントは 30 分ごとにイベントをログに記録します。レガ
シー クライアントは、設定された回数だけ修復を試みた後に、その日の修復を停止してログにエラーを記録します。
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•

この設定を制御するには、［ウイルスとスパイウェアの対策ポリシー］ > ［その他］ > ［通知］タブ > ［Symantec
Endpoint Protection で警告を表示する前に修復を試みる回数］オプションを使用します。
次のサードパーティ コンポーネントがアップグレードまたは追加されました： AjaxSwing、Apache HTTP
Server、libcurl、libxml2、OpenJDK、OpenSSL、および PHP。

クライアントおよびプラットフォームの更新
Windows クライアント：

• Windows クライアントは、Windows Server 2022 と Windows 10 Embedded でサポートされています。バージョン
•
•

14.3 RU3 は、すべての Windows 11 および Windows 11 Embedded のプレリリース バージョンでテスト済みであ
り、これらのバージョンと互換性があります。
Symantec Endpoint Protection Manager ドメインがクラウドに登録されている場合、トラブルシューティング ページ
にクラウド コンソールで管理されているポリシーの名前が表示されます。このページにアクセスするには、［ヘル
プ］ > ［トラブルシューティング］ > ［Hybrid Management （ハイブリッド管理）］をクリックします。
デバッグ ログ： ［ヘルプ］ > ［トラブルシューティング］ > ［デバッグ ログ］パネルでクライアントの
debug.log を有効にする場合は、cve.log も有効にします。デバッグ ログの変更を有効にするために、クライ
アントを再起動したり次のコマンドを実行したりする必要はありません： smc -stop または smc -start 。ク
ライアントのデバッグ ログは、クライアントと Symantec Endpoint Protection Manger の通信の問題やクライアン
ト機能の問題のトラブルシューティングに役立ちます。通信ログ（cve.log および cve-actions.log ）は、C:
\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Logs にあります。
Endpoint Protection クライアント用の SymDiag の詳細デバッグログオプション
14.2 以降での Endpoint Protection 通信モジュールのログ記録の設定

Mac クライアント：
NOTE
Mac 用 Symantec Endpoint Protection クライアントの 14.3 RU3 のリリースは、2021 年 10 月に予定されてい
ます。

•
•
•
•
•

macOS 12 のサポートが追加されました。
Mac クライアント インストーラのサイズが 100 MB に削減されました。
「リスクを伴う」警報の数が削減され、最適化されました。
パフォーマンスを向上させるために、複数のスキャンを同時に実行できなくなりました。スキャンが実行中の場合、
他のスキャンはキューに登録されます。
バージョン 14.3 RU3 以降、Mac クライアント インストーラで以前のバージョンのクライアントをインストールする
ことはできません。

Linux エージェント

• Linux エージェントのコマンド ライン ツール（sav）が拡張され、バージョンの表示、LiveUpdate の実行、スキャン
•
•

の開始と停止のオプションが追加されました。詳細については、次を参照してください。
コマンド ライン ツール（sav）を使用した Linux エージェントの管理
Linux の SEPM 管理対象コンピュータで TCP がサポートされました。
問題が修正されました。

• ［クライアント］ページ > ［クライアント］タブ > ［外部通信］の［専用サーバが利用可能でないときは、シマン

テック社のサーバを使用する］オプションの警告が削除されました。12.1.5 クライアントはサポートされなくなりま
した。

マニュアルの変更

• Symantec Endpoint Protection Manager API は、以下の場所にある PDF ファイルで説明されています。
Endpoint Security REST API のマニュアル

詳細については、次を参照してください。
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Symantec Endpoint Protection のすべてのリリースの新機能

Symantec Endpoint Protection （SEP） 14.3 RU3 のシステム要件
一般に、次のシステム必要条件は、これらがサポートされるオペレーティングシステムのものと同じです。
NOTE
Symantec Endpoint Protection Manager の以前のバージョンでは、新しいバージョンのクライアントを正しく
管理できない場合があります。コンテンツの更新やクライアント管理に問題が発生することがあります。 たと
えば、Symantec Endpoint Protection Manager 14.0.1 以前では、バージョン 14.2 クライアントをそのバージョ
ン固有の名称で正しく指定することができません。Symantec Endpoint Protection Manager 14 MP2 以前のバー
ジョンでは、14.0.1 以降のクライアントバージョンをバージョン固有の名称で正しく指定することができませ
ん。
以下の表に、Symantec Endpoint Protection のソフトウェア要件とハードウェア要件を示します。
Table 1: Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) ソフトウェアのシステム必要条件
コンポーネント
オペレーティングシステム

必要条件

•
•
•
•
•
•

Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022 （14.3 RU3 以降）

Note: デスクトップオペレーティングシステムはサポートされません。
Note: Windows Server Core エディションは、14.2x 以前ではサポートされていません。
Web ブラウザ

次のブラウザは、Symantec Endpoint Protection Manager に Web コンソールでアクセスする場合
や、Symantec Endpoint Protection Manager のヘルプを表示する場合に使用できます。
• Microsoft Edge Chromium ベースのブラウザ (14.3 以降)
• Microsoft Edge

•
•
•

Note: 32 ビット版の Windows 10 では、Edge ブラウザ上での Web コンソール アクセスをサ
ポートしていません。
Microsoft Internet Explorer 11 (14.2.x 以前)
Mozilla Firefox 5.x ～ 83
Google Chrome 87
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コンポーネント
データベース

必要条件
Symantec Endpoint Protection Manager には、デフォルトデータベースが含まれています。
• Microsoft SQL Server Express 2014 (Windows Server 2008 R2 用)
• Microsoft SQL Server Express 2017
• Sybase 埋め込みデータベース (14.3 MP.x 以前のみ)
代わりに、Microsoft SQL Server の次のいずれかのバージョンのデータベースを使うこともできま
す。
• SQL Server 2008 SP4
• SQL Server 2008 R2、SP3
• SQL Server 2012 RTM - SP4
• SQL Server 2014 RTM - SP3
• SQL Server 2016 SP1、SP2
• SQL Server 2017 RTM
• SQL Server 2019 RTM (14.3 以降)
Note: Amazon RDS でホストされている SQL Server データベースがサポートされています。
（14.0.1 MP2 以降）。
Note: Symantec Endpoint Protection で SQL Server データベースを使用しており、環境で TLS 1.2
のみが使用されている場合は、その SQL Server で TLS 1.2 がサポートされることを確認してくだ
さい。SQL Server にパッチを適用する必要がある場合があります。この推奨事項は SQL Server
2008、2012、2014 に適用されます。次のサイトを参照してください。
Note: Microsoft SQL Server 用の TLS 1.2 のサポート

その他の環境条件

• IPv6 ネットワーク純粋に IPv4 スタックもをインストールし、無効になっています。IPv4 スタッ
クがアンインストールされ、Symantec Endpoint Protection Manager は機能しません。;"

• Microsoft Visual C++ 2017 再頒布可能パッケージ（x64/x86）

Note: 必要なバージョンの Visual C++ は、Symantec Endpoint Protection Manager のインストー
ル中に自動的にインストールされます。

Table 2: Symantec Endpoint Protection Manager ハードウェアのシステム必要条件
コンポーネント
プロセッサ

必要条件
Intel Pentium デュアルコアまたは同等以上（8 コア以上を推奨）
Note: Intel Itanium IA-64 プロセッサはサポートされません。

物理 RAM

2 GB 以上の RAM 空き容量 (8 GB 以上を推奨)。
Note: Symantec Endpoint Protection Manager サーバーには、すでにインストールされている他のア
プリケーションの RAM 要件によって RAM の追加が必要な場合があります。たとえば、Symantec
Endpoint Protection Manager サーバーに Microsoft SQL Server がインストールされている場合、
サーバーには少なくとも 8 GB が使用可能である必要があります。

表示

1024 x 768 以上

システムドライブにインス
トールする場合はハードディ
スクドライブ

ローカル SQL Server データベースを使用する場合:
• 管理サーバーとデータベース用に最小 40 GB 利用可能であること (200 GB を推奨)
リモート SQL Server データベースを使用する場合:
• 管理サーバー用に最小 40 GB 利用可能であること（100 GB を推奨）
• データベースのリモートサーバー用に追加のディスク容量が利用可能であること
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コンポーネント

必要条件

代替ドライブにインストール
する場合はハードディスクド
ライブ

ローカル SQL Server データベースを使用する場合:
• システムドライブには 15 GB 以上の空き容量が必要（100 GB を推奨）
• インストールドライブには 25 GB 以上の空き容量が必要（100 GB を推奨）
リモート SQL Server データベースを使用する場合:
• システムドライブには 15 GB 以上の空き容量が必要（100 GB を推奨）
• インストールドライブには 25 GB 以上の空き容量が必要（100 GB を推奨）
• データベースのリモートサーバー用に追加のディスク容量が利用可能であること

その他

有効なネットワーク インターフェース カード

SQL Server データベースを使う場合は、利用可能なディスク容量を追加しなければならないことがあります。追加容量
のサイズと場所は、SQL Server で使うドライブ、データベース保守の必要条件、その他のデータベースの設定によって
異なります。

22

Table 3: Symantec Endpoint Protection for Windows クライアントソフトウェアのシステム必要条件
コンポーネント
オペレーティングシステム
（デスクトップ）

必要条件

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

オペレーティングシステム
（サーバー）

Windows 7（32 ビット、64 ビット、RTM、SP1）
Windows Embedded 7 Standard、POSReady、Enterprise (32 ビット、64 ビット)
Windows 8（32 ビット、64 ビット）
Windows Embedded 8 Standard （32 ビット、64 ビット）
Windows To Go を含む Windows 8.1 （32 ビット、 64 ビット）
Windows 8.1 (2014 年 4 月更新) (32 ビット、64 ビット)
Windows 8.1 (2014 年 8 月更新) (32 ビット、64 ビット)
Windows Embedded 8.1 Pro、Industry Pro、Industry Enterprise (32 ビット、64 ビット)
Windows 10 (バージョン 1507) (32 ビット、64 ビット)、Windows 10 Enterprise 2015 LTSB を含
む
Windows 10 November Update (バージョン 1511) (32 ビット、64 ビット)
Windows 10 Anniversary Update (バージョン 1607) (32 ビット、64 ビット)、Windows 10
Enterprise 2016 LTSB を含む
Windows 10 Creators Update (バージョン 1703) (32 ビット、64 ビット)
Windows 10 Fall Creators Update (バージョン 1709) (32 ビット、64 ビット)
Windows 10 April 2018 Update (バージョン 1803) (32 ビット、64 ビット)
Windows 10 October 2018 Update （バージョン 1809）（32 ビット、64 ビット）、Windows 10
Enterprise 2019 LTSC を含む
Windows 10 May 2019 Update （バージョン 1903）（32 ビット、64 ビット）
Windows 10 November 2019 Update (バージョン 1909) (32 ビット、64 ビット) (14.2 RU1 以降)
Windows 10 20H1 (Windows 10 バージョン 2004) (14.3 以降)
Windows 10 20H2 （Windows 10 バージョン 2009）（14.3 以降）
Windows 10 21H1 （14.3 RU1 時点）
バージョン 14.3 RU3 は、すべての Windows 11 プレリリース バージョンでテスト済みであり、
これらのバージョンと互換性があります（14.3 RU3 以降）。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows Server 2008 R2
Windows Small Business Server 2011
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2 (2014 年 4 月更新)
Windows Server 2012 R2 (2014 年 8 月更新)
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server, version 1803 (サーバーコア) (14.2 以降)
Windows Server、バージョン 1809 （サーバーコア）
Windows Server, version 1903 (サーバーコア) (14.2 RU1 以降)
Windows Server, version 1909 (サーバーコア) (14.2 RU1 以降)
Windows Server、バージョン 2004
Windows Server、バージョン 20H2 (14.3 RU1)
Windows Server 2022 （14.3 RU3 以降）
以前のリリースのサポート対象のオペレーティング システムのリストについては、次を参照してくだ
さい。
• Windows と Endpoint Protection クライアントの互換性
• Windows 10 アップデートと Windows Server 2016/Server 2019 に対する Endpoint Protection の
サポート

23

コンポーネント
ブラウザの侵入防止

必要条件
ブラウザ侵入防止のサポートは CIDS （Client Intrusion Detection System）エンジンのバージョンに
基づきます。次のサイトを参照してください。
「Endpoint Protection のブラウザ侵入防止がサポートするブラウザのバージョン」を参照してくださ
い。

Table 4: Symantec Endpoint Protection for Windows クライアントハードウェアのシステム必要条件
コンポーネント
プロセッサ (物理コンピュー
タ用)

必要条件

• 32 ビット CPU: 最低限 2 GHz Intel Pentium 4 または同等 (Intel Pentium 4 または同等を推奨)
• 64 ビット CPU: 最低限 2 GHz Pentium 4 with x86-64 サポートまたは同等
Note: Itanium CPU はサポートされません。

プロセッサ (仮想コンピュー
タ用)

1 つの仮想ソケットと、ソケットごとに 1 つの 1 GHz 以上のコア (1 つの仮想ソケットと、ソケット
ごとに 2 つの 2 GHz のコアを推奨)
Note: ハイパーバイザリソースの予約を有効にする必要があります。

物理 RAM

1 GB (2 GB を推奨)、またはオペレーティングシステムの必要に応じてそれ以上

ディスプレイ

800 x 600 以上

ハードディスクドライブ

ディスク容量の必要条件は、インストールするクライアントの種類、インストール先のドライブ、プ
ログラムデータファイルの保存先によって異なります。プログラムデータフォルダは通常、システム
ドライブのデフォルトの場所 (C:\ProgramData) に配置されています。
選択したインストールドライブに関係なく、システムドライブには利用可能なディスク容量が常に必
要です。
Note: 必要なディスク空き領域は NTFS ファイルシステムに基づきます。コンテンツの更新とログ用
の追加容量も必要です。

Table 5: システムドライブにインストールする場合に Symantec Endpoint Protection for Windows クライアントで利
用可能なハードディスクドライブのシステム必要条件
クライアントの種類

必要条件

標準

システムドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:
• 395 MB*
代替ドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:
• システムドライブ: 180 MB
• 代替インストールドライブ: 350 MB

Embedded/VDI

システムドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:
• 245 MB*
代替ドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:
• システムドライブ: 180 MB
• 代替インストールドライブ: 200 MB

ダークネットワーク

システムドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:
• 545 MB*
代替ドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:
• システムドライブ: 180 MB
• 代替インストールドライブ: 500 MB

* インストール中は、さらに 135 MB が必要です。
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Table 6: 代替ドライブにインストールする場合に Symantec Endpoint Protection for Windows クライアントで利用可
能なハードディスクドライブのシステム必要条件
クライアントの種類

必要条件

標準

システムドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:
• システムドライブ: 380 MB
• 代替インストールドライブ: 15 MB*
代替ドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:**
• システムドライブ: 30 MB
• プログラムデータドライブ: 350 MB
• 代替インストールドライブ: 150 MB

Embedded/VDI

システムドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:
• システムドライブ: 230 MB
• 代替インストールドライブ: 15 MB*
代替ドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:**
• システムドライブ: 30 MB
• プログラムデータドライブ: 200 MB
• 代替インストールドライブ: 150 MB

ダークネットワーク

システムドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:
• システムドライブ: 530 MB
• 代替インストールドライブ: 15 MB*
代替ドライブ上にプログラムデータフォルダが置かれている場合:**
• システムドライブ: 30 MB
• プログラムデータドライブ: 500 MB
• 代替インストールドライブ: 150 MB

* インストール中は、さらに 135 MB が必要です。
** プログラムデータフォルダが代替インストールドライブと同じである場合は、プログラムデータドライブに 15 MB を
加算して合計を算出します。ただし、インストール中は、完全に利用可能な 150 MB の容量が代替インストールドライブ
上に必要になります。
Table 7: Windows Embedded の Symantec Endpoint Protection クライアントのシステム必要条件
コンポーネント

必要条件

プロセッサ

1 GHz Intel Pentium

物理 RAM

256 MB
Note: この図は Symantec Endpoint Protection 埋め込みクライアントのインストール用です。EDR な
どの統合ソリューションから追加機能を実装する場合は、物理 RAM の追加が必要です。

ハードディスクドライブ

Symantec Endpoint Protection Embedded/VDI クライアントには、次のハードディスク空き容量が必
要です。
• システムドライブにインストールした場合: 245 MB
• 代替ドライブにインストールした場合: システムドライブ上に 230 MB、代替ドライブ上に 15 MB
インストール中は、さらに 135 MB が必要です。
次の図では、プログラムデータフォルダがシステムドライブ上にあると想定しています。詳細または
他のクライアントの種類の必要条件については、Symantec Endpoint Protection for Windows クライ
アントのシステム必要条件を参照してください。
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コンポーネント

必要条件

組み込みオペレーティングシ
ステム

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows Embedded Standard 7 （32 ビットおよび 64 ビット）
Windows Embedded POSReady 7 （32 ビットおよび 64 ビット）
Windows Embedded Enterprise 7 （32 ビットおよび 64 ビット）
Windows Embedded 8 Standard （32 ビット、64 ビット）
Windows Embedded 8.1 Industry Pro （32 ビットおよび 64 ビット）
Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise （32 ビットおよび 64 ビット）
Windows Embedded 8.1 Pro （32 ビットおよび 64 ビット）
Windows Embedded 10 （14.3 RU3 以降）
バージョン 14.3 RU3 は、すべての Windows 11 Embedded プレリリース バージョンでテスト済
みであり、これらのバージョンと互換性があります（14.3 RU3 以降）。

必要な最小コンポーネント

•
•
•
•
•
•
•
•
•

フィルターマネージャ（FltMgr.sys）
パフォーマンスデータヘルパー（pdh.dll）
Windows インストーラサービス

テンプレート

アプリケーション互換性（デフォルト）
電子看板
Industrial Automation
IE、メディアプレーヤー、RDP
セットトップボックス
シンクライアント
Minimum Configuration テンプレートはサポートされていません。
Enhanced Write Filter（EWF）と Unified Write Filter（UWF）はサポートされません。推奨される書
き込みフィルタは、レジストリフィルタと共にインストールされる File Based Write Filter (FBWF) で
す。

Table 8: Symantec Endpoint Protection for Mac クライアントのシステム必要条件
コンポーネント

必要条件

プロセッサ/チップ

64 ビットの Intel Core 2 Duo 以降
Apple M1 chip （14.3 RU2 以降）

物理 RAM

2 GB の RAM

ハードディスクドライブ

: インストール時に 1 GB のハードディスク空き領域

ディスプレイ

800 x 600

オペレーティングシステム

• macOS 10.15 ～ 10.15.7
• macOS 11 （Big Sur）

以前のリリースのサポート対象のオペレーティング システムのリストについては、次を参照してくだ
さい。
Mac とエンドポイント保護クライアントの互換性
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Table 9: Symantec Endpoint Protection for Linux クライアントのシステム必要条件
コンポーネント
ハードウェア

必要条件

• Intel Pentium 4 (2 GHz) 以上のプロセッサ
• 1 GB の空き RAM （4 GB の RAM を推奨）
• /var、/opt、および /tmp が同じファイルシステムまたはボリュームを共有する場合、2 GB
のディスク空き容量

オペレーティングシステム

その他の環境要件（14.3 RU1
以降）

• 異なるボリュームにある場合、各 /var、/opt、および /tmp に 500 MB のディスク空き容量

バージョン 14.3 RU1 の時点でサポートされているオペレーティングシステム:
• Amazon Linux 2
• CentOS 6、7、8
• Debian 9、10 （14.3 RU2 以降）
• Oracle Enterprise Linux 6、7、8
• Red Hat Enterprise Linux 6、7、8
• SuSE Linux Enterprise Server 12.x、15.x
• Ubuntu 14.04 LTS、16.04 LTS、18.04 LTS、20.04 LTS
詳細情報と、サポート対象の Linux OS のマイナー バージョンのリストについては、以下を参照して
ください。
Symantec Linux エージェントでサポートされているカーネル
バージョン 14.3 MP1 以前でサポートされているオペレーティング システム：
• Amazon Linux
• CentOS 6U3 - 6U9, 7 - 7U7, 8 (32 ビットと 64 ビット)
• Debian 6.0.5 Squeeze、Debian 8 Jessie（32 ビットおよび 64 ビット）
• Fedora 16, 17（32 ビットおよび 64 ビット）
• Oracle Linux （OEL） 6U2、6U4、6U5、6U8、7、7U1、7U2、7U3、7U4
• Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 6U2 - 6U9, 7 - 7U8, 8-8U2
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP1 - 11 SP4 (32 ビットと 64 ビット)、12 (64 ビッ
ト)、12 SP1 - 12 SP3 (64 ビット)
• SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 11 SP1 - 11 SP4 (32 ビットと 64 ビット)、12 SP3 (64
ビット)
• Ubuntu 12.04, 14.04, 16.04, 18.04 (14.3 時点)、32 ビットと 64 ビット
以前のリリースでサポート対象となっているオペレーティング システムのカーネルのリストについて
は、以下を参照してください。
Symantec Endpoint Protection for Linux 14.x 用にプリコンパイルされた Auto-Protect ドライバ/モ
ジュールを含む Linux ディストリビューションおよびカーネルのリスト

• OpenSSL 1.0.2k-fips 以降
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コンポーネント
その他の環境要件 (14.3 MP1
以前)

必要条件

• Glibc

2.6 より前の glibc を実行するオペレーティングシステムはサポートされません。

• net-tools または iproute2
•

•

グラフィカルデスクトップ環
境

Symantec Endpoint Protection は、コンピュータの既存のインストール内容に応じて、次の 2 つ
のツールのうちのいずれかを使います。
開発者ツール
Auto-Protect カーネルモジュールの自動コンパイルおよび手動コンパイルプロセスでは、特定の
開発者ツールをインストールする必要があります。ここでの開発者ツールには、gcc、カーネル
ソース、ヘッダーファイルが含まれます。インストールするツール、および特定の Linux バー
ジョンに対しツールをインストールする方法について詳しくは、以下を参照してください。
Endpoint Protection for Linux の Auto-Protect カーネルモジュールの手動コンパイル
64 ビットコンピュータでの i686 ベース依存パッケージ
Linux クライアントの実行可能ファイルの多くは 32 ビットプログラムです。64 ビットのコン
ピュータでは、Linux クライアントをインストールする前に i686 ベースの依存パッケージをイン
ストールする必要があります。
i686 ベース依存パッケージをインストールしていない場合は、次のコマンドラインを使ってイン
ストールできます。このインストールでは、sudo を使った次のコマンドが示すように、スーパー
ユーザ権限が必要です。
– Red Hat ベースの配布： sudo yum install glibc.i686 libgcc.i686 libX11.i686
libnsl.i686
– Debian ベースの配布： sudo apt-get install ia32-libs
– Ubuntu ベースの配布:
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-multilib libx11-6:i386

次のグラフィカルデスクトップ環境を使用して Symantec Endpoint Protection for Linux クライアント
を表示できます。
• KDE
• Gnome
• Unity
Symantec Agent for Linux 14.3 RU1 には、グラフィカルユーザーインターフェースがありません。

詳しい情報
Endpoint Security およびすべてのバージョンの Endpoint Protection のリリースバージョン、リリースノート、新しい修
正、およびシステム要件

Symantec Endpoint Protection （SEP）の既知の問題と回避策
このセクションの項目は、このリリースの Symantec Endpoint Protection に該当します。
NOTE
「問題」列には、問題が見つかったときのバージョン番号が示されています。たとえば、[14.3 RU1] は、バー
ジョン 14.3 RU1 以降に問題が当てはまるという意味です。これらの問題が修正された場合は、修正メモに表
示されます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection と Endpoint Security のバージョン、システム要件、リリース日、メモ、修正
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アップグレードの問題
Table 10: アップグレードに関する既知の問題
問題

説明と解決策

「Symantec Endpoint Protection バー
ジョン 14.3 RU2 for Win64bit は最新の
パッケージです。削除できません。」
というエラー メッセージが表示され
る。[14.3 RU2]

Symantec Endpoint Protection Manager に複数のビルドのパッケージが表示された場合、ク
ライアント インストール パッケージを削除できません。14.3 RU2 以降、LiveUpdate はビ
ルド番号が異なる複数のクライアント インストール パッケージをダウンロードできます。
これは、［管理］ページ > ［インストール パッケージ］ > ［クライアント インストール
パッケージ］のテーブルに表示されます。[SEP-72531]

14.3 RU2 の［現在インストールされ
ている言語がサポートされていない場
合は英語にアップグレードする］オプ
ションを使用して、サポート対象外の
言語のクライアントを英語にアップ
グレードする場合、自動更新に失敗す
る。[14.3 RU2]

この問題は、14.3 RU1 MP1 以前で、サポート対象の言語からサポート対象外の言語に手
動でアップグレードしたクライアントで発生します（日本語のオペレーティング システ
ムでチェコ語のクライアントを日本語のクライアントにアップグレードするなど）。そし
て、［現在インストールされている言語がサポートされていない場合は英語にアップグレー
ドする］オプションを使用して、14.3 RU2 でサポート対象外の言語を英語にアップグレー
ドします。[SEP-72490]
この問題は、クライアント言語がサポートされているオペレーティング システムの言語
（この場合は日本語）を使っている場合に発生します。自動更新は英語ではなくサポート対
象言語を使います。
この問題を回避するには、自動更新を再試行し、［現在インストールされている言語がサ
ポートされていない場合は英語にアップグレードする］オプションをオフにします。

14.3 RU2 Symantec Endpoint
Protection Manager （SEPM）からク
ライアント インストール パッケージ
をエクスポートするときに、「クライ
アント インストール パッケージにコ
ンテンツが含まれていません。」とい
う警告メッセージが表示される。[14.3
RU2]

この問題は、パッケージのエクスポートに使用している Symantec Endpoint Protection
Manager とコンソールの間の通信が中断された場合に発生します。次のサイトを参照して
ください。
Endpoint Protection Manager からインストール パッケージをエクスポートするときに、
「クライアント インストール パッケージにコンテンツが含まれていません。」という警告
メッセージが表示される。

最新のクライアント インストール パッ Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2 クライアントは、14.3 RU1 MP1 以前の Symantec
ケージを古いバージョンの Symantec
Endpoint Protection Manager では管理できません。[SEP-72292]
Endpoint Protection Manager にイン
ポートするとエラーが表示される。
[14.3 RU2]
Symantec Endpoint Protection Manager
を 14.3 RU2 にアップグレードした
後、php-cgi.exe がクラッシュしてイ
ベント ビューアにエラーが記録される
[14.3 RU2]

この問題は、バージョン 17.4.1.1 の Microsoft ODBC Driver for SQL Server で発生します。
[SEP-70385]
この問題を回避するには、以下の URL からバージョン 17.7.2 の Microsoft ODBC Driver for
SQL Server を Windows にダウンロードしてインストールします。
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/odbc/windows/release-notes-odbc-sql-serverwindows?view=sql-server-ver15
詳細については、次を参照してください。
14.3 RU2 へのアップグレード後に Endpoint Protection Manager で php-cgi.exe がクラッ
シュする

Symantec Endpoint Protection Manager
14.3 RU2 へのアップグレード後に、
「クライアント コンピュータの名前を
変更しました」という通知が表示され
る場合がある [14.3 RU2]

Symantec Endpoint Protection Manager の古いバージョンから 14.3 RU2 にアップグレード
した後に、管理者が「クライアント コンピュータの名前を変更しました」という通知を受
け取る場合があります。この問題は Mac クライアントにのみ当てはまります。次のサイト
を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 RU2 へのアップグレード後に「クライアント
コンピュータの名前を変更しました」という通知が表示される場合がある
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問題

説明と解決策

Symantec Endpoint Protection
Manager のダーク ネットワークで
は、LiveUpdate がアップグレード中に
実行しないので、古いクライアント侵
入検出システム (CIDS) コンテンツを新
しいクライアントにダウンロードする
[14.3 RU1]

14.3 RU1 Symantec Endpoint Protection Manager がインターネットまたは LiveUpdate
Administrator (LUA) サーバにアクセスできない場合、古い互換性のないコンテンツをキャッ
シュに保持します。この古いコンテンツは通常、新しいクライアントに配信されます。管理
サーバのキャッシュのコンテンツを更新するには、認証済みウイルス定義と CIDS .jdb ファ
イルを手動でダウンロードします。[SEP-69125]
新しいクライアントが古いコンテンツを取得しないようにするには、新しいクライアントを
インストールする前、または古いクライアントをアップグレードする前に、CIDS .jdb ファ
イルを SEPM に手動でインストールします。次のサイトを参照してください。
.jdb ファイルをダウンロードして Endpoint Protection Manager の定義を更新する

ネットワーク インターフェース カー
ドが無効な場合、Symantec Endpoint
Protection Manager (SEPM) にログオ
ンできません [14.3 RU1]

Symantec Endpoint Protection Manager をインストールした後、コンソールにログオンでき
ず、次のエラー メッセージが表示されます。

SEPM をアンインストールし、オプ
ションを使用してデフォルトのデータ
ベースを削除して SQL Server Express
インスタンスを残すと、「######

Symantec Endpoint Protection Manager をアンインストールし、［DB のみを削除して
SEPM とインストールされた SQL Server Express インスタンスを残す］オプションを選
択すると、「###### ######################### 」というエラーが表示される
場合があります。この問題は、デフォルト ユーザ DBA の認証情報を追加した後に発生し、
ユーザ権限に関連している可能性があります。[SEP-68670]
この問題を回避するには、SEPM setup.exe ファイルを実行してアンインストールし、アン
インストール中に［DB のみを削除して SEPM とインストールされた SQL Server Express
インスタンスを残す］オプションをクリックします。

########################
# 」というエラーが表示される [14.3
RU1]

FIPS モードを有効にすると、SQL
Server のバージョン 2017 からバー
ジョン 2019 へのアップグレードに失
敗する [14.3]

######## ###

この問題は、SEPM をインストールしたときにコンピュータのネットワーク インター
フェース カードが無効になっている場合に発生する可能性があり、これによりサーバ証明
書が生成されなくなります。[SEP-67040]
SEPM が無効なネットワーク インターフェース カードでインストールされたかどうかを調
べるには、サーバ証明書を確認します。次のサイトを参照してください。
NIC が有効になっていないサーバにインストールされた場合、SEPM ログイン時に予期しな
いサーバ エラーが発生する

以下のエラーが表示される場合があります。「次のエラーが発生しました。拡張機能のイ
ンストール中にエラーが発生しました。エラーメッセージ: AppContainer の作成に失敗。エ
ラーメッセージ「なし」状態。この実装は、Windows プラットフォームの FIPS で検証され
た暗号化アルゴリズムの一部ではありません。」これは、FIPS 対応の Symantec Endpoint
Protection Manager 14.3 を使用し、Microsoft SQL Server 2017 から 2019 にアップグレー
ドした場合に発生します。 [SEP-61473]
この問題を回避するには、オペレーティングシステムレベルで FIPS を無効にします。
1. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
\Administrative Tools で、［ローカルセキュリティポリシー］ > ［ローカル
ポリシー］ > ［セキュリティオプション］をクリックし、［システム暗号化］を無効に
し、暗号化、ハッシュ、およびサイニングに FIPS 準拠のアルゴリズムを使用します
2. SQL Server バージョン 2017 からバージョン 2019 にアップグレードします。
3. SQL Server を正常にアップグレードした後、FIPS を再度有効にします。
詳細については、次を参照してください。
FIPS モードを有効にすると、2017 から 2019 への SQL アップグレードが失敗する

14.2 以降へのアップグレード時に、カ
スタム名が使用されているとファイア
ウォールポリシーを更新できない場合
がある

Symantec Endpoint Protection 14.2 以降へのアップグレードでは、いくつかのデフォルト名
を変更していた場合、ファイアウォールポリシーに IPv6 の変更が組み込まれません。この
デフォルト名には、デフォルトポリシーの名前とデフォルトルールの名前が含まれます。
アップグレード時にルールを更新できない場合、IPv6 のオプションは表示されません。
アップグレード後に作成する新しいポリシーまたはルールには影響がありません。
可能な場合は、変更された名前をデフォルトに戻します。または、デフォルトポリシーに追
加したカスタムルールが IPv6 通信を遮断しないことを確認します。追加するすべての新し
いポリシーまたはルールについて、同じことを確認します。

30

Symantec Endpoint Protection Manager の問題
Table 11: Symantec Endpoint Protection Manager に関する既知の問題
問題

説明と解決策

Endpoint Protection （SEP） 14.2 RU1 詳細については、次を参照してください。
MP1 以前のクライアントで、クライア Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1 以前のクライアントがクライアント アップグレード ポ
ント アップグレード ポリシーの［アッ リシーに従っていない [SEP-72814]
プグレード スケジュール］設定が適用
されない [14.3 RU3]
一部の EDR イベントがクライアントに Symantec Endpoint Protection クライアントは、Symantec EDR の Windows 用イベント追
表示されない [14.3 RU1]
跡 (ETW) イベントを収集するために、Windows 10 ビルド 14393 以降を実行している必要
があります。[SEP-67175]
Network Traffic Redirection （Web とク
ラウドのアクセス保護）機能にいくつ
かの制限事項がある [14.3 RU1]

• Symantec Web Security Service は、IPv6 ではなく IPv4 で提供されます。[SEP-68700]
• トンネルリダイレクト方式
– Windows 10 x64 バージョン 1703 以降 (半期サービスチャネル) でのみ実行されま

14.2.x から 14.3 MP1 以降へのアップ
グレード後のクライアント登録エント
リの重複 [14.3 RU1]

Symantec endpoint Protection クライアントを 14.2.x から 14.3 MP1 以降にアップグレード
すると、Symantec Endpoint Protection Manager の［クライアント］ページに、これらのク
ライアントのエージェント登録エントリが重複して作成されます。
機能上の影響はありません。また、14.3 RU1 クライアントの新しいエントリを使用し続け
ることもできます。Symantec Endpoint Protection Manager は古いエージェントエントリを
削除します。

す。この方法では、他の Windows オペレーティングシステムまたは Mac クライアン
トはサポートされていません。[SEP-67927]
– HVCI 対応の Windows 10 64 ビットデバイスはサポートされていません。
[SEP-67648]
– Symantec Endpoint Protection クライアントからのアウトバウンドトラフィックは、
クライアントのファイアウォールまたは URL 評価ルールのいずれかによって評価
される前に、WSS にリダイレクトされます。代わりに、そのトラフィックは WSS
ファイアウォールおよび URL に対して評価されます。たとえば、SEP クライアント
ファイアウォール ルールが google.com を遮断し、WSS のルールが google.com を
許可する場合、クライアントは google.com へのアクセスをユーザに許可します。ク
ライアントへのインバウンド ローカル トラフィックは引き続き Symantec Endpoint
Protection ファイアウォールによって処理されます。[SEP-67488]
– WSS キャプティブ ポータルはトンネル方式では使用できません。クライアントは
チャレンジ資格情報を無視します。今後のリリースでは、WSS エージェント内の
SAML 認証はキャプティブ ポータルに置き換わり、Symantec Endpoint Protection ク
ライアントで使用可能になります。
– クライアント コンピュータがトンネル方式を使用して WSS に接続して仮想マシンを
ホストする場合、各ゲスト ユーザは WSS ポータルで提供された SSL 証明書をイン
ストールする必要があります。
– ホームディレクトリや Active Directory 認証のようなローカルネットワークへのトラ
フィックはリダイレクトされません。
– Microsoft DirectAccess VPN とは互換性がありません。
このトンネル方式は、現在のところ早期採用リリース機能です。

31

問題

説明と解決策

ハイブリッド管理オプション、プロキ
シ サーバ、境界ファイアウォールを
使用する場合は、Symantec Endpoint
Security URL を許可する [14.3]

Broadcom による Symantec Enterprise Security の買収にともない、14.2.2.1 でのクライア
ントからクラウドへの通信用 URL が変更されました。[CDM-42467]
以下の状況では、クライアントをバージョンビルド 14.2.5569.2100 以降にアップグレード
する必要があります
• オンプレミス Symantec Endpoint Protection Manager ドメインがクラウドコンソールに
登録されているときに、Symantec Endpoint Security を使用してクライアントおよびポ
リシーを管理している
• プロキシサーバーを使用している。
完全なクラウド管理エージェントまたはハイブリッド管理エージェントのいずれかの URL
を許可し、プロキシサーバーまたは境界ファイアウォールを許可します。次のサイトを参照
してください。
• SEP および SES がシマンテック社のサーバーへ接続するために許可する URL
• クラウド管理の Symantec Agent をバージョン 14.2 RU2 MP1 以降にアップグレードす
る

Symantec Endpoint Protection Manager
リモートコンソールは、32 ビット
Windows プラットフォームをサポート
しません [14.3]

14.3 以降、32 ビットバージョンの Windows を実行している場合、Symantec Endpoint
Protection Manager リモート コンソールにログオンできません。Oracle Java SE Runtime
Environment は、32 ビットバージョンの Microsoft Windows をサポートしなくなりまし
た。 [SEP-61106]
以下のメッセージが表示された場合は、ローカルで Symantec Endpoint Protection Manager
にログオンします。
「このバージョンの C:\Users\Administrator\Downloads\Symantec Endpoint Protection
Manager Console\bin\javaw.exe は、実行中の Windows のバージョンと互換性がありませ
ん。お使いのコンピュータのシステム情報を確認してから、ソフトウェア発行者にお問い合
わせください。」

Symantec Endpoint Protection
Manager をインストールするときに、
「Microsoft Visual C++ ランタイムのイ
ンストールに失敗しました」というエ
ラーが表示される [14.3]

Symantec Endpoint Protection Manager を Windows 2012 R2 にインストールしているとき
に、以下のエラーが表示される場合があります。「Microsoft Visual C++ ランタイムのイン
ストールに失敗しました」 [SEP-60396]
この問題を回避するには、Windows をアクティブ化して、Windows 更新プログラムをイ
ンストールします。Windows 更新プログラムでは、Visual C++ 2017 再頒布可能パッケー
ジをインストールします。これは、Windows 2012 R2 に Symantec Endpoint Protection
Manager 14.3 をインストールするための前提条件です。

Windows の WinHTTP で、TLS 1.1 お
よび TLS 1.2 をデフォルトのセキュア
プロトコルとして有効にするための更
新 [14.3]

クラウドコンソールに登録されている Symantec Endpoint Protection Manager バージョン
14.3 にアップグレードまたはインストールした後、管理サーバーは、クラウドにログを正
常にアップロードしなくなります。アップローダーに、以下のエラーが表示される場合があ
ります。
<SEVERE> WinHttpSendRequest: 12175: A security error occurred

この問題は、TLS 1.1 および 1.2 のサポートを提供する Microsoft update がないことが原因
で発生します。
この問題を解決するには、Microsoft update: KB3140245 をインストールします。詳細につ
いては、次を参照してください。
Windows の WinHTTP で、TLS 1.1 および TLS 1.2 をデフォルトのセキュアプロトコルとし
て有効にするための更新
クライアントが Endpoint Threat
Defense for AD 用に更新されたポ
リシーを受信した後も、Symantec
Endpoint Protection Manager に「配備
が進行中」と引き続き表示される [14.2
RU1 MP1 以降]

これは正常な動作です。Endpoint Threat Defense for AD 3.3 ポリシーは、バージョン 14.2
RU1 MP1 以降のクライアントでのみサポートされます。
Symantec Endpoint Threat Defense for Active Directory 3.3 のポリシーをグループに適用し
ます。このグループには、Symantec Endpoint Protection 14.2 RU1 以前のバージョンを実
行するクライアントが含まれています。これらのクライアントはポリシーを予期したとお
りに受信して適用しますが、Symantec Endpoint Protection Manager で状態に「配備が進行
中」のメッセージが引き続き表示されます。
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Windows、Mac、Linux クライアントの問題
Table 12: Windows、Mac、Linux クライアントに関する既知の問題
問題
システム時刻の変更後に Endpoint
Protection Manager にログインすると
予期しないサーバ エラーが発生し、ク
ライアントが通信できなくなる [14.3
RU3]

説明と解決策
システム時刻を以前の日時に戻した場合、以下のエラーが発生する可能性があります。
• Symantec Endpoint Protection Manager にログオンすると、予期しないサーバ エラーが
表示されます。
• クライアントは SEPM と通信できずに 503 エラーを報告します。[SEP-74510]
この問題を回避する方法。

• SEPM サービスを手動で再起動します。
• システムの日時がシステムの元の日時を過ぎるまで待ってから、日時を元に戻します。
Windows 11 上の Endpoint Protection
14.3 RU3 の Web とクラウドのアクセ
ス保護のログで Windows 10 オペレー
ティング システムが報告される [14.3
RU3]

クライアントが Windows 11 デバイスにインストールされている場合に、クライアント
ユーザが SEP クライアントで Web とクラウドのアクセス保護のログを表示すると、
オペレーティング システムが Windows 10 と表示されます。クライアント コンソール
で、［Web とクラウドのアクセス保護］ > ［オプション］ > ［ログの表示］をクリックし
ます。

Validate image dependency integrity
（イメージ依存関係の整合性の検
証）緩和機能が Windows 10 または 11
オペレーティング システムに適用さ
れた後に Microsoft Edge ブラウザと
Google Chrome ブラウザを起動できな
い。[14.3 RU3]

Validate image dependency integrity （イメージ依存関係の整合性の検証）機能
は、Microsoft Edge で Windows オペレーティング システムを保護するために使用する緩和
機能の 1 つです。Symantec Endpoint Protection クライアントのバージョン 14.2 RU2 MP1
以降が実行されている Windows 10 または 11 コンピュータでは、このオプションが有効に
なっている場合、Microsoft Edge および Google Chrome Web ブラウザの両方が起動しませ
ん。[SEP-75086]
Microsoft Edge を起動できるようにするには、Validate image dependency integrity （イ
メージ依存関係の整合性の検証）機能を無効にします。Microsoft Edge の緩和機能の詳細に
ついては、「エクスプロイト保護をカスタマイズする」を参照してください。
関連項目： 「Validate image dependence integrity （イメージ依存関係の整合性の検証）」
緩和機能が適用され、SEP 14.2 RU2 MP1 以降がインストールされている場合に Microsoft
Edge と Google Chrome が起動しない

最新の EDR イベントを取得するために 14.3 RU3 で追加の ETW イベントを利用できるようにするには、Symantec Endpoint
再起動が不要の Windows クライアント Protection クライアントを再起動する必要があります。以下の場合に、クライアントを再起
を再起動する必要がある [14.3 RU3]
動する必要があります。[SEP-73327]
• EDR が有効になっており、クライアントを RU3 に更新する場合。
• 14.3 RU3 がすでにインストールされており、EDR を有効または無効にする場合。新し
く追加したイベントを有効または無効にするには、クライアントを再起動する必要があ
ります。
参照： EDR および SEP 14.3 RU3 で一部の ETW イベントを表示するには再起動が必要に
なる場合がある
Linux クライアントのアップグレード
後、スキャン エンジンの初期化に失敗
する。[14.3 RU3]

Linux 用の Symantec Endpoint Protection クライアントをバージョン 14.3 RU3 にアップグ
レードした後、スキャン エンジンの初期化に失敗します。
回避策：
1. SEF 1.7.6 を含む最新のコンテンツで LiveUpdate サーバを更新します。
2. 「Scan Engine initialization failure （スキャン エンジンの初期化に失敗しました）」エ
ラーが表示される Linux クライアント 14.3 RU3 をアンインストールします。
3. Linux クライアント 14.3 RU3 を再インストールします。

Linux クライアントのインストール後に Linux 用 Symantec Endpoint Protection クライアントのインストーラは、インストール
auditd デーモンが有効になる。[14.3 前に auditd デーモンが無効になっていた場合でも、エージェントのインストール後に
RU3]
auditd デーモンを有効にします。

ネットワーク フォレンジック情報を収 Linux クライアントで netstat パッケージが見つからない場合、ネットワーク イベント
集する場合（EDR）、Linux クライアン を除く他のすべての種類のイベントに関するフォレンジック情報が収集されます。
トで netstat パッケージが必要にな
る。[14.3 RU3]
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問題
Mac デバイスで接続の問題が発生する
可能性がある。[14.3 RU2]

説明と解決策

• 自動更新を使用して Mac エージェントをアップグレードし、デバイスを再起動する
•

と、エージェントがネットワークに接続できない場合があります。
回避策： エージェント インストール パッケージを再実行します。
スタンバイ モードの後で、Mac デバイスが次のエラーでネットワーク接続を失う場合
があります： 「Your connection was interrupted. A network change was detected. （接
続が中断しました。ネットワークの変更が検出されました。）」
回避策：
– ドッキング ステーションを使用する場合は、［システム環境設定］ > ［ネットワー
ク］で IP アドレスを手動で更新します。
– ドッキング ステーションを Mac デバイスから数秒間取り外して、再度接続します。

Rosetta は、Apple Silicon （M1）デ
詳細については、次を参照してください。
バイスへの Mac エージェントのイン
KB 222282
ストールを次のエラーで遮断する場合
がある： 「This version of Symantec
Agent for Mac is not supported on Apple
M1 chip. （このバージョンの Symantec
Agent for Mac は Apple M1 チップで
サポートされていません。）」 [14.3
RU2]
Symantec Endpoint Protection Manager
で生成された Web リンクを使用した
Mac エージェントのダウンロードと
インストールが失敗する場合がある。
[14.3 RU2]

管理者が Symantec Endpoint Protection Manager の［Web リンクと電子メール］オプショ
ンを使用して Mac エージェント 14.3 RU2 のインストールをユーザに招待し、ユーザが
Safari ブラウザでこのリンクを使用してパッケージをダウンロードすると、Mac エージェ
ントのインストールが以下のエラーで失敗する場合があります。
「The application Symantec Endpoint Protection Installer can't be opened （アプリケーショ
ン Symantec Endpoint Protection インストーラを開くことができません）」
回避策：
• ファイルをダウンロードしたら、ダウンロード フォルダに移動して以下のコマンドを実
行し、再度インストールを実行します。

chmod +x ./Symantec\ Endpoint\ Protection/Symantec\
Endpoint\ Protection\ Installer.app/Contents/MacOS/Symantec
\ Endpoint\ Protection\ Installer

• Safari ブラウザの［環境設定］を開き、［一般］タブで［ダウンロード後、“安全な”

ファイルを開く］オプションをオフにします。次に、インストーラ パッケージをダウン
ロードしてインストールを実行します。

サポート対象外の言語のクライアント
を英語に自動的にアップグレードした
場合、クライアントは引き続き英語で
定義の日付設定を表示する [14.3 RU1
以降]

この問題を回避するには、レガシ クライアントをアンインストールし、新しい英語のクラ
イアント インストール パッケージを手動でインストールします。また、自動的にアップグ
レードされたクライアントに対する修正が予定されています。[SEP-72481]

スタンドアロン Symantec WSS Agent
は、WSS エージェントと同じコン
ピュータに SEP をインストールする場
合、Symantec Endpoint Protection クラ
イアントのインストールをブロックす
る

Network Traffic Redirection （NTR）コンポーネントは、スタンドアロン Symantec
WSS Agent （WSSA）と同じファイルを使用します。NTR は、デフォルトで Symantec
Endpoint Protection と Symantec Endpoint Security クラウドコンソールの両方にインス
トールされます。NTR 機能がエンドポイントにインストールされている場合、WSSA はイ
ンストールできません。同様に、WSSA がインストールされている場合、NTR 機能はイン
ストールできません。
以下のいずれかの方法を使って、クライアント全体をアンインストールすることなく、既
存のエンドポイントから Network Traffic Redirection 機能を削除できます。
• Symantec Endpoint Protection Manager で、NTR を含まないクライアント インストー
ル機能セットを作成してエンドポイントに適用します。次のサイトを参照してくださ
い。
既存の Endpoint Protection クライアントに機能を追加または削除する
• 次のコマンド ライン オプションは、クライアントのインストール ファイルを使用して
NTR を削除します： setup.exe /s /v" REMOVE=NTR /qn"
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問題

説明と解決策

クリーン インストールに使用される
アップグレード インストール パッケー
ジでデフォルト機能セットがインス
トールされる。[14.3 RU1 MP1 以前]

［更新時に既存のクライアント機能を維持する］オプションをオンにしてアップグレード
インストール パッケージを作成し、このパッケージを使ってクリーン インストールを行う
と、デフォルト機能セットがクライアント デバイスにインストールされます。
カスタム機能セットをインストールする場合は、クリーン インストール用に個別のインス
トール パッケージを作成する必要があります。

サポート対象外のアップグレード パス
を指定すると、クラウド コンソールに
重複したデバイスが作成される。[14.3
RU1]

Symantec Agent for Mac を 14.2/14.3 から 14.3 RU1 にアップグレードする前に、macOS
を 10.15 から 11.0 にアップグレードすると、クラウド コンソールに重複したデバイスが作
成されます。
重複を回避するには、オペレーティング システムをアップグレードする前にクライアン
トをアップグレードする必要があります（例： Symantec Agent for Mac を 14.2/14.3 から
14.3 RU1 にアップグレードしてから macOS を 10.15 から 11.0 にアップグレードする）。

Linux 用 Symantec Agent のインストー エージェントインストーラによって、一致しないドライババージョンに関連する不正な
ラ ログに誤ったメッセージが記録され メッセージや、再起動が必要であることを示すメッセージがログに記録される場合があり
ます。
る。[14.3 RU1]
これらのメッセージは、エージェントの機能には影響しません。
SuSe Linux デバイス上で、zypper が
「at」パッケージの削除時に SEP Linux
クライアント パッケージを削除する。
[14.3 RU1]

SuSe Linux デバイス上では、「at」パッケージが必須依存パッケージとして追加さ
れ、zypper コマンドが未使用の依存関係を持つパッケージとして SEP クライアントパッ
ケージ「sdcss-kmod」および「sdcss-sepagent」を自動的に削除しようとするため、
「zypper remove at」コマンドを実行すると SEP Linux クライアントパッケージが削除され
ます。
回避策: 「at」パッケージを削除する場合は、コマンド「rpm -e --nodeps at」を実行しま
す。

macOS 10.15 以降でのアップグレード
の問題 [14.3 MP1]

macOS 10.15 以降では、クライアント配備ウィザードの［リモートコンピュータに
Symantec Endpoint Protection をインストール］機能で、古いバージョンからバージョ
ン 14.3 MP1 への Symantec Endpoint Protection クライアントのアップグレードが失敗しま
す。
回避策: macOS 10.15 以降では、Symantec Endpoint Protection Manager の自動更新を
使用して Symantec Endpoint Protection クライアントの更新を実行します。

最初に SHA-2 サポートをインストー
ルしないと、Symantec Endpoint
Protection 14.3 Windows クライアント
のインストールに失敗することがある
[14.3]

レガシーオペレーティングシステムのバージョン (Windows 7 RTM または SP1、Windows
Server 2008 R2 または R2 SP1 または R2 SP2) を実行している場合、2019 年 7 月以降に
リリースされた Windows アップデートをインストールするには、デバイスに SHA-2 コー
ドサイニングサポートをインストールする必要があります。SHA-2 をサポートしていない
場合、Windows クライアントのインストールに失敗することがあります。クライアントを
初めてインストールする場合でも、以前のリリースから自動的にアップグレードする場合
でも、インストールが失敗することがあります。 [SEP-61175/61403]
Microsoft が適用した SHA-2 コードサイニングサポートを取得するには、以下を参照してく
ださい。
• Windows および WSUS の 2019 SHA-2 コードサイニングサポートの要件
• SHA-2 サポートがインストールされていない場合、Symantec Endpoint Protection 14.3
Windows クライアントのインストールに失敗することがある

Windows 10 1803 で UWF が有効な
場合、Symantec Endpoint Protection
Windows クライアントが動作しない
[14.3]

統合書き込みフィルタ (UWF) が有効で、Windows クライアントがインストールされている
ドライブを保護しているときに、Symantec Endpoint Protection クライアントを Windows
10 RS4 1803 32 ビットオペレーティングシステムで実行する場合、クライアントは正常に
動作しません。この Windows オペレーティングシステムには、Windows クライアントを実
行できない UWF 障害が含まれています。
この問題を回避する方法。
• 障害が含まれていない別のオペレーティングシステムバージョンにアップグレードす
る。
• UWF を無効にする。次のサイトを参照してください。
UWF が有効な Windows 10 1803 にインストールすると Endpoint Protection が誤動作す
る
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問題

説明と解決策

WSS トラフィックリダイレクトが有効
な Mac クライアントで LiveUpdate に
カスタムプロキシ設定を適用できない
[14.2 RU1 MP1 以降]

Symantec Endpoint Protection 14.2 RU1 MP1 の管理対象 Mac クライアントで、外部通信
設定を通じて LiveUpdate にカスタムプロキシ設定を使用するように設定しました。しか
し、Symantec Endpoint Protection Manager ポリシーを使用して Mac クライアントの WSS
トラフィックリダイレクト (WTR) を有効にすると、LiveUpdate トラフィックにカスタムプ
ロキシ設定が適用されていないことに気付きました。代わりに、LiveUpdate は直接接続を
試行しています。
この問題を回避するには、WSS トラフィックリダイレクトが無効になっているときにの
み、LiveUpdate でカスタムプロキシ設定を使用します。

強化が有効な状態で Microsoft Edge が
PDF のダウンロードを予期せず許可す
る [14.2 RU1 MP1 以降]

Symantec Endpoint Protection クライアントでアプリケーション強化が有効な状態で
Microsoft Edge ブラウザを使用すると、予期せず PDF ファイルをダウンロードできてしま
います。PDF ファイルのダウンロードの禁止は、他のブラウザでは想定どおりに機能しま
す。
この問題は今後のリリースで修正される予定です。

解決済みの問題は、以下を参照してください

•
•
•
•
•

Symantec Endpoint Protection 14.3 RU3 の新しい修正とコンポーネント
Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1 の新しい修正とコンポーネント
Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 の新しい修正とコンポーネント
Symantec Endpoint Protection 14.3 MP1 の新しい修正とコンポーネント
Symantec Endpoint Protection 14.3 の新しい修正とコンポーネント

マニュアル
マニュアルは、Broadcom Symantec Security Tech Docs Portal にあります。
Endpoint Protection のマニュアルを見つけるには、［Symantec Security Software］タブをクリックし、［Endpoint
Security and Management］ > ［Endpoint Protection］をクリックします。
PDF ファイル、リリース ノート、Symantec Endpoint Protection Manager のデータベース スキーマを見つけるには、
「Related Documents」ページに移動します。今後、Broadcom はレガシー PDF ファイルや翻訳した PDF ファイルを追
加していく予定です。

サポート対象の仮想インストールと仮想化製品
仮想環境で実行するサポート対象のオペレーティングシステムに Symantec Endpoint Protection をインストールできま
す。Symantec Endpoint Protection は、ホストではなくゲストオペレーティングシステムにインストールします。
以下の仮想化製品は、Symantec Endpoint Protection Manager、コンソール、および Windows と Linux 用の Symantec
Endpoint Protection クライアントソフトウェアをサポートします。
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Azure
Amazon WorkSpaces
Citrix Studio バージョン 2009.0.0
Nutanix AOS 5.15 （LTS）
VMware WS 5.0 （ワークステーション）以降
VMware GSX 3.2 （エンタープライズ）以降
VMware ESX 2.5（ワークステーション）以降
VMware ESXi 4.1 - 5.5
VMware ESXi 6.0
VMware ESXi 6.0 Update 1
VMware ESXi 6.0 Update 2
VMware ESXi 6.0 Update 3 （14.0.1 現在）
VMware ESXi 6.5 （14.0.1 現在）
VMware ESXi 6.5U1 （14.2 現在）
VMware ESXi 6.5U2 （14.2 現在）
VMware ESXi 6.7 （14.2 現在）
VMware ESXi 7.0 Update 2 （14.3 RU2 現在）
Microsoft Virtual Server 2005
Windows Server 2008 Hyper-V
Windows Server 2012 Hyper-V
Windows Server 2012 R2 Hyper-V
Windows Server 2016 Hyper-V （14.2 MP1 現在）
Windows Server 2019 Hyper-V Core Edition （14.2 MP1 現在）
Citrix XenServer 5.6 以降
Oracle が提供する VirtualBox

Symantec Endpoint Protection には、仮想環境でのパフォーマンスを改善する多くの機能が含まれます。
詳細については、次を参照してください。

• Symantec Endpoint Protection Manager の仮想インフラストラクチャでの使用
• スキャンのランダム化による Windows クライアントの仮想化環境でのコンピュータパフォーマンスの向上
最新のシステム必要条件については、次を参照してください。
すべてのバージョンの Symantec Endpoint Protection のリリース ノートとシステム要件

Endpoint Protection のリリースタイプとバージョンについて
SEP (Symantec Endpoint Protection) の製品インターフェースやマニュアルで、リリース更新やメンテナンスパッチの参
照先が示されることがあります。リリース バージョンでは、14.0.1.0 のように小数点を 3 つ使用した数字が示されるこ
とがあります。この数字の意味、リリースバージョン番号との関係、Symantec Endpoint Protection のバージョン管理の
仕組みがわかると便利な場合があります。
リリース用語の定義

• メジャーリリース

•

メジャーリリースは、前回のメジャーリリース以降のすべての更新を組み込んだ新しいソフトウェア製品リリースで
す。また、メジャーリリースでは、アーキテクチャの用途の拡張、主要な機能の変更、新しいプラットフォームやオ
ペレーティングシステムのサポートなど、ソフトウェアが強化されています。通常、メジャーリリースは新しくイン
ストールする必要がありますが、必須ではありません。
数字は左から右に読んで、最初の小数点の左側にある数字は通常メジャーリリースのバージョンを表します。
マイナーリリース
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•

•

マイナーリリースは、前回のメジャーリリースの更新です。更新には、前回のメジャーリリース以降の今までの更新
すべてが組み込まれています。マイナーリリースはメジャーリリースとつながりがあり、さらに新しい機能、新しい
プラットフォームやオペレーティングシステムのサポートが導入される場合があります。
数字は左から右に読んで、1 番目と 2 番目の小数点の間の数字は通常マイナーリリースのバージョンを表します。
リリース更新
リリース更新は、メジャーリリースやマイナーリリースのリリース後に、修正に加えて危険度が低い新機能、追加プ
ラットフォームのサポートを提供します。
数字を左から右に読んで、2 番目と 3 番目の小数点の間の数字は通常リリース更新のバージョンを表します。
メンテナンスパッチ
メンテナンスパッチは、メジャーリリースやマイナーリリースの適応保守、是正保守、危険度が低い完全化保守を提
供します。メンテナンスパッチは、メンテナンスパック (Maintenance Pack) と呼ばれることもあります。
数字は左から右に読んで、3 番目の小数点の右側にある数字は通常メンテナンスパッチのバージョンを表します。

例として、リリースバージョン 14.3.2.1 を挙げます。

•
•
•
•

14 はメジャーリリースのバージョン
3 はマイナー リリースのバージョン
2 はリリース更新のバージョン
1 はメンテナンス パッチのバージョン

場合によっては、RU (リリース更新) や MP (メンテナンスパッチ) という略語を使用してリリースバージョンを表すこと
があります。たとえば、14.3 RU2 MP1 と表したり、一般的には 14.3.2 MP1 と表すこともあります。どちらも 14.3.2.1
と同等です。
NOTE
製品のリリースバージョンは、製品のユーザーインターフェースに示されている製品のビルドバージョンとは
異なる場合があります。ビルドバージョンとリリースバージョンを比較したリストについては、以下を参照し
てください。
Symantec Endpoint Protection と Endpoint Security のバージョン、システム要件、リリース日、メモ、修正
シマンテック社における Symantec Endpoint Protection の更新のリリース方法
シマンテック社は、Symantec Endpoint Protection の累積的な更新をリリースします。新しいリリース更新には、前回の
リリース更新で作成されたメンテナンスパッチの更新と新しい更新が含まれます。メンテナンスパッチは、最新のリリー
ス更新用にのみ作成されます。
たとえば、14.0.1 (14 RU1) には、新しい更新、14 MP1 と 14 MP2 の更新が含まれます。14.0.1 のリリース後にバー
ジョン 14 のメンテナンスパッチが作成されたり、リリースされることはありません。メンテナンスパッチは、14.0.1 以
降の更新で構成されます。次のサイトを参照してください。
Windows クライアントへの Endpoint Protection クライアント パッチのインストール

詳細情報の入手方法
以下の表に、ベストプラクティス、トラブルシューティング情報、製品の使用に役立つその他のリソースを入手できる
Web サイトを示します。
Table 13: Endpoint Protection Web サイトの情報
情報の種類
体験版

Web サイトリンク
アカウント担当者にお問い合わせください。

マニュアルとマニュアル更新 関連ドキュメント ページ
その他の言語については、［English］ドロップダウン メニューをクリックします。
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情報の種類

Web サイトリンク

テクニカルサポート

Endpoint Protection テクニカルサポート
ナレッジベースの記事、製品リリースの詳細、更新、パッチ、サポートの問い合わせオプションが含
まれます。

脅威の情報と更新

シマンテックセキュリティセンター

トレーニング

教育サービス
トレーニングコース、eLibrary、その他のコンテンツにアクセスできます。

Symantec Connect フォーラ Endpoint Protection
ム（英語）
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Symantec Endpoint Protection とは
Symantec Endpoint Protection のアーキテクチャとコンポーネントについて説明します。
Symantec Endpoint Protection はネットワークのラップトップ、デスクトップ、サーバーをマルウェア、リスク、脆弱性
から保護するクライアントサーバーソリューションです。Symantec Endpoint Protection はウイルス防止と高度な脅威防
止を組み合わせて、コンピュータをウイルス、ウォーム、トロイの木馬、アドウェアなど既知と未知の脅威や未知の脅威
からプロアクティブに守ります。また、Symantec Endpoint Protection は、ルートキット、ゼロデイ攻撃、変異するスパ
イウェアのような、従来のセキュリティ対策で対応できない最も高度な攻撃からも保護します。
Symantec Endpoint Protection は手間のかからない高い能力を備え、ネットワーク上で通信しながら物理システムと仮想
システムの両方を攻撃から自動的に保護します。Symantec Endpoint Protection は、効率的かつ容易に配備でき使うこと
のできる管理ソリューションを提供します。
詳しい情報

• Symantec Endpoint Protection 技術でコンピュータが保護される仕組み
• Symantec Endpoint Protection アーキテクチャコンポーネント

Symantec Endpoint Protection 技術でコンピュータが保護される仕組み
既知や未知の脅威に対する Symantec Endpoint Protection の中核的な保護では、防御のために階層化されたアプローチが
使用されます。この包括的なアプローチによって、攻撃を受ける前、受けているとき、受けた後のネットワークを保護し
ます。Symantec Endpoint Protection は、ツールを提供することで攻撃を受ける前にセキュリティ態勢を高め、攻撃にさ
らされるリスクを低減します。
ネットワーク内のコンピュータに対する完全な保護を実現するために、すべての保護を常時有効にします。

詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection 技術が防止する攻撃の種類
Symantec Endpoint Protection は、次に説明する包括的なセキュリティアプローチを使用して、攻撃チェーン全体にわ
たって環境を保護します。このアプローチには、侵入、感染、汚染と漏洩、修復と予防接種の各ステージがあります。
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フェーズ 1: 侵入
ハッカーは、一般的に、侵入のフェーズでソーシャルエンジニアリング、ゼロデイの脆弱性、SQL インジェクション、
ターゲットマルウェアやその他の手段を使用して、組織のネットワークに侵入します。
Symantec Endpoint Protection は、次の技術を使用して、ハッカーがシステムに侵入する前に攻撃に対する防御を構築し
ます。

• 侵入防止/ファイアウォール (ネットワーク脅威防止): 着信と発信のすべてのトラフィックを分析し、ブラウザ保護を

•

•
•

•

提供して、前述のような脅威がコンピュータで実行される前にそれらを遮断します。ルールベースのファイアウォー
ルとブラウザ保護が、Web ベースの攻撃から保護します。次のサイトを参照してください。
– 侵入防止の管理
– ファイアウォール保護の管理
アプリケーション制御: ファイルアクセス、レジストリアクセス、プロセスの実行を許可する方法を制御します。次の
サイトを参照してください。
– アプリケーション制御、システムロックダウン、デバイス制御について
– アプリケーション制御の設定
デバイス制御: ハードウェアを選択するためのアクセスや、情報のアップロードやダウンロードを行えるデバイスの種
類を制御するためのアクセスを制限します。次のサイトを参照してください。
デバイス制御の管理
メモリエクスプロイト緩和機能: よく使用されているソフトウェアのうち、ベンダーによってパッチが適用されていな
いものに対するヒープスプレー、SEHOP 上書き、Java エクスプロイトなどのゼロデイ攻撃を無効化します。次のサ
イトを参照してください。
メモリエクスプロイト緩和機能ポリシーを使用した、メモリ改ざんの試みに対する Windows クライアントの強化
Web とクラウドのアクセス保護： 企業ユーザがどこにいるかにかかわらず、すべてのポートとプロトコルのネット
ワーク トラフィックを制御します。次のサイトを参照してください。
Web とクラウドのアクセス保護 の設定

フェーズ 2: 感染
ターゲット攻撃では、ハッカーは一般的にソーシャルエンジニアリング、ゼロデイの脆弱性、SQL インジェクション、
ターゲットマルウェアやその他の手段を使用して、組織のネットワークに侵入します。
Symantec Endpoint Protection では、次の技術を使用して、システムが感染する前に、これらの攻撃を検出して予防しま
す。

• メモリエクスプロイト緩和機能: マルウェアを検出します。
• ファイル評価の分析 (Insight): シマンテック社の Global Intelligence Network を使用した人工知能に基づいています。

•

•

•

この高度な分析により、ユーザー、Web サイト、ファイル間の膨大な数の相関関係が検査され、急速に変異するマル
ウェアを識別し、それに対する防御を行います。主要な属性（ファイルのダウンロード元など）を分析することで、
シマンテックは、ファイルが良好または不良であるかを正確に識別し、ファイルがクライアント コンピュータに到達
する前にすべてのファイルに評価スコアを割り当てることができます。次のサイトを参照してください。
ダウンロードインサイト検出の管理
高度な機械学習: Global Intelligence Network 内にある良好ファイルと不良ファイルの何兆もの例を分析します。高度
な機械学習はシグネチャレス型の技術で、マルウェアの新たなバリアントを実行前の段階で遮断できます。次のサイ
トを参照してください。
Symantec Endpoint Protection が高度な機械学習を使用する仕組み
高速エミュレーション: 多形態のカスタムパッカーを使用する、隠れたマルウェアを検出します。スキャナが、簡易的
な仮想マシンで各ファイルをミリ秒単位で実行します。これにより脅威の状態が再現されるため、検出率とパフォー
マンスの両方が向上します。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection のエミュレータがマルウェアを検出およびクリーニングする方法
ウイルス対策ファイル保護 (ウイルスとスパイウェアの対策): シグネチャベースのウイルス対策とファイルヒューリ
スティックを使用してシステム上のマルウェアを探して撲滅し、ウイルス、ワーム、トロイの木馬、スパイウェア、
ボット、アドウェア、ルートキットから保護します。次のサイトを参照してください。
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– クライアントコンピュータでのスキャンの管理
– スキャンの種類とリアルタイム保護について

• 振る舞いの監視 (SONAR): 機械学習を活用することでゼロデイ防御を提供し、約 1,400 のファイルが実行される間に
その振る舞いをリアルタイムで監視することで、ファイルのリスクを判断し、新たな未知の脅威を防止します。次の
サイトを参照してください。
SONAR の管理

フェーズ 3: 汚染と漏洩
データ漏洩とは、データがコンピュータから許可を得ずに転送されることです。侵入者がこれらの対象システムを制御で
きるようになると、知的財産やその他の機密データが盗まれる可能性があります。攻撃者は取得した情報を使用して分析
を行い、その後の攻撃や詐欺に利用します。

• 侵入防止/ファイアウォール: ネットワークを通過する脅威を遮断します。
• 振る舞いの監視: 感染が広がらないようにします。
フェーズ 4: 修復と予防接種
Symantec Endpoint Protection には 1 つのコンソールと、オペレーティングシステム、プラットフォーム、あらゆる規模
のビジネスにわたって保護を提供するエージェントが含まれます。

• Power Eraser: リモートからトリガできる拡張ツールで、APT （Advanced Persistent Threat）に対処し、執拗なマル
•

•

•
•

ウェアに対する修復を行います。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールから Power Eraser を実行する前に知るべきこと
ホストインテグリティ: ポリシーを強制適用し、権限のない変更を検出し、損害の評価を行うことで、エンドポイント
を確実に保護し、コンプライアンスを維持します。その後、ホストインテグリティは、要件を満たさない管理下シス
テムを隔離します。次のサイトを参照してください。
ホストインテグリティの仕組み
システムロックダウン: 良好であることが分かっているアプリケーションの実行を許可し、不良であることが分かって
いるアプリケーションの実行をブロックします。どちらのモードでも、システムロックダウンはチェックサムとファ
イルの場所のパラメータを使って、アプリケーションが承認済みであるか、未承認であるかを検証します。システム
ロックダウンは、単一のアプリケーションのみを実行するキオスクの場合に役に立ちます。次のサイトを参照してく
ださい。
システムロックダウンの設定
Secure Web Gateway の統合: プログラム可能な REST API を使用して Secure Web Gateway との統合を可能にし、
クライアントコンピュータでの感染の広がりをすばやく止めることができるようにします。
EDR コンソール統合:Symantec Endpoint Protection は、Symantec Endpoint Detection and Response と統合して、攻
撃に優先順位を付けることで、ターゲット攻撃や APT (Advanced Persistent Threat) を迅速に検出、応答、遮断する
ように設計されています。EDR (エンドポイントにおける検出および対応) 機能は Symantec Endpoint Protection に組
み込まれています。そのため、エージェントを追加で配備する必要がありません。次のサイトを参照してください。
システムロックダウンの設定

Symantec Endpoint Protection 技術が防止する攻撃の種類
次の表に、攻撃の種類と、それぞれに対する保護を提供する Symantec Endpoint Protection 技術の種類を示します。
Table 14: 各 Symantec Endpoint Protection 技術が防止する攻撃の種類
攻撃

高度な機械学習

ヒューリスティック

侵入防止

ゼロデイ

√

√

√

ソーシャルエンジニ
アリング

√

√

√

ランサムウェア

√

√

ネットワーク保護

ポリシー
ロックダウン
√

√

√

√

√
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攻撃

高度な機械学習

ヒューリスティック

侵入防止

ターゲット攻撃

√

√

√

APT (Advanced
Persistent Threat)

√

√

√

√

√

ドライブバイダウン
ロード

ネットワーク保護

ポリシー
ロックダウン
√

Symantec Endpoint Protection アーキテクチャコンポーネント
Symantec Endpoint Protection アーキテクチャでは、コンポーネントの 3 つの機能グループが使用されます。一部のコン
ポーネントには複数の機能があるため、それらのコンポーネントは複数のグループに所属します。

Table 15: 主要なコンポーネント
コンポーネント

説明

Symantec Endpoint
Protection Manager

Symantec Endpoint Protection Manager は、会社のネットワークに接続するクライアントコンピュータに
対するイベント、ポリシー、クライアント登録を管理する管理サーバーです。
Symantec Endpoint Protection Manager には次のサブコンポーネントが含まれます。
• 管理サーバーソフトウェアはクライアントコンピュータとコンソール間のセキュア通信を提供しま
す。
• コンソールは管理サーバーへのインターフェースです。コンソールソフトウェアはセキュリティポリ
シー、クライアントコンピュータ、レポート、ログ、ロール、アクセス、管理機能、セキュリティを
調整し、管理します。リモートコンソールをインストールし、ネットワーク接続を備えたコンピュー
タから管理サーバーにログオンするために使うこともできます。
• Symantec Endpoint Protection Manager と共にインストールされるデータベースにはセキュリティポ
リシーとイベントが格納されます。また、自動的にインストールされた Microsoft SQL Server Express
(14.3 RU1 以降) または埋め込みデータベース (14.3 MP1 以前) の代わりに、Microsoft SQL Server
データベースを使用するようにインストールすることもできます。SQL Server は、コンピュータ数が
5000 台を超える大規模な組織に推奨されます。Symantec Endpoint Protection Manager は、ローカル
またはリモートの Microsoft SQL Server データベースと通信します。
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager のインストール

Symantec Endpoint
Protection クライアント

Symantec Endpoint Protection クライアントはソリューションのセキュリティ保護の部分を提供します。
クライアントは、Symantec Endpoint Protection Manager からポリシーや場合によってはコンテンツをダ
ウンロードして、Windows、Mac、Linux で実行します。
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Symantec Endpoint Protection は、管理サーバー、GUP、社内の LiveUpdate サーバー、インターネットからクライアン
トがコンテンツをダウンロードすることを可能にします。
Table 16: オプションのコンポーネントとその機能
コンポーネント

説明

LiveUpdate Administrator LiveUpdate Administrator は定義、シグネチャ、その他のコンテンツを社内の LiveUpdate サーバーから
ダウンロードしてクライアントコンピュータに更新を配布します。非常に規模が大きいネットワークで
は、社内 LiveUpdate サーバーを使って Symantec Endpoint Protection Manager の負荷を軽減できます。
組織が複数のシマンテック製品を実行していて、それらもライブアップデートを使ってクライアントコン
ピュータを更新している場合にも社内ライブアップデートサーバーを使います。
詳細については、次を参照してください。
• LiveUpdate Administrator （LUA）のダウンロード
• クライアント上のコンテンツを更新するための配布方法の選択
• 社内の LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定
グループ更新プロバイダ
（GUP）

GUP は組織内でのコンテンツの配布に役立ちます。特に、最小限の帯域幅しかないリモートの場所のグ
ループにとって有用です。多くのクライアントがある組織では、Windows クライアントに GUP を使うこ
とを推奨します。GUP は管理サーバーの負荷を軽減し、その設定は社内 LiveUpdate サーバーよりも簡単
です。次のサイトを参照してください。
クライアントにコンテンツを配布するための GUP の使用

Symantec Endpoint
Security クラウドコン
ソール

Symantec Endpoint Security は、クラウドからクライアントコンピュータを管理するために使用する管理
コンソールです。Symantec Endpoint Security は、オンプレミス Symantec Endpoint Protection の完全な
クラウド管理バージョンです。以下のいずれかのオプションを使用してコンピュータを管理できます。
• Symantec Endpoint Protection Manager（オンプレミスのみ）
• Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Security から（ハイブリッド： オンプ
レミスとクラウド）。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールからドメインをクラウドコンソールに登録する
• Symantec Endpoint Security （クラウドのみ）。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection から Symantec Endpoint Security へのアップグレード
Symantec Endpoint Security は、クラウド製品とオンプレミス製品を 1 つの場所に統合するクラウドプ
ラットフォームである Symantec ICDm （Integrated Cyber Defense Manager）上で実行されます。

Symantec Endpoint Protection は、セキュリティの向上と製品の管理に役立つ複数のツールを備えています。詳細につい
ては、次を参照してください。

• Symantec Endpoint Protection に含まれるツール
• Symantec Endpoint Protection 技術でコンピュータが保護される仕組み
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始めましょう
Symantec Endpoint Protection を今すぐ起動して実行しましょう。
セキュリティの必要条件を評価し、デフォルト設定でパフォーマンスと必要なセキュリティとのバランスが得られるか
どうかを判断します。パフォーマンス向上のためのいくつかの手順を Symantec Endpoint Protection Manager のインス
トール直後に実行できます。
ネットワークのコンピュータをすぐにインストールして保護するには、次のタスクを実行します。

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ステップ 1: インストール構造の計画
ステップ 2: Symantec Endpoint Protection Manager の準備とインストール
ステップ 3: グループ、ポリシー、場所の追加
ステップ 4: パフォーマンスを高めるための通信設定の変更
ステップ 5: 製品のライセンスのアクティブ化
ステップ 6: クライアントの配備方法の決定
ステップ 7: クライアントのインストールの準備
ステップ 8: クライアントソフトウェアの配備とインストール
ステップ 9: 想定したグループにコンピュータが所属していることと、クライアントコンピュータが管理サーバーと通
信していることの確認

詳細については、次を参照してください。
管理サーバーのインストール後に実行するタスク
ステップ 1: インストール構造の計画
製品をインストールする前に、ネットワークのサイズと地理的な配布を考慮してインストール構造を決定します。
ネットワークとデータベースの優れたパフォーマンスを実現するには、いくつかの要素を評価する必要があります。こう
した要素には、保護が必要なコンピュータの数、それらのコンピュータが広域ネットワークで接続されているかどうか、
コンテンツ更新のスケジュールの頻度が含まれます。

• 1 箇所の地理的場所に存在する 500 クライアント未満の小規模なネットワークである場合、1 つの Symantec
Endpoint Protection Manager のみをインストールする必要があります。

• ネットワークが非常に大規模な場合、追加のデータベースを含む追加サイトをインストールし、複製を利用してデー

•

タを共有するように設定できます。また、冗長性を強化するために、追加サイトをインストールしてフェールオー
バーや負荷分散を可能にすることもできます。フェールオーバーおよび負荷分散は Microsoft SQL Server データベー
スでのみ使うことができます。
ネットワークが地理的に分散している場合は、管理サーバーを追加インストールして、負荷や帯域幅を分散しなけれ
ばならない可能性があります。

中規模から大規模のインストールを計画する際に役立つ情報については、以下を参照してください。
Symantec Endpoint Protection のサイジングおよび拡張性のベストプラクティスのホワイトペーパー
詳細については、次を参照してください。

• ネットワークアーキテクチャの注意事項
• サイトと複製の設定
• フェールオーバーと負荷分散の設定
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ステップ 2: Symantec Endpoint Protection Manager の準備とインストール
1. 管理サーバーをインストールするコンピュータがシステムの最小必要条件を満たしていることを確認します。次のサ
イトを参照してください。
Endpoint Protection のすべてのバージョンのリリースノート、修正項目、システム要件
2. Symantec Endpoint Protection Manager をインストールするには、ローカルの管理者アクセスを許可されたアカウン
トを使用してログオンする必要があります。
3. デフォルトの Microsoft SQL Server Express データベースを使うか Microsoft SQL Server データベースを使うかを決
定します。
Microsoft SQL Server データベースを使う場合は、追加の手順を実施する必要があります。これには、混合モードま
たは Windows 認証モードを使用するように設定されているデータベースインスタンスの設定または作成が含まれま
す。このほかの手順が必要になる場合もあります。また、データベースやデータベースユーザーを作成するために、
データベースサーバーの管理資格情報も必要になります。これらは管理サーバーで使用するためのものです。次のサ
イトを参照してください。
– SQL Server の設定について
– フェールオーバーと負荷分散の設定
4. 最初に Symantec Endpoint Protection Manager をインストールします。インストールした直後に、管理サーバー設定
ウィザードを使ってインストールを設定します。
管理サーバーを設定するときに次の項目を決定します。
– 管理コンソールにログオンするためのパスワード
– 重要な通知やレポートを受け取る電子メールアドレス
– 暗号化パスワード（インストール時に選択するオプションに応じて必要になります）
詳細については、次を参照してください。
– Symantec Endpoint Protection Manager のインストール
– 基本管理サーバー設定について
– インストール後の Symantec Endpoint Protection Manager の設定
ステップ 3: グループ、ポリシー、場所の追加
1. グループを使ってクライアントコンピュータを組織化し、各グループに異なるレベルのセキュリティを適用します。
デフォルトグループを使うか、ネットワークで Active Directory または LDAP サーバーを使う場合はデフォルトグ
ループを使います。または新しいグループを追加します。
新しいグループを追加する場合は、次のグループ構造を基礎として使うことができます。
– デスクトップ
– ノートブック
– サーバー
詳細については、次を参照してください。
– Active Directory または LDAP サーバーからの既存のグループおよびコンピュータのインポート
– グループを構成する方法
– グループの追加
2. 場所を使うと、特定条件に基づいて異なるポリシーと設定をコンピュータに適用できます。たとえば、コンピュータ
が会社のネットワークの内側にあるか外側にあるかに基づいて、異なるセキュリティポリシーをコンピュータに適用
できます。一般に、ファイアウォールの外側から会社のネットワークに接続するコンピュータには、ファイアウォー
ルの内側にあるコンピュータよりも厳しいセキュリティが必要です。
場所により、オフィス内にないモバイルコンピュータがシマンテック社の LiveUpdate サーバーから自動的に定義を
更新できるようにすることが可能です。
詳細については、次を参照してください。
– Symantec Endpoint Protection の場所の認識機能に関するベスト プラクティス
– グループへの場所の追加
3. 別のポリシーまたは設定を使うグループまたは場所の継承を無効にします。
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デフォルトでは、グループはデフォルトの親グループ［My Company］のポリシーと設定を継承します。子グループ
に別のポリシーを割り当てる場合または場所を追加する場合は、最初に継承を無効にする必要があります。次に、子
グループのポリシーを変更するか、場所を追加できます。
NOTE
Symantec Endpoint Protection Manager ポリシーの継承は、クラウドから受信したポリシーには適用されま
せん。クラウドポリシーは、クラウドで定義された継承に従います。
詳細については、次を参照してください。
グループの継承の無効化
4. ポリシーの各タイプについては、デフォルトのポリシーを受け入れるか、新規ポリシーを作成し変更して、新しい各
グループまたは場所に適用します。クライアントコンピュータに対して効果をもたらすようにするには、ホストイン
テグリティ検査のデフォルトのホストインテグリティポリシーに必要条件を追加する必要があります。
ステップ 4: パフォーマンスを高めるための通信設定の変更
各グループの次のクライアントサーバー通信の設定の修正によってネットワークパフォーマンスを改善できます。

• プッシュモードではなくプルモードを使って、クライアントがネットワークリソースを使っていつポリシーとコンテ
ンツ更新をダウンロードするかを制御します。

• ハートビートの間隔を増やします。サーバーあたりのクライアント数が 100 よりも少ない場合、ハートビート間隔を

•

15 分から 30 分の間に延長します。クライアント数が 100 から 1,000 の場合は、ハートビート間隔を 30 分から 60
分の間に延長します。環境の規模が大きいほど、長いハートビート間隔が必要です。［すぐにクライアントに重要な
イベントをアップロードさせる］にチェックマークを付けたままにすることを推奨します。
ダウンロードのランダム化の間隔は、ハートビート間隔の 1 倍から 3 倍の間に延ばします。

詳細については、次を参照してください。

• デフォルトの管理サーバーまたは GUP からのコンテンツダウンロードのランダム化
• プッシュモードまたはプルモードを使用した、クライアントのポリシーとコンテンツの更新
ステップ 5: 製品のライセンスのアクティブ化
製品インストールから 60 日以内にライセンスを購入してアクティブ化します。次のサイトを参照してください。

• Symantec Endpoint Protection のライセンス交付
• Symantec Endpoint Protection 製品ライセンス用語
• Symantec Endpoint Protection の製品ライセンスのアクティブ化またはインポート
ステップ 6: クライアントの配備方法の決定
お使いの環境のコンピュータにクライアントソフトウェアをインストールする上で最適なクライアント配備方法を判別し
ます。次のサイトを参照してください。
クライアント配備ウィザードを使ったクライアントのインストール方法の選択

• Linux クライアントの場合、パッケージの保存または Web リンクと電子メールを使うことができますが、リモート
プッシュは使うことができません。

• Windows と Mac クライアントでは、［リモートプッシュ］を使う場合、次のタスクを実行しなければならない場合

があります。
– 管理者がリモートクライアントコンピュータにアクセスできることを確認します。Symantec Endpoint Protection
Manager とクライアントコンピュータ間のリモート配備を許可するように、既存のファイアウォール設定（ポート
やプロトコルを含む）を修正します。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection の通信ポート
– ローカルの管理者アクセスを与えるアカウントを使用してログオンする必要があります。
クライアントコンピュータが Active Directory ドメインの一部である場合、クライアントコンピュータにローカル
管理者アクセスを付与するアカウントを使って、Symantec Endpoint Protection Manager をホストするコンピュー
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タにログオンする必要があります。Active Directory ドメインの一部でない各クライアントコンピュータについて
は、管理者のクレデンシャルを用意しておく必要があります。次のサイトを参照してください。
リモート配備用 Windows と Mac コンピュータの準備
詳細については、次を参照してください。
クライアントインストールの準備
ステップ 7: クライアントのインストールの準備
1. クライアントソフトウェアをインストールするコンピュータがシステムの最小必要条件を満たしていることを確認し
ます。Symantec Endpoint Protection Manager のホストコンピュータにクライアントをインストールする必要もあり
ます。次のサイトを参照してください。
「Endpoint Protection のすべてのバージョンのリリースノート、修正項目、システム要件」を参照してください。
2. Symantec Endpoint Protection クライアントインストーラがアンインストールできないサードパーティソフトウェア
プログラムを Windows コンピュータから手動でアンインストールします。
この機能で削除される製品の一覧については、以下を参照してください。
Symantec Endpoint Protection の他社製セキュリティソフトウェア削除のサポートについて
Linux コンピュータまたは Mac コンピュータから既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールする必要があ
ります。
一部のプログラムでは、特別なアンインストールルーチンがある場合や、自己防衛コンポーネントを無効にする必要
がある場合があります。サードパーティソフトウェアのマニュアルを参照してください。
3. 14 では、標準の方法ではアンインストールされない Windows Symantec Endpoint Protection クライアントを削除す
るようインストールパッケージを設定できます。そのプロセスが完了すると、Symantec Endpoint Protection をイン
ストールします。次のサイトを参照してください。
既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールするためのクライアントパッケージの設定
ステップ 8: クライアントソフトウェアの配備とインストール
1. Windows クライアントの場合は、次のタスクを実行します。
– クライアントコンピュータにインストールするコンポーネントを決定するカスタムクライアントインストール機能
セットを作成します。デフォルトのクライアントインストール機能セットのいずれかを使うこともできます。次の
サイトを参照してください。
Active Directory または LDAP サーバーからの既存のグループおよびコンピュータのインポート
ワークステーションのクライアントインストールパッケージについては、環境内のメールサーバーに適用される
電子メールスキャナの保護オプションを確認します。たとえば、Microsoft Exchange メールサーバーを使う場合
は、［Microsoft Outlook スキャナ］を確認します。
– カスタムクライアントインストール設定を更新して、クライアントコンピュータのインストールオプションを決定
します。これらのオプションには、対象インストールフォルダ、サードパーティセキュリティソフトウェアのアン
インストール、インストール完了後の再起動の動作が含まれます。デフォルトのクライアントインストール設定を
使うこともできます。次のサイトを参照してください。
クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択
2. クライアント配備ウィザードで、利用可能なオプションを選択してクライアントインストールパッケージを作成し、
クライアントコンピュータに配備します。クライアント配備ウィザードでは、Mac または Windows のコンピュータ
に配備することのみが可能です。次のサイトを参照してください。
– Web リンクと電子メールを使った Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール
– リモートプッシュを使った Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール
– パッケージの保存を使った Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール
– クライアントインストールパッケージのエクスポート
Symantec Endpoint Protection のインストールと同時にサードパーティのインストールを実行することは推奨しま
せん。ネットワークレベルまたはシステムレベルの変更を加えるサードパーティプログラムをインストールする
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と、Symantec Endpoint Protection をインストールするときに望ましくない結果を引き起こすことがあります。可能な場
合は、Symantec Endpoint Protection をインストールする前にクライアントコンピュータを再起動します。
ステップ 9: 想定したグループにコンピュータが所属していることと、クライアントコンピュータが管理サーバーと通信
していることの確認
管理コンソールの［クライアント］>［クライアント］ページで以下を行います。
1. 表示を［クライアントの状態］に変更し、各グループのクライアントコンピュータが管理サーバーと通信しているこ
とを確認します。
次の列の情報を参照します。
– ［名前］列では、管理サーバーに接続されているクライアントには緑のドットが表示されます。次のサイトを参照
してください。
クライアントが管理サーバーに接続され、保護されているかどうかの確認
– ［前回の状態変更があった日時］列には、各クライアントが最後に管理サーバーと通信した時刻が表示されます。
– ［再起動が必要］列は、保護を有効にするためにクライアントコンピュータを再起動する必要があるかどうかを表
示します。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager からのクライアントコンピュータの再起動
– ［ポリシーのシリアル番号］列には、最新のポリシーシリアル番号が表示されます。1 つから 2 つのハートビート
の間、ポリシーが更新されないことがあります。ポリシーがすぐに更新されない場合は、クライアント上で手動で
ポリシーを更新できます。次のサイトを参照してください。
• ポリシーのシリアル番号を使ったクライアントとサーバーの通信の確認
• クライアントポリシーの更新
2. ［保護技術］ビューに変更し、［ウイルス対策の状態］から［改変対策の状態］までの列に［オン］が設定されてい
ることを確認します。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータの保護状態の表示
3. クライアントで、クライアントがサーバーに接続されていることを確認し、ポリシーのシリアル番号が最新であるこ
とを確認します。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータの管理サーバーへの接続のチェック
詳しい情報

• クライアントが管理サーバーに接続され、保護されているかどうかの確認
• Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection クライアントの間の接続に関する問題のト
ラブルシューティング

Symantec Endpoint Protection Manager のインストール
管理サーバーとコンソールをインストールする複数のタスクを実行します。インストールウィザードでは、完了した各タ
スクの横に緑色のチェックマークが表示されます。
最新のシステム必要条件については、次を参照してください。
Endpoint Protection のすべてのバージョンのリリースノート、修正項目、システム要件
一部の製品は Symantec Endpoint Protection Manager と同じサーバーにインストールしたときに競合することがありま
す。これらの製品での必要な設定変更について詳しくは、「Software compatibility with Symantec Endpoint Protection」
を参照してください。
また、Symantec Endpoint Protection Manager のインストールと設定は、仮想サービスアカウントを正しく実行するため
に必要な権限についてセキュリティポリシーを調べます。Symantec Endpoint Protection Manager は自動的にローカルセ
キュリティポリシーを変更して、ドメインセキュリティポリシーについて行う必要がある変更について警告します。イン
ストール前にセキュリティポリシーを変更することもできます。次のサイトを参照してください。
Windows セキュリティ ポリシーを使い Symantec Endpoint Protection Manager のサービスに必要なユーザ権限を割り当
てる
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NOTE
Symantec Endpoint Protection Manager は、インストールと通常の操作でシステムレジストリへのフルアクセ
スを必要とします。Symantec Endpoint Protection Manager をリモートでインストールする Windows Server
2003 コンピュータを準備するには、最初にそのコンピュータでリモート制御を許可する必要があります。リ
モートデスクトップに接続するときに、コンソールセッションを使うか、リモートデスクトップでコンソール
セッションをシャドウする必要もあります。
NOTE
IPv6 ネットワークで Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 をインストールする場合、IPv4 が無効に
なっている場合でも Java が IPv4 スタックを使用できるようにする必要があります。IPv4 スタックがアンイン
ストールされている場合、Java は動作せず、Symantec Endpoint Protection Manager のインストールが失敗し
ます。
Symantec Endpoint Protection Manager をインストールするには
1. 製品をダウンロードした場合は、インストールファイル全体をハードディスクなどの物理ディスクに抽出します。物
理ディスクから Setup.exe を実行します。
インストールは自動的に開始します。開始しない場合は、インストールファイルを開き、Setup.exe をダブルクリッ
クします。
2. ［Symantec Endpoint Protection インストールプログラム］ダイアログボックスで、［Symantec Endpoint
Protection のインストール］、［Symantec Endpoint Protection Manager のインストール］の順に選択します。
3. インストールイベントのシーケンスを調べ、［次へ］をクリックして開始します。
4. ［使用許諾契約］パネルで、［使用許諾契約の条項に同意します］をクリックし、［次へ］をクリックします。
5. ［インストール先フォルダ］パネルで、デフォルトのインストール先フォルダを受け入れるか、または別のインス
トール先フォルダを指定して、［次へ］をクリックします。
6. ［インストール］をクリックします。
Symantec Endpoint Protection Manager 管理サーバーとコンソールのインストール処理が開始します。インストール
が完了したら、［次へ］をクリックします。
7. 初期インストールが完了した後、サーバーとデータベースを設定します。［次へ］をクリックします。
管理サーバー設定ウィザードが起動します。次のサイトを参照してください。

• インストール後の Symantec Endpoint Protection Manager の設定
• カスタム設定を使った Symantec Endpoint Protection Manager のインストール
詳しい情報
Symantec Endpoint Protection Manager での初期作業

インストール後の Symantec Endpoint Protection Manager の設定
管理サーバー設定ウィザードは、Symantec Endpoint Protection Manager のインストール後に自動的に開始します。必要
条件に従って管理サーバーを設定します。
管理サーバー設定ウィザードは、インストール後いつでも、スタートメニューで［すべてのプログラム］>［Symantec
Endpoint Protection Manager］>［Symantec Endpoint Protection Manager Tools］を選択して開始することもできま
す。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager のインストール
インストール後に Symantec Endpoint Protection Manager を設定する方法
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1. ［新しいインストールのデフォルト設定］を選択した状態で、［次へ］をクリックします。
デフォルト設定では、デフォルトのデータベースである Microsoft SQL Server Express が自動的にインストールされ
ます (14.3 RU1 以降)。バージョン 14.3 MPx 以前では、デフォルトのデータベースとして埋め込みデータベースがイ
ンストールされます。
2. 会社名、デフォルト管理者 admin のパスワード、電子メールアドレスを入力します。
または、詳細を追加して指定したメールサーバーを使うことができます。
3. 必要に応じて、［テスト電子メールの送信］をクリックします。
Symantec Endpoint Protection Manager は、この電子メールアカウントにパスワード回復情報とその他の重要な通知
を送信します。この電子メールを受信できない場合は、設定を続行するべきではありません。
4. テスト電子メールの受信を確認したら、［次へ］をクリックします。
14.3 MPx 以前では、インストールの一部として LiveUpdate を実行するかどうかを指定します。［次へ］をクリック
します。14.3 RU1 以降、LiveUpdate は新規インストールの一部として自動的に実行されます。
5. パートナーがシマンテックライセンスを管理する場合は、省略可能な［パートナー情報］を追加し、［次へ］をク
リックすることもできます。
6. シマンテック社に匿名データを送信するかどうかを指定し、［次へ］をクリックして、データベースの作成を開始し
ます。
データベースの作成には数分かかる場合があります。
7. データベースの作成が完了したら、［完了］をクリックして Symantec Endpoint Protection Manager の設定を完了し
ます。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールのログオン画面は、Symantec Endpoint Protection Manager を起
動するオプションにチェックマークを付けたままにすると表示されます。ログオンしたら、クライアントの配備を開
始できます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン
設定の概略は、Symantec Endpoint Protection Manager がインストールされているサーバー上の次の場所で確認できま
す。
ProgramFiles\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt

カスタム設定を使った Symantec Endpoint Protection Manager のインス
トール
Microsoft SQL Server データベースを含む Symantec Endpoint Protection Manager をインストールする場合、または複
数のサイトをインストールする場合は、管理サーバー設定ウィザードで［カスタム設定］を選択する必要があります。こ
のオプションを選択すると、追加の設定が利用可能になります。
NOTE
データベースへの接続を提供するには、Symantec Endpoint Protection Manager を動作するサーバーで SQL
Server クライアントツールをインストールする必要があります。
詳細については、次を参照してください。
SQL Server の設定について
カスタム設定で Symantec Endpoint Protection Manager をインストールする方法
1. 次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager のインストール
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2. ［管理サーバー設定ウィザード］パネルで、［新しいインストールのカスタム設定］をクリックして［次へ］をク
リックします。
コンピュータ数が 500 未満の場合は、［新しいインストールのカスタム設定］をクリックすることをお勧めします。
次のサイトを参照してください。
インストール後の Symantec Endpoint Protection Manager の設定
3. ［1 つ目のサイトをインストールする］をクリックし、［次へ］をクリックします。
次のオプションは、拡張インストール用なので、Symantec Endpoint Protection Manager の初回のインストールには
適用されません。

• ［既存のサイトに追加の管理サーバをインストールする］については、以下を参照してください。
フェールオーバーと負荷分散の設定

• ［追加サイトをインストールする］については、次を参照してください。
– サイトと複製の設定
– 複製のための 2 番目のサイトのインストール方法
– 複製のしくみ
4. この画面では、次の設定をカスタマイズできます。その後に［次へ］をクリックします。

• サイト名
• サーバー名
• ポート番号
•

ただし、Symantec Endpoint Protection Manager のデフォルトのポート設定を変更する前に、ネットワーク管理者
に連絡してください。
Symantec Endpoint Protection Manager サーバーデータフォルダの場所
Symantec Endpoint Protection Manager をインストールしたドライブの空き容量が十分でない場合は、サーバー
データフォルダを代替ドライブに再配置します。

5. データベース選択画面で、［Microsoft SQL Server データベース］をクリックし、［次へ］をクリックします。

• クライアント数が 5,000 以下のカスタム設定で［デフォルトの SQL Server Express データベース］を選択する
•
•
•

場合は、ステップ 9 に移動します。ただし、残りの手順では、Microsoft SQL Server データベースを選択すること
を前提としています。
自動データベース保守タスクを有効にする必要があるかどうかを SQL データベースの管理者に確認してくださ
い。
シマンテック社は、SQL Server と Symantec Endpoint Protection Manager を物理的に個別のサーバーでホストす
ることを推奨します。
Microsoft SQL Server のサポートされているバージョンについては、以下を参照してください。
Symantec Endpoint Protection と Endpoint Security のバージョン、システム要件、リリース日、メモ、修正

6. ［新しいデータベースを作成する］をクリックし、［次へ］をクリックします。
NOTE
既存のデータベースの使用は拡張インストールのオプションと見なされ、通常は新しいインストールに適用
されません。
7. ［ステップ 1: データベースサーバー認証］画面で、Symantec Endpoint Protection Manager の接続先の SQL Server
の詳細を入力し、［データベースに接続］をクリックします。
データベースが正常に接続されたら、［ステップ 2: 新しいデータベースの作成］セクションが利用可能になりま
す。
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8. ［ステップ 2: 新しいデータベースの作成］で、新しいデータベースを作成するための詳細を入力し、［次へ］をク
リックします。
［データベースサーバー認証］または［データベースの作成］に関する質問がある場合は、SQL Server データベー
スの管理者に連絡してください。
9. 会社名、デフォルト管理者 admin のパスワード、電子メールアドレスを入力します。
または、詳細を追加して指定したメールサーバーを使うことができます。
10. ［テスト電子メールの送信］をクリックします。テスト電子メールの受信を確認したら、［次へ］をクリックしま
す。
Symantec Endpoint Protection Manager は、この電子メールアカウントにパスワード回復情報とその他の重要な通知
を送信します。この電子メールを受信できない場合は、設定を続行するべきではありません。
11. 暗号化パスワードを作成するか、またはランダムパスワードを使うことを選択して［次へ］をクリックします。
このパスワードは、クライアントと Symantec Endpoint Protection Manager 間の通信を保護するために使わ
れ、Symantec Endpoint Protection Manager 回復ファイルに格納されます。
12. インストールの一部として LiveUpdate を実行するかどうかを指定します。新規インストールの一部として
LiveUpdate を実行すると、配備するクライアントが容易にコンテンツを入手できます。［次へ］をクリックします。
パートナーがシマンテックライセンスを管理する場合は、省略可能な［パートナー情報］を追加することもできま
す。
13. シマンテック社に匿名データを送信するかどうかを指定し、［次へ］をクリックして、データベースの作成を開始し
ます。
14. データベースを作成、初期化したら（数分かかることがあります）、［完了］をクリックします。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールのログオン画面は、Symantec Endpoint Protection Manager を起
動するオプションにチェックマークを付けたままにすると表示されます。ログオンしたら、クライアントの配備を開
始できます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン
設定の概略は、Symantec Endpoint Protection Manager がインストールされているサーバー上の次の場所で確認できま
す。
ProgramFiles\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt
詳細については、次を参照してください。
データベースの種類の選択について

Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン
Symantec Endpoint Protection Manager をインストールすると、Symantec Endpoint Protection Manager コンソールにロ
グオンすることになります。コンソールにログオンする方法は、2 つあります。
1. 管理サーバーをインストールしたコンピュータからローカルでログオンする。
管理サーバーに接続したスタンドアロンの Web ブラウザからレポート機能にアクセスすることもできます。次のサ
イトを参照してください。
スタンドアロン Web ブラウザからのレポートへのログオン
2. リモートコンソールのシステムの必要条件を満たし、管理サーバーへのネットワーク接続性のあるコンピュータから
リモートにログオンする。リモート Web コンソールまたはリモート Java コンソールにログオンできます。次のサイ
トを参照してください。
リモートからの Symantec Endpoint Protection Manager へのログオン
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セキュリティを確保するため、コンソールは最大 1 時間後にユーザーをログアウトします。この時間は短くすることが
できます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン状態を維持するためのタイムアウト期間の変更
コンソールへのローカルでのログオン
コンソールにローカルでログオンするには
1. スタートメニューで［プログラム］ > ［Symantec Endpoint Protection Manager］ > ［Symantec Endpoint
Protection Manager］に移動します。
2. Symantec Endpoint Protection Manager のログオンダイアログボックスで、インストール時に設定したユーザー名
（デフォルトは admin）とパスワードを入力します。
オプションで、利用できる場合は、［ユーザー名を記憶する］と［パスワードを記憶する］のいずれかまたはその両
方にチェックマークを付けます。次のサイトを参照してください。
［パスワードを忘れた場合］リンクを表示して、管理者が紛失したパスワードをリセットできるようにする
– PIV カードまたは CAC を使用してログオンするには、［オプション］をクリックして、［スマートカードにログ
オンする］にチェックマークをます (14.2 以降)。［ログインと PIN］メッセージに PIN 番号を入力します。次の
サイトを参照してください。
スマートカードでログオンする管理者を認証するように Symantec Endpoint Protection Manager を設定する
– 2 要素認証を使用してログオンするには、パスワードを入力して直後にトークンを入力します。トークンを省
略すると、ログオンが失敗します。Symantec VIP スマートフォンアプリを使用する場合、パスワードを入力し
て、［ログオン］をクリックした後、アプリケーションで要求を承認します。2 分以内に要求を承認しない場合、
ログオンが失敗します。次のサイトを参照してください。
Symantec VIP を使用した 2 要素認証の設定
コンソールに複数のドメインがある場合は、［オプション］をクリックしてドメイン名を入力します。次のサイトを
参照してください。 ドメインの追加
3. ［ログオン］をクリックします。
リモートからのコンソールへのログオン
リモートでログオンするには、管理サーバーがインストールされているコンピュータの IP アドレスまたはホスト名が必
要です。また、Web ブラウザのインターネットオプションで、ログオンするサーバーの内容を表示できることと、Web
ブラウザがサポートされていることも確認してください。サポート対象の Web ブラウザのリストは、以下を参照してく
ださい。
Endpoint Protection のすべてのバージョンのリリースノート、修正項目、システム要件
IP アドレスまたはホスト名を検索する方法
1. ローカルでログオンします。
2. ［ホーム］ページの［お気に入りレポート］で、［保護技術別のリスク分布］をクリックします。
3. ［保護技術別のリスク分布］ダイアログボックスの下部で、次のテキストを探します。「Symantec Endpoint
Protection Manager を http://SEPMServer:9090/symantec.html を使用して起動できます」。
NOTE
リモート コンソールをまだインストールしていない場合にインストールするに
は、#http://SEPMServer:9090/symantec.html#をクリックして指示に従います。
リモートでログオンすると、ローカルでログオンした管理者と同じタスクを実行できます。コンソールから表示できる
内容および実行できる項目は、管理者の種類によって異なります。小規模組織の管理者のほとんどは、システム管理者
としてログオンします。Microsoft Windows Server 2008 および Windows 7 では、リモートコンソールにアクセスするコ
ンピュータの管理者権限が必要で、管理者権限を使用して実行する必要があります。管理者権限を使用して起動するよう
に、コンソールアイコンまたは［スタート］メニュー項目を設定できます。
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管理者権限でリモート コンソールを起動する方法
1. Windows デスクトップで［Symantec Endpoint Protection Manager コンソール］アイコン、または［スタート］メ
ニューで［Symantec Endpoint Protection Manager コンソール］のエントリを右クリックします。
2. ［プロパティ］ > ［詳細設定］ > ［管理者として実行］または［その他］ > ［管理者として実行］をクリックしま
す。
Windows Server 2016 の場合、管理サーバーがインストールされているコンピュータのホスト名を使います。
NOTE
以前のバージョンの製品でリモート Java コンソールをインストールした場合は、新しいバージョンにアップ
グレードするときに再インストールする必要があります。 14.3 以降では、32 ビットバージョンの Windows
を実行している場合、Symantec Endpoint Protection Manager シックリモートコンソールにログオンできませ
ん。Oracle Java SE Runtime Environment は、32 ビットバージョンの Microsoft Windows をサポートしなくな
りました。 14.3 以降、リモート Web コンソールは JRE バージョン 11 を使用します。
コンソールにリモートでログオンするには
1. サポート対象の Web ブラウザを開き、アドレスボックスに次のアドレスを入力します。
http://SEPMServer:9090/
ここで、 SEPMServer は管理サーバーのホスト名または IP アドレスです。
IP アドレスには、IPv4 と IPv6 が含まれます (14.2 以降)。IPv6 アドレスは角カッコで囲む必要があります。例：
http://[SEPMServer]:9090/

2. Symantec Endpoint Protection Manager コンソールの［Web アクセス］ページで、希望するコンソールの種類をク
リックします。
［Symantec Endpoint Protection Manager Web コンソール］をクリックすると、安全な Web ページがロードされ
るので JRE (Java Runtime Environment) を使わずにリモートでログオンできます。
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［Symantec Endpoint Protection Manager コンソール］を選択する場合は、ログオンするコンピュータに JRE を
インストールして Java クライアントを実行する必要があります。インストールされていない場合は、ダウンロード
してインストールする必要があります。表示されるメッセージに従って JRE をインストールし、その他の指示にも
従います。
他のオプションはリモート管理ソリューションではありません。［Symantec Endpoint Protection Manager 証明
書］をクリックすると、管理コンソールの証明書ファイルのダウンロードを求めるメッセージが表示されます。必要
に応じて、このファイルを Web ブラウザにインポートできます。
3. ホスト名メッセージが表示されたら、［はい］をクリックします。
このメッセージは、指定したリモートコンソールの URL が Symantec Endpoint Protection Manager の証明書名と一
致していないことを示します。管理サーバーのコンピュータ名と異なる IP アドレスを指定してログオンした場合に
この問題が生じます。
Web ページのセキュリティ証明書の警告が表示されたら［このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)。］をク
リックし、自己署名証明書を追加します。
4. 画面のメッセージに従ってログオン処理を完了します。
インストールの後で最初にログオンするときは、アカウント名に admin を使います。
ログオン方法によっては、追加情報を指定する必要がある場合もあります。たとえば、コンソールに複数のドメイン
がある場合は、［オプション］をクリックし、ログオンするドメインの名前を指定します。
5. Javaベースのコンソールを使う場合は、ユーザー名とパスワードを保存するオプションがある場合があります。［ロ
グオン］をクリックします。
リモートコンソールの起動時に、1 つ、または複数のセキュリティ警告メッセージが表示される場合があります。表
示された場合、［はい］、［実行］、［開始］などを、コンソールが表示されるまでクリックします。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールで必要な自己署名証明書を受け入れることが必要な場合もありま
す。
Symantec Endpoint Protection Manager 用の自己署名されたサーバー証明書の受け入れについて
詳しい情報
リモート Symantec Endpoint Protection Manager コンソールのアクセスの認可または遮断
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン前に管理者が見るメッセージの表示

Symantec Endpoint Protection の製品ライセンスのアクティブ化または
インポート
ライセンスアクティブ化ウィザードのワークフローを使って、次のタスクを実行できます。

•
•
•
•

新しい有償ライセンスのアクティブ化
試用ライセンスの有償ライセンスへの変換
ライセンスの延長
過剰配備状態に応じて、追加の有償ライセンスをアクティブ化します。

正規代理店から受け取ったファイルまたはシリアル番号でライセンスをインポートしてアクティブ化できます。次のサイ
トを参照してください。
パートナーを検索
次の方法でライセンスアクティブ化ウィザードを起動できます。

• 製品のインストール後に表示される［始めましょう］画面
•

［ヘルプ］、［始めましょう］ページの順に移動して［始めましょう］画面にアクセスすることもできます。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールの［管理］ページ

［始めましょう］画面からライセンスをアクティブ化またはインポートする場合は、ステップ 3 にスキップできます。
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Symantec Endpoint Protection 製品ライセンスをアクティブ化またはインポートする方法
1. Symantec Endpoint Protection Manager で、［管理］ > ［ライセンス］をクリックします。
2. ［タスク］で、［ライセンスをアクティブ化する］をクリックします。

3. ［新しいライセンスをアクティブ化する］をクリックし、［次へ］をクリックします。このパネルが表示されない場
合は、次の手順に進みます。
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4. ［ライセンスのアクティブ化］パネルで、状況に合致するオプションを選択して、［次へ］をクリックします。

次の表に各オプションの説明を示します。
オプション

説明

シリアル番号がある場合

ユーザーまたは正規代理店がライセンスを購入したときに、ライセンスシリアル番号を受け取る場合があ
ります。ライセンスシリアル番号がある場合は、このオプションを選択します。
シリアル番号がある場合は、［シマンテックライセンスファイルがある場合］を選択します。
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シマンテックライセンス ほとんどの場合、シマンテックライセンスファイル (.slf ファイル) は、購入プロセスの完了後すぐに電子
ファイル（.slf）がある場 メールで Broadcom から送信されます。このファイルは通常、.zip ファイルとして通知電子メールに添付
合
されます。.slf ファイルを受信した場合は、このオプションを選択します。
Note: 製品ライセンスをアクティブ化するために使う前に、.zip ファイルから .slf ファイルを抽出する必
要があります。
Warning! .slf ファイルにはライセンスに一意の情報が含まれています。破損を避けるため、ライセンス
ファイルの内容は変更しないでください。記録のためにファイルをコピーできます。

5. 前の手順で行った選択に応じて、次のタスクのいずれかを行います。
– ［シリアル番号がある場合］を選択した場合は、シリアル番号を入力し、［提出］をクリックします。追加したラ
イセンスについての情報を見直してから、［次へ］をクリックします。
NOTE
シリアル番号があるライセンスをアクティブ化するには、インターネット接続がアクティブで Symantec
Licensing Server にアクセスできる必要があります。接続が成功すると、シマンテック社のホームページ
がロードされます。

– ［シマンテックライセンスファイル (.slf) がある場合］を選択した場合は、［ファイルの追加］をクリックしま

す。シマンテック社からの通知電子メールに添付されていた .zip ファイルから抽出した .slf ファイルを参照して選
択します。［開く］をクリックし、［次へ］をクリックします。
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6. 技術担当者、責任者、会社に関する情報を入力します。クリックして開示に関する声明を確認してから、［提出］を
クリックします。
ライセンスを購入したときにこの情報を提供した場合、このパネルは表示されません。
7. ［完了］をクリックします。
詳しい情報

• Symantec Endpoint Protection ライセンスの購入
• Symantec Endpoint Protection のライセンス交付

Symantec Endpoint Protection ライセンスの購入
次の場合にライセンスを購入する必要があります。

• 試用ライセンスが期限切れになった場合。Symantec Endpoint Protection には、使用環境に製品をインストールし、
•
•

評価できる試用ライセンスが付属しています。
現在のライセンスが期限切れになった場合。
現在のライセンスが過剰配備された場合。過剰配備とは、現在のライセンスで配備可能なクライアント数より多くの
クライアントを配備していることを意味します。

ライセンスの購入方法に応じて、製品ライセンスのシリアル番号またはシマンテックライセンスファイルのどちらかを電
子メールで受け取ります。ライセンスファイルは拡張子.slf を使います。電子メールでライセンスファイルを受信すると
きには、.zip ファイルとして電子メールに添付されます。.zip ファイルから .slf ファイルを抽出する必要があります。
ライセンスを購入または更新する方法
1. 正規代理店にお問い合わください。次のサイトを参照してください。
パートナーまたは販売代理店の検索
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールからアクセスできるコンピュータにライセンスファイルを保存しま
す。多くのユーザーは、Symantec Endpoint Protection Manager をホストするコンピュータにライセンスを保存します。
多くのユーザーはまた、ライセンスを安全に保管するために、ライセンスのコピーを別のコンピュータまたは取りはずし
可能なストレージメディアに保存します。
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WARNING
ライセンスファイルの破損を防ぐため、決してファイルの内容を開いたり、変更しないでください。ただし、
必要に応じてライセンスをコピーして保管しておくことができます。
詳しい情報
Symantec Endpoint Protection 製品ライセンスの必要条件
必要な Symantec Endpoint Protection ライセンス数
Symantec Endpoint Protection のライセンス交付

パッケージの保存を使った Symantec Endpoint Protection クライアント
のインストール
クライアントが少数の場合は、クライアントでインストールパッケージを配備、インストールする方法としてパッケージ
の保存を使います。
パッケージの保存では、サードパーティの配備ソフトウェアまたはログインスクリプトを使って手動でインストールでき
るインストールパッケージを作成します。
パッケージの保存は次のタスクで構成されます。

• 設定の選択を行い、クライアントインストールパッケージを作成します。
• Symantec Endpoint Protection Manager を実行するコンピュータのフォルダにインストールパッケージを保存しま

す。
Windows の場合、インストールパッケージは 32 ビットまたは 64 ビットのオペレーションシステムに対応します。
インストールパッケージは、1 つの setup.exe ファイル、または setup.exe ファイルを含むファイル群から構成され
ます。多くの場合、コンピュータユーザーは、1 つの setup.exe ファイルのほうが使いやすいと考えます。
NOTE
Mac と Linux クライアントインストールパッケージは .zip アーカイブファイル形式で自動的にエクスポート
されます。ファイル権限を正しく保持するには、Mac の ############などのネイティブアーカイブプログ
ラムまたは ditto コマンドを使って、アーカイブファイルを展開する必要があります。Mac の unzip コマン
ド、サードパーティアプリケーション、Windows アプリケーションを使ってこれらのオペレーティングシステ
ム用のファイルを展開できません。

パッケージの保存を使用して Symantec Endpoint Protection クライアントをインストールする方法
1. コンソールで、クライアント配備ウィザードを起動します。
2. ［ヘルプ］、［始めましょう］ページをクリックして［必須タスク］で［コンピュータにクライアントソフトウェア
をインストールします。］をクリックします。
3. クライアント配備ウィザードで、次のいずれかのタスクを実行します。

• ［新しいパッケージ配備］をクリックし、［次へ］をクリックします。パッケージの保存では、新しいインストー
•

ルパッケージのみがインストールされます。
Symantec Endpoint Protection クライアントがすでにインストールされているコンピュータの Windows または
Mac クライアント通信設定を更新する場合は、［通信の更新パッケージの配備］をクリックします。画面の指示
に従い、ステップ 4 に進みます。
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4. インストールパッケージのタイプによって異なる、利用可能なオプションから選択を行い、［次へ］をクリックしま
す。
NOTE
既存のセキュリティソフトウェアを Windows クライアントからアンインストールするには、クライアント
の配備ウィザードを開始する前に、カスタムのクライアントインストールの設定を行う必要があります。次
のサイトを参照してください。
既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールするためのクライアントパッケージの設定
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアントのインストール設定について
5. ［パッケージの保存］をクリックし、［次へ］をクリックします。
6. ［参照］をクリックして、パッケージを受け取るフォルダを指定します。
通信の更新パッケージの配備、または Mac および Linux パッケージの場合は、手順 7 に進みます。
新しい Windows パッケージの場合は、［単一の .exe ファイル (デフォルト)］または［個々のファイル (.MSI に必
要)］にチェックマークを付けます。
NOTE
サードパーティの配備プログラムのために別のファイルが必要な場合を除き、［単一の .exe ファイル］を
使います。
7. ［次へ］をクリックします。
8. 設定の概略を確認して［次へ］をクリックし、［完了］をクリックします。
9. エクスポートしたパッケージコンピュータユーザーに提供します。
エクスポートされたパッケージを、電子メールで送信するか、安全な共有ネットワークの場所に保存するか、サード
パーティプログラムを使うかのいずれかの方法で、ユーザーに提供します。
10. ユーザーがクライアントソフトウェアをダウンロードしてインストールしたことを確認します。また、クライアント
のインストール状態も確認します。
新しい Symantec Endpoint Protection のインストールでは、クライアントコンピュータは自動的に再起動または管理
者やユーザーが操作して再起動しないと Symantec Endpoint Protection Manager 内部に表示されないことがありま
す。インストールが完了すると、Mac クライアントは自動的に再起動を求めるメッセージを表示します。Linux クラ
イアントでは再起動は不要です。次のサイトを参照してください。

• Symantec Endpoint Protection Manager からのクライアントコンピュータの再起動
• クライアントの配備の状態についてのレポートの実行
詳しい情報

• クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択
• クライアント配備ウィザードを使ったクライアントのインストール方法の選択
• クライアントインストールの準備

Symantec Endpoint Protection for Mac クライアントのインストール
リモートプッシュを使えない場合や、使わない場合には、Symantec Endpoint Protection クライアントを Mac コン
ピュータに直接インストールできます。手順は、クライアントが対象外または対象下に関係なくほぼ同じです。
管理下クライアントをインストールする唯一の方法は、Symantec Endpoint Protection Manager で作成されるパッケージ
を使用することです。管理外クライアントは、クライアント/サーバーの通信設定を Mac クライアントにインポートする
ことでいつでも管理下クライアントに変換できます。
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NOTE
サードパーティ製のリモート配備ソフトウェアで使用するために Mac 用の Symantec Endpoint Protection クラ
イアントを準備するには、以下を参照してください。
Apple Remote Desktop または Casper を使用した Symantec Endpoint Protection クライアントのエクスポート
と配備
Table 17: Mac クライアントをインストールする方法
インストールファイルをダウンロー
ドした場合。

1. Mac コンピュータでその内容をフォルダに展開し、フォルダを開きます。
2. SEP_MAC を開きます。
3. Symantec Endpoint Protection.dmg を Mac コンピュータのデスクトップにコ
ピーします。
4. Symantec Endpoint Protection.dmg をダブルクリックして、仮想ディスクと
してファイルをマウントします。Symantec Endpoint Protection for Mac クライアントをイ
ンストールします。

Broadcom サポートポータルからク
ライアントインストールパッケージ
の .zip をダウンロードした場合
詳細については、以下を参照してく
ださい。
Broadcom サポート ポータル

1. ファイルを Mac コンピュータのデスクトップにコピーします。ファ
イルには、Symantec Endpoint Protection.zip または

Symantec_Endpoint_Protection_version_Mac_Client.zip という名前が

付いています。ここで、 version は製品バージョンです。
2. ［開く］ > ［アーカイブユーティリティ］の順に右クリックして、ファイルの内容を展開
します。
3. 結果のフォルダを開きます。Symantec Endpoint Protection for Mac クライアントをインス
トールします。

展開した仮想ディスクイメージやフォルダは、アプリケーションインストーラと Additional Resources というフォルダを
含んでいます。正常にインストールするには、これらの項目が両方とも同じ場所に存在する必要があります。別の場所に
インストーラをコピーする場合は、Additional Resources もコピーする必要があります。
Mac 用 Symantec Endpoint Protection クライアントをインストールするには
1. #Symantec Endpoint Protection #######をダブルクリックします。
2. インストールを開始するには、［インストール］をクリックします。
3. Symantec Endpoint Protection クライアントをインストールするのに必要なヘルパーツールをインストールするに
は、Mac の管理者ユーザー名およびパスワードを入力し、［ヘルパーのインストール］をクリックします。
4. インストール後、［続行］をクリックして、Symantec Endpoint Protection クライアントの設定を終了します。
5. Symantec Endpoint Protection クライアントを設定するには、以下の手順に従います。
Symantec Endpoint Protection シス
テム拡張を許可します。

［セキュリティとプライバシー］ダイアログボックスの［全般］タブの「アプリケーション
"Symantec Endpoint Protection" からのシステムソフトウェアのロードがブロックされまし
た」で、［許可］をクリックします。
必要に応じて、ロックアイコンをクリックして変更を行います。
Symantec Endpoint Protection が完全に機能するためには、システム拡張を認証する必要があ
ります。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection for macOS 10.15 以降でのシステム拡張の認証について

ディスクへのフルアクセスを許可し
ます。

［セキュリティとプライバシー］ダイアログボックスの［プライバシー］タブ
で、［Symantec System Extension （Symantec システム拡張）］が、Mac デバイスのすべ
てのユーザーのデータと管理設定にアクセスできることを確認します。
必要に応じて、ロックアイコンをクリックして変更を行います。

ネットワークプロファイルへの変更
を許可します。

Symantec Endpoint Protection でネットワークコンテンツをフィルタするかどうかを確認す
るメッセージが表示されたら、［許可］をクリックします。
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6. ［完了］をクリックします。

Symantec Endpoint Protection for macOS 10.15 以降でのシステム拡張の認証について
macOS 10.15 以降のセキュリティ機能として、システム拡張の認証が必要になります。Symantec Endpoint Protection
が完全に機能するためには、システム拡張を認証する必要があります。
Symantec Endpoint Protection のシステム拡張を認証するには、Symantec Endpoint Protection クライアントの設定中
に、［セキュリティとプライバシー］ダイアログボックスの［全般］タブの「アプリケーション "Symantec Endpoint
Protection" からのシステムソフトウェアのロードがブロックされました」で、［許可］をクリックします。
詳細については、次を参照してください。
Mac 用 Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール

Mac 用 Symantec Endpoint Protection クライアント配備時のカーネル拡張の承認管理
Mac 用 Symantec Endpoint Protection を大量配備する場合、追加の手順を実行して、カーネル拡張が承認されているこ
とを確認しなければならない場合があります。この必要条件は macOS 10.13 (High Sierra) から適用されます。このオペ
レーティングシステムではローカルコンピュータで承認を行う必要があります。カーネル拡張はリモートアクセスを通じ
て承認できず、事前設定のディスクイメージを通じてカーネル承認を保存することもできません。
カーネル拡張が Mac で正しく承認されていることを確認するには、次のいずれかを実行します。

• Mac ユーザーに必要な拡張の承認を指示します。ユーザーは、管理者権限を持たない場合も、［セキュリティとプラ
•
•

•

イバシー］の環境設定ペインを通してカーネル拡張を承認できます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection for macOS 10.13 以降でのカーネル拡張の認証について
モバイルデバイス管理 (MDM) ソリューションに Mac を登録します。このソリューションを使用して積極的に Mac を
管理するかに関わらず、この登録により、カーネル拡張承認は macOS 10.13 より前の従来の実行方法に戻ります。
macOS 10.13.2 以降では、チーム識別子を使用して、Mobile Device Management (MDM) からカーネル拡張を認証で
きます。macOS で Symantec Endpoint Protection のカーネル拡張を認証するには、チーム識別子 9PTGMPNXZ2 を使用
します。このチーム識別子を使用する方法については、MDM スイートのマニュアルを参照してください。
NOTE
Mac 14.3 用の Symantec Endpoint Protection クライアントから、チーム識別子は Y2CCP3S9W7、システム拡
張名は com.broadcom.mes.systemextension になりました。
NetBoot、NetInstall、または NetRestore を使用する場合は、次のコマンドを使用して、配備用にディスクイメージ
を準備します。
spctl kext-consent add 9PTGMPNXZ2

このコマンドは Symantec チーム識別子を使用し、Mac 上の Symantec カーネル拡張を事前承認します。
このコマンドによって設定されたチーム識別子は非揮発性ランダムアクセスメモリ (NVRAM) に保存され、Mac の
電源がオフになっても維持されます。NVRAM をリセットすると、カーネル拡張は再承認を要求します。ユーザーが
［セキュリティとプライバシー］ペインからカーネル拡張を承認した場合も、再承認は必要ありません。
カーネル拡張のロードについて詳しくは、次の Apple のマニュアルを参照してください。
macOS High Sierra のカーネル機能拡張の変更点について準備を進める

Symantec Linux エージェントまたは Linux 用 Symantec Endpoint Protection クラ
イアントのインストール
(14.3 RU1 以降の場合)
Linux デバイスに Symantec Linux エージェントを直接インストールします。Linux エージェントを Symantec Endpoint
Protection Manager からリモートで配備することはできません。
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Symantec Linux エージェントをインストールするには、Symantec Endpoint Protection Manager でインストール パッ
ケージを作成し、インストール パッケージを Linux デバイスに転送してから、インストーラを実行します。インストー
ラは、新しいエージェントを設定し、それを Symantec Endpoint Protection Manager に登録します。
NOTE
Symantec Linux エージェント 14.3 RU1 以降は、管理外クライアントとして実行できません。すべての管理タ
スクは、Symantec Endpoint Protection Manager またはクラウド コンソールで実行する必要があります。
14.3 RU1 以降の場合： Symantec Linux エージェントをインストールする方法
1. Symantec Endpoint Protection Manager で、インストールパッケージを作成してダウンロードします。
2. ネットワーク共有、USB デバイス、または他の共有できる場所にパッケージを配置します。
Linux エージェントをインストールするデバイスが隔離されたネットワークにあるか、インターネットにアクセスで
きない場合は、ローカル リポジトリを設定します。次のサイトを参照してください。
ローカル リポジトリの作成
3. 以下のいずれかの方法で Linux エージェントをインストールします。
パッケージを Linux デバイスに
転送した場合

1. フォルダの場所に移動し、以下のコマンドを実行して LinuxInstaller ファイルを実行可能にし
ます。

chmod u+x LinuxInstaller

2. 以下のコマンドを実行してエージェントをインストールします。

./LinuxInstaller

ローカル リポジトリを設定した 1. 以下のコマンドを実行します。
場合
./LinuxInstaller – --local-repo <LOCAL Repository URL>
次に例を示します。

./LinuxInstaller – --local-repo https://your-domain.com/
sep_linux_agent/14_3RU3

root としてコマンドを実行する必要があります。
インストールオプションのリストを表示するには、./LinuxInstaller -h を実行します。
4. インストールを検証するには、/usr/lib/symantec に移動し、./status.sh を実行して、モジュールがロード済
みでデーモンが実行されていることを確認します。
./status.sh
Symantec Agent for Linux Version: 14.3.450.1000
Checking Symantec Agent for Linux (SEPM) status..
Daemon status:
cafagent running
sisamdagent running
sisidsagent running
sisipsagent running
Module status:
sisevt loaded
sisap loaded
communication status はクラウド管理のクライアントでのみ利用可能です。
14.3 MP1 以前の場合
管理外または管理下の Symantec Endpoint Protection クライアントを直接 Linux コンピュータにインストールしま
す。Linux クライアントを Symantec Endpoint Protection Manager からリモートで配備することはできません。インス
トールの手順は、クライアントが対象外または対象下に関係なくほぼ同じです。
管理下クライアントは、Symantec Endpoint Protection Manager で作成するインストールパッケージを使ってのみインス
トールできます。管理外クライアントは、クライアント/サーバーの通信設定を Linux クライアントにインポートするこ
とでいつでも管理下クライアントに変換できます。
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Linux オペレーティングシステムのカーネルがコンパイル済み自動保護カーネルモジュールと互換性がない場合、インス
トーラは互換性のある自動保護カーネルモジュールのコンパイルを試みます。自動コンパイルプロセスは、必要に応じて
自動的に起動します。ただし、インストーラは互換性のある自動保護カーネルモジュールをコンパイルできないことがあ
ります。その場合、自動保護はインストールされますが、無効になります。 詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection でサポートされる Linux のカーネル
NOTE
Linux コンピュータで Symantec Endpoint Protection クライアントをインストールするにはスーパーユーザーの
権限が必要です。この手順では、sudo を使って権限の昇格を説明します。
14.3 MP1 以前の場合： Linux 用 Symantec Endpoint Protection クライアントをインストールする方法
1. 作成したインストールパッケージを Linux コンピュータにコピーします。パッケージは .zip ファイルです。
2. Linux コンピュータで、ターミナルアプリケーションウィンドウを開きます。
3. 次のコマンドを使ってインストールディレクトリに移動します。
cd /directory/
ここで、 directory は .zip ファイルをコピーしたディレクトの名前です。
4. 次のコマンドを使って、.zip ファイルの内容を tmp というディレクトリに抽出します。
unzip "InstallPackage" -d sepfiles
ここで、InstallPackage は .zip ファイルの完全名、sepfiles は抽出処理によりインストールファイルが配置さ
れるデスティネーションフォルダを表します。
デスティネーションフォルダが存在しない場合は、抽出処理によって作成されます。
5. 次のコマンドを使って sepfiles に移動します。
cd sepfiles
6. install.sh の実行ファイルの権限を正しく設定するには、次のコマンドを使います。
chmod u+x install.sh
7. 次のコマンドで、組み込みスクリプトを使って Symantec Endpoint Protection をインストールします。
sudo ./install.sh -i
パスワードの入力を求めるメッセージが表示されたらパスワードを入力します。
このスクリプトは Symantec Endpoint Protection コンポーネントのインストールを開始します。デフォルトのインス
トールディレクトリは次のとおりです:
/opt/Symantec/symantec_antivirus
ライブアップデートのデフォルトの作業ディレクトリは次のとおりです。
/opt/Symantec/LiveUpdate/tmp
コマンドプロンプトが返されるとインストールの完了です。インストールを完了するためにコンピュータを再起動す
る必要はありません。
14.3 MP1 以前の場合
クライアントインストールを検証するには、Symantec Endpoint Protection の黄色のシールドをクリックまたは右クリッ
クし、［Symantec Endpoint Protection を開く］をクリックします。黄色のシールドの位置は Linux のバージョンに
よって異なります。クライアントユーザーインターフェースにプログラムバージョン、ウイルス定義、サーバー接続状
態、管理に関する情報が表示されます。
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詳しい情報

•
•
•
•
•

Symantec Endpoint Protection for Linux クライアントの自動コンパイルについて
Linux クライアントの GUI について
Linux クライアントへのクライアントとサーバーの通信設定のインポート
クライアントインストールの準備
Redhat ベースのディストリビューションの Symantec Endpoint Protection 14.x のインストール

Linux エージェントを始めましょう
Symantec Endpoint Protection Manager 管理者によって Linux エージェントの設定が許可されていることがあります。
Table 18: Linux エージェントを開始する手順（14.3 RU1 以降の場合）
手順

タスク

説明

1

Symantec Agent for Linux を
インストールします。

管理者から管理下クライアント用のインストールパッケージが提供されるか、インス
トールパッケージをダウンロードするためのリンクが電子メールで送信されます。次の
サイトを参照してください。
Symantec Linux エージェントまたは Linux 用 Symantec Endpoint Protection クライアン
トのインストール

2

Linux エージェントが
Symantec Endpoint Protection Manager またはクラウドコンソールとの接続を確認する
Symantec Endpoint Protection には、以下のコマンドを実行します。
Manager またはクラウドコン /usr/lib/symantec/status.sh
ソールと通信していることを
確認します。

手順 3

Auto-Protect が動作している
ことを確認します。

手順 4

定義が最新であることを確認
します。

Auto-Protect の状態を確認するには、次のコマンドを実行します。
cat /proc/sisap/status
LiveUpdate 定義は次の場所にあります。
/opt/Symantec/sdcssagent/AMD/sef/definitions/

Table 19: Linux クライアントを開始する手順 (14.3 MP1 以前)
手順

タスク

説明

1

Linux クライアントをインス
トールします。

Symantec Endpoint Protection Manager 管理者から管理下クライアント用のインストー
ルパッケージが提供されるか、インストールパッケージをダウンロードするためのリン
クが電子メールで送信されます。
Symantec Endpoint Protection Manager と通信しない管理外クライアントをアンインス
トールすることもできます。一次コンピュータのユーザーは、クライアントコンピュー
タの管理、ソフトウェアの更新、定義の更新を行う必要があります。管理外クライアン
トを管理下クライアントに変換できます。次のサイトを参照してください。
Symantec Linux エージェントまたは Linux 用 Symantec Endpoint Protection クライアン
トのインストール

2

Linux クライアントが
Symantec Endpoint Protection
Manager と通信していること
を確認します。

Symantec Endpoint Protection のシールドをダブルクリックします。クライアン
トが Symantec Endpoint Protection Manager と正常に通信している場合は、［管
理］の［サーバー］の横にサーバー情報が表示されます。［オフライン］と表示される
場合は、Symantec Endpoint Protection Manager 管理者に連絡してください。
［自己管理］と表示される場合は、クライアントが管理外です。
シールドアイコンは管理状態と通信状態を両方とも示します。
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手順

タスク

手順 3

Auto-Protect が動作している
ことを確認します。

手順 4

定義が最新であることを確認
します。

手順 5

スキャンを実行します。

説明
Symantec Endpoint Protection のシールドをダブルクリックします。［状態］の［自動
保護］の横に Auto-Protect の状態が表示されます。
次のコマンドラインインターフェースで Auto-Protect の状態を確認することもできま
す。
sav info -a

インストールが完了すると、LiveUpdate が自動的に起動します。Symantec Endpoint
Protection シールドをダブルクリックしたときに、定義が更新されていることを確認で
きます。［定義］に定義日が表示されます。デフォルトでは、LiveUpdate for the Linux
クライアントは 4 時間おきに実行されます。
定義が最新でない可能性がある場合は、［LiveUpdate］をクリックして LiveUpdate
manually を手動で実行できます。次のコマンドラインインターフェースを使って
LiveUpdate を実行することもできます。
sav liveupdate -u

デフォルトでは、管理下の Linux クライアントは、毎日午前 12 時 30 分にすべてのファ
イルとフォルダをスキャンします。ただし、以下のコマンドラインインターフェースを
使って手動スキャンを開始できます。
sav manualscan -s <パス名>
Note: 手動スキャンを開始するコマンドを実行するには、スーパーユーザーの権限が必
要です。

詳しい情報
Symantec Endpoint Protection for Linux によく寄せられる質問（SEP for Linux FAQ）

Symantec Endpoint Protection client for Linux の自動コンパイルについて
14.3 MP1 以前の場合
オペレーティングシステムカーネルが事前コンパイルされた Auto-Protect カーネルモジュールと互換性がない場
合、Symantec Endpoint Protection for Linux インストーラは Auto-Protect カーネルモジュールを自動コンパイルします。
インストールプロセスの終了間際にクライアントインストーラがアクティブな Auto-Protect モジュールを検出しない場
合、自動コンパイラを起動し、互換性のあるモジュールをコンパイルします。
以前は、Linux コンピュータのオペレーティングシステムがサポート対象のカーネルを実行したときに Auto-Protect のみ
が機能しました。または、Auto-Protect カーネルモジュールを手動でコンパイルできます。
前提条件
自動コンパイルが機能するように、次の開発ツールが Linux クライアントコンピュータ上にある必要があります。

•
•
•
•
•

kernel-devel
kernel-source
linux-headers
build-essentials
"開発ツール"

Symantec Endpoint Protection カーネルモジュールは、ソースが変更された Linux カーネル上で正常にコンパイルを行わ
ない場合があります。そのような Linux カーネルはこの機能でサポートされません。
自動コンパイルの使用
自動コンパイルは必要に応じてインストール時に自動的に起動します。自動コンパイルを起動するための操作は不要で
す。
自動コンパイルプロセスが正常に完了すると、ターミナルウィンドウに以下が表示されます。
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ソースコードからのビルド Auto-Protect カーネルモジュールが正常に実行されました
自動コンパイルプロセスで作成される symap および symev のカスタムドライバではファイル名に custom が含まれま
す。ファイル sepfl-install.log も自動コンパイルが正常に実行されたことを確認します。このファイルはデフォル
トで ~/ に保存されます。
自動コンパイルプロセスが失敗すると、Auto-Protect はインストールしますが、無効のままになります。ターミナルウィ
ンドウには次のようなメッセージが表示されます。
ソースコードからのビルド Auto-Protect カーネルモジュールが次のエラーで失敗しました: Number
Number はさまざまなエラーコードの番号を示します。受信するエラーコードについて詳細は、コンパイラのマニュアル
を参照してください。

Linux クライアントのグラフィカル ユーザ インターフェースについて
14.3 MP1 以前の場合
NOTE
Symantec Agent for Linux 14.3 RU1 には、グラフィカルユーザーインターフェースがありません。
お使いの Linux コンピュータにグラフィカルユーザーインターフェース (GUI) が組み込まれている場合、Symantec
Endpoint Protection for Linux クライアントの状態トレイには黄色のシールド通知領域アイコンが表示されます。このア
イコンは、クライアントが管理サーバーに接続されているかどうか、および保護状態に関する情報を示します。
ほとんどの管理タスクはコマンドラインインターフェースを使って実行します。ただし、次のタスクを実行する場合
は、Symantec Endpoint Protection クライアントの GUI を使うことができます。

• 製品のバージョンとウイルス定義に関する情報を確認する。
• Auto-Protect が有効かどうかや、定時スキャンまたは手動スキャンの状態など、クライアントの保護状態を確認す
る。

• LiveUpdate を実行して最新のウイルス定義と製品の更新を取得する。
• クライアントが管理外であるのか、それとも管理下であるのかに関する情報を取得し、Symantec Endpoint Protection
Manager に接続して最新のポリシーを受信する。

これらのタスクはコマンドラインから実行することもできます。
Table 20: Symantec Endpoint Protection for Linux クライアントの状態アイコン
アイ
コン

説明
クライアントは管理外で、正しく機能しています。アイコンは何も付いていない黄色のシールドです。
クライアントは管理下で、正しく機能し、Symantec Endpoint Protection Manager と正常に通信します。アイコンは緑のドッ
トが付いた黄色のシールドです。
クライアントは管理下で、正しく機能していますが、Symantec Endpoint Protection Manager と正常に通信しません。アイコ
ンは中に黒い感嘆符のある明るい黄色のドットが付いた黄色のシールドです。
Auto-Protect、リアルタイムスキャンサービス (rtvscand)、クライアント管理サービス (smcd) などのコンポーネントが無効で
あるため、クライアントは正しく機能できません。アイコンは中央に赤い斜線のある赤く縁取られた白いドット付きの黄色の
シールドです。

詳しい情報
Linux クライアントを始めましょう
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リモートプッシュを使った Symantec Endpoint Protection クライアント
のインストール
リモートプッシュは IP アドレスまたはコンピュータ名を使って、指定したコンピュータにクライアントソフトウェアを
プッシュ型で転送します。パッケージが対象コンピュータにコピーされると、パッケージが自動的にインストールされま
す。コンピュータユーザーはインストールを開始する必要がありません。また、管理者権限も不要です。
リモートプッシュは次のタスクで構成されます。

• 既存のインストールパッケージを選択するか、新しいインストールパッケージを作成するか、または通信設定を更新
•
•

するパッケージを作成します。
新しいインストールパッケージの場合は、インストールパッケージを設定し、作成します。
ネットワークで Symantec Endpoint Protection Manager からパッケージを受け取るコンピュータを指定します。
リモートプッシュは、IP 番号または範囲を指定した特定のコンピュータ、またはネットワークを参照すると表示され
るすべてのコンピュータを検索します。
NOTE
［ネットワークの参照］タブで Mac クライアントにクライアントインストールパッケージをプッシュ型転
送するには、Symantec Endpoint Protection Manager サーバーで Bonjour サービスをインストールする必要
があります。次の記事を参照してください。
Bonjour サービスを Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.5 にインストールする
Bonjour サービスは IPv6 ネットワークをサポートしません。IPv6 ネットワークのみ有効になっている Mac
は、［ネットワークの参照］に表示できません。
IPv6 ネットワークは 14.2 以降サポートされます。

• Symantec Endpoint Protection Manager は指定したコンピュータにクライアントソフトウェアをプッシュします。
パッケージが対象コンピュータに正常にコピーされるとインストールが自動的に開始します。
NOTE
リモートプッシュを使って Linux クライアントをインストールすることはできません。
リモート プッシュを使用して Symantec Endpoint Protection クライアントをインストールする方法
1. コンソールで、クライアント配備ウィザードを起動します。
［ヘルプ］、［始めましょう］ページをクリックして［必須タスク］で［コンピュータにクライアントソフトウェア
をインストールします。］をクリックします。
2. クライアント配備ウィザードで、次のいずれかのタスクを実行します。

• ［新しいパッケージ配備］をクリックして新しいインストールパッケージを作成し、［次へ］をクリックします。
• 前に作成されたパッケージを使う場合は［既存のパッケージ配備］をクリックし、［参照］をクリックしてインス

•

トールするパッケージを特定します。
クライアント配備ウィザードでパッケージをアップロードし、［コンピュータの選択］パネル (ステップ 5) に移
動します。
［通信の更新パッケージの配備］で、Symantec Endpoint Protection クライアントがすでにインストールされてい
るコンピュータの Windows または Mac クライアント通信設定を更新するかどうかを選択します。画面の指示に
従い、ステップ 4 に進みます。
管理外クライアントを管理下クライアントに変換するには、このオプションを使います。

詳細については、次を参照してください。
［通信の更新パッケージの配備］を使ったクライアントサーバー通信の復元
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3. 新規パッケージの場合は、［グループとインストール機能セットの選択］パネルで利用可能なオプションから選択を
行います。このオプションはインストールパッケージのタイプによって異なります。［次へ］をクリックします。
NOTE
既存のセキュリティソフトウェアを Windows クライアントからアンインストールするには、クライアント
配備ウィザードを開始する前に、カスタムのクライアントインストールの設定を行う必要があります。ま
た、この機能を有効にするように設定された既存のクライアントインストールパッケージを使うこともでき
ます。次のサイトを参照してください。
既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールするためのクライアントパッケージの設定
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアントのインストール設定について
4. ［リモートプッシュ］をクリックし、［次へ］をクリックします。
5. ［コンピュータの選択］パネルで、次のいずれかの方法を使ってソフトウェアを受け取るコンピュータを特定しま
す。

• ネットワークでコンピュータを参照するには、［ネットワークの参照］をクリックします。
• IP アドレスまたはコンピュータ名でコンピュータを検索するには、［ネットワークの検索］をクリックし
て、［コンピュータの検索］をクリックします。

タイムアウト値を設定して、サーバーが検索に費やす時間を制限できます。
6. ［> >］をクリックしてコンピュータをリストに追加し、ウィザードで要求された場合にはドメインまたはワークグ
ループで認証します。
リモートプッシュインストールには、システム特権が必要です。クライアントコンピュータが Active Directory ドメ
インの一部である場合は、ドメイン管理者アカウントを使ってください。
7. ［次へ］をクリックしてから［送信］をクリックして、選択したコンピュータにクライアントソフトウェアをプッ
シュ型転送します。
［配備の概略］パネルに配備が成功したことが表示されると、インストールはクライアントコンピュータで自動的に
開始します。
インストールが完了するまでに数分かかります。
8. ［次へ］をクリックし、［完了］をクリックします。
9. ［クライアント］ページで、インストールされたクライアントの状態を確認します。
新しい Symantec Endpoint Protection のインストールでは、クライアントコンピュータは自動的に再起動または管理
者やユーザーが操作して再起動しないと Symantec Endpoint Protection Manager 内部に表示されないことがありま
す。次のサイトを参照してください。

• Symantec Endpoint Protection Manager からのクライアントコンピュータの再起動
• クライアントの配備の状態についてのレポートの実行
NOTE
クライアントインストールパッケージをリモートで Mac クライアントにインストールしたら、クライアントコ
ンピュータでカーネル拡張が認証されていることを確認する必要があります。カーネル拡張の認証は Symantec
Endpoint Protection が完全に機能するために必要で、リモートプッシュでは認証が必要な場合でも確認画面が
表示されません。Mac で、［セキュリティとプライバシー］システム環境設定を確認し、［許可する］をク
リックします。
詳しい情報
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•
•
•
•

クライアントインストールの準備
リモート配備用 Windows と Mac コンピュータの準備
クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択
クライアント配備ウィザードを使ったクライアントのインストール方法の選択

Web リンクと電子メールを使った Symantec Endpoint Protection クライ
アントのインストール
Web リンクと電子メールオプションではインストールパッケージとインストールパッケージの URL を作成します。ユー
ザーはパッケージをダウンロードして Symantec Endpoint Protection クライアントをインストールするための URL を電
子メールで受け取ります。パッケージをインストールするには、管理者権限が必要です。
Web リンクと電子メールは次のタスクで構成されます。

• クライアントインストールパッケージの選択、設定、作成を行います。

•

Windows、Mac、Linux のクライアントインストールパッケージの設定に表示されるオプションから選択します。す
べてのクライアントインストールパッケージは、Symantec Endpoint Protection Manager を動作するコンピュータ上
に保管されます。
Symantec Endpoint Protection Manager からの電子メールにより、クライアントインストールパッケージをダウン
ロードできることがコンピュータユーザーに通知されます。
インストールパッケージのダウンロードとインストールの手順が記載された電子メールメッセージを受信するユー
ザーの一覧を提供します。ユーザーは、クライアントソフトウェアをインストールする手順に従います。
NOTE
Mac と Linux クライアントインストールパッケージは .zip アーカイブファイル形式で自動的にエクスポート
されます。ファイル権限を正しく保持するには、Mac の ############などのネイティブアーカイブプログ
ラムまたは ditto コマンドを使って、アーカイブファイルを展開する必要があります。Mac の unzip コマン
ド、サードパーティアプリケーション、Windows アプリケーションを使ってこれらのオペレーティングシステ
ム用のファイルを展開できません。

Web リンクと電子メールを使う前に、管理サーバーからメールサーバーへの接続を正しく設定する必要があります。次
のサイトを参照してください。
管理サーバーと電子メールサーバー間の通信の確立
Web リンクと電子メールを使用して Symantec Endpoint Protection クライアントをインストールする方法
1. コンソールで、クライアント配備ウィザードを起動します。
［ヘルプ］、［始めましょう］ページをクリックして［必須タスク］で［コンピュータにクライアントソフトウェア
をインストールします。］をクリックします。
2. クライアント配備ウィザードで［新しいパッケージ配備］をクリックして［次へ］をクリックします。Web リンクと
電子メールでは、新しいインストールパッケージのみが送信されます。
3. インストールパッケージのタイプによって異なる、利用可能なオプションから選択を行い、［次へ］をクリックしま
す。
NOTE
既存のセキュリティソフトウェアを Windows クライアントからアンインストールするには、クライアント
の配備ウィザードを開始する前に、カスタムのクライアントインストールの設定を行う必要があります。次
のサイトを参照してください。
既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールするためのクライアントパッケージの設定
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアントのインストール設定について
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4. ［Web リンクと電子メール］をクリックして、［次へ］をクリックします。
5. ［電子メールの受信者とメッセージ］パネルで電子メールの受信者と件名を指定します。
複数の電子メールの受信者を指定するには、各電子メールアドレスの後にカンマを入力します。管理コンソールのシ
ステム管理者は、自動的にメッセージのコピーを受け取ります。
電子メールのデフォルトの件名と本文を受け入れるか、またはテキストを編集します。URL をコピーして、イントラ
ネットページなど、便利で安全なオンラインの場所にポストすることもできます。
6. パッケージを作成し、リンクを電子メールで配布するには、［次へ］をクリックし、［完了］をクリックします。
7. コンピュータユーザーが電子メールメッセージを受信し、クライアントソフトウェアをインストールしていることを
確認します。
クライアントコンピュータは、自動的に再起動または管理者やユーザーが操作して再起動しないと Symantec
Endpoint Protection Manager 内部に表示されないことがあります。インストールが完了すると、Mac クライアントは
自動的に再起動を求めるメッセージを表示します。Linux クライアントでは再起動は不要です。次のサイトを参照し
てください。

• Symantec Endpoint Protection Manager からのクライアントコンピュータの再起動
• クライアントの配備の状態についてのレポートの実行
詳しい情報

• クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択
• クライアント配備ウィザードを使ったクライアントのインストール方法の選択
• クライアントインストールの準備

管理サーバーのインストール後に実行するタスク
以下の表に、製品をインストールして設定した後に、クライアント コンピュータの保護レベルが適切かどうかを評価す
るために実行するタスクを示します。これらのタスクを週単位ベースまたは月単位ベースで定期的に実行し続けます。
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Table 21: インストール後に実行するタスク
処理

説明

ウイルスとスパイウェア
の保護ポリシーを修正す
る

次のデフォルトスキャン設定を変更します。
• サーバーのグループを作成したら、定時スキャンの時間を、ほとんどのユーザーがオフラインである
時刻に変更します。次のサイトを参照してください。
Windows コンピュータで実行される定時スキャンの設定
• Auto-Protect でリスク追跡を有効にします。次のサイトを参照してください。
詳しくは、記事「What is Risk Tracer?」を参照してください。
リスク追跡には次の前提条件があります。
– ネットワーク脅威防止が有効になっている。次のサイトを参照してください。
コンソールを使った、クライアントコンピュータでのコマンドの実行
– Windows のファイルとプリンタの共有が有効になっている。
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ

リモートコンピュータグ
ループとサーバーグルー
プのファイアウォールポ
リシーを修正する

• オフサイトの場所に対して次のデフォルトのファイアウォールルールを有効にして、リモートコン

スキャンからアプリケー
ションとファイルを除外
する

クライアントが特定のフォルダやファイルをスキャンしないように設定して、パフォーマンスを向上させ
ることができます。
たとえば、クライアントは定時スキャンの実行のたびにメールサーバーディレクトリをスキャンします。
メールサーバープログラムファイルとディレクトリを、スキャンから除外してください。
詳細については、以下の記事を参照してください。
About the automatic exclusion of files and folders for Microsoft Exchange server and Symantec products
(Microsoft Exchange Server およびシマンテック製品のファイルとフォルダの自動除外について)
スキャンした場合に問題が発生することがわかっているフォルダとファイルを除外することで、パフォー
マンスを改善できます。たとえば、Symantec Endpoint Protection では Microsoft SQL Server 固有のファ
イルをスキャンしないようにする必要があります。SQL Server データベースファイルを格納するフォル
ダのスキャンを防ぐ例外を追加してください。これらの例外によってパフォーマンスが向上し、Microsoft
SQL Server でファイルを使う必要があるときに破損したファイルやロックされているファイルを回避で
きます。
詳細については、以下のナレッジ ベース記事を参照してください。
集中例外を使用して MS SQL のファイルとフォルダを除外する方法
また、スキャンから誤検知を除外する必要があります。
拡張子で Windows コンピュータの Auto-Protect のスキャンからファイルを除外することもできます。次
のサイトを参照してください。
• ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成
• Windows クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ
• Mac クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ

定時スキャンの後にク
イックレポートと定時レ
ポートを実行する

クイックレポートと定時レポートを実行し、クライアントコンピュータが適切なセキュリティレベルを備
えているかどうかを確認します。次のサイトを参照してください。
• Symantec Endpoint Protection Manager のレポートの種類について
• クイックレポートの実行とカスタマイズ
• 定時レポートの実行方法

ピュータのセキュリティを向上させます。
– 外部コンピュータへのローカルファイル共有を遮断する
– リモート管理の遮断
• ファイアウォールルール［ローカルコンピュータからのローカルファイル共有を許可する］を有効に
することで、サーバーグループのセキュリティを低下させます。このファイアウォールルールはロー
カルトラフィックのみを許可します。
詳細については、次を参照してください。
• ファイアウォールルールのカスタマイズ
• リモートクライアントの場所の管理

74

処理

説明

定時スキャンが正常に行
われ、クライアントが予
期したとおり動作してい
ることを検査して確認す
る

クライアントコンピュータのモニタ、ログ、ステータスを調べて、各グループの保護レベルが適切である
ことを確認します。次のサイトを参照してください。
エンドポイント保護の監視

コンテンツストレージの
評価とクライアント通信
の帯域幅の必要条件

Symantec Endpoint Protection Manager では、最新の製品版と増分デルタのみが保存されます。この方法
ではほとんどの場合にクライアントはパッケージ全体ではなく差分をダウンロードします。クライアント
がかなり古い (3 カ月を超える) まれな場合にのみ必要な最新コンテンツの完全版をダウンロードします。
次のサイトを参照してください。
クライアント上のコンテンツと定義を更新する方法
環境でネットワーク帯域幅を正確に制御する必要がある場合はクライアント通信を調整することもできま
す。詳細については、以下の記事を参照してください。
Symantec Endpoint Protection クライアント通信の帯域幅制御
必要なストレージと帯域幅の計算の詳細については、以下を参照してください。
Symantec Endpoint Protection のサイジングおよび拡張性のベストプラクティスのホワイトペーパー

新種のリスクが検出され
たときの単一のリスクア
ウトブレークについての
通知を設定する

［単一リスクイベント］に対する通知を作成し、［リスクアウトブレーク］に対する通知を変更します。
シマンテック社では、これらの通知のために、次の処理を推奨します。
1. ［リスクの重大度］を［カテゴリ 1 (極低レベル) 以上］に変更し、Cookie による追跡に関する電子
メールを受信しないようにします。
2. ［ダンパー］の設定は［自動］のままにします。
通知は、セキュリティで保護された環境を維持するうえで重要であり、時間の節約も可能です。次のサ
イトを参照してください。
• 管理者通知の設定
• 通知の管理

詳しい情報

• Symantec Endpoint Protection での初期作業
• Symantec Endpoint Protection でエンタープライズ環境を保護するために推奨されるベスト プラクティス

Symantec Endpoint Protection の通信ポート
Symantec Endpoint Protection Manager を実行するコンピュータと Symantec Endpoint Protection クライアントがサード
パーティ製のファイアウォールソフトウェアやハードウェアも実行する場合は、特定のポートを開く必要があります。こ
れらのポートは、リモート配備や、管理サーバーとクライアント間の通信で利用します。ポートを開く手順やアプリケー
ションでポートを使えるようにする手順については、ファイアウォールの製品マニュアルを参照してください。
デフォルトで、Symantec Endpoint Protection のファイアウォールコンポーネントはこれらのポートのトラフィックを許
可します。
WARNING
Symantec Endpoint Protection クライアントのファイアウォールは、初期インストールではデフォルトでコン
ピュータが再起動するまで無効になっています。ファイアウォールによる保護を確実にするため、ソフトウェ
アがインストールされてクライアントが再起動されるまで、Windows ファイアウォールをクライアントで有効
にしたままにします。Symantec Endpoint Protection クライアントのファイアウォールによって、コンピュータ
の再起動時に Windows ファイアウォールが自動的に無効化されます。
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Table 22: クライアントとサーバーのインストールと通信に必要なポート
プロトコル
とポート番号

用途

応答準備プロセス

説明

適用可能な
バージョン

TCP 139、445 Symantec Endpoint Protection
svchost.exe
Manager から Windows コンピュー
UDP
タへのプッシュ配備
137、138

• Symantec Endpoint Protection

すべて

TCP 22

• Symantec Endpoint Protection

すべて

Symantec Endpoint Protection
launchd
Manager から Mac コンピュータへ
のプッシュ配備

TCP 2967

グループ更新プロバイダ
ccSvcHst.exe
（GUP）Web キャッシュプロキシ
機能

TCP 2968

Web とクラウドのアクセス保護 ク ccSvcHst.exe
ライアント認証

TCP 2638

自動的にインストールされたデー
タベースと Symantec Endpoint
Protection Manager との通信

• sqlserver.exe (SQL

•

Server Express デー
タベース、14.3 RU1
以降)
dbsrv16.exe (埋め込
みデータベース、14.3
MP1 以前)

Manager によって開始
（clientremote.exe）
• 設定不可
TCP エフェメラルポートも使います。
Manager によって開始
（clientremote.exe）
設定不可

•
• Symantec Endpoint Protection クラ すべて
イアントによって開始
設定可能

•
• Symantec Endpoint Protection クラ 14.2 以降
イアントによって開始

• 設定可能
• Symantec Endpoint Protection
•

Manager によって開始
設定可能

すべて

TCP 1433

リモート SQL Server データベー
sqlserver.exe
スと Symantec Endpoint Protection
Manager との通信

• Symantec Endpoint Protection

TCP 8443

サーバー通信（HTTPS）

SemSvc.exe

すべてのログオン情報と管理に関する すべて
通信は、このセキュアなポートを使っ
て行われます。
• Java ベースのリモートコンソー
ル、Web ベースのリモートコン
ソール、複製パートナーのいずれか
によって開始
• 設定可能
Symantec Endpoint Protection Manager
はこのポートで応答準備します。

TCP 9090

Web コンソール通信

SemSvc.exe

このポートは、リモート管理コンソー すべて
ルと Symantec Endpoint Protection
Manager との初期 HTTP 通信のみで使
われます。この初期通信はインストー
ルを含んでいて、ログオン画面のみを
表示します。
• リモート Web コンソールによって
開始
• 設定可能
TCP エフェメラルポートも使います。

Manager によって開始
• 設定可能
Symantec Endpoint Protection Manager
管理サーバーは、TCP エフェメラル
ポートも使います。

すべて

76

プロトコル
とポート番号
TCP 8014

用途

応答準備プロセス

説明

適用可能な
バージョン

• Symantec Endpoint Protection クラ すべて

Symantec Endpoint Protection
Manager (HTTP) と Symantec
Endpoint Protection クライアント
の間の通信

httpd.exe (Apache)

Symantec Endpoint Protection
Manager (HTTPS) と Symantec
Endpoint Protection クライアント
の間の通信

httpd.exe (Apache)

TCP 443

Symantec Endpoint Protection
Manager とクラウドコンソールの
通信

prunsvr.exe

HTTPS 443

Symantec Endpoint Protection ロー なし
ミングクライアントとクラウドコ
ンソールの通信

Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 以降
と断続的に通信している管理対象のク
ライアントが、重要なイベントをクラ
ウドコンソールに直接アップロードし
ます。Symantec Endpoint Protection
Manager をクラウドコンソールに登録
する必要があります。次のサイトを参
照してください。
クラウドコンソールからのローミング
Symantec Endpoint Protection クライア
ントの監視

HTTP 8081
HTTPS 8082

Symantec Endpoint Protection
Manager と Content Analysis サー
バーアプライアンスの通信

Symantec Endpoint
Protection Manager

管理サーバーは、このポートを Content 14.2.x バージョン
Analysis サーバーまたはマルウェア分 のみ。14.3 で非推
析アプライアンスとの通信に使用しま 奨になりました。
す。

TCP 8445

リモートレポートコンソールに
よって使用

httpd.exe (Apache)

• レポートコンソールによって開始
• 設定可能

TCP 8446

Web サービス

semapisrv.exe

リモート管理アプリケーションは、こ すべて
のポートを使用して、HTTPS を介して
Web サービストラフィックを送信しま
す。
• リモート監視および管理 (RMM) と
EDR によって開始
• 設定可能
• Java リモート コンソールで使用

TCP 443

イアントによって開始

• 設定可能

クライアントは TCP エフェメラルポー
トも使います。

• Symantec Endpoint Protection クラ すべて
イアントによって開始

• 設定可能

クライアントは TCP エフェメラルポー
トも使います。
クラウドコンソールのプロキシバイパ
スリストに追加するドメインについて
詳しくは、次のページを参照してくだ
さい。
［Endpoint Protection Manager クラ
ウド］タブ > ［トラブルシューティン
グ］にプロキシエラーメッセージが表
示される

すべて

すべて
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プロトコル
とポート番号

用途

応答準備プロセス

説明

適用可能な
バージョン

TCP 8447

Process Launcher

semlaunchsrv.exe

この仮想サービスアカウントは、よ
り高い権限を必要とする Symantec
Endpoint Protection Manager プロセス
を起動します。これにより、他のサー
ビスでそれらのプロセスが不要になり
ます。localhost からの要求を適用のみ
します。
• Symantec Endpoint Protection
Manager によって開始
（SemSvc.exe）
• 設定可能

すべて

TCP 8765

サーバー制御

SemSvc.exe

Symantec Endpoint Protection Manager すべて
によって Tomcat Web サービスの
シャットダウンのために使われます。
• Symantec Endpoint Protection
Manager によって開始
• 設定可能

TCP 1100

リモートオブジェクトのレジスト
リ

SemSvc.exe

どのポートが RMI レジストリを実行す すべて
るかを AjaxSwing に伝えます。
• AjaxSwing によって開始
• 設定不可

UDP 514

データを Syslog サーバーへフォ
ワード
(省略可能)

SemSvc.exe

• Syslog サーバーから Symantec

Endpoint Protection Manager への
アウトバウンドトラフィック
• Syslog サーバーへのインバウンド
トラフィック
• 設定可能
Symantec Endpoint Protection Manager
の送受信トラフィックは UDP エフェメ
ラルポートを使用します。

• Windows Vista 以降には、デフォルトで有効になっているファイアウォールがあります。ファイアウォールが有効に

•

なっていると、クライアントソフトウェアのリモートインストールやリモート配備を行えない場合があります。こ
れらのオペレーティングシステムを実行するコンピュータへのクライアントの配備で問題が発生した場合、それらの
ファイアウォールで必要なトラフィックを許可するように設定します。
配備後、Windows ファイアウォールを使う場合、ファイルとプリンタの共有（ポート 445）を許可するようにファイ
アウォールを設定する必要があります。

Windows ファイアウォールの設定について詳しくは、Windows のマニュアルを参照してください。
詳しい情報

•
•
•
•

基本管理サーバー設定について
リモート配備用 Windows と Mac コンピュータの準備
エンドポイント保護の監視
クライアントインストールの準備
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管理サーバーとクライアントのインストールおよびアンインストー
ル
Symantec Endpoint Protection Manager とクライアントのインストールを計画します。
Symantec Endpoint Protection Manager をインストールする前に、以下の問題を検討する必要があります。

• ネットワーク内のクライアント数。
• 使用するデータベース (デフォルトの Microsoft SQL Server Express データベースまたは Microsoft SQL Server のい
ずれか)。

• 複数のサイトを設定するかどうか。
• フェールオーバーサーバーを設定するかどうか。
Symantec Endpoint Protection クライアントをインストールする前に、以下の点を検討する必要があります。

• インストールする機能
• 使用する配備方法

ネットワークアーキテクチャの注意事項
会社のネットワークアーキテクチャを考慮せず、テスト目的で Symantec Endpoint Protection をインストールできま
す。Symantec Endpoint Protection Manager を少数のクライアントとともにインストールして、機能に慣れることができ
ます。
実働クライアントをインストールする準備ができたら、組織構造とコンピューティングニーズに基づいて配備を計画して
ください。
配備を計画するときには、次の要素を考慮してください。

• Symantec Endpoint Protection Manager

•

•
•

•

管理者は Symantec Endpoint Protection Manager を使って、セキュリティポリシーとクライアントコンピュータを管
理します。Symantec Endpoint Protection Manager がインストールされているコンピュータのセキュリティと可用性
を考慮する必要があります。
リモートコンソール
管理者は、コンソールソフトウェアを実行して Symantec Endpoint Protection Manager にアクセスするリモートコン
ピュータを使うことができます。管理者は、オフィスから離れているときにリモートコンピュータを使うことがあり
ます。リモートコンピュータがリモートコンソールの必要条件を満たしていることを確認してください。
ローカルおよびリモートコンピュータ
リモートコンピュータのネットワーク接続は低速であることがあります。ローカルコンピュータのインストールに
使った方法とは異なるインストール方法を使うことができます。
ノートパソコンなどの持ち運び可能なコンピュータ
ノートパソコンは、定期的なスケジュールではネットワークに接続しないことがあります。ポータブルコンピュータ
に、LiveUpdate スケジュールを有効にする LiveUpdate のポリシーを設定すると便利です。定期的にチェックインし
ないポータブルコンピュータは、他のポリシー更新を取得しません。
安全な領域にあるコンピュータ
安全な領域内にあるコンピュータは、安全な領域内にないコンピュータとは異なるセキュリティ設定を必要とする場
合があります。

クライアントをインストールする予定のコンピュータを識別します。Symantec Endpoint Protection Manager を実行して
いるコンピュータを含め、すべての非保護コンピュータにクライアントソフトウェアをインストールすることをお勧めし
ます。
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詳しい情報
Symantec Endpoint Protection での初期作業

データベースの種類の選択について
Symantec Endpoint Protection Manager はデータベースを使ってクライアントと設定に関する情報を格納します。データ
ベースは設定処理の一部として作成されます。管理サーバーをインストールする前にどのデータベースを使うかを決定す
る必要があります。データベースを使うように管理サーバーを設定するまでコンソールは使用できません。
Table 23: Symantec Endpoint Protection Manager が使うデータベース
データベースの種類

説明

Microsoft SQL Server
Express (デフォルト)

SQL Server Express データベースは、デフォルトでは Symantec Endpoint Protection Manager と共に自
動的にインストールされます。SQL Server Express データベースは設定する必要がなく、SQL Server よ
りも簡単にインストールできます。また、SQL Server Express を個別にインストールすることもできま
す。これにはいくつかの設定が必要です。SQL Server Express データベースは最大で 5,000 のクライアン
トをサポートします。
14.3 MP1 以前のバージョンでは、デフォルトのデータベースは埋め込みデータベースでした。
詳細については、次を参照してください。
基本管理サーバー設定について

埋め込みデータベース

埋め込みデータベースは、デフォルトで Symantec Endpoint Protection Manager と共に自動的にインス
トールされます。埋め込みデータベースは設定する必要がありません。埋め込みデータベースは最大で
5,000 のクライアントをサポートします。

Microsoft SQL Server

このオプションを使う場合、Symantec Endpoint Protection Manager をインストールする前に、 SQL
Server と SQL Server Native Client をインストールする必要があります。互換性を最適化するには、 SQL
Server のバージョンと等しい SQL Server Native Client のバージョンをインストールします。
次のような場合は SQL Server を購入しインストールすることを検討してください。
• 5,000 以上のクライアントをサポートする必要がある。SQL Server を使えば、各管理サーバーは最大
18,000 クライアントをサポートできます。 社内の部署にそれ以上のクライアントがある場合は、別の
管理サーバーをインストールします。
• フェールオーバーと負荷分散をサポートする。
• 追加の管理サーバーをサイトパートナーとして設定する。次のサイトを参照してください。
必要なサイト数の決定
SQL Server データベースを作成する場合は、最初にローカルサーバーかリモートサーバーのいずれかに
SQL Server のインスタンスをインストールする必要があります。次に、管理サーバーとの通信用に設定す
る必要があります。次のサイトを参照してください。
SQL Server の設定について

基本管理サーバー設定について
次の値は、Symantec Endpoint Protection Manager をインストールするときのデフォルト設定を示します。
カスタム設定を使って Symantec Endpoint Protection Manager をインストールするときのみ、次の値の一部を設定でき
ます。
詳細については、次を参照してください。

• Symantec Endpoint Protection Manager のインストール
• Symantec Endpoint Protection の通信ポート
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Table 24: 基本サーバー設定
設定

デフォルト

説明

サイト名

マイサイト（デフォルト） Symantec Endpoint Protection Manager に表示されるサイトの名前。サイト名は、
サイト <ローカルホスト名> すべての機能を設定して実行する、Symantec Endpoint Protection Manager 内の最
上位コンテナです。
（カスタム）

サーバー名

<ローカルホスト名>

Symantec Endpoint Protection Manager を実行するコンピュータの名前。

サーバーデータ
フォルダ

SEPM_Install\data

Symantec Endpoint Protection Manager がバックアップ、レプリケーションログ、
その他のファイルなどのデータファイルを格納するディレクトリ。このディレクト
リが存在しない場合は、インストーラによって作成されます。
デフォルトの SEPM_Install のデフォルト値は C:\Program Files (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection Manager です。

暗号化パスワード

なし

このパスワードは、Symantec Endpoint Protection Manager とクライアント間の通
信を暗号化します。
デフォルトの設定を選択した場合、システムは自動的に暗号化パスワードを生成し
ます。概略画面から、この情報を印刷またはクリップボードにコピーできます。
カスタム設定を選択した場合は、システムがランダムなパスワードを自動的に生成
するようにすることも、独自のパスワードを作成することもできます。パスワード
には、6 から 32 文字の英数字を指定できます。
このパスワードは記録して安全な場所に保管してください。データベースの作成後
にパスワードを変更または回復することはできません。また、復元するバックアッ
プデータベースがない場合にディザスタリカバリの目的でもこのパスワードを入力
する必要があります。次のサイトを参照してください。
Endpoint Protection のディザスタリカバリのベストプラクティス

ユーザー名

管理

Symantec Endpoint Protection Manager コンソールに初めてログオンするときに使
うデフォルトユーザー名。この値は設定できません。

Password

なし

サーバーの設定の間に管理アカウントのために指定したパスワード。
後に管理サーバーを再設定するには、元の admin パスワードが必要です。このパ
スワードは記録して安全な場所に保管してください。

［電子メールアド
レス］

なし

指定した電子メールアドレスにシステム通知が送信されます。

SQL Server の設定について
Symantec Endpoint Protection Manager と SQL Server データベースをインストールする場合、SQL Server の設定に関
する特定の必要条件があります。
シマンテック社では、データベースを作成する前に、シマンテックのインストールと設定の必要条件を満たす SQL
Server の新しいインスタンスをインストールすることを推奨しています。データベースを既存のインスタンスにインス
トールすることもできますが、インスタンスを正しく設定する必要があります。正しく設定しないと、データベースのイ
ンストールが失敗します。たとえば、大文字と小文字を区別する SQL 照合を選択している場合も、インストールに失敗
します。
WARNING
リモート SQL Server 通信のセキュリティを最大限に高めるには、両方のサーバーを安全に保護された同一の
サブネットに配置します。
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Table 25: 必要な SQL Server 設定
設定

インストールの必要条件

インスタンス名

デフォルトのインスタンス名は使わないでください。SEPM などの名前を作成します。
Symantec Endpoint Protection Manager をインストールするときに、SQL Server のインスタンスにデフォ
ルトで Sem5 という名前のデータベースが作成されます。デフォルト名はサポートされていますが、複数の
インスタンスを 1 台のコンピュータにインストールする場合には混乱を招く可能性があります。

認証設定

混合モードまたは Windows 認証モード。次のサイトを参照してください。
SQL Server データベースの認証モードについて

sa パスワード

混合モード認証を設定するときは、このパスワードを設定します。

有効なプロトコル

TCP/IP

TCP/IP のための IP ア
ドレス

IP1 と IP2 を有効にします。

IP1、IP2、IPALL の
TCP/IP ポート番号

TCP ダイナミックポートを空白に設定し、TCP ポート番号を指定します。通常、デフォルトポートは 1433
です。データベースを作成するときに、このポート番号を指定します。
Symantec Endpoint Protection Manager データベースではダイナミックポートをサポートしません。

リモート接続

有効にする必要があります。TCP/IP プロトコルも指定する必要があります。

データベースをリモートサーバーに配置する場合、Symantec Endpoint Protection Manager を実行するコンピュータにも
SQL Server クライアントコンポーネントをインストールする必要があります。SQL Server クライアントコンポーネント
には BCP.EXE が含まれます。SQL Server クライアントコンポーネントのバージョン番号は、使用する SQL Server の
バージョン番号と同じにする必要があります。インストール手順については SQL Server のマニュアルを参照してくださ
い。
インストールの Symantec Endpoint Protection Manager データベース設定フェーズで、各種のデータベース値を選択
し、入力します。データベースを正しく設定するために、これらの決定を行う必要があることを理解してください。
以下の表に、インストール処理を始める前に理解しておくことが必要な場合がある設定を示します。
Table 26: SQL Server データベースの設定
設定
サーバー名

デフォルト
<ローカルホスト名>

サーバーデータフォ SEPM_Install\data
ルダ

説明
Symantec Endpoint Protection Manager を実行するコ
ンピュータの名前。
Symantec Endpoint Protection Manager がバックアッ
プ、レプリケーション、その他の Symantec Endpoint
Protection Manager ファイルなどのデータファイルを
格納するフォルダこのフォルダが存在しない場合は、
インストーラによって作成されます。
デフォルトの SEPM_Install のデフォルト値は C:
\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager です。
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設定
暗号化パスワード

デフォルト
なし

説明
Symantec Endpoint Protection Manager とクライアン
トの間の通信を暗号化するパスワード。パスワードに
は、6 から 32 文字の英数字を指定できます（必須）。
このパスワードは記録して安全な場所に保管してくだ
さい。データベースの作成後にパスワードを変更ま
たは回復することはできません。また、復元するバッ
クアップデータベースがない場合にディザスタリカバ
リの目的でもこのパスワードを入力する必要がありま
す。次のサイトを参照してください。
Endpoint Protection のディザスタリカバリのベストプ
ラクティス

［データベースサー <ローカルホスト名>
バー］

SQL Server がインストールされるコンピュータの名
前と、省略可能なインスタンス名。データベースサー
バーとデフォルトインスタンスをインストールした場
合は、名前が付いていないので、 ホスト名 またはホス
トの IP address。データベースサーバーと名前付きイ
ンスタンスをインストールした場合は、 ホスト名\イン
スタンス名 または IP address\インスタンス名。入力し
た ホスト名 は、DNS が適切に設定されている場合に
のみ使うことができます。
リモートデータベースサーバーにインストールする場
合は、最初に SQL Server クライアントコンポーネン
トを Symantec Endpoint Protection Manager を実行す
るコンピュータにインストールする必要があります。

SQL Server ポート

1433

SQL Server への送受信トラフィックに使うポート。
ポート 0 は使用できません。ポート 0 は交渉された無
作為のポートを指定します。

データベース名

sem5

作成するデータベースの名前。

データベースユー
ザー名

sem5

作成するデータベースユーザーアカウントの名前。
ユーザーアカウントには読み込みと書き込みのアクセ
スが許可された標準の役割があります。名前は、英数
字と特殊文字 を組み合わせることができます。 ~ # %
_ + = | : .。特殊文字 ` ! @ ' $ ^ & * ( ) { } [ ] " \ / < ; > , ? は使用できません。
以下の名前も許可されません。
• sysadmin
• server admin
• setupadmin
• securityadmin
• processadmin
• dbcreator
• diskadmin
• bulkadmin

データベースのパス なし
ワード

データベースユーザーアカウントと関連付けられるパ
スワードです。名前には、英数字と特殊文字 ~ # % _
+ = | : . / の組み合わせを指定できます。特殊文
字 ! @ * ( ) { } [ ] ; , ? は使用できません。
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設定

デフォルト

SQL Server ネイ
SQL Server 2008: ############\100\Tools
ティブクライアント \Binn
フォルダ
SQL Server 2012: ############\110\Tools

\Binn

SQL Server 2014 / 2016 / 2017 / 2019: ##########

##\Client SDK\ODBC\110\Tools\Binn

説明
bcp.exe を含んだ SQL ネイティブクライアントのロー
カルディレクトリの場所。
表示されるインストールパスは、Microsoft SQL Server
のデフォルトのパスを表します。 インストールディレ
クトリ は、Microsoft SQL Server のインストールドラ
イブとディレクトリを表します。
SQL Server ネイティブクライアントをインストールす
るには、お使いの SQL Server のバージョンに該当す
る Microsoft TechNet ページを参照してください。
SQL Server Native Client のインストール

サーバーユーザー名 なし

データベースサーバー管理者アカウントの名前で、通
常は sa です。

サーバーパスワード なし

データベースサーバーの管理者アカウントと関連付け
られるパスワードです。一般的には「sa」です。
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設定

デフォルト

データベースのデー SQL Server 2008: ############\
タフォルダ
MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2008 R2: ############\

MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2012: ############\
MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2014: ############\
MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2016: ############\
MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2017: ###########
#\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
SQL Server 2019: ###########
#\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Data

説明
SQL Server データフォルダの場所。リモートサーバー
にインストールする場合、ボリューム ID がリモート
サーバーの ID と一致する必要があります。
表示されるインストールパスは、Microsoft SQL Server
のデフォルトのパスを表します。
• SQL Server 2008 の名前付きインスタンスにイン
ストールする場合は、MSSQL10 にインスタンス
名が付加されます。例: \MSSQL10.インスタンス
名\MSSQL\Data
• SQL Server 2008 R2 の名前付きインスタンスにイ
ンストールする場合は、MSSQL10_50 にインスタ
ンス名が付加されます。例: \MSSQL10_50.インス
タンス名\MSSQL\Data
• SQL Server 2012 の名前付きインスタンスにイン
ストールする場合は、MSSQL11 にインスタンス
名が付加されます。例: \MSSQL11.インスタンス
名\MSSQL\Data
• SQL Server 2014 の名前付きインスタンスにイン
ストールする場合は、MSSQL12 にインスタンス
名が付加されます。例: \MSSQL12.インスタンス
名\MSSQL\Data
• SQL Server 2016 の名前付きインスタンスにイン
ストールする場合は、MSSQL13 にインスタンス
名が付加されます。例: \MSSQL13.インスタンス
名\MSSQL\Data
• SQL Server 2017 の名前付きインスタンスにイン
ストールする場合は、MSSQL14 にインスタンス
名が付加されます。例: \MSSQL12.インスタンス
名\MSSQL\Data
• SQL Server 2019 の名前付きインスタンスにイン
ストールする場合は、MSSQL15 にインスタンス
名が付加されます。例: \MSSQL13.インスタンス
名\MSSQL\Data
詳細については、次を参照してください。
SQL Server のデフォルトおよび名前付きインスタンス
のファイルの場所
Note: データベースサーバーとインスタンス名を正し
く入力した場合は、［デフォルト］をクリックする
と正しいインストールフォルダが表示されます。［デ
フォルト］をクリックしても正しいインストールフォ
ルダが表示されない場合は、データベースの作成に失
敗しています。

詳しい情報
Symantec Endpoint Protection Manager のインストール

SQL Server データベースの認証モードについて
Symantec Endpoint Protection Manager は SQL Server データベース認証の 2 つのモードをサポートします。

• Windows 認証モード
• 混合モード
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SQL Server は Windows 認証または混合モード認証のどちらかを使うように設定できます。混合認証モードでは
Windows または SQL Server の資格情報を使用できます。SQL Server が混合モードを使うように設定されていると
き、Symantec Endpoint Protection Manager は Windows 認証または混合モード認証のどちらを使うように設定しても
かまいません。SQL Server が Windows 認証モードを使うように設定されているとき、Symantec Endpoint Protection
Manager も Windows 認証モードを使うように設定する必要があります。
Windows 認証モードを使うリモートデータベース接続については、次の必要条件に注意してください。

• Active Directory 環境に配備する場合は、Symantec Endpoint Protection Manager と SQL Server を同じ Windows ド
メインに配置する必要があります。

• ワークグループ環境に配備する場合は、Windows アカウントの資格情報がローカルコンピュータとリモートコン
ピュータで同じである必要があります。

詳細については、次を参照してください。
SQL Server の設定について

国際化の必要条件
英語以外または複数言語が混在する環境に Symantec Endpoint Protection Manager をインストールするときには一定の
制限があります。
Table 27: 国際化の必要条件
コンポーネント

必要条件

コンピュータ名、
英語以外の文字は次の制限付きでサポートされています。
サーバー名、ワーク • 2 バイト文字セットまたは high-ASCII 文字セットを使うホストまたはユーザーには、ネットワーク監査は機
グループ名
能しません。
• Symantec Endpoint Protection Manager コンソールまたはクライアントユーザーインターフェースではダブ
ルバイト文字セットまたは high-ASCII 文字セットの名前は正しく表示されないことがあります。
• 2 バイト文字セットまたは high-ASCII 文字セットのホスト名は、NetBIOS での上限の長さを超えること
ができません。ホスト名が NetBIOS での上限の長さを超えている場合、Symantec Endpoint Protection
Manager コンソールで［ホーム］、［監視］、［レポート］のページが表示されません。
英語の文字

次の場合は英字である必要があります。
• リモートコンピュータにクライアントパッケージを配備する場合
• 管理サーバー設定ウィザードでサーバーデータフォルダを定義します。
• Symantec Endpoint Protection Manager のインストールパスを定義する場合
• リモートコンピュータにクライアントを配備するときに資格情報を定義する場合
• グループ名を変更する場合
英語以外の文字を含むグループ名用のクライアントパッケージを作成できます。ただし、グループ名に英語
以外の文字が含まれている場合、プッシュ配備ウィザードを使ったクライアントパッケージの配備はできな
いことがあります。
• クライアントコンピュータに英語以外の文字をプッシュ配備する場合。
サーバー側で生成される英語以外の文字の一部がクライアントユーザーインターフェースで正しく表示され
ないことがあります。
たとえば、ダブルバイト文字セットを使ったロケーション名は、ダブルバイト文字以外の文字セットの名前
を持つクライアントコンピュータでは正しく表示されません。

クライアントコン
ピュータの［ユー
ザー情報］ダイアロ
グボックス

エクスポートしたパッケージをインストールした後で、［ユーザー情報］クライアントコンピュータダイアロ
グボックスでフィードバックを提供するときには、2 バイトまたは high-ASCII 文字を使わないでください。次
のサイトを参照してください。
ユーザー情報の収集
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コンポーネント

必要条件

ライセンスアクティ 次のフィールドで 2 バイト文字を使わないでください。
ブ化ウィザード
• 名
• ［姓］
• ［会社名］
• 市区町村
• ［都道府県］

14.3 RU1 MP1 以前では、Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection Windows クライア
ントは英語から 12 言語（中国語、チェコ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポ
ルトガル語（ブラジル）、ロシア語、スペイン語）に翻訳されました。14.3 RU2 では、Symantec Endpoint Protection
は、フランス語、日本語、ポルトガル語（ブラジル）、スペイン語の 4 言語にのみ翻訳されました。

Symantec Endpoint Protection Manager のアンインストール
Symantec Endpoint Protection Manager をアンインストールすると、サーバーとコンソールがアンインストールさ
れます。必要に応じて、アンインストール時にデータベースとデータベースのバックアップファイルを削除できま
す。Symantec Endpoint Protection Manager をアンインストールするには、アプリケーションの削除、修復、変更を行う
ための Windows のコントロールパネルで、通常［プログラムと機能］を使います。
Symantec Endpoint Protection Manager を再インストールする予定の場合は、アンインストールする前にデータベースを
バックアップしてください。
場合によって、CleanWipe ユーティリティなど、他の方法を使って Symantec Endpoint Protection Manager をアンイン
ストールする必要があります。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection のアンインストール
詳しい情報
データベースとログのバックアップ

Symantec Endpoint Protection クライアントのインストールの管理
Symantec Endpoint Protection は、物理または仮想に関係なく、保護するあらゆるコンピュータのクライアントにインス
トールする必要があります。
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Table 28: クライアントコンピュータのインストールタスク
処理

説明

ステップ 1： クライアン クライアントソフトウェアをインストールするコンピュータを識別します。すべてのコンピュータで、サ
ト コンピュータの識別
ポート対象のオペレーティングシステムを実行していることを確認します。
Note: シマンテック社は Symantec Endpoint Protection Manager をホストするコンピュータでクライアン
トをインストールすることも推奨します。
最新のシステム必要条件については、次を参照してください。
Endpoint Protection のすべてのバージョンのリリースノート、修正項目、システム要件
ステップ 2： コンピュー クライアントを追加するコンピュータグループを識別します。たとえば、クライアントを追加するグルー
タ グループの識別（オプ プは、コンピュータの種類に基づいて、会社組織に合わせて、または必要なセキュリティレベルに合わせ
ション）
て決定できます。クライアントソフトウェアをインストールする前か後にこれらのグループを作成できま
す。
Active Directory 構造のような既存のグループ構造をインポートすることもできます。次のサイトを参照し
てください。
• クライアントのグループの管理
• Active Directory または LDAP サーバーからの既存のグループおよびコンピュータのインポート
ステップ 3： クライアン ユーザーがコンピュータの管理者権限を持たない場合は、リモートプッシュを使ってクライアントソフト
ト コンピュータの配備と ウェアをリモートインストールします。リモートプッシュのインストールには、対象となるコンピュータ
インストールの準備
のローカル管理者権限を持つクレデンシャルを入力する必要があります。次のサイトを参照してくださ
い。
リモートプッシュを使った Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール
インストール後、コンピュータのリモートクライアント配備を準備して、Symantec Endpoint Protection
Manager との通信を準備します。次のサイトを参照してください。
リモート配備用 Windows と Mac コンピュータの準備
ステップ 4： 機能の決定 利用可能な方法のいずれかを使ってクライアントソフトウェアを配備します。カスタマイズされたクライ
とクライアント ソフト
アントパッケージをエクスポートし、後に配備したり、サードパーティ製ツールで配備したりできます。
ウェアの配備
Note: Symantec Endpoint Protection のインストールと同時にサードパーティのインストールを実行する
ことは推奨しません。ネットワークレベルまたはシステムレベルの変更を加えるサードパーティプログラ
ムをインストールすると、Symantec Endpoint Protection をインストールするときに望ましくない結果を
引き起こすことがあります。可能な場合は、Symantec Endpoint Protection をインストールする前にクラ
イアントコンピュータを再起動します。
詳細については、次を参照してください。
• クライアント配備ウィザードを使ったクライアントのインストール方法の選択
• クライアントインストールパッケージのエクスポート
• サードパーティツールを使った Windows クライアントソフトウェアのインストール
• クライアントコンピュータにインストールする機能を決定します。インストールパッケージをエクス
ポートまたは配備する前に、カスタムのクライアント機能セットとインストール設定を構成します。
インストール設定にはインストールフォルダおよび再起動設定が含まれています。既定のクライアン
トインストール機能セットとインストール設定を使用することもできます。次のサイトを参照してく
ださい。
– クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択
– Windows クライアントのインストール設定について
• Windows クライアントの場合、クライアントインストール設定を構成するとき、既存のサードパー
ティ製セキュリティソフトウェアを自動的にアンインストールするように選択できます。次のサイト
を参照してください。
既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールするためのクライアントパッケージの設定
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処理

説明

ステップ 5： インストー クライアントのインストールが成功したこととクライアントが Symantec Endpoint Protection Manager と
ル状態の確認
通信することを確認します。管理下クライアントは、再起動後まで、コンソールに表示されないことがあ
ります。次のサイトを参照してください。
• Symantec Endpoint Protection クライアントの状態アイコン
• Symantec Endpoint Protection Manager からのクライアントコンピュータの再起動

インストール後、管理対象外コンピュータを保護し、Symantec Endpoint Protection インストールのパフォーマンスを最
適化するための追加手順を実行できます。

リモート配備用 Windows と Mac コンピュータの準備
Symantec Endpoint Protection から Symantec Endpoint Protection Manager を配備する前に、コンピュータを準備するた
めの手順を実行して、リモートインストールを確実に成功させる必要があります。これらの手順は、リモートインストー
ルのみに関連します。これらの変更は後から戻すことができますが、別のリモートインストールを実行するためには、再
度適用する必要があります。
NOTE
Symantec Endpoint Protection からリモートで Linux コンピュータに対して Symantec Endpoint Protection
Manager クライアントを配備することはできません。
Table 29: リモート配備用にすべてのコンピュータを準備するためのタスク
タスク

詳細

クライアントコンピュー
タへの管理者権限の設定

クライアントコンピュータが Active Directory ドメインに含まれる場合、リモートプッシュインストール
にドメイン管理者アカウントのクレデンシャルを使う必要があります。含まれない場合、配備する各コン
ピュータのために管理者のクレデンシャルを利用できるようにします。

ファイアウォール設定の
修正

ファイアウォール設定を変更し、Symantec Endpoint Protection コンポーネント間の通信を許可します。
次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection の通信ポート

既存のサードパーティ製
セキュリティソフトウェ
アのアンインストール

現在使用中のサードパーティ製セキュリティソフトウェアをアンインストールします。Windows コン
ピュータの場合、Symantec Endpoint Protection には、選択したサードパーティ製セキュリティ ソフト
ウェアを自動的にアンインストールするためのツールが含まれています。このツールによってアンインス
トールされないセキュリティソフトウェアは個別にアンインストールする必要があります。
Note: 一部のプログラムでは、特別なアンインストールルーチンがある場合や、自己防衛コンポーネント
を無効にする必要がある場合があります。サードパーティソフトウェアのマニュアルを参照してくださ
い。
このツールは配備の前に設定します。Symantec Endpoint Protection のインストール前にアンインストー
ルが実行されます。次のサイトを参照してください。
既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールするためのクライアントパッケージの設定

正常にアンインストー
ルされない Symantec
Endpoint Protection クラ
イアントのアンインス
トール

すでにインストールされている Windows 用 Symantec Endpoint Protection クライアントをアンインス
トールできます。このオプションは、既存の Symantec Endpoint Protection インストールが正常にアンイ
ンストールされない場合にのみ使用する必要があります。このオプションを標準的な配備の一部として使
用しないでください。
このツールは配備の前に設定します。Symantec Endpoint Protection のインストール前にアンインストー
ルが実行されます。次のサイトを参照してください。
既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールするためのクライアントパッケージの設定
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タスク

詳細

サポート外または個人向
けシマンテック製セキュ
リティソフトウェアのア
ンインストール

Symantec AntiVirus や Symantec Client Security のようなサポート外のシマンテック製セキュリティソフ
トウェアがあれば、それをアンインストールします。これらの製品から直接移行することはできません。
また、Norton Internet Security のような消費者向けのシマンテック製セキュリティ製品があれば、それを
アンインストールします。
アンインストールについて詳しくはシマンテック製ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection 14.x の最新バージョンへのサポート対象アップグレードパス

Table 30: リモート配備用に Windows クライアントを準備するためのタスク
オペレーティ
ングシステム
Windows
Vista、Windows
7、Windows Server
2008 / 2008 R2 コン
ピュータの準備

タスク
Windows の User Account Control（UAC）は、ローカルの管理者アカウントが C$ や Admin
$ などのリモート管理者共有にリモートでアクセスすることを防止します。レジストリキー
LocalAccountTokenFilterPolicy を無効にする場合は、リモート配備時にクライアントコンピュータのユー
ザーアカウント制御を完全に無効にする必要はありません。
UAC のリモート制限を無効にするには、次を参照してください。
http://support.microsoft.com/kb/951016
次のタスクを実行します。
• 共有ウィザードを無効にする
共有ウィザードによって、リモートプッシュ中により高度な共有オプションの実行が防止されます。
• ネットワークと共有センターを使ってネットワーク探索を有効にします。
ネットワーク検出により、ネットワークの閲覧が可能になります。ネットワークを検索するためには
必要ありません。
• 組み込みの管理者アカウントを有効にして、パスワードを割り当てる
ローカルの管理者アカウントのパスワードが空白の場合、リモートプッシュは失敗します。
Windows クライアントコンピュータが Active Directory ドメインに含まれる場合は、リモートプッ
シュにローカル管理者権限を持つドメイン管理者アカウントの資格情報を使います。
• インストールをプッシュするアカウントに管理者権限があることを確認します。
• リモートレジストリサービスを有効にし、開始する
• Windows Defender を無効にするか、削除します。
これらのタスクを正常に実行する方法については、オペレーティングシステムのドキュメントを参照して
ください。

Windows 8 / 8.1 以降ま
配備する前に、次のタスクを実行します。
たは Windows Server
• レジストリキー LocalAccountTokenFilterPolicy を無効化します。
2012 / 2012 R2 以降のコ
UAC のリモート制限を無効にするには、次を参照してください。
ンピュータの準備
http://support.microsoft.com/kb/951016
• リモートレジストリサービスを有効にし、開始する
• Windows Defender を無効にするか、削除します。
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Table 31: リモート配備用に Mac クライアントを準備するためのタスク
オペレーティ
ングシステム

タスク

サポートされているあら 配備する前に、Mac コンピュータで次のタスクを実行します。
ゆるオペレーティングシ • ［システム環境設定］、［共有］、［リモートログイン］の順にクリックし、すべてのユーザーのア
ステムの Mac コンピュー
クセスを許可するか、管理者など、特定のユーザーのみのアクセスを許可します。
タの準備
• Mac ファイアウォールを使う場合、ステルスモードを無効にします。ステルスモードを有効にしてい
る場合、リモートプッシュインストールは［ネットワークの検索］でクライアントを発見することが
できません。
Mac のステルスモードを無効にするには、次の記事を参照し、Mac オペレーティングシステムのお使
いのバージョンを選択してください。次のサイトを参照してください。
ステルスモードを使って Mac の安全性を確保する
• セキュアシェル（SSH）が使うポートをファイアウォールが遮断しないことを確認します。デフォル
トでは、このポートは TCP ポート 22 です。このポートはリモートログオンに必要な通信を許可しま
す。
• Bonjour サービスは IPv6 ネットワークをサポートしません。［ネットワークの参照］または［ネット
ワークの検索］にこれらの Mac を確実に表示するには、IPv4 ネットワークも有効になっていることを
確認してください。
IPv6 ネットワークは 14.2 以降サポートされます。

詳しい情報

• Symantec Endpoint Protection の通信ポート
• リモートプッシュを使った Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール
• クライアントインストールの準備

クライアント配備ウィザードを使ったクライアントのインストール方法の選択
Symantec Endpoint Protection Manager をインストールしたら、クライアント配備ウィザードを使い、Symantec
Endpoint Protection クライアントをインストールします。
Table 32: クライアントのインストール方法
オプション

説明

パッケージの保存

このインストールオプションにより、管理サーバーに保存し、その後、クライアントコンピュータに配布
する実行可能なインストールパッケージが作成されます。次にユーザーはクライアントソフトウェアをイ
ンストールします。そのため、コンピュータに対してローカルの管理者権限が必要になります。
このオプションを使用し、Windows、Mac、Linux クライアントをインストールできます。次のサイトを
参照してください。
パッケージの保存を使った Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール

リモートプッシュ

リモートプッシュインストールは、指定したコンピュータにクライアントソフトウェアをプッシュしま
す。クライアントコンピュータでインストールが自動的に開始します。リモートプッシュインストールで
は、ユーザーはコンピュータに対するローカルの管理者権限を必要としません。
このオプションを使用し、Windows と Mac クライアントをインストールできます。次のサイトを参照し
てください。
• リモートプッシュを使った Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール
• リモート配備用 Windows と Mac コンピュータの準備
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オプション

説明

Web リンクと電子メール ユーザーは、クライアントソフトウェアをダウンロードおよびインストールするリンクを含んだ電子メー
ルメッセージを受信します。次にユーザーはクライアントソフトウェアをインストールします。そのた
め、コンピュータに対してローカルの管理者権限が必要になります。
このオプションを使用し、Windows、Mac、Linux クライアントをインストールできます。次のサイトを
参照してください。
Web リンクと電子メールを使った Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール

クライアント配備ウィザードを実行する前に、インストールオプションを見直し、必要に応じてカスタマイズし、インス
トール中にそれらのオプションを選択します。インストールオプションには、インストールする保護技術、インストール
先のフォルダ、インストール後の再起動動作があります。次のサイトを参照してください。

• クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択
• Windows クライアントのインストール設定について
• クライアントインストールの準備

クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択
クライアント配備ウィザードを使用して、Windows クライアントインストールパッケージを配備する場合、機能セット
を選択する必要があります。機能セットは、クライアントにインストールする保護機能を指定します。デフォルトの機能
セットを選択するか、機能セットをカスタマイズできます。コンピュータの役割やコンピュータに必要なセキュリティま
たはパフォーマンスのレベルに基づいて、インストールする機能セットを決定します。
インストール後、すべての機能を有効にしておく必要があります。
Table 33: クライアントインストール機能セット (Windows)
機能セット

説明

クライアントの完全保護

ワークステーション、デスクトップ、ノートパソコンに推奨されます。
すべての保護機能が含まれます。ラップトップ、ワークステーション、デスクトップに適していま
す。完全なダウンロード保護とメールプロトコル保護が含まれます。
可能な限り、最大のセキュリティのために完全保護を使用してください。

サーバーの完全保護

サーバーに推奨されます。
電子メールスキャナ保護を除くすべての保護機能が含まれます。Symantec Endpoint Protection
Manager を含む、最大限のネットワークセキュリティを必要とするあらゆるサーバーに最適です。

サーバーの基本保護

高スループットサーバーに推薦されます。
ウイルスとスパイウェアの対策と基本ダウンロード保護が含まれます。侵入防止によりスループット
が高いサーバでパフォーマンスの問題が起きることがあるので、このオプションはネットワークのパ
フォーマンスを最大にする必要があるサーバに適しています。

Mac クライアントのインストールパッケージは、ウイルスとスパイウェアの対策と侵入防止をインストールしま
す。Mac クライアントのインストールパッケージのために機能をカスタマイズすることはできません。
Linux のクライアントインストールパッケージはウイルスとスパイウェアの対策のみをインストールします。
機能セットのカスタマイズ
保護機能のサブセットをインストールする場合は、カスタム機能セットを作成します。ただし、シマンテックではすべて
の機能をインストールすることを推奨しています。
Mac または Linux のクライアントインストールパッケージの機能はカスタマイズできません。
カスタムクライアントインストール機能セットを作成するには
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1. コンソールで、［管理］ > ［インストールパッケージ］の順にクリックします。
2. ［クライアントインストール機能セット］ > ［クライアントインストール機能セットの追加］を選択します。
3. ［クライアントインストール機能セットの追加］ダイアログ ボックスで、名前と説明を入力し、クライアントにイン
ストールする保護機能にチェックマークを付けます。
4. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
Symantec Endpoint Protection 技術でコンピュータが保護される仕組み

クライアントインストールパッケージの管理
Symantec Endpoint Protection Manager をインストールしたクライアントを管理するには、管理下クライアントのインス
トールパッケージをエクスポートしてからクライアントコンピュータにパッケージのファイルをインストールする必要が
あります。Symantec Endpoint Protection Manager またはサードパーティ配備ツールでクライアントを配備できます。
通常、製品の新しいバージョンをリリースするときにシマンテック社がインストールファイルの更新済みパッケージを提
供することもあります。自動更新機能を備えたグループのすべての管理下 Windows クライアントと Mac クライアント
でクライアントソフトウェアを自動的に更新できます。インストール配備ツールでソフトウェアを再配備する必要はあり
ません。
Table 34: クライアントインストールパッケージに関連するタスク
タスク

説明

クライアントインストー
ルパッケージの設定

インストールする特定のクライアント保護技術を選択しインストールとエンドユーザーとの対話方法を指
定できます。次のサイトを参照してください。
• クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択
• Windows クライアントのインストール設定について

クライアントインストー
ルパッケージのエクス
ポート

管理下クライアントや管理外クライアントのパッケージをエクスポートできます。
パッケージを単一の実行可能ファイルまたはディレクトリ内の一連のファイルとしてエクスポートする
ことができます。どちらの方法を選択するかは、配備の方法や、グループのクライアントソフトウェアを
アップグレードするかどうかによって異なります。通常、Active Directory のグループポリシーオブジェク
トを使う場合には、単一の実行可能ファイルへのエクスポートは選択しません。次のサイトを参照してく
ださい。
• クライアントインストールパッケージのエクスポート
• 管理外のクライアントインストールパッケージの取得方法
• 管理外 Windows クライアントのインストール

クライアントインストー
ルパッケージ更新のイン
ポート

更新済みのクライアントインストールパッケージをデータベースに追加して Symantec Endpoint
Protection Manager から配布できるようにします。省略可能なオプションとして、この手順を行うときに
パッケージをエクスポートし、クライアントソフトウェアのないコンピュータにパッケージを配備できる
ようにすることもできます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager へのクライアントインストールパッケージのインポート

1 つ以上のグループの
Windows クライアントと
Mac クライアントのアッ
プグレード

エクスポートしたパッケージを一度に 1 台ずつコンピュータにインストールするか、エクスポートした
ファイルを同時に複数のコンピュータに配備できます。
シマンテック社がクライアントインストールパッケージの更新を提供する場合は、まずそれを Symantec
Endpoint Protection Manager に追加してエクスポートできるようにします。ただし、クライアント配備
ツールで再インストールする必要はありません。Windows クライアントと Mac クライアントを最新の
ソフトウェアで更新する場合は、自動更新を使うのが最も簡単な方法です。最初に、少数のテストコン
ピュータを含むグループを更新してください。次のサイトを参照してください。
自動更新によるクライアントソフトウェアのアップグレード
クライアントによる LiveUpdate の実行を許可しており、LiveUpdate 設定ポリシーが更新を許可している
場合には、LiveUpdate を使ってクライアントを更新することもできます。
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タスク

説明

クライアントインストー
ルパッケージの削除

ディスク容量を節約するために古いクライアントインストールパッケージを削除できます。ただし、自動
アップグレードは古い Windows クライアントインストールパッケージを使ってアップグレードパッケー
ジを構築することがあります。アップグレードパッケージを使うとクライアントがダウンロードする回数
が減ります。

詳しい情報
クライアントインストールの準備

クライアントインストールパッケージのエクスポート
［クライアント配備ウィザード］の［パッケージの保存］を使った場合に利用できないオプションが必要な場合は、クラ
イアントインストールパッケージをエクスポートすると便利です。たとえば、カスタムポリシーで管理外クライアントを
作成する必要がある場合もあります。また、Windows の 32 ビットまたは 64 ビットのインストールパッケージのみが必
要な場合や、Linux の DPKG または RPM のインストールパッケージが必要な場合もあります。
クライアントインストールパッケージをエクスポートしたら配備します。クライアント配備ウィザードの［リモートプッ
シュ］で、エクスポートした Windows パッケージや Mac パッケージを配備できます。または、クライアントにエクス
ポートしたパッケージを直接インストールしたり、サードパーティプログラムを使って配備したりできます。
管理下クライアントや管理外クライアントのインストールパッケージを作成できます。両方の種類のパッケージに、割
り当てられた機能、ポリシー、設定があります。管理下クライアント用に作成したパッケージは、Symantec Endpoint
Protection Manager コンソールで管理することができます。管理外クライアント用に作成したパッケージは、コンソール
では管理できません。クライアント配備ウィザードで［通信の更新パッケージの配備］を使って、管理外の Windows ク
ライアントや Mac クライアントを管理下クライアントにいつでも変換できます。
NOTE
リモートコンソールからクライアントインストールパッケージをエクスポートする場合、パッケージはリモー
トコンソールを実行しているコンピュータ上に作成されます。さらに、複数のドメインを使う場合は各ドメイ
ンにパッケージをエクスポートする必要があります。そうしないとクライアントが正しいドメイングループに
表示されません。
クライアントインストールパッケージをエクスポートするには
1. コンソールで、［管理］、［インストールパッケージ］の順にクリックします。
2. ［インストールパッケージ］で、［クライアントインストールパッケージ］をクリックします。
3. ［クライアントインストールパッケージ］ペインの［パッケージ名］で、エクスポートするパッケージを右クリック
して［エクスポート］をクリックします。
4. ［参照］をクリックしてエクスポート済みパッケージが含まれるフォルダにナビゲートして選択し、［OK］をク
リックします。
NOTE
パッケージのエクスポートは、2 バイト文字または Hi-ASCII 文字を含むディレクトリをサポートせず、そ
の選択はブロックされます。
5. インストール目的に応じて他のオプションを設定します。オプションは、エクスポートするインストールパッケージ
の種類やプラットフォームに応じて異なります。
このダイアログボックスのエクスポートオプションについて詳しくは、［ヘルプ］をクリックしてください。
詳細については、次を参照してください。
パッケージ設定のエクスポート
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6. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• Symantec Endpoint Protection Manager へのクライアントインストールパッケージのインポート
• クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択
• ［通信の更新パッケージの配備］を使ったクライアントサーバー通信の復元

Symantec Endpoint Protection Manager へのクライアントインストールパッケージ
のインポート
以前のバージョンから復元したデータベースを使用して新しいバージョンの Symantec Endpoint Protection Manager に
アップグレードする場合、クライアントのインストール パッケージを Symantec Endpoint Protection Manager にイン
ポートする必要があります。データベースには古いクライアントインストールパッケージが含まれていて、新しいパッ
ケージをインポートする必要がある。
Symantec Endpoint Protection Manager のバージョンは必ずクライアントバージョンと同じか、それ以降にする必要があ
ります。
NOTE
.exe や .zip ファイルパッケージなどの実行可能パッケージを直接インポートできますが、この方法は推奨し
ません。.info ファイルにはパッケージ内容を説明する情報が含まれていて、デルタ更新を使って Symantec
Endpoint Protection クライアントの将来のビルドへの適切な移行を確実に実行できます。一方、Symantec
Endpoint Protection Manager Web コンソールは .info ファイル形式をインポートしません。Web コンソールで
は、.zip または .exe ファイル形式など、単一ファイルのパッケージのインポートまたはエクスポートのみを実
行できます。
クライアント インストール パッケージを Symantec Endpoint Protection Manager にインポートする方法
1. インポートするインストールパッケージを、Symantec Endpoint Protection Manager が実行されているコンピュータ
上のディレクトリにコピーします。
クライアントインストールパッケージは 2 つのファイルで構成されています。1 つが「 製品名.dat」という名前
のファイルで、もう 1 つが「 製品名.info」という名前のファイルです。これらのファイルは Symantec Endpoint
Protection Manager のインストールまたはアップグレード時に自動的にインポートされます。インストールファイル
の SEPM/Packages フォルダからパッケージを取得することもできます。
2. コンソールで、［管理］ > ［インストールパッケージ］の順にクリックします。
3. ［タスク］で、［クライアントインストールパッケージの追加］をクリックします。
4. ［クライアントインストールパッケージの追加］ダイアログボックスで、パッケージの名前と説明を入力します。
5. ［参照］をクリックします。
6. ［フォルダの選択］ダイアログボックスで、新しいパッケージの［ 製品名］.info ファイル（ステップ 1 でコピーし
たもの）を検索して選択し、［選択］をクリックします。
7. ［正常に完了しました］というメッセージが表示されたら、［閉じる］をクリックします。
インストールファイルをエクスポートして配備に利用できるようにするには、［このパッケージをエクスポート］を
クリックしてこの手順を完了します。次のサイトを参照してください。
クライアントインストールパッケージのエクスポート
パッケージのインポートが正常に完了すると、［システム］の［管理ログ］に、パッケージの作成がイベントとして
記録されます。イベントのログとして、「Symantec Endpoint Protection Manager 経由で SEP 14.3 RU2 64 ビット
パッケージのインポートが正常に完了しました。このパッケージは配備可能になりました。」のような文が記載され
ているはずです。
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Windows クライアントインストールパッケージとコンテンツ更新のサイズ
クライアントインストールパッケージ、製品パッチ、コンテンツ更新も Symantec Endpoint Protection データベースに格
納され、ストレージの必要条件に影響を与えます。製品パッチには、クライアントパッケージの情報と各言語またはロ
ケールの情報が含まれます。パッチによって新しい完全なクライアントビルドが作成される点に注意してください。
以下のテーブルに、クライアントのログ記録と保護技術を最大レベルで有効にした場合のクライアントインストールパッ
ケージのサイズを示します。
Table 35: Windows クライアントインストールパッケージのサイズ
クライアント/定義の種類

*ウイルス定義ととも
にインストールしたか

64 ビットのパッケージ (MB)

32 ビットのパッケージ (MB)

標準と埋め込み
CoreDefs-3**

はい

188

175

【※No※】

93

81

ダークネットワーク
CoreDefs-1.5

はい

288

276

【※No※】

93

80

詳細については、次を参照してください。
クライアントのインストールの種類を使用してクラウドベースまたはローカルベースの定義をダウンロードするかどうか
を選択
これらのパッケージには、大きいサイズのハートビートを設定できます。このサイズにはパケットレベルのファイア
ウォールログは含まれません。パケットレベルのファイアウォールログは本番環境では推奨しません。クライアントのロ
グ記録が無効にされており、管理サーバーからダウンロードする新しいポリシーやコンテンツがない場合にはクライアン
トインストールパッケージは小さくなります。 この場合は小さいサイズのハートビートを設定できます。
*ネットワークの帯域幅が狭い場合は、ウイルス定義なしでクライアントパッケージをインストールします。クライアン
トは、管理サーバーに接続するとすぐにウイルス定義の完全なセットを受け取ります。
すべてのクライアントインストールパッケージに、ウイルスとスパイウェア、ファイアウォール、IPS、SONAR、シス
テムロックダウン、アプリケーション制御、ホストインテグリティコンテンツなど、すべての機能が含まれています。ク
ライアントの種類による相違点は、ウイルスとスパイウェアの定義のサイズです。
データベース内やファイルシステム上でコンテンツ更新に必要なストレージ領域がより少なくなりました。複数の完全な
リビジョンを格納するのではなく、管理サーバーはコンテンツ全体のリビジョン 1 つのみと増分の差分を格納するよう
になりました。完全なコンテンツ更新には約 470 MB が必要です。
NOTE
他のコンテンツと同じように、LiveUpdate サーバ、管理サーバ、またはグループ更新プロバイダを使用してク
ライアントにクライアント パッチをダウンロードできます。次のサイトを参照してください。
Windows クライアントへの Endpoint Protection クライアント パッチのインストール

Symantec Endpoint Protection Manager でのカスタムの Windows クライアントイ
ンストールパッケージの作成
クライアントインストール設定とクライアント機能セットの設定により、Windows 用の Symantec Endpoint Protection
のクライアントインストールパッケージをカスタマイズできます。カスタマイズにより、インストールパス、インストー
ル後の再起動の動作、インストールパッケージでサードパーティのセキュリティ製品などをアンインストールするかどう
かを設定できます。
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NOTE
クライアントインストール設定とクライアントインストール機能セットの設定は、Windows インストールパッ
ケージにのみ適用されます。［管理］ > ［インストールパッケージ］ > ［クライアントインストールパッケー
ジ］で Macintosh または Linux のインストールパッケージをエクスポートできますが、設定オプションは別の
ページで設定します。
Table 36: カスタムの Windows クライアントインストールパッケージを作成するタスク
タスク

詳細

新しいカスタムクライア
ントインストール設定を
作成する

［クライアントインストールの設定］で、インストール方法を定義します。
クライアントコンピュータの既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールする場合は、ここで設
定します。
詳細については、次を参照してください。
• クライアントインストールの設定をカスタマイズする
• 既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールするためのクライアントパッケージの設定

新しいカスタム機能セッ
トを作成する

［クライアントインストール機能セット］で、クライアントコンピュータにインストールする保護技術を
定義します。次のサイトを参照してください。
クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択

新しいカスタムインス
トールパッケージを作成
する

クライアントインストールパッケージをエクスポートするときに、作成したカスタマイズ済み設定ファイ
ルから選択します。また、パッケージの保存場所と、パッケージが単一ファイル (.EXE) かファイルが含
まれるフォルダかを選択します。
クライアント配備ウィザードで、カスタムインストール設定とカスタム機能セットを使用することもでき
ます。
詳細については、次を参照してください。
クライアントインストールパッケージのエクスポート
リモートプッシュを使った Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール

詳しい情報
クライアントインストールの準備

Windows クライアントのインストール設定について
クライアントの配備ウィザードを使うと、Windows クライアントのクライアントインストール設定を指定できます。ク
ライアントインストール設定ではインストール処理自体のオプションを定義します。対象のインストールフォルダで、他
のオプションでインストールログを無効にするかどうかやインストール後の再起動設定を定義します。
デフォルトのクライアントインストール設定を選択することも、［管理］ > ［インストールパッケージ］ > ［クライア
ントインストールの設定］でカスタムの［クライアントインストールの設定］を追加することもできます。コンテキスト
ヘルプは、可能な設定に関する詳細を表示します。
ユーザーの中断を最小限にするには、サイレントインストールでリモート配備してください。サイレント配備を行う場合
は、Microsoft Outlook などの Symantec Endpoint Protection にプラグインするアプリケーションを再起動する必要があ
ります。
自動インストール（［進行バーのみを表示］）を使うと、Windows に 1 つ以上のポップアップウィンドウが表示される
ことがあります。ただし、それらのウィンドウに気づかなくてもインストールは失敗しません。
対話型インストールでリモート配備を行わないでください。この種類のインストールはユーザーが対話しないと失敗し
ます。一部のオペレーティングシステムでは、セキュリティ機能（Windows のセッション 0 分離など）により対話型イ
ンストールウィザードが表示されないことがあります。ローカルインストールにのみ対話型インストールを使ってくださ
い。これらの推奨事項は 32 ビットと 64 ビットのオペレーティングシステムの両方に適用されます。
詳しい情報
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• クライアントインストールの設定をカスタマイズする
• クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択

クライアントインストールの設定をカスタマイズする
クライアントインストールパッケージや自動更新に適用するインストール設定を変更できます。
たとえば、クライアントをカスタムインストールフォルダにインストールする場合や、クライアント/サーバーの通信設
定をリセットする場合は、カスタムクライアントインストール設定を作成します。その後で、パッケージのエクスポート
時または配備時や、自動更新の設定時に、作成したカスタム設定を適用します。
クライアントインストールの設定をカスタマイズするには
1. コンソールで、［管理］ > ［インストールパッケージ］ > ［クライアントインストールの設定］を選択します。
2. ［タスク］で、［クライアントインストール設定の追加］をクリックします。
デフォルトのクライアントインストール設定ファイルは修正できません。
3. 設定ファイルを適用するオペレーティングシステムを選択します。
4. 名前と説明を入力します。
5. 次の各タブで、利用可能なオプションから選択します。

• Windows: ［基本設定］と［再起動の設定］
• Mac: ［再起動の設定］と［アップグレードの設定］

Mac クライアントの再起動とアップグレードの設定は、自動更新にのみ適用されます (バージョン 14 以降)。

6. ［OK］をクリックします。
クライアント配備ウィザードの実行時、または自動更新の設定時に、［インストールの設定］の横にあるドロップダウン
メニューから、作成した設定を選択します。
詳しい情報

• Windows クライアントのインストール設定について
• 既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールするためのクライアントパッケージの設定

既存のセキュリティソフトウェアのアンインストール
Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール前に、新しいインストールパッケージを設定、配備して、既
存のセキュリティソフトウェアをアンインストールできます。既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールする
と、Symantec Endpoint Protection クライアントがより効率的に実行されるようになります。既存のサードパーティのセ
キュリティソフトウェアまたは既存の Symantec Endpoint Protection クライアントを削除できます。
カスタムのクライアントインストール設定を作成または修正して、セキュリティソフトウェアのアンインストール機能を
有効にできます。作成したカスタム設定を、配備の際に選択します。
サードパーティのセキュリティソフトウェアをアンインストールするのにこの機能を使うことができます。クライアント
パッケージがどのサードパーティソフトウェアを削除するか確認するには、次を参照してください。
Endpoint Protection 14 でのサードパーティ製セキュリティソフトウェアの削除
一部のプログラムでは、特別なアンインストールルーチンがある場合や、自己防衛コンポーネントを無効にする必要があ
る場合があります。サードパーティソフトウェアのマニュアルを参照してください。
Mac または Linux クライアントパッケージでは、サードパーティのセキュリティソフトウェアを削除できませ
ん。Symantec Endpoint Protection クライアントパッケージを配備する前に、サードパーティのセキュリティソフトウェ
アをアンインストールする必要があります。
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NOTE
バージョン 14.2 では、サードパーティ製セキュリティソフトウェアの削除機能が変更され、以前のバージョ
ンのインストールパッケージに対しては有効にできなくなりました。たとえば、Symantec Endpoint Protection
Manager のバージョン 14.2 で、バージョン 14.0.1 のクライアントパッケージを作成および配備した場合、そ
のパッケージに対してはサードパーティ製セキュリティソフトウェアの削除機能を有効にできません。
14 以降では、Windows のコントロールパネルなどの一般的な方法でアンインストールできない Symantec Endpoint
Protection の既存のインストールを削除することもできます。この機能は、クライアントのインストール設定の別個のオ
プションとして表示されます。
次の手順で作成したパッケージのみが既存のセキュリティソフトウェアを削除できます。
既存のセキュリティ ソフトウェアをアンインストールする方法
1. 既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールするためにクライアントパッケージを設定するには、コンソー
ルの［管理］ページで、［インストールパッケージ］をクリックして［クライアントインストールの設定］をクリッ
クします。
2. ［タスク］で、［クライアントインストール設定の追加］をクリックします。
NOTE
カスタムのクライアントインストール設定を以前に作成している場合は、［タスク］で［クライアントイン
ストールの設定の編集］をクリックして、設定を修正できます。既存のカスタム設定を修正しても、以前に
エクスポートされたインストールパッケージは修正されません。
3. ［基本設定］タブで、次のいずれかのオプションをクリックします。

• 既存のサードパーティ製セキュリティソフトウェアを自動的にアンインストールする
• Symantec Endpoint Protection クライアントの壊れたバージョンを削除するには、［アンインストールできない既
存の Symantec Endpoint Protection クライアントソフトウェアを削除する］を使用します（14）。次のサイト
を参照してください。
Symantec Endpoint Protection クライアントのアンインストールについて

4. 選択したオプションについての情報を読んで、［OK］をクリックします。
この設定の他のオプションを修正することもできます。［ヘルプ］をクリックして、これらのオプションに関する情
報を参照してください。
5. ［OK］をクリックして、設定を保存します。
6. 既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールするためにクライアントパッケージを配備するには、コンソー
ルで［ホーム］ページから［クライアント配備ウィザード］を起動します。
［ヘルプ］、［始めましょう］ページをクリックして［必須タスク］で［コンピュータにクライアントソフトウェア
をインストールします。］をクリックします。
7. クライアント配備ウィザードで［新しいパッケージ配備］をクリックして［次へ］をクリックします。
以前に作成したインストールパッケージを配備するのに［既存のパッケージ配備］を使うことができます。ただし、
前の手順で説明されているようなカスタムのクライアントインストール設定を使って、これらのパッケージをエクス
ポートしておく必要があります。
8. ［グループとインストール機能セットの選択］で、Windows のインストールパッケージを選択します。［インストー
ルの設定］ドロップダウンリストで、前の手順で作成または修正したカスタムのクライアントインストール設定を選
択します。［次へ］をクリックします。
9. 使う配備方法をクリックし、［次へ］をクリックして選択した配備方法を続行して完了します。
詳しい情報

99

• クライアント配備ウィザードを使ったクライアントのインストール方法の選択
• Windows クライアントのインストール設定について
• クライアントインストールの準備

クライアントのインストールの種類を使用してクラウドベースまたはローカルベース
の定義をダウンロードするかどうかを選択
Windows クライアントのインストールパッケージを指定するときは、定義をクラウドからダウンロードするか、ローカ
ルでダウンロードするかを選択する必要があります。 クラウド対応オプションには、標準クライアントと埋め込み/VDI
クライアントが含まれます。Symantec Endpoint Protection には、クラウドに接続していないクライアント用にダーク
ネットワークインストールも含まれています。
NOTE
クライアントのインストール後に、Windows クライアントのインストールの種類を、［標準クライアン
ト］、［埋め込みまたは VDI］、［ダークネットワーク］の間で変更する場合は、最初に既存のクライアント
ソフトウェアをアンインストールし、これらの設定を再度行ってから新しいクライアントパッケージを再イン
ストールする必要があります。
Table 37: クライアントのダウンロード オプション
標準クライアント

ダークネットワーククライアント

埋め込み/VDI クライアント

• クラウドにあるウイルスとスパイウェ

• クラウドにある定義を使うことができ

• クラウドにあるウイルスとスパイウェ

•

•

• 最新のウイルスとスパイウェアの定義

•

アの定義を使います。
最新のウイルスとスパイウェアの定義
をディスクにインストールします。
標準クライアントは、レガシー標準ま
たはダークネットワーク Windows クラ
イアントよりもディスク上のサイズが
約 80 から 90 パーセント小さくなりま
す。
完全なインストールではなく、差分を
使って自動更新を処理します。

•
•

•

ません。
クラウドに断続的にアクセスする、ま
たはアクセスがないユーザーを対象と
しています。
ウイルスとスパイウェアの完全な定義
セットをインストールします。
レガシーの標準サイズのクライアント
と同様に、クラウドに接続している
場合は、ダウンロードインサイトと
SONAR で評価ルックアップを使いま
す。
完全なインストールではなく、差分を
使って自動更新を処理します。

アの定義を使います。

•

•

のみをインストールします。
このクライアントは、ダークネット
ワーク Windows クライアントよりも
ディスク上のサイズが約 80 から 90
パーセント小さくなります。
埋め込み/VDI クライアントには標準ク
ライアントよりも多くのサイズ最適化
が提供されます。
– インストール完了後、インストー
ラのキャッシュは保存を実行しませ
ん。この変更は、最初にインストー
ルパッケージをクライアントコン
ピュータにコピーしない限り、コン
トロールパネルを使ってインストー
ルを削除または修正できないことを
意味します。
– 埋め込みクライアントは、標準サイ
ズのクライアントに比べ、より多く
のフォルダで NTFS 圧縮を使いま
す。
完全なインストールを使って自動更新
を処理します。差分を使うことはでき
ません。

詳しい情報

• クライアント配備ウィザードを使ったクライアントのインストール方法の選択
• クライアントインストールパッケージのエクスポート
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Endpoint Protection 14 でのサードパーティ製セキュリティソフトウェアの削除
以下の表に、Symantec Endpoint Protection クライアントのインストールパッケージによって削除できるサードパーティ
製セキュリティ製品を示します。［クライアントインストールの設定］ダイアログボックスの［既存のサードパーティの
セキュリティソフトウェアを自動的にアンインストール］オプションによって、これらの製品が削除されます。
サポート対象の製品リストに含まれていないセキュリティ製品は、SEPprep ツールを使用して削除できます。
Table 38: クライアントインストールウィザードによって削除されるサードパーティ製セキュリティ製品のリスト
バージョン

詳しい情報

14.3 RU1

Endpoint Protection 14.3 RU1 でのサードパーティ製セキュリティソフトウェアの削除

14.3 MP1

14.3 MP1 では、［既存のサードパーティのセキュリティソフトウェアを自動的にアンインストール］オ
プションが Symantec Endpoint Protection Manager から削除されました。代わりに、Symantec Endpoint
Protection ダウンロードフォルダの Tools/TPAR フォルダにある TPAR ツールを使用します。
readme は以下の場所にあります。
Symantec Endpoint Protection のサードパーティ製セキュリティ ソフトウェアの削除機能について
14.3 MP1 Symantec Endpoint Protection Manager を使用しており、14.0 ～ 14.3 クライア
ント用のインストールパッケージを作成する必要がある場合は、conf.properties ファイルに
scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true を追加して管理サーバーサービスを再起動する
ことで、［既存のサードパーティのセキュリティソフトウェアを自動的にアンインストール］オプションを
表示して使用できます。

14.0 ～ 14.3

Endpoint Protection 14 でのサードパーティ製セキュリティソフトウェアの削除

詳しい情報

• 既存のセキュリティソフトウェアのアンインストール
• Symantec Endpoint Protection クライアントのアンインストールについて

Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 以降のサードパーティ製セキュリティソフ
トウェアの削除
以下の表は、クライアントインストールパッケージがインストールされる前に Symantec Endpoint Protection (SEP) が削
除できるサードパーティ製品および製品バージョンを示しています。クライアントインストールパッケージによって、製
品のすべてのバージョンが削除されます。
Table 39: 14.3 RU2 クライアント インストール ウィザードによって削除されるサードパーティ製セキュリティ製品のリ
スト
設定

説明

Avast

AntiVirus

AVG

AVG Internet Security Business Edition 2013

ESET

ESET Smart Security

Kaspersky

Kaspersky AntiVirus
Kaspersky Endpoint Security
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Security Center Network Agent

McAfee

McAfee Scan Enterprise
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Table 40: 14.3 RU1 クライアント インストール ウィザードによって削除されるサードパーティ製セキュリティ製品のリ
スト
設定

説明

Avast

AntiVirus

AVG

AVG Protection

ESET

ESET Endpoint Antivirus / ESET Endpoint Security
ESET Remote Administrator Agent

F-Secure

F-Secure Anti-Spyware
F-Secure Anti-Spyware Scanner
F-Secure Anti-Virus Client Security Installer
F-Secure Automatic Update Agent
F-Secure Backweb
F-Secure Browsing Protection
F-Secure CustomizationSetup
F-Secure DAAS2
F-Secure Device Control
F-Secure Diagnostics
F-Secure E-mail Scanning
F-Secure FWES
F-Secure GateKeeper Interface
F-Secure Gemini F-Secure GUI F-Secure Help
F-Secure HIPS
F-Secure Internet Shield
F-Secure Localization API
F-Secure Management Agent
F-Secure Management Extensions
F-Secure NAC Support
F-Secure NAP Support
F-Secure NIF
F-Secure Offload Scanning Agent
F-Secure ORSP Client
F-Secure Policy Manager Support
F-Secure Protocol Scanner
F-Secure Safe Banking Popup
F-Secure Sidegrade Support
F-Secure Software Updater
F-Secure System File Update
F-Secure TNB
F-Secure Uninstall
F-Secure Anti-Virus
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設定

説明

Kaspersky

Kaspersky Endpoint Security
Kaspersky AES Encryption Module
Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers
Kaspersky Security for Windows Servers
Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations
Kaspersky PURE
Kaspersky Small Office Security
Kaspersky AntiVirus / Kaspersky Internet Security
Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Console Plug-in
Kaspersky Anti-Virus SOS
Kaspersky Security Center Network Agent

McAfee

McAfee Endpoint Security Web Control
McAfee Endpoint Security Firewall
McAfee Endpoint Security Threat Prevention
McAfee Endpoint Security Platform
McAfee Desktop Firewall
McAfee VirusScan Enterprise
McAfee Firewall Protection Service
McAfee Virus and Spyware Protection Service
McAfee Browser Protection Service
McAfee SiteAdvisor Enterprise
McAfee Agent
McAfee Product Improvement Program
McAfee Host Intrusion Prevention

Sophos

Sophos Endpoint Agent
Sophos Patch Agent
Sophos Network Threat Protection
Sophos System Protection
Sophos Client Firewall
Sophos Anti-Virus
Sophos Exploit Prevention
Sophos Remote Management System
Sophos AutoUpdate
Sophos Endpoint Defense

Trend Micro

Trend Micro OfficeScan Agent

14.3 MP1 以降の Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) では、［クライアントインストールの設定］ダイアロ
グボックスで［既存のサードパーティのセキュリティソフトウェアを自動的にアンインストール］オプションを使用し
てインストールパッケージを作成できなくなりました。代わりに TPAR を使用してください。ただし、14.3 MP1 SEPM
を使用しており、14.3 MP1 よりも古い SEP クライアント用のインストールパッケージを作成するときは、この機能を
使用できます。この場合、conf.properties に scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true を追加し、管理
サーバーサービスを再起動する必要があります。この処理によってチェックボックスが表示されます。このオプション
は、クライアント側の機能が含まれているバージョン 14.0 ～ 14.3 のクライアントでのみ有効です。

Symantec Endpoint Protection Manager からのクライアントコンピュータの再起動
クライアントソフトウェアをインストールしたら、Windows クライアントコンピュータを再起動する必要があります。
デフォルトでは、Windows クライアントのコンピュータはインストールの後で自動的に再起動します。ただし、事前
にスケジュールした翌日の時間まで遅らせることができます。 インストールパッケージをエクスポートするか、配備す
る前に、Windows クライアントのインストール設定を構成し、インストール後に再起動するようにカスタマイズできま
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す。グループの再起動オプションを設定し、リスク修復または新しいクライアントダウンロードの後にクライアントコン
ピュータを再起動する方法を制御できます。
Mac クライアントのコンピュータはインストールの後で再起動の指示を要求します。クライアントパッケージをプッ
シュしたが、Mac コンピュータに誰もログオンしていない場合、インストールが完了したとき、自動的にハード要求が
発生します。この設定はカスタマイズできません。
Linux クライアントコンピュータは再起動を必要とせず、インストール後、自動的に再起動しません。
また、管理サーバーから再起動コマンドを実行し、Mac または Windows クライアントコンピュータをいつでも再起動で
きます。管理サーバーからの再起動コマンドで Linux クライアントを再起動することはできません。ユーザーの都合の
よい時間に再起動するように、Windows クライアントコンピュータをスケジュール設定することもできます。すぐに再
起動するように強制することも、再起動を遅らせるオプションを有効にすることもできます。Mac クライアントのコン
ピュータに再起動コマンドを送ると、ハード要求が常に実行されます。
1. Windows クライアントのコンピュータでリスク修復と新しいクライアントダウンロードの再起動オプションを設定す
るには、コンソールで［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］ページでグループを選択し、［ポリシー］タブをクリックします。
3. ［ポリシー］タブで、［全般の設定］をクリックします。
4. ［全般の設定］ダイアログボックスの［再起動の設定］タブで、再起動の方法とスケジュールを選択します。
一部の再起動オプションは Windows クライアントにのみ適用されます。詳しくは、状況感知型ヘルプを参照してく
ださい。
再起動を行う前に、クライアントコンピュータに表示される通知を追加することもできます。デフォルトのメッセー
ジでは、セキュリティリスク修復または新しいコンテンツダウンロードで再起動が必要となることが通知されます。
5. ［OK］をクリックします。
6. 選択したクライアントコンピュータを再起動するには、コンソールで［クライアント］をクリックします。
7. ［クライアント］ページの［クライアント］タブで、グループを選択します。
8. ［クライアント］タブでクライアントを選択し、［コンピュータでコマンドを実行］を右クリックして、［クライア
ントコンピュータの再起動］を選択します。
9. ［はい］をクリックして、必要な再起動オプションを指定し、［OK］をクリックします。
一部の再起動オプションは Windows クライアントにのみ適用されます。詳しくは、状況感知型ヘルプを参照してく
ださい。
10. 選択したグループのクライアントコンピュータを再起動するには、コンソールで［クライアント］をクリックしま
す。
11. ［クライアント］ページの［クライアント］タブでグループを選択し、［グループでコマンドを実行］をクリックし
て、［クライアントコンピュータの再起動］を選択します。
12. ［はい］をクリックして、必要な再起動オプションを指定し、［OK］をクリックします。
一部の再起動オプションは Windows クライアントにのみ適用されます。詳しくは、状況感知型ヘルプを参照してく
ださい。
詳しい情報

•
•
•
•

Windows クライアントのインストール設定について
クライアントコンピュータで実行できるコマンドについて
コンソールを使った、クライアントコンピュータでのコマンドの実行
クライアントインストールの準備
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管理下クライアントと管理外クライアントについて
クライアントソフトウェアは、管理下クライアントまたは管理外クライアントとしてインストールできます。ほとんどの
場合は、管理下クライアントとしてインストールしてください。テストコンピュータの場合や、コンピュータが主にオフ
サイトである場合などに、コンピュータに対するユーザーの制御性を高めるため、管理外クライアントをインストールし
ます。管理外クライアントのユーザーが、デフォルト設定とは異なるセキュリティ設定を構成できるレベルの知識を持っ
ていることを確認してください。
クライアントコンピュータでクライアントとサーバー間の通信ファイルを置換すると、後で管理外クライアントを管理下
クライアントに変換できます。
Table 41: 管理下クライアントと管理外クライアントの違い
次のように入力します。

説明

管理下クライアント

管理下クライアントは Symantec Endpoint Protection Manager に接続します。Symantec Endpoint
Protection Manager コンソールからクライアントコンピュータを管理します。コンソールを使って、管理
下クライアントコンピュータで、クライアントソフトウェア、セキュリティポリシー、およびウイルス定
義を更新します。
管理下クライアントでは、Symantec Endpoint Protection Manager、GUP、インターネット、LiveUpdate
からコンテンツのアップデートを取得できます。
ほとんどの場合、クライアントソフトウェアは管理下クライアントとしてインストールします。
管理下クライアントは次のいずれかの方法でインストールできます。
• 初期製品インストール中
• インストール後のコンソールから
バージョン 14.0.1 以降のクラウド管理機能には、管理下クライアントが必要です。

管理外クライアント

一次コンピュータユーザーがクライアントコンピュータを管理する必要があります。管理外クライアント
を Symantec Endpoint Protection Manager に接続せずにコンソールで管理することはできません。ほとん
どの場合、管理外クライアントは、ネットワークに断続的に接続するか、まったく接続しません。一次コ
ンピュータユーザーが、管理外クライアントコンピュータ上でクライアントソフトウェア、セキュリティ
ポリシー、ウイルス定義を更新する必要があります。
管理外クライアントでは、インターネットや LiveUpdate からコンテンツのアップデートを取得できま
す。各クライアント上のコンテンツを個別にアップデートする必要があります。次のサイトを参照してく
ださい。
• 管理外のクライアントインストールパッケージの取得方法
• 管理外 Windows クライアントのインストール

詳しい情報

• クライアントコンピュータと管理サーバーの通信方法
• クライアントコンピュータでクライアントとサーバーの通信ファイルを置き換える方法
• クライアントインストールの準備

管理外のクライアントインストールパッケージの取得方法
管理外の Symantec Endpoint Protection クライアントインストールパッケージは次のいずれかの方法で取得できます。

• スタンドアロンクライアントインストーラを Broadcom サポートポータルからダウンロードします。
• Broadcom サポートポータルから、ダウンロードした完全インストールファイル内のフォルダをコピーします。
• デフォルトのポリシーと設定、またはカスタムのポリシーと設定とともに、Symantec Endpoint Protection Manager
から管理外クライアントをエクスポートする
NOTE
ソフトウェアのダウンロードのガイダンスについては、以下を参照してください。
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Symantec Endpoint Protection の最新バージョンのダウンロード
スタンドアロンクライアントインストーラをダウンロードするには
1. Broadcom サポート ポータルにサインインします。
2. 以下のファイルをダウンロードします。
Symantec_Endpoint_Protection_version_All_Clients_lang>.zip
ここで、 version はバージョン番号です。 lang は言語で、英語の場合は EN などです。
3. ファイルの内容をハードディスクドライブに抽出します。
4. クライアントをインストールするオペレーティングシステムに応じて、以下のいずれかの操作を実行します。
– Windows の場合: 32 ビットまたは 64 ビットの .exe ファイルをターゲットコンピュータにコピーします。
– Mac の場合: Mac クライアントの .zip ファイルをターゲットコンピュータにコピーします。
– Linux の場合: Linux クライアントの .zip ファイルをターゲットコンピュータにコピーします。
NOTE
Symantec Agent または Symantec Endpoint Protection for Linux 14.3 RU1 以降は、管理外クライアント
として実行できません。
完全インストールファイルからフォルダをコピーするには
1. Broadcom サポート ポータルにサインインします。
2. 以下のファイルをダウンロードします。
Symantec_Endpoint_Protection_version_Full_Installation_lang.exe
ここで、 version はバージョン番号です。 lang は言語です。
3. ファイルをダブルクリックして、その内容を抽出します。
4. 次のいずれかの操作をします。
– バージョン 14.2 MP1a (14.2.1023.0100) 以降の場合、ファイルは C:\Users\username\AppData\Local
\Temp\7zXXXXXXXXX に抽出されます。ここで、 XXXXXXXXX は、文字と数字のランダムな文字列を表します。
そのフォルダに移動します。インストールメニューは閉じないでください。
– バージョン 14.2 MP1a （14.2.1023.0100）より前のバージョンでは、抽出する場所を入力するか、または参照し
て、［抽出］をクリックします。抽出が完了したら、そのフォルダに移動します。
5. クライアントをインストールするオペレーティングシステムに応じて、以下のいずれかの操作を実行します。
– Windows の場合: フォルダ SEP （32 ビット）または SEPx64 （64 ビット）をターゲットコンピュータにコピー
します。
– Mac の場合: フォルダ SEP_MAC をターゲットコンピュータにコピーします。
– Linux の場合: フォルダ SEP_LINUX をターゲットコンピュータにコピーします。
Symantec Endpoint Protection Manager から管理外クライアントをエクスポートするには
1. Symantec Endpoint Protection Manager にログオンします。
2. 次のいずれかの操作をします。
– デフォルトのポリシーと設定とともに、Symantec Endpoint Protection Manager から管理外クライアントをエクス
ポートする次のサイトを参照してください。
クライアントインストールパッケージのエクスポート
– カスタムポリシーと設定とともに、Symantec Endpoint Protection Manager から管理外クライアントをエクスポー
トする推奨事項については、次を参照してください。
管理外クライアントのインストールパッケージの推奨ポリシーおよび設定
グループポリシーとともに管理外の Mac クライアントをエクスポートすることはできません。
その後、Windows、Mac、または Linux 用の管理外クライアントをインストールできます。
ファイルが .zip ファイルの場合はインストールする前にすべての内容を解凍する必要があります。
詳しい情報
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• 管理外 Windows クライアントのインストール
• 管理下クライアントと管理外クライアントについて

管理外 Windows クライアントのインストール
管理外 (自己管理) クライアントを使用すると、通常、ユーザーはクライアントユーザーインターフェースを通じ
て、Symantec Endpoint Protection の設定をより詳細に制御できるようになります。通常、管理外 Symantec Endpoint
Protection クライアントは Windows コンピュータに直接インストールします。また、インストールを完了するためには
ユーザー入力が必要です。次のサイトを参照してください。

• 管理下クライアントと管理外クライアントについて
• 管理外のクライアントインストールパッケージの取得方法
NOTE
管理下 Windows クライアントのインストールパッケージは、同様の手順でクライアントコンピュータに直接イ
ンストールします。［対話型］インストールの場合のみ、ユーザーによる入力が必要です。管理外 Windows ク
ライアントのインストールの場合、クライアント インストール設定のオプション［進行バーのみを表示］およ
び［サイレント］では、ユーザ入力は不要です。
NOTE
カスタムポリシーを使用して設定された管理外クライアントパッケージが、説明にある一部のパネルに、イン
ストール中に表示されない場合があります。手順内で説明されているインストールパネルが表示されない場合
は、次の手順に進みます。
管理外の Windows クライアントをインストールするには
1. Setup.exe をダブルクリックして、［次へ］をクリックします。
2. ［使用許諾契約］パネルで、［使用許諾契約の条項に同意します］をクリックし、［次へ］をクリックします。
3. ［セットアップの種類］パネルで、次のいずれかのオプションをクリックします。
最も一般的なオプションの場合は［標準］をクリックし、［次へ］をクリックします。
インストールを設定するには［カスタム］をクリックし、［次へ］をクリックします。
– ［インストールの種類］パネルで、定義をクラウドからダウンロードするか、ローカル（ダーク ネットワーク）
を選択します。
– ［カスタム セットアップ］パネルで、コンピュータにインストールする機能を選択します。機能の赤い「X」はイ
ンストールされません。
詳細については、次を参照してください。
– クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択
– クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択
4. インストールウィザードに指示を求められたら、［Auto-Protect を有効にする］と［LiveUpdate を実行する］をク
リックし、［次へ］をクリックします。
5. ［ファイル評価データの提出］と［データ収集］パネルで、シマンテックに仮名データを提供しない場合はチェック
マークを外し、［インストール］をクリックします。
管理外クライアントは、チェックボックスにチェックマークが付いていても有償ライセンスなしにデータを提出する
ことはありません。
6. ウィザードの完了を示すパネルで［完了］をクリックします。
詳しい情報

• Windows クライアントのインストール設定について
• クライアントインストールの準備
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Symantec Endpoint Protection クライアントのアンインストールについて
Symantec Endpoint Protection のインストールを開始する前に、クライアント コンピュータの既存のクライアント イン
ストールをアンインストールできます。この機能は CleanWipe ユーティリティに相当するため、すべての配備において
有効にする必要はありません。Symantec Endpoint Protection クライアントの破損したインストールや正常に機能しない
インストールを削除する場合にのみ、この機能を使う必要があります。
［アンインストールできない既存の Symantec Endpoint Protection クライアントソフトウェアを削除する］機能を使
用する前に、以下の重要な情報に注意してください。

• この機能は、作成したインストールパッケージのバージョン以下のすべての Symantec Endpoint Protection バージョ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ンを削除します。
この機能が含まれるインストールパッケージよりも後の Symantec Endpoint Protection バージョンは、この機能でア
ンインストールできません。たとえば、計画ロールバック中にこの機能を使うことはできません。
この機能を有効にした誤ったパッケージの種類を配備すると、この機能は削除を実行しません。たとえば、32 ビット
のパッケージを 64 ビットのコンピュータに配備すると、この機能はインストールされません。したがって、既存の
Symantec Endpoint Protection インストールを削除できません。
GPO 配備を介する場合など、.MSI ファイルを直接使うインストールでは、この機能を使うことができません。
この機能は手動更新と自動更新では正しく機能しません。この機能は新規インストールでのみ使用します。
この機能は Symantec Endpoint Protection Manager を削除しません。
このオプションは、他のシマンテック製品が Windows LiveUpdate を使っていない場合に、それのみを削除します。
クライアントコンピュータでは、この機能はサイレントで実行して、状態画面またはユーザーインターフェースを表
示しません。
このオプションでは、インストールの種類が［サイレント］に強制されます。
削除が完了すると、コンピュータが自動的に再起動します。この再起動を延期または省略するように設定することは
できません。

詳しい情報

• 既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールするためのクライアントパッケージの設定
• CleanWipe 駆除ツールをダウンロードして Endpoint Protection をアンインストール
• Endpoint Protection 14 でのサードパーティ製セキュリティソフトウェアの削除

Symantec Endpoint Protection for Windows クライアントのアンインストール
Windows クライアントは次の方法でアンインストールできます。

• Windows コントロールパネルからアプリケーションを削除します。通常は［プログラムと機能］を使用します。
• Symantec Endpoint Protection クライアント（14 現在）を削除するカスタムクライアントインストールパッケージを

•

設定および配備します。この方法は、Windows コントロールパネルを使用したアンインストールが 機能しない場合
にのみ使用してください。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection クライアントに事前にインストールされた削除機能について
Symantec Endpoint Protection Manager と他のコンポーネントをアンインストールする別の方法については、以下を
参照してください。
Symantec Endpoint Protection のアンインストール

Symantec Endpoint Protection クライアントソフトウェアがハードウェアデバイスを遮断するポリシーを使っている場合
には、ポリシーはソフトウェアをアンインストールした後でデバイスを遮断します。アンインストールする前にポリシー
によるデバイス制御を無効にしない場合、Windows のデバイスマネージャを使い、デバイスを遮断解除します。
Windows 用の Symantec Endpoint Protection クライアントをアンインストールする方法
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1. コンソールの［管理］ページで、［インストールパッケージ］をクリックして［クライアントインストールの設
定］をクリックします。
2. ［タスク］で、［クライアントインストール設定の追加］をクリックします。
NOTE
カスタムのクライアントインストール設定を以前に作成している場合は、［タスク］で［クライアントイン
ストールの設定の編集］をクリックして、設定を修正できます。既存のカスタム設定を修正しても、以前に
エクスポートされたインストールパッケージは修正されません。
3. ［基本設定］タブで、［アンインストールできない既存の Symantec Endpoint Protection クライアントソフトウェ
アを削除します］にチェックマークを付けます。
4. メッセージを読み、［OK］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• Mac 用の Symantec Endpoint Protection クライアントのアンインストール
• Symantec Endpoint Protection for Linux クライアントのアンインストール

Mac 用の Symantec Endpoint Protection クライアントのアンインストール
メニューバーのクライアントアイコンを使って、Symantec Endpoint Protection for Mac クライアントをアンインストー
ルします。Symantec Endpoint Protection for Mac クライアントのアンインストールでは管理者ユーザーの資格情報が必
要です。
NOTE
Symantec Endpoint Protection クライアントをアンインストールした後、アンインストールを完了するためにク
ライアントコンピュータを再起動するように求めるメッセージが表示されます。開始する前に、必ず未完了の
すべての作業を保存して、すべての開いているアプリケーションを閉じます。
Mac 用の Symantec Endpoint Protection クライアントをアンインストールする方法
1. Mac クライアントコンピュータで、Symantec Endpoint Protection クライアントを開き、［Symantec Endpoint
Protection］ > ［Symantec Endpoint Protection のアンインストール］をクリックします。
2. ［アンインストール］を再びクリックして、アンインストールを開始します。
3. Symantec Endpoint Protection クライアントをアンインストールするのに必要なヘルパーツールをインストールする
には、Mac の管理者ユーザー名およびパスワードを入力し、［ヘルパーのインストール］をクリックします。
4. ［Symantec Endpoint Protection is trying to modify a System Extension （Symantec Endpoint Protection は
システム拡張を変更しようとしています）］ダイアログボックスで、Mac の管理者ユーザー名とパスワードを入力
し、［OK］をクリックします。
クライアントをアンインストールするためにパスワードの入力を求められる可能性もあります。このパスワード
は、Mac の管理パスワードと別のパスワードである可能性があります。
5. アンインストールが完了したら、［今すぐに再起動］をクリックします。
アンインストールが失敗した場合は、別の方法を使用したアンインストールが必要になる場合があります。次のサイトを
参照してください。
Symantec Endpoint Protection のアンインストール
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Symantec Linux エージェントまたは Linux 用 Symantec Endpoint Protection クラ
イアントのアンインストール
インストール時に取得したスクリプトとともに Symantec Endpoint Protection for Linux クライアントをアンインストー
ルします。
NOTE
Linux コンピュータの Symantec Endpoint Protection クライアントをアンインストールするにはスーパーユー
ザー権限が必要です。この手順では、sudo を使って権限の昇格を説明します。
14.3 RU1 以降の場合： Symantec Linux エージェントをアンインストールする方法
1. Linux コンピュータで、ターミナルアプリケーションウィンドウを開きます。
2. 以下のディレクトリに移動します。
/usr/lib/symantec/
3. 以下の組み込みスクリプトを実行して、Symantec Agent for Linux をアンインストールします。
./uninstall.sh
4. アンインストールが完了して再起動プロンプトが表示されたら、コンピュータを再起動します。
uninstall.sh スクリプトを実行すると、Symantec Agent for Linux のすべてのコンポーネント (sdcsscaf、sdcss-sepagent、および sdcss-kmod) が削除されます。
[root@localhost symantec]# ./uninstall.sh
Running ./uninstall.sh (PWD /usr/lib/symantec; version 2.2.4.41)
Uninstalling Symantec Agent for Linux (SEPM) ...
Removing packages sdcss-caf sdcss-sepagent sdcss-kmod sdcss-scripts
Symantec Agent for Linux (SEPM) uninstalled successfully.
A reboot is required to complete uninstallation.
Please reboot your machine at the earliest convenience.
14.3 MP1 以前の場合： Linux 用 Symantec Endpoint Protection クライアントをアンインストールする方法
1. Linux コンピュータで、ターミナルアプリケーションウィンドウを開きます。
2. 次のコマンドを実行して Symantec Endpoint Protection インストールフォルダにナビゲートします。
cd /opt/Symantec/symantec_antivirus
このパスはデフォルトのインストールパスです。
3. 組み込みスクリプトで次のコマンドを実行して Symantec Endpoint Protection をアンインストールします。
sudo ./uninstall.sh
パスワードの入力を求めるメッセージが表示されたらパスワードを入力します。
このスクリプトは Symantec Endpoint Protection コンポーネントのアンインストールを開始します。
4. メッセージが表示されたら Y と入力して Enter キーを押します。
コマンドプロンプトが返るとアンインストールは完了します。
NOTE
一部のオペレーティングシステムでは、/opt フォルダの唯一の内容が Symantec Endpoint Protection クラ
イアントファイルの場合にはアンインストーラスクリプトは /opt も削除します。このフォルダを作成し直
すには、sudo mkdir /opt コマンドを入力します。
パッケージマネージャまたはソフトウェアマネージャを使ってアンインストールするには、ご使用の Linux 配布版に固有
のマニュアルを参照してください。
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Symantec Endpoint Protection (SEP) の最新リリースへのアップ
グレードおよび移行
Symantec Endpoint Protection の最新リリースへの更新方法について説明します。
このトピックを使用して、SEP 14. x の最新リリースにアップグレードし、新機能を利用します。ここに記載された情報
は、互換性のあるバージョンの製品がすでにインストールされている環境でソフトウェアをアップグレードするためのも
のです。
アップグレードする前に、以下の情報を確認します。

•
•
•
•
•

Endpoint Protection のすべてのバージョンのリリースノート、修正項目、システム要件
既知の問題と回避策
Symantec Endpoint Protection 14.x のすべてのバージョンの新機能
Symantec Endpoint Protection 14.x の最新バージョンへのサポート対象およびサポート非対象アップグレードパス
Symantec Endpoint Protection 14 の移行に関する考慮事項

Table 42: Symantec Endpoint Protection をアップグレードする処理
タスク

説明

手順 1: Broadcom Download Center リンクと情報については、以下を参照してください。
から最新バージョンをダウンロード シマンテックソフトウェアの最新バージョンをダウンロードする
する
Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) と Symantec Endpoint Protection クライアン
トをアップグレードする前に、以下のベストプラクティスに従って、アップグレード時にネッ
トワークの保護を最大限に高めるようにします。
• Symantec Endpoint Protection のアップグレードと同時にサードパーティ製品のインストー
ルを実行することは推奨しません。ネットワークレベルまたはシステムレベルの変更を行う
サードパーティソフトウェアをインストールすると、Symantec Endpoint Protection をアッ
プグレードする際に、予期しない結果が生じる可能性があります。
• 可能な場合は、Symantec Endpoint Protection をインストールまたはアップグレードする前
に、クライアントコンピュータを再起動します。
• 複数のバージョンを管理するのではなく、ネットワーク全体を Symantec Endpoint
Protection の現在のバージョンにアップグレードすることを推奨します。
詳細については、次を参照してください。
Endpoint Protection 14.x のアップグレードのベストプラクティス
ステップ 2: データベースのバック クライアントデータの整合性を保証するために Symantec Endpoint Protection Manager が使う
アップとディザスタリカバリに備え データベース、ログ、リカバリファイルのバックアップを作成します。 これらのステップは、
る
使用しているバージョンによって異なります。次のサイトを参照してください。
Endpoint Protection のディザスタリカバリのベストプラクティス
ステップ 3: 複製関係を解消する

アップデートする管理サーバーを他の管理サーバーで複製する場合は、複製関係を解消しま
す。アップグレード中に複製パートナーが複製を起動すると、予測不能な結果が生じる可能性
があります。
Note: 管理サーバー間の関係を解消することは、複製パートナーを削除することと同じではあ
りません。複製パートナーを完全に削除することがないようにします。
管理サーバ間で複製を使用しない場合は、この手順をスキップできます。
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タスク

説明

手順 3: Symantec Endpoint
新しいバージョンをインストールする前に、すべてのサイトの管理サーバーサービスを手動で
Protection Manager サービスを停止 停止する必要があります。管理サーバーサービスは、SEPM 上で実行する Syslog サービスま
する
たは同様のサービスを停止します。これにより、SEPM ファイルまたはフォルダがロックし、
アップグレードが失敗する可能性があります。 アップグレード後、管理サーバーは自動的に
サービスを開始します。
Note: 管理サーバーを他の管理サーバーに複製している場合、SEPM のアップグレード期間中
に複製が行われないこと、また、管理サーバーサービスが停止していることを確認してくださ
い。次のサイトを参照してください。
Note: アップグレード中の複製の防止
手順 4: Symantec Endpoint
ネットワークのすべてのサイトに既存のバージョンを上書きして Symantec Endpoint
Protection Manager ソフトウェアを Protection Manager の新しいバージョンをインストールします。既存のバージョンが自動的に
アップグレードする
検出され、すべての設定はアップグレードの間に保存されます。次のサイトを参照してくださ
い。
• 管理サーバーのアップグレード
• Symantec Endpoint Protection Manager のインストール
アップグレード前に Symantec Endpoint Protection Manager ドメインを ICDm クラウドコン
ソールに登録している場合 (ハイブリッド管理)、ドメインはアップグレードプロセス中に登録
されたままになります。アップグレード後に任意のドメインを登録することもできます。次の
サイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager からドメインをクラウドコンソールに登録する
手順 5: アップグレード後に複製関
係を復元する

アップデートした管理サーバーを他の管理サーバーで複製する場合は、複製関係を復元しま
す。次のサイトを参照してください。
アップグレード前後での、複製の無効化と復元
管理サーバ間で複製を使用しない場合は、この手順をスキップできます。
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タスク

説明

手順 5: シマンテック製クライアン 新しいバージョンをインストールする前に、以前のクライアントをアンインストールする必要
トソフトウェアをアップグレードす はありません。インストール後のプロセスで、クライアント設定が保存され、クライアントが
る
最新のバージョンにアップグレードされます。 最初に少数のテストコンピュータを含むグルー
プを更新してから、実働ネットワーク全体を更新してください。
クライアントをグループ更新プロバイダとして使用している場合、最初にこれらをアップグ
レードする必要があります。次のサイトを参照してください。
GUP の更新
以下のトピックで、該当する手順を確認します。
• クライアントインストールの準備
• リモート配備用 Windows と Mac コンピュータの準備
その後、以下のいずれかの方法でクライアントをアップグレードします。
• 自動更新: 自動更新は、グループ内の Windows および Mac クライアントソフトウェアを更
新する最も簡単な方法です。
手動または［クライアントをパッケージでアップグレード］ウィザードで、管理サーバーで
クライアントパッケージをグループに割り当てます。アップグレードプロセスを完了するた
めに、ユーザー側でその他の操作は必要ありません。次のサイトを参照してください。
自動更新によるクライアントソフトウェアのアップグレード
自動更新では、Symantec Agent for Linux 14.3 RU1 はサポートされていません。
• インストールファイル: Broadcom Download Center からクライアントインストールファイ
ルをダウンロードします。
リンクと情報については、以下を参照してください。
シマンテックソフトウェアの最新バージョンをダウンロードする
• クライアント配備ウィザード: 管理サーバーでクライアント配備ウィザードを実行します。
このウィザードでクライアントパッケージを作成できます。このパッケージは、Web リン
クや電子メール、リモートプッシュで配備したり、後でローカルにインストールするために
保存したりできます。サードパーティツールを使用して配備することもできます。次のサイ
トを参照してください。
クライアント配備ウィザードを使ったクライアントのインストール方法の選択

Endpoint Protection 14.x のアップグレードのベストプラクティス
アップグレードする際には、推奨されるベスト プラクティスに従い、潜在的な問題とリスクに注意してください。
以下のリソースは、現在のバージョンの Symantec Endpoint Protection （SEP）への最適なアップグレードを計画して実
行するために役立ちます。

•
•
•
•
•

最新版にアップグレードする利点
最新版の重要な情報
開始する前に把握しておくこと
ベストプラクティス
よく寄せられる質問 (FAQ)

最新版にアップグレードする利点
最新のセキュリティ機能、オペレーティングシステムのサポート、顧客用の修正を利用するには、最新バージョンにアッ
プグレードします。各バージョンで提供される機能について詳しくは、以下を参照してください。
Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.x のすべてのリリースの新機能
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最新版の重要な情報
Table 43: 最新版の重要な情報
システムの必要条件とリ
リースノート

アップグレードする前に、以下をよく確認してください。
Endpoint Protection のすべてのバージョンのリリースノート、修正項目、システム要件
アップグレードする前に、Symantec Diagnostic Tool を使用して、コンピュータがシステムの最小必要条
件を満たしているかどうかを確認します。次のサイトを参照してください。
製品の問題を検出するために SymDiag をダウンロードする
オペレーティングシステムをアップグレードする場合は、必ず始めにそのオペレーティングシステムをサ
ポートするバージョンに Symantec Endpoint Protection をアップグレードしてください。オペレーティン
グシステムをアップグレードするときにサポート外のバージョンの Symantec Endpoint Protection をその
ままにすると、予期しない結果になる場合があります。

サポート対象のアップグ
レードパスとサポート外
のアップグレードパス

現在インストールしているバージョンを新しいバージョンに移行またはアップグレードできることを確認
します。以下を確認します。
• Symantec Endpoint Protection 14.x の最新バージョンへのサポート対象およびサポート非対象アップ
グレードパス

インストールとアップグ
レードの重要な情報

• Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2 クライアントは、14.3 RU1 MP1 以前の Symantec Endpoint
•
•

•

•

•

Protection Manager では管理できません。
14.3 RU1 以降へのアップグレードでは、埋め込みデータベースは、デフォルトの Microsoft SQL
Server Express データベースに置き換えられます。データベースの最大サイズは 10 GB です。
14.2 以降へのアップグレードでは、一部のデフォルト名が変更された場合、ファイアウォールポリ
シーに IPv6 の変更を組み込むことができません。このデフォルト名には、デフォルトポリシーの名前
とデフォルトルールの名前が含まれます。アップグレード時にルールを更新できない場合、IPv6 のオ
プションは表示されません。アップグレード後に作成する新しいポリシーまたはルールには影響があ
りません。
可能な場合は、変更された名前をデフォルトに戻します。または、デフォルトポリシーに追加したカ
スタムルールが IPv6 通信を遮断しないことを確認します。追加するすべての新しいポリシーまたは
ルールについて、同じことを確認します。
それにより、IPv6 通信での問題を防止できます。
ネットワークで IPv6 通信のみを使用している場合、Symantec Endpoint Protection のレガシークライ
アントをバージョン 14.2 以降にアップグレードすることはできません。この場合、レガシークライ
アントとは、バージョン 14.2 より前の Symantec Endpoint Protection クライアントです。これらの古
いクライアントバージョンは IPv6 通信をサポートしていないので、アップグレードすると Symantec
Endpoint Protection Manager で通信の問題が発生する場合があります。
環境をピュア IPv6 ネットワークに移動する前に、クライアントをバージョン 14.2 にアップグレード
してください。または、レガシーバージョンをアンインストールしてから、これらのクライアントコ
ンピュータに新しい 14.2 以降のパッケージを配備します。
Symantec Endpoint Protection で SQL Server データベースを使用しており、環境で TLS 1.2 のみが使
用されている場合は、その SQL Server で TLS 1.2 がサポートされることを確認してください。SQL
Server にパッチを適用する必要がある場合があります。次のサイトを参照してください。
Microsoft SQL Server 用の TLS 1.2 のサポート
この推奨事項は SQL Server 2008、2012、2014 に適用されます。
Symantec Endpoint Protection Manager を新しくインストールすると、クライアントと管理コンソー
ルの間の通信を保護できます。アップグレードでは、現在の通信設定が維持されます。

開始する前に把握しておくこと
以下の表に、アップグレード前に実行する必要がある、推奨される定期的な保守タスクを示します。保守には、ディスク
エラーの調査、ハードディスクドライブの断片化解消、その他の定期的な健全性検査が含まれる場合があります。
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Table 44: 推奨される定期的な保守タスク
ディスク容量の不足

アップグレードを実行するために十分なディスク容量を管理サーバに確保します。Symantec Endpoint
Protection Manager を正常にアップグレードするには、少なくともデータベースの 3 倍の空き容量が必要
です。Symantec Endpoint Protection クライアントのインストールに必要な空き容量について、システム
必要条件を調べてください。次のサイトを参照してください。
アップグレード前に Symantec Endpoint Protection Manager のディスクの空き容量を増加する」で作成し
たディレクトリサーバー名を選択します。

プロキシサーバー

シマンテック社のすべてのサーバーと正常に通信するには、周辺機器のファイアウォールやプロキシを適
切に無効にしていることを確認します。次のサイトを参照してください。
SEP および SES がシマンテック社のサーバーへ接続するために許可する URL

スキャンの除外

クライアントをアップグレードして配備する前に、追加のスキャンの除外を作成する必要がある場合もあ
ります。次のサイトを参照してください。
• What scan exclusions should be applied to all Windows clustered server nodes? (すべての Windows ク
ラスタ化サーバーノードにどのスキャン除外を適用する必要がありますか?)
• About the automatic exclusion of files and folders for Microsoft Exchange server and Symantec
products (Microsoft Exchange Server およびシマンテック製品のファイルとフォルダの自動除外につい
て)
• Best practices for virtualization (仮想化のベストプラクティス)
• Windows クライアントのウイルススキャンとスパイウェアスキャンから既知のリスクを除外する

アップグレード手順

Symantec Endpoint Protection のアップグレードの全般情報については、以下を参照してください。
Symantec Endpoint Protection (SEP) の最新リリースへのアップグレードおよび移行

サポート対象外の言語の
アップグレード

14.3 RU2 以降、Symantec Endpoint Protection （SEPM）とクライアントの両方は、英語、ポルトガル語
（ブラジル）、フランス語、日本語、スペイン語の 5 つの言語にのみ翻訳されます。サポート対象外の言
語から SEPM をアップグレードすると、SEPM は自動的に英語にアップグレードします。
サポート対象の別の言語にアップグレードする場合（チェコ語からフランス語など）、アップグレードの
前に以下を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 RU2+ のサポート対象言語へのアップグレード
Windows クライアントでサポート対象外の言語をアップグレードするには、 を参照してください
自動更新によるクライアントソフトウェアのアップグレード

ベストプラクティス
Table 45: ベストプラクティス
アップグレードする前に
バックアップを作成する

ベストプラクティスとして、アップグレードの前に必ず Symantec Endpoint Protection Manager データ
ベースのバックアップを作成します。次のサイトを参照してください。
データベースとログのバックアップ

自動更新

既存の Windows クライアントと Mac クライアントをアップグレードするには、［クライアントをパッ
ケージでアップグレード］ウィザードを使います。
使用可能な帯域幅によっては、業務の終了後に自動更新のスケジュールを設定すると効率的です。Web
サーバーでクライアントパッケージをステージングしてから［クライアントをパッケージでアップグレー
ド］を実行します。クライアント配備ウィザードなどと同様にアップグレードパッケージを配備するため
の別の方法が用意されています。次のサイトを参照してください。
自動更新によるクライアントソフトウェアのアップグレード
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Symantec Endpoint
Protection Manager の新
規インストール

通信の更新パッケージを使うと、既存のクライアントを新しくインストールする Symantec Endpoint
Protection Manager に接続できます。たとえば、既存のサーバーを使用停止にして、代わりに新しいサー
バーに Symantec Endpoint Protection Manager をインストールする場合に、このように接続します。クラ
イアントとサーバー間の通信設定をリセットする新しいクライアントインストール設定を作成し、次にク
ライアントと同じ方法で通信の更新パッケージを配備します (［ヘルプ］>［始めましょう］ページ >［コ
ンピュータにクライアントソフトウェアをインストールします。］)。
クライアントのインストール設定で適用した Mac コンピュータのクライアントとサーバー間の通信設定を
リセットすることもできます。
クライアントを接続した後、自動更新でクライアントをアップグレードできます。次のサイトを参照して
ください。
Windows クライアントのインストール設定について

仮想化

Symantec Endpoint Protection クライアントを使用して、サポート対象のオペレーティングシステムの仮
想インスタンスを保護できます。
Symantec Endpoint Protection Manager は、サポート対象のオペレーティングシステムの仮想インスタン
スにインストールして管理できます。Symantec Endpoint Protection には、共有インサイト キャッシュな
どの仮想クライアントの詳細な管理オプションや、オフラインの非永続 GVM をパージするその他の設定
オプションが用意されています。次のサイトを参照してください。
Best practices for virtualization in Symantec Endpoint Protection (Symantec Endpoint Protection での仮想
化のベストプラクティス)

ディザスタリカバリの準
備

アップグレードを始める前に、ディザスタリカバリの準備技術を使用して現在インストールしている
Symantec Endpoint Protection Manager のバックアップを作成していることを確認します。アップグレー
ドに失敗した場合でも、Symantec Endpoint Protection Manager の機能を素早く復元できます。
データベーススキーマやその他の変更が原因でエラーが発生した場合にインストールを回復するには、以
前使用していたバージョンとまったく同じバージョンを使って再インストールする必要があります。次の
サイトを参照してください。
Endpoint Protection のディザスタリカバリのベストプラクティス を参照してください。

よく寄せられる質問 (FAQ)
質問: 最新版の Symantec Endpoint Protection はどこで入手できますか?
回答： Broadcom サポート ポータルから入手できます。ガイドについては、次のページを参照してください。
シマンテックソフトウェアの最新バージョンをダウンロードする
その他のサポートについては、テクニカル サポートにお問い合わせください。
Symantec Endpoint Security
質問: ライセンスはどのようにしてアクティブ化すればいいですか?
回答： Symantec Endpoint Protection Manager にログオンした後、［必須タスク］で［ヘルプ］ > ［始めましょう］
ページをクリックします。
質問: どんなアップグレード方法がありますか? それぞれの方法はどのような場合に使いますか?
回答： クライアントのアップグレードには複数の方法を利用できます。第 2 に、各状況に最も適切な方法を判断しま
す。状況によって異なるので、シマンテック社はアップグレードを完了できるように次のようなさまざまな方法を用意し
ています。

• 自動更新: 手動または［クライアントをパッケージでアップグレード］で、管理コンソールでグループにクライアント
パッケージを割り当てます。

• ローカルでインストールファイルまたはインストールメディアからインストールします。
• 管理コンソールからクライアント配備ウィザードを実行します。クライアント配備ウィザードでは、クライアント

パッケージを順を追って作成できます。作成したら、ユーザーに電子メールで Web リンクを送信し、リモートプッ
シュで配備できます。ローカルインストールまたはサードパーティの配備ツールでパッケージを保存することもでき
ます。
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開始する前に、クライアント コンピュータでアップグレード パッケージを受信する準備ができていることを確認しま
す。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection クライアントのインストールの管理
質問: どのような移行順序を推奨しますか? 使用環境で最初に何をアップグレードすればいいですか?
回答： 推奨されるアップグレードの順序は以下のとおりです。
1. Symantec Endpoint Protection ManagerS
2. GUP
3. 必要に応じて、その他のクライアント
質問: Windows 2000 と Symantec Endpoint Protection 11.x クライアントの管理を継続することはできますか?
回答： できません。
質問: 使用環境にインストールしている Symantec Endpoint Protection のバージョンのリストはどのようにして生成で
きますか?
回答： ［レポート］を使用して、このリストを生成します。次のサイトを参照してください。
ネットワーク内でインストールされている Symantec Endpoint Protection バージョンのリストの作成

Symantec Endpoint Protection 14.x の最新バージョンへのサポート対象
およびサポート非対象アップグレードパス
通常、最新バージョンより前の Symantec Endpoint Protection バージョンでは、これより前のリストのすべてのバージョ
ンがサポートされます。ただし、特定のバージョンのリリースノートを参照して確認してください。次のサイトを参照し
てください。
Endpoint Security およびすべてのバージョンの Endpoint Protection のリリースバージョン、リリースノート、新しい修
正、およびシステム要件
サポートされているアップグレードパス

• 埋め込みデータベースを使用する Symantec Endpoint Protection Manager バージョン 12.1.6 MP10 以降は、Microsoft
•
•

SQL Server Express データベース、バージョン 14.3 RU1 MP1 にシームレスにアップグレードされます。12.1.6
MP9 以前から 14.3 RU1 MP1 へのアップグレードは遮断されます。
Symantec Endpoint Protection Manager 14.x は、12.1.x をシームレスにアップグレードします。ただし、Windows
Server 2003、デスクトップオペレーティングシステム、および 32 ビット版オペレーティングシステムのほか、一部
のバージョンの SQL Server など、サポートが終了されたものは除きます。
Symantec Endpoint Protection 14.x クライアントは、サポート対象のオペレーティング システムにインストールされ
ている以前のすべての 12.1 クライアント バージョンをシームレスにアップグレードします。次のサイトを参照して
ください。

Symantec Endpoint Protection 14 の移行に関する考慮事項
Symantec Endpoint Protection Manager および Windows クライアント
次のバージョンの Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection の Windows クライアントは
最新バージョンに直接アップグレードできます。

117

• 11.x と Small Business Edition 12.0 (Symantec Endpoint Protection クライアントのみ、サポート対象オペレーティン
•
•
•
•
•
•
•
•

グシステムの場合)
12.1.6 MP10 までの 12.1.x バージョン
14、14 MP1、14 MP2
14 RU1、14 RU1 MP1、14 RU1 MP2
14.2、14.2 MP1
14.2 RU1、14.2 RU1 MP1
14.2 RU2、14.2 RU2 MP1
14.3、14.3 MP1
14.3 RU1、14.3 RU1 MP1、14.3 RU2

Mac クライアント
次のバージョンの Symantec Endpoint Protection for Mac クライアントは最新バージョンに直接アップグレードできま
す。

• 12.1.4 から 12.1.6 MP9 までのバージョン

Mac クライアントはバージョン 12.1.6 MP10 では更新されませんでした。

• 14、14 MP1、14 MP2
• 14 RU1、14 RU1 MP1、14 RU1 MP2
•
•
•
•
•

Symantec Endpoint Protection for Mac クライアントでは 14.0.1 MP2 の更新は実施されていません。
14.2、14.2 MP1
14.2 RU1、14.2 RU1 MP1
14.2 RU2、14.2 RU2 MP1
14.3、14.3 MP1
14.3 RU1、14.3 RU1 MP1 （2021 年 6 月に利用可能）、14.3 RU2

Linux クライアント
NOTE
バージョン 14.3 RU1 以降では、Linux クライアント インストーラは、レガシー Linux クライアント（14.3
RU1 より前）を検出してアンインストールし、新しいクライアントの新規インストールを実行します。古い設
定は保持されません。
次のバージョンの Symantec Endpoint Protection for Linux クライアントは最新バージョンに直接アップグレードできま
す。

• 12.1.6 MP9 までの 12.1.x バージョン
•
•
•
•
•
•
•

Linux クライアントはバージョン 12.1.6 MP10 では更新されませんでした。
14、14 MP1、14 MP2
14 RU1、14 RU1 MP1、14 RU1 MP2
14.2、14.2 MP1
14.2 RU1、14.2 RU1 MP1
14.2 RU2、14.2 RU2 MP1
14.3、14.3 MP1
14.3 RU1、14.3 RU1 MP1、14.3 RU2

Symantec AntiVirus for Linux 1.0.14 は、Symantec Endpoint Protection に直接移行できる唯一のバージョンで
す。Symantec AntiVirus for Linux の他のすべてのバージョンは、最初にアンインストールする必要があります。管理下
クライアントは管理外クライアントに移行できません。
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サポート対象外のアップグレードのパス
すべてのシマンテック製品から Symantec Endpoint Protection に移行できるわけではありません。Symantec Endpoint
Protection クライアントをインストールする前に、以下の製品をアンインストールする必要があります。

•
•
•
•

Symantec AntiVirus および Symantec Client Security (サポートされていません)。
シマンテック社のすべての Norton 製品
Symantec Endpoint Protection for Windows XP Embedded 5.1
12.1.4 より前の Mac 用 Symantec Endpoint Protection クライアント。または、12.1.4 以降にアップグレードすること
もできます。

追加情報

• 12.1.x より前のバージョンの Symantec Endpoint Protection クライアントの移行はサポートされていません。
• Symantec Endpoint Protection Manager 11.0.x または Symantec Endpoint Protection Manager Small Business Edition

•
•

•
•
•

12.0.x を Symantec Endpoint Protection Manager 14 の任意のバージョンに直接アップグレードすることはできませ
ん。最初にこれらのバージョンをアンインストールするか、12.1.x にアップグレードしてから 14.x の最新バージョン
にアップグレードしてください。
Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.6 MP7 のデータベーススキーマのバージョンがバージョン 14 のデー
タベーススキーマより新しいため、12.1.6 MP7 を 14 にアップグレードできません。その代わり、12.1.6 MP7 を 14
MP1 以降にアップグレードする必要があります。
14.0.x では、Windows XP、Server 2003、および Windows XP に基づく Windows Embedded オペレーティングシス
テムのサポートを終了しました。Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 RU1 では、これらのコンピュータをレ
ガシー 12.1.x クライアントとして管理できます。ただし、12.1.x クライアントは EOL です。これらのクライアント
については、Data Center Security (DCS) など、これらのレガシーオペレーティングシステムを引き続きサポートす
る Symantec 製品を使用することができます。
14 MP1 (14.0.2332.0100) から 14 MP1 更新ビルド (14.0.2349.0100) へのアップグレードはサポートされません。
ダウングレードパスはサポートされません。たとえば、Symantec Endpoint Protection 14.2.1.1 から 12.1.6 MP10 に
移行する場合は、最初に Symantec Endpoint Protection 14.2.1 をアンインストールする必要があります。
ビルド番号はあるが、リリースバージョンに変換する方法がわからない場合は、次を参照してください。
Endpoint Protection のリリースタイプとバージョンについて

アップグレード前に Symantec Endpoint Protection Manager のディスク
の空き容量を増加する
Symantec Endpoint Protection Manager のインストールには、利用可能な最低限のディスク容量を確保することが必要で
す。現在のサーバーまたは新しいハードウェアがハードウェアの最小必要条件を満たしていることを確認してください。
アップグレードでは、一時ファイルを作成できるように、利用可能な追加のディスク領域が必要になることがあります。
設定の変更を行う前に、データベースのバックアップを作成してください。次のサイトを参照してください。
データベースとログのバックアップ

119

Table 46: 管理サーバーのディスク容量を増やすためのタスク
タスク
LiveUpdate の設定を変更し
て、必要な容量を削減する

説明
1. ［管理］、［サーバー］の順に移動し、［ローカルサイト］を右クリックします。［サイトプロパ
ティの編集］を選択します。
2. ［LiveUpdate］タブで、保持するコンテンツリビジョンの数を減らします。 アップグレードのた
めに、この設定を 10 まで減らすことができます。Symantec Endpoint Protection Manager が余分
なリビジョンをパージするための時間を考慮します。ただし、リビジョンの数を減らすことによ
り、チェックインするクライアントからの完全な更新のダウンロードがトリガされる可能性があり
ます。このような完全な更新の要求が増加することで、ネットワークパフォーマンスが低下する可
能性があります。
Note: アップグレードの完了後に、リビジョン設定を元の値に戻す必要はありません。Symantec
Endpoint Protection Manager によるコンテンツの格納および管理方法が改善され、大量のレビ
ジョンがディスクを占有する領域が以前のバージョンより少なくなりました。
詳細については、次を参照してください。
• クライアント上のコンテンツと定義を更新する方法
• LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード

Symantec Endpoint
1. ［管理］、［サーバー］に移動し、データベースサーバーを右クリックし、［データベースプロパ
Protection Manager データ
ティの編集］を選択します。
ベースから未使用のウイルス
データベース名は、SQLEXPRESSSYMC (14.3 RU1 以降) または localhost (143 MPx 以前) で
定義が削除されていることを
す。Microsoft SQL Server データベースの場合、データベースサーバー名はデータベースの場所に
確認します。
よって変わります。
2. ［ログの設定］タブの［リスクログの設定］の下で、［未使用ウイルス定義を削除］にチェック
マークを付けていることを確認します。
共存するプログラムとファイ
ルを再配置するか削除する

• Symantec Endpoint Protection Manager と同じコンピュータに他のプログラムがインストールされ
•
•

ている場合、それらを別のサーバーに再配置することを考慮します。未使用プログラムを削除でき
ます。
ストレージを集中的に利用するプログラムが Symantec Endpoint Protection Manager と同じコン
ピュータにインストールされている場合、Symantec Endpoint Protection Manager だけをサポート
する専用コンピュータを用意することを検討します。
Symantec Endpoint Protection Manager の一時ファイルを削除します。
削除できる一時ファイルの一覧については、以下の記事を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager ディレクトリに多数の .TMP フォルダがあり、大量のディ
スク容量を消費している

Note: プログラムとファイルの削除後、ハードドライブのデフラグを行います。
外部データベースを使用する Symantec Endpoint Protection データベースが Symantec Endpoint Protection Manager と同じコン
ピュータにある場合、Microsoft SQL Server データベースを別のコンピュータにインストールすること
を考慮します。大量のディスク容量を節約でき、ほとんどの場合、パフォーマンスが向上します。次
のサイトを参照してください。
データベースの種類の選択について

NOTE
アップグレードの前に、クライアントコンピュータにも十分なディスク容量があることを確認します。シス
テムの必要条件を確認し、必要に応じて、不要なプログラムとファイルを削除してから、クライアントコン
ピュータハードドライブのデフラグを行います。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager のディスク容量不足
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管理サーバーのアップグレード
アップグレードではすべての管理サーバーをまずアップグレードしてからクライアントをアップグレードする必要があり
ます。
負荷分散、フェールオーバー、レプリケーションをサポートする環境の管理サーバーをアップグレードする場合は、決
まった順番で管理サーバーを準備してアップグレードする必要があります。
WARNING
アップグレードに失敗しないためには、インストールの種類に該当するシナリオの手順に従う必要がありま
す。
Table 47: アップグレードタスク
タスク
管理サーバーのアップグレー
ド

説明
システムの必要条件とサポート対象のアップグレードパスを見直して、管理サーバーをアップグレー
ドしてから、管理サーバー設定ウィザードで設定します。
14 では、Symantec Endpoint Protection Manager のアップグレードに次のことが適用されます。
• Windows Server 2003、すべてのデスクトップオペレーティングシステム、32 ビットオペレー
ティングシステムはサポート外です。
• SQL Server 2005 はデータベース用としてサポート外です。サポートは SP4 以前の SQL Server
2008、SP3 以前の SQL Server 2008 R2 に対しても対象外になりました。
• アップグレード時に SQL Server システム管理者の資格情報を入力することが必要になりまし
た。
Note: Windows 7/Server 2008 R2 以降で仮想サービスアカウントを正しく実行するには、ドメイン
セキュリティポリシーの編集が必要になることがあります。次のサイトを参照してください。
Note: インストール時または設定時に、ユーザー権利がない、またはユーザー権利を読み取れないと
いうエラーが発生する
詳細については、次を参照してください。
• Symantec Endpoint Protection Manager のインストール
• Symantec Endpoint Protection 14.x の最新バージョンへのサポート対象アップグレードパス

管理サーバーへのログオン

Symantec Endpoint Protection Manager のログオンパネルが表示されたら、ログオンクレデンシャル
を使ってコンソールにログオンできます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン

NOTE
アップグレード後のコンピュータの再起動は必須ではありませんが、再起動してログオンするとパフォーマン
スが向上することがあります。
詳しい情報

• フェールオーバーと負荷分散の設定
• サイトと複製の設定

埋め込みデータベースから Microsoft SQL Server Express データベース
へのアップグレードに関するベストプラクティス
14.3 RU1 では、Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) と共にインストールされるデフォルトデータベース
が、埋め込みデータベースから Microsoft SQL Server Express 2017 データベースに変更されました。管理サーバー設
定ウィザードのデフォルト設定を使用して、管理サーバーを初めてアップグレードまたはインストールする場合、SQL
Server Express データベースが自動的にインストールされ、埋め込みデータベースが置き換えられます。
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バージョン 14.3 RU1 以降にアップグレードする場合、管理サーバーのコンピュータは特定の要件を満たす必要がありま
す。そうでない場合、管理サーバーのアップグレードを続行できません。これらの問題が発生した場合、管理サーバー設
定ウィザードによって通知されるので、問題を修正できます。
アップグレードする前に把握しておくこと
アップグレードする前に、インストール前に修正が必要になる可能性がある以下の問題を確認してください。
Table 48: アップグレード前の問題の修正
問題
データベースサイズの不足

説明
SQL Server Express データベースのデータファイルおよびログデータの最大容量は 10 GB で
す。Symantec Endpoint Protection Manager は、インストールが開始される前に埋め込みデータベー
スのバックアップを作成します。このバックアップが 10 GB を超える場合、アップグレードを続行で
きません。アップグレードの開始前、またはアップグレード中に、データの量を削減する必要があり
ます。データベースのサイズが大きすぎると、管理サーバー設定ウィザードによって通知されます。
インストールを開始する前に、データベースが 10 GB を超えている場合は、以下のタスクを実行しま
す。
Microsoft SQL Server Express へのアップグレード前にデータベースがいっぱいになった場合のデータ
ベースサイズの削減
Microsoft SQL Server Express データベースと Microsoft SQL Server データベースの両方
で、FILESTREAM という機能を使用してデータベースサイズを削減します。アップグレード中にデー
タベースのサイズが大きすぎるか、またはサイズの上限に近づいていることが判明した場合は、以下
のアクションを実行できます。
Microsoft SQL Server データベースの FILESTREAM の有効化
Note: SQL Server データベースを使用している場合は、データベースのサイズを定期的に調べて、
データベースが最大サイズに達していないことを確認します。次のサイトを参照してください。
Microsoft SQL Server データベースのファイルサイズの拡大

ディスク容量の不足

アップグレードを実行するために、管理サーバーコンピュータに少なくとも 10 GB の空きディスク容
量があることを確認します。次のサイトを参照してください。
デフォルトの Microsoft SQL Server Express データベースにアップグレードするためにより多くの
ディスク容量を使用できるようにする

Symantec Endpoint
Protection Manager は、
データベースと通信しませ
ん。

Symantec Endpoint Protection Manager は、証明書を使用して、Symantec Endpoint Protection
(SEPM) と Microsoft SQL Server Express または SQL Server データベースの間の通信を認証しま
す。SEPM がいずれかの SQL Server データベースに接続できるようにするには、証明書を生成して
Symantec Endpoint Protection Manager コンピュータにインポートする必要があります。証明書が存
在しないか、期限切れになっているか、期限切れになりそうな場合、SEPM とデータベースの間の接
続は失敗します。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager と Microsoft SQL Server の間の暗号化通信の設定
管理サーバーがデータベースに接続しているかどうかを確認するには、以下を参照してください。
管理サーバーのデータベースとの接続の検証
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問題
Microsoft SQL Server
Express へのアップグレー
ドに関する問題のトラブル
シューティング

説明
アップグレード時には、以下のいずれかの問題が発生する可能性があります。
• Windows Update が最新でないか、Windows Update サービスが実行されていません。この問題
のトラブルシューティングを行うには、SEPM のインストールをキャンセルして、最新の更新を
実行するか Windows Update サービスを再起動し、コンピュータを再起動してから、Symantec
Endpoint Protection Manager のインストールを続行します。
• SQL Server Express データベースがインストールされません。トラブルシューティングを行うに
は、データベースログを確認します。次のサイトを参照してください。
Endpoint Protection Manager のデフォルトの SQL Server Express データベースのインストールに
関する問題のトラブルシューティング
• Symantec Endpoint Protection Manager とデータベースの間の接続がありません。次のサイトを参
照してください。
– 管理サーバーのデータベースとの接続の検証
– Symantec Endpoint Protection Manager とコンソールまたはデフォルトデータベースの間にお
ける通信の問題のトラブルシューティング
• Symantec Endpoint Protection Manager が実行されているコンピュータの IP アドレスとホスト名
を変更します。次のサイトを参照してください。
コンピュータの IP アドレスとホスト名を変更した後の Symantec Endpoint Protection Manager の
再設定

詳しい情報
データベースとログのバックアップ

Microsoft SQL Server Express へのアップグレード前にデータベースが
いっぱいになった場合のデータベースサイズの削減
デフォルトの Microsoft SQL Server Express データベースでは、データファイルとログデータに対してサイズ制限が 10
GB に設定されています。10 GB を超えるサイズの埋め込みデータベースからアップグレードする場合、Microsoft SQL
Server Express へのアップグレード中にアップグレードプロセスを続行できません。
管理サーバーの設定ウィザードによって、データベースサイズが大きすぎることが検出されると、以下のメッセージが表
示される場合があります。
SQL Server Express ####### 10 GB #########################################################
#######################
デフォルトのデータベースサイズが大きすぎる場合は、アップグレードを一時停止し、以下の手順を実行します。
ステップ 1： ログの収集日数を減らす
次のファイルで、日数を減らします: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\tomcat\etc\conf.properties

•
•
•
•
•
•

scm.sqlexpress.migration.otherlog.days=7
scm.sqlexpress.migration.learnedapps.days=0
scm.sqlexpress.migration.clientserveractivity.days=3
scm.sqlexpress.migration.traffic.days=7
scm.sqlexpress.migration.packet.days=7
scm.sqlexpress.migration.security.days=7

これにより、SQL Server Express データベースに移行されるデータの量が削減されます。
NOTE
デフォルトでは、データベース サイズを小さくするため
に、scm.sqlexpress.migration.clientserveractivity.days が 7 に設定されています。
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ステップ 2: 管理サーバーアップグレードウィザードを再起動する
..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\bin\upgrade.bat をダブルクリックします。

NOTE
これらの変更を行う前に［データベースのバックアップと復元］ダイアログボックスを開いている場合、..
\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\bin\dbtools.bat をダブルクリックして再起
動します。
詳しい情報
Microsoft SQL Server Express へのアップグレード前にデータベースのサイズを 10 GB 未満に削減する

Microsoft SQL Server データベースの FILESTREAM の有効化
このトピックでは、Microsoft SQL Server データベースの FILESTREAM を有効にする方法について説明します。
Microsoft SQL Server データベースは、FILESTREAM という機能を使用して、データベース サイズを削減し、データ
ベースのパフォーマンスを向上させることができます。

• Microsoft SQL Server Express データベースの容量には 10 GB の制限があるので、FILESTREAM を有効にする必要
•
•

があります。独自の SQL Server Express インスタンスをインストールする場合は、FILESTREAM を有効にする必要
があります。
埋め込みデータベース（14.3 MP1 以前）から 14.3 RU1 以降にアップグレードする場合、FILESTREAM を有効にす
る必要はありません。アップグレード ウィザードまたは設定ウィザードで FILESTREAM が自動的に有効になりま
す。
Microsoft SQL Server データベースでは FILESTREAM の有効化は必須ではありませんが、パフォーマンスを向上さ
せるために推奨されます。ローカルの SQL Server データベースの場合は、管理サーバーのアップグレードおよび
インストールウィザードで FILESTREAM を有効にできます。リモートの Microsoft SQL Server データベースの場
合、SQL Server データベースがインストールされているコンピュータ上で FILESTREAM を手動で有効にします。

アップグレードウィザードまたは設定ウィザードを実行して以下のメッセージが表示された場合、［はい］をクリックし
て FILESTREAM を有効にします。
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FILESTREAM ########## Microsoft SQL Server #################
NOTE
アップグレードまたはインストールし、FILESTREAM 機能を現時点で有効にしない場合は、［いいえ］をク
リックします。
アップグレードする場合は、管理サーバーアップグレードウィザードが閉じます。FILESTREAM を有効にした
後、アップグレードウィザードを再起動して管理サーバーのアップグレードを続行する必要があります。Symantec
Endpoint Protection Manager コンピュータで、..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\bin
\upgrade.bat をクリックします。
FILESTREAM を手動で有効にする方法
1. ［スタート］メニューで、［Microsoft SQL Server］を展開し、［SQL Server 構成マネージャー］をクリックしま
す。
2. サービスの［SQL Server 構成マネージャ］リストで、［SQL Server サービス］を選択し、FILESTREAM を有効化
する SQL Server のインスタンスを見つけます。

3. インスタンスを右クリックして［プロパティ］をクリックします。
4. ［SQL サーバープロパティ］ダイアログボックスで、［FILESTREAM］タブをクリックします。
5. ［Transact-SQL アクセスに対して FILESTREAM を有効にする］を選択し、［ファイル I/O ストリーム アクセスに
対して FILESTREAM を有効にする］ボックスにチェックマークを付けます。
6. ［適用］ > ［OK］の順にクリックします。
7. SQL Server のインストールを選択し、［再起動］をクリックすることで、SQL Server データベースを再起動しま
す。
詳しい情報
FILESTREAM (SQL Server)

Microsoft SQL Server Express へのアップグレード前にデータベースのサ
イズを 10 GB 未満に削減する
デフォルトの Microsoft SQL Server Express データベースでは、データファイルとログデータに対してサイズ制限が 10
GB に設定されています。データファイルには、インストールパッケージ、ウイルス定義、ポリシー、アラート、および
学習済みアプリケーションなどの項目が含まれます。サイズが 10 GB を超える埋め込みデータベース (14.3 MP1 以前)
からアップグレードする場合、SQL Server Express へのアップグレード処理を続行できません。管理サーバー設定ウィ
ザードによって、データベースサイズが大きすぎることが検出されると、以下のメッセージが表示される場合がありま
す。
The backup exceeds the allowed SQL Server Express 10 GB limit. You must first reconfigure the management
server to import less data. Then run the restore again.
The estimated data in the embedded database exceeds the Microsoft SQL Server Express limit of 10 GB. To
continue the upgrade, the wizard must first reduce the amount of data to less than 10 GB.

最初に、以下のいずれかのタスクを使用して、既存の埋め込みデータベースの容量を減らす必要があります。
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• ［続行］をクリックして、アップグレードプロセスの開始時に管理サーバー設定ウィザードによってデータベースの
サイズが削減されるようにします。

• 管理サーバー設定ウィザードをキャンセルし、以下の手順に従ってデータベースのサイズを削減してからウィザード
を再起動します。

使用可能なデータベースのサイズを手動で削減する方法
1. ステップ 1: Symantec Endpoint Protection Manager で使用しない複製パートナーを削除します。
詳細については、以下を参照してください。
サイトの削除
2. ステップ 2: ログおよび学習済みアプリケーションのデータのサイズを削減します。
詳細については、以下を参照してください。
ログサイズとデータベース内でのログエントリの保存期間の指定

126

関連項目：
アプリケーション学習の有効化
3. ステップ 3: データベース保守スケジュールのデフォルト設定を変更します。
a. 管理サーバーを停止します。
b. ファイル C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc
\conf.properties で、以下のエントリの秒数を減らします。
scm.timer.objectsweep=1800
scm.timer.objectsweep.delay=60
NOTE
これらのエントリがファイルに含まれていない場合は、追加します。このステップにより、データベー
スが不要なデータを削除としてマークする頻度が増加します。
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager: データベース保守はどのようにスケジュールされていますか?
c. 管理サーバーを再起動し、数時間以上待機します。次のサイトを参照してください。
管理サーバーサービスの停止と開始
4. ステップ 4: すべてのパートナー間の複製を少なくとも 1 回実行するようにスケジュールします。より頻繁に複製す
ることをお勧めします。
詳細については、以下を参照してください。
新しいサイトを複製パートナーとして既存のサイトにインストールする
5. ステップ 5： スケジュールされた各複製の後に数時間待機してから、アップグレードを再開します。
6. ステップ 6： データベース バックアップを再実行して、復元を試みます。
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デフォルトの Microsoft SQL Server Express データベースにアップグ
レードするためにより多くのディスク容量を使用できるようにする
Microsoft SQL Server Express データベースにアップグレードするために、Symantec Endpoint Protection Manager コン
ピュータに少なくとも 10 GB の空きディスク容量がない場合は、次のメッセージが表示される場合があります。
The upgrade wizard cannot upgrade your embedded database to a Microsoft
SQL Server Express database. Either the destination drive does not
have enough available disk space, or the certificate is expired or will
expire within 10 days. Make sure there is at least x of free disk space
and that the certificate is current to continue.

少なくとも 10 GB のディスク容量が使用可能でない限り、アップグレードプロセスを続行することはできません。ディ
スク容量を増やすには、以下の手順に従います。
ステップ 1: 未使用のファイルおよび一時ファイルの削除
Windows の一時ファイルは次の場所にあります。

• C:\Windows\Temp
• C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp
詳細については、次を参照してください。
Windows 10 でのディスククリーンアップ
ステップ 2: ごみ箱を空にする
ステップ 3: 追加の SEPM ファイルの削除
1. 前のステップで十分なディスク容量が削減されない場合は、追加の SEPM ファイルを削除します。
net stop semsrv コマンドを使用して、管理サーバーサービスを停止します。
詳細については、次を参照してください。
管理サーバーサービスの停止と開始
2. 以下の SEPM ファイルを別のディスクドライブに移動します。
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\ClientPackages
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\content
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\backup
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox
3. 管理サーバーサービスを再起動します。
ステップ 4: データベースのバックアップ設定の変更

• ［保存するデータベースバックアップの世代数］オプションが 1 (デフォルト) に設定されていることを確認します。
• ［ログのバックアップ］はオフのままにします。
詳細については、次を参照してください。
データベースの自動バックアップの実行
ステップ 5： Symantec Endpoint Protection Manager で使用されないファイルを別のディスク ドライブに移動
証明書の期限が切れている場合は、 を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager と Microsoft SQL Server の間の暗号化通信の設定
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Symantec Endpoint Protection Manager と Microsoft SQL Server の間
の暗号化通信の設定
Symantec Endpoint Protection Manager は、証明書を使用して、Symantec Endpoint Protection (SEPM) と Microsoft
SQL Server Express または SQL Server データベースの間の通信を認証します。SEPM がいずれかの SQL Server デー
タベースに接続できるようにするには、証明書を生成して Symantec Endpoint Protection Manager コンピュータにイン
ポートする必要があります。証明書が存在しないか、期限切れになっているか、期限切れになりそうな場合、SEPM と
データベースの間の接続は失敗します。
証明書をインポートしていない場合、管理サーバーといずれかの SQL Server データベースをインストールまたはアップ
グレードできます。ただし、管理サーバー設定ウィザードは、証明書がすでに期限切れになっているか、今後 30 日間に
期限切れになるかを検出します。SEPM は、30 日が経過するたびに通知を送信して、管理者に証明書をインポートする
よう通知します。以下のメッセージが表示される場合があります。
Symantec Endpoint Protection Manager #### 30 ########################Microsoft SQL Server
##################
手順 1: 自己署名証明書の生成
組織に認証局 (CA) が署名した証明書がない場合は、それを生成する必要があります。この手順では、デフォルトの自己
署名 Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) 証明書を生成して、CA が署名した証明書で置き換える方法につい
て説明します。次のサイトを参照してください。
Endpoint Protection Manager で署名された証明書の使用
手順 2: SQL Server 用の永続証明書の設定
SQL Server データベースエンジンのインスタンスで暗号化された接続を有効にし、SQL Server 設定マネージャを使用し
て証明書を指定する必要があります。以下の場所にある「SQL Server の設定」を参照してください。
データベース エンジンへの暗号化接続を有効化
手順 3: Symantec Endpoint Protection Manager コンピュータ上の Windows への SQL Server 証明書のインポート
管理サーバーコンピュータでは、SQL Server の公開証明書がプロビジョニングされている必要があります。管理サー
バーコンピュータ上で証明書をプロビジョニングするには、Windows に証明書をインポートします。サーバーコン
ピュータは、証明書のルート権限を信頼するように設定する必要があります。
1. SEPM がインストールされている Windows サーバで、証明書を右クリックします。

2. 証明書のインポートウィザードで、証明書をインポートする手順に従います。
– ［保存場所］で、［ローカル コンピューター］を選択します。
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– ［証明書をすべて次のストアに配置する］を選択して［参照］をクリックし、［証明書ストアの選択］ダイアログ
ボックスで［信頼されたルート証明機関］をクリックします。
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3. ［OK］をクリックして［次へ］をクリックします。
手順 4: jre11 フォルダの権限の設定
NOTE
SQL Server が Windows 認証でドメイン管理者を使って設定されている場合、そのドメイン管理者に
は、Symantec Endpoint Protection Manager サーバー上の jre11 フォルダの読み取りと実行、フォルダーの内
容の一覧表示、および読み取りのアクセス許可が必要です。
1. Symantec Endpoint Protection Manager サーバーで、\...\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager フォルダに移動し、jre11 フォルダを右クリックして［プロパティ］をクリッ
クします。
2. ［ファイルのプロパティ］ウィンドウの［セキュリティ］タブで、［詳細設定］をクリックします。
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3. ［セキュリティの詳細設定］ウィンドウの［アクセス許可］タブで、［ 追加］をクリックします。

4. ［アクセス許可エントリ］ウィンドウで、［プリンシパルの選択］をクリックします。
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5. ［ユーザー、コンピューター、サービス アカウントまたはグループの選択］ウィンドウで、domainadmin ユーザー
を追加し、［OK］をクリックします。

6. ［アクセス許可エントリ］ウィンドウで、［OK］をクリックします。
7. ［セキュリティの詳細設定］ウィンドウの［アクセス許可］タブで、「domainadmin」を選択して［変更］をク
リックします。
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8. ［ユーザー、コンピューター、サービス アカウントまたはグループの選択］ウィンドウで、domainadmin ユーザー
を再度追加し、［OK］をクリックします。

9. ［セキュリティの詳細設定］ウィンドウで、［サブコンテナーとオブジェクトの所有者を置き換える］と［子オブ
ジェクトのアクセス許可エントリすべてを、このオブジェクトからの継承可能なアクセス許可エントリで置き換え
る］にチェックマークを付けた後、［継承の有効化］をクリックし、［適用］をクリックします。
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10. ［はい］をクリックし、［OK］をクリックして確定します。
11. ［ファイルのプロパティ］ウィンドウで、domainadmin ユーザーが必要なすべてのアクセス許可を持っていること
を確認し、［OK］をクリックします。
手順 5: 管理サーバーの設定ウィザードを開き、［Windows 認証］オプションでサーバーの設定を完了
ウィザードを開くには、\...\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager
\bin フォルダに移動し、sca.exe ファイルをダブルクリックします。
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手順 6: 通信が暗号化されており SQL Server 証明書が使用されていることを確認
1. 管理サーバーで、ファイル C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\tomcat\conf\Catalina\localhost\root.xml を開き、encrypt=true および
trustServerCertificate=false であることを確認します。

2. SQL Server で、［MSSQLSERVER のプロトコルのプロパティ］を開き、［強制的に暗号化］が［はい］になってい
ることを確認します。
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3. SQL Server で以下のクエリーを実行し、Symantec Endpoint Protection Manager と SQL Server の間の接続が暗号化
されていることを確認します。
SELECT session_id, connect_time, net_transport, encrypt_option, auth_scheme, client_net_address FROM
sys.dm_exec_connections

encrypt_option=TRUE であるかどうかを確認します。

137

複数の埋め込みデータベースと管理サーバーを使う環境のアップグレード
複数の埋め込みデータベースと管理サーバーを使う環境では、以下の点が影響します。

• 組み込みデータベースがフェールオーバーまたは負荷分散されたサーバーをサポートしないため、管理サーバーは
•

Symantec Endpoint Protection のフェールオーバーまたは負荷分散を使いません。
管理サーバーは Symantec Endpoint Protection 複製パートナーです。

どのサイトにも、最初に管理サーバーをインストールしたコンピュータがあります。この管理サーバーは、暗号化キーま
たは暗号化パスワードなどの重要なサイト情報を含むため、最初にアップグレードする必要があります。その後で、レプ
リケーション用にインストールしたその他の管理サーバーをアップグレードします。
NOTE
14.3 RU1 以降、埋め込みデータベースは Microsoft SQL Server Express データベースに置き換えられま
す。SQL Server Express では、フェールオーバーと負荷分散がサポートされています。
複数の埋め込みデータベースと管理サーバーを使う環境をアップグレードするには
1. 最初の Symantec Endpoint Protection Manager をインストールしたコンピュータの認証とログオン。
Symantec Endpoint Protection Manager にログオンしないでください。複製を使う場合に、最初に無効にする必要は
ありません。Symantec Endpoint Protection は、製品バージョンが一致しない場合に複製を許可しません。
2. 管理サーバーのアップグレード.
3. その他のすべての管理サーバーを 1 つずつアップグレードします。

管理サーバーサービスの停止と開始
アップグレードする前に、サイトのすべての管理サーバーで Symantec Endpoint Protection Manager サービスを手動で
停止する必要があります。アップグレード後、サービスは自動的に開始されます。
WARNING
サーバーをアップグレードする前に Symantec Endpoint Protection Manager サービスを停止しないと、既存の
Symantec Endpoint Protection データベースが壊れる危険性があります。
NOTE
管理サーバーサービスを停止すると、クライアントはこのサービスに接続できなくなります。クライアントが
ネットワークに接続するために管理サーバーと通信する必要がある場合、このサービスが再起動されるまでク
ライアントのアクセスは拒否されます。
たとえば、クライアントはホストインテグリティ検査に成功するために管理サーバーと通信する必要がありま
す。
詳細については、次を参照してください。
新リリースへのアップグレード
管理サーバ サービスを停止および開始する方法
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1. Symantec Endpoint Protection Manager サービスを停止するには、［スタート］ > ［設定］ > ［コントロールパネ
ル］ > ［管理ツール］ > ［サービス］をクリックします。
2. ［サービス］ウィンドウの［名前］で、スクロールして［Symantec Endpoint Protection Manager］を右クリック
します。
3. ［停止］をクリックします。
4. ［サービス］ウィンドウを閉じます。
WARNING
［サービス］ウィンドウを閉じないと、アップグレードに失敗する場合があります。
5. すべての Symantec Endpoint Protection Manager インストールに対して上記の手順を繰り返します。
NOTE
Symantec Endpoint Protection Manager サービスを開始するには、この手順を再び実行して、［中止］では
なく［開始］をクリックします。
6. コマンドラインを使用して Symantec Endpoint Protection Manager サービスを停止するには、コマンドプロンプトか
ら以下のように入力します。
net stop semsrv

7. コマンドラインを使用して Symantec Endpoint Protection Manager サービスを開始するには、コマンドプロンプトか
ら以下のように入力します。
net start semsrv

アップグレード中の複製の防止
アップグレードする管理サーバーの複製パートナーとして設定されている管理サーバーでは、複製が行われないように
する必要があります。アップグレード中に複製パートナーが複製を起動すると、予測不能な結果が生じる可能性がありま
す。
アップグレード中の複製を防ぐには、以下のいずれかのタスクを実行します。

• アップグレード期間外に複製が発生するようにスケジュールを再設定します。手順が簡単なので、この方法が推奨さ
れます。

• アップグレード前に複製を一時的に停止し、複製が完了した後に復元します。
複製のスケジュールの再設定
スケジュールを修正する方法の利点は、他のサイトは複製されないため、クライアントがアップグレードされるまで、そ
れらのサイトがクライアントにサービスを提供し続けることです。アップグレードが完了した後、それらのサイトでは、
強制的にワンタイム複製を実行することで複製をテストし、スケジュールを以前に設定したスケジュールと頻度に戻すこ
とができます。
以下のベストプラクティスに従ってスケジュールを修正します。

• 既存のスケジュールと設定を記録します。
• アップグレード期間中に複製が発生しないように、複製のスケジュールを将来の日付や別の日付に再設定します。
• すべての複製パートナーやサイトがスケジュールを取得できるように複製を強制します。
詳細については、次を参照してください。
複製の頻度とコンテンツの変更
複製の停止と復元
Symantec Endpoint Protection Manager にログオンし、少なくとも 2 つのサイトで複製を停止する必要があります。
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WARNING
複製の停止とは、複製パートナーシップを永久に削除することではありません。関係を削除してから管理サー
バーを再インストールすると、管理サーバーは、増分の複製ではなく完全な複製を実行します。次のサイトを
参照してください。 サイトの削除
複製を停止および復元する方法
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

管理サーバーサービスを停止します。
コンソールで、［管理］>［サーバー］の順に選択します。
［ローカルサイト］ > ［サーバー］を選択し、［複製パートナー］を展開して、管理サーバーを選択します。
管理サーバーを右クリックし、［複製パートナーの削除］をクリックします。
［はい］をクリックします。
データを複製するすべてのサイトで同じ手順を繰り返します。
複製を復元し、管理サーバーサービスを再起動します。次のサイトを参照してください。
複製の復元

詳しい情報

• Endpoint Protection 14 のアップグレードのベストプラクティス
• 新リリースへのアップグレード

複製の復元
複製関係があったすべての管理サーバーをアップグレードした後で、複製パートナーを再度追加します。また、フェール
オーバーや負荷分散用に設定されていた管理サーバーも再度追加する必要があります。
管理サーバーを最初にアップグレードしたコンピュータにのみ、複製パートナーを再度追加します。アップグレードした
管理サーバーは、以前に同じサイトファーム内の複製パートナーであったことも必要です。
複製パートナーを再度追加した後、Symantec Endpoint Protection Manager がデータベースの一貫性を確保します。ただ
し、一部の変更の不一致が発生する可能性があります。次のサイトを参照してください。
複製中に生じたサイト間のデータ競合を解決する方法
2 つの非複製のサイトがある場合は、このオプションを使って、サイトの 1 つをもう 1 つのサイトでデータを複製する
サイトに変換することもできます。
複製を復元する方法
コンソールで、［管理］ > ［サーバー］を選択します。
［サーバー］で［ローカルサイト］を展開し、［タスク］で［既存の複製パートナーを追加］をクリックします。
［ようこそ］パネルで、［次へ］をクリックします。
［リモートサイト情報］パネルで、2 番目の管理サーバーの IP アドレスまたはホスト名、システム管理者のログオン
情報を入力し、［次へ］をクリックします。
システム管理者のデフォルトのユーザー名は admin です。
5. 複製スケジュールを設定し、［次へ］をクリックします。
6. 複製する項目にチェックマークを付け、［次へ］をクリックします。
クライアントパッケージの複製では、大量のトラフィックとハードディスク容量を使います。
［はい］をクリックすると、管理サーバーは 2 つの複製パートナー間でデータの完全な複製を実行します。
7. パートナーサイトでデータベースを復元したかどうかを尋ねるメッセージが表示されたら、次のいずれかのオプショ
ンを選択します。
– このパートナー関係が無効になった後に変更されたデータのみを複製するには、［いいえ］をクリックします。シ
マンテック社では、ネットワーク帯域幅が低い場合は特に、このオプションを推奨しています。
– 2 つの複製パートナー間でデータの完全な複製を実行するには、［はい］をクリックします。
1.
2.
3.
4.
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8. ［完了］をクリックします。
9. このコンピュータでデータを複製しているすべてのコンピュータにこの手順を繰り返します。
複製を再起動した後は、必ず管理サーバーサービスを再起動してください。
詳しい情報

• Endpoint Protection 14 のアップグレードのベストプラクティス
• 新リリースへのアップグレード

クライアントソフトウェアをアップグレードする方法の選択
複数の方法からクライアントをアップグレードできます。使う必要のある方法は、環境や目的によって異なります。たと
えば、多数のクライアント、グループまたはコンピュータがあり、異なるバージョンのクライアントを実行している場合
があるとします。
方法によっては最大 30 分かかります。したがって、ほとんどのユーザーがコンピュータにログオンしていないときにク
ライアントソフトウェアをアップグレードする必要があります。
Table 49: クライアントソフトウェアをアップグレードする方法
方法
自動更新（比較的に小
規模な環境の場合に推
奨）

クライアントインス
トールパッケージをエ
クスポートします（大
規模な環境に推奨）

使うとき

使わないとき

• クライアントの数が（5,000 以下など）比較的に少ない場 • クライアントの数が比較的に多い場合。こ
合。

• ユーザーの作業を中断しない時間に実行されるように

アップグレードをスケジュール設定する必要がある場
合。
• サードパーティアプリケーションではなく Symantec
Endpoint Protection Manager を使ってクライアントイン
ストールパッケージを配備する場合。
• Linux クライアントではなく Windows または Mac クライ
アントをアップグレードする必要がある場合。
• 単純なアップグレード方法を使う必要がある場合。
詳細については、次を参照してください。
自動更新によるクライアントソフトウェアのアップグレード

の方法は十分な拡張性を提供しません。

• グループの数が多い場合。ウィザードで各
•
•

グループを個別にクリックすると時間が掛
かるため。
アップグレードスケジュールが複雑で、多
くの詳細度を必要とする場合。
Linux クライアントをアップグレードする
必要がある場合。次のサイトを参照してく
ださい。
クローンドライブイメージの一部として
Symantec Endpoint Protection Linux クラ
イアントを配備する方法

• Symantec Endpoint Protection Manager を使わずに手動

通常は Symantec Endpoint Protection
でクライアントインストールパッケージを配備する場
Manager を使ってクライアントを更新する場
合。
合。
• Symantec Endpoint Protection Manager を使わずに既存
のサードパーティ配備アプリケーションを使ってクライ
アントインストールパッケージを配備する場合。この方
法を使うには、このインフラストラクチャがすでに適切
に用意されている必要があります。
• Windows クライアント、Mac クライアント、Linux クラ
イアントをアップグレードする必要がある場合。
詳細については、次を参照してください。
• クライアントインストールパッケージのエクスポート
• サードパーティツールを使った Windows クライアントソ
フトウェアのインストール
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方法

使うとき

クライアント配備ウィ
ザード

• クライアントの数が（250 未満など）比較的少ない場

［Broadcom ダウン
ロード管理］ページか
らクライアントインス
トールファイルをダウ
ンロードします

• 特定の事例において少数のクライアントを一度にアップ

使わないとき

大規模なネットワーク環境の場合。この方法
合。
は十分な拡張性を提供しないため。
• サードパーティアプリケーションではなく Symantec
Endpoint Protection Manager を使ってクライアントを配
備する場合。
• より単純なアップグレード方法を使う必要がある場合。
［新しいパッケージ配備］を使います。次のサイトを参照し
てください。
リモートプッシュを使った Symantec Endpoint Protection ク
ライアントのインストール
グレードする場合。次に例を示します。
– 古いバージョンのクライアントを伴う少数のコン
ピュータで問題が発生した場合、新しいバージョンに
よって問題が修正されます。
– アップグレードするクライアントの数が比較的に少な
く、管理サーバーをアップグレードしない場合。
Windows、Mac、Linux
クライアントをアップグレードす
•
る必要がある場合。
• Symantec Endpoint Protection Manager は使わずに、直
接またはサードパーティ配備アプリケーションを使っ
てクライアントをコンピュータに配備する必要がある場
合。
スタンドアロンの［すべてのクライアント］インストール
ファイルを［ダウンロード管理］ページからダウンロードし
ます。そのためには、以下の手順に従います。
• Symantec Getting Started に移動します。
• ［オンプレミス セキュリティ製品］を選択します。
詳細については、次を参照してください。
管理外 Windows クライアントのインストール

コンピュータのクライアントを既存の管理下
クライアントでアップグレードする場合、ク
ライアントの管理は維持されます。ただし、
既存のクライアントを使わずに新しいコン
ピュータに配備する場合、この方法によって
管理外クライアントのみがインストールされ
ます。管理サーバーに接続するには、後でク
ライアントを管理下クライアントに変換する
必要があります。次のサイトを参照してくだ
さい。
• クライアントコンピュータでクライアント
とサーバーの通信ファイルを置き換える方
法
• クライアントとサーバーの通信ファイル
（Sylink.xml）の手動によるエクスポート

詳しい情報
新リリースへのアップグレード

自動更新によるクライアントソフトウェアのアップグレード
概要
自動更新によって、グループ内にある Windows または Mac クライアントの Symantec Endpoint Protection クライアン
ト ソフトウェアを自動的にアップグレードできます。
自動更新では、Windows 標準クライアントは Symantec Endpoint Protection Manager が作成する差分のアップグレード
パッケージを受け取ります。このパッケージは完全インストールのパッケージよりも小さいです。Windows の埋め込み
クライアントまたは VDI クライアントは、常に完全インストール パッケージを受信します。これらのクライアントは、
インストーラキャッシュ内にインストーラのコピーを保持しません。Mac クライアントは、常に完全インストールパッ
ケージを受信します。
自動更新のベスト プラクティス
自動アップグレードを使う場合は次のベストプラクティスを実行します。

• 実働ネットワーク内の多数のクライアントのアップグレードを試みる前に自動更新の処理をテストします。テスト

ネットワークがない場合は、実働ネットワーク内にテストグループを作成できます。この種類のテストを行う場合、
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•

•

•

•
•
•

•

テストグループに少数の重要ではないクライアントを追加し、自動アップグレードを使ってそれらをアップグレード
します。
ピーク時間帯の帯域幅を削減するには、クライアントグループに縮小サイズのクライアントが含まれる場合は特
に、［クライアントをパッケージでアップグレード］ウィザードで自動更新を時間外にスケジュール設定します。広
域ネットワークでは、リモート Web サーバーからアップグレードパッケージを受信するようにリモートクライアン
トを設定してください。
14.3 RU2 以降、LiveUpdate はクライアント インストール パッケージをダウンロードします。これにはクライアント
のバージョンを変更することなくインストールできる重要な修正やセキュリティ修正が含まれます。たとえば、14.3
RU2 ビルド 4870 をインストールしていて 14.3 RU2 ビルド 5200 が利用可能になった場合、自動更新ウィザードを
使用してビルド 5200 をインストールします。管理サーバをアップグレードする必要はなく、クライアントをアップ
グレードするだけです。各アップグレードの後、クライアントを再起動する必要があります。
14.3 RU2 以降では、Symantec Endpoint Protection クライアントと Symantec Endpoint Protection Manager の両方
は、英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、日本語の 5 つの言語にのみローカライズされています。サポー
ト対象の 5 つの言語のいずれかを使用している場合は、操作は不要です。通常通りアップグレードできます。以前の
クライアントの言語が利用できない場合、クライアントの言語を自動的に英語にアップグレードできます。英語以外
の言語を選択すると、サポート対象外の言語のクライアントはアップグレードされません。このオプションはデフォ
ルトではオフになっています。このオプションを有効にするには、［クライアント］ページ > ［インストール パッ
ケージ］ページをクリックし、［クライアント インストール パッケージの追加］ > ［サポートされていない言語が
利用できない場合は英語にアップグレードする］をクリックします。このオプションは Windows クライアントにの
み適用されます。
Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2+ のサポート対象言語へのアップグレード
自動更新は Symantec Endpoint Protection 14 付属の Mac クライアントで初めて導入されたため、バージョン 14 より
前のバージョンから自動更新によってアップグレードすることはできません。
Symantec Endpoint Protection Manager をアップグレードした後、自動更新を使用してクライアントをアップグレー
ドする前に、コンソールで LiveUpdate を少なくとも 1 回実行します。
Symantec Endpoint Protection Manager に最新のコンテンツが含まれていることの確認
自動更新は、以下の条件が満たされたときのみ、アプリケーション強化機能（14.2 以降）をクライアント コンピュー
タにインストールできます。
– ［クライアントをパッケージでアップグレード］を実行するときは、［更新時に既存のクライアント機能を維持す
る］を有効にする必要があります。この設定はデフォルトで有効になっています。
– クライアントコンピュータは、Symantec Data Center Security エージェントをインストールできません。
– ウイルスとスパイウェアの対策機能は現在インストールされ、アップグレードのために選択されています。
クライアントのインストール後に、Windows クライアントのインストールの種類を、［標準クライアント］、［埋め
込みまたは VDI］、［ダークネットワーク］の間で変更する場合は、最初に既存のクライアントソフトウェアをアン
インストールし、これらの設定を再度行ってから新しいクライアントパッケージを再インストールする必要がありま
す。自動更新を使ってこの設定を変更することはできません。

自動更新ウィザードの設定
1. 自動更新でクライアントソフトウェアをアップグレードするには、コンソールで［管理］ > ［インストールパッケー
ジ］をクリックします。
2. ［タスク］で、［クライアントをパッケージでアップグレード］をクリックします。
3. ［クライアントのアップグレードウィザード］パネルで、［次へ］をクリックして、適切なクライアントインストー
ルパッケージを選択してから、［次へ］をクリックします。
4. アップグレードするクライアントコンピュータを含むグループ（複数可）を選択して［次へ］をクリックします。
5. クライアントによるパッケージのダウンロード元を、次のオプションから選択します。
– Symantec Endpoint Protection Manager サーバーからダウンロードするには、［管理サーバーからダウンロー
ド］をクリックします。
– 更新が必要なコンピュータのローカルにある Web サーバーからダウンロードするには、［次の URL からダウン
ロード (http または https)］をクリックします。クライアントインストールパッケージの URL を指定されたフィー
ルドに入力します。

143

6. ［アップグレードの設定］をクリックして、アップグレードオプションを指定します。
7. ［全般］タブの［クライアントの設定］の下で、クライアントのオペレーティングシステムに応じて次のオプション
から選択します。
– Windows の場合
• ［このパッケージのバージョンの選択］で、ビルドを選択します（14.3 RU2 以降）。
• ドロップダウン メニューから［更新時に既存のクライアント機能を維持する］と［インストールの設定］のオ
プションを選択します。［更新時に既存のクライアント機能を維持する］を選択解除した場合、アップグレー
ド時に必要に応じて機能を追加または削除できます。
– Mac の場合は、ドロップダウンメニューから［インストールの設定］のオプションを選択します。
– Windows の場合、［コンテンツの選択］によって、インストールパッケージにコンテンツを含めることができま
す。コンテンツを含めると、パッケージは大きくなりますが、クライアントはインストール後すぐに最新のコンテ
ンツを取得します。コンテンツを含めないと、パッケージは小さくなりますが、クライアントはインストール後に
コンテンツを更新する必要があります。
アップグレードスケジュールを追加することもできます (省略可能)。スケジュールが設定されていない場合、自動更
新処理はウィザードの完了後に開始されます。
8. ［通知］タブで、ユーザー通知の設定をカスタマイズします。
アップグレードの間にクライアントコンピュータに表示されるメッセージをカスタマイズできます。ユーザーがアッ
プグレードを延期することを許可することもできます。
9. ［OK］をクリックして［次へ］をクリックします。
10. ［クライアントのアップグレードウィザードの完了］パネルで、［完了］をクリックします。
11. クライアントソフトウェアのバージョン番号を確認するには、アップグレードが完了した後に、次のいずれかの方法
でバージョンを調べて正常にアップグレードされたことを確認できます。
– コンソールで、［クライアント］、［クライアント］の順にクリックして、適切なグループを選択し、表示を［ク
ライアントの状態］に変更します。
– Windows クライアントの Symantec Endpoint Protection クライアントインターフェースで、［ヘルプ］、［バー
ジョン情報］の順にクリックします。
– Mac クライアントで Symantec Endpoint Protection クライアントインターフェースを開きます。メニューバー
で［Symantec Endpoint Protection］、［Symantec Endpoint Protection のバージョン情報］をクリックしま
す。
アップグレードしたら、クライアントコンピュータを再起動する必要があります。デフォルトでは、クライアントはイン
ストール後に再起動します。グループの全般の設定で再起動オプションを設定してグループ内のクライアントが自動更新
後にどのように再起動するかを制御できます。また、管理サーバーから再起動コマンドを実行して、いつでもクライアン
トを再起動できます。
Symantec Endpoint Protection Manager からのクライアントコンピュータの再起動
他のグループへのアップグレード設定の適用
クライアント アップグレード ポリシーの設定（省略可能）
14.3 RU3 では、セキュリティ グループ内のクライアントのサブセットを異なる日にアップグレードして慎重にロールア
ウトできます。クライアント アップグレード ポリシーと次に示す場所の条件を使用して、これらのサブグループをター
ゲットに設定します： ホスト名、ユーザ名、グループ名、ファイルの有無、オペレーティング システム。たとえば、真
夜中にユーザがオフラインになったときに Windows 8 コンピュータをアップグレードできます。
クライアント アップグレード ポリシーには、より詳細なスケジュール設定があり、自動更新ウィザードのアップグレー
ド スケジュール設定を上書きします。他のすべての自動更新ウィザードの設定は、このポリシーで保持されます。自動
更新ウィザードの適用先と同じグループにクライアント アップグレード ポリシーを適用します。
クライアント アップグレード ポリシーを使用したクライアント ソフトウェアのアップグレード
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他のグループへの自動更新設定の適用
既存の自動更新クライアントインストールパッケージのアップグレード設定を 1 つのグループから別のグループにコ
ピーできます。アップグレード設定をコピーする場合は、各グループに対して個別のパッケージ設定を作成する必要はあ
りません。
このオプションでは、次のクライアントインストールパッケージ設定がコピーされます。

•
•
•
•
•
•
•

クライアント機能セット
［更新時に既存のクライアント機能を維持する］が有効であるか無効であるか
クライアントインストール設定
コンテンツの選択
ダウンロード元
アップグレードスケジュール
［通知］タブの設定とメッセージテキスト

自動更新の実行中、Windows 設定は Windows クライアントに適用され、Mac 設定は Mac クライアントに適用されま
す。これらの設定は、グループの新たに加わったクライアントにも適用されます。
対象グループにすでに割り当てられているパッケージに、コピーした設定を適用すると、その設定により対象グループの
既存の設定が上書きされます。対象グループに割り当て済みのパッケージがない場合、このオプションはコピーした設定
でクライアントインストールパッケージを追加します。
アップグレード設定を他のグループに適用するには
1. コンソールで次のいずれかの操作をします。

• ［クライアント］ > ［インストールパッケージ］の順にクリックし、グループを選択して、［タスク］で［現在
の配備設定を他のグループに適用する］をクリックします。

• ［クライアント］をクリックし、グループを右クリックして、［配備設定のコピー］をクリックします。
2. ［配備設定のコピー］ダイアログボックスで、新しいグループをクリックし、［OK］をクリックして［はい］をク
リックします。
詳しい情報
自動更新によるクライアントソフトウェアのアップグレード

クライアント アップグレード ポリシーを使用したクライアント ソフト
ウェアのアップグレード
クライアント グループ内のクライアントのサブセット（14.3 RU2 以降のクライアント）にアップグレード パッケージ
を配布してインストールできます。クライアント アップグレード ポリシーを使用すると、複数の日時にわたってアップ
グレードをスケジュールできます。アップグレードのタイミングをずらすことで、事前設定された時間にソフトウェアを
リリースすることができ、すべてのクライアントにロールアウトする前にアップグレードをテストできます。
場所を使用して、新しいスケジュールでアップグレードするためにクライアントが満たす必要がある条件を指定できま
す。たとえば、週末にユーザがオフラインになったときに Windows 10 コンピュータをアップグレードできます。
クライアント アップグレード ポリシーを使用する場合
クライアント アップグレード ポリシーでは、自動更新ウィザードよりも詳細なスケジュール オプションを使用できま
す。このポリシーは、自動更新がすでに設定されているグループで実行されます。
以下の表に、自動更新ウィザードのみを使用する場合とクライアント アップグレード ポリシーを追加した場合の違いを
示します。
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Table 50: 自動更新ウィザードとクライアント アップグレード ポリシー
自動更新ウィザードのみ

クライアント アップグレード ポリシー

Windows クライアント バージョン 14.3 RU2 MP1 以前で使用され
ます。これらのクライアントでは、クライアント アップグレード
ポリシーの設定は無視され、自動更新ウィザードの［全般］タブ >
［アップグレード スケジュール］設定からスケジュール設定を取得
します。
アップグレード スケジュールの設定は、クライアントのデフォ
ルトの場所（C:\ProgramData\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox\ ）にあ
る config.xml ファイルに記述されています。

Windows クライアント 14.3 RU2 以降で使用されます。
これらのクライアントでは、自動更新ウィザードのスケジュール設
定が無視されますが、他のすべての自動更新の設定は適用されま
す。

アップグレードの開始時刻と終了時刻、およびダウンロード パッ
ケージが配布される日数を指定します。

以下を指定します。
• アップグレードの開始時刻と終了時刻。
• ダウンロード パッケージが配布される日数。
• アップグレードする曜日。
• アップグレードを延期できる日数。
• 配布期間中にアップグレードが失敗した場合に再試行する機能。

場所の認識は使用されません。

場所の認識の条件（ホスト名、ユーザ名またはグループ名、指定の
ファイル、またはオペレーティング システム）を使用してクライア
ントのサブセットをアップグレードできます。
場所の認識では、低帯域幅の環境のクライアントに適したオプショ
ンを使用できます。

Windows と Mac のクライアントをアップグレードします。Linux の Windows のクライアントをアップグレードします。Mac と Linux の
クライアントはアップグレードされません。
クライアントはアップグレードされません。
Symantec Endpoint Protection Manager、グループ更新プロバイダ、 Symantec Endpoint Protection Manager またはグループ更新プロバ
または LiveUpdate から完全なクライアント インストール パッケー イダ（LiveUpdate は不可）から完全なクライアント インストール
ジをダウンロードしてインストールします。
パッケージをダウンロードしてインストールします。
実稼働環境の LiveUpdate や LiveUpdate Administrator な
クライアント製品の更新やクライアント パッチは LiveUpdate から
ど、LiveUpdate からクライアント製品の更新やクライアント パッチ ダウンロードされません。クライアント パッチには、LiveUpdate 設
をダウンロードします。
定ポリシーのスケジュールが使用されます。
Symantec Endpoint Security クラウド コンソールで管理されている
Symantec Agent パッケージをダウンロードしてインストールしま
す。

Symantec Endpoint Security クラウド コンソールで管理されている
Symantec Agent パッケージはダウンロードおよびインストールされ
ません。

クライアント アップグレード ポリシーの設定
ステップ 1： 自動更新ウィザードを使用してクライアント インストール パッケージをグループに割り当てる
クライアント インストール パッケージを設定してクライアント グループに割り当てます。デフォルトのアップグレード
スケジュール設定を使用できます。
自動更新によるクライアントソフトウェアのアップグレード
ステップ 2： グループの場所を複数作成する
場所の認識を設定して、クライアントが特定の場所に切り替わるとアップグレードされるようにします。
1. コンソールで、［クライアント］ > ［ポリシー］をクリックし、グループを選択します。
2. ［ポリシー］タブで、［場所の管理］をクリックし、次のいずれかの基準を使用して場所を追加します： ホスト名、
ユーザ名、グループ名、ファイルの存在、オペレーティング システム。
グループへの場所の追加
場所の基準の指定
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ステップ 3： クライアント アップグレード ポリシーを作成して場所に割り当てる
1. コンソールで、［ポリシー］ > ［クライアントのアップグレード］をクリックして、クライアント アップグレード
ポリシーを作成します。
2. ［概要］ペインで、［このポリシーを有効にする］をクリックします。
クライアント アップグレード ポリシーを有効にしない場合、クライアントでは、ステップ 1 で追加したクライアン
ト インストール パッケージのアップグレード スケジュール オプションが使用されます。
3. ［スケジュール］ペインで、以下の推奨オプションを指定します。
– アップグレード元.... 終了
– Allow upgrades （アップグレードの許可）
これらのオプションでは、管理サーバが新しいクライアント アップグレード パッケージの有無を確認してクライア
ントにダウンロードする頻度を設定します。
4. ［OK］をクリックし、ステップ 2 で作成した場所の 1 つにポリシーを割り当てます。

管理サーバによって policy.xml ファイルがクライアントにダウンロードされると、クライアントで場所が切り替わるよう
になります。
クライアントは、クライアント アップグレード ポリシーで指定したスケジュールに基づいてアップグレードされます。

Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2+ のサポート対象言語へのアッ
プグレード
14.3 RU2 以降、Symantec Endpoint Protection Manager （SEPM）とクライアントの両方は、英語、ポルトガル語（ブ
ラジル）、フランス語、日本語、スペイン語の 5 つの言語にのみ翻訳されます。
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Symantec Endpoint Protection Manager のサポート対象言語からサポート対象外言語へのアップグレード
SEPM をサポート対象外の Symantec Endpoint Protection Manager 言語からアップグレードすると、SEPM は自動的に
英語にアップグレードします。ただし、SEPM は英語以外のチェコ語からフランス語など、サポート対象言語にアップ
グレードできます。
SEPM は、2 つのコンポーネント（リソース ファイルとシステムのロケール設定）を使用して言語を表示しま
す。SEPM を英語以外のサポート対象言語で表示するには、SEPM のリソース ファイルとシステム形式のロケール設定
の両方が同じ言語である必要があります。リソース ファイルとシステムのロケール設定がサポート対象言語と一致しな
い場合、SEPM は英語でインストールされます。
NOTE
シマンテックは、管理サーバをアップグレードする前に以下の手順に従うことを推奨します。
システム フォーマットのロケールを対象の移行言語に設定する方法
1. ［スタート］ -> ［コントロール パネル］ -> ［時計、地域］ -> ［地域］ -> ［形式］タブをクリックします
（Windows 10 および Windows Server 2019）。
この手順は、SEPM を実行する Windows のバージョンに応じて変わります。
2. ［形式］ドロップダウン リストで対象言語を選択し、［OK］をクリックします。
対象言語は任意の形式を選択できます。たとえば、フランス語にアップグレードする場合、フランス語（アルジェリ
ア）またはフランス語（ベルギー）を選択した場合でも違いはありません。
クライアントのサポート対象外言語からサポート対象言語へのアップグレード
クライアントをサポート対象外の言語から英語に自動的にアップグレードするには、自動更新ウィザードで［クライアン
トの言語がサポート外の場合は 14.3+ クライアントを英語にアップグレードする］オプションにチェックを付けます。
このオプションのチェックを外している場合、サポート対象外の言語のクライアントは自動的にアップグレードされませ
ん。このオプションは英語の Symantec Endpoint Protection Manager でのみ利用できます。
Mac： Mac クライアントは、サポート対象外の言語からサポート対象言語に手動でアップグレードするか、デスクトッ
プ管理ツールを使う必要があります。
Linux： Linux クライアントは引き続き日本語にのみ翻訳されます。
NOTE
サポート対象外の言語のクライアントを英語に自動的にアップグレードした場合、クライアントは引き続き英
語で定義の日付設定を表示します（14.3 RU1 以降）。この問題を回避するには、レガシ クライアントをアン
インストールし、新しい英語のクライアント インストール パッケージを手動でインストールします。また、自
動的にアップグレードされたクライアントに対する修正が予定されています。[SEP-72481]
詳細については、次を参照してください。
自動更新によるクライアントソフトウェアのアップグレード

Windows クライアントへの Endpoint Protection クライアント パッチの
インストール
クライアント パッチとその仕組み
クライアント パッチは、Symantec Endpoint Protection の Windows クライアントのソフトウェア パッチです。こ
のパッチは、クライアントのコードに存在する製品の不具合や機能の問題を修正します。14.3 RU2 （ビルド番号
14.3.4615.2000）以降、シマンテックは問題を修正するためのクライアント パッチを配信し、LiveUpdate サーバにアッ
プロードします。クライアント パッチは、IPS シグネチャやウイルスとスパイウェアの定義など、他の種類のコンテン
ツに類似します。クライアント パッチを LiveUpdate サーバから管理サーバに増分差分（.dax）ファイルとしてダウン
ロードします。他のコンテンツと同じように、LiveUpdate サーバー、管理サーバー、または、グループ更新プロバイダ
(GUP) を使ってクライアントにパッチをダウンロードします。次のサイトを参照してください。
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クライアント上のコンテンツを更新するための配布方法の選択
NOTE
クライアント パッチは、メンテナンス パッチ（MP）またはリリース更新（RU）とは異なります。クライアン
ト パッチはクライアントの障害のみを解決し、LiveUpdate を通じて配信されます。メンテナンス パッチは新
しいオペレーティング システムに対するサポートの提供など、その他の更新や機能を提供し、Broadcom ダウ
ンロード管理ページからフル インストールダウンロードとして配信されます。14.3 RU2 以降では、クライア
ント パッチには製品の更新と同じコンテンツが含まれます。ただし、製品の更新はフル クライアント インス
トール パッケージに含まれますが、クライアント パッチにはデルタ ファイルのみが含まれます。次のサイト
を参照してください。
Endpoint Protection のリリースタイプとバージョンについて
クライアントと管理サーバのバージョンが一致する場合、クライアントは LiveUpdate サーバ、管理サーバ、GUP から
クライアント パッチを取得できます。クライアントと管理サーバのバージョンが一致しない場合、管理サーバで複数の
バージョンをインストールしたクライアントを管理する場合と同じように、クライアントは LiveUpdate サーバからのみ
クライアント パッチを取得します。管理サーバーまたは GUP を使ってパッチをダウンロードする場合は、クライアント
または管理サーバーのバージョンを更新して両方を同じバージョンにする必要があります。
以下の表に、Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection クライアントのバージョン番号に
基づいて、クライアントが管理サーバからクライアント パッチを受信できるかどうかの例を示します。
Table 51: クライアント バージョンとバージョンに応じてダウンロードできるクライアント パッチの例
管理サーバーのバージョン

クライアントが管理サーバーか
らパッチをダウンロードするか

クライアントのバージョン

14.3 RU2

14.3 RU2

はい

14.3 RU2

14.3 RU1

【※No※】

14.0.1 MP2

14.0.1 MP2

はい

14.0.1 MP2

14.0.1 MP1

【※No※】

14.0.1 MP2

14.2

【※No※】

LiveUpdate では、クライアント パッチだけでなく機能の更新もダウンロードされます。この場合、クライアント ビルド
は管理サーバと一致する必要はありません。古い、同じ、または新しいビルドを使用できます。次のサイトを参照してく
ださい。
自動更新によるクライアントソフトウェアのアップグレード
クライアント パッチの言語は、管理サーバの言語と一致する必要があります。たとえば、フランス語（サポート対象）
とドイツ語（サポート対象外）のクライアントを管理するフランス語の管理サーバは、フランス語のクライアントにのみ
クライアント パッチを提供します。14.3 RU2 以降では、ドイツ語のクライアントに英語のインストール パッケージと
英語のクライアント パッチをインストールするには、自動更新を有効にする必要があります。サポート対象外の言語か
らサポート対象の言語にクライアントをアップグレードする方法の詳細については、以下を参照してください。
Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2+ のサポート対象言語へのアップグレード
Windows コンピュータへのクライアント パッチのインストール
デフォルトでは、LiveUpdate はクライアント パッチを Symantec Endpoint Protection Manager にダウンロードします。
ただし、クライアント パッチは、管理下クライアントまたは管理外クライアントに自動的にダウンロードおよびインス
トールされません。管理下クライアントでは、Symantec Endpoint Protection Manager、LiveUpdate、グループ更新プロ
バイダのいずれを使用する場合でも、インストールするクライアント パッチを選択する必要があります。
クライアント パッチをダウンロードしてインストールした後、クライアントは引き続き以前のパッチが適用されていな
いバージョンのクライアントを実行して、クライアントを再起動します。クライアントのエンドユーザーがコンピュータ
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を再起動するか、または管理サーバーから再起動コマンドを自分で実行する必要があります。管理サーバーから再起動が
必要なクライアントを示す通知が送信されます。
Windows クライアントにクライアント パッチをインストールする方法
1. コンソールで、管理サーバにクライアント パッチをダウンロードするように LiveUpdate を設定していることを確認
します。
［ダウンロードするコンテンツの種類］ダイアログ ボックスで、［クライアント パッチ］にチェックが付いている
ことを確認します。次のサイトを参照してください。
LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード
2. クライアントコンピュータにインストールされているリリースを特定するレポートを実行するには、［保護コンテン
ツのバージョン］レポートを実行します。次のサイトを参照してください。
ネットワーク内でインストールされている Symantec Endpoint Protection バージョンのリストの作成
3. クライアントにパッチをダウンロードするように LiveUpdate の設定ポリシーを設定していることを確認します。
LiveUpdate 設定ポリシーで、［Windows の設定］の［拡張設定］をクリックします。［クライアント パッチのダウ
ンロード］にチェックが付いていることを確認します。
NOTE
［利用可能な場合は LiveUpdate サーバからデルタ コンテンツをダウンロードする］にチェックが付いて
いることを確認します。このオプションは現在のリリースのクライアント パッチを新しいパッチのコンテ
ンツとマージし、その差分（デルタ）のみをダウンロードします。クライアントの帯域幅が低い場合は、こ
のオプションを使います。
4. クライアント コンピュータを再起動します。次のサイトを参照してください。
コンソールからクライアントコンピュータにコマンドを実行する

Symantec Linux エージェントのアップグレード
(14.3 RU1 以降の場合)
バージョン 14.3 RU1 以降では、Linux クライアント インストーラは、レガシー Linux クライアント（14.3 RU1 より
前）を検出してアンインストールし、新規インストールを実行します。古い設定は保持されません。
Symantec Linux エージェントをアップグレードする方法
1. Symantec Endpoint Protection Manager で、インストールパッケージを作成してダウンロードします。
クライアントインストールパッケージのエクスポート
2. ダウンロードしたパッケージを Linux デバイスにコピーします。
3. フォルダの場所に移動し、以下のコマンドを実行して LinuxInstaller ファイルを実行可能にします。
chmod u+x LinuxInstaller
4. 以下のコマンドを実行して、既存のエージェントをアンインストールし、Symantec Linux エージェントを再インス
トールします。
./LinuxInstaller
root としてコマンドを実行します。
5. インストールを検証するには、/usr/lib/symantec に移動し、./status.sh スクリプトを実行して、モジュール
がロード済みでデーモンが実行されていることを確認します。
./status.sh
Symantec Agent for Linux Version: 14.3.450.1000
Checking Symantec Agent for Linux (SEPM) status..
Daemon status:
cafagent running
sisamdagent running

150

sisidsagent running
sisipsagent running
Module status:
sisevt loaded
sisap loaded

Symantec Linux エージェントのカーネル モジュールの更新
Symantec Linux エージェントは、Symantec Endpoint Protection Manager から管理する場合、またはクラウド コンソー
ルから管理する場合も、同じクライアントです。
(14.3 RU1 以降の場合)
新しい Linux カーネルの更新がリリースされるたびに、新しいカーネルをサポートするために、そのプラットフォーム
の Symantec Linux エージェントを更新する必要があります。プロセスをより効率化するために、Linux エージェントの
カーネル モジュールを Linux リポジトリを使用して更新できるようになりました。
NOTE
エージェントがシマンテック リポジトリ サーバ（https://linux-repo.us.securitycloud.symantec.com/）に接続し
てカーネル モジュールの更新をダウンロードできることを確認してください。
RHEL、Amazon Linux、Oracle Linux、または CentOS システムで yum update コマンドを実行するたびに、このコマ
ンドは新しいエージェント パッケージも検索します。更新が利用可能な場合は、最新のカーネル モジュールがダウン
ロードされ、エージェントは自動的に更新されます。カーネル モジュールが更新された後、更新を有効にするためにイ
ンスタンスを再起動する必要があります。
または、インスタンスで以下のコマンドを実行して、エージェントのカーネル モジュールを更新できます。root 権限で
ターミナル ウィンドウを開き、/usr/lib/symantec/ に移動し、以下のコマンドを実行します。
/usr/lib/symantec/installagent.sh --update-kmod
Ubuntu システム上のカーネル モジュールを更新する方法
1. ローカル パッケージ データベースをリフレッシュおよび更新するには、以下のコマンドを入力します。
sudo apt-get clean
sudo apt-get update
2. 最新のカーネル モジュールにアップグレードするには、以下のコマンドを入力します。
/usr/lib/symantec/installagent.sh --update-kmod
このアクションを実行するにはスーパーユーザ権限が必要です。
インターネット接続がない制限された環境でカーネル モジュールを更新する方法
1. 方法 1： 最新の KMOD パッケージをインターネット接続がないシステムに手動で転送し、LinuxInstaller に KMOD
パッケージを適用して、LinuxInstaller を実行します。
1. インターネットに接続されているシステムで、KMOD パッケージをダウンロードします。
./LinuxInstaller -d
2. アップグレードするエージェントに KMOD パッケージを手動でコピーして貼り付けます。
3. 適用されたパッケージをリスト表示します。
./LinuxInstaller -l
4. LinuxInstaller に新しい KMOD パッケージを適用します。
tar czf - [KMOD-package-name] >> LinuxInstaller
5. 新しい KMOD パッケージが適用されたパッケージのリストに含まれていることを確認します。
./LinuxInstaller -l
6. インストーラを実行して、カーネル モジュールを更新します。
./LinuxInstaller -- --update-kmod
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2. 方法 2： ローカル リポジトリを設定し、エージェントがデフォルトのシマンテック リポジトリの代わりにローカル
リポジトリを使用するようにレポジトリ設定を編集します。
1. KMOD パッケージをホストするローカル リポジトリを設定します。
ローカル リポジトリを作成する方法の詳細については、使用している各 Linux 配布のマニュアルを参照してくだ
さい。
2. クライアント コンピュータで、以下のコマンドを実行して、ローカル リポジトリを使用するようにリダイレクト
します。
./LinuxInstaller --local-repo<localrepo_url>
URL の例： --local-repo 'http://<repo_ip_or_hostname:<port_optional>/sep_linux'
3. KMOD を更新するには、以下を実行します。
./LinuxInstaller -- --update-kmod
オペレーティング システムのカーネル モジュールを更新する場合は、Symantec Endpoint Protection クライアントの対
応するカーネル モジュールの更新も更新する必要があります。互換性のあるカーネル モジュールがない場合、Symantec
Endpoint Protection クライアントが正しく動作せず、一部の機能が無効になる可能性があります。
詳しい情報
Symantec Linux エージェントのインストール パッケージの作成とインストール

グループ更新プロバイダの更新
グループ更新プロバイダであるクライアントを更新するには、次の手順を使います。
GUP のクライアントをアップグレードするには
1. Symantec Endpoint Protection Manager サーバーを新しいバージョンのソフトウェアにアップグレードします。
2. GUP であるクライアントを新しいバージョンのクライアントソフトウェアにアップグレードします。
3. 他のクライアントを新しいバージョンのクライアントソフトウェアに更新します。
詳しい情報

• クライアントにコンテンツを配布するための GUP の使用
• 新リリースへのアップグレード

Symantec Endpoint Protection のアップグレードに関するリソース
Table 52: アップグレードのリソース
項目

リソース

クライアントインストール
パッケージの設定と機能

さまざまな設定と保護機能を使ってクライアントインストールパッケージを設定できます。次のサイ
トを参照してください。
• プラットフォームに基づく Symantec Endpoint Protection の機能
• Windows クライアントのインストール設定について
• クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択

機能とポリシーの説明

詳細については、次を参照してください。
• Symantec Endpoint Protection 技術でコンピュータが保護される仕組み
• セキュリティポリシーの種類

機能の依存関係

詳細については、次を参照してください。
Windows クライアント用の Symantec Endpoint Protection 機能の依存関係
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項目

リソース

製品ライセンスの管理

Symantec Endpoint Protection は、サイトでのコンピュータの保護に必要なクライアント数に応じ
て、ライセンスが交付されます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection 製品ライセンスの必要条件

追加リソース

次の記事を参照してください。
• Endpoint Protection 14.x のアップグレードのベストプラクティス
• シマンテックソフトウェアの最新バージョンをダウンロードする
• Endpoint Protection のすべてのバージョンのリリースノート、修正項目、システム要件

詳しい情報
新リリースへのアップグレード
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Symantec Endpoint Protection のライセンス交付
ライセンスを取得し、クライアントのライセンス状態を確認します。
Symantec Endpoint Protection (SEP) でセキュリティコンテンツの更新、製品の更新とバージョン、およびテクニカルサ
ポートへのアクセスを受け取るには、有償ライセンスが必要です。Symantec Endpoint Protection Manager をインストー
ルした後、配備したクライアントすべてを扱うのに十分なライセンス枠の購入までに 60 日間の猶予が与えられます。次
のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection のメンテナンス権限の概要
Table 53: Symantec Endpoint Protection のライセンスを登録する方法
タスク

説明

ステップ 1: ライセンスの
購入

新しいライセンスを購入するには、正規代理店にお問い合わせください。
• Symantec Getting Started に移動します。
• ［オンプレミス セキュリティ製品］を選択します。まだ持っていない場合は、Broadcom サポート
ポータルアカウントを作成します。
以下の場合にライセンスを購入する必要があります。
• Symantec Endpoint Protection を購入する必要がある場合。
• 試用ライセンスが期限切れになった場合。
• 有償ライセンスが期限切れになった場合。
• ライセンスで許可されているよりも多くのクライアントを配備した場合 (過剰配備)。
サイトのエンドポイントの保護に必要なクライアント数に応じて、ライセンスを交付します。次のサイ
トを参照してください。
必要な Symantec Endpoint Protection ライセンス数

ステップ 2: 購入したライ
センスのアクティブ化

ライセンスを購入すると、シマンテックライセンスファイル（.slf）またはライセンスのシリアル番
号が .zip ファイルとして添付された電子メールを受信します。.zip ファイルから .slf ファイルを抽出す
る必要があります。
インストールをアクティブ化するには、シリアル番号が必要です。
• Symantec Endpoint Protection Manager には、デフォルトアカウント admin などのシステム管理者
アカウントを使ってログオンする必要があります。
• SEP 製品ライセンスをインポートおよびアクティブ化するには、［管理者］ > ［ライセンス］ペー
ジに移動します。
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection の製品ライセンスのアクティブ化またはインポート

以下のタスクを実行して、ライセンスを管理できます。
Table 54: ライセンスタスク
タスク

説明

シリアル番号の取得

シマンテックの既存のライセンスがあり、シリアル番号を取得する必要がある場合は、以下を参照して
ください。
シマンテックから Broadcom へのサポート システムの移行ガイドとクイック リファレンス シート

ライセンスの更新

正規代理店にお問い合わください。
詳細については、次を参照してください。
シマンテック更新 FAQ
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タスク
いつ期限切れになるかとい
うことと、過剰配備されて
いるかどうかを確認しま
す。

説明
コンソールにインポートしたライセンスそれぞれの状態を調べて、ライセンスを更新する必要やライセ
ンスを追加購入する必要があるかどうかを確認します。
既存のライセンスを製品アップグレードに適用できます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager のライセンス状態の調査

ライセンスファイルのバッ ライセンスファイルのバックアップを作成すると、データベースやコンピュータのハードディスクが破
クアップ
損した場合に備えてライセンスファイルを保持できます。次のサイトを参照してください。
ライセンスファイルのバックアップおよび回復
ライセンスファイルの回復 ライセンスファイルを手違いで削除した場合は、そのファイルを回復できます。次のサイトを参照して
ください。
ライセンスファイルのバックアップおよび回復
ライセンスが期限切れに
デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection は、期限切れのライセンスやその他のライセンスの問
なったときに通知を送信す 題について、事前に設定した通知を管理者に送信します。次のサイトを参照してください。
る
通知の種類および通知が送信される場合
製品ライセンスの必要条件 保護するコンピュータのライセンスの必要条件のについて確認します。ライセンスにより、Symantec
の確認
Endpoint Protection クライアントを指定された台数のコンピュータにインストールできます。次のサイ
トを参照してください。
• 製品ライセンスに含まれるものは?
• Symantec Endpoint Protection 製品ライセンス用語
• 複数年ライセンスについて

Symantec Endpoint Protection Manager のライセンス状態の調査
管理サーバーが、試用ライセンスまたは有償ライセンスのどちらを使っているかを調べることができます。コンソールに
インポートした各有償ライセンスの次のライセンス情報を取得することもできます。

•
•
•
•
•

ライセンスのシリアル番号、ライセンス枠の合計数、合計の枠の件数、有効期限日
有効なライセンス枠数
配備済みのライセンス枠数
期限切れのライセンス枠数
過剰配備済みのクライアント数

試用ライセンスの状態は有効期限日と関連する限られた情報のみを示します。
Symantec Endpoint Protection Manager のライセンス状態を調査する方法
1. 有償ライセンスと体験版ライセンスのどちらを持っているかを調べるには、コンソールで以下のいずれかのタスクを
行います。

• ［管理］、［ライセンス］の順にクリックします。
• ［ホーム］、［ライセンスの詳細］の順にクリックします。
2. ライセンスの有効期限日を調べるには、コンソールで［管理］ > ［ライセンス］をクリックします。
詳しい情報

• Symantec Endpoint Protection のライセンス交付
• Symantec Endpoint Protection の製品ライセンスのアクティブ化またはインポート

ライセンスファイルのバックアップおよび回復 (slf)
データベースまたはコンソールコンピュータのハードディスクが破損した場合に備えて、ライセンスファイルをバック
アップする必要があります。
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ライセンスファイルを受け取った後、Symantec Endpoint Protection Manager コンソールからアクセスできるコンピュー
タに保存します。 多くのユーザーは、Symantec Endpoint Protection Manager をホストするコンピュータにライセンス
を保存します。多くのユーザーはまた、ライセンスを安全に保管するために、ライセンスのコピーを別のコンピュータま
たは取りはずし可能なストレージメディアに保存します。
ライセンスファイルをバックアップするには
1. ライセンスファイルを保存したディレクトリから、選択した別のコンピュータに .slf ライセンスファイルをコピーし
ます。
ライセンスファイルを回復するには

• 次のいずれかのタスクを行います。

a. Symantec Endpoint Protection Manager コンソールの［管理］ページで、［ライセンス］をクリックし、［タス
ク］の下で［削除したライセンスを回復する］をクリックします。［ライセンス回復］パネルで、回復する削除済
みライセンスの横にあるボックスにチェックマークを付けて、［提出］をクリックします。
b. 以下のデフォルトの場所からライセンスファイルを取得します。C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\Inetpub\license ライセンスのアクティブ化ウィザードを使用してライセンスファイ
ルをインポートする場合、Symantec Endpoint Protection Manager は、このフォルダにファイルのコピーを配置し
ます。
c. Symantec Endpoint Security の Web サイトに移動し、［My Entitlements］をクリックします。詳細については、
次を参照してください。
Symantec から Broadcom への移行ガイド - My Entitlements

詳しい情報
Symantec Endpoint Protection のライセンス交付

データベースから使われなくなったクライアントをパージして使用可能な
ライセンスを増やす
Symantec Endpoint Protection Manager では、使われなくなったクライアントの存在により過剰配備のライセンスの状態
が誤って表示されることがあります。これらは、保護された環境で Symantec Endpoint Protection Manager と通信しな
くなったクライアントのデータベースエントリです。オペレーティングシステムのアップグレード、コンピュータの使用
停止、ハードウェア構成の変更といったさまざまな理由により、クライアントが使われなくなることがあります。
ライセンスレポートで、配備していることを把握しているシートより多くのシートにライセンスが交付されていること
がわかった場合は、使われなくなったクライアントのデータベースをパージしてください。使われなくなったクライアン
トは製品のライセンスを消費するので、使われなくなったクライアントが発生したときにはすぐにパージすることが重要
です。デフォルトでは、パージは 30 日ごとに行われます。使われなくなったクライアントがすばやくパージされるよう
に、パージサイクルの間隔を短くできます。パージサイクルが完了した後の長期的なニーズに合うように、必要に応じて
間隔を設定し直します。
非永続的な仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）では、非永続的なクライアントのパージ用に、個別の期間を
設定できます。この設定は、設定した期間に接続を行わなかったオフラインのクライアントをパージします。非永続的な
オフラインクライアントは、ライセンス数には影響を与えません。
使われなくなったクライアントをデータベースからパージする方法
1. コンソールの［管理］ページで、［ドメイン］をクリックし、ドメインを右クリックし、［ドメインプロパティの編
集］をクリックします。
2. ［全般］タブで、［一定期間にわたって接続しなかったクライアントを削除する］の設定をデフォルトの 30 から 1
に変更します。
ライセンス管理の目的で非永続的なクライアントをパージするオプションを設定する必要はありません。オフライン
の非永続的なクライアントは、ライセンスの合計に加算されません。
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3. ［OK］をクリックします。
4. 24 時間待った後、設定を 30 日または要件に合う他の期間に戻します。
詳しい情報

• ライセンスを開放するための使われなくなった非永続的 VDI クライアントのパージ
• Symantec Endpoint Protection のライセンス交付

Symantec Endpoint Protection ライセンスに含まれるものは?
Symantec Endpoint Protection ライセンス数は、次のルールに従ってエンフォースされます。
Table 55: ライセンスのエンフォースメントルール
適用される箇所

ルール

ライセンスの期間

ライセンス期間は、アクティブ化した日時からライセンス期間の最終日の午前 0 時までです。
複数のサイトがある場合には、ライセンスは最も西の Symantec Endpoint Protection Manager データ
ベースの有効期限の日時に期限切れになります。

Symantec Endpoint
Protection コンポーネント

Symantec Endpoint Protection ライセンスは Symantec Endpoint Protection クライアントに適用されま
す。たとえば、コンピュータが 50 台あるネットワークでは、ライセンスは最低 50 の枠を提供する必
要があります。Symantec Endpoint Protection Manager のインスタンスはライセンスを必要としませ
ん。
Symantec Endpoint Protection Manager では、管理サーバーにアクセスするためにクライアントでラ
イセンスを所有する必要はありません。管理サーバーに接続するライセンスのないクライアントにラ
イセンスが付与されます。各クライアントコンピュータのために十分なライセンス枠を購入する必要
があります。

サイトとドメイン

Symantec Endpoint Protection 製品ライセンスは、インストールを構成する複製されたサイトまたはド
メインの数に関係なく、インストール全体に適用されます。たとえば、100 の枠のライセンスは、そ
れぞれのサイトに 50 の枠がある 2 つのサイトのインストールに対応します。
複製を実装していない場合は、複数の Symantec Endpoint Protection 管理サーバーに同じ .slf ファイル
を配備できます。管理サーバーに対してレポートするクライアントの数は、ライセンス枠の総数を超
えないようにする必要があります。

プラットフォーム

ライセンスの枠は、プラットフォームが Windows、Mac、Linux のいずれであるかにかかわらず、プ
ラットフォームで実行しているクライアントに適用されます。

製品とバージョン

ライセンス枠は製品バージョンで均等に適用されます。

Microsoft SQL Server などのサードパーティのサーバーソフトウェアにアクセスするクライアントへのライセンス付与に
ついて詳しくは、ソフトウェアベンダーに問い合わせてください。
詳しい情報

• Symantec Endpoint Protection のライセンス交付
• ライセンスを開放するための使われなくなった非永続的 VDI クライアントのパージ

複数年ライセンスについて
複数年ライセンスを購入すると、ライセンスが有効な年数と等しい数の一連のライセンスファイルを受け取ります。た
とえば、3 年のライセンスは、3 つの異なるライセンスファイルで構成されます。複数年ライセンスをアクティブ化す
るときは、同じアクティブ化セッションの間にすべてのライセンスファイルをインポートします。Symantec Endpoint
Protection Manager によって異なるライセンスファイルがマージされ、購入期間のあいだ有効な単一のアクティブ化済み
ライセンスが作成されます。
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推奨はできませんが、全期間より少ない数のライセンスファイルをアクティブ化することもできます。その場
合、Symantec Endpoint Protection Manager はファイルをマージし、最後に期限が切れるライセンスファイルの期間を適
用します。たとえば、3 年間のライセンスを最初の 2 つのファイルだけでアクティブ化すると、期間は 2 年だけになり
ます。3 つ目のファイルを後にアクティブ化するとき、Symantec Endpoint Protection Manager はライセンスの完全期間
を 3 年として正確に報告します。いずれの場合にも、枠の数は購入した枠の数と一致します。
Symantec Endpoint Protection Manager がファイルをマージするときは、最も短い期間のファイルが削除され、最も長い
期間のファイルが内部のライセンス保持機能用に保持されます。Symantec Endpoint Protection Manager がライセンスを
誤って削除したと考えられる場合は、削除されたライセンスを回復し、再度アクティブ化します。
アクティブなライセンスと関連付けられた短い期間のライセンスシリアル番号を確認できます。［管理］ページで［ライ
センス］をクリックし、アクティブ化済みライセンスをクリックします。関連付けられたライセンスが［関連付けられた
ライセンス］列に表示されます。
詳しい情報
Symantec Endpoint Protection のライセンス交付

Symantec Endpoint Protection 製品ライセンス用語
配備された各クライアントに応じたライセンスを購入する必要があります。1 つのライセンスは、プラットフォームと
バージョンに関係なく、すべてのクライアントに対応します。
シマンテック製品のライセンスでは、次の用語が使われます。
Table 56: 製品ライセンス用語
用語

説明

シリアル番号

ライセンスには、ライセンスを一意に識別し、ライセンスを会社に関連付けるシリアル番号が含まれます。こ
のシリアル番号を使って、Symantec Endpoint Protection ライセンスをアクティブ化できます。

配備しました

配備済みとは、Symantec Endpoint Protection クライアントソフトウェアの保護を受けているエンドポイントコ
ンピュータを指します。たとえば、「50 の配備済みライセンス枠があります」とは、50 のエンドポイントでク
ライアントソフトウェアがインストールされていることを意味します。

アクティブ化

すべてのプログラム機能に制限なくアクセスできるようにするために、Symantec Endpoint Protection 製品ライ
センスをアクティブ化します。アクティブ化プロセスを実行するには、ライセンスアクティブ化ウィザードを
使います。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection の製品ライセンスのアクティブ化またはインポート

枠

シート枠とは、Symantec Endpoint Protection クライアントソフトウェアが保護する単一のエンドポイントコン
ピュータです。ライセンスは、特定数の枠に対して購入され、有効にされます。「有効な枠」とは、すべての
アクティブなライセンスで指定されている枠の合計数を示します。

試用ライセンス

試用ライセンスとは、無料の評価期間内で動作する Symantec Endpoint Protection の全機能インストール版を
指します。評価期間以降も Symantec Endpoint Protection を使い続ける場合は、インストールに応じたライセ
ンスを購入し、アクティブ化する必要があります。体験版からライセンス済みインストールに変換するとき
に、ソフトウェアをアンインストールする必要はありません。
体験版ライセンスは、セールスアカウント担当者から入手する必要があります。
評価期間は、Symantec Endpoint Protection Manager の初回インストールから 60 日です。

過剰配備

配備されたクライアント数がライセンス済みの枠の数を超えた場合、ライセンスは過剰配備されています。

ライセンスの必要条件を理解することは、Symantec Endpoint Protection インストール計画に必要であり、インストール
後の製品ライセンスの管理に必要です。
詳しい情報
Symantec Endpoint Protection のライセンス交付
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管理外 Windows クライアントのライセンス交付
管理外クライアントでは、ライセンス ファイルの手動インストールは必要ありません。また、これらのクライアント
は、有償ライセンスの合計シート数でカウントされません。ただし、管理外 Windows クライアントからの評価データの
提出を有効にするには、管理外クライアントに有償ライセンスをインストールする必要があります。管理外の Mac クラ
イアントと Linux クライアントは評価データを提出しません。
管理外の Windows クライアントにライセンスを交付するには
1. 現在のシマンテックライセンスファイル（.slf）のコピーを見つけるか、または作成します。
Symantec Endpoint Protection Manager でライセンスをアクティブ化するために使ったファイルと同じものを使用し
ます。
2. クライアントコンピュータで、コピーしたライセンスファイルを Symantec Endpoint Protection クライアント受信
ボックス（デフォルトの場所）に置きます。
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox\
デフォルトでは、受信ボックスが表示されるフォルダは非表示です。そのため、フォルダオプションを利用し、非表
示のファイルとフォルダを表示します。
ライセンスファイルが無効の場合、またはライセンスのインストールが失敗した場合、Invalid という名前の新し
いフォルダにそのライセンスが表示されます。ファイルが有効の場合、処理後に受信ボックスから自動的に削除され
ます。
3. ライセンスを正しく適用したことを確認するには、inbox フォルダにファイルが表示されないことを確認します。
4. .slf ファイルが次のフォルダ（デフォルトの場所）にあることを確認します。
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Config
サードパーティ製の配備パッケージの一部として .slf ファイルを含めることもできます。
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クライアントとサーバー間の接続の管理
管理サーバがクライアントにコンテンツを配信していることを確認します。
クライアントをインストールした後、管理サーバーはクライアントコンピュータに自動的に接続します。
Table 57: 管理サーバーとクライアント間の接続を管理するタスク
処理

説明

クライアントが管理サーバー クライアントと管理コンソールでクライアントの状態アイコンを確認できます。状態アイコンはクラ
に接続されているかどうかを イアントとサーバーが通信しているかどうかを示します。次のサイトを参照してください。
確認する
クライアントが管理サーバーに接続され、保護されているかどうかの確認
コンピュータにクライアントソフトウェアがインストールされている可能性がありますが、正しい通
信ファイルを備えていません。次のサイトを参照してください。
• クライアントコンピュータと管理サーバーの通信方法
• クライアントコンピュータでクライアントとサーバーの通信ファイルを置き換える方法
クライアントがポリシーの更 クライアントと管理コンソールでポリシーのシリアル番号を調べることで、クライアントコンピュー
新を取得することのチェック タが最新のポリシーの更新を取得していることを確認します。クライアントがサーバーと通信できて
おり、定期的なポリシー更新を受信している場合、ポリシーのシリアル番号は一致する必要がありま
す。
手動でポリシー更新を実行し、次にポリシーのシリアル番号をチェックして比べることができます。
次のサイトを参照してください。
• ポリシーのシリアル番号を使ったクライアントとサーバーの通信の確認
• クライアントポリシーの更新
クライアントにポリシーとコ ポリシーをクライアントにプッシュする管理サーバーまたはポリシーを管理サーバーからプルするク
ンテンツをダウンロードする ライアントを設定できます。次のサイトを参照してください。
方法の変更
プッシュモードまたはプルモードを使用した、クライアントのポリシーとコンテンツの更新
デフォルトの管理サーバーリ フェールオーバーと負荷分散用に管理サーバーの代替リストを使うことができます。管理サーバーリ
ストを使うかどうかの決定
ストはクライアントが接続できる複数の管理サーバーのリストを提供します。次のサイトを参照して
ください。
負荷分散のための管理サーバーリストの設定
場所に対する通信の設定

場所およびグループに対する個別の通信を設定できます。次のサイトを参照してください。
場所に対する通信の設定

管理サーバーの接続に関する 管理サーバーとクライアントが接続していない場合、接続の問題をトラブルシューティングできま
問題のトラブルシューティン す。次のサイトを参照してください。
グ
Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection クライアントの間の接続に
関する問題のトラブルシューティング

詳細については、以下の記事を参照してください。
Symantec Endpoint Protection で使用する通信ポートについて

管理サーバーおよびサーバークライアント接続の設定
このセクションを使用して、以下を行います。
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•
•
•
•

管理サーバーとクライアント間の接続を設定する。
クライアントとサーバーのパフォーマンスを向上させる。
サーバー証明書を更新してクライアント/サーバー接続を維持する。
Symantec Endpoint Protection Manager とサードパーティサーバーを統合する。

Symantec Endpoint Protection Manager とクライアント間の HTTPS 通信の設定
Symantec Endpoint Protection Manager は Apache Web サーバーを使ってクライアントと通信し、レポートサービス
を提供します。Symantec Endpoint Protection 14 の新規インストールでは、HTTPS 通信がデフォルトで有効になりま
す。HTTPS は証明書を使用して署名し、データを暗号化するセキュアなプロトコルであり、通信の機密性と整合性を実
現します。
Table 58: クライアントへの HTTPS 通信の設定
手順

説明

手順 1: デフォルトの HTTPS ポー デフォルトでは、HTTPS トラフィックは 443 ポートを使用します。ネットワークによっては、
トが利用可能であることを確認す ポート 443 が別のアプリケーションまたはサービスにすでにバインドされている場合がありま
る
す。HTTPS 通信を有効にする前に、デフォルトポートが利用可能かどうかを確認する必要があ
ります。次のサイトを参照してください。
ポートの可用性の検証
手順 2: 必要に応じてデフォルトの ポート 443 が使えない場合は、大きいポート番号の範囲 (49152 ～ 65535) から使われていない
HTTPS ポートを変更する
ポートを選択します。新しいポートを使うように管理サーバーを設定します。新しいポートを反
映させるために管理サーバーリストを更新します。次のサイトを参照してください。
• クライアントの通信のための Apache の HTTPS ポートの変更
• 負荷分散のための管理サーバーリストの設定
手順 3: クライアントへの HTTPS
通信を有効にする

Apache の httpd.conf ファイルを編集して、クライアントへの HTTPS 通信を許可します。接続を
テストし、次に HTTPS 通信にクライアントを切り替えます。次のサイトを参照してください。
HTTPS クライアント/サーバー通信の有効化

詳しい情報
クライアントとサーバー間の接続の管理

ポートの可用性の検証
Symantec Endpoint Protection Manager の一部の設定では、他のアプリケーションまたはサービスとの競合を防ぐため
に、ポートのデフォルトの割り当てを変更する必要があります。新しいポートを割り当てる前に、別のアプリケーション
またはサービスがその新しいポートを使わないことを確認する必要があります。
コマンドプロンプトを開き、次のコマンドを大文字と小文字を区別して入力します。
netstat -an | find ":<ポート>" | find "LISTENING"
ここで、 ポート > は、可用性を確認するポートの番号です。たとえば、ポート 443 が使用可能であるかどうかを確認す
るには、次のように入力します。
netstat -an | find ":443" | find "LISTENING"

この netstat コマンドで結果が返された場合は、未使用のポートを見つける必要があります。同じコマンドを使用し、<
ポート > には任意のポート番号を指定します。このコマンドで結果が返されなかった場合は、そのポートを使用できま
す。
詳しい情報
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• クライアントの通信のための Apache の HTTPS ポートの変更
• Symantec Endpoint Protection Manager とクライアント間の HTTPS 通信の設定
• クライアント/サーバー間通信の保護

クライアントの通信のための Apache の HTTPS ポートの変更
Apache のデフォルトの HTTPS ポートは 443 です。Symantec Endpoint Protection Manager が別の HTTPS Web サイ
トをホストしている場合、ポート 443 がそれらの Web サイトのいずれかにすでに割り当てられている可能性がありま
す。新しいインストールには別のポートを使用して、デフォルトのポート 443 をすでに使用しているアプリケーション
との競合を最小限に抑える必要があります。クライアントがデフォルトポートを使用して Symantec Endpoint Protection
Manager と通信するようにする場合は、まずそのポートが使用可能であることを確認する必要があります。
NOTE
クライアントソフトウェアの配備後に HTTPS ポート番号をカスタマイズすると、クライアントは管理サー
バーと通信できなくなります。これらのクライアントは、新しい接続情報が含まれるサーバーからの次のクラ
イアント更新後に、通信を再確立します。また、通信の更新パッケージを使用することもできます。次のサイ
トを参照してください。
［通信の更新パッケージの配備］を使ったクライアントサーバー通信の復元
この手順を完了した後で、HTTPS クライアント/サーバー通信を有効にします。
クライアントの通信のための Apache の HTTPS ポートを変更するには
1. テキストエディタで、次のファイルを開きます。
SEPM_Install\apache\conf\ssl\sslForClients.conf
SEPM_Install デフォルトでは、C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager です。
NOTE
ファイルの置かれているフォルダ SEPM_Install\apache\conf\ssl\ は読み取り専用である場合があります。そ
の場合は、フォルダプロパティの［読み取り専用］のチェックマークをはずす必要があります。
2. 次の行を編集し、デフォルトの 443 を新しいポート番号に変更します。
Listen 443
<VirtualHost_default_: 443>

3. ファイルを保存し、テキストエディタを閉じます。
詳しい情報

•
•
•
•

ポートの可用性の検証
HTTPS クライアント/サーバー通信の有効化
Symantec Endpoint Protection Manager とクライアント間の HTTPS 通信の設定
クライアント/サーバー間通信の保護

HTTPS クライアント/サーバー通信の有効化
httpd.conf ファイルを編集して、HTTPS プロトコルを使用する Symantec Endpoint Protection Manager サーバーとクラ
イアント間のセキュア通信を有効にします。
セキュア通信に代替ポートを使う必要がある場合、Symantec Endpoint Protection Manager のポート割り当てを最初に変
更する必要があります。
Symantec Endpoint Protection 14.x の新規インストールでは、HTTPS クライアント/サーバー通信がデフォルトで有効に
なります。
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HTTPS クライアント/サーバの通信を有効にする方法
1. Apache Web サーバーの HTTPS を有効にするには、テキストエディタで以下のファイルを開きます。
SEPM_Install\apache\conf\httpd.conf
SEPM_Install デフォルトでは、C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager です。
2. 次のテキスト文字列を見つけて、ハッシュマーク (#) を削除します。
#Include conf/ssl/sslForClients.conf

3. ファイルを保存して閉じます。
4. Symantec Endpoint Protection Manager Webserver サービスを再起動します。
Symantec Endpoint Protection Manager Webserver サービスを停止し、再起動すると、Symantec Endpoint
Protection Manager サービスも停止および再起動されます。次のサイトを参照してください。
Apache Web サーバーの停止と開始
5. HTTPS が正しく動作することを検証するには、Web ブラウザに以下の URL を入力します。
https://<SEPMServer>:<###>/secars/secars.dll?hello,secars
ここで、 SEPMServer は Symantec Endpoint Protection Manager のサーバーホスト名であり、 ポート は HTTPS
ポート番号です。デフォルトでは、HTTPS トラフィックは 443 ポートを使用します。
6. ブラウザに「OK」という文字が表示されれば、HTTPS 接続は成功です。
ページエラーが表示される場合、前の手順を繰り返し、すべての文字列を正しく書式設定したことを確認します。ま
た、URL を正しく入力したことを確認します。
証明局の署名入り証明書と秘密キーのペアを使用して管理サーバーを更新しなかった場合、Web ブラウザには証明書
が信頼されないという警告が表示されます。管理サーバーの証明書の件名とは異なる URL から Web サイトにアクセ
スした場合にも、同じ警告が表示されます。
7. クライアントがSymantec Endpoint Protection Manager との通信に HTTPS を使用するように切り替えるに
は、Symantec Endpoint Protection Manager コンソールの［ポリシー］タブで、［ポリシーコンポーネント］ > ［管
理サーバーリスト］をクリックします。
8. クライアントのグループと場所で使用される管理サーバーリストをダブルクリックします。デフォルトの管理サー
バーリストだけがある場合、それを複製し、新しいリストをダブルクリックして編集します。
［タスク］で［管理サーバーリストの追加］をクリックすることもできます。［管理サーバー］で、［追加］ > ［新
しいサーバー］を選択してサーバー情報を追加します。［新しいサーバー］エントリを、サーバー IP アドレス用に 1
つ、サーバー名用に 1 つ追加できます。次のサイトを参照してください。
［ポリシー］ページでのポリシーのコピーと貼り付け
9. ［HTTPS プロトコルを使う］をクリックします。
以前に証明機関の署名入り証明書と秘密キーのペアで管理サーバーを更新している場合、［HTTPS プロトコルを使
うときに証明書を確認する］のみをクリックします。次のサイトを参照してください。
サーバー証明書を更新してクライアント/サーバー接続を維持するためのベストプラクティス
NOTE
カスタム HTTPS ポート番号を sslForClients.conf ファイルで使用した場合は、管理サーバーのリストか
らサーバーを編集します。［HTTPS ポートをカスタマイズする］をクリックし、前に使用した番号と一致
するようにポートを編集します。
［OK］をクリックしてカスタムポートを保存します。
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10. ［OK］をクリックして管理サーバーリストを保存します。
11. デフォルトの管理サーバーリストの複製を編集した場合は、それを右クリックし、［割り当て］をクリックし、それ
をすべてのグループと場所に割り当てます。次のサイトを参照してください。
グループと場所への管理サーバーリストの割り当て
12. Symantec Endpoint Protection クライアントで、［ヘルプ］ > ［トラブルシューティング］ > ［サーバー接続の状
態］を選択します。
13. ［前回試みた接続］と［前回正常に完了した接続］で、HTTPS 通信のサーバーアドレスとポート番号の両方の表示
を確認します。
14. 必要に応じて、［今すぐ接続］をクリックして強制的に即時接続します。
詳しい情報

• クライアントの通信のための Apache の HTTPS ポートの変更
• Symantec Endpoint Protection Manager とクライアント間の HTTPS 通信の設定
• クライアント/サーバー間通信の保護

クライアントとサーバーのパフォーマンスの向上
Symantec Endpoint Protection Manager は、高レベルのセキュリティを維持しながらクライアントとサーバーのパフォー
マンスを向上させることができるさまざまな機能を備えています。
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Table 59: サーバー上とクライアント上でパフォーマンスを向上させるタスク
タスク

説明

クライアントサーバー通
信設定の変更

プッシュモードではなくプルモードを使って、管理サーバーがポリシーとコンテンツ更新をクライアント
コンピュータにダウンロードする頻度を制御します。プルモードでは、管理サーバーは多くのクライアン
トをサポートできます。
クライアントとサーバーが通信する頻度が低下するようにハートビート間隔を延長します。サーバーあた
りのクライアント数が 100 よりも少ない場合、ハートビート間隔を 15 分から 30 分の間に延長します。
クライアント数が 100 から 1,000 の場合は、ハートビート間隔を 30 分から 60 分の間に延長します。
ネットワークの規模が大きいほど、長いハートビート間隔が必要です。ダウンロードのランダム化の間隔
は、ハートビート間隔の 1 倍から 3 倍の間に延ばします。次のサイトを参照してください。
プッシュモードまたはプルモードを使用した、クライアントのポリシーとコンテンツの更新
ハートビート間隔の設定の詳細については、以下のホワイト ペーパーを参照してください。
Symantec Endpoint のサイジングおよび拡張性のベスト プラクティス

コンテンツ更新の数のラ
ンダム化と削減

コンテンツ更新は、コンテンツの種類と可用性に応じてサイズと頻度が変わります。次の方法を使って、
コンテンツ更新一式のダウンロードとインポートの影響を軽減できます。
• 複数の管理サーバーにクライアント負荷を分散する。次のサイトを参照してください。
負荷分散のための管理サーバーリストの設定
• 代替方法（グループ更新プロバイダ、サードパーティの配布ツールなど）を使ってコンテンツを配布
する。
グループ更新プロバイダを使うと、サーバーからコンテンツをダウンロードするクライアントに処理
能力をオフロードすることによって帯域幅を節約できます。次のサイトを参照してください。
– クライアントにコンテンツを配布するための GUP の使用
– サードパーティの配布ツールを使ったクライアントコンピュータの更新
• LiveUpdate がクライアントコンピュータにコンテンツをダウンロードする時期をランダム化する。次
のサイトを参照してください。
– LiveUpdate サーバーからのコンテンツダウンロードのランダム化
– デフォルトの管理サーバーまたは GUP からのコンテンツダウンロードのランダム化
• ユーザーがクライアントコンピュータをアクティブに使っていないときにコンテンツ更新をダウン
ロードする。次のサイトを参照してください。
Windows クライアントコンピュータがアイドル状態のときにクライアント更新を実行する設定

スキャンの調整によるコ
ンピュータパフォーマン
スの改善

一部のスキャン設定を変更して、保護レベルを低下させずにコンピュータのパフォーマンスを改善できま
す。
たとえば、信頼できるファイルを無視したり、コンピュータがアイドル状態のときに実行するようにス
キャンを設定できます。次のサイトを参照してください。
• スキャンの調整によるクライアントコンピュータパフォーマンスの改善
• Windows クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ
• スキャンと監視の拡張設定
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タスク

説明

データベースクライアン
トログの量の削減

ストレージの必要条件を最適化し、ログに記録されたデータの保持を制御する会社のポリシーに準拠する
ように、ログ記録オプションを設定できます。
データベースは、絶えずエントリのフローを受け取り、そのログファイルに記録します。データベースに
格納されているデータが、利用可能なディスク領域を使い果たさないように、データを管理する必要があ
ります。データが多すぎると、データベースを実行しているコンピュータがクラッシュする原因となりま
す。
次のタスクを実行することによって、ログデータの量を減らすことができます。
• サーバーにクライアントログの一部のみをアップロードし、クライアントログをアップロードする頻
度を変更する。次のサイトを参照してください。
クライアントログサイズと管理サーバーにアップロードするログの指定
• クライアントコンピュータがデータベースに保持できるログエントリの数とそれらを保持する期間を
指定する。次のサイトを参照してください。
ログサイズとデータベース内でのログエントリの保存期間の指定
• サーバーに転送されるデータ量が減るように、重要度の低いリスクイベントとシステムイベントを
フィルタで除外する。次のサイトを参照してください。
Windows コンピュータのログ処理と通知設定の修正
• 各管理サーバーが管理するクライアントの数を減らす。次のサイトを参照してください。
– 負荷分散のための管理サーバーリストの設定
– Symantec Endpoint Protection Manager のインストール
• クライアントログをサーバーにアップロードする頻度をコントロールするハートビートの頻度を減ら
す。次のサイトを参照してください。
プッシュモードまたはプルモードを使用した、クライアントのポリシーとコンテンツの更新
• ログデータがデータベースに書き込まれる前にログデータが格納されるディレクトリのハードディス
ク領域の量を増やす。次のサイトを参照してください。
クライアントログデータ用にサーバーのディスク領域を拡大することについて

データベース保守タスク
の実行

クライアントとサーバー間の通信速度を向上させるには、通常のデータベース保守タスクをスケジュール
設定します。次のサイトを参照してください。
自動データベース保守タスクのスケジュール設定

サーバー証明書について
証明書は、機密データを認証し暗号化するための業界標準です。情報がネットワーク内のルーターを通過するときにその
情報が読み取られるのを防ぐため、データを暗号化する必要があります。
クライアントと通信するために、管理サーバーはサーバー証明書を使います。管理サーバーがサーバー証明書を使ってそ
れ自体を識別し、認証するように、Symantec Endpoint Protection Manager はデータをデフォルトで暗号化します。ただ
し、サーバーとクライアント間の暗号化を無効にする必要がある場合があります。次のサイトを参照してください。

• サーバー証明書を更新してクライアント/サーバー接続を維持するためのベストプラクティス
• クライアントとの通信を切断しない、管理サーバー上のサーバー証明書のアップデート
証明書は念のためバックアップしておくと安全です。管理サーバーが破損した場合や、キーストアパスワードを忘れた場
合でも、簡単にパスワードを取得できます。次のサイトを参照してください。

• サーバー証明書のバックアップ
• サーバー証明書の更新または復元
• 新しいサーバー証明書の生成
管理サーバーは次の種類の証明書をサポートしています。

• JKS キーストアファイル（.jks）（デフォルト）

キーストアファイルは、keytool.exe と呼ばれる Java ツールによって生成されます。Java Cryptography
Extension（.jceks）形式では、特定のバージョンの Java Runtime Environment（JRE）が必要です。管理サーバー
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•
•

は、管理サーバー上の Java Development Kit と同じバージョンで生成された .jceks キーストアファイルのみをサポー
トします。
キーストアファイルには、証明書と専用キーの両方が格納されている必要があります。キーストアパスワードは、
キーパスワードと同じである必要があります。次のファイルでパスワードを見つけることができます。
SEPM_Install\Server Private Key Backup\recovery_timestamp.zip
SEPM_Install デフォルトでは、C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager です。
PKCS12 キーストアファイル（.pfx と .p12）
証明書と専用キーファイル（.der と .pem の形式）
シマンテックでは、.der 形式または .pem 形式の暗号化されていない証明書と専用キーがサポートされていま
す。Pkcs8 で暗号化された専用キーはサポートされていません。

Symantec Endpoint Protection Manager の自己署名されたサーバ証明書の受け入れ
Symantec Endpoint Protection Manager をインストールするときに、ブラウザに表示されるページの自己署名証明書がイ
ンストールの一部として組み込まれます。これらのページにリモートコンソールから初めてアクセスするときに、表示す
るページの自己署名証明書を受け入れる必要があります。
証明書はユーザーごとに個別に保存されます。各管理者アカウントは、管理サーバーに接続する個々のリモートの場所用
の証明書を受け入れる必要があります。
セキュリティ証明書を Web ブラウザに追加する方法の詳細については、以下の記事を参照してください。
Web コンソール アクセス用に Endpoint Protection Manager の証明書をインストールする方法
詳しい情報
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン

サーバー証明書を更新してクライアント/サーバー接続を維持するためのベストプラク
ティス
次のような場合、セキュリティ証明書の更新が必要になることがあります。

• クライアントがすでに使用している、以前のセキュリティ証明書を復元する場合。
• デフォルトの証明書 (.JKS) とは別のセキュリティ証明書を使用する場合。
クライアントがサーバーとの間でセキュア通信を行う場合、サーバー証明書はサーバーとクライアントの間で交換されま
す。この交換により、サーバーとクライアントの間に信頼関係が確立されます。サーバーで証明書を変更すると、信頼関
係が壊れ、クライアントは通信できなくなります。この問題は孤立クライアントと呼ばれます。
NOTE
1 つの管理サーバーを更新する場合、または複数の管理サーバーを同時に更新する場合は、この処理を使いま
す。
以下の表に、サーバが管理するクライアントを孤立させずに証明書を更新する手順を示します。
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Table 60: サーバー証明書を更新する手順
手順
ステップ 1: 複製関係を解消する

説明
アップデートする管理サーバーを他の管理サーバーで複製する場合は、複製関係を解消します。
次のサイトを参照してください。
アップグレード前後での、複製の無効化と復元

ステップ 2: サーバー証明書の検証 サーバーとクライアント間のセキュア通信を無効にします。検証を無効にすると、クライアント
を無効にする
の接続は維持したまま、サーバーはサーバー証明書を更新します。次のサイトを参照してくださ
い。
クライアントとの通信を切断しない、管理サーバー上のサーバー証明書のアップデート
ステップ 3: すべてのクライアント 更新されたポリシーを配備するプロセスには、次のような要因に応じて 1 週間以上かかることが
で更新ポリシーを受信するまで待 あります。
つ
• 管理サーバーに接続するクライアントの数。新しいポリシーを受け取るには管理下コン
ピュータがオンラインになる必要があるため、大規模なインストールでは処理が完了するま
でに数日かかることがあります。
• ユーザーが休暇中でコンピュータがオフラインになっている、といった可能性があります。
詳細については、次を参照してください。
ポリシーのシリアル番号を使ったクライアントとサーバーの通信の確認
ステップ 4: サーバー証明書を更新 サーバーの証明書を更新する. 管理サーバーをアップグレードする計画がある場合は、最初に証
する
明書をアップグレードします。次のサイトを参照してください。
• 管理サーバーのアップグレード
• サーバー証明書の更新または復元
新しい証明書を使うには次のサービスを再起動する必要があります。
• Symantec Endpoint Protection Manager サービス
• Symantec Endpoint Protection Manager Webserver サービス
• Symantec Endpoint Protection Manager API サービス
（14 の時点）
ステップ 5: サーバー証明書の検証 サーバーとクライアント間のセキュア通信を再度有効にします。次のサイトを参照してくださ
を再度有効にする
い。
クライアントとの通信を切断しない、管理サーバー上のサーバー証明書のアップデート
ステップ 6: すべてのクライアント クライアントコンピュータは前の手順で行ったポリシーの変更を受け取る必要があります。
で更新ポリシーを受信するまで待
つ
ステップ 7: 複製関係を復元する*

アップデートした管理サーバーを他の管理サーバーで複製する場合は、複製関係を復元します。
次のサイトを参照してください。
アップグレード前後での、複製の無効化と復元

* これらのステップは、Symantec Endpoint Protection Manager 環境で複製を使用する場合にのみ実行する必要がありま
す。
詳しい情報

• Symantec Endpoint Protection Manager のインストール
• 新しいサーバー証明書の生成

クライアントとの通信を切断せずに管理サーバ上でサーバ証明書を更新する
Symantec Endpoint Protection Manager は、Symantec Endpoint Protection クライアントとの通信を証明書を使用して認
証します。証明書は、クライアントがダウンロードするポリシーファイルやインストールパッケージに対する電子署名も
行います。クライアントは、証明書のキャッシュコピーを管理サーバーリストに保存します。証明書が壊れているか無効
な場合、クライアントはサーバーと通信できません。セキュア通信を無効にしても、クライアントはサーバーと通信でき
ますが、管理サーバーからの通信を認証しません。
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次のような場合は、セキュア通信を無効にして証明書を更新します。

• 単一の Symantec Endpoint Protection Manager のサイト
• 複数の Symantec Endpoint Protection Manager, のサイトで、フェールオーバーや負荷分散を有効にできない場合
NOTE
証明書は壊れているがそれ以外は有効である場合は、ディザスタリカバリを実行するのがベストプラクティス
です。次のサイトを参照してください。
Endpoint Protection のディザスタリカバリのベストプラクティス
証明書の更新後、クライアントがチェックインしてそれを受け取ったら、セキュア通信を再び有効にします。
複数の管理サーバーがありフェールオーバーや負荷分散を使用するサイトで証明書をアップデートすると、証明書は管理
サーバーリストでアップデートされます。フェールオーバーまたは負荷分散の処理中、クライアントはアップデート済み
の管理サーバーリストと新しい証明書を受け取ります。
NOTE
手順 1 から 5 まではバージョン 14 以降にのみ適用されます。12.x を使用するには、手順 6 から開始します。
クライアントとの通信を切断せずに、単一管理サーバーサイト上でサーバー証明書をアップデートするには
1. コンソールで、［ポリシー］ > ［ポリシー コンポーネント］ > ［管理サーバ リスト］をクリックします。
2. ［タスク］で［リストをコピー］をクリックして、［リストの貼り付け］をクリックします。
3. リストのコピーをダブルクリックして編集し、次の変更を行います。

• ［HTTP プロトコルを使う］をクリックします。
• 各サーバーアドレスについて、［管理サーバー］で［編集］をクリックし、［HTTP ポートをカスタマイズす
る］をクリックします。
デフォルトの 8014 のまま残します。カスタムポートを使用する場合は、ここで使用します。

4. ［OK］をクリックし、もう一度［OK］をクリックします。
5. リストのコピーを右クリックして、［割り当て］をクリックします。
6. コンソールで、［クライアント］ > ［ポリシー］ > ［全般］をクリックします。
7. ［セキュリティの設定］タブで、［認証にデジタル認証を使うことによって管理サーバーとクライアントの間でセ
キュア通信を有効にする］のチェックマークをはずし、［OK］をクリックします。
8. すべてのグループに対してこの変更を行った後、少なくとも 3 ハートビートサイクル待機してから、手順 9 に進みま
す。
この設定は、親グループから継承しないグループにも設定してください。
9. サーバーの証明書を更新する. 次のサイトを参照してください。
サーバー証明書の更新または復元
10. ［OK］をクリックします。
元の設定を再度有効にするには、少なくとも 3 回ハートビートサイクルを待機してから、［認証にデジタル認証を使
うことによって管理サーバーとクライアントの間でセキュア通信を有効にする］に再度チェックマークを付け、自分
のグループに元の管理サーバーリストを割り当て直します。
11. クライアントとの通信を切断せずに、複数管理サーバーサイト上でサーバー証明書をアップデートするには、コン
ソールで、1 つ以上の他の Symantec Endpoint Protection Manager に負荷分散またはフェールオーバーするようにク
ライアントが構成されていることを確認します。次のサイトを参照してください。
フェールオーバーと負荷分散の設定
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負荷分散またはフェールオーバーを有効にできない場合は、単一管理サーバーサイトの場合の手順に従って、セキュ
ア通信を一度無効にしてから再び有効にします。
WARNING
通信モジュールの変更により、クライアントバージョン 14.2 では、この方法を使ってサーバー証明書を更
新することはできません。 これらのクライアントとの通信が切断されないようにするには、複数管理サー
バーサイトの場合でも、これらのクライアントバージョンに対して単一管理サーバーサイトの手順を使いま
す。
12. Symantec Endpoint Protection Manager 上のサーバー証明書をアップデートします。次のサイトを参照してくださ
い。
サーバー証明書の更新または復元
13. 少なくとも 3 ハートビートサイクル待機してから、サイトの次の Symantec Endpoint Protection Manager 上のサー
バー証明書を更新します。
14. サイトの各 Symantec Endpoint Protection Manager に新しい証明書が置かれるまで、手順 2 と 3 を繰り返します。
NOTE
社外にいるユーザーや休暇中のユーザーのデバイスはオフライン状態であるため、これらの更新を受け取
らない可能性があります。多くの組織では、こうした状態のクライアントをできるだけ多くキャッチするた
め、30 日間以上のフェールオーバー方法を採用しています。1 つの Symantec Endpoint Protection Manager
を古い証明書で 90 日間実行し続けて、こうしたユーザーに対応することもできます。
詳しい情報

• サーバー証明書について
• サーバー証明書を更新してクライアント/サーバー接続を維持するためのベストプラクティス

サーバー証明書の更新または復元
サーバー証明書は、サーバーとクライアント間のファイルを暗号化し、解読します。クライアントは暗号化キーを使って
サーバーに接続し、ファイルをダウンロードし、キーを解読してファイルの信頼性を確認します。手動でクライアントを
更新せずに、サーバー上の証明書を変更した場合、サーバーとクライアント間の暗号化された接続が途絶えます。
次の場合はサーバー証明書を更新する必要があります。

• リカバリファイルを使わずに Symantec Endpoint Protection Manager を再インストールする場合。クライアントがす
•
•
•

でに使っている前の証明書を復元するために証明書を更新します。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager のインストール
1 つの管理サーバーを別の管理サーバーに取り替え、同じ IP およびサーバー名を使う場合。
ディザスタリカバリの後で間違ったサーバー証明書（.JKS）を適用する場合。
別の証明書を購入し、デフォルトの .JKS 証明書の代わりにその証明書を使う場合。次のサイトを参照してくださ
い。
サーバー証明書について

詳細については、次を参照してください。
サーバー証明書を更新してクライアント/サーバー接続を維持するためのベストプラクティス
サーバー証明書を更新または復元するには
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1. コンソールで、［管理］をクリックし、［サーバー］をクリックします。
2. ［サーバー］の［ローカルサイト］で、サーバー証明書を更新する管理サーバーをクリックします。
3. ［タスク］の下で［サーバー証明書の管理］をクリックし、［次へ］をクリックします。
4. ［サーバー証明書の管理］パネルで［サーバー証明書を更新する］をクリックし、［次へ］をクリックしてから［は
い］をクリックします。
サーバーとクライアントの接続を維持するため、セキュリティで保護された接続を無効にします。次のサイトを参照
してください。
クライアントとの通信を切断しない、管理サーバー上のサーバー証明書のアップデート
5. ［サーバー証明書の更新］パネルで更新後の証明書を選択し、［次へ］をクリックします。
6. 証明書の種類ごとにパネルの指示に従った後、［完了］をクリックします。
バックアップサーバー証明書は SEPM_Install\Server Private Key Backup\recovery_timestamp.zip に
あります。キーストアファイル用のパスワードは、同じ .zip ファイル内の settings.properties ファイル内で
見つけることができます。パスワードは keystore.password= 行にあります。
SEPM_Install デフォルトでは、C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager です。
7. 新しい証明書を使うには次のサービスを再起動する必要があります。

• Symantec Endpoint Protection Manager サービス
• Symantec Endpoint Protection Manager Webserver サービス
• Symantec Endpoint Protection Manager API サービス（14 現在）
詳細については、次を参照してください。

• 管理サーバーサービスの停止と開始
• Apache Web サーバーの停止と開始

コンピュータの IP アドレスとホスト名を変更した後の Symantec Endpoint
Protection Manager の再設定
Symantec Endpoint Protection (SEP) クライアントは、Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) コンピュータの
ホスト名と IP アドレスを使用して、SEPM と通信します。コンピュータのホスト名と IP アドレスを変更すると、クラ
イアントは自動的に通信を維持しません。また、データベースサーバーの名前が変更され、古いコンピュータ名と IP ア
ドレスが含まれる以前の証明書が無効になるため、SEPM はデータベースに接続できません。
SEPM コンピュータの IP アドレスとホスト名が証明書の情報と異なるので、SEPM Web コンソールに証明書エラーが
表示されます。
NOTE
SEPM と SEP クライアントが HTTP ではなく HTTPS のみを介して通信する場合に、これらのタスクを実行し
ます。
Symantec Endpoint Protection Manager を再設定し、SQL Server Express または SQL Server データベースの証明
書を生成する方法
1. Symantec Endpoint Protection Manager で、現在の設定と新しいホスト名および IP アドレスの両方を使うように管理
サーバーリストを更新し、そのリストがすべてのクライアントに割り当てられていることを確認します。
更新されたリストにより、ホスト名と IP アドレスが変更された後も、SEP クライアントは引き続き SEPM と通信で
きます。次のサイトを参照してください。
グループと場所への管理サーバーリストの割り当て
2. ［クライアント］ > ［ポリシー］タブで、［全般］ > ［セキュリティの設定］タブをクリックし、［認証にデジタル
認証を使うことによって管理サーバーとクライアントの間でセキュア通信を有効にする］のチェックマークをはずし
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ます。セキュア通信を無効にすると、クライアントは SEPM との通信を認証せずに、引き続き SEPM と通信できま
す。次のサイトを参照してください。
クライアントとの通信を切断せずに管理サーバ上でサーバ証明書を更新する
3. ［クライアント］ > ［クライアント］タブで、クライアントが管理サーバーに接続されていることを確認します。
4. SEPM コンピュータの IP アドレスを変更します。
5. SEPM コンピュータのホスト名を変更してから、SEPM コンピュータを再起動します。
NOTE
コンピュータのホスト名のみを変更できます。必ずしも IP アドレスを変更する必要はありません。
6. 次のコマンドを実行して、SEPM サービスを停止します: net stop semsrv 、net stop semapisrv 、および
net stop semwebsrv 次のサイトを参照してください。
管理サーバーサービスの停止と開始
7. 次のファイルについて、以下の手順を実行します。
<Symantec Endpoint Protection Manager ############>\tomcat\conf\Catalina\localhost
\root.xml
<Symantec Endpoint Protection Manager ############>\tomcat\instances\sepm-api\conf
\Catalina_WS\localhost\jdbc.properties
a. jdbc:sqlserver://SEPM_OLD_COMPUTER_NAME:2638 を
jdbc:sqlserver://SEPM_NEW_COMPUTER_NAME:2638 に変更します。2638 とは異なるポート番号を使用し
ている場合は、引き続きその番号を使用します。
b. trustServerCertificate = false を trustServerCertificate = true に変更します。
8. 次のコマンドを実行して、SEPM サービスを再起動します: net start semsrv 、net start semapisrv 、およ
び net start semwebsrv
9. SEPM にログオンします。
「############### 」というメッセージが表示されたら、［OK］をクリックして、そのままログオンします。
10. 新しい SEPM サーバー証明書を生成します。
この手順では、SEPM と SEP クライアント間の証明書の情報を、新しいコンピュータ名および IP アドレスに一致さ
せます。次のサイトを参照してください。
新しいサーバー証明書の生成
11. SEPM コンソールからログオフします。
12. 以下のいずれかの手順に従います。
Microsoft SQL Server Express データ 1. SEPM を再設定します。次のサイトを参照してください。
ベース
Symantec Endpoint Protection Manager の再インストールまたは再設定
2. SEPM にログオンします。
Microsoft SQL Server データベース

1. SEPM を再設定します。TLS メッセージが表示されます。
2. 新しい SQL TLS 証明書を生成してインポートします。設定を完了します。
3. SEPM にログオンします。
SQL Server データベースが SEPM と同じコンピュータ上にある場合は、以下を参照してくだ
さい。
コンピュータのホスト名を変更した後に Microsoft SQL Server データベースをクライアント
に再接続する

埋め込みデータベース

SEPM にログオンします。

13. ［認証にデジタル認証を使うことによって管理サーバーとクライアントの間でセキュア通信を有効にする］を有効に
します。
14. クライアントが引き続き SEPM に接続されていることを確認します。
詳細については、次を参照してください。
サーバー証明書を更新してクライアント/サーバー接続を維持するためのベストプラクティス
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コンピュータのホスト名を変更した後に Microsoft SQL Server データベースをクライアントに再接続する
SEPM と同じコンピュータ上で Microsoft SQL Server をデータベースサーバーとして使う場合、コンピュータのホスト
名を変更すると、ODBC 接続に使用されるサーバー名が変更されます。ODBC 接続に使用されるサーバー名を更新する
必要があります。IP アドレスではなく、SEPM のコンピュータ名のみを変更します。
ODBC 接続で使用されるサーバ名を変更する方法
1. Symantec Endpoint Protection Manager コンピュータで、［スタート］ > ［ファイル名を指定して実行］をクリック
します。
2. ［名前］フィールドに、「odbccp32.cpl 」 (32 ビットの場合) または「odbcad32.exe 」 (64 ビットの場合) を入
力して、［OK］をクリックします。
3. ［ODBC データ ソース アドミニストレーター］ダイアログボックスで、［システム DSN］タブをクリックします。
4. システム DSN として［SymantecEndpointSecurityDSN］を選択し、［構成］をクリックします。
5. サーバー名の正しい接続先 (\ など) を入力し、［次へ］をクリックします。
6. Windows 認証を使う場合は、［統合 Windows 認証を使う］を選択します。SQL Server 認証を使用する場合
は、［ユーザーが入力する SQL Server 用のログイン ID とパスワードを使う］をオンにして、ログイン ID とパ
スワードを入力し、［SQL Server に接続して追加の構成オプションの既定設定を取得する］をオンにして、［次
へ］をクリックします。
7. ［既定のデータベースを以下に変更する:］を選択し、［sem5］を選択して［次へ］をクリックします。
8. ［完了］をクリックします。
9. ［ODBC Microsoft SQL Server］ダイアログボックスで、［データ ソースのテスト］をクリックします。
「############# 」というメッセージが表示された場合、ODBC 接続テストは完了です。

クライアントが管理サーバーに接続され、保護されているかどうかの確認
クライアントをインストールした後、クライアントがオンラインで Symantec Endpoint Protection Manager に接続して
いるかどうかを確認します。コンソールとクライアントの両方で接続状態を確認できます。
クライアント管理サーバの接続を確認する方法
1. Symantec Endpoint Protection クライアントでクライアント管理サーバー接続を確認するには、クライアントコン
ピュータで、以下のいずれかのタスクを行います。

• コンピュータのタスクバーで、クライアントシールドには緑色のドットが表示されます。
• クライアントを開いて、［状態］画面を確認します。この画面には、［このコンピュー
タは保護されています。］というメッセージと緑色のチェックマークが表示されま

•

す。
クライアントを開いて、［ヘルプ］>［トラブルシューティング］をクリックします。

詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection クライアントの状態アイコン
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2. Symantec Endpoint Protection Manager でクライアント管理サーバーの接続を確認するには、コンソールで［クライ
アント］をクリックして、移動先グループを選択します。
3. ［クライアント］タブでは、接続されているクライアントは［名前］列に緑色
のドット付きのアイコンが表示され、健全性状態が［オンライン］と表示されま
す。
NOTE
Symantec Endpoint Protection Manager から接続するクライアントの場合は、クラウドコンソールに正しい
オンライン状態がすぐには表示されないことがあります。オンライン状態が変わってから 5 分から 10 分待
ち、現在の状態が正確に反映されるかどうかを確認してください。
Table 61: ［クライアント］ > ［クライアント］タブ > ［名前］列の管理コンソールのクライアントの状態アイコン
アイコン

説明
クライアントソフトウェアのインストールが失敗した

• クライアントは Symantec Endpoint Protection Manager と通信できる健全性の状態が［オンライン］である
• クライアントはコンピュータモードを使用している
• クライアントは Symantec Endpoint Protection Manager と通信できない健全性の状態が［オフライン］であ
る

• クライアントはコンピュータモードを使用している
• クライアントがコンソールから追加され、シマンテック製クライアントソフトウェアがインストールされて
いない可能性がある

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

クライアントは Symantec Endpoint Protection Manager と通信できる
クライアントはコンピュータモードを使用している
クライアントは管理外検出になっている

•
•
•
•
•
•
•

クライアントは、別のサイトの Symantec Endpoint Protection Manager と通信できる
クライアントはコンピュータモードを使用している

クライアントは Symantec Endpoint Protection Manager と通信できない
クライアントはコンピュータモードを使用している
クライアントは管理外検出になっている
クライアントは Symantec Endpoint Protection Manager と通信できる
クライアントはユーザーモードを使っている
クライアントは Symantec Endpoint Protection Manager と通信できない
クライアントはユーザーモードを使っている
クライアントがコンソールから追加され、シマンテック製クライアントソフトウェアがインストールされて
いない可能性がある

クライアントは、別のサイトの Symantec Endpoint Protection Manager と通信できる
クライアントはコンピュータモードを使用している
クライアントは管理外検出になっている
クライアントは、別のサイトの Symantec Endpoint Protection Manager と通信できる
クライアントはユーザーモードを使っている

詳しい情報
クライアントコンピュータの保護状態の表示
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Symantec Endpoint Protection クライアントの状態アイコン
クライアントが管理サーバーに接続済みで、十分に保護されているかどうかを判断するには、クライアントの通知領域ア
イコンを確認します。通知領域アイコンはシステムトレーアイコンと呼ばれることもあります。
このアイコンは、クライアントコンピュータデスクトップの右下に表示されます。このアイコンを右クリックすると、使
う頻度が高いコマンドが表示されます。
NOTE
管理下クライアントでは、管理者がこの機能を利用不能にしている場合、通知領域アイコンは表示されませ
ん。
Table 62: クライアントの状態アイコン
アイコン

説明
クライアントは問題なく動作しています。オフラインになっているか管理外であるかのいずれかです。管理外クライア
ントは管理サーバーに接続されていません。
クライアントは問題なく動作しています。管理サーバーに接続され、サーバーと通信しています。セキュリティポリ
シーのすべてのコンポーネントがコンピュータを保護しています。
クライアントに軽度な問題があります。たとえば、ウイルス定義が最新ではないなどです。
クライアントが実行されていないか、クライアントに重度の問題があるか、ライセンスの期限が切れているか、少なく
とも 1 つの保護技術が無効になっています。

ポリシーのシリアル番号を使ったクライアント/サーバーの通信の確認
サーバーとクライアントが通信しているかどうかを確認するには、コンソールとクライアントのポリシーのシリアル番号
を確認します。クライアントが管理サーバーと通信しており、定期的なポリシー更新を受信している場合、シリアル番号
は一致する必要があります。
ポリシーのシリアル番号が一致しない場合、手動でクライアントコンピュータのポリシーを更新し、トラブルシューティ
ングのログを調べることができます。次のサイトを参照してください。

• クライアントポリシーの更新
• プッシュモードまたはプルモードを使用した、クライアントのポリシーとコンテンツの更新
ポリシーのシリアル番号を使用してクライアントとサーバの通信を確認する方法
1. オプション 1: コンソールでポリシーのシリアル番号を表示するには、コンソールで［クライアント］をクリックし
ます。
2. ［クライアント］の下で、関連したグループを選択します。
ポリシーのシリアル番号とポリシーの日付はプログラムウィンドウの右上に表示されます。
NOTE
ポリシーのシリアル番号とポリシーの日付は、［詳細］タブの詳細リストの下部にも表示されます。
3. オプション 2: クライアントコンピュータでポリシーのシリアル番号を表示するには、クライアントコンピュータの
クライアントで、［ヘルプ］ > ［トラブルシューティング］をクリックします。
［管理］タブで、ポリシーのシリアル番号を確認します。
このシリアル番号は、クライアントコンピュータが属するグループのコンソールに表示されるシリアル番号と一致す
る必要があります。
詳しい情報
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すべてのポリシーに共通なタスクの実行

プッシュモードまたはプルモードを使用した、クライアントのポリシーと
コンテンツの更新
以下のトピックについて詳しく説明します。

• Symantec Endpoint Protection Manager とクライアントとの間の接続にプルモードまたはプッシュモードのどちらを
•

使用するかの決定
グループまたは場所に対してプッシュ モードまたはプル モードを設定

Symantec Endpoint Protection Manager とクライアントとの間の接続にプルモードまたはプッシュモードのどちらを
使用するかの決定
管理サーバーのポリシーを設定するとき、更新されたポリシーをクライアントコンピュータにダウンロードする必要があ
ります。コンソールでは、次の更新方法のどちらかを使うようにクライアントコンピュータを設定できます。
プルモード

クライアントコンピュータは、ハートビート設定の頻度に基づいて、管理サーバーに定期的に接続し
ます。クライアントコンピュータは、クライアントの接続時に管理サーバーの状態を確認します。

プッシュモード

クライアントコンピュータは管理サーバーと常時 HTTP 接続を確立します。管理サーバーの状態に変
更が発生すると、すぐにクライアントコンピュータに通知されます。

どちらのモードでも、クライアントコンピュータは管理サーバーの状態の変化に基づいて、対応する処理を行います。常
時接続が必要であるため、プッシュモードでは大量のネットワーク帯域幅が必要です。プルモードを使うように設定され
たクライアントコンピュータでは、必要な帯域幅は減少します。
ハートビートプロトコルは、クライアントコンピュータがログエントリなどのデータをアップロードして、ポリシーをダ
ウンロードする頻度を定義します。最初のハートビートはクライアントの起動直後に発生します。次のハートビートは設
定したハートビート頻度で発生します。
ハートビートの頻度は、各 Symantec Endpoint Protection Manager がサポート可能なクライアントの数を決める主な要
素です。ハートビートの頻度を 30 分以下に設定した場合、Symantec Endpoint Protection Manager がサポート可能なク
ライアントの合計数は制限されます。1,000 以上のクライアントが配備されている場合、ハートビート頻度をできる限り
最大の時間長に設定することをお勧めします。会社のセキュリティ必要条件を満たす、最も長い間隔を使うことをお勧め
します。たとえば、毎日ポリシーを更新してログを収集する場合、ハートビート頻度は 24 時間に設定できます。ご使用
のネットワーク環境で必要とされる適切な設定、ハードウェア、ネットワークアーキテクチャを評価します。
NOTE
クライアントコンピュータで手動でポリシーを更新することもできます。
詳細については、次を参照してください。

• ポリシーのシリアル番号を使ったクライアントとサーバーの通信の確認
• Symantec Endpoint Protection の通信ポート
グループまたは場所に対してプッシュ モードまたはプル モードを設定
Symantec Endpoint Protection Manager がポリシーをクライアントにプッシュするか、クライアントが Symantec
Endpoint Protection Manager からポリシーをプルするかを指定できます。デフォルト設定はプッシュモードです。プル
モードを選択した場合、デフォルトではクライアントは 5 分ごとに管理サーバーに接続しますが、このデフォルトハー
トビート間隔は変更できます。次のサイトを参照してください。
すべてのポリシーに共通なタスクの実行
グループまたは場所に対してモードを設定できます。
プッシュ モードまたはプル モードを設定する方法
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1. グループに対してプッシュモードまたはプルモードを設定するには、コンソールで［クライアント］をクリックしま
す。
2. ［クライアント］で、ポリシーをプッシュ型またはプル型で転送するように指定するグループを選択します。
3. ［ポリシー］をクリックします。
4. ［ポリシーと設定を親グループ「グループ名」から継承する］のチェックマークをはずします。
5. ［場所に依存しないポリシーと設定］ペインの［設定］で、［通信の設定］をクリックします。
6. ［<グループ名> の通信設定］ダイアログボックスの［ダウンロード］で、［管理サーバーからポリシーやコンテン
ツをダウンロードする］にチェックマークを付けていることを確認します。
7. 次のいずれかのタスクを行います。

• ［プッシュモード］をクリックします。
• ［プルモード］をクリックし、［ハートビート間隔］で分または時間の数を設定します。
8. ［OK］をクリックします。
9. 場所に対してプッシュモードまたはプルモードを指定するには、コンソールで［クライアント］をクリックします。
10. ［クライアント］で、ポリシーをプッシュ型またはプル型で転送するように指定するグループを選択します。
11. ［ポリシー］をクリックします。
12. ［ポリシーと設定を親グループ「グループ名」から継承する］のチェックマークをはずします。
13. ［場所固有のポリシーと設定］の修正する場所に対する［場所固有のポリシー］で、［場所固有の設定］を展開しま
す。
14. ［場所固有の設定］の［通信の設定］の右側で、［タスク］をクリックし、［グループ通信設定を使う］のチェック
マークをはずします。
15. ［通信の設定］の右側で、［ローカル - プッシュ型転送］（または［ローカル - プル型転送］）をクリックします。
16. 次のいずれかのタスクを行います。

• ［プッシュモード］をクリックします。
• ［プルモード］をクリックし、［ハートビート間隔］で分または時間の数を設定します。
17. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
すべてのポリシーに共通なタスクの実行

クライアントコンピュータと管理サーバーの通信方法
Symantec Endpoint Protection Manager は、Sylink.xml と呼ばれる通信ファイルを使ってクライアントに接続しま
す。Sylink.xml ファイルには、管理サーバーの IP アドレスやハートビート間隔などの通信設定が含まれています。クラ
イアントコンピュータにクライアントインストールパッケージをインストールした後、クライアントとサーバーは自動的
に通信します。
SyLink ファイルは、機能の多くをハートビートの間に実行します。ハートビートとは、クライアントコンピュータが管
理サーバーにログをアップロードして、ポリシーとコマンドをダウンロードする頻度のことです。
SyLink ファイルには次の内容が含まれます。

• すべての管理サーバーの公開証明書
• KCS または暗号化キー
• 各クライアントが所属するドメイン ID
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NOTE
SyLink ファイルは編集しないでください。設定を変更すると、クライアントが次に管理サーバーに接続したと
きに、管理サーバーがほとんどの設定を上書きします。
詳細については、次を参照してください。
プッシュモードまたはプルモードを使用した、クライアントのポリシーとコンテンツの更新
SyLink 通信のトラブルシューティング
バージョン 14.2 では通信モジュールがアップグレードされ、新しいログファイルが含まれています。ログファイルの情
報を、Symantec Endpoint Protection Manager とクライアントの間の通信の問題をトラブルシューティングするために使
用できます。
14.2 の通信モジュールは、Windows、Mac、Linux など、すべての種類のクライアントと連携します。また、IPv6 のサ
ポートが改善されています。
NOTE
バージョン 14.2 以降、通信モジュールではシステムプロキシの情報だけが利用されます。
Sylink 通信のトラブルシューティングを行う方法
1. 通信モジュールのログファイルを表示するには、Windows クライアントの場合、次のフォルダを確認します。
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data
次のファイルを表示できます。

• クライアント登録:
– RegistrationInfo.xml

•

•

クライアントが Symantec Endpoint Protection Manager に送信するクライアント登録のメタデータ。
– Registration.xml
Symantec Endpoint Protection Manager がクライアントに返すクライアント登録のメタデータ。
– State.xml
管理サーバーの IP アドレスなどの内部設定が含まれます。
通信モジュールのログ:
\Logs\cve.log と \Logs\cve-actions.log
これらのログは、Symantec Endpoint Protection Manager とクライアントの間の通信の問題をトラブルシューティ
ングするために使用します。提供を求められた場合は、テクニカルサポートにこれらのログを送信します。
運用状態:
\Pending と \Sent フォルダのログに記載されます。

2. 通信モジュールのログを設定するには、Windows のレジストリエディタを開きます。それには、［スタート］ >
［ファイル名を指定して実行］をクリックし、「regedit」と入力して、［OK］をクリックします。
3. cve.log または cve-actions.log を有効にするには、次の Windows レジストリキーを開きます。
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink
REG_DWORD: CVELogLevel
次の値のいずれかを使用します。

•
•
•
•
•

1 = デバッグ
2 = 情報
3 = 警告
4 = エラー
5 = 致命的
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レジストリキーが存在しないか有効な値がない場合、デフォルト設定は 4 になります。インストールでのデフォルト
設定も 4 になります。
たとえば、次のように入力できます。
32 ビット: [HKLM\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink]
"CVELogLevel"=dword:00000001
64 ビット: [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK
\SyLink] "CVELogLevel"=dword:00000001
4. これらのログのサイズを制御するには、次のレジストリ値を使用します。[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink] REG_DWORD:
CVELogSizeDB
デフォルトサイズは 250 MB です。
詳しい情報

• Endpoint Protection 14.2 で通信モジュールのログを有効にする方法
• Endpoint Protection クライアントの Sylink デバッグを有効にする方法（14.1 以前）

クライアントコンピュータでクライアントとサーバーの通信ファイルを置
き換える方法
クライアントコンピュータでクライアントとサーバーの通信ファイルを置き換える時期
通常は、Sylink.xml ファイルを取り替える必要はありません。ただし、次のような状況では、クライアントコンピュータ
の既存の Sylink.xml ファイルを取り替える必要がある場合もあります。

• クライアントとサーバーが通信しない。クライアントが管理サーバーとの通信を失った場合、古い Sylink.xml ファイ
•

•

•

ルを新しいファイルで置き換える必要があります。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータの管理サーバーへの接続のチェック
管理外クライアントを管理下クライアントに変換する。ユーザーがインストールファイルからクライアントをイン
ストールした場合、クライアントは管理外になり管理サーバーと通信しません。管理下コンピュータとして、コン
ピュータのクライアントソフトウェアを再インストールすることもできます。次のサイトを参照してください。
管理下クライアントと管理外クライアントについて
前に孤立していたクライアントを管理する。たとえば、管理サーバーがインストールされていたハードドライブが損
傷した場合は、管理サーバーを再インストールする必要があります。孤立していたクライアントの Sylink.xml ファイ
ルをアップデートして、それらとの間の通信を再確立できます。次のサイトを参照してください。
– クライアントとの通信を切断しない、管理サーバー上のサーバー証明書のアップデート
– クライアントとサーバーの通信ファイル（Sylink.xml）の手動によるエクスポート
複数のグループから 1 つのグループに多数のクライアントを移動する。たとえば、リモートグループおよびラッ
プトップグループのクライアントコンピュータをテストグループに移動する場合です。通常は、クライアントコン
ピュータを一度に 1 グループずつ移動する必要があります。次のサイトを参照してください。
別のグループへのクライアントコンピュータの移動

詳細については、次を参照してください。

• クライアントコンピュータでクライアントとサーバーの通信ファイルを置き換える方法
• ［通信の更新パッケージの配備］を使ったクライアントサーバー通信の復元
• SEP for Macintosh 管理外クライアントを管理クライアントに変更する方法
クライアントコンピュータでクライアントとサーバーの通信ファイルを置き換える方法
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クライアントコンピュータ上のクライアントとサーバーの通信ファイル（Sylink.xml）の置き換えが必要な場合は、次の
方法を使えます。

• 新しいクライアントインストールパッケージを作成し、クライアントコンピュータに配備します。大規模な環境に手

•

•

動で Sylink.xml をインポートすることが物理的に難しく、管理アクセスが必要な場合にこの方法を使います。次のサ
イトを参照してください。
［通信の更新パッケージの配備］を使ったクライアントサーバー通信の復元
SylinkDrop ツールを実行するスクリプトを記述します。このツールは、インストールファイルの \Tools フォルダにあ
ります。
この方法は、クライアント数が多い場合に推奨されます。また、SylinkDrop ツールは、ソフトウェア管理ツールを
使ってコンピュータにクライアントソフトウェアをダウンロードする場合にも使います。ソフトウェア管理ツールの
利点は、エンドユーザーがクライアントコンピュータを起動するとすぐに Sylink.xml ファイルをダウンロードするこ
とです。それに対し、クライアントインストールパッケージでは、クライアントコンピュータが管理サーバーに接続
した後にのみ、新しい Sylink.xml ファイルがダウンロードされます。次のサイトを参照してください。
SylinkDrop ツールを使ったクライアントとサーバー間の通信設定の復元
Sylink.xml ファイルをクライアントコンピュータにエクスポートし、クライアントコンピュータ上のファイルを手動
でインポートします。ソフトウェア管理ツールを使用する場合は、この方法をお勧めします。ソフトウェア管理ツー
ルでは、ジョブはキューに待機し、各ユーザーが自分のコンピュータを起動するときに完了されます。他の方法で
は、クライアントコンピュータはオンラインである必要があります。

以下の表に、Sylink.xml ファイルをエクスポートしてクライアント コンピュータにインポートする手順を示します。
Table 63: 通信ファイルをエクスポートし、インポートする手順
手順

説明

ステップ 1: クライアントを含める デフォルトのファイル名は、 グループ名_sylink.xml です。次のサイトを参照してください。
グループのすべての通信設定を含 クライアントとサーバーの通信ファイル（Sylink.xml）の手動によるエクスポート
むファイルをエクスポートする
ステップ 2: クライアントコン
ピュータにファイルを配備する

ネットワーク上の場所にファイルを保存するか、またはクライアントコンピュータの個々のユー
ザーに送信できます。

ステップ 3: クライアントコン
ピュータにファイルをインポート
する

管理者またはユーザーがクライアントコンピュータでファイルをインポートできます。次のサイ
トを参照してください。
Windows クライアントへのクライアントとサーバーの通信設定のインポート
管理外クライアントはパスワード保護されていないため、クライアントのパスワードは必要あり
ません。ただし、パスワード保護した管理下クライアントにファイルをインポートしようとする
場合は、パスワードを入力する必要があります。パスワードはポリシーをインポートするか、ま
たはエクスポートするために使われるものと同じです。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection クライアントのパスワード保護
クライアントコンピュータを再起動する必要はありません。

ステップ 4: クライアント上でクラ クライアントは管理サーバーにただちに接続します。管理サーバーは通信ファイルで指定されて
イアントとサーバーの通信を確認 いるグループにクライアントを配置します。クライアントはグループのポリシーと設定によって
する
更新されます。クライアントと管理サーバーが通信すると、緑のドットが付いた通知領域アイコ
ンがクライアントコンピュータのタスクバーに表示されます。次のサイトを参照してください。
クライアントが管理サーバーに接続され、保護されているかどうかの確認

詳しい情報

• クライアント/サーバーの通信のファイル
• クライアントコンピュータと管理サーバーの通信方法
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［通信の更新パッケージの配備］を使ったクライアントサーバー通信の復
元
クライアントとサーバーの通信が切断された場合、クライアントコンピュータの Sylink.xml ファイルを置き換えること
で通信をすばやく復元できます。通信の更新パッケージを配備することで、Sylink.xml ファイルを置き換えることができ
ます。多数のコンピュータ、物理的に容易にはアクセスできないコンピュータ、管理アクセスを必要とするコンピュータ
に対して、この方法を使います。
詳細については、次を参照してください。

• クライアントコンピュータと管理サーバーの通信方法
• クライアントコンピュータでクライアントとサーバーの通信ファイルを置き換える方法
［通信の更新パッケージの配備］を使用してクライアントとサーバの通信を復元する方法
1. コンソールで、クライアント配備ウィザードを起動します。
［ヘルプ］、［始めましょう］ページをクリックして［必須タスク］で［コンピュータにクライアントソフトウェア
をインストールします。］をクリックします。
2. クライアント配備ウィザードの［通信の更新パッケージの配備］で Windows クライアント、Mac クライアントのど
ちらのパッケージが必要かを選択してから、［次へ］をクリックします。
3. ポリシーを適用するグループを選択してから、［次へ］をクリックします。
Windows クライアントに対してのみ、パスワード保護を設定できます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection クライアントのパスワード保護
4. 次の配備方法のいずれかを選択して［次へ］をクリックします。

• ［リモートプッシュ］をクリックして、次の手順の［コンピュータの選択］に進みます。次のサイトを参照してく
•

ださい。
リモートプッシュを使った Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール
［パッケージの保存］をクリックして、次の手順の［参照］に進みます。次のサイトを参照してください。
パッケージの保存を使った Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール

5. 通信の更新パッケージが適用された後で、コンピュータが Symantec Endpoint Protection Manager と正常に通信でき
ることを確認します。
詳しい情報

• クライアントが管理サーバーに接続され、保護されているかどうかの確認
• クライアントの配備の状態についてのレポートの実行

クライアントとサーバーの通信ファイル（Sylink.xml）の手動によるエクス
ポート
クライアントとサーバー間で通信が行われない場合は、通信を復元するために、クライアントコンピュータに Sylink.xml
ファイルを置換する必要があることがあります。Symantec Endpoint Protection Manager からグループごとに Sylink.xml
ファイルを手動でエクスポートできます。
クライアントで Sylink.xml を置き換える最も一般的な理由には次のものがあります。

• 管理外クライアントを管理下クライアントに変換するため。
• 以前に孤立していたクライアントを管理サーバーに再接続するため。次のサイトを参照してください。
クライアントとの通信を切断しない、管理サーバー上のサーバー証明書のアップデート

詳細については、次を参照してください。
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クライアントコンピュータと管理サーバーの通信方法
多数のクライアントを対象にクライアントとサーバーの通信を更新する必要がある場合は、この方法を使う代わりに通信
の更新パッケージを配備します。次のサイトを参照してください。
［通信の更新パッケージの配備］を使ったクライアントサーバー通信の復元
クライアントとサーバの通信ファイル（Sylink.xml）を手動でエクスポートする方法
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］で、クライアントが含まれるグループを選択します。
3. グループを右クリックしてから、［通信設定のエクスポート］をクリックします。
4. ［<グループ名> の通信設定のエクスポート］ダイアログボックスで、［参照］をクリックします。
5. ［エクスポートファイルの選択］ダイアログボックスで .xml ファイルのエクスポート先のフォルダを検索してか
ら、［OK］をクリックします。
6. ［優先ポリシーモード］で、［コンピュータモード］にチェックマークが付いていることを確認します。
7. ［エクスポート］をクリックします。
ファイル名がすでに存在する場合、上書きするには［OK］、新しいファイル名のファイルを保存するには［キャン
セル］をクリックします。
変換を終えるためには、管理者またはユーザーはクライアントコンピュータに通信設定をインポートする必要があり
ます。
詳しい情報
Windows クライアントへのクライアントとサーバーの通信設定のインポート

Windows クライアントへのクライアントとサーバーの通信設定のインポー
ト
Windows クライアントとサーバーの通信設定をエクスポートしたら、それらをクライアントにインポートできます。
管理外クライアントを管理下クライアントに変換したり、以前に孤立していたクライアントを Symantec Endpoint
Protection Manager に再接続するために、この設定を使用できます。
Windows クライアントとサーバーの通信設定をクライアントにインポートするには
1. 管理下クライアントに変換するコンピュータで Symantec Endpoint Protection を開きます。
2. 右上の［ヘルプ］をクリックして［トラブルシューティング］をクリックします。
3. ［トラブルシューティング］ダイアログボックスの［管理］ペインで、［インポート］をクリックします。
4. ［グループ登録設定のインポート］ダイアログボックスで、< グループ名_sylink>.xml ファイルを選択して［開
く］をクリックします。
5. ［閉じる］をクリックして［トラブルシューティング］ダイアログボックスを閉じます。
通信ファイルをインポートし、クライアントと管理サーバーが通信すると、通知領域アイコンが緑のドットと共にコ
ンピュータのタスクバーに表示されます。 緑のドットはクライアントと管理サーバーが相互に通信していることを示
します。
詳しい情報

• クライアントとサーバーの通信ファイル（Sylink.xml）の手動によるエクスポート
• ［通信の更新パッケージの配備］を使ったクライアントサーバー通信の復元
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Linux クライアントへのクライアントとサーバーの通信設定のインポート
(14.3 MP1 以前の場合)
管理外の Symantec Endpoint Protection for Linux クライアントをインストールした後で、管理下クライアントに変換し
て Symantec Endpoint Protection Manager でクライアントのポリシーと状態を一元管理できます。管理下クライアント
は Symantec Endpoint Protection Manager と通信し、クライアントの状態やその他の情報を報告します。
以下の手順で、以前に孤立したクライアントを Symantec Endpoint Protection Manager と再接続することもできます。
NOTE
この手順を実行するにはスーパーユーザーの権限が必要です。インポート手順で必要に応じて sudo を使ってこ
の権限に昇格します。
テキスト path-to-sav は、sav コマンドへのパスを表します。デフォルトのパスは /opt/Symantec/
symantec_antivirus/ です。
クライアントとサーバーの通信設定を Linux クライアントにインポートするには
1. ユーザーまたは Symantec Endpoint Protection Manager 管理者は最初に Symantec Endpoint Protection Manager から
通信設定をエクスポートして Linux コンピュータにコピーする必要があります。ファイル名が sylink.xml である
ことを確認します。
クライアントとサーバーの通信ファイル（Sylink.xml）の手動によるエクスポート
2. Linux コンピュータでターミナルウィンドウを開いて次のコマンドを入力します。
sudo path-to-sav/sav manage -i path-to-sylink/sylink.xml
ここで、 path-to-sylink は、sylink.xml をコピーしたパスを表します。
たとえば、ユーザープロファイルのデスクトップにコピーした場合は次のように入力します。
sudo path-to-sav/sav manage -i ~/Desktop/sylink.xml
3. 正常にインポートされると OK が返されます。さらに管理状態を確認する場合は次のコマンドを入力すると、正常に
インポートされたポリシーのシリアル番号が表示されます。
path-to-sav/sav manage -p
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection for Linux クライアントのインストール
NOTE
Linux クライアント 14.3 RU2 以降では、sav コマンドを使用して sylink.xml ファイルをインポートできます。
次のサイトを参照してください。
Linux クライアント コマンド ライン ツール（sav）の実行

IPv6 ネットワークサポート
このサポートはバージョン 14.2 で追加されました。
IPv6 は IPv4 の後継となるインターネットプロトコルに対するリビジョンです。どちらのタイプのアドレスも、イン
ターネット対応デバイスが通信するために必要な一意の IP アドレスを数値で提供します。IPv4 アドレスは 32 ビット
で、IPv6 アドレスは 128 ビットです。このため、IPv6 では、ユーザーやデバイスがインターネットで通信に利用できる
アドレスの数が増加します。
IPv6 アドレスは、慣例として 16 進文字列を使用する方式で表現されます。たとえ
ば、fd32:32a4:d0cf:a0c4:0000:8a2e:0370:7334 などです。これは、fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334 の
ように表すこともできます。 ポート番号で終了する IPv6 アドレスを入力するときは、IPv6 アドレスを角カッコで囲む
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必要があります。角カッコによって、ポート番号が IPv6 アドレスの一部として解釈されなくなります。例: http://
[fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334]:9090
Symantec Endpoint Protection 14.2 では、次のかたちで IPv6 をサポートしています。

• 管理サーバと Windows、Mac、Linux クライアントの間の通信。
• Symantec Endpoint Protection Manager へのローカルまたはリモートでのログオンなど、コンソールと管理サーバー
•
•
•
•

の間の通信次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン
管理サーバーと LiveUpdate Administrator を実行する社内の LiveUpdate サーバーの間の通信次のサイトを参照してく
ださい。
社内の LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定
管理サーバに対する Windows LiveUpdate。
管理サーバまたはクライアントと、LiveUpdate エンジン（LUE）や評価ルックアップなどのサービスや機能との間の
通信。
場所の認識での IPv6 ベースの基準を使用した場所の定義。

さらに、その他の多くのポリシーによって、カスタム IPS シグネチャや明示的な GUP などの基準定義で IPv4 だけでな
く IPv6 アドレスを入力できます。
次の項目では、IPv6 はサポートされません。

• Symantec VIP での 2 要素認証（2FA）。次のサイトを参照してください。
•

Symantec VIP を使用した 2 要素認証の設定
クラウド コンソールへの登録と接続。
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グループ、クライアント、管理者、およびドメインの管理
グループ、クライアント、管理者、パスワード、およびドメインを追加および管理する方法について説明します。
このセクションでは、クライアントコンピュータ、クライアント、管理者、パスワード、およびドメインのグループを管
理する方法を説明します。

クライアントのグループの管理
Symantec Endpoint Protection Manager では、グループはクライアントソフトウェアを実行するエンドポイントのコンテ
ナとして機能します。これらのエンドポイントは、コンピュータかユーザーのどちらかになります。ネットワークセキュ
リティの管理を簡単にするため、類似したセキュリティニーズを持つクライアントをグループに編成します。
Symantec Endpoint Protection Manager は次のデフォルトグループを含んでいます。

• My Company グループは最上位、または親のグループです。子グループのフラットツリーを含んでいます。
• Default Group は My Company のサブグループです。クライアントは事前定義済みのグループに属さなければ、最
初に Symantec Endpoint Protection Manager に登録するとき Default Group に最初に割り当て済みです。Default
Group の下にサブグループを作成することはできません。
NOTE
デフォルトグループは名前を変更または削除できません。
クラウドコンソールの［My Company］の名前を変更しても、Symantec Endpoint Protection Manager のグ
ループ名は変更されません。
Table 64: グループ管理の処理
タスク

説明

グループの追加

詳細については、次を参照してください。
グループを構成する方法
グループの追加

既存のグループのイン
ポート

組織に既存のグループ構造がすでにある場合、組織単位としてグループをインポートできます。
Note: Symantec Endpoint Protection Manager で作成したグループを管理する方法では、インポートした
組織単位を管理できません。
詳細については、次を参照してください。
Active Directory または LDAP サーバーからの既存のグループおよびコンピュータのインポート

サブグループの継承の無
効化

サブグループは親グループから同じセキュリティの設定をデフォルトで継承します。継承は無効にできま
す。次のサイトを参照してください。
グループの継承の無効化

グループ内の場所の作成

クライアントの物理的な位置が変更された場合は異なるセキュリティポリシーに自動的に切り替えるよう
にクライアントを設定できます。次のサイトを参照してください。
リモートクライアントの場所の管理
一部のセキュリティ設定はグループ別であり、一部の設定は場所固有のものです。場所固有の設定をカス
タマイズできます。次のサイトを参照してください。
場所に対する通信の設定
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タスク

説明

グループのセキュリティ
ポリシーの管理

各グループのニーズに基づいてセキュリティポリシーを作成できます。さらに別々のポリシーを別々のグ
ループまたは場所に割り当てられます。次のサイトを参照してください。
• ポリシーの追加
• グループまたは場所へのポリシーの割り当て
• すべてのポリシーに共通なタスクの実行

グループ保守の実行

管理を簡易化するためにグループを移動したり、グループ間でクライアントを移動できます。また、特定
のグループにクライアントが追加されないようにすることもできます。次のサイトを参照してください。
• 別のグループへのクライアントコンピュータの移動
• グループへのクライアントコンピュータ追加の遮断

グループを構成する方法
会社の組織構造とセキュリティに合わせて複数のグループやサブグループを作成できます。機能、役割、地理、基準の組
み合わせにグループ構造を基づかせることができます。
Table 65: グループを作成するための基準
基準

説明

関数

ノートパソコン、デスクトップ、サーバーなど、管理されるべきコンピュータのタイプに基づいてグ
ループを作成できます。また、使用法の種類に基づいている複数のグループを作成できます。たとえ
ば、外に持ち出すクライアントコンピュータのリモートグループや、オフィスに置いたままのクライ
アントコンピュータのローカルグループを作成できます。

役割

販売、エンジニアリング、財務、マーケティングなど、部門の役割のグループを作成できます。

地理

コンピュータがあるオフィス、都市、州、地域、国に基づいてグループを作成できます。

組み合わせ

基準の組み合わせに基づいてグループを作成できます。たとえば、機能と役割を使うことができま
す。
次のシナリオのように、役割ごとに親グループを追加して機能ごとに子サブグループを追加できま
す。
• ノートパソコン、デスクトップ、サーバーのサブグループを含む販売。
• ノートパソコン、デスクトップ、サーバーのサブグループを含むエンジニアリング。

クライアントコンピュータをグループにまとめたら、そのグループに適切なセキュリティを適用できます。
たとえば、会社に通信販売部と経理部があるとします。会社のニューヨーク、ロンドン、フランクフルトオフィスにこれ
らの部門のスタッフがいます。両方の部門のすべてのコンピュータは同じ更新元からウイルス定義とセキュリティリスク
定義の更新を受信するように同じグループに割り当てられています。ただし、IT レポートは通信販売部が経理部よりリ
スクに脆弱であることを示しています。その結果、システム管理者は通信販売グループと経理グループを別々に作成しま
す。通信販売のクライアントは、ユーザーがウイルスとセキュリティリスク防止を操作する方法を厳しく限定する設定を
共有します。
詳細については、次を参照してください。

• グループ構成するためのベストプラクティス
• すべてのポリシーに共通なタスクの実行
• クライアントのグループの管理

グループの追加
組織のグループ構造を定義した後で、グループを追加できます。
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グループの説明の長さは最大 1024 文字です。グループ名には、次の文字を除く任意の文字を使うことができます。 ” / \
* ? < > | : グループの説明には制限はありません。
NOTE
デフォルトグループにグループを追加することはできません。
詳細については、次を参照してください。
グループを構成する方法
グループを追加するには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］で、新しいサブグループを追加するグループを選択します。
3. ［クライアント］タブの［タスク］で、［グループの追加］をクリックします。
4. ［グループ名のグループを追加］ダイアログボックスで、グループ名と説明を入力します。
5. ［OK］をクリックします。

Active Directory または LDAP サーバーからの既存のグループおよびコンピュータの
インポート
会社で Active Directory または LDAP サーバーを使ってグループを管理している場合は、グループ構造を Symantec
Endpoint Protection Manager にインポートできます。その後で、管理コンソールからグループとコンピュータを管理で
きます。
以下の表で、グループ構造を管理する前に、グループ構造をインポートするために必要なタスクについて説明します。
Table 66: 既存のグループとコンピュータのインポート
手順
ステップ 1: 会社のディレクトリ
サーバーに Symantec Endpoint
Protection Manager を接続する

説明
Symantec Endpoint Protection Manager は、Active Directory または LDAP 対応のサーバーに接続
できます。サーバーを追加するときに、同期を有効化してください。次のサイトを参照してくだ
さい。
• ディレクトリサーバーからの組織単位のインポートについて
• ディレクトリサーバーへの Symantec Endpoint Protection Manager の接続
• 複製されたサイトのディレクトリサーバーへの接続

ステップ 2: 組織単位全体、または Active Directory または LDAP の既存のグループ構造を Symantec Endpoint Protection Manager
コンテナをインポートする
にインポートできます。また、インポートされたグループ構造の個別のアカウントを、既存の
Symantec Endpoint Protection Manager グループ構造にコピーすることもできます。次のサイト
を参照してください。
ディレクトリサーバーからの組織単位のインポート
ステップ 3: インポートされたコ
ンピュータアカウントまたはユー
ザーアカウントをそれらのグルー
プ内に維持するか、またはイン
ポートされたアカウントを既存の
グループにコピーする

組織単位をインポートした後で、次のいずれかの操作を実行できます。
• インポートされた組織単位またはアカウントをそのグループ内に維持します。組織単位また
は個々のアカウントをインポートした後で、組織単位またはグループにポリシーを割り当て
ます。
• インポートされたアカウントを既存の Symantec Endpoint Protection Manager グループにコ
ピーします。コピーされたアカウントは、インポートされた組織単位ではなく、Symantec
Endpoint Protection Manager グループのポリシーに従います。次のサイトを参照してくださ
い。
グループの追加
詳細については、次を参照してください。
グループまたは場所へのポリシーの割り当て
セキュリティポリシーの種類
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手順

説明

ステップ 4: 管理者アカウントの認 Symantec Endpoint Protection Manager で追加した管理者アカウント用の認証方法を変更して、
証方法を変更する (任意)
デフォルトの Symantec Endpoint Protection Manager 認証ではなく、ディレクトリサーバー認証
を使うようにします。
インポートしたアカウントを認証するのに、管理者アカウントを使用できます。管理者が
Symantec Endpoint Protection Manager にログオンするときに、管理サーバーは、ユーザー名を
データベースで、パスワードをディレクトリサーバーで検索します。次のサイトを参照してくだ
さい。
• 管理者アカウントの認証方法の選択
• ディレクトリサーバーに対する認証の確認

ディレクトリサーバーからの組織単位のインポートについて
Microsoft Active Directory と LDAP サーバーでは、組織単位を使ってコンピュータとユーザーのアカウントを管理しま
す。Symantec Endpoint Protection Manager に組織単位とそのアカウントデータをインポートし、管理コンソールでその
アカウントデータを管理できます。Symantec Endpoint Protection Manager は組織単位をグループとして扱うため、組織
単位グループにセキュリティポリシーを割り当てることができます。
また、アカウントをコピーすることによって、組織単位から Symantec Endpoint Protection Manager にアカウントを移
動することもできます。この場合、同じアカウンが Symantec Endpoint Protection Manager グループと組織単位の両方
に存在することになります。Symantec Endpoint Protection Manager グループの方が組織単位より優先度が高いため、コ
ピーされたアカウントは Symantec Endpoint Protection Manager グループのポリシーを採用します。
Symantec Endpoint Protection Manager グループにコピーしたアカウントをディレクトリサーバーから削除しても、その
アカウント名は Symantec Endpoint Protection Manager グループに維持されます。管理サーバーからアカウントを手動
で削除する必要があります。
組織単位内のアカウントデータを修正する必要がある場合は、ディレクトリサーバー上でこの作業を実行しま
す。Symantec Endpoint Protection Manager では実行しません。たとえば、管理サーバーから組織単位を削除しても、そ
の組織単位がディレクトリサーバーから永久に削除されることはありません。Symantec Endpoint Protection Manager と
Active Directory サーバーを同期して、これらの変更が Symantec Endpoint Protection Manager で自動的に更新されるよ
うにする必要があります。ディレクトリサーバーへの接続を設定するときに、同期を有効にします。
NOTE
同期は Active Directory サーバーのみで可能です。Symantec Endpoint Protection は LDAP サーバーとの同期を
サポートしません。
また、組織単位全体をインポートするのではなく、選択したユーザーを Symantec Endpoint Protection Manager グルー
プにインポートすることもできます。
詳しい情報

• ディレクトリサーバーへの Symantec Endpoint Protection Manager の接続
• Active Directory または LDAP サーバーからの既存のグループおよびコンピュータのインポート
• ディレクトリサーバーからの組織単位のインポート

ディレクトリサーバーへの Symantec Endpoint Protection Manager の接続
コンピュータアカウントまたはユーザーアカウントが含まれる組織単位をインポートする前に、まず Symantec Endpoint
Protection Manager を会社のディレクトリサーバーに接続する必要があります。
組織単位内のアカウントを管理サーバーで変更することはできません。ディレクトリサーバーでのみ変更できます。ただ
し、Active Directory サーバーと管理サーバー間でアカウントデータを同期できます。Active Directory サーバーで加えた
変更は Symantec Endpoint Protection Manager で自動的に更新されます。Active Directory サーバー上で行った変更は管

188

理サーバーにインポートされた組織単位にはすぐに反映されません。遅延時間は同期頻度によって異なります。接続を設
定するときに、同期を有効化し、同期頻度を設定します。
Symantec Endpoint Protection Manager からディレクトリサーバー接続を削除する場合は、インポートした、その接続と
関連付けられた組織単位をすべて削除する必要があります。その後でサーバー間でデータを同期できます。
NOTE
同期は Active Directory サーバーのみで可能です。Symantec Endpoint Protection は LDAP サーバーとの同期を
サポートしません。
Symantec Endpoint Protection Manager をディレクトリ サーバに接続する方法
1. コンソールで、［管理］>［サーバー］の順に選択します。
2. ［サーバー］と［ローカルサイト］で、管理サーバーを選択します。
3. ［タスク］の下で、［サーバーのプロパティを編集する］をクリックします。
4. ［サーバープロパティ］ダイアログボックスの［ディレクトリサーバー］タブで、［追加］をクリックします。
5. ［ディレクトリサーバーの追加］ダイアログボックスで、ディレクトリサーバーの名前を入力します。
6. ［Active Directory］または［LDAP］にチェックマークを付け、IP アドレス、ホスト名、またはドメイン名を入力し
ます。
LDAP サーバーを追加する場合、デフォルト値と異なる LDAP サーバーのポート番号を使う場合は、ポート番号を変
更します。
7. 暗号化接続が必要な場合は、［信頼できる接続を使う］にチェックマークを付けます。
8. ［OK］をクリックします。
9. ［ディレクトリサーバー］タブで［ディレクトリサーバーと同期］にチェックマークを付け、［スケジュール］で同
期スケジュールを設定します。
10. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
ディレクトリサーバーからの組織単位のインポート

複製されたサイトのディレクトリサーバーへの接続
複製された Active Directory または LDAP サーバーを使用するサイトでは、一次ディレクトリサーバーと複製されたサー
バーのいずれにも Symantec Endpoint Protection Manager を接続できます。一次ディレクトリサーバーの接続が解除さ
れても、管理サーバーと複製されたディレクトリサーバーとの接続は維持されます。
次に、Symantec Endpoint Protection Manager では、管理者アカウントを認証し、ローカルサイトと複製されたサイトの
すべての Active Directory サーバーで組織単位を同期できます。次のサイトを参照してください。
サイトと複製の設定
NOTE
同期は Active Directory サーバーのみで可能です。Symantec Endpoint Protection は LDAP サーバーとの同期を
サポートしません。
複製されたサイトのディレクトリサーバーに接続するには
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1. コンソールで、［管理］>［サーバー］の順に選択します。
2. ［サーバー］の下で、管理サーバーを選択します。
3. ［タスク］の下で、［サーバーのプロパティを編集する］をクリックします。
4. ［サーバープロパティ］ダイアログボックスの［ディレクトリサーバー］タブで、［追加］をクリックします。
5. ［ディレクトリサーバーの追加］ダイアログボックスの［複製サーバー］タブで、［追加］をクリックします。
6. ［複製サーバーの追加］ダイアログボックスで、ディレクトリサーバーの IP アドレス、ホスト名、またはドメイン
名を入力して、［OK］をクリックします。
7. ［OK］をクリックします。
8. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
ディレクトリサーバーへの Symantec Endpoint Protection Manager の接続

ディレクトリサーバーからの組織単位のインポート
Active Directory または LDAP サーバーからコンピュータアカウントまたはユーザーアカウントをインポートするときに
は、これらのアカウントを組織単位としてインポートします。その後で、組織単位にセキュリティポリシーを適用でき
ます。また、既存の Symantec Endpoint Protection Manager グループにこれらのアカウントをコピーすることもできま
す。
組織単位は［My Company］グループまたは作成したグループのサブグループとしてインポートできますが、［Default
Group］としてはインポートできません。組織単位のサブグループとしてグループを作成することはできません。複数の
Symantec Endpoint Protection Manager グループに組織単位を配置することはできません。
1 つの組織単位またはコンテナ内のすべてのアカウントを Symantec Endpoint Protection Manager に追加するのではな
い場合でも、インポートする必要があります。インポートが完了したら、管理対象のアカウントを既存のクライアントグ
ループにコピーします。
NOTE
Symantec Endpoint Protection Manager に組織単位をインポートする前に、コンピュータ名またはユーザー名
に先行する特殊文字のいくつかを変換する必要があります。このタスクはディレクトリサーバーで行います。
特殊文字を変換しないと、管理サーバーはこれらのアカウントをインポートしません。
次の特殊文字を変換する必要があります。

• エントリの最初にある空白または番号記号（#）.
• エントリの最後にある空白文字.
• カンマ（,）、プラス記号（+）、二重引用符（"）、不等号（< または >）、等号（=）、セミコロン（;）、円記号
（\）。

これらの文字を含む名前をインポートできるようにするには、各文字の前に円記号（\）を挿入します。
組織単位をディレクトリサーバーからインポートするには
1. Symantec Endpoint Protection Manager をディレクトリサーバーに接続します。次のサイトを参照してください。
ディレクトリサーバーへの Symantec Endpoint Protection Manager の接続
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2. コンソールで［クライアント］をクリックし、［クライアント］で、組織単位を追加するグループを選択します。
3. ［タスク］で、［組織単位またはコンテナのインポート］をクリックします。
4. ［ドメイン］ドロップダウン リストで、ステップ 1 で作成したディレクトリ サーバ名を選択します。
5. ドメインまたはサブグループを選択します。
6. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• Active Directory または LDAP サーバーからの既存のグループおよびコンピュータのインポート
• ディレクトリサーバーからの組織単位のインポートについて

グループの継承の無効化
グループ構造において、サブグループは、その親グループから場所、ポリシー、設定を最初に自動的に継承します。デ
フォルトでは、すべてのグループに対して継承が有効になっています。サブグループに別のセキュリティのオプションを
設定できるように継承を無効にできます。変更後に継承を有効にした場合は、サブグループの設定に加えた変更内容はす
べて上書きされます。
クラウドから適用されるポリシーの場合は、Symantec Endpoint Protection Manager のポリシー継承設定に従いません。
その代りに、クラウドで設定されている継承ルールに従います。次のサイトを参照してください。
クライアントのグループの管理
グループの継承を無効にするには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］ページの［クライアント］で、継承を無効または有効にするグループを選択します。
最上位のグループ、My Company を除くグループを選択できます。
3. グループ名ペインの［ポリシー］タブで、［ポリシーと設定を親グループ「グループ名」から継承する］のチェック
マークをはずします。

グループへのクライアントコンピュータ追加の遮断
グループの所属がすでに定義されているクライアントインストールパッケージを設定できます。パッケージのグループ
を定義した場合、クライアントコンピュータは自動的に適切なグループに追加されます。クライアントは初めて管理サー
バーに接続するときに、グループに追加されます。次のサイトを参照してください。
クライアントインストールパッケージの管理
クライアントがネットワークに接続するときに、特定のグループに自動的に追加されることを望まない場合は、クライア
ントを遮断できます。新しいクライアントが、クライアントインストールパッケージで割り当てられているグループに追
加されるのを防ぐことができます。この場合、クライアントはデフォルトグループに追加されます。コンピュータを、遮
断されたグループに手動で移動できます。
クライアントコンピュータがグループに追加されないように遮断するには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］でグループを右クリックし、［プロパティ］をクリックします。
3. ［詳細］タブの［タスク］で、［グループプロパティの編集］をクリックします。
4. ［グループ名のグループのプロパティ］ダイアログボックスで、［新しいクライアントの遮断］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
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別のグループへのクライアントコンピュータの移動

別のグループへのクライアントコンピュータの移動
クライアントコンピュータが正しいグループにない場合、別のグループに移動できます。
複数のグループから 1 つのグループにクライアントを移動するには、クライアントインストールパッケージを再配備し
ます。次のサイトを参照してください。
［通信の更新パッケージの配備］を使ったクライアントサーバー通信の復元
クライアントコンピュータを別のグループに移動するには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］ページで、グループを選択します。
3. ［クライアント］タブの選択したグループで、コンピュータを選択し、［移動］を右クリックします。
複数のコンピュータを選択するには、Shift キーまたは Ctrl キーを使います。
4. ［クライアントの移動］ダイアログボックスで、新しいグループを選択します。
5. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
クライアントのグループの管理

クライアントコンピュータの管理
Table 67: クライアントコンピュータを管理するタスク
タスク

説明

クライアントソフトウェ
アがコンピュータにイン
ストールされていること
を確認する

• 各グループ内でクライアントソフトウェアがまだインストールされていないコンピュータを表示できま
す。次のサイトを参照してください。
クライアントソフトウェアをインストールしていないクライアントの検索
• 他のデバイスにクライアントソフトウェアがインストールされていないことを検出するように、クライ
アントコンピュータを設定できます。このようなデバイスには、保護されていないコンピュータが含ま
れる場合があります。検出した後は、クライアントソフトウェアをそのコンピュータにインストールで
きます。次のサイトを参照してください。
管理外デバイスを検出するためのクライアントの設定
• クライアントをグループに追加し、後でクライアントソフトウェアをインストールできます。
詳細については、次を参照してください。
クライアント配備ウィザードを使ったクライアントのインストール方法の選択

クライアントが管理サー 管理コンソールとクライアントでクライアントのステータスアイコンを確認できます。状態アイコンはク
バーに接続されているか ライアントとサーバーが通信しているかどうかを示します。次のサイトを参照してください。
どうかを確認する
• クライアントが管理サーバーに接続され、保護されているかどうかの確認
• Symantec Endpoint Protection クライアントの状態アイコン
コンピュータにクライアントがインストールされている場合がありますが、それは管理外クライアントで
す。管理外クライアントは管理できません。代わりに、管理外クライアントを管理下クライアントに変換
できます。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータと管理サーバーの通信方法
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タスク

説明

クライアントとサーバー クライアントソフトウェアをインストールした後、クライアントコンピュータは次のハートビートのとき
間の接続を設定する
に管理サーバーに自動的に接続します。サーバーがクライアントコンピュータとどのように通信するかを
変更できます。次のサイトを参照してください。
クライアントとサーバー間の接続の管理
接続の問題がある場合は、トラブルシューティングできます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager とコンソールまたはデータベースの間における通信の問題のトラ
ブルシューティング
クライアントコンピュー
タの保護レベルが適切で
あることを確認する

• クライアントコンピュータでの各保護技術の状態を表示できます。次のサイトを参照してください。
– クライアントコンピュータの保護状態の表示
– クライアントが管理サーバーに接続され、保護されているかどうかの確認
• レポートを実行するか、ログを表示して、保護の強化またはパフォーマンスの改善が必要かどうかを判

•

断します。たとえば、スキャンで誤認が起きることがあります。保護の必要なクライアントコンピュー
タを識別することもできます。次のサイトを参照してください。
エンドポイント保護の監視
クライアントソフトウェアまたはクライアントコンピュータの特定の属性に基づいて、保護を修正でき
ます。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータについての情報の検索

クライアントコンピュー クライアントの保護レベルが適切でない場合は、保護設定を調節できます。
タでの保護を調整する
• レポートとログの結果に基づいて、各種類の保護を強化または緩和できます。次のサイトを参照してく
ださい。
– セキュリティポリシーの種類
– Symantec Endpoint Protection 技術でコンピュータが保護される仕組み
• クライアントでパスワードを要求することができます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection クライアントのパスワード保護
グループ間でエンドポイ クライアントコンピュータの保護レベルを変更するには、より保護の厳しい、または緩いグループにコン
ントを移動し、保護を変 ピュータを移動できます。次のサイトを参照してください。
更する（省略可能）
別のグループへのクライアントコンピュータの移動
クライアントインストールパッケージを配備するときに、クライアントがどのグループに所属するかを指
定します。別のグループにクライアントを移動できます。しかし、クライアントが削除または切断された
後に再追加や再接続が行われると、クライアントは元のグループに戻ります。
クライアントが最後に移動されたグループを維持する場合は、再接続の環境設定を設定してくださ
い。［クライアント］>［ポリシー］タブの［通信の設定］ダイアログボックスで、これらの設定を構成し
ます。次のサイトを参照してください。
<group_name> の通信設定
ユーザーがコンピュータ クライアントコンピュータでの保護についてユーザーが可能な制御の種類を指定できます。
の保護を制御できるかど • ［ウイルスとスパイウェアの対策］、［プロアクティブ脅威防止］、［メモリエクスプロイト緩和機
うかを決定する (省略可
能］については、ポリシー内でチェックボックスのチェックマークを付けたりはずしたりして、ユー
能)
ザーが個別の設定を変更できるかどうかを指定できます。
• ファイアウォールポリシー、IPS ポリシー、一部のクライアントユーザーインターフェースの設定につ
いては、ユーザー制御レベルをさらに一般的に変更できます。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータの保護をユーザーが無効にできない設定
• ユーザーがクライアントのフルコントロールを必要とする場合は、管理対象外クライアントをインス
トールできます。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータと管理サーバーの通信方法
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タスク

説明

Symantec Endpoint
Protection クライアント
ソフトウェアを使わなく
なったコンピュータから
削除する（省略可能）

クライアントコンピュータを使用停止にし、そのライセンスを他のコンピュータのために使う場合
は、Symantec Endpoint Protection クライアントソフトウェアをアンインストールします。接続しない管
理下クライアントの場合、Symantec Endpoint Protection Manager はデフォルトで 30 日後にデータベース
からクライアントを削除します。
Symantec Endpoint Protection Manager がデータベースからクライアントを削除するまでの期間は変更で
きます。クライアントを削除すると、データベースの領域を節約することもできます。次のサイトを参照
してください。
• Windows 用の Symantec Endpoint Protection クライアントのアンインストール
• Mac 用の Symantec Endpoint Protection クライアントのアンインストール
• Symantec Endpoint Protection for Linux クライアントのアンインストール
• データベースから使われなくなったクライアントをパージして使用可能なライセンスを増やす

クライアントコンピュータの保護状態の表示
ネットワークのクライアントとコンピュータのリアルタイムな操作状態と保護状態について、以下のような情報を表示で
きます。

• クライアントがインストールされていない管理下クライアントコンピュータのリスト。
•
•
•
•
•

コンピュータ名、ドメイン名、ログオンしているユーザー名を表示できます。
どの保護が有効で、どの保護が無効か。
どのクライアントコンピュータが最新のポリシーと定義を備えているか。
グループのポリシーシリアル番号とクライアントのバージョン番号。
コンピュータが使うネットワークカードの MAC アドレスなど、クライアントコンピュータのネットワークコンポー
ネントについての情報。
利用可能なディスク容量やオペレーティングシステムのバージョン番号など、クライアントコンピュータについての
システム情報。

特定のクライアントの状態を把握した後、クライアントコンピュータのセキュリティの問題を解決できます。グループに
対してコマンドを実行することで、多くの問題を解決できます。たとえば、コンテンツを更新したり、Auto-Protect を有
効にしたりできます。
NOTE
Symantec Endpoint Protection の旧バージョンを実行するクライアントを管理する場合、新しい保護技術の一部
に［報告していません］と表示される場合があります。これは正常な動作です。これは、これらのクライアン
トに対して処理を行う必要があることを意味していません。
詳細については、次を参照してください。

• クライアントが管理サーバーに接続され、保護されているかどうかの確認
• コンソールを使った、クライアントコンピュータでのコマンドの実行
• クライアントソフトウェアをインストールしていないクライアントの検索
クライアントコンピュータの保護の状態を表示するには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］ページの［クライアント］で、情報を取得する対象のクライアントを含むグループを検索します。
3. ［クライアント］タブで、［表示］ドロップダウンリストをクリックします。次に、カテゴリを選択します。
右下にあるテキストボックスにページ番号を入力することにより特定のページに直接移動できます。

クライアントコンピュータでの保護の有効化
ご使用のコンピュータで Auto-Protect をはじめとするすべての種類の保護を常に有効にし続ける必要があります。
クライアントでいずれかの保護が無効にされていると、次のようになります。
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• ［状態］ページの先頭のステータスバーは赤くなります。
• クライアントのアイコンに一般的な禁止記号（赤の円に斜線）が付きます。クライアントアイコンは、Windows デス
クトップの右下のタスクバーに盾の形で表示されます。設定によってアイコンは表示されません。
Symantec Endpoint Protection クライアントの状態アイコン

管理下クライアントでは、管理者は保護技術をいつでも有効または無効にできます。ユーザーが無効化した保護を、管理
者が後で再度有効にする場合があります。また、ユーザーが無効化できないように保護をロックする場合もあります。
［状態］ページから保護技術を有効にするには
1. クライアントの［状態］ページの先頭で、［修復］または［すべてを修復］をクリックします。
タスクバーから保護技術を有効にするには
1. Windows デスクトップの通知領域でクライアントアイコンを右クリックして、［Symantec Endpoint Protection を
有効にする］をクリックします。
クライアント内から保護技術を有効にするには
1. クライアントで、［状態］ページの［保護の種類］の隣で、［オプション］ > ［<保護の種類> を有効にする］をク
リックします。
ファイアウォールを有効にするには
1. クライアントの［状態］ページの先頭の［ネットワークとホスト悪用防止の設定］の隣で、［オプション］、［設定
の変更］の順にクリックします。
2. ［ファイアウォール］タブで、［ファイアウォールを有効にする］のチェックマークを付けます。
3. ［OK］をクリックします。

クライアントソフトウェアをインストールしていないクライアントの検索
次の基準に基づいてグループ内のクライアントを検索できます。

•
•
•
•

クライアントソフトウェアはインストールされます。
Windows、Mac、Linux のどのコンピュータでクライアントを実行しているか。
Windows クライアントがコンピュータモードかまたはユーザーモードか。
仮想デスクトップインフラストラクチャのクライアントは、非永続的でオフラインです。

詳細については、次を参照してください。

• クライアントコンピュータの保護状態の表示
• クライアントが管理サーバーに接続され、保護されているかどうかの確認
クライアントを検索する方法
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］ペインで、検索するグループを選択します。
3. ［クライアント］タブの［タスク］で、［表示フィルタの設定］をクリックします。
4. ［表示フィルタの設定］ダイアログボックスで、［新しいユーザー、または、まだクライアントソフトウェアがイン
ストールされていない作成済みのコンピュータ］にチェックマークを付けます。
5. ［OK］をクリックします。

クライアントコンピュータについての情報の検索
ネットワークのセキュリティについて情報に基づく決定を行うためにクライアント、クライアントコンピュータ、ユー
ザーについての情報を検索できます。
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たとえば、Sales グループのどのコンピュータが最新のオペレーティングシステムを実行しているかを見つけることがで
きます。財務グループのどのクライアントコンピュータが最新のウイルス定義をインストールする必要があるかを調べる
ことができます。
NOTE
ユーザーに関する情報を最大限に検索するには、クライアントソフトウェアのインストール時またはそれ以降
にユーザー情報を収集する必要があります。このユーザー情報は、クライアントの［プロパティの編集］ダイ
アログボックスの［全般］タブと［ユーザー情報］タブにも表示されます。
詳細については、次を参照してください。
ユーザー情報の収集
クライアントコンピュータについての情報を検索するには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［タスク］で、［クライアントの検索］をクリックします。
3. ［クライアントの検索］ダイアログボックスの［検索］ドロップダウンリストで、［コンピュータ］または［ユー
ザー］をクリックします。
4. Default Group 以外のグループを選択するには［参照］をクリックします。クリックしてグループを選択してか
ら［OK］をクリックします。
5. ［検索基準］で［検索フィールド］をクリックしてドロップダウンリストを表示し、検索に使う基準を選択します。
埋め込みクライアントを見つけるには、使用中の書き込みフィルタの種類を検索します。［拡張書き込みフィル
タ］、［ファイルベースの書き込みフィルタ］、［統一書き込みフィルタ］のいずれかをクリックしてフィルタをイ
ンストールしているか、フィルタが有効になっているか、またはその両方を調べます。縮小サイズのクライアントを
検索することもできます。 ［縮小サイズ］の値を検索するには［インストールの種類］をクリックします。
6. ［比較演算子］ドロップダウンリストをクリックしてから、比較演算子を選択します。
検索基準では、標準ブール演算子を使えます。これらのオプションに関する詳細が必要な場合、［ヘルプ］をクリッ
クします。
7. ［値］セルに検索文字列を入力します。
8. ［検索］をクリックします。
テキストファイルに結果をエクスポートできます。
9. ［閉じる］をクリックします。
テキストファイルにクエリーに含まれているデータをエクスポートできます。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータの保護状態の表示

クライアントコンピュータで実行できるコマンドについて
コンソールから、個々のクライアントまたはグループ全体に対して、コマンドをリモートで実行できます。
コマンドの結果を確認するには、［監視］ページ、［ログ］、［コマンドの状態］の順にクリックします。一部のコマン
ドを［種類］ドロップダウンリストから実行することもできます。
システム管理者とドメイン管理者は、これらのコマンドを自動的に実行できます。限定管理者に対しては、各コマンドへ
のアクセスを個別に有効または無効にします。次のサイトを参照してください。

• 管理者アカウントの追加とアクセス権の設定
• コンソールを使った、クライアントコンピュータでのコマンドの実行
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Table 68: クライアントコンピュータで実行できるコマンド
コマンド
分析 (14.3 で削除)

説明
以前のリリースでは、分析コマンドによって、分析のためにクラウドコンソールから Content Analysis System
(CAS) に送信したすべての要求の進行状況が表示されていました。

侵入の痕跡スキャン サードパーティのリモート監視および管理で使用するスキャンを開始またはキャンセルします。
をキャンセル
スキャン

クライアントコンピュータでオンデマンドスキャンを実行します。
スキャンコマンドを実行し、カスタムスキャンを選択すると、スキャンでは［管理者定義のスキャン］ペー
ジで管理者が設定したコマンドスキャン設定が使われます。このコマンドでは、選択したクライアントコン
ピュータに適用されるウイルスとスパイウェアの対策ポリシーの設定が使われます。次のサイトを参照してく
ださい。
クライアントコンピュータでのオンデマンドスキャンの実行
Note: Mac クライアントコンピュータではカスタムスキャンのみ実行できます。

コンテンツの更新

クライアントコンピュータで LiveUpdate セッションを開始してクライアントのコンテンツを更新します。クラ
イアントは Symantec LiveUpdate から最新のコンテンツを受信します。次のサイトを参照してください。
LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード

コンテンツの更新と LiveUpdate セッションを開始してコンテンツを更新し、クライアントコンピュータでオンデマンドスキャンを
スキャン
実行します。
Power Eraser 分析 選択したコンピュータで Power Eraser 分析を実行します。通常、Power Eraser は 1 台のコンピュータか、少
の開始
数のコンピュータにのみ実行します。Power Eraser は、コンピュータが不安定か、問題が解消されないときに
のみ実行します。他のスキャンとは異なり、Power Eraser の場合、潜在的な脅威が自動修復されることはあり
ません。ログで検出を見直し、削除またはそのままにするリスクを指定する必要があります。
Note: Mac と Linux のクライアントコンピュータではこのコマンドは処理されません。
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager からの Power Eraser の分析の開始;
クライアントコン
ピュータの再起動

クライアントコンピュータを再起動します。
ユーザーがクライアントにログオンすると、管理者がそのクライアントに対して設定した再起動オプションに
基づいて、警告が表示されます。［全般の設定］ページで、クライアントの再起動オプションを設定できま
す。
Note: 再起動オプションは Windows クライアントコンピュータのみに適用されます。Mac クライアントコン
ピュータは常にハード要求を実行します。Linux クライアントコンピュータはこのコマンドを無視します。
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager からのクライアントコンピュータの再起動
Note: Windows クライアントが再起動しないようにできます。管理者が再起動コマンドを発行しても再起動し
ないようにするレジストリキーをクライアントに追加できます。次のサイトを参照してください。
Note: クライアントが再起動しないようにする設定

Auto-Protect を有
効にする

クライアントコンピュータのファイルシステムに対して自動保護を有効にします。
デフォルトでは、ファイルシステムに対する自動保護は有効になっています。シマンテック社は Auto-Protect
を常に有効のままにすることを推奨します。設定をロックしてクライアントコンピュータのユーザーが AutoProtect を無効にできないようにすることができます。次のサイトを参照してください。
• Windows クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ
• Mac クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ
電子メールの Auto-Protect が無効になっている場合は、ウイルス対策とスパイウェア対策のポリシーで有効に
します。
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コマンド

説明

ネットワーク脅
クライアントコンピュータでファイアウォールを有効または無効にし、侵入防止を有効にします。
威防止を有効にす
Note: Linux クライアントコンピュータではこのコマンドは処理されません。
るとネットワーク脅
威防止を無効にする 詳細については、次を参照してください。
ファイアウォール保護の管理
ダウンロードイン
サイトを有効にす
るとダウンロードイ
ンサイトを無効にす
る

クライアントコンピュータのダウンロードインサイトを有効または無効にします。

検疫から削除

検疫からすべてのファイルを削除します。このコマンドは、［リスク］ログ > ［処理］ドロップダウンリスト
にのみ表示されます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager から検疫項目を削除する方法

Note: Mac と Linux のクライアントコンピュータではこのコマンドは処理されません。
詳細については、次を参照してください。
ダウンロードインサイト検出の管理

［ファイルフィン
選択されたクライアントから編集不可のファイルフィンガープリントリストを生成します。収集されたフィン
ガープリントリスト ガープリントリストは、［ポリシー］ページの［ポリシーコンポーネント］ > ［ファイルフィンガープリント
の収集］
リスト］に表示されます。通常、このコマンドは単一のコンピュータまたはコンピュータの小さなグループに
対して実行します。複数のコンピュータを選択すると、コマンドは各コンピュータに対して個別のリストを収
集します。
Note: Mac と Linux のクライアントコンピュータではこのコマンドは処理されません。
［クライアントを検 クライアントを検疫に追加したり、検疫からクライアントを削除したりできます。これらのコマンドは、ディ
疫に入れる］と［ク セプションを有効にしているときのみ使用できます。
ライアントを検疫か
ら削除］
シマンテック社にロ 予想外のクラッシュや動作が発生する Windows クライアントコンピュータについての情報を収集します。テク
グを送信
ニカルサポートに連絡すると、クラッシュしたクライアントのイベント ID を求められるので、このコマンドを
実行します。
イベント ID を見つけるには、［監視］、［コマンドの状態］、［詳細］の順にクリックします。
所属する会社に制限的なデータ保護ポリシーがある場合は、このコマンドを使わないようにします。次のサイ
トを参照してください。
クラッシュしたクライアントに関する情報をシマンテック社に送信することを管理サーバーで有効にする

詳しい情報
プラットフォームに基づく Symantec Endpoint Protection の機能

コンソールからクライアントコンピュータにコマンドを実行する
スキャンの開始やキャンセルなどのコマンドを、クライアントコンピュータで任意のタイミングで手動により実行できま
す。管理下クライアントでは、管理サーバーから実行するコマンドがユーザーが実行するコマンドより優先されます。ク
ライアントコンピュータ上でコマンドが処理される順序は、コマンドごとに異なります。コマンドが開始される場所に関
係なく、コマンドは同じ方法で処理されます。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータで実行できるコマンドについて
以下のコマンドは、次の場所から実行します。

• ［クライアント］ページ。
• ［コンピュータ状態］ログ。［すべてのスキャンを中止］と［Power Eraser 分析の開始］のコマンドは、［コン
•

ピュータの状態］ログからのみ実行できます。
［リスク］ログ。［検疫から削除する］コマンドは、［リスク］ログからのみ実行できます。次のサイトを参照して
ください。
Symantec Endpoint Protection Manager から検疫項目を削除する方法
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開始したスキャンは、即座にキャンセルすることもできます。
コンソールを使用してクライアント コンピュータでコマンドを実行する方法
1. ［クライアント］ページからクライアントコンピュータにコマンドを実行するには、コンソールで［クライアン
ト］をクリックします。
2. グループまたはコンピュータに対して、次のいずれかの操作を実行します。

• 左ペインでグループを右クリックして、［グループでコマンドを実行］ > <コマンド> をクリックします。
• ［クライアント］タブでコンピュータを右クリックして、［コンピュータでコマンドを実行］ > <コマンド> をク
リックします。

3. メッセージが表示されたら、［はい］をクリックします。
4. コンピュータ状態ログからコマンドを実行するには、［監視］ > ［ログ］ > ［コンピュータの状態］ログの種類をク
リックし、［ログの表示］をクリックします。
5. ［コマンド］リストボックスからコマンドを選択し、コンピュータを選択し、［開始］をクリックします。
NOTE
進行中の定時スキャンや、自分で開始したスキャンを、コマンドリストから［すべてのスキャンを中止］を
クリックしてキャンセルすることができます。
6. ［監視］をクリックします。
7. ［コマンドの状態］タブのリストでコマンドを選択し、［詳細］をクリックします。
NOTE
進行中のスキャンは、スキャンコマンドの［コマンド］列の［スキャンの中止］アイコンをクリックして中
止することもできます。

クライアントが再起動しないようにする設定
次の手順を使って、Symantec Endpoint Protection クライアントコンピュータが再起動しないようにすることができま
す。たとえば、Symantec Endpoint Protection クライアントを実行するサーバーでこの値を設定できます。このレジスト
リキーを設定すると、管理者がコンソールからグループに対して Restart コンピュータコマンドを発行した場合に、サー
バーは再起動しません。
クライアントが再起動しないようにするには
1. クライアントコンピュータで、レジストリエディタを開きます。
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC に移動します。
3. レジストリに次の行を追加します。
DisableRebootCommand

REG_DWORD

1

Windows クライアントのユーザーモードとコンピュータモードの切り替え
グループに属するクライアントにポリシーを適用する方法に基づいて、ユーザーモードまたはコンピュータモードで
Windows クライアントを追加します。ユーザーやコンピュータをグループに追加すると、グループに割り当てられてい
るポリシーが使われます。
クライアントを追加するときは、ユーザーモードに優先するコンピュータモードにデフォルトで設定されます。シマン
テック社はコンピュータモードを使うことを推奨します。Linux クライアントと Mac クライアントには、コンピュータ
モードのみがインストールされます。

199

Table 69: ユーザ モードとコンピュータ モード
モード

説明

コンピュータ
モード

クライアントコンピュータは、そのコンピュータがメンバーになっているグループからポリシーを取得します。コ
ンピュータにログオンしているユーザーに関係なく、クライアントは同じポリシーを使ってコンピュータを保護し
ます。ポリシーは、コンピュータが所属するグループに従います。コンピュータモードがデフォルトの設定です。
多くの組織はクライアントの大半をコンピュータモードで設定します。ネットワーク環境に基づいて、特別な必要
条件を持つ少数のクライアントをユーザーとして設定したいことがあります。
コンピュータ名が別のグループにすでに含まれている場合、ユーザーモードからコンピュータモードに切り替え
ることはできません。コンピュータモードへの切り替えにより、クライアントのユーザー名がグループから削除さ
れ、クライアントのコンピュータ名がグループに追加されます。
コンピュータモードで追加するクライアントは管理外検出として有効にでき、権限がないデバイスを検出するため
に使うことができます。次のサイトを参照してください。
管理外デバイスを検出するためのクライアントの設定

ユーザーモード

クライアントコンピュータは、ユーザーがメンバーになっているグループからポリシーを取得します。クライアン
トにログオンしているユーザーに応じて、ポリシーが変更されます。ポリシーがユーザーに従います。
既存のグループ構造を Microsoft Active Directory または LDAP ディレクトリサーバーから Symantec Endpoint
Protection Manager にインポートして、ユーザー別にクライアントを組織化する場合は、ユーザーモードを使いま
す。
ユーザーのログオン名とコンピュータ名がグループにすでに含まれている場合はコンピュータモードからユーザー
モードに切り替えることはできません。ユーザーモードへの切り替えにより、クライアントのコンピュータ名がグ
ループから削除されます。次に、クライアントのユーザー名がグループに追加されます。次のサイトを参照してく
ださい。
Active Directory または LDAP サーバーからの既存のグループおよびコンピュータのインポート

クライアントインストールパッケージを配備するときに、クライアントがどのグループに所属するかを指定します。そ
のクライアントをユーザーモードとコンピュータモードのどちらにするかを、後で指定できます。後でクライアントが削
除されるかまたは切断され、次に再追加されるかまたは再接続されると、クライアントは元のグループに戻ります。ただ
し、クライアントを、それがユーザーモードかコンピュータモードで最後に移動されたグループにとどまるように設定で
きます。たとえば、新しいユーザーが、ユーザーモードで設定されたクライアントにログオンする可能性があります。ク
ライアントは前のユーザーのグループにとどまります。
［クライアント］>［ポリシー］>［通信の設定］の順にクリックし、これらの設定を行います。次のサイトを参照して
ください。
<group_name> の通信設定
Windows クライアントのユーザーモードとコンピュータモードを切り替えるには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］ページの［クライアント］で、ユーザーまたはコンピュータが含まれるグループを選択します。
3. ［クライアント］タブで、表内のコンピュータ名またはユーザー名を右クリックし、［コンピュータモードに切り替
え］または［ユーザーモードに切り替え］を選択します。
このモードはトグルで切り替わる設定なので、常にどちらかが表示されます。表に表示される情報は、新しい設定を
反映して変わります。

管理外デバイスを検出するためのクライアントの設定
権限がないデバイスは会議室での物理アクセスや不正な無線アクセスポイントなどの多くの方法でネットワークに接続
できます。すべてのエンドポイントにポリシーを強制するには、ネットワーク上での新しいデバイスの存在をすばやく
検出できる必要があります。デバイスが安全であるかどうかを判断する必要があります。不明なデバイスを検出するよ
うに管理外検出としてクライアントを有効にすることができます。不明なデバイスは、Symantec Endpoint Protection ク
ライアントソフトウェアを実行しない、管理外デバイスです。管理外デバイスがコンピュータである場合は、Symantec
Endpoint Protection クライアントソフトウェアをそれにインストールできます。
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デバイスが開始するとき、オペレーティングシステムは他のコンピュータにデバイスの存在を知らせるように次のトラ
フィックをネットワークに送信します。

• アドレス解決プロトコル (ARP) トラフィック (ICMPv4)
• Neighbor Discovery Protocol （NDP）トラフィック（ICMPv6）
ICMPv6 はバージョン 14.2 以降でサポートされます。

管理外検出として有効になっているクライアントはこのパケットの情報を収集して管理サーバーに送信します。管理サー
バーはデバイスの MAC アドレスと IP アドレスのためのパケットを検索します。サーバーはこれらのアドレスをサー
バーのデータベースの既存の MAC アドレスと IP アドレスのリストと比較します。サーバーがアドレス一致を見つける
ことができなければサーバーはそのデバイスを新規として記録します。その後にデバイスが安全であるかどうかを決定で
きます。クライアントは情報のみを送信するので、追加リソースを使いません。
プリンタなどの特定のデバイスを無視するように、管理外検出を設定できます。管理外検出が不明なデバイスを検出した
ときに通知するように電子メール通知を設定することもできます。
管理外検出としてクライアントを設定するには、次の処理をする必要があります。

• ネットワーク脅威防止を有効にする次のサイトを参照してください。
•
•

コンソールを使った、クライアントコンピュータでのコマンドの実行
クライアントをコンピュータモードに切り替える次のサイトを参照してください。
Windows クライアントのユーザーモードとコンピュータモードの切り替え
常時稼動のコンピュータにクライアントをインストールする

14.3 RU1 以降、Linux クライアントを管理外検出として有効化することは推奨されていません。
管理外検出を設定する方法
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］で、管理外検出として有効にするクライアントを含むグループを選択します。
3. ［クライアント］タブで、管理外検出として有効にするクライアントを右クリックしてから［管理外検出として有効
にする］をクリックします。
4. 1 つ以上のデバイスを管理外検出による検出から除外するように指定するには、［管理外検出の設定］をクリックし
ます。
5. ［<クライアント名> の管理外検出例外］ダイアログボックスで、［追加］をクリックします。
6. ［管理外検出例外の追加］ダイアログボックスで、次のいずれかのオプションをクリックします。
– ［IP アドレス範囲の検出を除外する］をクリックしてから、複数のデバイスのための IP アドレス範囲を入力しま
す。
– ［MAC アドレスの検出を除外する］をクリックしてから、デバイスの MAC アドレスを入力します。
7. ［OK］ > ［OK］をクリックします。
8. クライアントが検出する権限がないデバイスのリストを表示するには、コンソールで［ホーム］をクリックします。
9. ［ホーム］ページの［セキュリティの状態］セクションで、［詳細情報］をクリックします。
10. ［セキュリティ状態の詳細］ダイアログボックスで、［不明なデバイスのエラー］の表にスクロールします。
11. ダイアログボックスを閉じます。
管理外クライアントが検出されているかどうかを確認する方法
1. ［ホーム］ページに移動して、［セキュリティの状態］領域で［詳細を表示］をクリックします。
2. ［セキュリティ状態の詳細］ウィンドウが表示されたら、［不明なデバイスのエラー］をクリックします。
［検出された不明なデバイスの合計数］に、管理外のデバイスの数が表示されます。これには、コンピュータに加え
て、アクセスポイント、ルータ、スイッチ、およびその他のデバイスが含まれます。
3. 余分なデバイスをフィルタ処理するには、［クライアント］ページに移動して［管理外の検出］を右クリックしま
す。
4. ［管理外検出の設定］をクリックして、フィルタ処理するデバイスの IP アドレスまたは Mac アドレスを追加しま
す。
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Symantec Endpoint Protection クライアントのパスワード保護
ユーザーが特定のタスクを実行するときには常に、クライアントコンピュータでパスワード保護を要求することにより、
企業のセキュリティを向上できます。
ユーザーが次の操作のいずれかを実行するときに、ユーザーにパスワード入力を要求できます。

• クライアントユーザーインターフェースを開く。
• クライアントサービスを停止します。
• クライアントをアンインストールする。
NOTE

•

このオプションは、Windows クライアントでのみ動作します。
クライアント通信設定をインポート、エクスポートします。
NOTE
14.3 RU4 以降では、これらのオプションの少なくとも 1 つを有効にするように促す電子メール メッセージを
受け取ります。

詳細については、次を参照してください。
ユーザーによるクライアントのユーザーインターフェースの変更を防止、許可
クライアントをパスワード保護するには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］で、パスワード保護を設定するグループを選択します。
3. ［ポリシー］タブの［場所に依存しないポリシーと設定］で、［パスワード］をクリックします。
Symantec Endpoint Protection の以前のバージョンでは、オプションの名前が異なる場合がありますが、［ポリ
シー］タブからクライアントをパスワードで保護できます。
4. ［クライアントパスワード設定］ウィンドウで、チェックボックスのいずれかまたはすべてにチェックマークを付け
ます。
ボックスがグレー表示になっている場合は、このグループは親グループからポリシーを継承します。続行する前に、
親グループのポリシーを編集するか、このグループでの継承を無効にする必要があります。次のサイトを参照してく
ださい。
グループの継承の無効化
5. ［パスワード］と［パスワードの確認］のテキストボックスに、同じパスワードを入力します。
6 文字から 256 文字までの長さのパスワードを作成できます。
パスワード強度が許容できないというメッセージが表示されたら、パスワードの強度を高めることを検討してくださ
い。ただし、パスワードを保存することはできます。
［設定が継承されないサブグループにパスワード設定を適用する］にチェックマークを付けると、親から設定を継承
しないすべての子グループのために、パスワード保護の設定を修正できます。この設定は親グループにのみ表示され
ます。
6. ［OK］をクリックします。

ユーザーによるクライアントのユーザーインターフェースの変更を防止、許可
ユーザーはクライアントユーザーインターフェースのどの部分を変更できるのでしょうか。
管理者はユーザー制御レベルを設定して、ユーザーがクライアントに変更を加えることを許可するかどうかを決定でき
ます。 たとえば、ユーザーがクライアントユーザーインターフェースや通知領域のアイコンを開けないようにすること
ができます。管理者がユーザーのために管理するユーザーインターフェース機能は、管理設定と呼ばれます。パスワード
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保護のように、クライアント機能の一部にはユーザーがアクセスできないものがあります。次のサイトを参照してくださ
い。
Symantec Endpoint Protection クライアントのパスワード保護
ユーザーインターフェースはどのように設定できるのでしょうか。
次のいずれかのタスクを実行して、クライアントのユーザーインターフェースを設定できます。

• クライアントのユーザー制御レベルをサーバー制御に設定する。
• クライアントのユーザー制御レベルを混合制御に設定し、［クライアント/サーバー制御の設定］タブで親機能

を［サーバー］に設定する。
たとえば、［通知領域アイコンの表示/非表示］オプションを［クライアント］に設定できます。通知領域アイコンが
クライアントに表示され、ユーザーがそのアイコンの表示または非表示を選択できます。［通知領域アイコンの表示/
非表示］オプションを［サーバー］に設定した場合は、クライアントに通知領域アイコンを表示するかどうかを選択
できます。
NOTE
これらの設定の多くは、Windows クライアントにのみ適用されます。サーバー制御でのみ Mac クライアント
のいくつかのオプションを設定できます。

ユーザ インターフェースを設定する方法
1. 混合制御でユーザーインターフェースを設定するには、［クライアント］ > ［ポリシー］タブをクリックします。次
のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータの保護をユーザーが無効にできない設定
2. ［場所名 のクライアントユーザーインターフェース制御の設定］ダイアログボックスで、［混合制御］の横にあ
る［カスタマイズ］をクリックします。
3. ［クライアントユーザーインターフェース混合制御の設定］ダイアログボックスの［クライアント/サーバー制御の設
定］タブで、次のいずれかの操作を行います。

• サーバーからのみ設定するオプションをロックします。ロックするオプションについて、［サーバー］をクリック

•

します。
ここで［サーバー］に設定したウイルス対策とスパイウェア対策の設定が、クライアントの設定よりも優先されま
す。
ユーザーがクライアントでオプションを設定できるように、ロックを解除します。クライアントでオプションを設
定できるように、［クライアント］をクリックします。クライアントは、ウイルスとスパイウェアの設定を除くす
べての設定で、デフォルトで選択されています。

4. ［サーバー］に設定した一部のオプションは、［クライアントユーザーインターフェースの設定］タブをクリックし
て設定します。
［サーバー］に設定した他のオプションをコンソールのどの場所で設定するかについて詳しくは、［ヘルプ］をク
リックしてください。たとえば、ファイアウォールの設定を有効にするには、ファイアウォールポリシーで設定しま
す。次のサイトを参照してください。

• ルールの追加ではなくネットワークサービスのための通信の有効化
• ネットワーク侵入防止とブラウザ侵入防止の有効化
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5. ［クライアントユーザーインターフェースの設定］タブで、クライアントで利用可能にするオプションのチェック
ボックスにチェックマークを付けます。
6. ［OK］をクリックします。
7. ［OK］をクリックします。
8. サーバー制御でユーザーインターフェースを設定するには、ユーザー制御レベルをサーバー制御に変更します。次の
サイトを参照してください。
クライアントコンピュータの保護をユーザーが無効にできない設定
9. ［クライアントユーザーインターフェースの設定］ダイアログボックスで、クライアントに表示するオプションに
チェックマークを付けます。
10. ［OK］をクリックします。
11. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
混合制御のファイアウォール設定

ユーザー情報の収集
クライアントソフトウェアのインストール処理中またはポリシーの更新中に、クライアントコンピュータのユーザーに自
分自身の情報を入力するよう求めることができます。従業員の携帯電話番号、役職名、電子メールアドレスなどの情報を
収集できます。収集した情報は、手動で保守と更新を行う必要があります。
NOTE
クライアントコンピュータでメッセージを表示するように初めて設定し、ユーザーが要求された情報を入力し
た後は、メッセージが再び表示されることはありません。フィールドを編集したり、メッセージを無効にして
から再び有効にした場合でも、クライアントで新しいメッセージは表示されません。ただし、ユーザーはいつ
でも情報を編集することができ、管理サーバーはその情報を取得します。
詳細については、次を参照してください。
クライアントインストールパッケージの管理
ユーザー情報を収集するには
1. コンソールで、［管理］、［インストールパッケージ］の順にクリックします。
2. ［インストールパッケージ］ペインで［クライアントインストールパッケージ］をクリックします。
3. ［タスク］で、［ユーザー情報収集の設定］をクリックします。
4. ［ユーザー情報収集の設定］ダイアログボックスで、［ユーザー情報の収集］にチェックマークを付けます。
5. ［ポップアップメッセージ］テキストボックスに、情報を要求するときユーザーに対して表示するメッセージを入力
します。
6. ユーザーがユーザー情報の収集を延期できるようにする場合は、［後で通知を有効にする］にチェックマークを付け
て、時刻を分単位で設定します。
7. ［ユーザーが入力できるように表示するフィールドを選択してください］で、収集する情報の種類を選択して［追
加］をクリックします。
Shift キーまたは Ctrl キーを押すと、1つまたは複数のフィールドを同時に選択できます。
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8. ユーザーの入力を省略可能にするフィールドの［省略可能］列のチェックボックスに、チェックマークを付けます。
9. ［OK］をクリックします。

AppleScript スクリプトを使用した Mac クライアントの確認
（14.3 RU2 以降の場合）
AppleScript と Mac 用 Symantec Endpoint Protection クライアントの統合により、AppleScript スクリプトを作成して実
行し、Mac クライアントに対するクエリの実行や、Mac クライアントの制御を行うことができます。
Mac クライアントにクエリを実行するための事前定義済みスクリプトは利用できません。必要に応じて、柔軟にスクリ
プトを作成できます。
スクリプト エディタでスクリプトを作成して実行するか、コマンド ラインからスクリプトを実行できます。Mac の機能
を使用して、指定した時刻に自動的に実行されるようにスクリプトのスケジュールを設定することもできます。
スクリプト エディタで AppleScript スクリプトを作成して実行する方法
1. Mac デバイスで、スクリプト エディタを開き、Mac デバイスで実行するスクリプトを作成します。
以下に示すようなスクリプトの例を使用できます。
2. スクリプトをテストするには、ツールバーの［実行］をクリックします。
3. 必要に応じて最適な形式でスクリプトを保存します。
コマンド ラインから AppleScript スクリプトを実行する方法
1. Mac デバイスで、ターミナル ウィンドウを開きます。
2. 必要なスクリプトを実行します。
Table 70: Mac クライアントの AppleScript スクリプトの例
処理
前回のスキャン時間の取得

スクリプトの例
スクリプト エディタで実行するスクリプト：

tell application "Symantec Endpoint Protection"
get last scan time
end tell
コマンド ラインから実行するスクリプト：

製品バージョンの取得

osascript -e 'tell app
"Symantec Endpoint Protection" to get last scan time'
スクリプト エディタで実行するスクリプト：

tell application "Symantec Endpoint Protection"
get version
end tell
コマンド ラインから実行するスクリプト：

コンテンツ バージョンの取得

osascript -e 'tell app
"Symantec Endpoint Protection" to get version'
スクリプト エディタで実行するスクリプト：

tell application "Symantec Endpoint Protection"
get definition information
end tell
コマンド ラインから実行するスクリプト：

osascript -e 'tell app
"Symantec Endpoint Protection" to get definition information'
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処理

スクリプトの例

LiveUpdate の実行

スクリプト エディタで実行するスクリプト：

tell application "Symantec Endpoint Protection"
activate
tell main window to run LiveUpdate
end tell
コマンド ラインから実行するスクリプト：

osascript -e 'tell app "Symantec Endpoint Protection"' -e
'activate' -e 'tell main window to run LiveUpdate' -e
'end tell'

クイック スキャンの実行

スクリプト エディタで実行するスクリプト：

tell application "Symantec Endpoint Protection"
activate
tell main window to quick scan
end tell
コマンド ラインから実行するスクリプト：

osascript -e 'tell app "Symantec Endpoint Protection"' -e
'activate' -e 'tell main window to quick scan' -e 'end tell'

コマンド ライン ツール（sav）を使用した Linux クライアントの管理
Linux クライアント コマンド ライン ツールを使って、Linux クライアントを制御して確認できます。
コマンド ライン ツールを使用して Linux クライアントを管理するには、以下を参照してください。
（14.3 RU2 以降の場合）
Linux クライアント コマンド ライン ツールを使って、Linux クライアントを制御して確認できます。
コマンド ライン ツールを使用して Linux クライアントを管理する方法
1. Linux クライアント コンピュータで、以下の場所に移動します。
/opt/Symantec/sdcssagent/AMD/tools
2. 以下のように sav コマンドを実行します。
./sav [options] command
Table 71: sav のオプション
オプション

-q
-h

説明

適用先

静的

14.3 RU2 現在

sav の利用可能なオプションとコマンドを表示します。

14.3 RU2 現在
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Table 72: sav のコマンド
オプション

autoprotect -e

説明
Auto-Protect を有効にします。
Auto-Protect の状態を確認するには、以下のコマンドを実行します。

適用先
14.3 RU2 現在

[root@localhost tools]# cat /proc/sisap/status | grep
-i MODE

autoprotect -d

応答は以下のいずれかになります。
• mode=ENA （有効な場合）
• mode=DIS （無効な場合）
Auto-Protect を無効にします。

14.3 RU2 現在

info -d

デバイスで使用中の現在のウイルス定義とセキュリティ リスク定義のバージョ 14.3 RU3 以降
ンと日付を表示します。

info -e

デバイスで使用中のスキャン エンジンのバージョンを表示します。

14.3 RU3 以降

info -p

デバイスで使用中の Symantec Agent のバージョンを表示します。

14.3 RU3 以降

info -a

デバイスの Auto-Protect の状態を表示します。

14.3 RU3 以降

liveupdate -u

LiveUpdate をすぐに実行します。

14.3 RU3 以降

manage -i <file>

sylink.xml ファイルを指定された場所にインポートします。

14.3 RU2 現在

manualscan -s <## 手動スキャンを開始します。
## ###>
<ファイル リスト> には、スキャンするファイルとディレクトリのリストを指

14.3 RU3 以降

manualscan -t

14.3 RU3 以降

定します。
このリストを指定するには、ファイルとディレクトリのリストを改行で区切っ
て入力します。最後に CTRL-D のようなファイルの終わりを示す信号でリスト
を終了します。ディレクトリが指定されると、すべてのサブディレクトリもス
キャンされます。ワイルドカード文字はサポートされます。
デフォルトでは、コマンド ライン インターフェースから開始される手
動スキャンに追加できる項目の最大数は 100 です。symcfg を使用する
と、VirusProtect6MaxInput の DWORD 値を変更して、この上限を増やすこと
ができます。制限を完全に削除するには、VirusProtect6MaxInput の値を 0 に
設定します。
ファイルのリストやディレクトリの代わりにハイフン（-）を指定した場合に
は、パス名のリストは標準入力から読み込まれます。改行で区切ったファイル
またはパス名のリストを生成するコマンドを使えます。非常に長い項目リスト
をこのコマンドに送信するとパフォーマンスが低下する可能性があります。シ
マンテック社は最大で数千項目にリストを制限することを推奨します。
進行中の手動スキャンを中止します。

詳しい情報
Symantec Linux エージェントのトラブルシューティング

リモートクライアントの管理
ネットワークには、異なる場所からネットワークに接続するクライアントが含まれることがあります。これらのクライア
ントは、ネットワーク内からのみ接続するクライアントとは異なる方法で管理することが必要な場合もあります。常にリ
モートから VPN に接続するクライアントや、従業員が出張するため複数の場所から接続するクライアントを管理する必
要がある例もあります。また、管理者が制御する範囲外にあるコンピュータのセキュリティを管理しなければならない場
合があります。たとえば、お客様、受託業者、製造元、ビジネスパートナーにネットワークへの限定的なアクセスを許可
します。一部の従業員は自分のパーソナルコンピュータを使ってネットワークに接続することがあるため、これらのクラ
イアントは異なる方法で管理する必要があるでしょう。
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これらのどの場合にも、より高い危険度に対処する必要があります。接続やクライアントコンピュータの安全性がより低
い場合があったり、制御できる範囲が狭いクライアントが存在する場合があったりします。ネットワークセキュリティ全
体に対するこれらのリスクを最小限にするには、クライアントがネットワークへの接続で使うさまざまな種類のリモート
アクセスを評価する必要があります。その後、評価に基づいてより厳しいセキュリティポリシーを適用できます。
ネットワークに接続するクライアントがセキュリティリスクをもたらすため、それらのクライアントを異なる方法で管理
するには、Symantec Endpoint Protection の場所の認識を使うことができます。
クライアントの場所に基づいて、ネットワークにより大きいリスクをもたらすクライアントに異なるポリシーを適用しま
す。Symantec Endpoint Protection における場所は、クライアントコンピュータがネットワークに接続するために使う接
続の種類として定義されます。場所には、接続が企業ネットワークの内部と外部のどちらに配置されているかについての
情報も含まれます。
場所はクライアントのグループに対して定義します。その後で、それぞれの場所に異なるポリシーを割り当てます。一部
のセキュリティ設定は場所にかかわらずグループ全体に割り当てることができます。いくつかの設定は、場所に応じて異
なります。
Table 73: リモートクライアントの管理
タスク

説明

セキュリティリスクの評価
に基づいてグループを設定
する

詳細については、次を参照してください。
クライアントのグループの管理

リモートクライアントのグ
ループの場所を設定する

詳細については、次を参照してください。
リモートクライアントの場所の管理

場所の通信設定を指定する

詳細については、次を参照してください。
場所に対する通信の設定

セキュリティポリシーを強
化する

詳細については、次を参照してください。
リモートクライアントのセキュリティポリシーの強化について

クライアントの通知をオン
にする

詳細については、次を参照してください。
リモートクライアントの通知の有効化について

クライアントのログ管理設
定をカスタマイズする

特に、クライアントが数日間オフラインの場合に、リモートクライアントのログ設定をカスタマイズし
ます。帯域幅と管理サーバーへの負荷を減らすには、次の変更を行ないます。
• クライアントが管理サーバーに自身のログをアップロードしないように設定する。
• クライアントがクライアントのセキュリティログのみをアップロードするように設定する。
• 指定したイベントのみをアップロードするようにログイベントのフィルタ処理を設定する。
アップロードが推奨されるイベントには、定義更新や副作用修復エラーなどが含まれます。
• ログの保持時間を長めにする。
保持時間を長めにすると、より多くのウイルスとスパイウェアのイベントデータを確認できるよう
になります。

リモートクライアントを監
視する

詳細については、次を参照してください。
• 管理サーバーからのリモートクライアントの監視について
• クラウドコンソールからのローミング Symantec Endpoint Protection クライアントの監視

リモートクライアントの場所の管理
管理の必要なグループを設定した後で、場所を追加できます。セキュリティ戦略上必要であれば、グループごとに異なる
場所を設定できます。Symantec Endpoint Protection Manager コンソールで、場所に基づいて自動ポリシー切り替えをト
リガする条件を設定します。場所の認識は、クライアントが満たしている場所条件に基づいて、指定するセキュリティポ
リシーを自動的にクライアントに適用します。
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場所条件にはさまざまな基準を利用できます。たとえば、IP アドレス、ネットワーク接続の種類、クライアントコン
ピュータが管理サーバーに接続できるかどうか、などを利用できます。クライアント接続は、指定する基準に基づいて許
可したり遮断したりできます。
場所は、それを作成したグループと、そのグループを継承するサブグループに適用されます。ベストプラクティスは、ど
のクライアントでも My Company グループレベルで使うことができる場所を作成することです。その後、サブグループ
レベルで特定のグループの場所を作成します。
作成するグループと場所が少ないほうが、セキュリティポリシーと設定の管理が簡単になります。ただし、ネットワー
クの複雑さとセキュリティの必要条件によって、より多くのグループと場所が必要になることがあります。必要となるセ
キュリティ設定、ログ関連の設定、通信設定、ポリシーの数によって、作成するグループと場所の数が決まります。
一部の設定オプションはリモートクライアント用にカスタマイズできますが、これらは場所に依存しません。これらのオ
プションは、親グループから継承されるか、単独で設定されます。すべてのリモートクライアントが含まれる 1 つのグ
ループを作成する場合、場所に依存しない設定はグループ内のクライアントの設定と同じになります。
次の設定は場所に依存しません。

•
•
•
•
•
•
•

カスタム侵入防止シグネチャ
システムロックダウンの設定
ネットワークアプリケーション監視の設定
LiveUpdate Content policy の設定
クライアントログの設定
クライアントサーバー通信の設定
場所の認識や改変対策などの、全般的なセキュリティ関連の設定

クライアントログの処理方法など、これらの場所に依存しない設定をカスタマイズするには、別々のグループを作成する
必要があります。
一部の設定は場所に固有です。
ベストプラクティスとして、ユーザーが次の保護をオフにすることを許可しないでください。

•
•
•
•

Auto-Protect
SONAR
改変対策
作成済みのファイアウォールルール

Table 74: 実行できる場所の認識タスク
タスク

説明

場所の計画

使う場所を決定するために環境内で必要なセキュリティポリシーの種類を検討します。それから各場所の定義
に使う基準を決定できます。ベストプラクティスは、グループと場所を同時に計画することです。次のサイト
を参照してください。
クライアントのグループの管理
次の情報を参照してください。
• ネットワークの検出条件の設定シナリオ 1
• ネットワークの検出条件の設定シナリオ 2

場所の認識を有効に
する

クライアントの接続元の場所によってクライアントに割り当てられるポリシーを制御するには、場所の認識を
有効にします。次のサイトを参照してください。
クライアントの場所認識の有効化

場所の追加

グループに場所を追加できます。次のサイトを参照してください。
グループへの場所の追加
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タスク

説明

デフォルトの場所の
割り当て

すべてのグループにデフォルトの場所を設定する必要があります。コンソールをインストールすると
き、Default と呼ばれるたった 1 つの場所があります。新しいグループを作成するとき、デフォルトの場所は
常に Default です。他の場所を追加した後で、デフォルトの場所を変更できます。
デフォルトの場所は、以下の場合に使用します。
• 複数の場所の 1 つが場所の基準に適合するが、前回の場所が基準に適合していない場合
• 場所の認識を使っていて、基準に適合する場所がない場合
• ポリシーで場所または場所の名前が変更され、新しいポリシーを受け取ったときにクライアントがデフォ
ルトの場所に戻る場合
詳細については、次を参照してください。
デフォルトの場所の変更

場所の通信オプショ
ンの設定

場所ごとに管理サーバーとクライアント間の通信設定を設定することもできます。次のサイトを参照してくだ
さい。
場所に対する通信の設定

詳しい情報

• リモートクライアントの管理
• Symantec Endpoint Protection の場所の認識機能に関するベスト プラクティス

クライアントの場所認識の有効化
クライアントの接続場所によってクライアントに割り当てられるポリシーを作成するには、クライアントの場所の認識を
有効にします。
［前回の場所を記憶する］にチェックマークを付けた場合には、クライアントがネットワークに接続すると、前回使われ
た場所のポリシーが割り当てられます。場所の認識が有効な場合には、クライアントは数秒後に適切なポリシーに自動的
に切り替わります。特定の場所に関連付けられているポリシーによってクライアントのネットワーク接続が決まります。
場所の認識が無効な場合には、クライアントがサーバー制御であっても、クライアントは手動で任意の場所に切り替える
ことができます。検疫場所が有効な場合には、クライアントはしばらくして検疫ポリシーに切り替わる場合があります。
［前回の場所を記憶する］のチェックマークをはずした場合には、クライアントがネットワークに接続すると、デフォ
ルトの場所のポリシーが割り当てられます。クライアントは、前回使った場所に接続できません。場所の認識が有効な場
合には、クライアントは数秒後に適切なポリシーに自動的に切り替わります。特定の場所に関連付けられているポリシー
によってクライアントのネットワーク接続が決まります。場所の認識が無効な場合には、クライアントがサーバー制御で
あっても、ユーザーは手動で任意の場所に切り替えることができます。検疫場所が有効な場合には、クライアントはしば
らくして検疫ポリシーに切り替わる場合があります。
クライアントの場所の認識を有効にするには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］ページの［クライアント］で、場所の自動切り替えを実装するグループを選択します。
3. ［ポリシー］タブで、［ポリシーと設定を親グループ「グループ名」から継承する］のチェックマークをはずしま
す。
4. ［場所に依存しないポリシーと設定］で、［全般の設定］をクリックします。
5. ［全般の設定］ダイアログボックスの［全般の設定］タブの［場所の設定］で、［前回の場所を記憶する］にチェッ
クマークを付けます。
デフォルトでは、このオプションは有効になっています。クライアントは、最初、クライアントがネットワークに前
回接続した場所に関連付けられているポリシーに割り当てられます。
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6. ［場所の認識を有効にする］にチェックマークを付けます。
デフォルトでは場所の認識は有効です。クライアントはユーザーがネットワークに接続しようとしている場所に関連
付けられているポリシーに自動的に割り当てられます。
7. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
グループへの場所の追加

グループへの場所の追加
グループに場所を追加するときは、グループ内のクライアントをその場所に切り替える条件を指定します。場所の認識
は、その場所に適切なポリシーと設定を適用する場合にのみ有効になります。
グループに場所を追加するには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］ページの［クライアント］で、1 つ以上の場所を追加するグループを選択します。
3. ［ポリシー］タブで、［ポリシーと設定を親グループ「グループ名」から継承する］のチェックマークをはずしま
す。
場所を追加できるのは、親グループからポリシーを継承していないグループのみです。
［場所の追加］をクリックして［場所の追加］ウィザードを実行することもできます。
4. ［クライアント］ページの［タスク］で、［場所の管理］をクリックします。
5. ［場所の管理］ダイアログボックスの［場所］で、［追加］をクリックします。
6. ［場所の追加］ダイアログボックスで、新しい場所の名前と説明を入力し、［OK］をクリックします。
7. ［この場所に切り替えるタイミング］ボックスの右側で、［追加］をクリックします。
8. ［種類］リストで条件を選択し、条件の適切な定義を選択します。
クライアントコンピュータが指定された条件を満たしている場合、コンピュータはその条件の場所に切り替わりま
す。
9. ［OK］をクリックします。
10. さらに条件を追加するには、［追加］をクリックし、［AND 関係の基準］または［OR 関係の基準］を選択します。
11. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
リモートクライアントのセキュリティポリシーの強化について

デフォルトの場所の変更
Symantec Endpoint Protection Manager が最初にインストールされるときには、「デフォルト」という 1 つの場所のみ
があります。その時点で、すべてのグループのデフォルトの場所は「デフォルト」です。すべてのグループにデフォルト
の場所を設定する必要があります。新しいグループを作成するとき、Symantec Endpoint Protection Manager コンソール
は自動的にデフォルトの場所を「デフォルト」にします。
他の場所を追加した後にグループのデフォルトの場所にするために別の場所を指定できます。自宅や出張先のような場所
をデフォルトの場所に指定することもできます。
グループのデフォルトの場所は、以下の場合に使います。
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• 複数の場所の 1 つが場所の基準に適合するが、前回の場所が基準に適合していない場合
• 場所の認識を使っていて、基準に適合する場所がない場合
• ポリシーで場所または場所の名前が変更され、新しいポリシーを受け取ったときにクライアントがデフォルトの場所
に戻る場合

デフォルトの場所を変更するには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］ページの［クライアント］で、別のデフォルトの場所を割り当てるグループをクリックします。
3. ［ポリシー］タブで、［ポリシーと設定を親グループ「グループ名」から継承する］のチェックマークをはずしま
す。
4. ［タスク］で、［場所の管理］をクリックします。
5. ［場所の管理］ダイアログボックスの［場所］で、デフォルトの場所として指定する場所を選択します。
6. ［説明］で、［競合に備えてこの場所をデフォルトの場所として設定します］にチェックマークを付けます。
グループに別の場所を割り当てるまで、常に「デフォルト」の場所がデフォルトの場所に設定されます。
7. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
リモートクライアントの場所の管理

ネットワーク検出条件の設定シナリオ 1
リモートクライアントがある場合、最も単純なケースでは、My Company グループと 3 つの場所を使う方法が一般的で
す。これがシナリオ 1 です。
このシナリオでクライアントのセキュリティを管理するため、使う My Company グループの下で、次の場所を作成でき
ます。

• オフィスでログオンするオフィスクライアント。
• VPN を介してリモートから企業ネットワークにログオンするリモートクライアント。
• VPN を介さずにリモートからインターネットにログオンするリモートクライアント。
VPN 接続を使っていないリモートの場所は安全性が最も低いため、最も安全なポリシーを設定します。常にこの場所を
デフォルトの場所にすることがベストプラクティスです。
NOTE
My Company グループ継承をオフにしてグループを追加した場合、追加したグループは、My Company グルー
プに対して設定した場所を継承しません。
次の提案は、シナリオ 1 のベストプラクティスを表します。
シナリオ 1 での場所の認識の条件を設定する方法
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1. オフィス内に置かれたクライアントにオフィスの場所を設定するには。［クライアント］ページで、場所を追加する
グループを選択します。
2. ［ポリシー］タブの［タスク］で、［場所の追加］をクリックします。
3. ［場所の追加ウィザード］で、［次へ］をクリックします。
4. 場所の名前を入力し、必要に応じてその説明を追加して、［次へ］をクリックします。
5. リストボックスで、リストから［クライアントは管理サーバーに接続できます］をクリックして、［次へ］をクリッ
クします。
6. ［完了］をクリックして、［OK］をクリックします。
7. ［タスク］の下で［場所の管理］をクリックして、作成した場所を選択します。
8. ［追加］をクリックして、［AND 関係の基準］をクリックします。
9. ［場所の基準を指定します］ダイアログボックスの［種類］リストで、［ネットワーク接続の種類］をクリックしま
す。
10. ［下で指定するネットワーク接続の種類をクライアントコンピュータが使わない場合］をクリックします。
11. 下部のリストボックスで、組織で使う VPN クライアントの名前を選択して、［OK］をクリックします。
12. ［OK］をクリックして、［場所の管理］ダイアログボックスを終了します。
13. VPN を介してログインしているクライアントのリモートの場所を設定するには、［クライアント］ページで、場所を
追加するグループを選択します。
14. ［ポリシー］タブの［タスク］で、［場所の追加］をクリックします。
15. ［場所の追加ウィザード］で、［次へ］をクリックします。
16. 場所の名前を入力し、必要に応じてその説明を追加して、［次へ］をクリックします。
17. リストボックスで、［ネットワーク接続の種類］をクリックします。
18. ［接続の種類］リストボックスで、組織で使う VPN クライアントの名前を選択して、［次へ］をクリックします。
19. ［完了］をクリックします。
20. ［OK］をクリックします。
21. VPN を介してログオンしていないクライアントにリモートの場所を設定するには、［クライアント］ページで、場所
を追加するグループを選択します
22. ［ポリシー］タブの［タスク］で、［場所の追加］をクリックします。
23. ［場所の追加ウィザード］で、［次へ］をクリックします。
24. 場所の名前を入力し、必要に応じてその説明を追加して、［次へ］をクリックします。
25. リストボックスで、［特定の条件がありません］のままにして、［次へ］をクリックします。
これらの設定を使うことにより、この場所のポリシー (最も厳密で最も安全なポリシー) がデフォルトの場所ポリシー
として使われます。
26. ［完了］をクリックして、［OK］をクリックします。
詳しい情報

• ネットワークの検出条件の設定シナリオ 2
• リモートクライアントの管理
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ネットワーク検出条件の設定シナリオ 2
シナリオ 2 では、シナリオ 1 で指定したものと同じ 2 つのリモート場所と、2 つのオフィスの場所の合計 4 つの場所を
使います。
以下のオフィスの場所を追加します。

• イーサネット接続を介してログオンするオフィス内のクライアント。
• 無線接続を介してログオンするオフィス内のクライアント。
この場合、管理は単純化され、すべてのクライアントはデフォルトのサーバー制御モードで管理されます。ユーザーが
実行できる操作を細かく制御する場合、経験豊富な管理者は混合制御を使うことができます。混合制御設定では、エンド
ユーザーはセキュリティ設定をある程度制御できますが、管理者が必要に応じて、エンドユーザーの変更を上書きできま
す。クライアント制御は、実行できる操作について幅広い自由度をユーザーに提供するため、ネットワークセキュリティ
に大きいリスクを引き起こします。
シマンテック社は、次の状況でのみクライアント制御を使うことを推奨します。

• ユーザーがコンピュータセキュリティに詳しい場合。
• やむを得ない事情で使う場合。
NOTE
オフィス内で一部のクライアントがイーサネット接続を使い、他のクライアントが無線接続を使う場合があり
ます。このため、オフィス内の無線クライアントの手順で最後の条件を設定します。この条件では、両方の接
続が同時に使われているときに、すべての無線トラフィックを遮断するイーサネットの場所ファイアウォール
ポリシールールを作成できます。
イーサネットを介してログオンするクライアントにオフィスの場所を設定するには
1. ［クライアント］ページで、場所を追加するグループを選択します。
2. ［タスク］の下で、［場所の追加］をクリックします。
3. ［場所の追加ウィザード］で、［次へ］をクリックします。
4. 場所の名前を入力し、必要に応じてその説明を追加して、［次へ］をクリックします。
5. リストボックスで、［クライアントは管理サーバーに接続できます］を選択して、［次へ］をクリックします。
6. ［完了］をクリックします。
7. ［OK］をクリックします。
8. ［タスク］の下で［場所の管理］をクリックして、作成した場所を選択します。
9. ［この場所に切り替えるタイミング］の横で、［追加］をクリックしてから、［AND 関係の基準］を選択します。
10. ［場所の基準を指定します］ダイアログボックスの［種類］リストで、［ネットワーク接続の種類］をクリックしま
す。
11. ［下で指定するネットワーク接続の種類をクライアントコンピュータが使わない場合］をクリックします。
12. 下部のリストボックスで、組織で使う VPN クライアントの名前を選択して、［OK］をクリックします。
13. ［追加］をクリックして、［AND 関係の基準］をクリックします。
14. ［場所の基準を指定します］ダイアログボックスの［種類］リストで、［ネットワーク接続の種類］をクリックしま
す。
15. ［下で指定するネットワーク接続の種類をクライアントコンピュータが使う場合］をクリックします。
16. 下部のリストボックスで、［イーサネット］を選択して［OK］をクリックします。
17. ［OK］をクリックして、［場所の管理］ダイアログボックスを終了します。
無線接続を介してログオンするクライアントにオフィスの場所を設定するには
1.
2.
3.
4.

［クライアント］ページで、場所を追加するグループを選択します。
［タスク］の下で、［場所の追加］をクリックします。
［場所の追加ウィザード］で、［次へ］をクリックします。
場所の名前を入力し、必要に応じてその説明を追加して、［次へ］をクリックします。
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リストボックスで、［クライアントは管理サーバーに接続できます］をクリックして、［次へ］をクリックします。
［完了］をクリックします。
［OK］をクリックします。
［タスク］の下で［場所の管理］をクリックして、作成した場所を選択します。
［この場所に切り替えるタイミング］の横で、［追加］をクリックしてから、［AND 関係の基準］をクリックしま
す。
10. ［場所の基準を指定します］ダイアログボックスの［種類］リストで、［ネットワーク接続の種類］をクリックしま
す。
11. ［下で指定するネットワーク接続の種類をクライアントコンピュータが使わない場合］をクリックします。
12. 下部のリストボックスで、組織で使う VPN クライアントの名前を選択して、［OK］をクリックします。
13. ［追加］をクリックして、［AND 関係の基準］をクリックします。
14. ［場所の基準を指定します］ダイアログボックスの［種類］リストで、［ネットワーク接続の種類］をクリックしま
す。
15. ［下で指定するネットワーク接続の種類をクライアントコンピュータが使わない場合］をクリックします。
16. 下部のリストボックスで、［イーサネット］をクリックして［OK］をクリックします。
17. ［追加］をクリックして、［AND 関係の基準］をクリックします。
18. ［場所の基準を指定します］ダイアログボックスの［種類］リストで、［ネットワーク接続の種類］をクリックしま
す。
19. ［下で指定するネットワーク接続の種類をクライアントコンピュータが使う場合］をクリックします。
20. 下部のリストボックスで、［無線］をクリックして［OK］をクリックします。
21. ［OK］をクリックして、［場所の管理］ダイアログボックスを終了します。
5.
6.
7.
8.
9.

詳しい情報

• ネットワークの検出条件の設定シナリオ 1
• リモートクライアントの管理

場所に対する通信の設定
デフォルトでは、グループレベルで管理サーバーとクライアント間の通信設定を行います。ただし、グループ内の個々の
場所に対してこれらの設定を行うこともできます。たとえば、クライアントコンピュータが VPN で接続する場所には別
の管理サーバーを使うことができます。管理サーバーに同時に接続するクライアントの数を最小にするために、場所ごと
に異なるハートビートを指定できます。
場所に対して次の通信設定を設定できます

•
•
•
•
•
•

クライアントが実行する制御モード
クライアントが使う管理サーバーリスト
クライアントが動作するダウンロードモード
クライアントで実行されるすべてのアプリケーションのリストを収集し、管理サーバーにそのリストを送信するかど
うか
クライアントがダウンロードのために使うハートビート間隔
管理サーバーでデフォルトの管理サーバーまたはグループ更新プロバイダからのコンテンツのダウンロードをランダ
ム化するかどうか
NOTE
Mac クライアントの場合は、これらの設定の一部のみを設定できます。
場所に対する通信設定を設定するには
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1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］ページで、グループを選択します。
3. ［ポリシー］タブの［場所固有のポリシーと設定］で、場所の下の［場所固有の設定］を展開します。
4. ［通信の設定］の右側で、［タスク］をクリックし、［グループ通信設定を使う］のチェックマークをはずします。
5. ［タスク］を再びクリックし、［設定の編集］をクリックします。
6. ［場所名の通信設定］ダイアログボックスで、指定した場所専用の設定を変更します。
7. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• プッシュモードまたはプルモードを使用した、クライアントのポリシーとコンテンツの更新
• リモートクライアントの場所の管理
• クライアントのグループの管理

リモートクライアントのセキュリティポリシーの強化について
リモートユーザーを管理する場合、基本的に次のどちらかの方針を採ります。

• リモートユーザーによるそれぞれのコンピュータの使用を妨げないように、デフォルトのポリシーをそのまま使う。
• リモートユーザーが行える操作を制限することになっても、デフォルトセキュリティポリシーを強化してネットワー
クの保護を高める。

ほとんどの状況で、リモートクライアントのセキュリティポリシーを強化する方法がベストプラクティスになります。
ポリシーは、共有としても非共有としても作成でき、グループに割り当てることも場所に割り当てることもできます。
共有ポリシーは、すべてのグループおよび場所に適用され、継承できるポリシーです。非共有ポリシーは、グループ内の
特定の場所にのみ適用されるポリシーです。通常、複数のグループおよび場所でポリシーを簡単に変更できるため、共有
ポリシーを作成する方法がベストプラクティスであると考えられます。ただし、場所固有の特定のポリシーが必要な場合
は、非共有ポリシーとして作成するか、または非共有ポリシーに変換する必要があります。
詳しい情報
リモートクライアントの管理

リモートクライアントのファイアウォールポリシー設定のベストプラクティス
以下の表で、シナリオとベスト プラクティスの推奨事項について説明します。
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Table 75: ファイアウォールポリシーのベストプラクティス
シナリオ

推奨事項

ユーザーが VPN を使わずにログオ
ンするリモートの場所

• VPN を使わずにリモートでログオンするクライアントに最も厳格なセキュリティポリシーを
•

•
ユーザーが VPN 経由でログオンす
るリモートの場所

割り当てます。
NetBIOS の保護を有効にします。

Note: リモートクライアントが VPN 経由で企業ネットワークにログオンする場所について
は、NetBIOS の保護を有効にしないでください。このルールは、リモートクライアントが企
業ネットワークではなくインターネットに接続される場合のみ適切です。
セキュリティを向上させるため、NetBIOS ポート 135、139、445 で、ローカルの TCP トラ
フィックをすべて遮断します。

• すべてのアダプタでトラフィックを遮断するルールはすべてそのまま残します。それらの
•
•
•

ルールは変更しないでください。
すべてのアダプタで VPN トラフィックを許可するルールはそのまま残します。そのルール
は変更しないでください。
処理として［許可する］を使うすべてのルールで、［アダプタ］列を［すべてのアダプタ］
から、使っている VPN アダプタの名前に変更します。
他のトラフィックをすべて遮断するルールを有効にします。

Note: VPN によって分割トンネリングが起きる可能性を回避したければ、これらの変更をすべ
て作成する必要があります。
ユーザーがイーサネットまたは無
線接続経由でログオンするオフィ
スの場所

デフォルトのファイアウォールポリシーを使います。無線接続の場合は、無線 EAPOL を許可
するルールが有効になっていることを確認します。802.1x は接続の認証に EAPOL（Extensible
Authentication Protocol over LAN）を使います。

詳しい情報

• ファイアウォールポリシーの作成
• ルールの追加ではなくネットワークサービスのための通信の有効化

リモートクライアントの通知の有効化について
VPN を介してログオンしていないリモートクライアントの場合、次の状況でクライアント通知をオンにする方法がベス
トプラクティスです。

• 侵入検出

•

場所固有のサーバーを使うことによってこれらの通知をオンにすることも、［クライアントユーザーインターフェー
ス制御の設定］で［混合制御］オプションを選択することもできます。［クライアントユーザーインターフェースの
設定］タブで設定をカスタマイズできます。
ウイルスとセキュリティリスク
ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーで、これらの通知をオンにできます。

通知をオンにしておくと、セキュリティ上の問題が起きたときにリモートユーザーがこのことを確実に把握できます。
詳しい情報
リモートクライアントの管理

管理サーバーからのリモートクライアントの監視について
通知とログは、安全な環境を保守するために不可欠です。一般に、他のクライアントの監視と同じ方法で、リモートクラ
イアントを監視してください。保護が最新になっており、現在、ネットワークが攻撃されていないことを常に確認してく
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ださい。ネットワークが攻撃されている場合は、背後で攻撃を行っている人物と、その攻撃方法を明らかにするよう考え
ます。
ホームページの優先設定は、Symantec Endpoint Protection Manager でデータを表示する期間を特定します。デフォルト
では、ホームページのデータは過去 12 時間に接続したクライアントのみを示します。高い頻度でオフラインになってい
るクライアントが多い場合は、ログとレポートを参照することが、監視のうえで最良の選択肢になります。ログとレポー
トでは、オフラインのクライアントを含めるようにデータをフィルタ処理できます。
モバイルクライアントがアップロードするクライアントログデータの一部を制限する場合でも、次の表示内容を調べるこ
とができます。
Table 76: リモートクライアントのセキュリティを監視する表示
ディスプレイ

説明

［ホーム］>［エンドポイントの
状態］

内容が最新かどうか、または保護がオフになっていないかどうかを表示します。
次の状態を確認できます。
• コンテンツの日付とバージョン番号
• クライアント接続数
• 有効および無効な保護数
［詳細］をクリックすると、各クライアントの状態を確認できます。

［ホーム］>［セキュリティの状
態］

システムセキュリティの概要を表示します。［ウイルスとリスクの活動の概略］を表示して、
ネットワークが攻撃を受けているかどうかを確認します。
［詳細］をクリックすると、各セキュリティ保護技術の状態を確認できます。

［ホーム］>［ウイルスとリスク
の活動の概略］

検出されたウイルスとリスクの活動や、クリーニング、遮断、検疫などの適用した処理を表示し
ます。

［監視］>［概略の種類］>［ネッ 攻撃の種類と攻撃元についての情報を表示します。
トワーク脅威防止］

詳しい情報

• リモートクライアントの管理
• クラウドコンソールからのローミング Symantec Endpoint Protection クライアントの監視

クラウドコンソールからのローミング Symantec Endpoint Protection クライアント
の監視
ローミング Symantec Endpoint Protection クライアントは、管理サーバーに断続的に接続するクライアントです。ローミ
ングクライアントは、空港、ホテル、他の企業など、通常よりリスクの高いさまざまな場所でインターネットにアクセス
します。Symantec Endpoint Protection Manager は、ネットワークの検出を使用して、これらのクライアントコンピュー
タにネットワーク上やネットワーク外の保護を提供します。
14.1 以前のローミングクライアントは、接続されたときのみ重要なイベントを管理サーバーに送信します。14.2 以降、
ローミングクライアントは、管理サーバーに接続できないときは重要なイベントを自動的にクラウドコンソールに送信し
ます。ローミングクライアントは、管理サーバーに再接続した後、新しい重要なイベントを管理サーバーに送信します。
また、このクライアントはそれ以降ローミングとは見なされません。
重要なイベントのリストを Symantec Endpoint Protection Manager のセキュリティポリシーを強化する手段として使用
します。たとえば、特定のホテルに「従業員 A」が存在しているときに、「従業員 A」のクライアントが大量のサービス
拒否攻撃を受けているとします。これにより、そのホテルの場所を作成して、ファイアウォールポリシーでサービス拒否
攻撃検出を有効にできます。
詳細については、次を参照してください。
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• クラウドポータルが表示する重要なイベントとは
• 管理サーバーからのリモートクライアントの監視について
• Endpoint Protection の場所の認識機能に関するベストプラクティス
ローミングクライアントと重要なイベントを見つける
ローミングしているクライアントを見つけるには、次の項目を探します。

• デバイスが管理サーバーではなくクラウドコンソールに直接接続されているかどうか
• Symantec Endpoint Protection Manager のネットワークの検出ポリシーで定義される場所
• クライアントの外部 IP アドレス
ローミングクライアントと重要なイベントを見つけるには
1. クラウドコンソールで［警告とイベント］に移動します。
2. ［セキュリティイベント］タブの［接続の種類］で、［クラウド］をクリックしてクライアントがクラウドコンソー
ルに送信するイベントを表示します。
管理サーバーが送信するイベントを表示するには、［Symantec Endpoint Protection Manager］をクリックしま
す。
3. ［重大度］で［致命的］をクリックします。
クラウドコンソールは、ローミングクライアントが検出した重要なセキュリティイベントのみフィルタ処理して表示
します。
4. 場所と外部 IP アドレスを発見するには、デバイスを選択してデバイスの位置情報のエントリを探します。
クラウドコンソールが表示する重要なイベントとは
ローミングクライアントは、次のセキュリティイベントをクラウドコンソールにアップロードします。

•
•
•
•
•
•
•
•

ポートスキャンイベント
MAC 詐称
サービス拒否
カナリア
IPS
ディセプション
メモリエクスプロイト緩和機能
ホストインテグリティのコンプライアンス

ローミングクライアントは、次のセキュリティイベントをクラウドコンソールにアップロードします。

• ウイルス対策
• SONAR

管理者アカウントの管理
管理者アカウントを使って Symantec Endpoint Protection Manager データセンターを管理できます。管理者は Symantec
Endpoint Protection Manager にログオンし、ポリシー設定の変更、グループの管理、レポートの実行、クライアントソ
フトウェアのインストール、その他の管理タスクを行います。
デフォルトのアカウントは、すべての機能にアクセスできるシステム管理者アカウントです。また、タスクのサブセット
を行う必要がある管理者のために、より制限された管理者アカウントを追加できます。
規模の小さい会社では、単一の管理者とドメインのみを必要とする場合もあります。複数のサイトや Windows ドメイン
を持つ規模の大きい会社では、複数の管理者（その一部は他の管理者よりも多くのアクセス権を持つ）が必要になること
もあります。また、Symantec Endpoint Protection Manager 内に複数のドメインを追加する必要がある場合もあります。
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ドメイン、管理者アカウント、管理者アカウントのパスワードは、［管理］ページで管理します。
Table 77: アカウントの管理
タスク

説明

複数のドメインを追 ドメインを追加するかどうかを決定します。次のサイトを参照してください。
加するかどうかを決 • ドメインについて
定する
• ドメインの追加
• 現在のドメインへの切り替え
管理者アカウントを Symantec Endpoint Protection Manager コンソールにアクセスする必要がある管理者用のアカウントを追加し
追加する
ます。
1. 必要な管理者アカウントの種類とアクセス権のレベルを追加します。次のサイトを参照してください。
– 管理者アカウントとアクセス権について
– 管理者アカウントの追加とアクセス権の設定
2. Symantec Endpoint Protection Manager にログオンするときの管理者の認証方法を選択します (省略可能)。
デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection Manager データベースは管理者のクレデンシャルを認証し
ます。次のサイトを参照してください。
管理者アカウントの認証方法の選択
管理者アカウント
デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection Manager は、ユーザーが管理者アカウントを使って Symantec
をロック解除または Endpoint Protection Manager へのログオンを試みた回数が多すぎると、その管理者をロックします。この設定
ロックする
を、試行回数を増やすか、管理者をロックする時間を増やすように設定できます。
管理者がアカウントからロックされた場合、指定された時間を待たなければ再度ログオンできません。ロック
アウト間隔の間はアカウントのロックを解除できません。次のサイトを参照してください。
ログオン失敗回数が多すぎる管理者のアカウントのロック解除
紛失したパスワード
の変更とリセット

• お使いのアカウントまたは別の管理者のアカウントのパスワードを変更します。次のサイトを参照してくだ
•

•
•

さい。
管理者アカウントまたはデフォルトデータベースのパスワードの変更
紛失したパスワードをリセットするには、管理サーバーのログオン画面に表示される［パスワードを忘れた
場合］リンクを使います。管理者は、仮パスワードをアクティブ化するリンクを含む電子メールを受信しま
す。次のサイトを参照してください。
– 忘れた Symantec Endpoint Protection Manager パスワードのリセット
– ［パスワードを忘れた場合］リンクを表示して、管理者が紛失したパスワードをリセットできるように
する
管理者が管理サーバーのログオン画面のユーザー名とパスワードを保存できるようにします。次のサイトを
参照してください。
ログオン画面への［ユーザー名を記憶する］と［パスワードを記憶する］のチェックボックスの表示
管理者のログオンパスワードを特定の日数後に強制的に期限切れにします。次のサイトを参照してくださ
い。
ログオン画面への［ユーザー名を記憶する］と［パスワードを記憶する］のチェックボックスの表示

Symantec Endpoint 各種の管理者用に、次のログオンオプションを設定できます。
Protection Manager • ログオン前に読む管理者のためのメッセージを表示します。次のサイトを参照してください。
のログオンオプショ
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン前に管理者が見るメッセージの表示
ンの設定
• 特定の管理者がリモートでログオンできるように、またはログオンできないように、管理コンソールへのロ
グオンアクセスを許可またはブロックします。次のサイトを参照してください。
リモート Symantec Endpoint Protection Manager コンソールのアクセスの認可または遮断
• 管理者が管理サーバーにログオンし続けることのできる期間を変更します。次のサイトを参照してくださ
い。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン状態を維持するためのタイムアウト期間の
変更
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン

220

管理者アカウントとアクセス権について
Symantec Endpoint Protection Manager をインストールするときに、admin というデフォルトのシステム管理者アカウ
ントが作成されます。システム管理者アカウントは Symantec Endpoint Protection Manager のすべての機能に管理者ア
クセス権を与えます。
セキュリティの管理を容易にするために、システム管理者アカウント、ドメイン管理者アカウント、限定管理者アカウン
トを追加できます。ドメイン管理者と限定管理者は Symantec Endpoint Protection Manager 機能のサブセットにアクセ
スできます。
会社内で必要な役割の種類とアクセス権に基づいて、必要なアカウントを選択します。たとえば、大きい会社では次の種
類の役割を使うことがあります。

• 管理サーバーとクライアントのインストールパッケージをインストールする管理者。製品がインストールされた後、
操作を管理する管理者が引き継ぐ。これらの管理者のほとんどはシステム管理者です。

• 操作管理者はサーバー、データベースを保守し、パッチをインストールする。単一ドメインの場合は、操作管理者が
サイトを全面的に管理する権限を持つドメイン管理者である場合もあります。

• クライアントのウイルス対策とスパイウェア対策のポリシーと LiveUpdate のポリシーを作成して保守するウイルス
•
•

対策管理者。この管理者のほとんどは限定管理者です。
セキュリティを担当し、クライアントのファイアウォールポリシーと侵入防止ポリシーを作成して保守するデスク
トップ管理者。この管理者のほとんどはドメイン管理者です。
レポートを作成し、ポリシーへの読み取り専用アクセスがあるヘルプデスク管理者。ウイルス対策管理者とデスク
トップ管理者はヘルプデスク管理者が送信するレポートを確認する。ヘルプデスク管理者のほとんどは、レポート権
とポリシー権が認可されている限定管理者です。

Table 78: 管理者の役割と職務
管理者の役割

職務

システム管理者

システム管理者は、すべての機能とタスクに対して制限のない完全なアクセス権で Symantec Endpoint
Protection Manager コンソールにログオンできます。
システム管理者は他のシステム管理者アカウント、ドメイン管理者アカウント、限定管理者アカウントを作成
し、管理できます。
システム管理者は次のタスクを実行できます。
• すべてのドメインを管理する。
• ライセンスを管理する。
• すべてのコンソールの設定を表示して管理する。
• データベースと管理サーバーを管理する。

管理者

管理者は、単一ドメインを表示し、管理できるドメイン管理者です。ドメイン管理者は単一のドメインに対し
てのみシステム管理者と同じ権限を持ちます。
デフォルトでは、ドメイン管理者はドメインを管理する完全なシステム管理者権限を付与されますが、サイト
に対しては付与されません。単一ドメイン内のサイト権限を明示的に付与する必要があります。ドメイン管理
者は自分のサイト権限は修正できませんが、他の管理者と限定管理者のサイト権限を修正できます。
ドメイン管理者は次のタスクを実行できます。
• 単一ドメイン内の管理者アカウントと限定管理者アカウントを作成して管理する.
ドメイン管理者は自分のサイト権限を修正できません。システム管理者がこの機能を実行する必要があり
ます。
• レポートの実行、サイトの管理、パスワードのリセット。
• ライセンスを管理できない。システム管理者のみがライセンスを管理できます。
詳細については、次を参照してください。
ドメインについて
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管理者の役割
限定管理者

職務
限定管理者は、制限付きアクセス権で Symantec Endpoint Protection Manager コンソールにログオンできま
す。限定管理者はデフォルトではアクセス権を持ちません。システム管理者役割は、限定管理者にタスクの実
行を許可するアクセス権を明示的に付与する必要があります。
アクセス権を制限すると、限定管理者は管理サーバーユーザーインターフェースの一部を利用できません。次
に例を示します。
• レポート権のない限定管理者は、［ホーム］、［監視］、［レポート］の各ページを表示できません。
• ポリシー権のない限定管理者はポリシーを表示することも修正することもできません。さらに、ポリシー
を適用することも、置換することも、撤回することもできない。

詳しい情報

• 管理者アカウントの追加とアクセス権の設定
• 管理者アカウントの管理

管理者アカウントの追加とアクセス権の設定
システム管理者は、別のシステム管理者、管理者、または限定管理者を追加できます。ドメイン内の管理者は、アクセス
権の制限が自分のアクセス権と同じかそれより緩い他の管理者を追加できます。管理者は限定管理者を追加して、アクセ
ス権を設定できます。
管理者アカウントを追加するには
1. コンソールで、［管理］>［管理者］の順にクリックします。
2. ［タスク］の下で、［管理者を追加する］をクリックします。
3. ［管理者の追加］ダイアログボックスの［全般］タブで、ユーザー名と電子メールアドレスを入力します。
4. ［アクセス権］タブで、管理者アカウントの種類を指定します。
限定管理者用のアカウントを追加する場合、管理者のアクセス権も指定する必要があります。無効状態では、アクセ
ス権が一切与えられていない限定管理者のアカウントが作成され、限定管理者は管理サーバーにログオンできませ
ん。次のサイトを参照してください。
管理者アカウントとアクセス権について
5. ［認証］タブの［Symantec Endpoint Protection Manager 認証］に、管理者がログオンに使用するパスワードを入
力します。
管理者が Symantec Endpoint Protection Manager にログオンするときに、Symantec Endpoint Protection Manager は
データベースでユーザー名とパスワードが正しいかどうかを検証します。次のサイトを参照してください。
管理者アカウントの認証方法の選択
6. ［OK］をクリックします。

管理者アカウントの認証方法の選択
ログオンする前に管理者の資格情報を確認するために管理サーバーが使用する認証方法を、いくつかの方法から選択でき
ます。
サードパーティ製品を使った認証方法では、Symantec Endpoint Protection Manager の管理者アカウントのデータベース
にエントリがありますが、サードパーティ製サーバーがユーザー名とパスワードを検証します。
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Table 79: 認証方法
次のように入力します。

使うとき

Symantec Endpoint
Protection Manager 認証
（デフォルト）

Symantec Endpoint Protection Manager データベースに保存されている管理者のユーザー名とパスワード
で管理者を認証します。管理者が管理サーバーにログオンするときに、管理サーバーはデータベースで
ユーザー名とパスワードが正しいかどうかを検証します。
［パスワードを無期限にする］オプションを表示することで、管理者アカウントの期限切れが発生しない
ようにすることができます。次のサイトを参照してください。
無期限の Symantec Endpoint Protection Manager ログオンパスワードの有効化

2 要素認証

スマートフォンでの Symantec VIP 認証によって管理者を認証します。管理者はログオンするときに、パ
スワードに加えて、固有のワンタイム認証コードを入力します。
このオプションを使用できるようにするには、まず、適切な PKCS キーストアファイルとキーストアのパ
スワードを追加する必要があります。次のサイトを参照してください。
Symantec VIP を使用した 2 要素認証の設定

RSA SecurID 認証

RSA SecurID トークン (ソフトウェア RSA トークンは除く)、RSA SecurID カード、RSA キーパッドカー
ド (RSA スマートカードは除く) を使用して管理者を認証します。
RSA SecurID 機構を使う管理者を認証するには、RSA Authentication Manager サーバーを最初にインス
トールして RSA SecurID の暗号化された認証を有効にします。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager での RSA SecurID 認証の使用

ディレクトリサーバー認
証

LDAP サーバーまたは Microsoft Active Directory サーバーで管理者を認証します。
Active Directory または LDAP ディレクトリサーバーを使って管理者を認証するには、ディレクトリサー
バーでアカウントを設定する必要があります。ディレクトリサーバーと Symantec Endpoint Protection
Manager 間の接続も確立する必要があります。接続を確立しないと、Active Directory サーバーからユー
ザーをインポートしたり、ユーザーをこのサーバーと同期したりできません。
Note: 同期は Active Directory サーバーのみで可能です。LDAP サーバーとの同期はサポートされていませ
ん。
詳細については、次を参照してください。
• ディレクトリサーバーへの Symantec Endpoint Protection Manager の接続
• ディレクトリサーバーに対する認証の確認

スマートカード認証

米国連邦政府機関の文民または軍関係者で、PIV カードまたは CAC を使用してログオンする必要のある
管理者を認証します。次のサイトを参照してください。
スマートカードでログオンする管理者を認証するように Symantec Endpoint Protection Manager を設定す
る

管理者アカウントの認証方法を選択するには
1. 管理者アカウントを追加します。次のサイトを参照してください。
管理者アカウントの追加とアクセス権の設定
2. Symantec Endpoint Protection Manager 認証（デフォルト）を使用しない場合は、［認証］タブで認証方法を選択
します。
3. ［OK］をクリックします。
4. ［変更の確認］ダイアログボックスで、Symantec Endpoint Protection Manager にログオンするために使うパスワー
ドを入力して［OK］をクリックします。
認証方法を切り替えるには、管理者アカウントのパスワードを入力する必要があります。
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Symantec Endpoint Protection Manager での RSA SecurID 認証の使用
NOTE
IPv6 環境で RSA SecurID 認証を使用するには、Symantec Endpoint Protection Manager サーバーに IPv4 ス
タックをインストールして有効にする必要があります。
(IPv6 ネットワークはバージョン 14.2 以降でサポートされます。)
Symantec Endpoint Protection Manager 管理者を認証するように RSA SecurID を設定
Symantec Endpoint Protection Manager を使う管理者を RSA SecurID で認証するには、最初に RSA Authentication
Manager サーバーへの接続を設定して、暗号化された認証を有効にする必要があります。
Symantec Endpoint Protection Manager 管理者を認証するように RSA SecurID を設定する方法
1. 必要に応じて、RSA Authentication Manager サーバーをインストールします。RSA Authentication Manager 8.1 を使
用します。
2. Symantec Endpoint Protection Manager サーバーに RSA Authentication Agent をインストールし、正しく設定し
て、RSA サーバーに接続します。RSA Authentication Agent 7.x を使用します。
3. Symantec Endpoint Protection Manager サーバーが有効なホストとして RSA Authentication Manager サーバーに登録
されることを確認します。
4. RSA Authentication Manager サーバー上の sdconf.rec ファイルにネットワークアクセスできることを確認しま
す。
5. 同期された SecurID カードまたはキーフォブを管理サーバーアカウントに割り当てます。RSA Authentication
Manager サーバーでログオン名をアクティブ化します。
6. 管理者が利用可能な RSA PIN またはパスワードを所有していることを確認します。
シマンテック社がサポートする RSA のログオンの種類は次のとおりです。
– RSA SecurID トークン（ソフトウェア RSA トークンは除く）
– RSA SecurID カード
– RSA キーパッドカード（RSA スマートカードは除く）
RSA SecurID を使って管理サーバーにログオンするには、管理者はログオン名、トークン（ハードウェア）、PIN 番
号を所有している必要があります。
RSA Authentication Agent をインストールして RSA SecurID 認証を使用するように Symantec Endpoint Protection
Manager サーバを設定
Symantec Endpoint Protection Manager で RSA SecurID を使うには、RSA Authentication Agent を Symantec Endpoint
Protection Manager サーバーにインストールして、SecurID Authentication クライアントとして設定します。
RSA Authentication Agent をインストールするには
1. RSA Authentication Agent のソフトウェアを Symantec Endpoint Protection Manager サーバーにインストール
します。このソフトウェアをインストールするには、RSA Authentication Agent のインストールファイルから
Windows .msi ファイルを 実行します。
2. sdconf.rec ファイルを RSA Authentication サーバーから Symantec Endpoint Protection Manager サーバーにコ
ピーします。
RSA Authentication Agent の以前のバージョンの場合は、nodesecret.rec、sdconf.rec、agent_nsload.exe
をコピーします。
Symantec Endpoint Protection Manager サーバーを設定して、RSA SecurID 認証を使うには
1. Symantec Endpoint Protection Manager コンソールにログオンして、［管理］、［サーバー］の順にクリックしま
す。
2. ［サーバー］の［ローカルサイト］で、管理サーバーをクリックします。
3. ［タスク］で、［SecurID 認証の設定］をクリックします。
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4. ［SecurID 認証の設定ウィザードにようこそ］パネルで、［次へ］をクリックします。
5. SecurID 認証の設定ウィザードの［必要条件］パネルで、前提条件を読んでそれらをすべて満たしていることを確認
します。
6. ［次へ］をクリックします。
7. SecurID 認証の設定ウィザードの［RSA ファイルのアップロード］パネルで、sdconf.rec ファイルがあるフォル
ダを参照します。
パス名を入力することもできます。
8. ［次へ］をクリックし、［テスト］をクリックして設定をテストします。
9. ［テストの設定］ダイアログボックスで、SecurID のユーザー名とパスワードを入力し、［テスト］をクリックしま
す。
これで認証が正常に実行されました。
RSA SecurID 認証を使用する Symantec Endpoint Protection Manager 管理者の追加
前の手順を完了すると、Symantec Endpoint Protection Manager 管理者を追加できます。
RSA SecurID 認証を使用する Symantec Endpoint Protection Manager 管理者を追加する方法
1. 管理者アカウントを追加します。次のサイトを参照してください。
管理者アカウントの追加とアクセス権の設定
2. ［認証］タブで、RSA SecurID 認証をクリックします。
このオプションを利用できない場合は、設定ガイドラインを確認します。次のサイトを参照してください。
RSA SecurID を設定して認証する
3. ［OK］をクリックします。
RSA SecurID 認証を使うように既存の管理者アカウントを変更することもできますが、その方法は、特にデフォルト
の管理者アカウント「admin」に対して、推奨されません。既存のユーザーを編集するときに無効な情報を指定する
と、そのユーザーを復帰することはさらに困難です。
ただし、既存の管理者アカウントを変更する場合は、［変更の確認］ダイアログボックスで、Symantec Endpoint
Protection Manager にログオンするために使うパスワードを入力して［OK］をクリックします。
認証方法を切り替えるには、管理者アカウントのパスワードを入力する必要があります。次のサイトを参照してくだ
さい。
管理者アカウントの認証方法の選択

Symantec VIP を使用した 2 要素認証の設定
環境内で Symantec VIP の 2 要素認証を使用する場合、Symantec Endpoint Protection Manager の管理者がこれを使用し
て承認するように設定できます。
2 要素認証により、セキュリティの追加レイヤーがログオンプロセスに追加されます。2 要素認証が有効になったら、
ログオン時に、パスワードに加えて固有のワンタイム認証コードを入力する必要があります。コードは、音声、テキス
ト、無料の Symantec VIP Access アプリで受信できます。最も安全で使用しやすいため、アプリの使用が推奨されま
す。Symantec VIP の概要については、次を参照してください。
Symantec VIP: エンタープライズクラスの認証を誰でも簡単に
Symantec Endpoint Protection Manager 認証を使用する個別の管理者に対して、それぞれの 2 要素認証設定を管理しま
す。RSA SecurID 認証またはディレクトリ認証を使用して認証する管理者は、2 要素認証は使用できません。
NOTE
2 要素認証は、IPv6 を使用する場合、または FIPS 対応環境ではサポートされていません。
Symantec VIP を使用して Symantec Endpoint Protection Manager の 2 要素認証を設定する方法
1. コンソールで、［管理］ > ［サーバー］をクリックし、ローカルサーバー名をクリックします。
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2. ［タスク］で、［VIP 認証の設定］をクリックします。
3. PKCS キーストアファイルを参照して選択し、キーストアのパスワードを入力して、［OK］をクリックします。
証明書は、複製しなくても、同じサイトの他の Symantec Endpoint Protection Manager コンソールに自動的に伝播し
ます。サイトの各 Symantec Endpoint Protection Manager サイトに証明書を手動で追加する必要はありません。
別のサイトの Symantec Endpoint Protection Manager に証明書を伝播するには、サイト同士が複製パートナーである
必要があります。
Symantec VIP を使用して 2 要素認証の管理者を設定するには
1. Symantec Endpoint Protection Manager 管理者に、大文字と小文字の区別を含め正確に一致する Symantec VIP
Manager 上での対応するユーザー名があることを確認します。2 つのユーザー名のパスワードは、一致する必要はあ
りません。
ユーザー名を設定する方法については、Symantec VIP Manager のマニュアルを参照してください。次のサイトを参
照してください。
Symantec VIP Access Manager 3.0 管理者ガイド
2. コンソールで、［管理］ > ［サーバー］ > ［管理者］とクリックします。
3. 既存の管理者を選択し、［管理者の編集］をクリックします。
設定する新しい管理者を追加することもできます。
4. ［認証］タブで［VIP を使用する 2 要素認証を有効にする］をクリックします。

スマートカードでログオンする管理者を認証するように Symantec Endpoint Protection Manager
を設定する
バージョン 14.2 以降では、米国連邦政府機関で作業する管理者は、スマートカードを使用して Symantec Endpoint
Protection Manager にログオンできます。
スマートカード認証を設定するには、管理者は次の手順を実行する必要があります。

•
•
•
•

ステップ 1: スマートカード認証のための Symantec Endpoint Protection Manager の設定
ステップ 2 (省略可能): 失効確認を実行する管理サーバーの設定 (ダークネットワークでは必須)
ステップ 3 （省略可能）： 管理者アカウントの追加とスマートカードの登録（ダーク ネットワークでは必須）
ステップ 4: スマートカードを使用した Symantec Endpoint Protection Manager へのログオン

スマートカードについて
米国連邦政府機関は、HSPD-12 必要条件のためにスマートカード認証対応のソフトウェアシステムを使用するようにな
りました。米国連邦政府のスマートカードには、カード保有者に連邦施設と情報システムへのアクセス権を付与するのに
必要なデータが含まれています。このアクセスで、連邦の該当するすべてのアプリケーションに適切なレベルのセキュリ
ティが保証されます。
一部の Windows クライアントコンピュータまたはワークステーションでは、すでに PIV または CAC リーダーがキー
ボードに組み込まれています。
Symantec Endpoint Protection Manager は、次の種類のスマートカードを使用する管理者を認証します。

• 個人識別検証 (PIV) カード (文民の場合)
• 一般アクセスカード (CAC) (軍関係者の場合)
• FIPS モード: Symantec Endpoint Protection Manager は、ECDSA と RSASSA-PSS を使用して署名されたスマート
カードをサポートしません。

• 非 FIPS モード: Symantec Endpoint Protection Manager は、RSASSA-PSS を使用して署名されたスマートカードを
サポートしません。

詳細については、次を参照してください。
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HSPD-12
ステップ 1: スマートカード認証のための Symantec Endpoint Protection Manager の設定
このステップでは、カード証明書が適切な機関によって発行されていることを検証します。そして、管理者がログオンし
た時点で、管理サーバーはスマートカードの証明書を読み取り、これを CA 証明書と照合して検証します。
証明書ファイルを検証するため、管理サーバーは、証明書ファイルがインターネット上の証明書失効リスト (CRL) に表
示されていないことを確認します。
管理者のコンピュータにすべてのルートファイルと中間ファイルが存在していることを確認します。この条件を満たさな
い場合、ログオンできません。
スマートカード認証のために Symantec Endpoint Protection Manager を設定するには
1. コンソールで、［管理］ > ［サーバー］をクリックし、ローカル管理サーバー名を選択します。
2. ［タスク］で［スマートカード認証を設定する］をクリックします。
3. ［ルート証明書または中間証明書ファイルのパスを指定してください］テキストボックスで 1 つ以上の証明書ファイ
ルを参照し、［OK］をクリックします。
失効を確認する必要があるすべての証明書ファイルを選択します。複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押し
ます。
省略可能: 管理者がログオンする管理サーバーがインターネットにアクセスできない場合、［証明書失効リストのパ
スを指定してください］テキストボックスに .crl または .pem ファイルを追加します。また、これらの管理サーバー
で次のタスクを実行する必要があります。次のサイトを参照してください。
ステップ 2 (省略可能): 失効確認を実行する管理サーバーの設定 (ダークネットワークでは必須)
4. ［OK］をクリックします。
5. 管理者が Web コンソールを利用してリモートで Symantec Endpoint Protection Manager にログオンする場
合、Symantec Endpoint Protection Manager サービスと Symantec Endpoint Protection Manager Web サービスを再
起動する必要があります。次のサイトを参照してください。
管理サーバーサービスの停止と開始
ステップ 2 (省略可能): 失効確認を実行する管理サーバーの設定 (ダークネットワークでは必須)
管理サーバーがインターネットにアクセスできない場合、代わりに管理サーバーコンピュータの CRL ファイルを確認す
るように管理サーバーを設定する必要があります。この確認がない場合、管理者は引き続きログオンできますが、管理
サーバーは CRL ファイルを確認できず、セキュリティ上の問題が発生する可能性があります。
失効確認を実行するように管理サーバを設定する方法（ダーク ネットワークでは必須）
1. この管理サーバーで、次のファイルを開きます: <Symantec Endpoint Protection Manager #########
>\tomcat\etc\conf.properties
2. conf.properties ファイルに smartcard.cert.revocation.ocsp.crldp.enabled=false を追加してファ
イルを保存します。
3. 管理サーバーサービスを再起動します。次のサイトを参照してください。
管理サーバーサービスの停止と開始
ステップ 3 （省略可能）： 管理者アカウントの追加とスマートカードの登録（ダーク ネットワークでは必須）
このステップでは、PIV 認証を設定して、管理者をスマートカードのユーザーとして認証します。PIV 認証には、証明書
とキーのペアが必要です。これは、PIV 資格情報が権限のあるエンティティによって発行され、期限が切れておらず、失
効していないことを確認するために使用されます。PIV 資格情報は、管理者が資格情報の発行対象と同じ個人であること
も識別します。
また、このステップは、ユーザーがユーザー名を入力して、カードを挿入し、スマートカードの PIN を入力するだけで
Symantec Endpoint Protection Manager にログオンできるようにします。Symantec Endpoint Protection Manager のパス
ワードを入力する必要はありません。
IPv6 ではスマートカード認証はサポートされません。
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管理者アカウントを追加してスマートカードを登録する方法（ダーク ネットワークでは必須）
1. コンソールで、［管理］ > ［サーバー］ > ［管理者］とクリックします。
2. 新しい管理者を追加するか、既存の管理者を編集します。次のサイトを参照してください。
管理者アカウントの追加とアクセス権の設定
3. ［認証］タブで［スマートカード認証を有効にする］をクリックします。
4. その管理者の PIV カードまたは CAC の認証証明書ファイルを参照し、［OK］をクリックします。
5. ［変更の確認］ダイアログボックスに管理者のパスワードを入力して、［OK］をクリックします。
Symantec Endpoint Protection Manager へのログインでスマートカードを使用する管理者すべてに対してこのステッ
プを繰り返します。
ステップ 4: スマートカードを使用した Symantec Endpoint Protection Manager へのログオン
Symantec Endpoint Protection Manager にログオンするには、管理者は、カードをスマートカードリーダーに挿入し
て、PIN 番号を入力します。スマートカードの管理者がログオンして管理サーバーを使用している間、カードは常にス
マートカードリーダーに挿入されている必要があります。管理者がスマートカードを取り除くと、Symantec Endpoint
Protection Manager は 30 秒以内に管理者をログオフします。
Java コンソールと Web コンソールはスマートカード認証をサポートします。RMM コンソールと REST API はスマート
カード認証をサポートしません。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン
トラブルシューティングと複製
2 つのサイトが互いを複製する場合、最も新しく設定された CA ファイルを持つサイトが他のすべてのサイトの CA ファ
イルを上書きします。

管理者アカウントのディレクトリサーバー認証のテスト
作成した管理者アカウントのユーザー名とパスワードが、Active Directory または LDAP サーバーによって認証されるこ
とを確認できます。確認するときに、ユーザー名とパスワードが正しく追加されたかどうか、およびディレクトリサー
バー上にアカウント名が存在するかどうかが評価されます。
ディレクトリサーバーで使うユーザー名とパスワードと同じものを Symantec Endpoint Protection Manager の管理者ア
カウントで使います。管理者が管理サーバーにログオンするときに、ディレクトリサーバーは管理者のユーザー名とパス
ワードを認証します。管理サーバーは、ディレクトリサーバーのアカウントを検索するために追加したディレクトリサー
バーの設定を使います。
また、ユーザー名とパスワードなしの管理者アカウントが、Active Directory または LDAP サーバーによって認証される
かどうかも確認できます。ユーザー名またはパスワードのないアカウントによるアクセスは、匿名アクセスになります。
ディレクトリサーバーでパスワードが変更されても管理者がロックアウトされないようにするには、匿名アクセスの管理
者アカウントを作成してください。
NOTE
Windows 2003 Active Directory サーバーでは、匿名認証はデフォルトで無効になっています。このため、管
理者アカウントにユーザー名のないディレクトリサーバーを追加して、［アカウントの確認］をクリックする
と、「アカウント認証が失敗しました」というエラーメッセージが表示されます。この問題に対処するには、
ディレクトリサーバーエントリを 2 つ作成し、1 つをテスト用、もう 1 つを匿名アクセス用にします。このよ
うにすると、管理者は、有効なユーザー名とパスワードを使って管理サーバーにログオンできます。
ステップ 1: 複数のディレクトリサーバーの接続を追加する
テストでの匿名アクセスの使用を容易にするには、少なくとも 2 つのディレクトリサーバーエントリを追加します。1 つ
のエントリを認証のテストに使い、2 つ目のエントリを匿名アクセスのテストに使います。これらのエントリでは、設定
が異なる同じディレクトリサーバーを使用します。
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デフォルトでは、別の組織単位に移動していない限り、ほとんどのユーザーは CN=Users に属しています。LDAP ディ
レクトリサーバーのユーザーは、CN=Users、DC=<サンプルドメイン>、DC=local の下に作成されます。ユーザーが
LDAP 内のどこに所属しているかを調べるには、ADSIEdit を使います。
この例では、ディレクトリサーバーをセットアップするのに次の情報を使います。

•
•
•
•

CN=John Smith
OU=test
DC=<サンプルドメイン>
DC=local

この例では、デフォルトの Active Directory LDAP（389）を使いますが、セキュリティ保護された LDAP（636）も使用
できます。
複数のディレクトリ サーバの接続を追加する方法
1. Active Directory と LDAP サーバーの認証を確認するためにディレクトリサーバーの接続を追加するには、コンソー
ルで［管理］ > ［サーバー］をクリックし、デフォルトのサーバーを選択して［サーバーのプロパティを編集］をク
リックします。
2. ［ディレクトリサーバー］タブで、［追加］をクリックします。
3. ［全般］タブで、次のディレクトリサーバーの設定を追加して［OK］をクリックします。
ディレクトリ
1

ディレクトリ
2

ディレクトリ
3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

名前: <サンプルドメイン> Active Directory
サーバーの種類: Active Directory
サーバーの IP アドレスまたは名前: server01.<サンプルドメイン>.local
ユーザ名: <サンプルドメイン>\administrator
パスワード: <ディレクトリサーバーのパスワード>
名前: <サンプルドメイン> LDAP（ユーザー名あり）
サーバーの種類: LDAP
サーバーの IP アドレスまたは名前: server01.<サンプルドメイン>.local
LDAP ポート: 389
LDAP BaseDN: DC=<サンプルドメイン>、DC=local
ユーザ名: <サンプルドメイン>\administrator
パスワード: <ディレクトリサーバーのパスワード>
名前: <サンプルドメイン> LDAP（ユーザー名なし）
サーバーの種類: LDAP
サーバーの IP アドレスまたは名前: server01.<サンプルドメイン>.local
LDAP ポート: 389
LDAP BaseDN: <空白>
匿名アクセスを使うときは、このフィールドを空白のままにします。
ユーザー名: <空白>
パスワード: <空白>
［OK］をクリックすると、警告が表示されます。しかし、ディレクトリサーバーは有効です。
ユーザー名とパスワードを指定せずに BaseDN の追加を試みると、警告が表示されます。

ステップ 2: 複数の管理者アカウントを追加する
複数のシステム管理者アカウントを追加します。匿名アクセス用のアカウントでは、ユーザー名またはパスワードを使い
ません。
複数の管理者アカウントを追加する方法
1. ディレクトリサーバーエントリを使って管理者アカウントを追加するには、コンソールで［管理］ > ［管理者］をク
リックし、［全般］タブで、前のステップの管理者アカウントを追加します。次のサイトを参照してください。
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– 管理者アカウントの追加とアクセス権の設定
– 管理者アカウントの認証方法の選択

2. 各管理者アカウントを追加して［アカウントの確認］オプションをクリックすると、メッセージが表示されま
す。アカウント情報を無効にするメッセージが表示される場合があります。しかし、管理者は Symantec Endpoint
Protection Manager にログオンできます。
3. ［全般］タブで、次の情報を入力します。
管理者 1

•
•
•
•
•
•
•

名前: <サンプルドメイン> LDAP（ユーザー名なし）
サーバーの種類: LDAP
サーバーの IP アドレスまたは名前: server01.<サンプルドメイン>.local
LDAP ポート: 389
LDAP BaseDN: <空白>
匿名アクセスを使うときは、このフィールドを空白のままにします。
ユーザー名: <空白>
パスワード: <空白>
［OK］をクリックすると、警告が表示されます。しかし、ディレクトリサーバーは有効です。
ユーザー名とパスワードを指定せずに BaseDN の追加を試みると、警告が表示されます。

管理者 2

•
•
•
•
•

ユーザー名: john
氏名: John Smith
電子メールアドレス: john@<サンプルドメイン>.local
［アクセス権］タブで、［システム管理者］をクリックします。
［認証］タブで［ディレクトリ認証］をクリックします。
［ディレクトリサーバー］ドロップダウンリストで、［<サンプルドメイン> LDAP（ユーザー名あ
り）］を選択します。
［アカウント名］フィールドに john と入力します。
［アカウントの確認］をクリックします。
システム管理者の john は、ディレクトリの認証を使って Symantec Endpoint Protection Manager
にログオンできません。

管理者 3

•
•
•
•
•

ユーザー名: john
氏名: John Smith
電子メールアドレス: john@<サンプルドメイン>.local
［アクセス権］タブで、［システム管理者］をクリックします。
［認証］タブで［ディレクトリ認証］をクリックします。
［ディレクトリサーバー］ドロップダウンリストで、［<サンプルドメイン> LDAP（ユーザー名あ
り）］を選択します。
［アカウント名］フィールドに John Smith と入力します。
［アカウントの確認］をクリックします。
システム管理者の john は、ディレクトリの認証を使って Symantec Endpoint Protection Manager
にログオンできます。

管理者 4

•
•
•
•
•

ユーザー名: john
氏名: John Smith
電子メールアドレス: john@<サンプルドメイン>.local
［アクセス権］タブで、［システム管理者］をクリックします。
［認証］タブで［ディレクトリ認証］をクリックします。
［ディレクトリサーバー］ドロップダウンリストで、［<サンプルドメイン> LDAP（ユーザー名な
し）］を選択します。
［アカウント名］フィールドに John Smith と入力します。
［アカウントの確認］をクリックします。
アカウントの認証は失敗しますが、システム管理者の John Smith は Symantec Endpoint
Protection Manager にログオンできます。
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詳しい情報
ディレクトリサーバーへの Symantec Endpoint Protection Manager の接続

管理者アカウントまたはデフォルトデータベースのパスワードの変更
管理者アカウントのパスワードの変更
パスワードを忘れた、または紛失した場合や、パスワードが危殆化した場合は、お使いのアカウントまたは他の管理者ア
カウントのパスワードを変更する必要があります。
パスワードの変更には次のルールが適用されます。

• システム管理者はすべての管理者のパスワードを変更できる。
• ドメイン管理者は、同じドメイン内の他のドメイン管理者と限定管理者のパスワードを変更できる。
• 限定管理者は自分のパスワードのみを変更できる。
管理者アカウントロックアウトを解決するためにパスワードを変更する場合、管理者はロックアウト期間が過ぎるのを待
つ必要があります。
NOTE
パスワードは 8 文字以上、16 文字未満とする必要があります。少なくとも 1 つの小文字 [a-z]、1 つの大文字
[A-Z]、1 つの数字 [0-9]、および 1 つの特殊文字 ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ] @ を含む必要があります。(14.2 以降)
詳細については、次を参照してください。
ログオン失敗回数が多すぎる管理者のアカウントのロック解除
管理者アカウントのパスワードを変更するには
1. コンソールで、［管理］>［管理者］の順にクリックします。
2. ［管理者］で管理者アカウントを選択して［パスワードの変更］をクリックします。
パスワードの制限を確認するには F1 を押します。
3. 自分のパスワードと管理者の新しいパスワードの両方を入力します。
4. ［変更］をクリックします。次のサイトを参照してください。
– 忘れた Symantec Endpoint Protection Manager のリセット
– ［パスワードを忘れた場合］リンクを表示して、管理者が紛失したパスワードをリセットできるようにする
デフォルトの SQL Server Express データベースパスワードの変更
管理サーバーを設定してデフォルトデータベース (Microsoft SQL Server Express または埋め込みデータベース (14.3
MPx 以前)) を選択した場合は、デフォルトの管理者アカウント admin に入力するパスワードもデータベースのパスワー
ドになります。デフォルトの管理者のパスワードを変更しても、データベースのパスワードは自動的に変更されません。
データベースのパスワードを、管理サーバー設定ウィザードを再実行して Symantec Endpoint Protection Manager を再
設定することによって変更することができます。
デフォルトの SQL Server Express データベースのパスワードを変更する方法
1. Windows のスタートメニューで、［Symantec Endpoint Protection Manager］ > ［管理サーバー設定ウィザー
ド］を選択します。
2. ［管理サーバーを再設定する］を選択してから、［次へ］ > ［次へ］を選択します。次のサイトを参照してくださ
い。
Symantec Endpoint Protection Manager の再インストールまたはパスワードの再設定
3. ［デフォルト SQL Server Express データベース］ > ［データベース管理者パスワードを変更する］を選択し、新し
いパスワードを入力します。
4. 各パネルの指示に従って、設定を完了します。
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忘れた Symantec Endpoint Protection Manager パスワードのリセット
システム管理者のアカウントがあれば、自身のパスワードをリセットしたり、ほかの管理者がそのパスワードをリセット
することを許可できます。
紛失したパスワードをリセットするには、次のことが有効になっていることを確認してください。

• 管理者は自分のパスワードをリセットできます。次のサイトを参照してください。
•
•

［パスワードを忘れた場合］リンクを表示して、忘れたパスワードを管理者がリセットできるようにする
［パスワードを忘れた場合］リンクが管理サーバーのログオン画面に表示されるように設定されています。デフォル
トでは、このリンクが表示されます。次のサイトを参照してください。
ログオン画面への［ユーザー名を記憶する］と［パスワードを記憶する］のチェックボックスの表示
通知を送信するようにメールサーバーを設定する必要があります。
Symantec Endpoint Protection Manager の電子メール エラーのトラブルシューティングを行う場合は、以下を参照し
てください。
– Endpoint Protection Manager のテスト電子メールに対して「テスト電子メールを送信できませんでした」のエラー
が発生する
– 管理サーバーと電子メールサーバー間の通信の確立

RSA SecurID 認証またはディレクトリ認証ではなく、Symantec Management Server 認証を使って認証する管理者アカ
ウントにこの方法を使います。
NOTE
パスワードは 8 文字以上、16 文字未満とする必要があります。少なくとも 1 つの小文字 [a-z]、1 つの大文字
[A-Z]、1 つの数字 [0-9]、および 1 つの特殊文字 ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ] を含む必要があります。
(バージョン 14.2 以降)
詳細については、次を参照してください。
管理者アカウントの認証方法の選択
忘れた Symantec Endpoint Protection Manager パスワードをリセットする方法
1. 管理サーバーコンピュータのスタートメニューで、［すべてのプログラム］>［Symantec Endpoint Protection
Manager］>［Symantec Endpoint Protection Manager］の順に選択します。
デフォルトでは、［パスワードを忘れた場合］リンクが管理サーバーのログオン画面に表示されることを確認しま
す。
2. ［ログオン］画面で、［パスワードを忘れた場合］をクリックします。
3. ［パスワードを忘れた場合］ダイアログボックスで、パスワードをリセットするアカウントのユーザー名を入力しま
す。
ドメイン管理者と限定管理者の場合、アカウントのドメイン名を入力します。ドメインを設定していない場合は、ド
メインのフィールドを空白のままにしておきます。
4. ［仮パスワード］をクリックします。
管理者は、仮パスワードをアクティブ化するリンクを含む電子メールを受信します。管理者は、1 分間に 1 回のみ、
管理コンソールから一時パスワードを要求できます。セキュリティ上の理由から、管理サーバーはエントリを検証し
ません。
5. 管理者はログオンした直後に仮パスワードを変更する必要があります。
管理者が正常にパスワードをリセットしたかどうかを確認するには、その管理者が電子メールメッセージを受け取ったこ
とを確認します。次のサイトを参照してください。
管理者アカウントまたはデフォルトデータベースのパスワードの変更
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パスワードをリセットできない場合
管理者パスワードを［パスワードを忘れた場合］機能を使って回復できない場合、シマンテック社はパスワードの回復を
サポートできません。Symantec Endpoint Protection Manager とデータベースバックアップがない状態のデータベースを
再設定する必要があります。この手順によって、以前の管理サーバーとデータベース設定が上書きされ、新しいパスワー
ドを作成し直すことができるようになります。 したがって、管理サーバーの設定時と管理者アカウント情報の監査時に
は、電子メール設定を正しく設定することが重要になります。次のサイトを参照してください。

• データベースの復元
• 「Symantec Endpoint Protection Manager の再インストールまたは再設定」。

［パスワードを忘れた場合］リンクを表示して、忘れたパスワードを管理者がリセッ
トできるようにする
システム管理者のアカウントがあれば、ほかの管理者がパスワードを忘れた場合にリセットできるようにすることができ
ます。［パスワードを忘れた場合］リンクを Symantec Endpoint Protection Manager ログオン画面で有効にして、管理
者が仮パスワードを要求できるようにします。
忘れたパスワードのリセットを管理者に許可するには
1. コンソールで、［管理］をクリックします。
2. ［管理］ページで、［サーバー］をクリックします。
3. ［サーバー］で、ローカルサイトを選択します。
この設定で制御するのはローカルサイトのみです。
4. ［サイトプロパティの編集］をクリックします。
5. ［パスワード］タブで、［管理者によるパスワードのリセットを許可する］にチェックマークを付けます。
6. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• 忘れた Symantec Endpoint Protection Manager パスワードのリセット
• ログオン画面への［ユーザー名を記憶する］と［パスワードを記憶する］のチェックボックスの表示

無期限の Symantec Endpoint Protection Manager ログオンパスワードの有効化
Symantec Endpoint Protection Manager 認証を使う場合、パスワードのデフォルトオプションではパスワードが 60 日後
に期限切れになるように設定されます。
管理者が無期限のパスワードを使うためのオプションを表示できます。このオプションはセキュリティを向上させるため
デフォルトで無効化されています。したがって、最初にこのオプションを有効にする必要があります。有効にすると、オ
プションが管理者アカウントの［認証］タブに表示されます。
無期限の Symantec Endpoint Protection Manager ログオン パスワードを有効化する方法
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1. コンソールで、［管理］をクリックします。
2. ［管理］ページで、［ドメイン］をクリックします。
3. ［ドメイン］の下で、ログオン資格情報を保存することを管理者に許可するドメインを選択します。
4. ［ドメインプロパティの編集］をクリックします。
5. ［パスワード］タブで、［管理者のパスワードを無期限にする］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
7. ［管理］、［管理者］の順にクリックし、管理者アカウントを開きます。
8. ［認証］タブで、［パスワードを無期限にする］をクリックし、［OK］をクリックします。
詳しい情報

• 忘れた Symantec Endpoint Protection Manager パスワードのリセット
• ログオン失敗回数が多すぎる管理者のアカウントのロック解除

Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン前に管理者が見る
メッセージの表示
コンソールにログオンする前に、すべての管理者に表示されるカスタマイズ可能なメッセージを作成し表示できます。
主な目的は、所有権のあるコンピュータにログオンしようとしていることを管理者に伝える法的な通知を表示することで
す。
管理者がユーザー名とパスワードを入力し、［ログオン］をクリックした後、メッセージがコンソールに表示されま
す。メッセージを読んだ管理者は、通知の内容に同意し、［了解］をクリックし、ログオンできます。管理者が［取り消
し］をクリックすると、ログオン処理は取り消され、管理者はログオンウィンドウに戻ります。
また、このメッセージは、管理者が管理サーバーに接続されたスタンドアロン Web ブラウザからレポート機能を実行す
るときにも表示されます。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン前に管理者が確認するメッセージを表示する方
法
1. コンソールで［管理］、［ドメイン］の順にクリックします。
2. ログオンバナーを追加するドメインを選択します。
3. ［タスク］の下で、［ドメインプロパティの編集］をクリックします。
4. ［ログオンバナー］タブで、［管理者が Symantec Endpoint Protection Manager マネージャにログオンするとき
に法的な通知について表示します。］にチェックマークを付けます。
5. バナーのタイトルとテキストを入力します。
詳しくは［ヘルプ］をクリックしてください。
6. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
管理者アカウントの追加とアクセス権の設定

ログオン画面への［ユーザー名を記憶する］と［パスワードを記憶する］のチェック
ボックスの表示
システム管理者は、ほかの管理者アカウントの Symantec Endpoint Protection Manager ログオン画面に［ユーザー名を
記憶する］と［パスワードを記憶する］チェックボックスを表示させることができます。管理者のユーザー名とパスワー
ドがログオン画面に事前にポピュレートされます。
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［ユーザー名を記憶する］と［パスワードを記憶する］のチェックボックスをログオン画面に表示する方法
1. コンソールで、［管理］をクリックします。
2. ［管理］ページで、［ドメイン］をクリックします。
3. ［ドメイン］の下で、ログオン資格情報を保存することを管理者に許可するドメインを選択します。
4. ［ドメインプロパティの編集］をクリックします。
5. ［パスワード］タブで、［ログオン時にユーザーによるクレデンシャルの保存を許可する］にチェックマークを付け
ます。
6. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
忘れた Symantec Endpoint Protection Manager パスワードのリセット

リモート Symantec Endpoint Protection Manager コンソールのアクセスの認可また
は遮断
デフォルトでは、すべてのコンソールのアクセスが認可されています。管理者はネットワーク上の任意のコンピュータか
らローカルまたはリモートでメインコンソールにログオンできます。
特定のコンピュータへのアクセスを拒否することで、管理コンソールをリモート接続から保護できます。
次の種類のユーザーまたはコンピュータによるアクセスを認可または拒否できます。

• インターネットからのアクセスはすべて拒否してください。拒否しない場合、コンソールはインターネット攻撃にさ
らされます。

• 管理対象以外のネットワークでコンソールを使っている限定管理者には、アクセスを拒否してください。
• システム管理者と IT 管理者にアクセス権を認可してください。
• テストに使われるコンピュータなど、ラボのコンピュータへのアクセスは認可してください。
グローバルにアクセスを許可または拒否できるのに加えて、IP アドレスによって例外を指定できます。すべてのリモー
トコンソールに対してアクセスを付与した場合、管理サーバーは例外に対してアクセスを拒否します。反対に、すべての
リモートコンソールに対してアクセスを拒否した場合、例外に対してアクセスは自動的に許可されます。例外を作成する
場合は、指定したコンピュータに固定 IP アドレスが割り当てられている必要があります。サブネットマスクを指定する
ことによってコンピュータのグループに対して例外を作成することもできます。たとえば、管理しているすべての領域の
アクセスを認可すると便利な場合があります。ただし、パブリック領域にあるコンソールのアクセスは拒否できます。
リモートコンソールのアクセスを認可または拒否するには
1. コンソールで、［管理］をクリックし、［サーバー］をクリックします。
2. ［サーバー］で、リモートコンソールのアクセス権を変更するサーバーを選択します。
3. ［タスク］の下で、［サーバーのプロパティを編集する］をクリックします。
4. ［全般］タブで、［アクセス認可］または［アクセス拒否］をクリックします。
5. このコンソールのアクセス許可から除外するコンピュータの IP アドレスを指定する場合は、［追加］をクリックし
ます。
追加されたコンピュータは除外されます。［アクセス認可］をクリックすると、指定したコンピュータはアクセス
が拒否されます。［アクセス拒否］をクリックすると、指定したコンピュータはアクセスが認可されます。単一コン
ピュータまたはコンピュータのグループの例外を作成できます。
6. ［コンソールアクセスの拒否］ダイアログボックスで、次のいずれかのオプションをクリックします。

• 単一コンピュータ
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1 台のコンピュータに対する設定で、その IP アドレスを入力します。

• コンピュータのグループ

数台のコンピュータに対する設定で、そのグループの IP アドレスとサブネットマスクを入力します。

7. ［OK］をクリックします。
指定したコンピュータが例外リストに表示されます。IP アドレスやマスクごとに、許可の状態が表示されます。
［アクセス認可］から［アクセス拒否］に、またはその反対に変更すると、例外もすべて同様に変更されます。アク
セス拒否の例外を作成した場合、例外はアクセスできるようになります。
8. 例外リストに表示されるコンピュータの IP アドレスまたはホスト名を変更する場合は［すべての編集］をクリック
します。
IP アドレスエディタが表示されます。IP アドレスエディタは、IP アドレスとサブネットマスクを編集できるテキス
トエディタです。
9. ［OK］をクリックします。
10. リストへの例外の追加またはリストの編集を完了したら、［OK］をクリックします。
詳しい情報

• 管理者アカウントの追加とアクセス権の設定
• Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン

ログオン失敗回数が多すぎる管理者のアカウントのロック解除
Symantec Endpoint Protection Manager は、ログオンに何度も失敗すると特定の期間、管理者をロックアウトします。デ
フォルトでは、管理サーバーは、管理者が試行に 5 回失敗した後 15 分間、管理者をロックアウトします。
指定期間が過ぎるまで待たないと管理者アカウントをロック解除できません。ただし、この処理はアカウントをロック
解除しませんが、管理者アカウントをロックしないようにできます。アカウントがロックされるまでに許可するログオン
失敗回数や待機時間の変更もできます。パスワードを変更しても、ロックアウト間隔はリセットされず、その他の方法で
ロックアウト間隔に影響することもありません。
セキュリティを強化するために、最初のロックアウト後、ロックアウト間隔はロックアウトごとに倍増しま
す。Symantec Endpoint Protection Manager は、正常なログオンの後、または最初のロックアウトの 24 時間後に、元
のロックアウト間隔を復元します。たとえば、元のロックアウト間隔が 15 分の場合、2 回目のロックアウトでは、30
分のロックアウト間隔をトリガします。3 回目のロックアウトでは 60 分のロックアウト間隔をトリガします。最初の
ロックアウトが木曜日の午後 2 時に発生した場合、24 時間の期間は金曜日の午後 2 時に終了し、Symantec Endpoint
Protection Manager によってロックアウト間隔が 15 分にリセットされます。
ログオン失敗回数が多すぎる管理者のアカウントをロック解除するには
1. コンソールで、［管理］>［管理者］の順にクリックします。
2. ［管理者］で、ロックされている管理者アカウントを選択します。
3. ［タスク］で、［管理者を編集する］をクリックします。
4. ［全般］タブで、［指定する回数だけログオンが失敗したアカウントをロックする］のチェックをはずします。
詳しい情報

• 忘れた Symantec Endpoint Protection Manager パスワードのリセット
• 管理者アカウントまたはデフォルトデータベースのパスワードの変更
• 無期限の Symantec Endpoint Protection Manager ログオンパスワードの有効化
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Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン状態を維持するた
めのタイムアウト期間の変更
Symantec Endpoint Protection Manager を保護できるようにするため、コンソールで 1 時間後にユーザー名とパスワー
ドを再入力するように要求されます。セキュリティを高めるために、管理コンソールへのログオンを再度要求するまでの
タイムアウト期間を短縮できます。
このログオンタイムアウト期間は、管理コンソールにローカルでログオンした場合や、リモートの Java コンソールから
ログオンした場合に適用されます。リモート Web コンソールのログオンタイムアウト期間は、定義された最短のタイム
アウト値に基づきます。たとえば、［サイトプロパティ］の設定を 60 分、Apache の設定を 30 分、ブラウザの設定を
10 分に設定します。この場合、コンソールは 10 分後にタイムアウトします。
タイムアウト期間を変更する方法
1. Symantec Endpoint Protection Manager のローカルまたはリモート Java コンソールへのログオン状態を維持するた
めのタイムアウト期間を変更するには、［管理］をクリックして、［サーバー］をクリックします。
2. ［ローカルサイト］またはリモートサイトをクリックし、［サイトプロパティの編集］をクリックします。
3. ［全般］タブで、［コンソールタイムアウト］ドロップダウンリストをクリックし、時間の選択肢の 1 つを選択しま
す。
4. ［OK］をクリックします。
5. Symantec Endpoint Protection Manager リモート Web コンソールへのログオン状態を維持するための Apache
Tomcat のタイムアウト期間を変更するには、Symantec Endpoint Protection Manager を実行するサーバーで、次の
ファイルをテキストエディタで開きます。
<#########>\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\conf.properties
6. 次の行がない場合は追加します。
scm.web.timeout.minutes=timeout_value
値 timeout_value は、コンソールがログアウトするまでのアイドル状態の分数です。最大値は 60 です。 値が 0 だ
と、この行が追加されていない場合と同じ効果になります。
この行がある場合は、タイムアウト値を変更できます。
7. ファイルを保存して閉じます。
8. 変更を有効にするには、Windows のサービス (services.msc) を開いて Symantec Endpoint Protection Manager サー
ビスを再起動します。
9. Symantec Endpoint Protection Manager リモート Web コンソールへのログオン状態を維持するために Internet
Explorer のタイムアウト期間を変更するには、以下の Microsoft 社の記事に記載された手順に従って、レジストリ
キー HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings を変更します。
Internet Explorer の既定の Keep-Alive タイムアウト値を変更する方法
10. Symantec Endpoint Protection Manager リモート Web コンソールへのログオン状態を維持するための Mozilla Firefox
のタイムアウト期間を変更するには、アドレスバーに以下を入力します。
about:config

11. クリックして警告の内容を確認します。
12. 次の行を探します。
network.http.keep-alive.timeout
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13. 必要に応じて値 (秒数) を変更します。デフォルトは 115 です。
NOTE
Google Chrome には、ネットワークタイムアウト期間の構成可能な設定はありません。
詳しい情報
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン

ドメインについて
管理サーバーをインストールするとき、Symantec Endpoint Protection Manager コンソールには、Default という 1 つの
ドメインがあります。ドメインは、Symantec Endpoint Protection Manager インフラから切り離されたデータの論理的な
分離です。ドメインはグループ、クライアント、コンピュータ、ポリシーの階層を編成するために使う、コンソールの構
造コンテナです。ネットワークリソースを管理するために追加ドメインを設定します。
ドメインの主な目的は、マネージド サービス プロバイダが、複数の顧客にサービスを提供する単一の Symantec
Endpoint Protection Manager インフラを構築することです。
NOTE
Symantec Endpoint Protection Manager のドメインは Windows ドメインやその他のネットワークドメインと同
等ではありません。
追加するそれぞれのドメインは、同じ管理サーバーとデータベースを共有し、コンソールの追加インスタンスを提供しま
す。各ドメインのすべてのデータは完全に別です。このため、他のドメインの管理者がデータを表示することもできませ
ん。各ドメインに独自の管理者が存在するように管理者アカウントを追加できます。これらの管理者は、自身のドメイン
のコンテンツのみを表示および管理できます。
会社が大規模で複数の地域にサイトがある場合、管理情報の単一のビューが必要になることもあります。管理権限を委
任したり、セキュリティデータを物理的に分けたり、ユーザー、コンピュータとポリシーがどのように編成されるかに
ついて柔軟性を高めたりすることができます。MSP (Managed Service Provider の略でマネージドサービスプロバイダの
意味) である場合、インターネットサービスプロバイダと同様、複数の独立した会社を運営する必要があることもありま
す。これらのニーズを満たすためには、複数のドメインを作成できます。たとえば、それぞれの国、地域、会社のための
別のドメインを作成できます。

ドメインを追加すると、そのドメインは空です。現在のドメインになるようにそのドメインを設定する必要があります。
その後このドメインに管理者、グループ、クライアント、コンピュータとポリシーを追加します。
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ドメインから別のドメインにポリシーをコピーできます。ドメイン間でポリシーをコピーするには、コピー元ドメインか
らポリシーをエクスポートしてコピー先ドメインにポリシーをインポートします。
ドメインから別のドメインにポリシーを移動することもできます。ドメイン間でクライアントを移動する場合には、古い
ドメインの管理者はクライアントグループからクライアントを削除する必要があります。クライアントの通信設定ファイ
ルを新しいドメインの通信設定ファイルに置換します。
不要になったら、ドメインを無効にできます。無効にしようとするときに、このドメインが現在のドメインとして設定さ
れていないことを確認してください。
詳しい情報

• ドメインの追加
• 現在のドメインへの切り替え

ドメインの追加
組織内のグループ、ユーザー、クライアント、ポリシーを階層化するときは、ドメインを作成します。たとえば、部署ご
とにユーザーを編成するためにドメインを追加できます。
NOTE
ディザスタリカバリ用にドメイン ID を使用できます。組織内のすべての管理サーバーに障害が発生した場合
は、古いサーバーと同じ ID を使って管理サーバーを再構築する必要があります。古いドメイン ID は、任意の
クライアントの sylink.xml ファイルから入手できます。
ドメインを追加するには
1. コンソールで、［管理］をクリックします。
2. ［管理］ページで、［ドメイン］をクリックします。
3. ［タスク］で、［ドメインの追加］をクリックします。
4. ［ドメインの追加］ダイアログボックスで、ドメイン名、省略可能な会社名、省略可能な連絡先情報を入力します。
5. ドメイン ID を追加する場合は、［拡張］をクリックしてからテキストボックスに値を入力します。
6. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
ドメインについて

現在のドメインへの切り替え
デフォルトのドメイン名は、Default であり、これが現在のドメインとして設定されます。Symantec Endpoint
Protection Manager コンソールで新しいドメインを追加したときには、ドメインは空です。新しいドメインにグループ、
クライアント、ポリシー、管理者を追加するには、最初にこのドメインを現在のドメインに指定する必要があります。ド
メインを現在のドメインに指定すると、現在のドメインというテキストがタイトルのドメイン名に続きます。多くのドメ
インがある場合は、［ドメイン］リストをスクロールして現在のドメインを表示する必要があります。
システム管理者としてコンソールにログオンした場合は、現在のドメインに関係なくすべてのドメインが表示されます。
ただし、現在のドメインで作成された管理者と限定管理者のみが表示されます。管理者または限定管理者としてコンソー
ルにログオンした場合は、アクセスできるドメインのみが表示されます。
現在のドメインを削除する場合は、管理サーバーはログアウトします。現在のドメインではなく唯一のドメインでもない
場合のみ、そのドメインを削除できます。
現在のドメインに切り替えるには
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1. コンソールで、［管理］をクリックします。
2. ［管理］ページで、［ドメイン］をクリックします。
3. ［ドメイン］の下で、現在のドメインにするドメインをクリックします。
4. ［タスク］の下で、［ドメインの管理］をクリックします。
5. ［ドメインの管理］ダイアログボックスで、［はい］をクリックして確認します。
6. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• ドメインについて
• ドメインの追加
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ポリシーを使ったセキュリティの管理
ポリシーを使用して、クライアント コンピュータのセキュリティを管理します。
ネットワークセキュリティを管理するため、さまざまな種類のセキュリティポリシーを使います。デフォルトポリシーは
インストール時に自動的に作成されます。デフォルトポリシーを使うことも、特定の環境に合わせてポリシーをカスタマ
イズすることもできます。

すべてのポリシーに共通なタスクの実行
セキュリティポリシーでは、保護技術によって、既知の脅威と未知の脅威からコンピュータを保護する方法を定義しま
す。
多くの方法で、Symantec Endpoint Protection セキュリティポリシーを管理できます。たとえば、セキュリティポリシー
の複製を作成してから、特定のニーズに合った複製をカスタマイズできます。ユーザーがクライアントコンピュータ上で
変更できるように、特定の設定をロックおよびロック解除できます。
Table 80: すべてのポリシーに共通するタスク
タスク
ポリシーの追加

説明
デフォルトポリシーのいずれも使わない場合は、新しいポリシーを追加できます。
共有ポリシーまたは非共有ポリシーを追加できます。
Note: 共有ポリシーを［ポリシー］ページで追加または編集した場合は、そのポリシーをグループまたは場所
にも割り当てる必要があります。そうしないとポリシーは有効になりません。
詳細については、次を参照してください。
• セキュリティポリシーの種類
• 共有ポリシーと非共有ポリシーについて
• ポリシーの追加

ポリシー設定のロッ
クおよびロック解除

一部のポリシー設定やクライアントユーザーインターフェースの設定を、ユーザーが構成することを許可また
は防止できます。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータの保護をユーザーが無効にできない設定

ポリシーの編集

既存のポリシーの設定を変更する場合は、その設定を編集できます。セキュリティポリシーを修正して、コン
ピュータの保護レベルを上げるか、または下げることができます。グループの割り当てを変更しない限り、修
正したポリシーを再割り当てする必要はありません。次のサイトを参照してください。
ポリシーの編集

ポリシーの割り当て

ポリシーを使うには、1 つ以上のグループや場所にそのポリシーを割り当てなければなりません。次のサイト
を参照してください。
グループまたは場所へのポリシーの割り当て

ポリシーのテスト

実働環境で使う前に、必ず新しいポリシーをテストすることをお勧めします。

クライアントのポリ
シーの更新

利用可能な帯域幅に基づいて、ポリシー更新方法としてプッシュモードまたはプルモードを使うようにクライ
アントを設定できます。次のサイトを参照してください。
プッシュモードまたはプルモードを使用した、クライアントのポリシーとコンテンツの更新

ポリシーの置換

共有ポリシーを別の共有ポリシーに置換できます。すべての場所、1 つの場所のいずれでも、共有ポリシーを
置換できます。次のサイトを参照してください。
ポリシーの置換
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タスク
ポリシーのコピーと
貼り付け

説明
新しいポリシーを追加する代わりに、新しいポリシーのベースとして使うために既存のポリシーをコピーする
と便利です。
［ポリシー］ページで、または［クライアント］ページの［ポリシー］タブで、ポリシーをコピーして貼り付
けることができます。
Note: また、［クライアント］ページの［ポリシー］タブから、グループ内のすべてのポリシーをコピーし
て、別のグループに貼り付けることができます。
詳細については、次を参照してください。
• ［クライアント］ページでのポリシーのコピーと貼り付け
• ［ポリシー］ページでのポリシーのコピーと貼り付け

共有ポリシーの非共
有ポリシーへの変換

共有ポリシーのコンテンツをコピーして、そのコンテンツから非共有ポリシーを作成できます。次のサイトを
参照してください。
共有ポリシーと非共有ポリシーについて
コピーを使うと、1 つの場所で共有ポリシーのコンテンツを変更できますが、その他のすべての場所では変更
できません。コピーは既存の非共有ポリシーを上書きします。
共有ポリシーがすべてのグループまたはすべての場所に適用されなくなった場合は共有ポリシーを非共有ポ
リシーへ変換できます。変換が完了すると、変換済みの新しい名前のポリシーが、［場所固有のポリシーと設
定］に表示されます。次のサイトを参照してください。
共有ポリシーの非共有ポリシーへの変換

ポリシーのエクス
ポートおよびイン
ポート

別のサイトや管理サーバーで使う場合には既存のポリシーをエクスポートできます。その後、ポリシーをイン
ポートし、グループまたは特定の場所に適用できます。次のサイトを参照してください。
個々の Endpoint Protection ポリシーのエクスポートとインポート

ポリシーの撤回

ポリシーを削除すると、Symantec Endpoint Protection Manager はデータベースからポリシーを削除します。
ポリシーを削除する必要はないが不要になった場合は、削除する代わりにポリシーを撤回できます。
［ウイルスとスパイウェアの対策ポリシー］と［LiveUpdate 設定ポリシー］を除き、あらゆる種類のポリ
シーを撤回できます。次のサイトを参照してください。
グループまたは場所からのポリシーの割り当て解除

ポリシーの削除

ポリシーが 1 つ以上のグループと場所に割り当てられている場合には、すべてのグループと場所からそのポリ
シーの割り当てを解除するまでポリシーを削除できません。ポリシーは別のポリシーと置き換えることもでき
ます。

クライアントに最新
のポリシーが適用さ
れていることの確認

クライアントに最新のポリシーが適用されているかどうかを確認できます。そうでない場合は、手動でクライ
アントのポリシーを更新できます。次のサイトを参照してください。
• ポリシーのシリアル番号を使ったクライアントとサーバーの通信の確認
• クライアントポリシーの更新

セキュリティポリシーの種類
ネットワークセキュリティを管理するため、いくつかの種類のセキュリティポリシーを使います。ほとんどの種類のポリ
シーはインストール時に自動的に作成されます。デフォルトポリシーを使うことも、特定の環境に合わせてポリシーをカ
スタマイズすることもできます。
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Table 81: セキュリティポリシーの種類
ポリシーの種類
ウイルスとスパイウェアの対策ポリシー

説明
［ウイルスとスパイウェアの対策ポリシー］は次の保護を提供します。
• シグネチャを使って、ウイルスとセキュリティのリスクの副作用を検出し、削除
し、修復します。
• ダウンロードインサイトからの評価データを使って、ユーザーがダウンロードを
試みるファイルに含まれる脅威を検出します。
• SONAR のヒューリスティックと評価データを使って、疑わしい動作を示すアプ
リケーションを検出します。
［ウイルスとスパイウェアの対策ポリシー］は SONAR 技術によって動作の異常
を見つけます。
Note: ダウンロードインサイトと SONAR 技術は Windows クライアントでのみ利用
可能です。
詳細については、次を参照してください。
クライアントコンピュータでのスキャンの管理

ファイアウォールポリシー

［ファイアウォールポリシー］は以下の保護を提供します。
• 権限がないユーザーがインターネットに接続するコンピュータとネットワークに
アクセスすることを遮断します。
• ハッカーによる攻撃を検出します。
• 迷惑な送信元からのネットワークトラフィックを除去します。
Note: ファイアウォールポリシーは Windows クライアントにのみ適用できます。
詳細については、次を参照してください。
ファイアウォール保護の管理

侵入防止ポリシー

［侵入防止ポリシー］は、脆弱性からアプリケーションを保護しながら、ネット
ワーク攻撃とブラウザに対する攻撃を自動的に検出して遮断します。次のサイトを
参照してください。
侵入防止の管理

アプリケーションとデバイス制御

［アプリケーションとデバイス制御ポリシー］は、アプリケーションからシステム
のリソースを保護し、コンピュータに接続可能な周辺機器を管理します。次のサイ
トを参照してください。
アプリケーション制御の設定
アプリケーション制御ポリシーは Windows クライアントにのみ適用できます。デバ
イス制御ポリシーは Windows と Mac コンピュータに適用します。

ホストインテグリティ

［ホストインテグリティポリシー］は、企業のネットワークとデータを安全に維持
するためにクライアントコンピュータのセキュリティの定義、実施、復元を行う機
能を提供します。このポリシーを使って、ネットワークにアクセスするクライアン
トが、管理者が定義したウイルス対策ソフトウェア、パッチ、その他のアプリケー
ション基準を実行していることを確認します。次のサイトを参照してください。
ホストインテグリティの設定

LiveUpdate のポリシー

［LiveUpdate Content policy］と［LiveUpdate 設定ポリシー］には、クライアント
コンピュータが LiveUpdate からコンテンツ更新をダウンロードする方法と時間を指
定する設定が含まれます。クライアントが更新の有無をチェックするために交信す
るコンピュータと、クライアントコンピュータが更新をチェックする頻度を指定で
きます。次のサイトを参照してください。
クライアント上のコンテンツと定義を更新する方法
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ポリシーの種類

説明

メモリエクスプロイト緩和機能

メモリ エクスプロイト緩和機能ポリシーは、DLL ハイジャック、ヒープ スプレーの
緩和、Java エクスプロイトの防止などの緩和機能を使用して、ソフトウェアの既知
の脆弱性と未知の脆弱性の両方に対するエクスプロイトの試みを防止します。次の
サイトを参照してください。
メモリエクスプロイト緩和機能ポリシーを使用した、メモリ改ざんの試みに対する
Windows クライアントの強化
このポリシーの種類は 14.0.1 用に追加されました。バージョン 14 では、この機能
は［汎用エクスプロイト緩和機能］という名前で侵入防止ポリシーに追加されてい
ます。

Web とクラウドのアクセス保護

Web とクラウドのアクセス保護 は、Symantec Web Security Service （WSS）に
ネットワーク トラフィックを送信します。WSS ソリューションでは、アプリケー
ションおよび Web サイトを分類し、ポリシーに基づいてそれらへのアクセスを許可
または拒否することによって、ユーザーと組織を保護します。
14.3 RU2 で、Web とクラウドのアクセス保護 は Network Traffic Redirection から名
前が変更されました。Web とクラウドのアクセス保護
詳細については、次を参照してください。
Web とクラウドのアクセス保護の設定

例外

［例外ポリシー］は、ウイルスとスパイウェアのスキャンや SONAR によってアプ
リケーションとプロセスを検出から除外する機能を提供します。
アプリケーションをアプリケーション制御から除外することもできます。次のサイ
トを参照してください。
Symantec Endpoint Protection の例外の管理

詳しい情報
すべてのポリシーに共通なタスクの実行

クライアントポリシーの更新
Symantec Endpoint Protection クライアントコンピュータのポリシーが最新でないと考えられる場合は、ポリシーを更新
できます。クライアントが更新を受信していない場合、通信の問題が存在する可能性があります。
ポリシーのシリアル番号を確認して、管理下クライアントコンピュータが管理サーバーと通信できるかどうかを確認しま
す。
クライアントコンピュータのポリシーは、手動でのみ更新できます。ポリシー設定が原因で、ユーザーインターフェース
または通知領域アイコンを開けない場合、ポリシーを手動で更新できないことがあります。
Symantec Endpoint Protection Manager には、クライアントにポリシーを更新するように手動でメッセージを出すコマン
ドは存在しません。クライアントは、プルモードまたはプッシュモードの更新方法に基づくポリシー更新のためにチェッ
クインします。
Windows タスクバーからクライアント上のクライアントポリシーを更新するには
1. Windows タスクバーの通知領域で、Symantec Endpoint Protection のアイコンを右クリックします。
2. ［ポリシーの更新］をクリックします。
クライアントのユーザーインターフェースからクライアントポリシーを更新するには
1.
2.
3.
4.
5.

クライアントで、［ヘルプ］>［トラブルシューティング］の順にクリックします。
［トラブルシューティング］ダイアログボックスの左の列で、［管理］をクリックします。
［管理］パネルの［ポリシープロファイル］で、次のいずれかをクリックします。
管理コンソールから直接ポリシーを更新するには、［更新］をクリックします。
管理コンソールからエクスポートされたポリシーをインポートするには、［インポート］をクリックします。メッ
セージに従って、インポートするポリシーファイルを選択します。
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ポリシーの追加
Symantec Endpoint Protection Manager には、保護の種類ごとにデフォルトポリシーが用意されています。ポリシーをカ
スタマイズする必要がある場合は、ポリシーを 1 つ追加し、それを編集します。各種ポリシーの複数のバージョンを作
成できます。
新しいポリシーはすべて、実働環境で使う前にテストすることをお勧めします。
新しいポリシーを追加するには
1. コンソールで、［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］ページで、ポリシーの種類を選択して、新しいポリシーを追加するリンクをクリックします。
3. 保護を強めるか弱めるようにポリシー設定を修正します。
4. ［OK］をクリックしてポリシーを保存します。
5. 必要に応じて、新しいポリシーをグループに割り当てます。
ポリシーの作成中でも作成後でも、新しいポリシーをグループに割り当てることができます。新しいポリシーは、現
在割り当てられている、保護の種類が同じポリシーに置き換わります。次のサイトを参照してください。
グループまたは場所へのポリシーの割り当て
詳しい情報
すべてのポリシーに共通なタスクの実行

ポリシーの編集
共有ポリシーと非共有ポリシーは、［ポリシー］ページでも、［クライアント］ページの［ポリシー］タブでも編集でき
ます。
グループだけでなく場所も同じポリシーを共有できます。共有ポリシーを編集したら、それを割り当てる必要がありま
す。次のサイトを参照してください。
グループまたは場所へのポリシーの割り当て
［ポリシー］ページでポリシーを編集する方法（オプション 1）
1.
2.
3.
4.
5.
6.

［ポリシー］ページでポリシーを編集するには、コンソールで［ポリシー］をクリックします。
［ポリシー］ページの［ポリシー］で、ポリシーの種類をクリックします。
［ポリシーの種類 ポリシー］ペインで、編集する特定のポリシーをクリックします。
［タスク］の下で、［ポリシーの編集］をクリックします。
<ポリシーの種類 > ポリシーの概要ペインで、必要に応じて、ポリシーの名前と説明を編集します。
ポリシーを編集するには、ポリシーに対するポリシーの種類の［ポリシー］ページのいずれかをクリックします。

［クライアント］ページでポリシーを編集する方法（オプション 2）
1. ［クライアント］ページでポリシーを編集するには、コンソールで［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］ページの［クライアント］で、編集するポリシーのグループを選択します。
3. ［ポリシー］タブで、［ポリシーと設定を親グループ「グループ名」から継承する］のチェックマークをはずしま
す。
ポリシーを削除するグループの継承を無効にする必要があります。継承のチェックマークをはずさないと、ポリシー
を編集できません。
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4. ［場所固有のポリシーと設定］でスクロールして、編集するポリシーのある場所の名前を検索します。
5. 編集する場所固有のポリシーを検索します。
6. 選択したポリシーの右側で［タスク］をクリックして、［ポリシーの編集］をクリックします。
7. 次のいずれかのタスクを行います。

• 非共有ポリシーを編集するには、次のステップに進みます。
• 共有ポリシーを編集するには、［ポリシーの編集］ダイアログボックスで、［共有の編集］をクリックし、すべて
の場所のポリシーを編集します。

8. 編集するポリシーの種類のリンクをクリックできます。

ポリシーのデフォルト設定の復元
ポリシーの設定を変更した場合は、そのポリシーをデフォルト設定に戻すことができます。<#######> の新しいポリ
シーを追加すると、自動的にデフォルト設定が含まれます。次のサイトを参照してください。
ポリシーの追加

［ポリシー］ページでのポリシーのコピーと貼り付け
［ポリシー］ページではポリシーのコピーと貼り付けが可能です。たとえば、ポリシー設定を少し編集して別のグループ
に適用すると便利な場合があります。
［ポリシー］ページでポリシーのコピーと貼り付けを行う方法
1. ［ポリシー］ページでポリシーをコピーするには、コンソールで［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］ページの［ポリシー］で、コピーするポリシーの種類をクリックします。
3. ポリシーの種類の［ポリシー］ペインで、コピーする特定のポリシーをクリックします。
4. ［ポリシー］ページの［タスク］で、［ポリシーのコピー］をクリックします。
5. この処理に関する通知が今後表示されないようにする場合は、［ポリシーのコピー］ダイアログボックスで、［今後
このメッセージを表示しない］にチェックマークを付けます。
［今後このメッセージを表示しない］チェックボックスを再度表示するには、［管理］、［管理者］の順にクリック
し、管理者アカウントを選択し、［ポリシーのコピー通知のリセット］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
7. ［ポリシー］ページでポリシーを貼り付けるには、コンソールで［ポリシー］をクリックします。
8. ［ポリシー］ページの［ポリシー］で、貼り付けるポリシーの種類をクリックします。
9. ポリシーの種類の［ポリシー］ペインで、貼り付ける特定のポリシーをクリックします。
10. ［ポリシー］ページの［タスク］で、［ポリシーの貼り付け］をクリックします。
詳しい情報

• ［クライアント］ページでのポリシーのコピーと貼り付け
• すべてのポリシーに共通なタスクの実行

［クライアント］ページでのポリシーのコピーと貼り付け
新しいポリシーを追加する代わりに、ポリシーをコピーして貼り付けることができます。［クライアント］ページでは、
共有ポリシーや非共有ポリシーをコピーできます。
［クライアント］ページでポリシーのコピーと貼り付けを行う方法
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1. ［クライアント］ページでポリシーをコピーするには、コンソールで［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］ページの［クライアント］で、ポリシーのコピー先のグループを選択します。
3. ［ポリシー］タブの［場所固有のポリシーと設定］でスクロールして、ポリシーのコピー元の場所の名前を検索しま
す。
4. コピーする場所固有のポリシーを検索します。
5. ポリシーの右側で、［タスク］をクリックしてから、［コピー］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
7. ［クライアント］ページでポリシーを貼り付けるには、コンソールで［クライアント］をクリックします。
8. ［クライアント］ページの［クライアント］で、ポリシーの貼り付け先のグループを選択します。
9. ［ポリシー］タブで、［ポリシーと設定を親グループ「グループ名」から継承する］のチェックマークをはずしま
す。
ポリシーを削除するグループの継承を無効にする必要があります。継承のチェックマークをはずさないと、ポリシー
を貼り付けることはできません。
10. ［場所固有のポリシーと設定］でスクロールして、貼り付けるポリシーのある場所の名前を検索します。
11. 貼り付ける場所固有のポリシーを検索します。
12. ポリシーの右側で、［タスク］をクリックしてから、［貼り付け］をクリックします。
13. 既存のポリシーを上書きするかどうかの確認を求められたら、［はい］をクリックします。
詳しい情報

• ［ポリシー］ページでのポリシーのコピーと貼り付け
• すべてのポリシーに共通なタスクの実行

グループまたは場所へのポリシーの割り当て
グループを通じてクライアントコンピュータにポリシーを割り当てます。すべてのグループには、常にグループに割り
当てられている保護の種類ごとに、正確に 1 つずつポリシーが含まれます。通常は、プラットフォームを実行するクラ
イアントごとに個別のグループを作成します。異なるプラットフォームを実行するクライアントを同じグループに入れる
と、各クライアントプラットフォームは自身に適用されない設定を無視します。
割り当てられていないポリシーは、グループと場所にあるクライアントコンピュータにダウンロードされません。ポリ
シーを追加するときにポリシーを割り当てない場合は、後でグループと場所に割り当てることができます。別のグループ
または場所にポリシーを再割り当てすることもできます。
ポリシーは、次のようにコンピュータグループに割り当てられます。

• 初期インストール時に、シマンテック社のデフォルトのセキュリティポリシーは、My Company 親グループに割り当
•

•

てられます。
My Company 親グループのセキュリティポリシーは、新しく作成された各子グループに自動的に割り当てられます。
デフォルトでは、新しく作成する子グループは［My Company］から継承します。
新しいグループは常に、直接の親グループからポリシーを継承します。子グループの階層を作成すると、各階層は最
上位の親ではなく直接の親からポリシーを継承します。
同じ種類の別のポリシーを割り当てることによって、グループ内のポリシーを置き換えます。My Company 親グルー
プまたは任意の子グループに割り当てられたポリシーを置き換えられます。

アイコンには次の情報が表示されます。

247

Table 82: ポリシーのアイコン
アイコン

説明
ポリシーが割り当てられていないグループ。
ポリシーが割り当てられているグループ。テキストは太字です。
ポリシーが割り当てられていない場所。
ポリシーが割り当てられている場所。テキストは太字です。
親グループから継承されていて、ポリシーが割り当てられていない場所。
親グループから継承されていて、ポリシーが割り当てられている場所。

グループまたは場所にポリシーを割り当てるには
1. コンソールで、［クライアント］、［ ポリシーの種類］の順にクリックします。
2. ［ポリシー］ページで、ポリシーを選択して［ポリシーの割り当て］をクリックします。
3. ［ポリシーの割り当て］ダイアログボックスで、グループまたは場所を選択して［割り当て］をクリックします。
4. ［OK］をクリックして確定します。
詳しい情報
グループまたは場所からのポリシーの割り当て解除

ポリシーの置換
ある共有ポリシーを別の共有ポリシーと置換すると便利な場合があります。すべての場所、個々の場所のいずれでも、共
有ポリシーを置換できます。
すべての場所でポリシーを置換すると、管理サーバーによってそのポリシーを持つ場所のポリシーのみが置換されます。
たとえば、Sales グループで 4 カ所のうち 3 カ所の場所で Sales ポリシーを使用しているとします。Sales ポリシーを
Marketing ポリシーに変更すると、その 3 カ所の場所だけが Marketing ポリシーを受け取ります。
クライアントの配置場所に関係なく、クライアントのグループで同じ設定を使うと効率的です。この場合、非共有ポリ
シーを共有ポリシーに置換できます。非共有ポリシーと共有ポリシーとの置換は、各場所で個別に行います。
ポリシーを置換するには
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1. すべての場所の共有ポリシーを置換するには、コンソールで［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］ページの［ポリシー］で、置換するポリシーの種類をクリックします。
3. ［ポリシーの種類 ポリシー］ペインで、ポリシーをクリックします。
4. ［ポリシー］ページの［タスク］で、［ポリシーの置換］をクリックします。
5. ［ポリシーの種類 ポリシーの置換］ダイアログボックスの［新しい ポリシーの種類 ポリシー］リストボックスで、
古いポリシーを置換する共有ポリシーを選択します。
6. 既存のポリシーを置換するグループと場所を選択します。
7. ［置換］をクリックします。
8. グループと場所のポリシーを置換することの確認を求めるメッセージが表示されたら、［はい］をクリックします。
9. 1 つの場所で共有ポリシーまたは非共有ポリシーを置換するには、コンソールで［クライアント］をクリックしま
す。
10. ［クライアント］ページの［クライアント］で、置換するポリシーのグループを選択します。
11. ［ポリシー］タブで、［ポリシーと設定を親グループ「グループ名」から継承する］のチェックマークをはずしま
す。
ポリシーを削除するグループの継承を無効にする必要があります。継承のチェックマークをはずさないと、ポリシー
を置換することはできません。
12. ［場所固有のポリシーと設定］でスクロールして、ポリシーを含む場所を見つけます。
13. 置換するポリシーの横で、［タスク］をクリックし、［ポリシーの置換］をクリックします。
14. ［ポリシーの置換］ダイアログボックスの［新しいポリシー］リストボックスで、置換ポリシーを選択します。
15. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
すべてのポリシーに共通なタスクの実行

個々の Endpoint Protection ポリシーのエクスポートとインポート
ポリシーは、作り直さずに、エクスポートしたりインポートしたりできます。ポリシーに関連付けられているすべての設
定が自動的にエクスポートされます。
次の理由でポリシーのエクスポートが必要になる場合があります。

• 管理サーバーを以前のリリースから新しいリリースに更新する場合。新しい管理サーバーを、以前にカスタマイズし
たポリシーで更新することがあります。

• 別の場所で使うためにポリシーをエクスポートする場合。
それぞれのポリシーを一度に 1 つずつエクスポートし、インポートします。ファイルをエクスポートしたら、そのファ
イルをインポートしてグループを対象にして、または場所のみを対象にして適用します。［クライアント］ページでは、
特定の場所の共有ポリシーまたは非共有ポリシーをエクスポートできます。
個々の Endpoint Protection ポリシーをエクスポートおよびインポートする方法
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1. ［ポリシー］ページで単一のポリシーをエクスポートするには、コンソールで［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］ページの［ポリシー］で、エクスポートするポリシーの種類をクリックします。
3. ［ポリシーの種類 ポリシー］ペインで、エクスポートする特定のポリシーをクリックします。
4. ［ポリシー］ページの［タスク］で、［ポリシーのエクスポート］をクリックします。
5. ［ポリシーのエクスポート］ダイアログボックスでポリシーファイルのエクスポート先のフォルダを検索し、［エク
スポート］をクリックします。
6. ［クライアント］ページから共有ポリシーまたは非共有ポリシーをエクスポートするには、コンソールで［クライア
ント］をクリックします。
7. ［クライアント］で、ポリシーのエクスポート先となるグループを選択します。
8. ［ポリシー］タブで、［ポリシーと設定を親グループ「グループ名」から継承する］のチェックマークをはずしま
す。
ポリシーを削除するグループの継承を無効にする必要があります。継承のチェックマークをはずさないと、ポリシー
をエクスポートすることはできません。
9. ［場所固有のポリシーと設定］でスクロールして、エクスポートするポリシーのある場所の名前を検索します。
10. エクスポートする場所固有のポリシーを検索します。
11. ポリシーの右側で、［タスク］をクリックしてから、［ポリシーのエクスポート］をクリックします。
12. ［ポリシーのエクスポート］ダイアログボックスで、ポリシーのエクスポート先となるフォルダを参照します。
13. ［ポリシーのエクスポート］ダイアログボックスで、［エクスポート］をクリックします。
14. 単一のポリシーをインポートするには、コンソールで［ポリシー］をクリックします。
15. ［ポリシー］ページの［ポリシー］で、インポートするポリシーの種類をクリックします。
16. ［ポリシーの種類 ポリシー］ペインで、インポートするポリシーをクリックします。
17. ［ポリシー］ページの［タスク］で、［Import aポリシーの種類 Policy］をクリックします。
18. ［ポリシーのインポート］ダイアログボックスで、インポートするポリシーファイルを参照して、［インポート］を
クリックします。
詳しい情報
すべてのポリシーに共通なタスクの実行

共有ポリシーと非共有ポリシーについて
ポリシーは共有または非共有のいずれかです。ポリシーを複数のグループまたは場所に適用する場合、ポリシーは共有さ
れます。共有ポリシーを作成する場合、そのポリシーを使うすべてのグループと場所で簡単にポリシーを編集や置換する
ことができます。My Company グループレベルまたはより低いグループレベルで共有ポリシーを適用でき、サブグルー
プはポリシーを継承できます。複数の共有ポリシーを作成できます。
特定のグループまたは場所のために特別なポリシーが必要な場合は、固有のポリシーを作成します。作成した固有の非共
有ポリシーを、1 つの特定のグループまたは場所に割り当てます。1 つの場所に割り当て可能なポリシーは、1 種類のポ
リシーにつき 1 つだけです。
例として、考えられるいくつかのシナリオを以下に示します。
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• 経理部のユーザーのグループは、在社時と在宅時には異なる場所の設定を使って企業ネットワークに接続する必要が
•

•

あります。その場合、この 1 つのグループのために、独自のルールセットと設定を持つ異なるファイアウォールポリ
シーを、それぞれの場所に適用する必要があります。
会社には通常は DSL や ISDN を使うリモートユーザーがいて、これらのユーザーには VPN 接続が必要な場合があり
ます。他のリモートユーザーは、社内ネットワークに接続するときにはダイヤルアップすることを望んでいます。し
かし、営業やマーケティングのグループではワイヤレス接続を使うこともあります。これらの各グループでは、社内
ネットワークへの接続元の場所に固有のファイアウォールポリシーが必要です。
社内ネットワークを攻撃から保護するために、認定されていないアプリケーションのインストールを制限するポリ
シーをほとんどの社員のワークステーションに実装することを推奨します。IT グループは、追加のアプリケーション
へのアクセスが必要な場合があります。そのため、IT グループに対しては一般の社員よりも制限の緩いセキュリティ
ポリシーが必要です。この場合、IT グループ向けに異なるファイアウォールポリシーを作成できます。

一般に、［ポリシー］ページの［ポリシー］タブでグループと場所が共有するポリシーを追加します。ただし、グルー
プ間では共有されず、特定の場所にのみ適用されるポリシーは、［クライアント］ページで追加します。［クライアン
ト］ページでポリシーを追加する場合、次のいずれかの方法を使って新しいポリシーを追加できます。

• 新しいポリシーを追加します。次のサイトを参照してください。
ポリシーの追加

• 新しいポリシーの基になる既存のポリシーをコピーします。次のサイトを参照してください。
– ［ポリシー］ページでのポリシーのコピーと貼り付け
– ［クライアント］ページでのポリシーのコピーと貼り付け
• 別のサイトから以前エクスポートされたポリシーをインポートします。次のサイトを参照してください。
個々の Endpoint Protection ポリシーのエクスポートとインポート

詳しい情報

• すべてのポリシーに共通なタスクの実行
• 共有ポリシーの非共有ポリシーへの変換

共有ポリシーの非共有ポリシーへの変換
共有ポリシーのコンテンツをコピーして、そのコンテンツから非共有ポリシーを作成できます。コピーを使うと、1 つの
場所で共有ポリシーのコンテンツを変更できますが、その他のすべての場所では変更できません。コピーは既存の共有ポ
リシーを上書きします。
変換が完了すると、変換済みの新しい名前のポリシーが、［場所固有のポリシーと設定］に表示されます。ただし、非共
有ポリシーは［クライアント］ページ > ［ポリシー］タブから［ポリシー］ページにコピーしない限り、ポリシータイ
プについて［ポリシー］ページには表示されません。
詳細については、次を参照してください。

• 共有ポリシーと非共有ポリシーについて
• ［クライアント］ページでのポリシーのコピーと貼り付け
• ［ポリシー］ページでのポリシーのコピーと貼り付け
共有ポリシーを非共有ポリシーに変換するには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］ページの［クライアント］で、変換するポリシーのグループを選択します。
3. 前の手順で選択したグループに関連付けられたペインで、［ポリシー］タブをクリックします。
4. ［ポリシー］タブで、［ポリシーと設定を親グループ「グループ名」から継承する］のチェックマークをはずしま
す。
ポリシーを削除するグループの継承を無効にする必要があります。継承のチェックマークをはずさないと、ポリシー
を置換することはできません。
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5. ［場所固有のポリシーと設定］で、変換する特定のポリシーとそのポリシーのある場所の名前をスクロールして探し
ます。
6. 固有のポリシーの隣にある［タスク］をクリックしてから、［非共有ポリシーに変換］をクリックします。
7. ［概要］ダイアログボックスで、ポリシーの名前と説明を編集します。
8. 必要に応じて他のポリシーの設定を修正します。
9. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
すべてのポリシーに共通なタスクの実行

グループまたは場所からのポリシーの割り当て解除
ポリシーを完全に削除するか、または後で使うためにポリシーを保存する場合は、グループまたは場所からポリシーの割
り当てを解除できます。
たとえば、新しいポリシーを導入した後に特定のグループに問題が生じることがあります。データベースにポリシーを
残したい場合は、削除する代わりにポリシーを撤回できます。ポリシーを撤回すると、ポリシーを割り当てたグループ
と場所から自動的に撤回されます。ポリシーが使われている場所の番号は［ポリシー］ページの［ポリシーの種類 ポリ
シー］ペインに表示されます。
NOTE
ポリシーを削除する前に、すべてのグループと場所からポリシーを撤回するか、置き換える必要があります。
［ポリシー］ページでは、次のポリシーを除き、場所やグループからすべてのポリシーを撤回できます。:

• ウイルス対策とスパイウェア対策
• LiveUpdate 設定
これらのポリシーは別の［ウイルスとスパイウェアの対策ポリシー］または［LiveUpdate ポリシー］との置換のみが可
能です。次のサイトを参照してください。

• ポリシーの置換
• グループまたは場所へのポリシーの割り当て
グループまたは場所からポリシーの割り当てを解除する方法
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1. ［ポリシー］ページで共有ポリシーの割り当てを解除するには、コンソールで［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］ページの［ポリシー］で、撤回するポリシーの種類をクリックします。
3. ［ポリシーの種類 ポリシー］ペインで、撤回する特定のポリシーをクリックします。
4. ［ポリシー］ページの［タスク］で、［ポリシーの撤回］をクリックします。
5. ［ポリシーの撤回］ダイアログボックスで、ポリシーを撤回するグループと場所にチェックマークを付けます。
6. ［撤回］をクリックします。
7. グループと場所のポリシーを撤回することの確認を求めるメッセージが表示されたら、［はい］をクリックします。
8. ［クライアント］ページで共有ポリシーまたは非共有ポリシーの割り当てを解除するには、コンソールで［クライア
ント］をクリックします。
9. ［クライアント］ページの［クライアント］で、ポリシーを撤回する対象のグループを選択します。
10. ［ポリシー］タブで、［ポリシーと設定を親グループ「グループ名」から継承する］のチェックマークをはずしま
す。
ポリシーを削除するグループの継承を無効にする必要があります。継承のチェックマークをはずさないと、ポリシー
を撤回することはできません。
11. ［場所固有のポリシーと設定］でスクロールして、ポリシーを撤回する場所の名前を検索します。
12. 撤回する場所のポリシーを検索します。
13. ［タスク］をクリックし、［ポリシーの撤回］をクリックします。
14. ［ポリシーの撤回］ダイアログボックスで、［はい］をクリックします。
詳しい情報
すべてのポリシーに共通なタスクの実行

クライアントコンピュータの保護をユーザーが無効にできない設定
Symantec Endpoint Protection Manager 管理者としてユーザー制御レベルを設定する、またはポリシーオプションをロッ
クして、ユーザーがクライアントコンピュータの保護を無効にできないようにすることができます。たとえば、ファイア
ウォールポリシーでは制御レベルを使用し、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーではロックを使用します。
シマンテック社では、ユーザーによる保護の無効化を常に許可しないようにすることを推奨します。
以下のトピックを参照してください。

•
•
•
•
•

ユーザー制御レベルについて
ユーザー制御レベルの変更
ポリシー設定のロックおよびロック解除
特定の保護技術をユーザーが無効にできない設定
Symantec Endpoint Protection Manager からのクライアントポリシーのアップデート

ユーザー制御レベルについて
ユーザー制御レベルは、特定の機能の制御をクライアントユーザーに付与するために使用します。また、ユーザー制御レ
ベルによって、クライアントユーザーインターフェースを完全に不可視にするか、一部の機能セットを表示するか、すべ
てを表示するかも決定されます。
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Table 83: ユーザー制御レベル
ユーザー制御レベル

説明

サーバー制御

ユーザーは最小レベルでクライアントを制御できます。 サーバー制御では、ユーザーはロック解除された
設定を変更することはできますが、これらの設定は次のハートビート時に上書きされます。

クライアント制御

ユーザーは最大レベルでクライアントを制御できます。クライアント制御では、ユーザーによる設定が許
可されます。 クライアントで修正された設定がサーバー設定に優先します。それらの設定は、新しいポリ
シーでロックされている場合を除き、新しいポリシーが適用されても上書きされません。
クライアント制御はリモートまたは在宅で作業する従業員に役立ちます。
Note: ユーザーがクライアント制御モードまたは混合制御モードの設定を変更するためには、Windows の
管理者グループに入っている必要があります。

混合制御

ユーザーは混合レベルでクライアントを制御できます。オプションを［サーバー制御］または［クライア
ント制御］に設定することで、ユーザーがどのオプションを設定できるようにするかを決定します。クラ
イアント制御のアイテムについては、ユーザーが設定を制御します。サーバー制御のアイテムについて
は、管理者が設定を制御します。

Windows クライアントの場合、すべてのオプションを設定できます。Mac クライアントの場合、サーバー制御とクライ
アント制御において通知領域アイコンと一部の IPS オプションを利用できます。
サーバーによって検疫ポリシーが適用されると、［クライアント制御］または［混合制御］下で実行しているクライアン
トは［サーバー制御］に切り替えられます。
詳細については、次を参照してください。
ユーザーによるクライアントのユーザーインターフェースの変更を防止、許可
ユーザー制御レベルの変更
一部の管理設定には、依存関係があります。たとえば、ユーザーがファイアウォールルールを設定する権限を有していて
も、クライアントユーザーインターフェースにアクセスできないことがあります。ユーザーは［ファイアウォールルール
の設定］ダイアログボックスにアクセスできないので、ルールを作成できません。
ユーザー制御レベルを変更するには
コンソールで、［クライアント］をクリックします。
［クライアントの表示］でグループを選択して［ポリシー］タブをクリックします。
［場所固有のポリシーと設定］で、修正する場所の下の［場所固有の設定］を展開します。
［クライアントユーザーインターフェース制御の設定］の隣で、［タスク］ > ［設定の編集］をクリックします。
［クライアントユーザーインターフェース制御の設定］ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。
– ［サーバー制御］、［カスタマイズ］の順にクリックします。
必要な設定を行った後、［OK］をクリックします。
– ［クライアント制御］をクリックします。
– ［混合制御］、［カスタマイズ］の順にクリックします。
必要な設定を行った後、［OK］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
1.
2.
3.
4.
5.

詳細については、次を参照してください。
混合制御のファイアウォール設定
ポリシー設定のロックおよびロック解除
一部のポリシー設定はロックおよびロック解除できます。ユーザーは、ロックされた設定を変更できません。錠前アイコ
ンが、ロック可能な設定の横に表示されます。ウイルスとスパイウェアの対策の設定、改変対策の設定、提出の設定、侵
入防止の設定のロックとロック解除もできます。
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特定の保護技術をユーザーが無効にできない設定
クライアントを［混合制御］または［サーバー制御］に設定していても、オプションをロックしなければユーザーは設定
を変更できます。これらの変更は、Symantec Endpoint Protection Manager での次回のハートビートまではそのまま保持
されます。さまざまなポリシーのポリシーオプションをロックすることで、設定が［クライアント制御］でも、ユーザー
が設定を変更できないようになります。
NOTE
管理者グループに属していない Windows ユーザーは、［場所固有の設定］の構成に関係なく、Symantec
Endpoint Protection クライアントユーザーインターフェースで設定を変更できません。Windows 10 の管理者
は、これらのオプションを設定した後でも、通知領域のアイコンから製品を無効にできます。ただし、個々の
保護技術をクライアントユーザーインターフェースから無効にすることはできません。
NOTE
グループすべてに対するポリシーを変更する必要がない場合は、変更を加える対象となるグループのポリシー
継承を無効にします。共有ポリシーを編集する場合、ポリシー継承が無効化されていても、そのポリシーが適
用されている各グループに編集後のポリシーが適用されます。
ユーザーがファイアウォールまたはアプリケーションとデバイス制御を無効化しないようにするには
コンソールで、［クライアント］をクリックします。
制限するクライアントグループをクリックし、［ポリシー］タブをクリックします。
［場所固有の設定］を展開します。
［クライアントユーザーインターフェース制御の設定］の隣で、［タスク］ > ［設定の編集］をクリックします。
［サーバー制御］または［混合制御］をクリックし、次に［カスタマイズ］をクリックします。
［クライアントユーザーインターフェースの設定］ダイアログボックス（サーバー制御）またはペイン（混合制御）
で、［次のユーザーによるファイアウォールの有効と無効の切り替えを許可する］と［ユーザーによるアプリケー
ションデバイス制御の有効と無効の切り替えを許可する］のチェックマークをはずします。
7. ［OK］をクリックし、もう一度［OK］をクリックします。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ユーザーが侵入防止を無効化しないようにするには
コンソールで、［クライアント］をクリックします。
制限するクライアントグループをクリックし、ポリシーの［ポリシー］タブをクリックします。
［場所固有のポリシー］を展開します。
［侵入防止ポリシー］の隣で、［タスク］ > ［ポリシーの編集］をクリックします。
［侵入防止］をクリックして、［ネットワーク侵入防止を有効にする］および［ブラウザ侵入防止を有効にする］の
隣にあるロックをクリックして、これらの機能をロックします。
6. ［OK］をクリックします。
1.
2.
3.
4.
5.

ユーザーがウイルスとスパイウェアの対策を無効にできないようにするには
1.
2.
3.
4.
5.

コンソールで、［クライアント］をクリックします。
制限するクライアントグループをクリックし、［ポリシー］タブをクリックします。
［場所固有のポリシー］を展開します。
［ウイルスとスパイウェアの対策ポリシー］の隣で、［タスク］ > ［ポリシーの編集］をクリックします。
［Windows の設定］で、次の機能をロックします。
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– ［Auto-Protect］をクリックして、次に［Auto-Protect を有効にする］の隣のロックをクリックします。
– ［ダウンロード保護］をクリックして、［ダウンロードインサイトを有効にし、ファイル評価に基づいてダウン
ロード済みファイルの潜在的なリスクを検出する］の隣のロックをクリックします。

– ［SONAR］をクリックして、次に［SONAR を有効にする］の隣のロックをクリックします。
– ［早期起動マルウェア対策ドライバ］をクリックして、［Symantec 早期起動マルウェア対策を有効にする］の隣
のロックをクリックします。

– ［Microsoft Outlook Auto-Protect］をクリックして、次に［Microsoft Outlook Auto-Protect を有効にする］の隣

のロックをクリックします。
– 14.2 RU1 より前のバージョンでは、［インターネット電子メール Auto-Protect］をクリックして、次に［イン
ターネット電子メール Auto-Protect を有効にする］の隣のロックをクリックします。
– 14.2 RU1 より前のバージョンでは、［Lotus Notes Auto-Protect］をクリックして、次に［Lotus Notes AutoProtect を有効にする］の隣のロックをクリックします。
– ［グローバルスキャンオプション］をクリックして、［有効にするインサイト］と［Bloodhound ヒューリス
ティックウイルス検出の有効化］の隣のロックをクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
ユーザーがメモリエクスプロイト緩和機能を無効化しないようにするには (14.1 以降)

バージョン 14 では、侵入防止ポリシーに［メモリエクスプロイト緩和機能］が表示されて、［汎用エクスプロイト緩和
機能］と呼ばれていました。
コンソールで、［クライアント］をクリックします。
制限するクライアントグループをクリックし、ポリシーの［ポリシー］タブをクリックします。
［場所固有の設定］を展開します。
［メモリエクスプロイト緩和機能］の隣で、［タスク］ > ［ポリシーの編集］をクリックします。
［メモリエクスプロイト緩和機能］をクリックして、次に［メモリエクスプロイト緩和機能を有効にする］の隣の
ロックをクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
1.
2.
3.
4.
5.

Symantec Endpoint Protection Manager からのクライアントポリシーのアップデート
これらの変更を加えた後、グループに属するクライアントは、グループの通信設定に応じて、アップデート済みポリシー
を受信します。グループがプッシュモードの場合、Symantec Endpoint Protection Manager は数秒以内にクライアントに
チェックインを求めるメッセージを表示します。グループがプルモードの場合は、クライアントは、次回の定時ハート
ビートでチェックインします。
次回のハートビートよりも早くポリシーを受け取るには、クライアントにチェックインしてポリシーをアップデートする
ように求めるメッセージを表示できます。また、Symantec Endpoint Protection クライアントからポリシーをアップデー
トすることもできます。次のサイトを参照してください。
クライアントポリシーの更新
クライアントでポリシーがアップデートされると、Symantec Endpoint Protection の通知領域のアイコンを右クリックし
たときに、［Symantec Endpoint Protection を無効にする］がグレー表示されます。

クライアントコンピュータで動作するアプリケーションとサービスの監視
Windows クライアントは、各コンピュータで実行されているアプリケーションとサービスの情報を監視して収集しま
す。情報をリストに収集し、リストを管理サーバーに送信するように、クライアントを設定できます。アプリケーション
のリストとそれらの特性は、学習済みアプリケーションと呼ばれます。
この情報を使うと、ユーザーが実行しているアプリケーションを調べることができます。次の領域のアプリケーションに
関する情報を必要とする場合に、この情報を使うこともできます。
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•
•
•
•
•
•

ファイアウォールポリシー
アプリケーションとデバイス制御ポリシー
SONAR 技術
ホストインテグリティポリシー
ネットワークアプリケーション監視
ファイルフィンガープリントリスト
NOTE
Mac と Linux クライアントはそのコンピュータで実行されるアプリケーションとサービスを監視しません。

いくつかのタスクを実行して学習済みアプリケーションを設定し使用できます。
Table 84: アプリケーションを監視する手順
手順

説明

学習済みアプリケー
ションの有効化

クライアントコンピュータで実行されるアプリケーションに関する情報を収集するために管理サーバーを設定
します。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータで実行するアプリケーションに関する情報の収集

アプリケーションの
検索

クエリーツールを使用してクライアントコンピュータで実行されるアプリケーションのリストを検索できま
す。アプリケーションベースの基準またはコンピュータベースの基準を指定して検索できます。たとえば、ク
ライアントコンピュータが使っている Internet Explorer のバージョンを調べることができます。次のサイトを
参照してください。
コンピュータで実行されるアプリケーションに関する情報の検索
アプリケーションの検索結果は確認のために保存できます。

NOTE
一部の国では、社員が会社のノートパソコンで自宅からオフィスのネットワークにログオンしノートパソコン
からアプリケーション使用情報を取得する、といった特定の状況で学習済みアプリケーションツールを使うこ
とが法律で許可されていない場合もあります。このツールを使う前に、使用目的が自国の法律で許可されてい
ることを確認してください。許可されていない場合は、ツールを無効にする手順に従ってください。

アプリケーション学習の有効化
グループまたは場所に対して、学習済みアプリケーションを有効にできます。これにより、クライアントコンピュータで
実行するアプリケーションに関する情報が収集されます。その後クライアントは、実行されるすべてのアプリケーション
を追跡し、そのデータを管理サーバーに送信します。
学習済みアプリケーションデータは個々の Symantec Endpoint Protection クライアントから管理サーバーに転送されるた
め、Symantec Endpoint Protection Manager は、このデータが処理され、SQL Server データベースに格納されるように
するための処理の大半を担っています。学習済みアプリケーションデータを転送するシステムの数や、環境内で実行され
る大規模なアプリケーションの数が多いほど、Symantec Endpoint Protection Manager がより多くの情報を一時的に保存
して処理する必要があります。これにより、動作状態データやセキュリティログデータなど、その他の SEP クライアン
トデータについて、待機時間が長くなる可能性があります。非常にビジーな環境では、これにより、すでにリソースが不
足している SEPM で CPU またはメモリの問題が発生する可能性があります。
NOTE
Mac および Linux クライアントでは、学習済みアプリケーションをサポートされていません。
グループに対してアプリケーション学習を有効にする方法
1. コンソールで、［クライアント］をクリックし、グループを選択して、［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］タブで、［通信の設定］をクリックします。
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3. ［通信設定］ダイアログボックスで、［クライアントコンピュータ上で実行するアプリケーションを学習する］に
チェックマークを付けて、［OK］をクリックします。
場所に対してアプリケーション学習を有効にする方法
1. コンソールで、［クライアント］をクリックし、グループを選択して、［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］タブで、場所を選択し、［場所固有の設定］を展開します。
3. ［通信の設定］の右側で、［タスク］をクリックし、［グループ通信設定を使う］のチェックマークを外して、［設
定の編集］をクリックします。
4. ［<場所名> の通信設定］ダイアログボックスで、［クライアントコンピュータ上で動作するアプリケーションを学
習する］にチェックマークを付けて、［OK］をクリックします。
サイトに対してアプリケーション学習を有効にする方法
1. コンソールで、［管理者］、［サーバー］、［サイトプロパティの編集］の順にクリックします。
2. ［全般］タブで、［クライアントが実行するすべてのアプリケーションを追跡する］にチェックマークを付けます。
3. デフォルトデータベースのサイズを減らすには、［Delete learned application data after x days (x 日後に学習済み
アプリケーションデータを削除)］にチェックマークを付けます。管理サーバーデータベースの更新に関して問題が発
生した場合は、「7」と入力することをお勧めします。
4. ［OK］をクリックします。
グループまたは場所の各クライアントでアプリケーションが実行されている場合、管理者の電子メールアドレスに通知を
送信するように設定できます。次のサイトを参照してください。

• 管理者通知の設定
• クライアントコンピュータで動作するアプリケーションとサービスの監視
• すべてのポリシーに共通なタスクの実行

コンピュータで実行される学習済みアプリケーションに関する情報の検索
管理サーバーがクライアントから学習済みアプリケーションのリストを受信したら、クエリーを実行してアプリケー
ションの詳細を調べることができます。たとえば、権限のないアプリケーションを使っているすべてのクライアントコ
ンピュータを調べることができます。その後、ファイアウォールルールを作成して、クライアントコンピュータ上のアプ
リケーションを遮断できます。または、クライアントコンピュータをアップグレードして、最新バージョンの Microsoft
Word を使うようにすることもできます。どの種類のポリシーからも［アプリケーションの検索］タスクを使うことがで
きます。
NOTE
Mac クライアントは Mac コンピュータで実行されるアプリケーションとサービスを監視しません。
アプリケーションは次の方法で検索できます。

• アプリケーションごと
•

検索対象を、特定のアプリケーションやアプリケーションの詳細（名前、ファイルフィンガープリント、パス、サイ
ズ、バージョン、前回の修正日時など）に制限できます。
クライアントまたはクライアントコンピュータごと
特定のユーザーまたは特定のコンピュータが実行しているアプリケーションを検索できます。たとえば、コンピュー
タの IP アドレスを基準として検索できます。

ファイアウォールルールに追加するアプリケーション名について、ファイアウォールポリシーで直接検索することもでき
ます。次のサイトを参照してください。
アプリケーションについての情報の定義
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NOTE
［検索］フィールドの情報はクライアントが実行するすべてのアプリケーションを追跡する機能を有効に
するまで収集されません。各グループまたは場所の［通信の設定］ダイアログボックスにある［クライアン
ト］ページに移動すると、この機能を有効にできます。
コンピュータで実行されるアプリケーションに関する情報を検索するには
1. コンソールで、［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］ページの［タスク］で、［アプリケーションの検索］をクリックします。
3. ［アプリケーションの検索］ダイアログボックスの［アプリケーションを検索する場所］フィールドの右側で、［参
照］をクリックします。
4. ［グループまたは場所の選択］ダイアログボックスで、表示するアプリケーションが存在するクライアントのグルー
プを選択し、［OK］をクリックします。
一度に指定できるグループは 1 つだけです。
5. ［サブグループを検索する］にチェックマークを付けていることを確認します。
6. 次のいずれかの処理を実行します。

• ユーザーまたはコンピュータの情報に基づいて検索するには、［クライアント/コンピュータ情報に基づく］をク
リックする

• アプリケーションに基づいて検索するには、［アプリケーションに基づく］をクリックする
7. ［検索フィールド］の下の空のセルをクリックし、リストから検索基準を選択します。
［検索フィールド］セルに、選択したオプションに対する基準が表示されます。これらの基準について詳しくは［ヘ
ルプ］を参照してください。
8. ［比較演算子］の下の空のセルをクリックし、演算子を 1 つ選択します。
9. ［値］の下の空のセルをクリックし、値を選択または入力します。
［値］セルでは、［検索フィールド］セルで選択した基準に応じて、入力形式が指定されるか、ドロップダウンリス
トから値を選択できます。
10. 検索基準を追加するには、2 つ目の行をクリックし、［検索フィールド］、［比較演算子］、［値］の各セルに情報
を入力します。
検索基準の複数の行に入力した場合、すべての条件に一致するクエリーを実行します。
11. ［検索］をクリックします。
12. ［クエリー結果］の表で、次のいずれかのタスクを行います。

• スクロール矢印をクリックして、行や列をさらに表示する
• ［前へ］や［次へ］をクリックし、情報の画面をさらに表示する
• 行を選択して［詳細の表示］をクリックし、アプリケーションの追加情報を表示する
結果はファイルにエクスポートしないと保存されません。
13. クエリー結果を削除するには、［すべてを消去］をクリックします。
14. ［閉じる］をクリックします。
詳しい情報

• クライアントコンピュータで動作するアプリケーションとサービスの監視
• すべてのポリシーに共通なタスクの実行
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ファイアウォール保護の管理
ファイアウォールは、ファイアウォールポリシーで指定した着信ネットワークトラフィックおよび発信ネットワークトラ
フィックを許可します。Symantec Endpoint Protection ファイアウォールポリシーにはルールおよび保護設定が含まれ、
そのほとんどは有効と無効を切り替えられ、設定できます。
Table 85: ファイアウォール保護を管理する省略可能なタスク
タスク

説明

ファイアウォール保護の理解 ファイアウォール保護を設定する前に、ファイアウォールに精通しておく必要があります。次のサイ
トを参照してください。
• ファイアウォールのしくみ
• Symantec Endpoint Protection ファイアウォールについて
ファイアウォールポリシーの Symantec Endpoint Protection は、デフォルトのファイアウォールポリシーをインストールします。デ
作成
フォルトのポリシーを修正することも、新しいポリシーを作成することもできます。
ポリシーのファイアウォールルールとファイアウォール保護設定を設定する前に、ポリシーを作成し
ておく必要があります。次のサイトを参照してください。
ファイアウォールポリシーの作成
ファイアウォールルールの作 ファイアウォールルールとは、ファイアウォールで、悪質な攻撃からクライアントコンピュータを保
成およびカスタマイズ
護する方法を制御するポリシーコンポーネントです。
デフォルトのファイアウォールポリシーには、デフォルトのファイアウォールルールが含まれます。
また、新しいポリシーを作成すると、Symantec Endpoint Protection によりデフォルトのファイア
ウォールルールが与えられます。ただし、デフォルトのルールを修正することも、新しいルールを作
成することもできます。次のサイトを参照してください。
• 新しいファイアウォールルールの追加
• ファイアウォールルールのカスタマイズ
ファイアウォール保護設定の ファイアウォールがある特定の操作を完了した後、制御はいくつかのコンポーネントに渡されます。
有効化
各コンポーネントは異なる種類のパケット分析を実行するように設計されています。次のサイトを参
照してください。
• ルールの追加ではなくネットワークサービスのための通信の有効化
• 攻撃側コンピュータへの接続の自動遮断
• コンピュータに対する外部からのステルス攻撃の防止
• Windows ファイアウォールの無効化
• ピアツーピア認証の設定によるリモートコンピュータの遮断
ファイアウォール保護の監視 定期的に、コンピュータのファイアウォール保護の状態を監視してください。次のサイトを参照して
ください。
エンドポイント保護の監視

詳しい情報

• コンソールを使った、クライアントコンピュータでのコマンドの実行
• 混合制御のファイアウォール設定

ファイアウォールのしくみ
ファイアウォールは、以下のタスクをすべて行います。
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• 権限がないユーザーが、インターネットに接続した組織内のコンピュータおよびネットワークにアクセスできないよ
•
•
•
•

うにする
使用中のコンピュータとインターネット上の他のコンピュータ間の通信を監視する
コンピュータ上の情報へのアクセス試行を許可または遮断するシールドを作成する
他のコンピュータから接続の試みがあることを警告する
他のコンピュータに接続するコンピュータのアプリケーションによって接続の試みがあったことを警告する

ファイアウォールは、インターネット上で送受信されるデータのパケットを調べます。パケットは 2 つのコンピュータ
間の情報の流れの一部である個別のデータ単位です。パケットは送信先で組み立てられ連続したデータストリームとして
表示されます。
パケットはデータについての次の情報を含んでいます。

•
•
•
•

発生元のコンピュータ
意図される受信者または複数の受信者
パケットデータの処理方法
パケットを受信するポート
ポートはインターネットから受信するデータのストリームを分割するチャネルです。コンピュータで動作するアプリ
ケーションはポートで応答準備を行います。アプリケーションはポートに送られるデータを受け入れます。

ネットワーク攻撃は脆弱なアプリケーションの弱点を利用します。攻撃者はこうした弱点を利用して悪質なプログラム
コードが含まれたパケットをポートに送信します。脆弱なアプリケーションがポートで応答準備を行うとき、攻撃者は悪
質なコードによってコンピュータへアクセスできるようになります。

Symantec Endpoint Protection ファイアウォールについて
Symantec Endpoint Protection ファイアウォールはファイアウォールポリシーとルールを使って、ネットワークトラ
フィックを許可または遮断します。Symantec Endpoint Protection にはオフィス環境向けのデフォルトのファイアウォー
ルルールとファイアウォールの設定を含んだデフォルトのファイアウォールポリシーが用意されています。オフィス環境
は通常は企業ファイアウォール、境界パケットフィルタ、ウイルス対策サーバーの保護下にあります。そのため、限定的
な境界保護しか利用できないほとんどのホーム環境よりも通常は安全です。
ファイアウォールルールは悪質なインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックからクライアントコンピュー
タを保護する方法を制御します。ファイアウォールはすべてのインバウンドとアウトバウンドのパケットをこれらのルー
ルと照合して自動的に検査します。次にファイアウォールはルールで指定した情報に基づくパケットを許可または遮断し
ます。コンピュータが別のコンピュータへ接続を試みると、ファイアウォールは接続の種類とファイアウォールルールの
リストを比較します。ファイアウォールはすべてのネットワークトラフィックのステートフルインスペクションも使いま
す。
コンソールの初回のインストール時に、各グループに対してデフォルトのファイアウォールポリシーが自動的に追加され
ます。
新しい場所を追加するたびに、コンソールによってファイアウォールポリシーがデフォルトの場所に自動的にコピーされ
ます。
管理者はユーザーによるファイアウォールルールとファイアウォール設定の変更を許可するか禁止するかによって、ユー
ザーが行うクライアントの管理操作のレベルを決定します。ユーザーがクライアントを操作できるのは、クライアントが
新しいネットワーク接続と問題の可能性について通知するときだけです。または、ユーザーインターフェースをすべて利
用することもできます。
デフォルトのファイアウォール設定を使ってクライアントをインストールできます。ほとんどの場合その設定を変更する
必要はありません。ただし、ネットワークを詳しく理解しているユーザーは、クライアントのファイアウォールをさまざ
まに変更してクライアントコンピュータの保護を微調整できます。
バージョン 14.2 以降、Mac クライアントは管理下クライアントに対してのみファイアウォールを提供します。ユーザー
は、管理者がクライアント制御を許可している場合にのみ、ファイアウォールを有効または無効にできます。これは
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Mac のオペレーティングシステムファイアウォールとは異なるネットワーク層で動作するため、両方を有効にして並列
で実行できます。
詳しい情報

•
•
•
•
•

Mac クライアントのファイアウォールの設定について
ファイアウォール保護の管理
ファイアウォールのしくみ
ファイアウォールでのステートフルインスペクションの使い方
セキュリティポリシーの種類

Mac クライアントのファイアウォールの設定について
Mac 用の Symantec Endpoint Protection クライアントに含まれているファイアウォールの設定は、次のとおりです。

• ファイアウォールのスマートルール
• カスタムファイアウォールルール
これらの設定は、Symantec Endpoint Protection Manager 管理者のみが構成できます。ファイアウォールは、管理下クラ
イアントでのみ利用できます。
ファイアウォールは、バージョン 14.2 以降の Mac 用 Symantec Endpoint Protection クライアントに含まれています。
Table 86: ファイアウォールの設定
設定の種類

説明

ファイアウォールの
スマートルール

ファイアウォールのスマートルールは、一般的な種類の攻撃を防ぐための保護を提供します。これにより、特
定のプロトコルに基づく初期要求を Mac が行うときに、そのプロトコルに基づくトラフィックが許可されま
す。
保護設定には、次のものが含まれます。
• ポートスキャン検出
• サービス拒否検出
• MAC 詐称対策
• 自動的に攻撃者の IP アドレスを遮断する
トラフィックプロトコルには次のものが含まれます。
• スマート DHCP
• スマート DNS
Mac 用 Symantec Endpoint Protection ファイアウォールは、オペレーティングシステムの組み込みファイ
アウォールとは統合しません。そうではなく、並列で実行されます。オペレーティングシステムファイア
ウォールはアプリケーション層で検査しますが、Symantec Endpoint Protection ファイアウォールは下位レベ
ル (ネットワークと伝送) で検査します。
Mac 用 Symantec Endpoint Protection ファイアウォールは、ピアツーピア遮断ルールは提供しませんが、カ
スタムファイアウォールルールによってこれらを部分的に作成することはできます。

カスタムファイア
ウォールルール

カスタムファイアウォールルールにより、管理者はネットワークトラフィックの多様な属性に関わるルールを
作成できます。

詳しい情報
ファイアウォール保護の管理

ファイアウォールポリシーの作成
Symantec Endpoint Protection にはオフィス環境向けのデフォルトのファイアウォールのルールと設定を含むデフォルト
のファイアウォールポリシーが用意されています。オフィス環境は通常は企業ファイアウォール、境界パケットフィル
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タ、ウイルス対策サーバーの保護下にあります。そのため、限定的な境界保護しか利用できないほとんどのホーム環境よ
りも通常は安全です。
コンソールの初回のインストール時に、各グループに対してデフォルトのファイアウォールポリシーが自動的に追加され
ます。
NOTE
デフォルトのファイアウォールポリシーの名前を変更すると、アップグレードでポリシーが更新されない場合
があります。デフォルトのファイアウォールポリシー内のデフォルトのルールの名前を変更した場合も同様の
問題が生じる可能性があります。
新しい場所を追加するたびに、コンソールによってファイアウォールポリシーがデフォルトの場所に自動的にコピーされ
ます。デフォルトの保護が適切でない場合は、ホームサイトやカスタマーサイトなどの場所ごとにファイアウォールポリ
シーをカスタマイズできます。デフォルトのファイアウォールポリシーが必要ない場合は、それを編集することも別の共
有ポリシーに置換することもできます。
以下の表で、新しいファイアウォール ポリシーを設定するために実行できるタスクについて説明します。最初にファイ
アウォールポリシーを追加する必要があります。その後の残りのタスクは省略可能で、任意の順序で完了できます。
Table 87: ファイアウォールポリシーを作成する方法
タスク

説明

新しいファイアウォールルールを追
加する

ファイアウォールルールは、ファイアウォールが悪質な着信トラフィックとアプリケーション
からクライアントコンピュータをどのように保護するかを制御するポリシーコンポーネントで
す。ファイアウォールはこれらのルールを基準にして、すべての着信パケットと発信パケット
を自動的に検査します。ファイアウォールはルールで指定された情報に基づいてパケットを許
可または遮断します。デフォルトルールを修正すること、新しいルールを作成すること、デ
フォルトルールを無効にすることが可能です。
新しいファイアウォールポリシーを作成すると、Symantec Endpoint Protection によってデ
フォルトのファイアウォールルールが提供されます。このルールは、デフォルトで有効になり
ます。
詳細については、次を参照してください。
新しいファイアウォールルールの追加

アプリケーションへのアクセスが遮
断されたことをユーザーに伝える通
知を有効にしてカスタマイズする

アクセスしようとしているアプリケーションが遮断されていることを知らせる通知を、ユー
ザーに送信できます。
これらの設定はデフォルトで無効になっています。
詳細については、次を参照してください。
アプリケーションへのアクセスが遮断されていることに関するユーザーへの通知

自動ファイアウォールルールを有効
にする

特定のネットワークサービス間の通信を自動的に許可するオプションを有効にできます。これ
らのオプションを使うと、それらのサービスを明示的に許可するルールを作成する必要がなく
なります。トラフィックの設定を有効にすることで NetBIOS とトークンリングを使って通信
するトラフィックの検出と遮断も実行できます。
トラフィックのプロトコルのみがデフォルトで有効になります。
詳細については、次を参照してください。
ルールの追加ではなくネットワークサービスのための通信の有効化
Symantec Endpoint Protection クライアントがネットワーク攻撃を検出すると、接続を自動的
に遮断してクライアントコンピュータの安全を確保できます。クライアントはアクティブレス
ポンスをアクティブ化して、クライアントと攻撃側コンピュータの間のすべての通信を一定期
間自動的に遮断します。攻撃側コンピュータの IP アドレスは単一の場所で遮断されます。
このオプションはデフォルトでは無効になっています。
詳細については、次を参照してください。
攻撃側コンピュータへの接続の自動遮断
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タスク

説明

保護とステルスの設定を指定する

クライアントに対する潜在的な攻撃を検出してログに記録し、詐称の試みを遮断する設定を有
効にできます。外部からの攻撃によってクライアントに関する情報が検出されないようにする
設定を有効にできます。
詳細については、次を参照してください。
コンピュータに対する外部からのステルス攻撃の防止
保護オプションとステルスオプションすべて、デフォルトでは無効になります。

Symantec Endpoint Protection ファ
イアウォールを Windows ファイア
ウォールと統合する

Symantec Endpoint Protection が Windows ファイアウォールを無効にする条件を指定でき
ます。Symantec Endpoint Protection をアンインストールするとき、Symantec Endpoint
Protection は Windows ファイアウォールの設定を、Symantec Endpoint Protection がインス
トールされる前の状態に復元します。
デフォルト設定では、Windows ファイアウォールは一度だけ無効にされ、Windows ファイア
ウォール無効のメッセージが無効にされます。
詳細については、次を参照してください。
Windows ファイアウォールの無効化

ピアツーピア認証を設定する

ピアツーピア認証を使って、リモートクライアントコンピュータ（ピア）が、同じ企業ネッ
トワーク内の別のクライアントコンピュータ（認証子）に接続するのを許可することができま
す。認証子は、リモートコンピュータがホストインテグリティ検査に合格するまで、一時的に
リモートコンピュータからの TCP および UDP のインバウンドトラフィックを遮断します。
このオプションはデフォルトでは無効になっています。
詳細については、次を参照してください。
ピアツーピア認証の設定によるリモートコンピュータの遮断

ファイアウォール保護を有効にすると、ポリシーは IP ベースのインバウンドとアウトバウンドのネットワークトラ
フィックをすべて許可しますが、次の例外があります。

• デフォルトのファイアウォール保護は、すべてのリモートシステムとのインバウンドとアウトバウンドの IPv6 トラ
フィックを遮断します。
NOTE

•

IPv6 はインターネットで使われるネットワーク層プロトコルです。Microsoft Vista が動作するコンピュータ
にクライアントをインストールすると、イーサネットプロトコルの種類が IPv6 のトラフィックを遮断する
複数のデフォルトルールが［ルール］リストに含まれます。デフォルトのルールを削除する場合は、IPv6 を
遮断するルールを作成する必要があります。
デフォルトのファイアウォール保護は、攻撃でよく使われるいくつかのプロトコルのインバウンド接続を制限します
（たとえば、Windows ファイル共有）。
内部ネットワーク接続は許可され、外部ネットワークは遮断されます。

ファイアウォール保護の管理
リモートクライアントのファイアウォールポリシー設定のベストプラクティス

ファイアウォールルールの管理
ファイアウォールルールは、ファイアウォールが悪質な着信トラフィックとアプリケーションからコンピュータをどのよ
うに保護するかを制御します。ファイアウォールは有効にしたルールを基準にして、すべての着信パケットと発信パケッ
トを検査します。ファイアウォールはファイアウォールルールで指定する条件に基づいてパケットを許可または遮断しま
す。
Symantec Endpoint Protection クライアントには、コンピュータを保護するデフォルトのファイアウォールルールが含ま
れています。ただし、管理者が許可する場合、またはクライアントが管理外である場合は、追加の保護のためファイア
ウォールルールを修正できます。
Symantec Endpoint Protection はデフォルトのルールを含むデフォルトのファイアウォールポリシーとともにインストー
ルされます。新しいファイアウォールポリシーを作成するときには、Symantec Endpoint Protection によってデフォルト
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のファイアウォールルールが提供されます。管理者が許可する場合、またはクライアントが管理外である場合は、デフォ
ルトのルールを修正したり、新しいファイアウォールルールを作成したりできます。
ポリシーには少なくとも 1 つのルールを含める必要があります。しかし、必要な数のルールを利用できます。ルールは
必要に応じて有効と無効を切り替えることができます。たとえば、ルールを無効にしてトラブルシューティングを実行
し、終了したら有効にできます。
以下の表で、ファイアウォール ルールを管理するために知っておく必要がある事柄について説明します。
Table 88: ファイアウォールルールの管理
タスク

説明

ファイアウォールルール
がどのように機能し、ど
のようなもので構成され
ているかについて理解す
る

ファイアウォールルールを修正する前に、ファイアウォールルールがどのように機能するかについての次
の情報を理解してください。
• ルールの順序を指定して、最も制限の厳しいルールが最初に評価され、最も制限の緩いルールが最後
に評価されるようにする方法。次のサイトを参照してください。
ファイアウォールルール、ファイアウォール設定、侵入防止の処理順について
• クライアントは、ステートフル インスペクションを使用してネットワーク接続の状態を追跡するこ
と。次のサイトを参照してください。
ファイアウォールでのステートフルインスペクションの使い方
• ファイアウォール ルールを構成するファイアウォール コンポーネント。
これらのトリガと、トリガの最適な使用方法について理解すれば、ファイアウォールルールをカスタ
マイズしてクライアントとサーバーを保護できます。
詳細については、次を参照してください。
クライアント上のファイアウォールルールの要素

新しいファイアウォール
ルールを追加する

次のタスクを実行して、ファイアウォールルールを管理できます。
• コンソールからいくつかの方法を使用して、新しいファイアウォール ルールを追加します。
1 つの方法では、デフォルト設定を適用した空白のルールを追加できます。その他の方法では、新しい
ルールの作成手順をガイドするウィザードが表示されます。
Symantec Endpoint Protection によってデフォルトでインストールされるルールに、自分のルールを追
加します。
詳細については、次を参照してください。
クライアント上のファイアウォールルールの追加
• ファイアウォール ルール基準のいずれかを変更して、ルールをカスタマイズします。
• 別のファイアウォール ポリシーのファイアウォール ルールをエクスポートおよびインポートします。
詳細については、次を参照してください。
クライアント上でのファイアウォールルールのエクスポートまたはインポート
• ファイアウォール ルールをコピーして貼り付けます。
作成するルールに似ている既存のルールをコピーすると、新しいファイアウォールルールを作成する
時間を節約できます。その後、コピーしたルールを修正して、必要を満たせます。

ファイアウォールルール
をカスタマイズする

新しいルールを作成した後、またはデフォルトのルールをカスタマイズする場合は、ファイアウォール
ルールの任意の基準を修正できます。
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新しいファイアウォールルールの追加
新しいファイアウォールルールは、次のいずれかの方法で作成できます。
空白ルール

空白ルールはすべてのトラフィックを許可します。次のサイトを参照してください。
新しい空白のファイアウォールルールを追加するには

ファイアウォールルールの追
加ウィザード

ファイアウォールルールの追加ウィザードでルールを追加する場合は、必ずルールを設定してくださ
い。このウィザードでは、複数の基準を持つ新しいルールは設定しません。以下を参照してくださ
い。
ウィザードを使用してファイアウォールルールを追加するには

可能な限りインバウンドとアウトバウンドの両方のトラフィックをルールで指定してください。HTTP などのトラフィッ
クにはインバウンドルールを作成する必要はありません。Symantec Endpoint Protection クライアントは TCP トラ
フィックにステートフルインスペクションを使います。そのため、クライアントが開始するリターントラフィックをフィ
ルタ処理するルールを必要としません。
新しいファイアウォールルールを作成すると、自動的に有効になります。コンピュータまたはアプリケーションに対する
特定のアクセスを許可する必要がある場合はファイアウォールルールを無効にできます。ルールは継承したすべてのポリ
シーについて無効になります。
ルールが共有ポリシーの場合、ルールはすべての場所について無効になり、場所固有のポリシーの場合は 1 つの場所に
ついてのみ無効になります。
NOTE
ファイアウォールがルールを処理するにはルールを有効にする必要があります。
新しいファイアウォール ルールを追加する方法
1. 新しい空白のファイアウォールルールを追加するには、コンソールで［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページの［Windows の設定］または［Mac の設定］で、［ルール］をクリックしま
す。
バージョン 14.2 より前には、［Mac の設定］のオプションはありません。
3. ［ルール］タブの［ルール］リストで、［空白ルールの追加］をクリックします。
4. オプションで、必要に応じてファイアウォールルール基準を変更できます。
5. ルールの設定を完了したら、［OK］をクリックします。
6. ウィザードを使用してファイアウォールルールを追加するには、コンソールで［ファイアウォールポリシー］を開き
ます。
7. ［ファイアウォールポリシー］ページの［Windows の設定］または［Mac の設定］で、［ルール］をクリックしま
す。
［ルール］タブの［ルール］リストで、［ルールの追加］をクリックします。
8. 各画面のオプションを入力して［次へ］をクリックします。
9. ［完了］をクリックします。
オプションで、必要に応じてファイアウォールルール基準を変更できます。
詳しい情報

• ファイアウォールルールのカスタマイズ
• ファイアウォールでのステートフルインスペクションの使い方
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ファイアウォールのサーバールールとクライアントルールについて
ルールはサーバールールとクライアントルールのいずれかに分類されます。サーバールールは Symantec Endpoint
Protection Manager で作成して Symantec Endpoint Protection クライアントにダウンロードしたルールです。クライアン
トルールはユーザーがクライアントで作成したルールです。
Mac クライアントでのすべてのルールは、サーバールールです。Mac ユーザーには、Mac クライアントのクライアント
ルールを作成するためのオプションはありません。
ファイアウォールは、バージョン 14.2 以降の Mac クライアントに導入されました。
以下の表に、クライアントのユーザ制御レベルとユーザによるファイアウォール ルールに対する介入の関係を示しま
す。
Table 89: ユーザー制御レベルとルールの状態
ユーザー制御レベル

ユーザーの介入

サーバー制御

Windows クライアントはサーバールールを受信しますがユーザーはそれらのルールを表示できません。ユー
ザーはクライアントルールを作成できない
Mac クライアントでは、ユーザーはファイアウォールを有効または無効にできません。

混合制御

Windows クライアントはサーバールールを受信します。ユーザーはクライアントルールを作成できる。作成
したルールはサーバールールやクライアントのセキュリティの設定とマージされる
Mac クライアントは、ユーザーがファイアウォールを有効または無効にすることを許可または禁止します。
詳細設定がサーバー制御またはクライアント制御に設定されるかどうかによって異なります。

クライアント制御

クライアントはサーバールールを受信しない。ユーザーはクライアントルールを作成できる。Symantec
Endpoint Protection Manager 管理者はクライアントルールを表示できません。
Mac クライアントではユーザーはファイアウォールを有効または無効にできます。

詳細については、次を参照してください。
クライアントコンピュータの保護をユーザーが無効にできない設定
以下の表に、ファイアウォールがサーバ ルール、クライアント ルール、クライアント設定を処理する順序を示します。
Table 90: サーバールールとクライアントルールの処理の優先度
優先度

ルールの種類または設定

1 番目

優先度レベルが高いサーバールール（［ルール］リストで青色の線の上に表示されるルール）

2 番目

クライアントルール

3 番目

優先度レベルが低いサーバールール（［ルール］リストで青色の線の下に表示されるルール）
クライアントでは、青色の線の下に表示されるサーバールールはクライアントルールの後に処理される

4 番目

クライアントのセキュリティの設定

5 番目

クライアントのアプリケーション固有の設定

クライアントでは、ユーザーはクライアントルールやセキュリティの設定を修正できますが、サーバールールは修正でき
ません。
WARNING
クライアントが混合制御の場合、ユーザーはすべてのトラフィックを許可するクライアントルールを作成でき
ます。このルールは青色の線の下に表示されるすべてのサーバールールに優先します。
詳しい情報
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• ファイアウォールルールの管理
• ファイアウォールルールの順序の変更
• クライアントコンピュータの保護をユーザーが無効にできない設定

ファイアウォールルール、ファイアウォール設定、侵入防止の処理順について
ファイアウォールルールには、ルールリストの優先度の最も高いものから最も低いものまでの連続した順序が付けられま
す。1 つ目のルールでパケットの処理方法が指定されていない場合は、2 つ目のルールで検査されます。この処理はファ
イアウォールが一致するものを検出するまで継続します。一致するルールが見つかると、ファイアウォールではそのルー
ルによって指定された処理が行われます。それよりも優先度の低いルールは検査されません。たとえば、最初のルール
がすべてのトラフィックを遮断し、次のルールがすべてのトラフィックを許可する場合、クライアントはすべてのトラ
フィックを遮断します。
排他的にルールの順序を変更できます。最も制限の厳しいルールが最初に評価され、最も制限の緩いルールが最後に評
価されます。たとえば、トラフィックを遮断するルールはルールリストの先頭の近くに配置します。リストの後ろにある
ルールではトラフィックを許可します。
ルールリストには青色の分割線が含まれます。この分割線は次の状況においてルールの優先度を設定します。

• サブグループがルールを親グループから継承する場合
• Windows クライアントを混合制御に設定する場合。ファイアウォールはサーバールールとクライアントルールの両方
を処理する

ルールベースを作成するためのベストプラクティスは以下の順序でルールを含んでいます。
1 番目

すべてのトラフィックを遮断するルール。

2 番目

すべてのトラフィックを許可するルール。

3 番目

特定のコンピュータを許可または遮断するルール。

4 番目

特定のアプリケーション、ネットワークサービス、ポートを許可または遮断するルール。

以下の表に、ルール、ファイアウォール設定、侵入防止設定がファイアウォールで処理される順序を示します。
Table 91: 処理順
優先度

設定

1 番目

カスタム IPS シグネチャ

2 番目

侵入防止の設定、トラフィックの設定、ステルスの設定

3 番目

組み込みルール

4 番目

ファイアウォールルール

5 番目

ポートスキャンチェック

6 番目

LiveUpdate でダウンロードした IPS シグネチャ

継承したファイアウォールルールについて
サブグループのポリシーは親グループで有効なファイアウォールルールのみ継承できます。ルールを継承した場合、それ
らのルールを無効にできますが修正はできません。新しいルールは親グループのポリシーに追加されるため、継承先のポ
リシーに自動的に追加されます。
継承したルールが［ルール］リストに表示される場合は、斜体で網掛けされます。 継承したルールは、Symantec
Endpoint Protection Manager 管理者として作成したルールの上 (青色の線の上) に追加されます。青色の線の下側では、
継承したルールは作成したルールの下に追加されます。
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ファイアウォールポリシーはデフォルトルールも継承するため、サブグループのファイアウォールポリシーは 2 つのデ
フォルトルールを持つことがあります。一方のデフォルトルールを削除すると便利です。
継承したルールを取り除く場合は、ルールを削除するのではなく継承を除去します。選択したルールではなく継承したす
べてのルールを除去する必要があります。
ファイアウォールは、継承したファイアウォールルールを［ルール］リストで次のように処理します。
青色の分割線の上側

管理者が作成したルールよりもポリシーが継承したルールが優先されます。

青色の分割線の下側

ポリシーが継承したルールよりも管理者が作成したルールが優先されます。

以下の図は、サブグループが親グループからルールを継承した場合に、［ルール］リストでルールがどのように順序付け
られるかを示しています。この例では、Sales グループが親グループです。Europe Sales グループは Sales グループか
ら継承します。

詳しい情報

• ファイアウォールルールの管理
• 親グループから継承したファイアウォールルールの追加
親グループから継承したファイアウォールルールの追加
親グループからルールを継承することで、ファイアウォールポリシーにファイアウォールルールを追加できます。親グ
ループからルールを継承するには、サブグループのポリシーが非共有ポリシーである必要があります。
NOTE
グループがすべてのポリシーを親グループから継承する場合、このオプションは使用できません。
親グループから継承したファイアウォールルールを追加するには
1. コンソールで、［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページの［Windows の設定］または［Mac の設定］で、［ルール］をクリックしま
す。
バージョン 14.2 より前には、［Mac の設定］のオプションはありません。
3. ［ルール］タブで、［親グループからファイアウォールルールを継承する］にチェックマークを付けます。
継承したルールを除去するには、［親グループからファイアウォールルールを継承する］のチェックマークをはずし
ます。
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4. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• ポリシーの編集
• 継承したファイアウォールルールについて
• ファイアウォールルールの管理

ファイアウォールルールの順序の変更
ファイアウォールはファイアウォールルールのリストを上から順に処理します。ファイアウォールがファイアウォール
ルールを処理する方法を決めるにはルールの順序を変更します。
Symantec Endpoint Protection クライアントで場所の切り替えが使用されている場合にファイアウォールルールの順序を
変更すると、この変更は現在の場所の順序にのみ影響します。
NOTE
保護を改善するには、最も制限の厳しいルールを最初に、最も制限の緩いルールを最後に配置します。
詳細については、次を参照してください。
ファイアウォールルール、ファイアウォール設定、侵入防止の処理順について
ファイアウォールルールの順序を変更するには
1. コンソールで、［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページで、［ルール］をクリックして、移動するルールを選択します。
3. 次のいずれかのタスクを行います。
– このルールを上のルールよりも前に処理するには、［上に移動］をクリックする
– このルールを下のルールよりも後に処理するには、［下に移動］をクリックする
4. ［OK］をクリックします。
ファイアウォールルールの順序を変更するには
1. クライアントのサイドバーで、［状態］をクリックします。
2. ［ネットワークとホスト悪用防止］の横で、［オプション］、［ファイアウォールルールの設定］の順にクリックし
ます。
3. ［ファイアウォールルールの設定］ダイアログボックスで、移動するルールを選択します。
4. 次のいずれかの処理を実行します。

• 選択しているルールを、上のルールよりも前にファイアウォールに処理させる場合は、上向きの矢印をクリックし
•

ます。
選択しているルールを、下のルールよりも後にファイアウォールに処理させる場合は、下向きの矢印をクリックし
ます。

5. ルールの移動が終わったら、［OK］をクリックします。
詳しい情報
ファイアウォールルールの管理

ファイアウォールでのステートフルインスペクションの使い方
ファイアウォール保護は、現在の接続の追跡にステートフルインスペクションを使います。ステートフルインスペクショ
ンは、送信元と送信先の IP アドレス、ポート、アプリケーション、およびその他の接続情報を追跡します。クライアン
トは、ファイアウォールルールを検査する前に、接続情報に基づいてトラフィックフローを決定します。
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たとえば、ファイアウォールルールでコンピュータが Web サーバーに接続することが許可されている場合、ファイア
ウォールは接続情報をログに記録します。サーバーが応答すると、ファイアウォールは、Web サーバーからコンピュー
タに応答が送信されるものと判断します。ルールベースを検査することなく、接続を開始したコンピュータに Web サー
バーのトラフィックが送信されることを許可します。ファイアウォールが接続をログに記録する前に、ルールが最初のア
ウトバウンドトラフィックを許可する必要があります。
ステートフルインスペクションにより、新しいルールを作成する必要性がなくなります。1 方向で開始されるトラフィッ
クについては、両方向のトラフィックを許可するルールを作成する必要はありません。一方向に開始されるクライアント
のトラフィックには、Telnet（ポート 23）、HTTP（ポート 80）、HTTPS（ポート 443）があります。クライアントコ
ンピュータは、このアウトバウンドトラフィックを開始します。これらのプロトコルに対してアウトバウンドトラフィッ
クを許可するルールを作成します。ステートフルインスペクションは、自動的にアウトバウンドトラフィックに応答する
リターントラフィックを可能にします。ファイアウォールは事実上ステートフルであるため、特定のパケットの性質では
なく、接続を開始するルールを作成すれば済みます。許可した接続に属するすべてのパケットはそれと同じ接続の一部と
して暗黙に許可されます。
ステートフルインスペクションは TCP トラフィックを方向付けるすべてのルールをサポートします。
ステートフルインスペクションは、ICMP トラフィックをフィルタ処理するルールをサポートしません。ICMP トラ
フィックの場合は、両方向のトラフィックを許可するルールを作成する必要があります。たとえば、クライアントが
ping コマンドを使い応答を受信するには、両方向の ICMP トラフィックを許可するルールを作成する必要があります。
接続情報を保守する状態テーブルは定期的に消去されることがあります。たとえば、ファイアウォールポリシーの更新を
処理するときや Symantec Endpoint Protection サービスを再起動するときに消去されます。

ファイアウォールルールのアプリケーショントリガについて
アプリケーションがトラフィックを許可するルールで定義した唯一のトリガである場合には、ファイアウォールはそのア
プリケーションが任意のネットワーク操作を実行することを許可します。重要なのはアプリケーション自体でありアプリ
ケーションが実行するネットワーク操作ではありません。たとえば、Internet Explorer を許可してその他のトリガを定義
しないとします。ユーザーは HTTP、HTTPS、FTP、Gopher、Web ブラウザがサポートするその他の任意のプロトコル
を使うリモートサイトにアクセスできます。管理者は追加のトリガを定義して通信を許可する特定のネットワークプロト
コルとホストを記述できます。
アプリケーションが複数のプロトコルを使えるためアプリケーションベースのルールはトラブルシューティングが困難
な場合があります。たとえば、ファイアウォールが FTP を遮断するルールより前に Internet Explorer を許可するルー
ルを処理した場合には、ユーザーは FTP と通信できます。ユーザーはブラウザに FTP ベースの URL（たとえば ftp://
ftp.symantec.com）を入力できます。
たとえば、Internet Explorer を許可し、その他のトリガを定義しない場合を考えます。コンピュータユーザーは
HTTP、HTTPS、FTP、Gopher、Web ブラウザがサポートするその他の任意のプロトコルを使うリモートサイトにアク
セスできます。管理者は追加のトリガを定義して通信を許可するネットワークプロトコルとホストを記述できます。
アプリケーションルールはトラフィックをネットワークレベルで制御するためには使わないでください。たとえ
ば、Internet Explorer の使用を遮断または制限するルールはユーザーが別の Web ブラウザを使っている場合には効果が
ありません。その他の Web ブラウザが生成するトラフィックは Internet Explorer ルールを除くその他すべてのルールと
比較されます。アプリケーションベースのルールはトラフィックを送受信するアプリケーションを遮断するようにルール
を設定した場合に、より効果的です。
詳しい情報

•
•
•
•

アプリケーションについての情報の定義
アプリケーションへのアクセスが遮断されていることに関するユーザーへの通知
ファイアウォールルールの管理
攻撃を受けている可能性のあるネットワークアプリケーションの遮断
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アプリケーションについての情報の定義
クライアントで動作するアプリケーションに関する情報を定義し、この情報をファイアウォールルールに含めることがで
きます。
次の方法でアプリケーションの特性を定義できます。

• 手動で情報を入力する。次のサイトを参照してください。
•

アプリケーションについての情報を手動で定義するには
学習済みアプリケーションのリストでアプリケーションを検索する。
学習済みアプリケーションリストのアプリケーションはネットワーク上のクライアントコンピュータで動作している
アプリケーションです。次のサイトを参照してください。
学習済みアプリケーションリストからアプリケーションを検索するには

アプリケーションについての情報を定義する方法
1. アプリケーションについての情報を手動で定義するには、コンソールで［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページの［Windows の設定］で、［ルール］をクリックします。
14.2 より前のバージョンでは、［ファイアウォールポリシー］ページで、［ルール］をクリックします。
3. ［ルール］タブのルールリストで、変更するルールの［アプリケーション］フィールドを右クリックして、［編
集］をクリックします。
4. ［アプリケーションリスト］ダイアログボックスで、［追加］をクリックします。
5. ［アプリケーションの追加］ダイアログボックスで、次の 1 つまたは複数のフィールドに入力します。

• ファイル名。ファイルパスを含めることができます。
• ファイルの説明
•
•
•

このフィールドは表示のみの目的で使います。一致条件としては機能しません。
ファイルサイズ（バイト数）
前回の修正
ファイルフィンガープリント
NOTE
ファイルサイズ、最終変更日、ファイルフィンガープリントでファイアウォールルールを定義するには、
ネットワークアプリケーション監視を有効にする必要があります。ネットワークアプリケーション監視が無
効になっていると、ルールの処理は［ファイル名］以外のすべてのフィールドを無視します。
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6. ［OK］をクリックしてアプリケーション条件を追加します。
7. ［OK］をクリックしてアプリケーションリストを保存します。
8. 学習済みアプリケーションリストからアプリケーションを検索するには、［ファイアウォールポリシー］ページ
で［ルール］をクリックします。
9. ［ルール］タブでルールを選択し、［アプリケーション］フィールドを右クリックし、［編集］をクリックします。
10. ［アプリケーションリスト］ダイアログボックスで、［追加元］をクリックします。
11. ［アプリケーションの検索］ダイアログボックスで、アプリケーションを検索します。
12. ［クエリー結果］表で［アプリケーション］リストにアプリケーションを追加するには、アプリケーションを選択
し、［追加］、［OK］の順にクリックします。
13. ［閉じる］をクリックします。
14. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• ファイアウォールルールの管理
• ポリシーの編集
• ファイアウォールルールのアプリケーショントリガについて
攻撃を受けている可能性のあるネットワークアプリケーションの遮断
ネットワークアプリケーション監視はアプリケーションの動作をセキュリティログ内で追跡します。アプリケーション
のコンテンツが頻繁に修正される場合は、トロイの木馬によってアプリケーションが攻撃されてクライアントコンピュー
タが安全でないと考えられます。コンテンツの修正頻度が低い場合にはパッチがインストールされてクライアントコン
ピュータが安全であると考えられます。この情報を使ってアプリケーションを許可または遮断するファイアウォールルー
ルを作成できます。
クライアントコンピュータ上で動作しネットワークに接続する任意のアプリケーションを検出して監視するようにクライ
アントを設定できます。ネットワークアプリケーションはトラフィックを送受信します。クライアントはアプリケーショ
ンの内容が変更されているかどうかを検出します。
トロイの木馬によってアプリケーションが攻撃された疑いがある場合は、ネットワークアプリケーション監視を使ってア
プリケーションを遮断するようにクライアントを設定できます。また、アプリケーションを許可するか遮断するかをユー
ザーに確認するようにクライアントを設定することもできます。
アプリケーションのコンテンツは次の理由で変化します。

• トロイの木馬がアプリケーションを攻撃した
• アプリケーションが新しいバージョンまたは更新プログラムで更新された
クライアントがアプリケーションを監視しないようにアプリケーションをリストに追加できます。アプリケーションのう
ち、トロイの木馬攻撃の危険はないと考えられ、パッチが頻繁かつ自動的に更新されるものは除外すると便利です。
また、ネットワークアプリケーションを許可するか遮断するかをユーザーに確認する通知の数を減らすこともできます。
攻撃を受けている可能性のあるネットワークアプリケーションを遮断するには
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1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］でグループを選択し、［ポリシー］タブをクリックします。
3. ［ポリシー］タブの［場所に依存しないポリシーと設定］で、［ネットワークアプリケーション監視］をクリックし
ます。
4. ［グループ名 のネットワークアプリケーション監視］ダイアログボックスで、［ネットワークアプリケーション監視
を有効にする］をクリックします。
5. ［アプリケーション変更を検出したとき］ドロップダウンリストで、次のように、クライアント上で動作するアプリ
ケーションに対してファイアウォールが行う処理を選択します。
確認

アプリケーションを許可するか遮断するかをユーザーに確認します。

トラフィックを遮断する

アプリケーションの実行を遮断します。

許可とログ

アプリケーションの実行を許可してセキュリティログに情報を記録します。
ファイアウォールは修正されたアプリケーションに対してのみこの処理を行います。

6. ［確認］を選択した場合は、［追加テキスト］をクリックします。
7. ［追加テキスト］ダイアログボックスで、標準メッセージの下に表示するテキストを入力し、［OK］をクリックし
ます。
8. アプリケーションを監視対象から除外するには、［監視外アプリケーションリスト］で、次のいずれかのタスクを行
います。
アプリケーションを手動
で定義するには

［追加］をクリックし、1 つ以上のフィールドに入力して、［OK］をクリックします。

学習済みアプリケーショ
ンリストからアプリケー
ションを定義するには

［追加元］をクリックします。
学習済みアプリケーションリストではネットワークに接続するアプリケーションと接続しないアプリケー
ションの両方が監視されます。そのため、学習済みアプリケーションリストからはネットワークに接続す
るアプリケーションだけを選択する必要があります。［監視外アプリケーションリスト］にアプリケー
ションを追加した後で、アプリケーションを有効または無効にしたり、編集、削除を行うことができま
す。

9. 有効にするアプリケーションの横にあるボックスにチェックマークを付けます。無効にするにはチェックマークをは
ずします。
10. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

•
•
•
•
•

ファイアウォールルールの管理
アプリケーションへのアクセスが遮断されていることに関するユーザーへの通知
ファイアウォールルールのアプリケーショントリガについて
コンピュータで実行されるアプリケーションに関する情報の検索
クライアントコンピュータで実行するアプリケーションに関する情報の収集

アプリケーションへのアクセスが遮断されていることに関するユーザーへの通知
アクセスしようとしているアプリケーションが遮断されていることを知らせる通知を、ユーザーに送信できます。この通
知はユーザーのコンピュータで表示されます。
NOTE
非常に多くの通知を有効にすると、ユーザーを困らせるだけでなく、不安にさせてしまう可能性があります。
通知を有効にするときには慎重にしてください。
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アプリケーションへのアクセスが遮断されていることをユーザに通知する方法
1. コンソールで、［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページで、［ルール］をクリックします。
3. ［通知］タブで、［クライアントがアプリケーションを遮断したときにコンピュータの画面に通知を表示する］に
チェックマークを付け、必要に応じてカスタムメッセージを追加します。
4. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• ファイアウォールルールの管理
• 侵入防止とメモリエクスプロイト緩和機能のクライアント通知の設定
• 管理者通知の設定

ファイアウォールルールのホストトリガについて
ホストトリガを定義する場合は、記述するネットワーク接続の両端のホストを指定します。
ホスト間の関係は、従来からネットワーク接続の送信元または送信先と呼ばれます。
ホストの関係は次のいずれかの方法で定義できます。
送信元と送信先

送信元ホストと送信先ホストはトラフィックの方向によって決まります。ある場合にはローカルのクライアン
トコンピュータが送信元になり、別の場合にはリモートのコンピュータが送信元になります。
送信元と送信先の関係はネットワークベースのファイアウォールでより一般的に使われます。

ローカルとリモート

ローカルホストは常にローカルのクライアントコンピュータであり、リモートホストは常にネットワークの別
の場所にあるリモートのコンピュータです。このホストの関係の記述は、トラフィックの方向と無関係です。
ローカルとリモートの関係はホストベースのファイアウォールでより一般的に使われ、トラフィックも簡単に
観察できます。

管理者は複数の送信元ホストと送信先ホストを定義できます。
以下の図に、トラフィックの方向を基準とした送信元の関係と送信先の関係を示します。

以下の図に、トラフィックの方向を基準としたローカル ホストとリモート ホストの関係を示します。
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関係は、文の次の種類によって評価されます。
接続の両端で定義するホスト（送信元と送信先との間）

OR 文

選択したホスト

AND 文

たとえば、単一のローカルホストと複数のリモートホストを定義するルールを考えます。ファイアウォールがパケット
を診断するときに、ローカルホストは該当する IP アドレスに一致する必要があります。逆に、そのアドレスの反対側は
任意のリモートホストと一致する場合があります。たとえば、ローカルホストと Yahoo.com、Google.com のいずれかと
の HTTP 通信を許可するルールを定義できます。単一のルールとして定義しても、2 つのルールとして定義しても同じで
す。
詳しい情報

• ホストグループの追加
• 特定のサーバーとの間で送受信されるトラフィックの遮断
• ファイアウォールルールの管理

ホストグループの追加
ホストグループは DNS ドメイン名、DNS ホスト名、IP アドレス、IP アドレス範囲、MAC アドレス、サブネットを 1
つの名前にグループ化したものです。ホストグループの目的はホストのアドレスと名前を再入力しなくても済むように
することです。たとえば、複数の IP アドレスをファイアウォールルールに 1 つずつ追加することは可能です。しかし、
複数の IP アドレスをホストグループに追加することで、グループをファイアウォールルールに追加できるようになりま
す。
ホストグループを使う場合には、グループを使う場所を記述する必要があります。後でホストグループを削除することに
した場合は、まずそのホストグループを参照しているすべてのファイアウォールルールからグループを削除する必要があ
ります。
ホストグループを追加すると、［ホスト］リストの末尾にそのグループが表示されます。［ホスト］リストにアクセスす
るにはファイアウォールルールの［ホスト］フィールドからアクセスします。
ホストグループを追加するには
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1. コンソールで、［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシーコンポーネント］を展開し、［ホストグループ］をクリックします。
3. ［タスク］で、［ホストグループの追加］をクリックします。
4. ［ホストグループ］ダイアログボックスで、名前を入力し、［追加］をクリックします。
5. ［ホスト］ダイアログボックスの［種類］ドロップダウンリストで、ホストを選択します。
6. それぞれのホストの種類に対して適切な情報を入力します。
7. ［OK］をクリックします。
8. 必要に応じて、さらにホストを追加します。
9. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
ファイアウォールルールのホストトリガについて

ファイアウォールルールのネットワークサービストリガについて
ネットワークサービスを利用することで、ネットワークに接続するコンピュータはメッセージの送受信、ファイルの共
有、印刷を行うことができます。ネットワークサービスは 1 つ以上のプロトコルやポートを使って特定の種類のトラ
フィックを受け渡します。たとえば、HTTP サービスは TCP プロトコルのポート 80 と 443 を使います。管理者はネッ
トワークサービスを許可または遮断するファイアウォールルールを作成できます。ネットワークサービストリガは記述す
るネットワークトラフィックに関して重要な 1 つ以上のネットワークプロトコルを識別します。
TCP ベースまたは UDP ベースのサービストリガを定義するときには、示されているネットワーク接続の両側でポートを
識別します。通常、ポートはネットワーク接続の送信元または送信先と見なされています。
詳しい情報

• デフォルトのネットワークサービスリストへのネットワークサービスの追加
• ネットワーク内のファイルおよびプリンタを参照できるようにするクライアントの許可
• ファイアウォールルールの管理

デフォルトのネットワークサービスリストへのネットワークサービスの追加
ネットワークサービスを利用することで、ネットワークに接続するコンピュータはメッセージの送受信、ファイルの共
有、印刷を行うことができます。管理者はネットワークサービスを許可または遮断するファイアウォールルールを作成で
きます。
ネットワークサービスリストにより、ネットワークサービスを遮断または許可するために作成するファイアウォールルー
ルの、プロトコルとポートを再入力する必要がなくなります。ファイアウォールルールを作成するときは、よく使うネッ
トワークサービスのデフォルトリストからネットワークサービスを選択できます。また、ネットワークサービスをデフォ
ルトリストに追加できます。ただし、管理者はプロトコルの種類やそれが使われるポートに精通している必要がありま
す。
NOTE
IPv4 と IPv6 はインターネットで使われる 2 つのネットワーク層プロトコルです。 Windows Vista を実行して
いるコンピュータにクライアントをインストールすると、イーサネットプロトコルの種類が IPv6 のトラフィッ
クを遮断する複数のデフォルトルールが［ルール］リストに含まれます。デフォルトのルールを削除する場合
は、IPv6 を遮断するルールを作成する必要があります。
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NOTE
カスタムネットワークサービスはファイアウォールルールを通して追加できます。しかし、そのネットワーク
サービスはデフォルトリストには追加されません。また、カスタムのネットワークサービスには他のルールか
らはアクセスできません。
デフォルトのネットワークサービスリストにネットワークサービスを追加するには
1. コンソールで、［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシーコンポーネント］を展開し、［ネットワークサービス］をクリックします。
3. ［タスク］で、［ネットワークサービスの追加］をクリックします。
4. ［ネットワークサービス］ダイアログボックスで、サービスの名前を入力し、［追加］をクリックします。
5. ［プロトコル］ドロップダウンリストからプロトコルを選択します。
選択したプロトコルに基づいて、オプションが変化します。
6. 適切なフィールドに情報を入力し、［OK］をクリックします。
7. 必要に応じて、1 つ以上のプロトコルを追加します。
8. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

•
•
•
•

ファイアウォールルールの管理
ファイアウォールルールのネットワークサービストリガについて
ネットワークコンピュータがメッセージ、ファイル、印刷を共有できるかどうかの制御
ネットワーク内のファイルおよびプリンタを参照できるようにするクライアントの許可

ファイアウォールルールのネットワークアダプタトリガについて
ネットワークアダプタを通過する（送信または受信される）トラフィックを遮断または許可するファイアウォールルール
を定義できます。
特定の種類のアダプタを定義する場合には、そのアダプタをどう使うか考慮してください。たとえば、ルールがイーサ
ネットアダプタから送信されるアウトバウンド HTTP トラフィックを許可する場合には、同じ種類のすべてのインス
トール済みアダプタを経由する HTTP を許可します。唯一の例外はローカルホストアドレスも指定した場合です。クラ
イアントコンピュータは複数の NIC を装備したサーバーと複数のネットワークセグメントをブリッジするワークステー
ションを使う場合があります。特定のアダプタに関連するトラフィックを制御するには、アダプタ自体ではなく各セグメ
ントのアドレス方式を使う必要があります。
ネットワークアダプタリストにより、ファイアウォールルールのアダプタの種類を再入力する必要がなくなります。その
代わり、ファイアウォールルールを作成するときに、一般に使われるネットワークアダプタのデフォルトリストからネッ
トワークアダプタを選択できます。また、ネットワークアダプタをデフォルトリストに追加できます。
ファイアウォールポリシーとルール全体で共有されるデフォルトリストからネットワークアダプタを選択できます。［ポ
リシーコンポーネント］リスト内のデフォルトリストには最も一般的なアダプタが含まれています。
NOTE
カスタムネットワークアダプタはファイアウォールルールから追加できます。しかし、そのネットワークアダ
プタはデフォルトリストには追加されません。また、カスタムネットワークアダプタには他のルールからはア
クセスできません。
詳しい情報
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• ファイアウォールルールの管理
• ネットワークアダプタリストへのカスタムネットワークアダプタの追加
• ネットワークアダプタを通過するトラフィックの制御

ネットワークアダプタリストへのカスタムネットワークアダプタの追加
ネットワークアダプタごとに個別のファイアウォールルールを適用できます。たとえば、VPN 経由のトラフィックをオ
フィスでは遮断し、ホームでは遮断したくない場合に便利です。
ファイアウォールポリシーとルール全体で共有されるデフォルトリストからネットワークアダプタを選択できます。［ポ
リシーコンポーネント］リスト内のデフォルトリストには最も一般的なアダプタが含まれています。デフォルトリストを
使うと、作成するすべてのルールで各ネットワークアダプタを再入力する必要がありません。
ネットワークアダプタリストにより、ファイアウォールルールのアダプタを再入力する必要がなくなります。ファイア
ウォールルールを作成するときは、よく使うネットワークアダプタのデフォルトリストからネットワークアダプタを選択
できます。また、ネットワークアダプタをデフォルトリストに追加できます。
NOTE
カスタムネットワークアダプタはファイアウォールルールから追加できます。しかし、そのネットワークアダ
プタはデフォルトリストには追加されません。また、カスタムネットワークアダプタには他のルールからはア
クセスできません。
ネットワークアダプタリストにカスタムのネットワークアダプタを追加するには
1. コンソールで、［ポリシー］、［ポリシーコンポーネント］、［ネットワークアダプタ］の順に選択します。
2. ［タスク］で、［ネットワークアダプタの追加］をクリックします。
3. ［ネットワークアダプタ］ダイアログボックスの［アダプタの種類］ドロップダウンリストで、アダプタを選択しま
す。
4. ［アダプタ名］フィールドに、省略可能なオプションとして説明を入力します。
5. ［アダプタ ID］テキストボックスに、アダプタのブランド名を入力します（大文字と小文字は区別されます）。
アダプタのブランド名を知るには、クライアント上でコマンドラインを開き、次のコマンドを入力します。
ipconfig/all

6. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• ファイアウォールルールの管理
• ファイアウォールルールのネットワークアダプタトリガについて
• ネットワークアダプタを通過するトラフィックの制御

ファイアウォールルールのインポートとエクスポート
ファイアウォールルールと設定は別のファイアウォールポリシーからエクスポートしてインポートできるため、ルールや
設定を再作成する必要はありません。たとえば、1 つのポリシーから別のポリシーにルールセットの一部をインポートで
きます。ルールをインポートするには、まずルールを .dat ファイルにエクスポートしてそのファイルにアクセスできる
ようにする必要があります。
ルールは親ポリシーに青色の線を基準にして表示される順序と同じ順序で追加されます。その後でルールの処理順を変更
できます。
ファイアウォール ルールをインポートおよびエクスポートする方法
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1. ファイアウォールルールをエクスポートするには、コンソールで［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページの［Windows の設定］または［Mac の設定］で、［ルール］をクリックしま
す。
バージョン 14.2 より前には、［Mac の設定］のオプションはありません。
3. ［ルール］リストで、エクスポートするルールを選択して右クリックし、［エクスポート］をクリックします。
4. ［ポリシーのエクスポート］ダイアログボックスで、.dat ファイルを保存するディレクトリを検索してファイル名を
入力し、［エクスポート］をクリックします。
5. ファイアウォールルールをインポートするには、コンソールで［ファイアウォールポリシー］を開きます。
6. ［ファイアウォールポリシー］ページの［Windows の設定］または［Mac の設定］で、［ルール］をクリックしま
す。
バージョン 14.2 より前には、［Mac の設定］のオプションはありません。
7. ルールリストを右クリックして、［インポート］をクリックします。
8. ［ポリシーのインポート］ダイアログボックスで、インポートするファイアウォールルールを含む .dat ファイルを検
索し、［インポート］をクリックします。
9. ［入力］ダイアログボックスで、ポリシーの新しい名前を入力して［OK］をクリックします。
10. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• 新しいファイアウォールルールの追加
• ファイアウォールルールのカスタマイズ
• ファイアウォールルール、ファイアウォール設定、侵入防止の処理順について

クライアント上でのファイアウォールルールのインポートまたはエクスポート
他の Symantec Endpoint Protection クライアントとルールを共有することで、ルールを作成し直す必要がなくなります。
別のコンピュータとの間でルールをエクスポートしたりインポートしたりできます。インポートしたルールは、ファイア
ウォールルールリストの一番下に追加されます。インポートしたルールが既存のルールと同一である場合でも、インポー
トしたルールは既存のルールを上書きしません。
エクスポートしたルールとインポートしたルールは、.sar ファイルに保存されます。
クライアント上でファイアウォールルールをエクスポートするには
1. クライアントのサイドバーで、［状態］をクリックします。
2. ［ネットワークとホストのエクスプロイト緩和機能］の隣で、［オプション］ > ［ファイアウォールルールの設
定］を選択します。
3. ［ファイアウォールルールの設定］ダイアログボックスで、エクスポートするルールを選択します。
4. ルールを右クリックし、［選択したルールのエクスポート］をクリックします。
5. ［エクスポート］ダイアログボックスでファイル名を入力し、［保存］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
クライアント上でファイアウォールルールをインポートするには
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1. クライアントのサイドバーで、［状態］をクリックします。
2. ［ネットワークとホストのエクスプロイト緩和機能］の隣で、［オプション］ > ［ファイアウォールルールの設
定］を選択します。
3. ［ファイアウォールルールの設定］ダイアログボックスで、ファイアウォールルールリストを右クリックし、［ルー
ルのインポート］をクリックします。
4. ［インポート］ダイアログボックスで、インポートするルールを含む .sar 形式のファイルを検索します。
5. ［開く］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。

ファイアウォールルールのカスタマイズ
新しいファイアウォールポリシーを作成すると、そのポリシーにはいくつかのデフォルトルールが含まれます。必要に応
じて、1 つまたは複数のルールコンポーネントを修正できます。
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Table 92: ファイアウォール ルールのコンポーネント
処理

処理パラメータはファイアウォールが正常にルールと一致した場合に行う処理を指定します。ルールが一致して受信し
たパケットに対する応答としてそのルールを選択した場合には、ファイアウォールはすべての処理を実行します。ファ
イアウォールがパケットを許可するか遮断するか、またログに記録するかしないかを指定します。ファイアウォールが
トラフィックを許可すると、ルールが指定したトラフィックはネットワークにアクセスできます。ファイアウォールが
トラフィックを遮断する場合には、ルールが指定したトラフィックがネットワークにアクセスしないようにそのトラ
フィックを遮断します。
処理は次のとおりです:
• 許可する
ファイアウォールはネットワーク接続を許可します。
• 遮断
ファイアウォールはネットワーク接続を遮断します。
Note: Mac クライアントのファイアウォールはパケットを監視しますが、それらをログに記録することはありません。
Note: この注記は 14.2 以降にのみ適用されます。

トリガ

ファイアウォールがルールを評価するとき、ルールを適用するためにはすべてのトリガが true である必要がありま
す。現在のパケットに関していずれかのトリガが true でない場合、ファイアウォールはルールを適用できません。複
数のトリガ定義を組み合わせてより複雑なルール（たとえば特定の送信先アドレスに関して特定のプロトコルを識別す
るルール）を作成できます。
トリガは次のとおりです:
• アプリケーション
トラフィックを許可するルールで、アプリケーションのみをトリガに定義した場合、ファイアウォールはアプリ
ケーションにネットワーク操作の実行を許可します。重要なのはアプリケーション自体でありアプリケーションが
実行するネットワーク操作ではありません。管理者は追加のトリガを定義して通信を許可する特定のネットワーク
プロトコルとホストを記述できます。次のサイトを参照してください。
ファイアウォールルールのアプリケーショントリガについて
• ホスト
ホストトリガを定義する場合は、記述するネットワーク接続の両端のホストを指定します。
ホスト間の関係は、従来からネットワーク接続の送信元または送信先と呼ばれます。次のサイトを参照してくださ
い。
ファイアウォールルールのホストトリガについて
• ネットワークサービス
ネットワークサービストリガは記述するトラフィックに関して重要な 1 つ以上のネットワークプロトコルを識別し
ます。
ローカルホストコンピュータには常にローカルポートがあり、リモートコンピュータには常にリモートポートがあ
ります。このポートの関係の記述は、トラフィックの方向と無関係です。次のサイトを参照してください。
ファイアウォールルールのネットワークサービストリガについて
• ネットワークアダプタ
ネットワークアダプタトリガを定義すると、ルールは指定した種類のアダプタを使用して送受信されたトラフィッ
クのみに適用されます。任意のアダプタ、または現在クライアントコンピュータに関連付けられているアダプタを
指定できます。次のサイトを参照してください。
ファイアウォールルールのネットワークアダプタトリガについて

条件

ルール条件は、ルールのスケジュールとスクリーンセーバーの状態から構成されます。
条件パラメータはネットワーク接続に関するパラメータではありません。条件パラメータは、ルールがアクティブな
状態を決定します。管理者はスケジュールを定義したりルールをアクティブとするか非アクティブとするかを決定す
るスクリーンセーバーの状態を識別できます。条件パラメータは省略可能で、定義しなくてもかまいません。ファイア
ウォールは非アクティブなルールを評価しません。

通知

ログ設定では、ルールに対して設定した基準にトラフィックイベントが一致したときに、サーバーがログエントリを作
成するか、電子メールメッセージを送信するかを指定できます。
重大度の設定では、ルール違反の重大度を指定できます。

ファイアウォールルールをカスタマイズするには
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1. コンソールで、［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページの［Windows の設定］または［Mac の設定］で、［ルール］をクリックしま
す。
バージョン 14.2 より前には、［Mac の設定］のオプションはありません。
3. ［ルール］タブの［ルール］リストにある［有効］フィールドで、ルールを有効にする場合は、ボックスにチェック
マークが付いていることを確認します。ルールを無効にする場合は、ボックスのチェックマークをはずします。
Symantec Endpoint Protection は、有効にしたルールのみを処理します。デフォルトでは、すべてのルールが有効に
なっています。
4. ［名前］フィールドをダブルクリックし、ファイアウォールルールの重複しない名前を入力します。
5. ［処理］フィールドを右クリックし、トラフィックがトリガされた場合に Symantec Endpoint Protection が行う処理
を選択します。
6. ［アプリケーション］フィールドで、アプリケーションを定義します。次のサイトを参照してください。
アプリケーションについての情報の定義
7. ［ホスト］フィールドで、ホストトリガを指定します。次のサイトを参照してください。
特定のサーバーとの間で送受信されるトラフィックの遮断
8. ホストトリガの指定以外に、ローカルサブネットへのアクセスを許可するトラフィックも指定できます。次のサイト
を参照してください。
ローカルサブネットへの特定トラフィックのみの許可
9. ［サービス］フィールドで、ネットワークサービストリガを指定します。次のサイトを参照してください。
ネットワークコンピュータがメッセージ、ファイル、印刷を共有できるかどうかの制御
10. ［ログ］フィールドで、このファイアウォールルールに違反したときに、Symantec Endpoint Protection に電子メー
ルメッセージを送信させるタイミングを指定します。次のサイトを参照してください。
ファイアウォールルール違反の通知の設定
11. ［重大度］フィールドを右クリックして、ルール違反の重大度を選択します。
12. ［アダプタ］列で、ルールのアダプタトリガを指定します。次のサイトを参照してください。
ネットワークアダプタを通過するトラフィックの制御
13. ［時間］列で、このルールがアクティブである期間を指定します。
14. ［スクリーンセーバー］フィールドを右クリックし、ルールがアクティブになるために必要なクライアントコン
ピュータのスクリーンセーバーの状態を指定します。
［次の場所に作成しました］フィールドは編集できません。ポリシーが共有される場合、「共有」という文字が表示
されます。ポリシーが共有されていない場合、フィールドには非共有ポリシーが割り当てられているグループの名前
が表示されます。
15. ［説明］フィールドを右クリックし、［編集］をクリックし、ルールの説明を入力して（省略可能）、［OK］をク
リックします。
16. ルールの設定を完了したら、［OK］をクリックします。
詳しい情報

• 新しいファイアウォールルールの追加
• ファイアウォールルールの管理
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特定のサーバーとの間で送受信されるトラフィックの遮断
特定のサーバーとの間で送受信されるトラフィックの遮断では、ドメイン名やホスト名ではなく IP アドレスでトラ
フィックを遮断できます。そうしないと、ユーザーがホスト名に対応する IP アドレスでアクセスできる場合がありま
す。
特定のサーバとの間で送受信されるトラフィックを遮断する方法
1. コンソールで、［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページで、［ルール］をクリックします。
3. ［ルール］タブの［ルール］リストで、編集するルールを選択し、［ホスト］フィールドを右クリックして、［編
集］をクリックします。
4. ［ホストリスト］ダイアログボックスで、次のいずれかの処理を行います。

• ［送信元/送信先］をクリックする
• ［ローカル/リモート］をクリックする
5. 次のいずれかのタスクを行います。
ホストの種類を選択するに
は、［種類］ドロップダウンリ
ストから入力します。

次のすべてのタスクを実行します。
• ［送信元と送信先］または［ローカルとリモート］テーブルで、［追加］をクリックします。
• ［ホスト］ダイアログボックスの［種類］ドロップダウンリストからホストの種類を選択し、
各ホストの種類に適切な情報を入力します。
• ［OK］をクリックします。
作成したホストは自動的に有効になります。

ホストグループを選択するには

［ホストリスト］ダイアログボックスで、次のいずれかの処理を行います。
• ［送信元/送信先］をクリックする
• ［ローカル/リモート］をクリックする
［ホストリスト］ダイアログボックスで、ルールに追加するホストグループすべての［有効］列の
フィールドにチェックマークを付けます。

6. 必要に応じて、さらにホストを追加します。
7. ［OK］をクリックして、［ルール］リストに戻ります。
詳しい情報

• 新しいファイアウォールルールの追加
• ファイアウォールルールのカスタマイズ
• ホストグループの追加
ローカルサブネットへの特定トラフィックのみの許可
ローカルサブネットに向かう特定のトラフィックのみを許可するファイアウォールルールを作成できます。このファイア
ウォールルールは、実際のアドレスとは無関係に、常にローカルサブネットの IP アドレスに適用されます。このため、
ローカルサブネットの IP アドレスを変更しても、新しいアドレスのためにこのルールを修正する必要はありません。
たとえば、ローカルサブネットの IP アドレスとは無関係に、ローカルサブネットのポート 80 に向かうトラフィックの
みを許可するようにこのルールを作成できます。
ローカルサブネットへの特定のトラフィックのみを許可するには
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1. コンソールで、［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページの［Windows の設定］または［Mac の設定］で、［ルール］をクリックしま
す。
バージョン 14.2 より前には、［Mac の設定］のオプションはありません。
3. ［ルール］タブの［ファイアウォールルール］リストで、編集するルールを見つけます。
4. ローカルサブネットのトラフィック条件を作成するルールの［ホスト］列をダブルクリックします。
5. このルールを適用するホストの種類の下で（［ローカル］または［リモート］）、［追加］をクリックします。
6. ［アドレスの種類］ドロップダウンリストをクリックして、次のいずれかを選択します。

• Windows: ［ローカルサブネット］
• Mac: ［サブネット］
7. ［OK］をクリックし、もう一度［OK］をクリックして［ホストリスト］ダイアログボックスを閉じます。
詳しい情報
ファイアウォールルールのカスタマイズ

ネットワークコンピュータがメッセージ、ファイル、印刷を共有できるかどうかの制御
ネットワークサービスを利用することで、ネットワークに接続するコンピュータはメッセージの送受信、ファイルの共
有、印刷を行うことができます。管理者はネットワークサービスを許可または遮断するファイアウォールルールを作成で
きます。
カスタムネットワークサービスはファイアウォールルールを通して追加できます。しかし、そのネットワークサービスは
デフォルトリストには追加されません。また、カスタムサービスには他のルールからはアクセスできません。
ネットワークコンピュータがメッセージ、ファイル、印刷を共有できるかどうかを制御するには
1. コンソールで、［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページの［Windows の設定］または［Mac の設定］で、［ルール］をクリックしま
す。
バージョン 14.2 より前には、［Mac の設定］のオプションはありません。
3. ［ルール］タブの［ルール］リストで、編集するルールを選択し、［サービス］フィールドを右クリックして、［編
集］をクリックします。
4. ［サービスリスト］ダイアログボックスで、ルールをトリガする各サービスの横のチェックボックスにチェックマー
クを付けます。
5. 選択したルールに対してのみサービスを追加するには、［追加］をクリックします。
6. ［プロトコル］ダイアログボックスで、［プロトコル］ドロップダウンリストからプロトコルを選択します。
7. 適切なフィールドに入力します。
8. ［OK］をクリックします。
9. ［OK］をクリックします。
10. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
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•
•
•
•

新しいファイアウォールルールの追加
ファイアウォールルールのカスタマイズ
ファイアウォールルールのネットワークサービストリガについて
デフォルトのネットワークサービスリストへのネットワークサービスの追加

ネットワーク内のファイルおよびプリンタを参照できるようにするクライアントの許可
管理者は、クライアントがローカルネットワークでファイルを共有したり、共有しているファイルやプリンタを参照した
りできるようにすることができます。ネットワークベースの攻撃を防止するために、ネットワークファイルとプリンタの
共有を有効にしたくない場合があります。
ファイアウォールルールを追加することで、ネットワークでのファイルとプリンタの共有を有効にできます。ファイア
ウォールルールにより、ポートにアクセスしてファイルとプリンタを参照したり共有したりすることができます。クライ
アントがファイルを共有できるように、1 つめのファイアウォールルールを作成します。2 つめのファイアウォールルー
ルは、クライアントがその他のファイルとプリンタを参照できるように作成します。
設定は、次のように、クライアントに対して指定する制御の種類に基づいて、別々に機能します。
クライアント制御または混合制御

Windows クライアントのユーザーはこれらの設定を、ネットワークとホストのエクスプロイ
ト緩和機能で設定して、自動的に有効にできます。
Mac クライアントのユーザーのみがファイアウォールを有効または無効にできます。

混合制御

Windows 上では、この種のトラフィックを指定するサーバーのファイアウォールルールで、
これらの設定を上書きできます。
Mac 上では、すべてのファイアウォールルールはサーバーのファイアウォールルールです。

サーバー制御

これらの設定はクライアントでは利用できません。

ネットワーク内のファイルおよびプリンタの参照を Windows クライアントに許可する方法（オプション 1）
1. コンソールで、ファイアウォール ポリシーを開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページの［Windows の設定］で、［ルール］をクリックします。
3. ［ルール］タブの［ルール］リストで、編集するルールを選択し、［サービス］フィールドを右クリックして、［編
集］をクリックします。
4. ［サービスリスト］ダイアログボックスで、［追加］をクリックします。
5. ［プロトコル］ダイアログボックスの［プロトコル］ドロップダウンリストで［TCP］をクリックして、［ローカル/
リモート］をクリックします。
6. 次のいずれかのタスクを行います。
ネットワーク内のファイルおよ
びプリンタを参照できるように
クライアントを許可するには

［リモートポート］ドロップダウンリストで、88, 135, 139, 445 と入力します。

その他のコンピュータによるク
ライアントのファイルの参照を
有効にするには

［ローカルポート］ドロップダウンリストで、88, 135, 139, 445 と入力します。

7. ［OK］をクリックします。
8. ［サービスリスト］ダイアログボックスで、［追加］をクリックします。
9. ［プロトコル］ダイアログボックスの［プロトコル］ドロップダウンリストで、［UDP］をクリックします。
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10. 次のいずれかのタスクを行います。
ネットワーク内のファイルおよ
びプリンタを参照できるように
クライアントを許可するには

［ローカルポート］ドロップダウンリストで、137, 138 と入力します。
［リモートポート］ドロップダウンリストで、88 と入力します。

その他のコンピュータによるク
ライアントのファイルの参照を
有効にするには

［ローカルポート］ドロップダウンリストで、88, 137, 138 と入力します。

11. ［OK］をクリックします。
12. ［サービスリスト］ダイアログボックスでこの 2 つのサービスが有効になっていることを確認して、［OK］をク
リックします。
13. ［ルール］タブで、［処理］フィールドが［許可する］に設定されていることを確認します。
14. ポリシーの設定を完了したら、［OK］をクリックします。
ネットワーク内のファイルおよびプリンタの参照を Mac クライアントに許可する方法（オプション 2）
1. コンソールで、［ファイアウォールポリシー］を開きます。
NOTE
Mac ファイアウォールはバージョン 14.2 以降で利用できます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページの［Mac の設定］で、［ルール］をクリックします。
3. ［ルール］タブの［ルール］リストで、編集するルールを選択し、［サービス］フィールドを右クリックして、［編
集］をクリックします。
4. ［サービスリスト］ダイアログボックスで、［追加］をクリックします。
5. ［プロトコル］ダイアログボックスの［プロトコル］ドロップダウンリストで［TCP］をクリックして、［ローカル/
リモート］をクリックします。
6. 他のコンピュータがクライアントのファイルを参照できるようにするには、［ローカルポート］ドロップダウンリス
トで 139 と 445 を入力します。
デフォルトでは、Mac からネットワークを参照する発信要求は有効になっています。
7. ［OK］をクリックします。
8. ［サービスリスト］ダイアログボックスで新しいサービスが有効になっていることを確認して、［OK］をクリック
します。
9. ［ルール］タブで、［処理］フィールドが［許可する］に設定されていることを確認します。
10. ポリシーの設定を完了したら、［OK］をクリックします。
Mac でのプリンタ検出は Bonjour サービスを通じて行われ、デフォルトでオープンになっています。Bonjour サービスの
カスタムルールを設定する必要はありません。
詳しい情報

• 新しいファイアウォールルールの追加
• ファイアウォールルールのカスタマイズ
ファイアウォールルール違反の通知の設定
ファイアウォールがルール違反、攻撃、イベントを検出するたびに Symantec Endpoint Protection が電子メールメッセー
ジを送信するように設定できます。たとえば、クライアントが特定の IP アドレスから送信されるトラフィックを遮断し
たことがわかると便利です。
ファイアウォールルール違反の通知を設定するには
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1. コンソールで、［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページの［Windows の設定］または［Mac の設定］で、［ルール］をクリックしま
す。
バージョン 14.2 より前には、［Mac の設定］のオプションはありません。
3. ［ルール］タブでルールを選択し、［ログ］フィールドを右クリックし、次のタスクを実行します。
ファイアウォールルール
がトリガされたときに電
子メールメッセージを送
信するには

［電子メール警告の送信］にチェックマークを付けます。

ファイアウォールルール
がトリガされたときにロ
グイベントを生成するに
は

Windows ルールの場合、［トラフィックログに書き込み］と［パケットログに書き込み］の両方にチェッ
クマークを付けます。
Mac ルール場合、［トラフィックログに書き込み］にチェックマークを付けます。

4. このポリシーの設定を完了したら、［OK］をクリックします。
5. セキュリティ警告を設定します。
6. メールサーバーを設定します。
7. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• 新しいファイアウォールルールの追加
• ファイアウォールルールのカスタマイズ
• 管理者通知の設定
ネットワークアダプタを通過するトラフィックの制御
ネットワークアダプタトリガを定義するとき、ルールは、指定されたアダプタが送受信するトラフィックにのみ適用され
ます。
カスタムネットワークアダプタはファイアウォールルールから追加できます。しかし、そのアダプタは共有リストには追
加されません。また、カスタムアダプタには他のルールからはアクセスできません。
ネットワークアダプタを通過するトラフィックを制御するには
1. コンソールで、［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページの［Windows の設定］で、［ルール］をクリックします。
3. ［ルール］タブの［ルール］リストで、編集するルールを選択し、［アダプタ］フィールドを右クリックして、［そ
の他のアダプタ］をクリックします。
4. ［ネットワークアダプタ］ダイアログボックスで、次のいずれかの処理を行います。
任意のアダプタ（リストにない場合も含む）に対してルールをト
リガするには

［ルールをすべてのアダプタに適用する］をクリックし、続いて
ステップ 7 に進みます。

選択したアダプタに対してルールをトリガするには

［ルールを以下のアダプタに適用する］をクリックします。
続いて、ルールをトリガする各アダプタの横にあるボックスに
チェックマークを付けます。
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5. 選択したルールに対してのみカスタムアダプタを追加するには、次のタスクを実行します。

• ［追加］をクリックします。
• ［ネットワークアダプタ］ダイアログボックスで、アダプタの種類を選択して［アダプタ ID］テキストフィール
ドにアダプタのブランド名を入力します。

6. ［OK］をクリックします。
7. ［OK］をクリックします。
8. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• 新しいファイアウォールルールの追加
• ファイアウォールルールのカスタマイズ
• ファイアウォールルールのネットワークアダプタトリガについて

混合制御のファイアウォール設定
ファイアウォール設定においてユーザーが制御不能、フルコントロール可能、限定された制御が可能なようにクライアン
トを設定できます。
Mac ファイアウォールの場合、ユーザーはファイアウォールルールを作成したり、クライアントユーザーインター
フェースの設定に関係なく設定を変更したりすることはできません。オプションは、クライアントユーザーインター
フェースには表示されません。
サーバー制御

Windows の場合、ユーザーがファイアウォールルールを作成したりファイアウォール設定を有効にしたり
することはできません。
Mac の場合、ユーザーはファイアウォールを有効または無効にできません。

クライアント制御

Windows の場合、ユーザーはファイアウォールルールを作成したりすべてのファイアウォール設定を有効
にしたりできます。
Mac の場合、ユーザーはファイアウォールを有効または無効にできます。

混合制御

Windows の場合、ユーザーはファイアウォールルールを作成できます。ユーザーがどのファイアウォール
設定を有効にできるかを決定します。
Mac の場合、ユーザーはファイアウォールを有効または無効にできるかどうかを決定します。

NOTE
ファイアウォールは Mac クライアントのバージョン 14.2 以降でのみ利用できます。
混合制御のファイアウォール設定を行うには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］で、修正するユーザー制御レベルを持つグループを選択します。
3. ［ポリシー］タブの［場所固有のポリシーと設定］で、場所の下の［場所固有の設定］を展開します。
4. ［クライアントユーザーインターフェース制御の設定］の右側で、［タスク］、［設定の編集］の順にクリックしま
す。
5. ［制御モード設定］ダイアログボックスで、［混合制御］をクリックし、［カスタマイズ］をクリックします。
6. ［クライアント/サーバー制御の設定］タブの［ファイアウォールポリシー］カテゴリで、次のいずれかのタスクを実
行します。

• クライアント設定をユーザーが設定できるようにするには、［クライアント］をクリックする
• クライアント設定を行うには、［サーバー］をクリックする
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7. ［OK］をクリックします。
8. ［OK］をクリックします。
9. ［サーバー］に設定したファイアウォール設定ごとに、ファイアウォールポリシーの設定を有効または無効にしま
す。
詳しい情報

• ファイアウォール保護の管理
• ルールの追加ではなくネットワークサービスのための通信の有効化

ルールの追加ではなくネットワークサービスのための通信の有効化
特定のネットワークサービス間の通信を自動的に許可するオプションを有効にして、それらのサービスを明示的に許可す
るルールを定義する必要がなくなります。トラフィックの設定を有効にすることで NetBIOS とトークンリングを使って
通信するトラフィックの検出と遮断も実行できます。
DHCP、DNS、WINS トラフィックを使うように設定されたネットワーク接続のアウトバウンド要求とインバウンド応答
を許可できます。
フィルタは DHCP、DNS、WINS クライアントがサーバーから IP アドレスを受信することを許可します。また、次の条
件でネットワークからの攻撃に対してクライアントを保護します。
クライアントがサーバー
に要求を送信する場合

クライアントはインバウンド応答の許可を 5 秒間待ちます。

クライアントがサーバー
に要求を送信しない場合

各フィルタはパケットを許可しません。

これらのオプションを有効にすると、Symantec Endpoint Protection は要求が行われた場合にパケットが許可され、パ
ケットは遮断されません。パケットを遮断するにはファイアウォールルールを作成する必要があります。
NOTE
これらのオプションを混合制御で設定するには、これらのオプションを［クライアントユーザーインター
フェース混合制御の設定］ダイアログボックスでも有効にする必要があります。
ルールを追加するのではなくネットワークサービスのための通信を有効にするには
1. コンソールで、［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページの［Windows の設定］または［Mac の設定］で、［組み込みルール］をク
リックします。
14.2 より前のバージョンでは、これらの設定は Windows のみが対象です。
3. 有効にするオプションにチェックマークを付けます。
4. ［OK］をクリックします。
5. メッセージが表示されたら、ポリシーを場所に割り当てます。
詳しい情報

• ファイアウォールポリシーの作成
• ポリシーの編集
• クライアントコンピュータの保護をユーザーが無効にできない設定
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攻撃側コンピュータへの接続の自動遮断
Symantec Endpoint Protection クライアントがネットワーク攻撃を検出すると、接続を自動的に遮断してクライアントコ
ンピュータの安全を確保できます。クライアントはアクティブレスポンスをアクティブ化して、クライアントと攻撃側コ
ンピュータの間のすべての通信を一定期間自動的に遮断します。攻撃側コンピュータの IP アドレスは単一の場所で遮断
されます。
攻撃者の IP アドレスはセキュリティログに記録されます。特定の IP アドレスを取り消すか、すべてのアクティブレスポ
ンスを取り消すことによって攻撃を遮断解除できます。
クライアントを混合制御に設定している場合は、ユーザーがクライアントで有効にできる設定を表示するかどうかを指定
できます。設定が表示されていない場合は、［クライアントユーザーインターフェース混合制御の設定］ダイアログボッ
クスで有効にする必要があります。
更新された IPS シグネチャ、更新されたサービス拒否シグネチャ、ポートスキャン、MAC 詐称によってもアクティブレ
スポンスがトリガされます。
攻撃側コンピュータへの接続を自動遮断するには
1. コンソールで、［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. 左ペインの［ファイアウォールポリシー］ページで、次のオプションのいずれかをクリックします。

• ［Windows の設定］: ［保護とステルス］
• ［Mac の設定］: ［保護］

Mac の設定はバージョン 14.2 以降でのみ利用できます。

3. ［保護設定］の下で、［自動的に攻撃者の IP アドレスを遮断する］にチェックマークを付けます。
4. ［IP アドレスを遮断する秒数: XX 秒］テキストボックスに、潜在的な攻撃者を遮断する秒数を指定します。
1 から 999,999 までの値を入力できます。
5. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• ファイアウォールポリシーの作成
• 混合制御のファイアウォール設定
• ポリシーの編集

潜在的な攻撃と詐称の試行の検出
Symantec Endpoint Protection でクライアントに対する潜在的な攻撃を検出してログに記録したり、詐称の試行を遮断し
たりするための、さまざまな設定を有効にできます。これらのオプションはすべて、デフォルトでは無効になっていま
す。
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Table 93: 有効にできる設定
設定

説明

ポートスキャン検出を有効にする

この設定を有効にすると、Symantec Endpoint Protection はセキュリティルールによっ
て遮断されるすべての着信パケットを監視します。ルールによって短時間に異なるポー
トで複数の異なるパケットが遮断される場合、Symantec Endpoint Protection はセキュ
リティログエントリを作成します。
ポートスキャン検出ではパケットは遮断されません。ポートスキャンの実行時にトラ
フィックを遮断するには、セキュリティポリシーを作成する必要があります。

サービス拒否検出を有効にする

サービス拒否検出は侵入検知の一種です。これが有効になっている場合は、ポート番号
やインターネットプロトコルの種類に関係なく、クライアントは既知のシグネチャから
パターンを検出するとトラフィックを遮断します。

MAC 詐称対策を有効にする

この設定を有効にすると、Symantec Endpoint Protection は、特定のホストに要求が行
われたときに、次の着信と発信のトラフィックを許可します。
• アドレス解決プロトコル (ARP) (IPv4)
• Neighbor Discovery Protocol (NDP) (IPv6)
バージョン 14.2 以降でサポートされます。
その他の予期されていないトラフィックはすべて遮断され、セキュリティログにエント
リが生成されます。

NOTE
これらのオプションを混合制御で設定するには、これらのオプションを［クライアントユーザーインター
フェース混合制御の設定］ダイアログボックスでも有効にする必要があります。
潜在的な攻撃と詐称の試行を検出するには
1. コンソールで、［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページで、次のいずれかをクリックします。

• ［Windows の設定］: ［保護とステルス］
• ［Mac の設定］: ［保護］

Mac の設定はバージョン 14.2 以降でのみ利用できます。

3. ［保護の設定］の下で、有効にしたいオプションにチェックマークを付けます。
4. ［OK］をクリックします。
5. メッセージが表示されたら、ポリシーを場所に割り当てます。
詳しい情報

• ファイアウォールポリシーの作成
• クライアントコンピュータの保護をユーザーが無効にできない設定
• ポリシーの編集

コンピュータに対する外部からのステルス攻撃の防止
外部からの攻撃によってクライアントに関する情報が検出されないようにする設定を有効にできます。これらの設定はデ
フォルトで無効になっています。
NOTE
これらのオプションを混合制御で設定するには、これらのオプションを［クライアントユーザーインター
フェース混合制御の設定］ダイアログボックスでも有効にする必要があります。
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NOTE
これらのステルス設定は、Mac ファイアウォールには利用できません。
ファイアウォールは 14.2 以降の Mac クライアントに含まれています。
コンピュータに対する外部からのステルス攻撃を防止するには
1. コンソールで、［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページで、［保護とステルス］をクリックします。
3. ［ステルスの設定］の下で、有効にするオプションにチェックマークを付けます。
4. ［OK］をクリックします。
5. メッセージが表示されたら、ポリシーを場所に割り当てます。
詳しい情報

• ファイアウォールポリシーの作成
• クライアントコンピュータの保護をユーザーが無効にできない設定
• ポリシーの編集

Windows ファイアウォールの無効化
Symantec Endpoint Protection が Windows ファイアウォールを無効にする条件を指定できます。次が発生するとき
に、Symantec Endpoint Protection は Windows ファイアウォールの設定を、Symantec Endpoint Protection がインス
トールされる前の状態に復元します。

• Symantec Endpoint Protection がアンインストールされる。
• Symantec Endpoint Protection ファイアウォールが無効である。
NOTE
Symantec Endpoint Protection は既存の Windows ファイアウォールポリシーのルールや除外は変更しません。
通常、Windows ユーザーは Windows ファイアウォールが無効になっている場合、コンピュータが再起動するときに通知
を受信します。Symantec Endpoint Protection は Windows ファイアウォールが無効になっているときにユーザーが警告
されないように、デフォルトでこの通知を無効にします。ただし、必要な場合は通知を有効にできます。
Windows ファイアウォールを無効にするには
1. コンソールで、［ポリシー］をクリックします。
2. ［Policies］で［Firewall］をクリックします。
3. 次のいずれかのタスクを行います。

• 新しいファイアウォールポリシーを作成します。
• ［ファイアウォールポリシー］リストで、修正するファイアウォールポリシーをダブルクリックします。
4. ［ファイアウォールポリシー］で［Windows 統合］をクリックします。
5. ［Windows ファイアウォールを無効にする］ドロップダウンリストで、Windows ファイアウォールをいつ無効にす
るかを指定します。
デフォルト設定は［1 回のみ無効にする］です。
これらのオプションに関する詳細が必要な場合、［ヘルプ］をクリックします。次のサイトを参照してください。
Windows 統合
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6. ［Windows ファイアウォール無効のメッセージ］ドロップダウンリストで、ファイアウォールが無効になっているこ
とを示す起動時の Windows メッセージを無効にするかどうかを指定します。
デフォルトの設定は［無効］です。これは、ユーザーはコンピュータの起動時に、Windows ファイアウォールが無効
になっているというメッセージを受信しないことを意味します。
7. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• ファイアウォールポリシーの作成
• セキュリティポリシーの種類

侵入防止の管理
デフォルトの侵入防止設定はクライアントコンピュータをさまざまな脅威から保護します。デフォルトの設定はネット
ワークに合わせて変更できます。
サーバーで Symantec Endpoint Protection を実行すると、侵入防止はサーバーのリソースや応答時間に影響を与えること
があります。詳細については、次を参照してください。
Windows Server 上の Endpoint Protection のベストプラクティス
NOTE
Linux クライアントは侵入防止をサポートしません。
Table 94: 侵入防止の管理
タスク

説明

侵入防止について学習する

侵入防止がネットワーク攻撃とブラウザ攻撃を検出して遮断する方法を学習します。次のサイト
を参照してください。
• 侵入防止の動作
• Symantec IPS シグネチャについて

侵入防止を有効にする

クライアントコンピュータを安全に保つために、侵入防止を有効にする必要があります。
• ネットワーク侵入防止
• ブラウザの侵入防止 (Windows コンピュータのみ)
検出項目をログに記録して遮断しないようにブラウザの侵入防止を設定することもできま
す。クライアントのセキュリティプロファイルのレベルが低下するのでこの設定の使用は一
時的にしてください。たとえば、クライアントで遮断されたトラフィックの問題を解決する
間のみログのみのモードを設定します。攻撃ログを確認し、トラフィックを遮断するシグネ
チャを識別して除外したら、ログのみのモードを無効にします。
詳細については、次を参照してください。
• ネットワーク侵入防止とブラウザ侵入防止の有効化
• IPS シグネチャの例外の作成
グループまたはクライアントで［ネットワーク脅威防止を有効にする］コマンドを実行するとき
には、両方の種類の侵入防止に加えて、ファイアウォールも有効にすることができます。次のサ
イトを参照してください。
コンソールを使った、クライアントコンピュータでのコマンドの実行
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タスク

説明

例外を作成して、シマンテック
社のネットワーク侵入防止シグネ
チャのデフォルトの動作を変更す
る

シマンテック社のデフォルトのネットワーク侵入防止シグネチャのデフォルトの動作を変更する
には、例外を作成すると便利です。一部のシグネチャはデフォルトでトラフィックを遮断し、他
のシグネチャはデフォルトでトラフィックを許可します。
Note: ブラウザの侵入防止シグネチャの動作を変更することはできません。
次の理由から、いくつかのネットワークシグネチャのデフォルトの動作を変更すると効率的な場
合があります。
• クライアントコンピュータでの消費量を減らす。
たとえば、トラフィックを遮断するシグネチャの数を減らしたい場合があります。ただし、
攻撃シグネチャが脅威を示していないことを確認してから、攻撃シグネチャを遮断から除外
してください。
• シマンテック社がデフォルトでは遮断する一部のネットワークシグネチャを許可する。
たとえば、無害なネットワーク活動が攻撃シグネチャと一致する誤認を減らすため、例外を
作成したい場合があります。ネットワーク活動が安全であることがわかっている場合には、
例外を作成できます。
• シマンテック社が許可する一部のシグネチャを遮断する.
たとえば、シマンテック社はピアツーピアアプリケーション用のシグネチャを含めて、デ
フォルトではトラフィックを許可しています。そうする代わりに、トラフィックを遮断する
例外を作成できます。
• 監査シグネチャを使い、特定の種類のトラフィックを監視する（Windows のみ）
監査シグネチャでは、インスタントメッセージアプリケーションからのトラフィックなど、
特定の種類のトラフィックを［ログに記録しない］ことがデフォルトの動作になっていま
す。ログを表示し、ネットワークのこのトラフィックを監視できるように、トラフィック
をログに記録する例外を作成できます。その後、その例外を使ってトラフィックを遮断した
り、トラフィックを遮断するファイアウォールルールを作成したり、トラフィックをそのま
まにしたりできます。
トラフィックのアプリケーションルールを作成することもできます。
詳細については、次を参照してください。
IPS シグネチャの例外の作成
アプリケーション制御を使って、ユーザーが各自のコンピュータでピアツーピアアプリケーショ
ンを実行しないようにできます。次のサイトを参照してください。
アプリケーション制御へのカスタムルールの追加
ピアツーピアのトラフィックを送受信するポートを遮断する場合は、ファイアウォールポリシー
を使います。次のサイトを参照してください。
ファイアウォールポリシーの作成

クライアントコンピュータでブラ
ウザシグネチャを無視する例外を
作成する
（Windows のみ）

Windows コンピュータのブラウザの侵入防止からブラウザシグネチャを除外する例外を作成でき
ます。
ネットワーク内のブラウザでブラウザの侵入防止が原因の問題が起きている場合は、ブラウザシ
グネチャを無視したいことがあります。次のサイトを参照してください。
IPS シグネチャの例外の作成

ネットワーク侵入防止スキャンか
ら特定のコンピュータを除外する

ネットワーク侵入防止から特定のコンピュータを除外すると便利な場合があります。たとえば、
社内ネットワークの一部のコンピュータはテスト目的でセットアップされている可能性がありま
す。それらのコンピュータとの間で送受信されるトラフィックは、Symantec Endpoint Protection
では無視したい場合があります。
コンピュータを除外するときには、ファイアウォールが提供するサービス拒否の保護とポートス
キャンの保護からも、それらのコンピュータを除外します。次のサイトを参照してください。
除外するコンピュータのリストの作成

侵入防止の通知を設定する

デフォルトでは、クライアントコンピュータに侵入の試みについてのメッセージが表示されま
す。メッセージをカスタマイズすることもできます。次のサイトを参照してください。
侵入防止とメモリエクスプロイト緩和機能のクライアント通知の設定
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タスク

説明

カスタム侵入防止シグネチャを作
成する (Windows のみ)

独自の侵入防止シグネチャを記述し、特定の脅威を識別することができます。独自のシグネチャ
を記述するときには、シグネチャによって誤認が発生する可能性を減らすことができます。
たとえば、Web サイトを遮断してログに記録するためにカスタム侵入防止シグネチャを利用でき
ます。次のサイトを参照してください。
カスタム侵入防止シグネチャの管理
カスタム IPS シグネチャを使うには、ファイアウォールをインストールして有効にする必要があ
ります。次のサイトを参照してください。
クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択

侵入防止を監視する

ネットワーク内のクライアントコンピュータで侵入防止が有効になっていることを定期的に確認
してください。次のサイトを参照してください。
エンドポイント保護の監視

侵入防止の動作
侵入防止は、ネットワーク攻撃とブラウザに対する攻撃を自動的に検出して遮断します。侵入防止はクライアントコン
ピュータを保護するための、ファイアウォールの次にある第 2 の防衛層です。侵入防止は侵入防止システム（IPS）と呼
ばれる場合もあります。
侵入防止はネットワーク攻撃を自動的に検出して遮断します。Windows コンピュータでは、侵入防止はサポート対象
のブラウザでブラウザ攻撃も検出して遮断します。侵入防止はクライアントコンピュータを保護するための、ファイア
ウォールの次にある第 2 の防衛層です。侵入防止は侵入防止システム（IPS）と呼ばれる場合もあります。
侵入防止はネットワーク層でデータを傍受します。侵入防止はシグネチャを使い、パケットまたはパケットのストリー
ムをスキャンします。ネットワーク攻撃またはブラウザ攻撃に対応するパターンを検索することで、各パケットを個別に
スキャンします。侵入防止は、オペレーティングシステムコンポーネントとアプリケーション層に対する攻撃を検出しま
す。
Table 95: 侵入防止の種類
次のように入力します。

説明

ネットワーク侵入防止

ネットワーク侵入防止は、シグネチャを使ってクライアントコンピュータに対する攻撃を識別しま
す。既知の攻撃の場合、侵入防止はシグネチャと一致するパケットを自動的に破棄します。
Symantec Endpoint Protection Manager で独自のカスタムネットワークシグネチャを作成することも
できます。クライアントでカスタムシグネチャを直接作成することはできませんが、クライアントで
カスタムシグネチャをインポートできます。カスタムシグネチャは Windows コンピュータでのみサ
ポートされます。次のサイトを参照してください。
Symantec IPS シグネチャについて

ブラウザの侵入防止
(Windows のみ)
ブラウザの侵入防止

ブラウザの侵入防止は Internet Explorer と Firefox に対する攻撃を監視します。ブラウザの侵入防止
は、それら以外のブラウザではサポートされません。
Firefox では Symantec Endpoint Protection プラグインが無効になることがありますが、再び有効にで
きます。
この種類の侵入防止は、攻撃シグネチャに加えてヒューリスティックを使い、ブラウザに対する攻撃
を識別します。
ブラウザを終了するよう侵入防止からクライアントに要求が行われるブラウザ攻撃もあります。クラ
イアントコンピュータに通知が表示されます。
ブラウザ侵入防止で保護されるブラウザの最新情報については、以下を参照してください。
ブラウザ侵入防止がサポートするブラウザのバージョン

詳しい情報
侵入防止の管理
侵入防止の設定
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Symantec IPS シグネチャについて
シマンテック製侵入防止のシグネチャはデフォルトでクライアントにインストールされます。
侵入防止はシマンテック社のシグネチャを使って、個々のパケットまたはパケットのストリームを監視します。パケット
のストリームの場合、侵入防止は以前のパケットのパターンまたは部分パターンのリストを記憶できます。その後で、こ
の情報を以降のパケット検査に適用できます。
シマンテックシグネチャには、LiveUpdate コンテンツの一部としてクライアントにダウンロードされるネットワーク侵
入防止のためのシグネチャが含まれています。Mac コンピュータの場合、追加のネットワーク侵入防止シグネチャがい
くつかソフトウェアに組み込まれています。
Windows コンピュータでは、LiveUpdate コンテンツにブラウザの侵入防止のためのシグネチャも含まれています。
ネットワーク侵入防止シ
グネチャ

ネットワークシグネチャは、クライアントコンピュータでアプリケーションをクラッシュさせたりオペ
レーティングシステムを悪用したりする可能性がある攻撃のパターンと一致します。
シマンテック製ネットワークシグネチャによってトラフィックを遮断するか許可するかは変更できま
す。Symantec Endpoint Protection で、シグネチャによる検出をセキュリティログに記録するかどうかも
変更できます。

ブラウザの侵入防止シグ ブラウザシグネチャは、ブラウザをクラッシュさせる可能性があるスクリプトファイルなど、サポート対
ネチャ（Windows のみ） 象のブラウザに対する攻撃のパターンと一致します。
ブラウザシグネチャの処理やログの設定はカスタマイズできませんが、ブラウザシグネチャを除外するこ
とはできます。
ブラウザの検出をログに記録して検出した項目を遮断しないようにブラウザの侵入防止を設定できます。
この処理は除外する必要があるブラウザシグネチャの識別に役立ちます。シグネチャ除外項目を作成した
ら、ログのみのモードを無効にします。

シマンテックセキュリティレスポンスのグループが攻撃のシグネチャを供給します。デフォルトでは、侵入防止エンジン
と、対応するシグネチャのセットがクライアントにインストールされます。シグネチャはクライアントで更新を行うコン
テンツの一部です。
IPS シグネチャに関する情報は、シマンテック社 Web サイトの以下のページで確認できます。次のサイトを参照してく
ださい。
攻撃シグネチャ
Mac クライアントの組み込み IPS シグネチャに関する情報については、次の記事を参照してください。
Symantec Endpoint Protection IPS for Mac の組み込みシグネチャ
詳しい情報

• IPS シグネチャの例外の作成
• 侵入防止の管理

カスタム IPS シグネチャについて
固有の IPS ネットワークシグネチャを作成できます。これらのシグネチャはパケットベースです。
シマンテック社のシグネチャとは異なり、カスタムシグネチャは単一のパケットペイロードのみをスキャンします。ただ
し、カスタムシグネチャは TCP/IP スタックで、シマンテック社のシグネチャよりも早期に攻撃を検出できます。
パケットベースのシグネチャはルールに一致する単一のパケットを診断します。ルールはポート、プロトコル、送信元
または送信先の IP アドレス、TCP フラグ番号、アプリケーションなどさまざまな基準に基づいています。たとえば、カ
スタムシグネチャは受信したパケットの、CGI プログラム攻撃を示す GET / cgi-bin/phf? 内の文字列「phf」を監視しま
す。各パケットに対してこの特定のパターンが評価されます。トラフィックのパケットがルールと一致する場合に、クラ
イアントはパケットを許可または遮断します。
Symantec Endpoint Protection でカスタムシグネチャによる検出をパケットログに記録するかどうかを指定できます。
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NOTE
カスタム IPS シグネチャを使うには、ファイアウォールをインストールして有効にする必要があります。次の
サイトを参照してください。
クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択
カスタムシグネチャは Windows コンピュータでのみサポートされます。次のサイトを参照してください。
カスタム侵入防止シグネチャの管理

IPS シグネチャの例外の作成
例外を使い、Symantec IPS シグネチャの動作を変更できます。
Windows と Mac コンピュータの場合、IPS がネットワークシグネチャを認識したときにクライアントが行う処理を変更
できます。また、クライアントがイベントをセキュリティログに記録するかどうかも変更できます。
Windows コンピュータの場合、シマンテック社のブラウザシグネチャの動作は変更できません。ネットワークシグネ
チャとは異なり、ブラウザシグネチャについてはカスタム処理やログ記録の設定は許されていません。ただし、クライア
ントがシグネチャを無視するように、ブラウザシグネチャの例外を作成できます。
NOTE
ブラウザシグネチャの例外を追加すると、Symantec Endpoint Protection Manager は例外リストにシグネチャ
を含めて自動的に処理を［許可］に、ログの設定を［ログに記録しない］に設定します。処理やログの設定は
カスタマイズできません。
詳細については、次を参照してください。
侵入防止の管理
NOTE
作成またはインポートするカスタム IPS シグネチャの動作を変更するには、直接シグネチャを編集します。カ
スタムシグネチャは Windows コンピュータでのみサポートされます。
IPS シグネチャの例外を作成するには
1. コンソールで、［侵入防止］ポリシーを開きます。
2. ［Windows 設定］または［Mac 設定］の下で、［例外］をクリックし、［追加］をクリックします。
NOTE
シグネチャの一覧には、管理コンソールにダウンロードされた最新の LiveUpdate コンテンツがポピュレー
トされます。Windows コンピュータの場合、管理サーバーがコンテンツをダウンロードしていなければ一
覧は空の状態で表示されます。Mac コンピュータの場合、この一覧には少なくとも組み込みのシグネチャ
が常に入っています。これは Mac クライアントに自動的にインストールされるものです。
3. ［侵入防止例外の追加］ダイアログボックスで、次のいずれかの処理を行ってシグネチャをフィルタ処理します。

• （Windows のみ）特定のカテゴリのシグネチャを表示するには、［カテゴリを表示］ドロップダウンリストから
•

オプションを選択します。 ［ブラウザ保護］を選択すると、シグネチャの処理オプションは［許可］と［ログに
記録しない］に自動的に変わります。
（Windows と Mac）特定の重大度で分類されるシグネチャを表示するには、［重大度を表示］ドロップダウンリ
ストからオプションを選択します。

4. 1 つ以上のシグネチャを選択します。
すべてのシグネチャの動作を同じにするには、［すべてを選択］をクリックします。
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5. ［次へ］をクリックします。
6. ［シグネチャ処理］ダイアログボックスで、次のオプションを設定して［OK］をクリックします。

• ［処理］を［遮断］または［許可］に設定
• ［ログ］を［トラフィックをログ記録する］または［トラフィックをログに記録しない］に設定
NOTE
これらのオプションはネットワークシグネチャにのみ適用されます。ブラウザシグネチャの場合
は、［OK］をクリックします。
シグネチャの動作を元の動作に戻す場合は、［例外］一覧でシグネチャを選択して［削除］をクリックします。
7. ［OK］をクリックしてポリシーの変更を保存します。
詳しい情報
Symantec Endpoint Protection の例外の管理

除外するコンピュータのリストの作成
除外ホストはネットワーク侵入防止のみでサポートされます。
クライアントが攻撃シグネチャの照合、ポートスキャンやサービス拒否攻撃の確認をしないコンピュータのリストを作
成できます。ネットワーク侵入防止やピアツーピア認証は、除外済みホストのリストにあるホストから流れ込む送信元ト
ラフィックを許可します。ただし、ネットワーク侵入防止とピアツーピア認証は、リストにあるホストに流れ込む送信先
トラフィックを評価し続けます。リストはインバウンドとアウトバウンドの両方のトラフィックに適用されますが、トラ
フィックの送信元にのみ適用されます。また、リストはリモート IP アドレスのみにも適用されます。
たとえば、インターネットサービスプロバイダがネットワークのポートをスキャンすることを許可し、利用規約に準拠す
るようにコンピュータを除外することもできます。また、内部ネットワークにある一部のコンピュータをテスト用に設定
する場合があります。
NOTE
また、IPS シグネチャによって攻撃が検出されない限り、すべてのインバウンドトラフィックとアウトバウン
ドトラフィックを許可するコンピュータのリストを作成することもできます。この場合、すべてのホストを許
可するファイアウォールルールを作成します。
除外するコンピュータのリストを設定するには
1. コンソールで、［侵入防止］ポリシーを開きます。
2. ポリシーページで、［侵入防止］をクリックします。
3. チェックマークが付いていない場合は、［除外ホストを有効にする］にチェックマークを付け、［除外ホスト］をク
リックします。
4. ［除外ホスト］ダイアログボックスで、ネットワーク侵入防止から除外したいホストグループの横にある［有効］に
チェックマークを付けます。次のサイトを参照してください。
特定のサーバーとの間で送受信されるトラフィックの遮断
5. 除外したいホストを追加するには、［追加］をクリックします。
6. ［ホスト］ダイアログボックスのドロップダウンリストで、次のいずれかのホストの種類を選択します。

• IP address
• IP アドレス範囲
• サブネット
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7. 選択したホストの種類に関連する適切な情報を入力します。
これらのオプションについて詳しくは［ヘルプ］を参照してください。
8. ［OK］をクリックします。
9. 手順 5 を繰り返して［OK］をクリックし、除外するコンピュータのリストにデバイスとコンピュータを追加しま
す。
10. 除外ホストを編集または削除するには、行を選択し、［編集］または［削除］をクリックします。
11. ［OK］をクリックします。
12. ポリシーの設定を完了したら、［OK］をクリックします。

ネットワーク侵入防止とブラウザの侵入防止の有効化
侵入防止はデフォルトで有効です。通常はどちらの種類の侵入防止も無効にしないでください。
ブラウザ侵入防止のログのみのモードを有効にしてクライアントユーザーに影響を与えずに遮断するトラフィックを記録
できます。Symantec Endpoint Protection Manager のネットワークとホスト悪用防止の攻撃ログを使って特定のブラウザ
シグネチャを無視する侵入防止ポリシーの例外を作成できます。ログのみのモードは無効にします。
NOTE
これらのオプションを混合制御で設定するには、これらのオプションを［クライアントユーザーインター
フェース混合制御の設定］ダイアログボックスでも有効にする必要があります。
ネットワーク侵入防止とブラウザの侵入防止を有効にするには
1. コンソールで、［侵入防止］ポリシーを開きます。
2. ポリシーページで、［侵入防止］をクリックします。
3. 次のオプションにチェックマークが付いていることを確認します。

• ネットワーク侵入防止を有効にする
•

ネットワーク侵入防止から特定のコンピュータを除外することもできます。次のサイトを参照してください。
除外するコンピュータのリストの作成
Windows のブラウザの侵入防止を有効にする

4. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• IPS シグネチャの例外の作成
• 侵入防止の管理
• 混合制御のファイアウォール設定

ブラウザ拡張機能を Symantec Endpoint Protection と統合して悪質な Web サイト
から保護する
ブラウザ拡張機能とは
ブラウザ拡張機能は、Web ブラウザに機能を追加するプラグインです。Symantec Endpoint Protection （SEP） 14.3
RU2 以降では、Google Chrome 拡張機能がインストールされ、悪質な Web サイトへのアクセスからクライアント コン
ピュータを保護します。この Chrome ブラウザ拡張機能は、Web ブラウザのインバウンドとアウトバウンドの HTTP お
よび HTTPS トラフィックを監視し、URL が悪質だとクライアントが判断した場合にトラフィックを遮断します。
Chrome Web ブラウザで URL が悪質であることが検出された場合、クライアントはユーザを以下のデフォルト ランディ
ング ページにリダイレクトします。
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クライアント ユーザが Mozilla Firefox と Microsoft Internet Explorer を使用している場合、SEP はブラウザ拡張機能を使
用せずにユーザを保護します。この場合、SEP はクライアントが使用する CIDS （Client Intrusion Detection System）エ
ンジンのバージョンに基づいて、これらのブラウザをサポートします。
すべての Web ブラウザは、以下の手法で悪質な URL を識別して保護します。

• ブラウザ侵入防止は、クライアントでのインバウンドとアウトバウンドのブラウザ トラフィックに IPS Web ブラウ
•

ザ シグネチャを適用します。次のサイトを参照してください。
ブラウザ侵入防止で想定される動作
URL 評価では、マルウェア、詐欺、フィッシング、スパムなどの悪質なコンテンツをホストしている可能性があるド
メインや URL からの脅威を特定します。その後、悪質なコンテンツの既知のソースとして特定された Web アドレス
へのアクセスを遮断します。
URL 評価に関する FAQ

Chrome ブラウザ拡張機能のインストール
Chrome ブラウザ拡張機能は、以下のいずれかの方法でインストールされます。
1. デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection インストーラによって Google Chrome ブラウザ機能拡張がインス
トールされます。SEP クライアントは、ブラウザ拡張機能を適用するようにローカル グループ ポリシー（GPO）を
修正します。
2. 組織で Active Directory （AD）ドメインを使用している場合は、Chrome 拡張機能をインストールするように AD グ
ループ ポリシー オブジェクト（GPO）ポリシーを設定する必要があります。AD GPO ポリシーを使用して Chrome
拡張機能を管理する場合、ブラウザ拡張機能をリストに追加する必要があります。その後、SEP は Google Web
Store から拡張機能をダウンロードします。
Chrome ブラウザ拡張機能のインストールを制御する場合は、このオプションを使用してください。次のサイトを参
照してください。
グループ ポリシー オブジェクトを使用した Endpoint Protection の Chrome ブラウザ拡張機能のインストール
NOTE
AD GPO ポリシーで設定するアイテムは、どのインストール方法よりも優先度が高くなります。SEP クラ
イアントを最初にインストールすると、AD GPO ポリシーによって SEP クライアントのレジストリ値が上
書きされます。最初に AD GPO ポリシーを使用した後に SEP クライアントをインストールする場合、クラ
イアントは Google Web Store の URL を使用するので、レジストリへの書き込みはスキップされます。
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また、クライアント インストール パッケージを配備するときに、ダウンロードの拡張保護と侵入防止の両方のコンポー
ネントがインストールされていることを確認してください。ブラウザ拡張機能は、IPS に依存しています。

Chrome ブラウザをアップグレードしても、拡張機能はインストールされたままになります。
Chrome ブラウザ拡張機能の動作
Chrome ブラウザ拡張機能がインストールされた後に、LiveUpdate によって WebExt と呼ばれる IPS のサブ機能がダウ
ンロードされます。ブラウザ拡張機能では、WebExt 定義と IPS シグネチャを使用します。
WebExt 定義には、以下のコンポーネントが含まれます。

• WebFilter： WebPulse 拡張機能エンジンを使用して、ドメインおよびカテゴリに基づいて URL を検査しま
•

す。WebPulse では、インサイト ルックアップと評価ルックアップを使用します。
スキャナ： IPS シグネチャを使用して検出を報告するスキャン ファイル。

デフォルトで、これらの定義は LiveUpdate によって自動的にインストールされます。［管理］ > ［サーバ］ > ［サイト
プロパティを編集］ > ［LiveUpdate］タブ > ［ダウンロードするコンテンツの種類］ > ［ブラウザ機能拡張］をクリッ
クして、このコンテンツが有効になっていることを確認してください。次のサイトを参照してください。
LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード
カーネル IPS との相違点の 1 つは、ブラウザ拡張機能では HTTPS トラフィックを表示できますが、IPS では表示できな
い点です。
Chrome ブラウザ拡張機能の設定
Chrome Web ブラウザ拡張機能をインストールした後に、以下の設定が有効になっていることを確認します。

• （必須）侵入防止ポリシーで、［Windows 向けのブラウザ侵入防止を有効にする］と［URL 評価を有効にする］を
•

有効にします。両オプションともデフォルトでは有効です。次のサイトを参照してください。
ネットワーク侵入防止とブラウザの侵入防止の有効化
（必須） IPS ポリシーが有効になっており、グループに割り当てられていることを確認します。ブラウザ保護は IPS
に依存しています。次のサイトを参照してください。
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侵入防止の設定

• （省略可能）クライアントが Web ドメインを遮断しないように、例外を作成して Web ドメインを許可します。例外
•

ポリシーで、Windows の［信頼できる Web ドメイン］例外を追加します。次のサイトを参照してください。
信頼できる Web ドメインの例外
（省略可能） Symantec Endpoint Protection Manager がクラウド コンソールに登録されている場合、集中保護ポリ
シーの設定を有効にする必要があります。次のサイトを参照してください。
集中保護の設定の使用

ログとレポート
ブラウザ攻撃の検出を確認する方法
SEP クライアントの検出で、以下のようなセキュリティ ログ エントリまたは通知が表示されます。

• Symantec Endpoint Protection [SID: 60501] URL Reputation Browser navigation to known
•
•

bad URL blocked. <##>
System Infected# PlugX Remote Access Tool Activity 2 attack blocked for this
application: <##>
[SID: 29565] Web Attack: Webpulse Bad Reputation Domain Request attack blocked. Traffic
has been blocked for this application# <##>

ブラウザ拡張機能が有効かどうかを確認する方法
クライアントの以下の場所に情報が表示されます。

• ［クライアント］ページ > ［クライアント］タブ > ［保護技術］ビューに、ブラウザ拡張機能が有効であるかどうか
が表示されます。

• クライアントのシステム ログには、ブラウザ拡張機能が有効または無効になったとき、インストールまたはアンイン
ストールされたとき、ブラウザから削除されたときにイベントが表示されます。

• ［ヘルプ］ > ［トラブルシューティング］ > ［バージョン］ > ［Browser Extension Engine （ブラウザ拡張機能エ
ンジン）］および［ブラウザ拡張機能］

管理サーバの以下の場所に情報が表示されます。

• ［ホーム］ページの［エンドポイントの状態］で、［無効］状態のクライアントを選択して［詳細］をクリックしま
す。レポートで、有効または無効になっているブラウザ拡張機能を表示します。［保存］をクリックし、レポートを
HTML 形式で保存します。
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• ［ホーム］ページの［お気に入りレポート］の下にある［Symantec Endpoint Protection の週次状態］レポートに、
•

•

どのクライアントの拡張機能がオンまたはオフになっているかが表示されます。
［レポート］ > ［クイック レポート］ > ［コンピュータの状態］レポートの種類 > ［保護コンテンツのバージョ
ン］レポートで、［レポートの作成］をクリックします。［セキュリティ状態の概略］レポートをクリックして、ブ
ラウザ拡張機能が無効であるか誤動作しているクライアント、また、ブラウザ拡張機能の定義が更新されているクラ
イアントを確認します。
［監視］ > ［ログ］ページで、コンピュータの状態ログに、［IE ブラウザ保護有効］、［Firefox ブラウザ保護有
効］、［Chrome ブラウザ保護有効］の列が表示されます。［ブラウザ拡張機能定義］で、リビジョン番号の［詳
細］をクリックします。この情報を使用して、ブラウザ拡張機能のコンテンツがクライアントにダウンロードされて
いることを確認します。

Chrome ブラウザ拡張機能のテスト
1. サポートされている Web ブラウザに以下の URL を貼り付けて、ブラウザがその URL を遮断するかどうかを確認し
ます。ブラウザは何度か試行する場合があります。
draft-comment> draft-comment>
例： http://www.fakebook.com
2. クライアントのセキュリティ ログをチェックして、検出がログに記録されたかどうかを確認します。
ブラウザ拡張機能に関する FAQ
質問： ブラウザ保護でサポートされる Chrome のバージョンは?

• Google Chrome （Linux、Mac、Windows）： バージョン 9 以降
• Google Chrome OS： バージョン 11 以降
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詳細については、次を参照してください。
Endpoint Protection のブラウザ侵入防止がサポートするブラウザのバージョン
質問： ブラウザ拡張機能では定義が使用されますか?
ブラウザ拡張機能による検出には、Symantec LiveUpdate がダウンロードするブラウザ拡張機能定義、SymPlatform 定
義、および IPS 定義が必要です。
詳細については、次を参照してください。
LiveUpdate がダウンロードするコンテンツの種類について
質問： URL 評価の検出では、どの IPS シグネチャが使用されますか?

• SID 60501 検出は、ブラウザベースの検出で使用されます。
• SID 29565 検出は、ブラウザ以外のソースからトリガされます。
質問： Chrome ブラウザ拡張機能を無効化またはアンインストールする方法は?
常時保護するには、Chrome ブラウザ拡張機能をインストールして有効にしておく必要があります。ただし、ブラウザの
問題のトラブルシューティングが必要な場合は、ブラウザ拡張機能を無効化またはアンインストールできます。
ブラウザ拡張機能は、以下の方法で無効にできます。

• IPS ポリシーで、［Windows 向けのブラウザ侵入防止を有効にする］をオフにします。webFilter やスキャナなどの
WebExt 機能は無効になりますが、アンインストールされません。

WebExt 機能の一部を無効にすると、機能全体の保護が無効になります。
Chrome ブラウザ拡張機能は、以下の方法でアンインストールできます。

•
•
•
•
•

IPS ポリシーを無効にすると、すべてのブラウザから拡張機能がアンインストールされます。
AD GPO ポリシーから Google Chrome のエントリを削除して、ブラウザ拡張機能をアンインストールします。
SEP クライアントをアンインストールします。
侵入防止コンポーネントを含めずに SEP クライアントを再インストールします。
Cleanwipe を実行します。Cleanwipe によって、Symantec Endpoint Protection クライアントと Chrome ブラウザ拡
張機能の両方がアンインストールされます。

トラブルシューティング
以下の表に、Chrome ブラウザ拡張機能をインストールして使用するときに必要となる可能性がある最も一般的な解決策
を示します。
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Table 96: 一般的なトラブルシューティングの解決策
手順
ブラウザ拡張機能のインストール状
態の確認

説明
管理サーバ コンピュータで以下の操作を行います。
• 以下のレジストリ キーが存在することを確認します。

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome

\NativeMessagingHosts\com.broadcom.webextbridge

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome
\ExtensionInstallForcelist
– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Symantec
\Symantec Endpoint Protection\{965393C7-9C7B-4B0ABB01-CD0BC8425DEB}\Common Client\PathExpansionMap
> WebExtDefs\20210721.023

クライアント コンピュータで以下の操作を行います。
• WebExt フォルダと updates.xml ファイルが存在することを確認します。

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\14.3.4345.2000.105\Data\Definitions\WebExt
\20210221.007\updates.xml

• ブラウザ拡張機能のエンジンと定義が有効になっていることを確認
します。［ヘルプ］ > ［トラブルシューティング］ > ［バージョ
ン］で、［Browser Extension Engine （ブラウザ拡張機能エンジ
ン）］と［ブラウザ拡張機能］をクリックします。

Google Chrome での拡張機能のイン Google Chrome Web ブラウザで、垂直の省略記号をクリックし、［その他のツー
ストール状態の確認
ル］ > ［拡張機能］ > ［Symantec Endpoint Protection］ > ［詳細］をクリック
します。［バージョン］番号を確認します。
Symantec Diagnostic Tool
（SymDiag）を実行して以下の情報
を収集
• .SDBZ ファイル。Symantec
Diagnostic Tool は、コンピュー
タのスナップショットを取得
し、.SDBZ ファイル拡張子が付
いた 1 つのファイルにデータを
記録します。
• SymDiag は、予期しない検出に
関する情報を WPP ログに記録し
ます。

Symantec Diagnostic Tool を起動するには、クライアントで、［ヘルプ］ >
［Symantec Diagnostic Tool のダウンロード］をクリックします。次のサイトを
参照してください。
Symantec Diagnostic Tool （SymDiag）を使用したサポート ケース用のデータ収
集

既知の問題

• Chrome のシークレット モードが有効になっている場合（デフォルトでは無効）、クライアントは悪質な URL を遮

•
•
•
•

断しません。このモードを無効にするには、Google Chrome Web ブラウザで垂直の省略記号をクリックし、［その
他のツール］ > ［拡張機能］ > ［Symantec Endpoint Protection］ > ［詳細］で、［シークレット モードでの実行を
許可する］をオフにします。
Chrome Web ブラウザは、ユーザが悪質な URL に最初にアクセスしたときにその URL を遮断しない場合がありま
す。ただし、2 回目または 3 回目の試行後に URL を遮断します。[SEP-70899]
IPv4 または IPv6 アドレスを使用して信頼できる Web ドメイン例外の URL を追加した場合、Chrome 拡張機能はそ
のアドレスを認識しません。
クライアント サービスを停止すると、Chrome ブラウザ拡張機能は引き続き実行されますが、セキュリティ ログにイ
ベントが生成されなくなります。
Symantec Endpoint Protection クライアントが起動すると、Web 拡張機能が実行されます。ただし、許可または遮断
された URL に関する通知やログをクライアントが生成しない短い期間があります。[MI-4947]
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侵入防止とメモリエクスプロイト緩和機能のクライアント通知の設定
クライアントが侵入防止イベントやメモリエクスプロイト緩和機能を検出すると、デフォルトでクライアントコンピュー
タ上に通知が表示されます。これらの通知が有効になっていると、通知によって標準のメッセージが表示されます。IPS
通知の場合は、標準のメッセージにカスタマイズしたテキストを追加することもできます。
侵入防止とメモリエクスプロイト緩和機能のクライアント通知を設定するには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックし、［クライアント］の下でグループを選択します。
2. ［ポリシー］タブの［場所固有のポリシーと設定］で、場所の下の［場所固有の設定］を展開します。
3. ［クライアントユーザーインターフェース制御の設定］の右側で、［タスク］、［設定の編集］の順にクリックしま
す。
4. ［<グループ名 > のクライアントユーザーインターフェース制御の設定］ダイアログボックスで、［サーバー制
御］または［混合制御］をクリックします。
5. ［混合制御］または［サーバー制御］の横で、［カスタマイズ］をクリックします。
［混合制御］をクリックした場合、［クライアント/サーバー制御の設定］タブで、［侵入防止通知の表示/非表
示］の横の［サーバー］をクリックし、［クライアントユーザーインターフェースの設定］タブをクリックします。
6. ［クライアントユーザーインターフェースの設定］ダイアログボックスまたはタブで、［侵入防止とメモリエクスプ
ロイト緩和機能の通知の表示］をクリックします。
7. 通知が表示されたときの音を有効にするには、［ユーザーに通知するときにサウンドを使う］をクリックします。
8. ［OK］をクリックします。
9. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• 侵入防止の管理
• メモリエクスプロイト緩和機能ポリシーを使用した、メモリ改ざんの試みに対する Windows クライアントの強化
• 管理者通知の設定

カスタム侵入防止シグネチャの管理
特定の侵入を識別してシグネチャが誤認の原因となる可能性を減らすために、独自のネットワーク侵入防止シグネチャを
作成できます。カスタムシグネチャに詳しい情報を追加するほど、より効果的なシグネチャになります。
WARNING
侵入防止シグネチャを作成するには、TCP、UDP、ICMP の各プロトコルに精通している必要があります。シ
グネチャを正しく作成しないと、カスタムシグネチャライブラリが壊れてクライアントの整合性が損なわれる
可能性があります。
NOTE
カスタム IPS シグネチャを使うには、ファイアウォールをインストールして有効にする必要があります。次の
サイトを参照してください。
クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択
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Table 97: カスタム侵入防止シグネチャの管理
タスク

説明

シグネチャグループを含むカスタ
ムライブラリを作成する

カスタムシグネチャを格納するため、カスタムライブラリを作成する必要があります。カスタム
ライブラリを作成するときには、シグネチャグループを使うとシグネチャを管理しやすくなりま
す。シグネチャを追加する前に少なくとも 1 つのシグネチャグループをカスタムシグネチャライ
ブラリに追加する必要があります。次のサイトを参照してください。
• カスタム IPS シグネチャについて
• カスタム IPS ライブラリの作成

カスタムライブラリにカスタム
IPS シグネチャを追加する

カスタム IPS シグネチャは、カスタムライブラリ内のシグネチャグループに追加します。次のサ
イトを参照してください。
カスタム IPS ライブラリへのシグネチャの追加

クライアントグループにライブラ
リを割り当てる

カスタムライブラリは、場所ではなくクライアントグループに割り当てます。次のサイトを参照
してください。
複数のカスタム IPS ライブラリのグループへの割り当て

シグネチャの順序を変更する

侵入防止では、最初に一致したルールが使われます。Symantec Endpoint Protection はシグネ
チャリストに記載されている順序でシグネチャを調べます。
たとえば、送信先ポート 80 で両方の方向の TCP トラフィックを遮断するシグネチャグループを
追加する場合、次のシグネチャを追加できます。
• ポート 80 のすべてのトラフィックを遮断
• ポート 80 のすべてのトラフィックを許可
すべてのトラフィックを遮断するシグネチャを最初に置くと、すべてのトラフィックを許可する
シグネチャが実行されることはありません。すべてのトラフィックを許可するシグネチャを最
初に置くと、すべてのトラフィックを遮断するシグネチャが実行されることはなく、HTTP トラ
フィックは常に許可されます。
Note: ファイアウォールルールは侵入防止シグネチャよりも優先されます。
詳細については、次を参照してください。
カスタム IPS シグネチャの順序の変更

シグネチャをコピーして貼り付け
る

グループ間やライブラリ間でシグネチャをコピー、貼り付けできます。

シグネチャの変数を定義する

カスタムシグネチャを追加するときには、変数を使ってシグネチャ内の可変データを表すことが
できます。データが変更された場合には、ライブラリ全体でシグネチャを編集する代わりに変数
を編集できます。次のサイトを参照してください。
カスタム IPS シグネチャの変数の定義

カスタムシグネチャをテストする

カスタム侵入防止シグネチャをテストして、シグネチャが機能することを確認する必要がありま
す。次のサイトを参照してください。
カスタム IPS シグネチャのテスト

カスタム IPS ライブラリの作成
カスタム IPS シグネチャを格納するにはカスタム IPS ライブラリを作成します。次のサイトを参照してください。
カスタム侵入防止シグネチャの管理
カスタム IPS ライブラリを作成するには
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1. コンソールの［ポリシー］ページの［ポリシー］の下で、［侵入防止］をクリックします。
2. ［カスタム侵入防止］タブをクリックします。
3. ［タスク］で、［カスタム侵入防止シグネチャの追加］をクリックします。
4. ［カスタム侵入防止シグネチャ］ダイアログボックスで、ライブラリの名前と省略可能な説明を入力します。
［NetBIOS グループ］はサンプルのシグネチャグループであり、1 つのサンプルシグネチャが含まれています。既存
のグループを編集することも新しいグループを追加することもできます。
5. 新しいグループを追加するには、［シグネチャ］タブの［シグネチャグループ］リストで［追加］をクリックしま
す。
6. ［侵入防止シグネチャグループ］ダイアログボックスで、グループ名と省略可能な説明を入力し、［OK］をクリッ
クします。
デフォルトでグループは有効です。シグネチャグループが有効であればグループ内部のすべてのシグネチャが自動
的に有効になります。参照用にグループを維持するが設定は無効にする場合には［このグループを有効にする］の
チェックマークをはずします。
7. カスタムシグネチャを追加します。次のサイトを参照してください。
カスタム IPS ライブラリへのシグネチャの追加

カスタム IPS ライブラリへのシグネチャの追加
カスタム侵入防止シグネチャは、新規または既存のカスタム IPS ライブラリに追加します。次のサイトを参照してくだ
さい。
カスタム侵入防止シグネチャの管理
カスタムシグネチャを追加するには
1. カスタム IPS ライブラリを作成する次のサイトを参照してください。
カスタム IPS ライブラリの作成
2. ［シグネチャ］タブの［このグループのシグネチャ］で、［追加］をクリックします。
3. ［シグネチャの追加］ダイアログボックスで、シグネチャの名前と省略可能な説明を入力します。
4. ［重大度］ドロップダウンリストで、重大度を選択します。
シグネチャ条件に一致するイベントはこの重大度を使ってログに記録されます。
5. ［方向］ドロップダウンリストで、シグネチャで検査するトラフィックの方向を指定します。
6. ［コンテンツ］フィールドに、シグネチャの構文を入力します。
たとえば、いくつかの一般的なプロトコル用のシグネチャでは、次の構文を使います。
HTTP

rule tcp, dest=(80,443), saddr=$LOCALHOST,
msg="MP3 GET in HTTP detected",
regexpcontent="[Gg][Ee][Tt] .*[Mm][Pp]3 .*"

FTP

rule tcp, dest=(21), tcp_flag&ack, saddr=$LOCALHOST,
msg="MP3 GET in FTP detected",
regexpcontent="[Rr][Ee][Tt][Rr] .*[Mm][Pp]3\x0d\x0a"

構文について詳しくは［ヘルプ］を参照してください。次のサイトを参照してください。
カスタム侵入防止シグネチャの構文
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7. アプリケーションでシグネチャをトリガする場合は、［追加］をクリックします。
8. ［アプリケーションの追加］ダイアログボックスで、アプリケーションのファイル名と省略可能な説明を入力しま
す。
たとえば、Internet Explorer アプリケーションを追加するには、ファイル名として iexplore または
iexplore.exe と入力します。ファイル名を指定しないと、すべてのアプリケーションでシグネチャがトリガされ
ます。
9. ［OK］をクリックします。
追加したアプリケーションはデフォルトで有効です。当面アプリケーションを無効にする場合は、［有効］列にある
チェックボックスのチェックマークをはずします。
10. ［処理］グループボックスで、シグネチャがイベントを検出したときにクライアントが実行する処理を選択します。
遮断

イベントや攻撃を識別して遮断してセキュリティログに記録します。

許可する

イベントや攻撃を識別して許可してセキュリティログに記録します。

11. イベントや攻撃をパケットログに記録するには、［パケットログに書き込み］にチェックマークを付けます。
12. ［OK］をクリックします。
追加したシグネチャはデフォルトで有効です。当面シグネチャを無効にする場合は、［有効］列にあるチェックボッ
クスのチェックマークをはずします。
13. その他のシグネチャを追加できます。確認が終わったら、［OK］をクリックします。
14. メッセージが表示されたら、カスタム IPS シグネチャをグループに割り当てます。
複数のカスタム IPS ライブラリをグループに割り当てることもできます。次のサイトを参照してください。
複数のカスタム IPS ライブラリのグループへの割り当て

カスタム IPS シグネチャの順序の変更
カスタムシグネチャ用の IPS エンジンはシグネチャをシグネチャリストの順に検査します。パケットごとにトリガされ
るシグネチャは 1 つだけです。シグネチャがインバウンドトラフィックパケットまたはアウトバウンドトラフィックパ
ケットに一致する場合、IPS エンジンは他のシグネチャの検査を停止します。IPS エンジンがシグネチャを正しい順序で
検査するように、シグネチャリストでシグネチャの順序を変更できます。複数のシグネチャが一致する場合は、優先度の
高いシグネチャを上に移動します。
たとえば、送信先ポート 80 で両方の方向の TCP トラフィックを遮断するシグネチャグループを追加する場合、次のシ
グネチャを追加できます。

• ポート 80 のすべてのトラフィックを遮断
• ポート 80 のすべてのトラフィックを許可
すべてのトラフィックを遮断するシグネチャを最初に置くと、すべてのトラフィックを許可するシグネチャが実行される
ことはありません。すべてのトラフィックを許可するシグネチャを最初に置くと、すべてのトラフィックを遮断するシグ
ネチャが実行されることはなく、HTTP トラフィックは常に許可されます。
NOTE
ファイアウォールルールは侵入防止シグネチャよりも優先されます。
詳細については、次を参照してください。
カスタム侵入防止シグネチャの管理
カスタム IPS シグネチャの順序を変更するには
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1. カスタム IPS ライブラリを開きます。
2. ［シグネチャ］タブの［このグループのシグネチャ］表で、移動するシグネチャを選択して次のいずれかの処理を行
います。

• このシグネチャを上のシグネチャよりも前に処理するには、［上に移動］をクリックする
• このシグネチャを下のシグネチャよりも後に処理するには、［下に移動］をクリックする
3. このライブラリの設定を完了したら、［OK］をクリックします。

カスタム IPS シグネチャの変数の定義
カスタム IPS シグネチャを追加するとき、変化の多いデータは変数を使って表すことができます。データが変更された
場合には、ライブラリ全体でシグネチャを編集する代わりに変数を編集できます。次のサイトを参照してください。
カスタム侵入防止シグネチャの管理
シグネチャで変数を使う前に、変数を定義する必要があります。カスタムシグネチャライブラリで定義した変数は、その
ライブラリのどのシグネチャでも使えます。
既存のサンプル変数からコンテンツをコピーして貼り付けて、コンテンツを作成するベースにできます。
カスタム IPS シグネチャの変数を定義するには
1. カスタム IPS ライブラリを作成する次のサイトを参照してください。
カスタム IPS ライブラリの作成
2. ［カスタム侵入防止シグネチャ］ダイアログボックスで、［変数］タブをクリックします。
3. ［追加］をクリックします。
4. ［変数の追加］ダイアログボックスで、変数の名前と省略可能な説明を入力します。
5. 変数の値を示す 255 文字以内のコンテンツ文字列を追加します。
変数のコンテンツ文字列を入力するときは、シグネチャのコンテンツに値を入力するときと同じ構文ガイドラインに
従ってください。次のサイトを参照してください。
カスタム侵入防止シグネチャの構文
6. ［OK］をクリックします。
変数が表に追加されると、カスタムライブラリのすべてのシグネチャでこの変数を使用できるようになります。
7. カスタム IPS シグネチャで変数を使うには、［シグネチャ］タブで、シグネチャを追加または編集します。
8. ［シグネチャの追加］または［シグネチャの編集］ダイアログボックスの［コンテンツ］フィールドに、変数名の前
にドル記号（$）を付けて入力します。
たとえば、HTTP ポートを指定するための HTTP という名前の変数を作成する場合は、次のように入力します。
$HTTP
9. ［OK］をクリックします。
10. このライブラリの設定を完了したら、［OK］をクリックします。

複数のカスタム IPS ライブラリのグループへの割り当て
カスタム IPS ライブラリを作成したら、個々の場所ではなくグループに割り当てます。そのグループには後でカスタム
IPS ライブラリを追加割り当てできます。次のサイトを参照してください。
カスタム侵入防止シグネチャの管理
複数のカスタム IPS ライブラリをグループに割り当てるには
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1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］で、カスタムシグネチャを割り当てるグループを選択します。
3. ［ポリシー］タブの［場所に依存しないポリシーと設定］で、［カスタム侵入防止］をクリックします。
4. ［グループ名 のカスタム侵入防止］ダイアログボックスで、そのグループに割り当てる各カスタム IPS ライブラリ
の［有効］列にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。
5. ［OK］をクリックします。

カスタム IPS シグネチャのテスト
カスタム IPS シグネチャを作成したら、それらをテストして正しく機能することを確認してください。
Table 98: カスタム IPS シグネチャのテスト
手順

説明

ステップ 1: クライアントが現在の クライアントは次回のポリシー受信時に、新しいカスタムシグネチャを適用します。次のサイト
ポリシーを使っていることを確認 を参照してください。
する
クライアントポリシーの更新
ステップ 2: クライアントでシグネ 遮断したいトラフィックをクライアントコンピュータでテストする必要があります。
チャのコンテンツをテストする
たとえば、カスタム IPS シグネチャによって MP3 ファイルを遮断する必要がある場合は、クラ
イアントコンピュータにいくつかの MP3 ファイルをダウンロードしてみます。ダウンロードが
発生しない場合や多くの試行後にダウンロードがタイムアウトする場合は、カスタム IPS シグネ
チャが正しく作成されています。
カスタム IPS シグネチャで使うことができる構文について詳しくは、［ヘルプ］をクリックして
ください。次のサイトを参照してください。
カスタム侵入防止シグネチャの構文
ステップ 3: 遮断されたイベント
を Symantec Endpoint Protection
Manager で表示する

ネットワークとホスト悪用防止の攻撃ログのイベントを表示できます。カスタム IPS シグネチャ
で指定したメッセージはこのログ内に現れます。次のサイトを参照してください。
エンドポイント保護の監視

詳しい情報
カスタム侵入防止シグネチャの管理

メモリエクスプロイト緩和機能ポリシーを使用した、メモリ改ざんの試み
に対する Windows クライアントの強化
詳細については、以下のセクションを参照してください。

•
•
•
•
•
•

メモリエクスプロイト緩和機能がアプリケーションを保護する仕組み
エクスプロイト防止の種類
メモリエクスプロイト緩和機能の要件
誤検知の修正と防止
メモリエクスプロイト緩和機能イベントのログとレポートの検索
終了したアプリケーションに対する保護の監査

メモリエクスプロイト緩和機能がアプリケーションを保護する仕組み
メモリエクスプロイト緩和機能がアプリケーションを保護する仕組み
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バージョン 14 以降の Symantec Endpoint Protection には、メモリ エクスプロイト緩和機能が導入されました。この機能
では、複数の緩和機能を使用して、ソフトウェアの既知の脆弱性と未知の脆弱性に対するエクスプロイトの試みを防止し
ます。たとえば、クライアントユーザーが Internet Explorer などのアプリケーションを実行するときに、代わりに、悪質
なコードが含まれた別のアプリケーションが起動される恐れがあります。
エクスプロイトを止めるために、メモリエクスプロイト緩和機能は保護対象のアプリケーションに DLL を挿入します。
エクスプロイトの試みを検出すると、メモリエクスプロイト緩和機能はエクスプロイトを遮断するか、エクスプロイトの
脅威にさらされたアプリケーションを終了します。Symantec Endpoint Protection は、クライアントコンピュータのユー
ザーに検出について通知し、クライアントのセキュリティログにイベントを記録します。
たとえば、クライアントユーザーに、次の通知が表示される場合があります。
Symantec Endpoint Protection: 攻撃: 構造化された例外ハンドラの上書きが検出されました。Symantec Endpoint
Protection は <アプリケーション名> アプリケーション
クライアントコンピュータで脆弱性が修正されたバージョンのソフトウェアが実行されるまで、メモリエクスプロイト緩
和機能はエクスプロイトを遮断し続けるか、アプリケーションを終了します。
NOTE
14 MPx では、メモリエクスプロイト緩和機能は汎用エクスプロイト緩和機能と呼ばれました。
エクスプロイト防止の種類
メモリエクスプロイト緩和機能では、アプリケーションの種類にどの技術が最も適しているかに基づいて、複数の種類
の緩和機能を使用してエクスプロイトに対処します。たとえば、StackPvt と RopHeap の両方の技術によって、Internet
Explorer を攻撃するエクスプロイトが遮断されます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection メモリエクスプロイト緩和機能の技術
NOTE
機能をコンピュータで有効にしている場合、メモリエクスプロイト緩和機能は、App-V で保護されている
Microsoft Office プロセスを保護しません。
メモリエクスプロイト緩和機能の要件
メモリエクスプロイト緩和機能は、侵入防止をインストールしている場合にのみ利用できます。メモリエクスプロイト緩
和機能には、侵入防止定義とともにダウンロードされるそれ独自の個別シグネチャがあります。ただし、侵入防止とメモ
リエクスプロイト緩和機能は、個別に有効または無効にすることができます。
NOTE
14 MPx では、メモリ エクスプロイト緩和機能は、侵入防止ポリシーの一部になっています。［概要］タブで
侵入防止ポリシーを無効にした場合は、メモリ エクスプロイト緩和機能が無効になります。14.1 以降のメモリ
エクスプロイト緩和機能には、独自のポリシーが用意されています。
また、メモリエクスプロイト緩和機能ポリシーにアプリケーションリストを表示するには、少なくとも 1 回 LiveUpdate
を実行する必要があります。デフォルトで、ポリシーに表示されるすべてのアプリケーションに対して保護が有効化され
ます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager に最新のコンテンツが含まれていることの確認
誤検知の修正と防止
メモリエクスプロイト緩和機能によって、クライアントコンピュータ上のアプリケーションが意図せずに終了されること
があります。そのアプリケーションの動作が正当であり、エクスプロイトされていなかったことが判明した場合、その検
出は誤検知になります。シマンテックセキュリティレスポンスでメモリエクスプロイト緩和機能の動作が変更されるまで
は、このような誤検知に対する保護を無効にしてください。
以下の表に、誤検知の検出を処理する手順を示します。
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Table 99: 誤検知を見つけて修復する手順
タスク
ステップ 1: クライアントコ 次の方法で、クライアントコンピュータで予期せずに終了したアプリケーションを見つけることがで
ンピュータで予期せずに終了 きます。
したアプリケーションを見つ • クライアントコンピュータのユーザーによって、アプリケーションが実行されていないことが通知
ける
されます。
• どの緩和機能によってクライアントコンピュータのアプリケーションが終了されたかを示す、メモ
リエクスプロイト緩和機能のログまたはレポートを開きます。
Note: エクスプロイトの性質上、緩和機能でログが生成されない場合もあります。
詳細については、次を参照してください。
メモリエクスプロイト緩和機能イベントのログとレポートの検索
ステップ 2: 保護を無効化
他のプロセスの保護が維持されるようにするため、まず、必要最低限のレベルで保護を無効化しま
し、アプリケーションを終了 す。他のすべての方法を試し終わるまでアプリケーションを実行できるようにするために、メモリエ
した機能を監査する
クスプロイト緩和機能はオフにしないようにします。
次の各サブタスクが終了したら、ステップ 3 に進みます。
1. まず、緩和機能によって終了された特定のアプリケーションに対する保護を監査します。
たとえば、Mozilla Firefox が終了した場合は、SEHOP 機能または HeapSpray 機能のいずれかを
無効にします。エクスプロイトの性質上、緩和機能でログイベントが生成されない場合がありま
す。このために、どの緩和技術がアプリケーションを終了したかを明確にできないことがありま
す。このような場合は、アプリケーションを保護している各機能を 1 つずつ無効にして、終了の
原因となっている技術を見つけます。
2. 1 つの緩和機能が保護するすべてのアプリケーションに対する保護を監査します。
3. 機能に関係なく、すべてのアプリケーションに対する保護を監査します。この方法はメモリエク
スプロイト緩和機能の無効化と似ていますが、管理サーバーで検出のためのログイベントが収集
される点が異なります。この方法は、14 MPx のレガシークライアントでの誤検知を調べるために
使用します。
詳細については、次を参照してください。
アプリケーションを終了させる緩和技術に対する保護の監査
ステップ 3: クライアントコ
ンピュータのポリシーをアッ
プデートして、アプリケー
ションを再実行する

• アプリケーションが正しく実行された場合、その緩和機能に対する検出は誤検知です。
• アプリケーションが期待したようには実行されなかった場合、その検出は真陽性です。
• アプリケーションが引き続き終了する場合は、より高い制限レベルで監査します。たとえば、別の
緩和機能を監査したり、その機能で保護されるすべてのアプリケーションを対象に監査を行いま
す。
詳細については、次を参照してください。
クライアントポリシーの更新

ステップ 4: 誤検知をレポー 誤検知の場合:
トし、真陽性に対する保護を 1. シマンテック社のチームに、検出が誤検知であったことを通知します。次のサイトを参照してく
再度有効にする
ださい。
シマンテックインサイダーヒント: ファイルの提出方法
2. 各機能の処理を［いいえ］に設定して、終了したアプリケーションに対する保護が無効なままに
なるようにします。
3. セキュリティレスポンスで問題が解決されたら、機能の処理を［はい］に変更して保護を再度有
効にします。
真陽性の場合:
1. 該当する緩和機能に対するルールの処理を［はい］に戻して、保護を再度有効にします。
2. 現在の脆弱性が修正された、感染したアプリケーションのパッチ適用バージョンや新規リリース
があるかどうかを確認します。パッチが適用されたアプリケーションをインストールしたら、ク
ライアントコンピュータで再実行して、メモリエクスプロイト緩和機能によってそのアプリケー
ションが引き続き終了されるかどうかを確認します。
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メモリエクスプロイト緩和機能イベントのログとレポートの検索
メモリエクスプロイト緩和機能によって終了したアプリケーションを見つけるために、ログを表示してクイックレポート
を実行する必要があります。
メモリエクスプロイト緩和機能イベントのログとレポートを検索するには
1. コンソールで次のいずれかの処理を実行します。
– ログの場合は、［監視］ > ［ログ］ > ［ネットワークとホストのエクスプロイト緩和機能］ログの種類 > ［メモ
リエクスプロイト緩和機能］ログコンテンツ > ［ログの表示］をクリックします。
［メモリエクスプロイト緩和機能によって遮断されたイベント］のイベントの種類を検索します。［イベントの種
類］列には緩和機能のリストが表示され、［処理］列には［アプリケーション名］列のアプリケーションが遮断さ
れたかどうかが示されます。たとえば、次のログイベントは、スタックピボット攻撃を示します。
##: Return Oriented Programming ####################

– クイックレポートの場合は、［レポート］ > ［クイックレポート］ > ［ネットワークとホストのエクスプロイト
緩和機能］レポートの種類 > ［メモリエクスプロイト緩和機能検出］レポート > ［レポートの作成］をクリック
します。
遮断されたメモリエクスプロイト緩和機能の検出を探します。

終了したアプリケーションに対する保護の監査
誤検知をテストする際に、アプリケーションが実行されたまま検出が監査されるように、メモリエクスプロイト緩和機能
の動作を変更します。ただし、メモリエクスプロイト緩和機能はアプリケーションを保護しません。
終了したアプリケーションに対する保護を監査するには
1. コンソールで［ポリシー］ > ［メモリエクスプロイト緩和機能］ > ［メモリエクスプロイト緩和機能］をクリックし
ます。
2. ［緩和機能］タブの［緩和機能を選択］の隣で、アプリケーションを終了した機能を選択します（［StackPvt］な
ど）。
3. ［保護されています］列で終了したアプリケーションを選択して、［デフォルト (はい)］を［ログのみ］に変更しま
す。
検出が本当に誤検知であることを確認したら、処理を［いいえ］に変更します。［ログのみ］と［いいえ］の両方
で、可能性があるエクスプロイトが許可されますが、アプリケーションの実行は継続されます。
一部のアプリケーションには、エクスプロイトを遮断するための複数の緩和機能があります。その場合は、各機能で
個別にこのステップに従います。
4. （省略可能）次のステップのいずれかを行い、［OK］をクリックします。
– どの機能によってアプリケーションが終了されたかが分からない場合は、［このリストにあるすべてのアプリケー
ションの保護処理を選択］をクリックします。このオプションによって、各機能の設定が上書きされます。
– 14.0.1 クライアントと 14 MPx のレガシークライアントが混在していて、14.0.1 クライアントのみをテストする場
合は、［すべての技術の保護処理を「ログのみ」に設定］をクリックします。
5. （省略可能）機能に関係なくアプリケーションをテストする場合は、［アプリケーションルール］タブの［保護され
ています］列で、終了したアプリケーションのチェックマークをはずして［OK］をクリックします。
14 MPx のレガシークライアントの場合は、このオプションのみを使用できます。14.0.1 クライアントにアップグ
レードした後で保護を再度有効にし、詳細な設定を調整します。［コンピュータの状態］ログを開いて、どのクライ
アントでどの製品バージョンが実行されているかを確認します。
6. コンソールで、［ポリシー］ > ［メモリエクスプロイト緩和機能］の順にクリックします。
7. ［メモリエクスプロイト緩和機能を有効にする］のチェックマークをはずします。
8. ［OK］をクリックします。
9. Symantec Endpoint Protection Manager, で Symantec Insight が有効になっていることを確認します。Insight はデ
フォルトで有効になっています。次のサイトを参照してください。
ダウンロードインサイトの設定のカスタマイズ
10. クライアントコンピュータで SymDiag ツールをダウンロードして実行します。次のサイトを参照してください。
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製品の問題を検出するために SymDiag をダウンロードする
11. SymDiag ツールの［ホーム］で［サポート用のデータを収集］をクリックし、［デバッグログ］ > ［拡張］オプ
ションで、［WPP のデバッグ］ > ［トレースレベル］を［詳細］に設定します。次のサイトを参照してください。
Endpoint Protection クライアント用の SymDiag の詳細デバッグログオプション
12. 誤検知の検出を再現します。
13. ログの収集が完了した後に、この新しい情報で新しいケースを開くか既存のケースを更新して、.sdbz ファイルを提
出します。提出先：
SymDiag によって収集されたデータでサポート ケースを作成または更新する
14. 検出されたアプリケーションを SymSubmit サイトに提出します。誤検知または検知漏れの提出方法については、次
を参照してください：
シマンテックインサイダーヒント: ファイルの提出方法

– ［その他の詳細］テキスト ボックスに、検出が発生した時間と製品を入力します。たとえば、［B2 Symantec

Endpoint Protection 14.x］製品を入力し、［C5 - IPS］イベントをクリックします。
– 前のステップのテクニカル サポートのケース番号、MEM 検出がトリガされたアプリケーション、アプリケーショ
ンのバージョン番号に関する詳細を入力します。
たとえば、次のような情報を追加できます: "Blocked Attack: Return Oriented Programming API
Invocation attack against C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe"、vlc.exe のバージョンは 2.2.0316

git-20131212-0038 です。これは最新の利用可能なバージョンではありませんが、組織で使用する必要があるバー
ジョンです。
15. クライアントコンピュータで、次の場所にある提出フォルダのコピーを圧縮します: %PROGRAMDATA%\Symantec
\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\CmnClnt\ccSubSDK。
このフォルダをテクニカルサポートに提出し、以前のステップで開いた誤検知の提出の追跡番号を通知します。テクニカ
ルサポートがすべての必要なログと資料に変更が加えられておらず、誤検知の調査と関連付けられていることを確認しま
す。

Symantec Endpoint Protection メモリエクスプロイト緩和機能の技術
バージョン 14 以降では、メモリ エクスプロイト緩和機能（MEM）によって、Windows クライアント コンピュータのソ
フトウェアの既知の脆弱性と未知の脆弱性に対するエクスプロイトの試みが防止されます。MEM は以下の種類の緩和技
術を使用して脆弱性攻撃を防止します。

• SEHOP (構造化例外処理の上書き保護) (14)

•

•

•

•

メモリエクスプロイト緩和機能は、RealPlayer メディアプレーヤーなどのアプリケーションを構造化例外処理の上
書きから保護します。悪用攻撃は、例外処理を上書きする関数を使ってソフトウェアの実行フローを制御して攻撃者
のシェルコードに導きます。例外処理関数のアドレスは、スタックメモリに格納され、スタックバッファオーバーフ
ローが存在するときに容易に上書きされてしまいます。Windows オペレーティングシステムは SEHOP を備えていま
すが、一部の Windows Vista オペレーティングシステムではデフォルトでこの保護が無効化されています。Windows
で SEHOP が無効でもメモリエクスプロイト緩和機能で保護します。SEHOP の攻撃は、32 ビットクライアントでの
み発生します。
Java Security Manager (14)
メモリエクスプロイト緩和機能は、Windows Security Manager を無効化しようとする Java アプレットを遮断しま
す。一部の悪用攻撃では、Security Manager をオフにして、特権的な処理を実行する Java コードを許可するために
Java アプレットが使われます。
StackPvt (スタックピボット) (14.0.1)
スタックピボット技術は、コールスタックアドレスが変更されたかどうかを検出します。変更されている場合
は、ESP (exploit changed the stack pointer の略で攻略により変更されたスタックポインタの意味) レジスタが攻略に
よる偽装や攻略により作成されたコールスタックメモリを参照していることを示します。偽装メモリには、ROP 攻撃
チェーンが含まれます。
ForceDEP (Force Data Execution Prevention の略でデータ実行防止の強制の意味) (14.0.1)
通常、エクスプロイト攻撃は悪質な実行可能ファイルコード (シェルコードと呼ばれる) をバッファオーバーフロー
を使用してスタックメモリに挿入するか、ヒープスプレーを使用してヒープメモリに挿入します。次に、これらの場
所に対する実行フローを乗っ取ります。この攻撃を緩和するために、Windows XP SP2 以降には、これらのメモリの
場所を実行不可としてマーク付けするシステムレベルの保護であるデータ実行防止 (DEP) が備えられています。た
だし、この機能には SetProcessDEPPolicy() API 呼び出しを使用してオフにできるという問題があります。さら
に、DEP でプロセスを保護するには、/NXCOMPAT スイッチを使用してコンパイルする必要があります。ForceDEP
技術は、このスイッチでコンパイルされていないプログラムでも DEP がオフになるのを防止します。
ForceASLR (Force address space layout randomization の略でアドレス空間レイアウトのランダム化の強制の意味)
(14.0.1)
オペレーティングシステムを変更または破損させるには、URLDownloadToFile や CreateProcess などのシステ
ム API を呼び出す必要があります。初期の Windows XP 以前では、Kernel32.dll などのシステム DLL は常に固定
化された予測可能なメモリの場所にロードされていました。そのため、ハードコードアドレスで簡単に API を呼び出
すことができました。さらに、DEP の導入後は ROP (Return-Oriented Programming) というコードを実行する別の
方法が考案されて攻略されるようになりました。スタックメモリまたはヒープメモリにシェルコードを書き込んで実
行するのではなく、プロセスでロードされたさまざまな DLL の既存の実行可能コードバイトを組み合わせてシェル
コードを作成します。このプロセスを防ぐために、Windows Vista 以降のバージョンで ASLR が導入されました。こ
の機能は、メモリ内の DLL のロードアドレスをランダム化して、ハードコードアドレスの使用を無効にします。ただ
し、DLL をランダムメモリにロードする場合は /DYNAMICBASE スイッチを使用してコンパイルされている必要があ
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•

•

•
•

ります。一部の古い DLL はこのスイッチを使用せずにコンパイルされているため、攻略される可能性があります。こ
のような DLL で、ForceASLR が ASLR を必須にします。
HeapSpray (14)
ヒープスプレー攻撃は、攻撃者が攻撃コードをあらかじめ定められたメモリの場所に配置しようとしたときに発生し
ます。HeapSpray 技術は、通常使用するメモリの場所を予約して攻撃者が使用できないようにします。ヒープスプ
レー攻撃は、古い Web ブラウザやアプリケーションで見られるバッファ攻撃の一種です。
EnhASLR (Enhance Address space layout randomization の略でアドレス空間レイアウトのランダム化強化の意味)
(14.0.1)
EnhASLR 技術は、プロセスでランダムメモリ領域を割り当てます。メモリの割り当てが予測しにくくなると、ヒー
プスプレーの緩和に役立ちます。EnhASLR は ASLR と DLL の再配置のエントロピーも増やします。
NullProt (Null Page Protection の略で Null ページの保護の意味) (14.0.1)
NULL (0x00000000) は、攻略時に利用できる有効なメモリアドレスです。NullProt 技術は、このメモリの場所を事前
に割り当てて攻略されるのを防止します。
DllLoad (14.0.1)
プロセスで、共有フォルダから DLL をロードしないようにします。この技術を逆手にとって悪質なサーバーから \
\malicious.com\malware.dll のような DLL を直接実行して攻略されることもあります。DllLoad 技術は、ロー
カルホストアドレス、リンクローカルアドレス、プライベート IP アドレスなど、ローカルネットワーク経由での
DLL のリモートロードを防止するものではありません。ロードパスを調べてから実際にロードするまでに、ホスト名
を使用して DNS サーバーにリモートパスを問い合わせた結果は異なる場合があります。

以下の緩和技術によって、ROP (Return Oriented Programming) 攻撃から保護します。

• StackNX (14.0.1)
•
•
•

StackNX 技術は、VirtualProtect などのメモリ保護 API を呼び出してスタックに属するメモリアドレスを実行可
能とマーク付けすることを防止します。
RopCall (14.0.1)
システムの重要な API が既存の RET 命令やジャンプ命令ではなく呼び出し命令で呼び出されるようにします。
RopHeap (14.0.1)
ヒープへのメモリ保護 API の呼び出しを拒否し、リターン命令を使用して実行します。
RopFlow
RopFlow 技術は、システムの重要な API を呼び出すときにコールスタックでリターンアドレスの実行をシミュレー
ションします。RopFlow は RET 命令が別の重要な API を参照しているか、実行可能と適切にマーク付けされていな
いメモリを参照しているかを調べます。どちらの状況も、ROP 攻撃が発生していることを示します。RopFlow は、
最大許容数の命令をシミュレーションしてパフォーマンスに影響が及ばないようにします。

メモリエクスプロイト緩和機能のイベントは、クライアントのセキュリティログと Symantec Endpoint Protection
Manager のメモリエクスプロイト緩和機能のログに記録されます。これらのイベントは IPS イベントに似ていますが、
イベント ID に 61000 から 61999 の範囲のシグネチャ ID を使用する点が異なります。
NOTE
クライアントコンピュータで以下のアプリケーションをインストールまたは有効化している場合、MEM はこれ
らのアプリケーションが保護するプロセスを保護しません。
Windows EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit)
Microsoft App-V (Application Virtualization) 機能
詳しい情報
メモリエクスプロイト緩和機能ポリシーを使用した、メモリ改ざんの試みに対する Windows クライアントの強化
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Symantec Endpoint Protection によるランサムウェアの緩和と保護
ランサムウェアとは何か
ランサムウェアとは、ドキュメントを暗号化して使用不可にし、コンピュータの他の部分は引き続きアクセス可能な状
態にする種類のマルウェアです。ランサムウェアの攻撃者は、被害者に特定の支払い方法で身代金を支払わせようとしま
す。たとえ支払われたとしても、被害者にデータへのアクセスを許可するかどうかは定かではありません。
標的型ランサムウェアは、元のランサムウェア攻撃よりも複雑で、その被害は最初の感染だけにとどまりません。攻撃者
は、以下のような配布方法を利用して、被害者の組織から金銭を脅し取るさらなる方法を見つけ出しています。

• フィッシング: 業務上のやりとりを装って従業員に送信される電子メール。
• マルバタイジング: メディアの Web サイトを侵害し、ソフトウェアの更新に見せかけた SocGholish と呼ばれる
JavaScript ベースのフレームワークが含まれる悪質な広告を配信します。

• 脆弱性エクスプロイト: 公開されているサーバーで実行されている脆弱なソフトウェアを悪用します。
• 2 次感染: 既存のボットネットを利用して、被害者のネットワークへの足掛かりを得ます。
• セキュリティが不十分なサービス: セキュリティが不十分な RDP サービスを通じた組織への攻撃。漏洩した資格情報
や脆弱な資格情報が利用されます。

Symantec Endpoint Protection によるランサムウェアからの保護
Symantec Endpoint Protection では、ランサムウェアから保護するほとんどの機能がデフォルトで有効になっています。
環境を保護する機能の詳細については、以下を参照してください。
Symantec Endpoint Protection を使用したランサムウェアからの保護
Symantec Endpoint Security によるランサムウェアからの保護
ランサムウェアを緩和するためのベストプラクティス
Hardening Your Environment Against Ransomware
SEP の保護を有効にするだけでなく、ランサムウェアの感染を防ぐための追加の手順に従います。
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Table 100: ランサムウェアを防ぐための手順
手順

処理

1. ローカル環境の保護

1. PowerShell が最新バージョンであり、ログ記録が有効になっていることを確認します。
2. RDP サービスへのアクセスを制限します。特定の既知の IP アドレスからの RDP のみを許可
し、多要素認証を使っていることを確認します。ファイル サーバー リソース マネージャー
(FSRM) を使って、ユーザーの書き込みアクセス権が必要なファイル共有に既知のランサム
ウェアの拡張子を書き込む機能をロックアウトします。
3. 社外の第三者への通知を考慮する計画を作成します。FBI や他の法執行機関など、必要な組織
に正しい通知が確実に届くように、確認するための計画を立ててください。
4. すべての重要な管理情報のハードコピーとアーカイブされたソフトコピーが入った「非常用
バッグ」を用意します。セキュリティ侵害によってこの重要な情報を利用できなくなること
を防ぐために、問題のトラブルシューティングに必要なハードウェアおよびソフトウェアと一
緒に、それらの情報を非常用バッグに保管します。この情報をネットワーク上に保管すると、
ネットワークファイルが暗号化された場合に役に立たなくなります。管理アカウントの使用状
況について、適切な監査と制御を行います。管理者の資格情報の盗用を防ぐために、管理作業
向けにワンタイムの資格情報を実装することもできます。
5. 管理ツールの使用状況のプロファイルを作成します。これらのツールの多くは、攻撃者がネッ
トワークを通じて検知されることなく組織内部での攻撃活動を行うために使用されます。少数
のシステムで PsInfo/PsExec を使って管理者として実行した履歴があるユーザーアカウントは
おそらく問題ありませんが、すべてのシステムで PsInfo/PsExec を実行しているサービスアカ
ウントは疑わしいと考えられます。

2. 電子メールシステムの保護

1. フィッシング攻撃中に資格情報が侵害されるのを防ぐために、2 要素認証 (2FA) を有効にしま
す。
2. 電子メールシステムのセキュリティアーキテクチャを強化して、エンドユーザーの受信箱に届
くスパムの量を最小限に減らし、SPF の使用やフィッシング攻撃に対するその他の防御策な
ど、電子メールシステムのベストプラクティスに従っていることを確認します。

3. バックアップの作成

定期的にクライアントとサーバーの両方でファイルをバックアップします。コンピュータがオフラ
インの時にバックアップを作成するか、ネットワークコンピュータとサーバーが書き込むことがで
きないシステムを使用します。専用のバックアップソフトウェアがない場合は、リムーバブルメ
ディアに重要なファイルをコピーします。その後、リムーバブルメディアを取り外してください。
リムーバブルメディアを接続したままにしないでください。
1. バックアップコピーのオフサイトストレージを実装します。週単位の完全バックアップと日単
位の増分バックアップを少なくとも 4 週間保管できるオフサイトストレージを用意します。
2. オンサイトのオフラインバックアップを実装します。ランサムウェアによって暗号化されない
ように、ネットワークに接続されていないバックアップを作成してください。削除処理は、脅
威の拡散を防ぐためにシステムをネットワークから切り離した状態で行うのが最善の方法で
す。
3. サーバーレベルのバックアップソリューションを検証してテストします。これはすでにディザ
スタリカバリのプロセスに含まれている必要があります。
4. バックアップとバックアップデータベースをファイルレベルの権限で保護します。バックアッ
プを暗号化されないようにしてください。
5. 復元機能をテストします。復元機能がビジネスのニーズをサポートしていることを確認しま
す。
パスワードやアクセス制御で制限して、マップ済みネットワークドライブをロックダウンする。書
き込みアクセスが必須である場合を除いて、ネットワークドライブのファイルに読み取り専用アク
セスを適用します。ユーザー権限を制限することによって、脅威が暗号化できるファイルが限定さ
れます。
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ランサムウェアに感染した場合にやるべきこと
ランサムウェアの駆除ツールはありません。ランサムウェアが暗号化したファイルを復号化できるセキュリティ製品はあ
りません。そのため、クライアントコンピュータがランサムウェアに感染し、データが暗号化された場合、次のステップ
に従ってください。
1. 身代金を支払わない。
身代金を支払うことで、次の可能性があります。
– コンピュータをロック解除したり、ファイルを復号するための方法を攻撃者が提供するという保証はありません。
– 攻撃者は、身代金を他のユーザーに対してさらに攻撃を実行するための資金にします。
2. ランサムウェアがアクセスできるネットワークドライブを攻撃する前に感染したコンピュータを隔離する。
3. Symantec Endpoint Protection Manager または SES を使ってウイルス定義を更新し、クライアントコンピュータ
をスキャンする。
新しいウイルス定義でランサムウェアを検出して修復できる可能性があります。Symantec Endpoint Protection
Manager は、クライアントが管理下にあり、管理サーバーまたはクラウドコンソールに接続されている限り、ウイル
ス定義を自動的にそのクライアントにダウンロードします。
– Symantec Endpoint Protection Manager で、［クライアント］をクリックし、グループを右クリックしてか
ら、［グループでコマンドを実行］、［コンテンツの更新とスキャン］の順にクリックします。
– Symantec Endpoint Security で、［今すぐスキャン］コマンドを実行します。次のサイトを参照してください。
クライアントデバイスでのコマンドの実行
4. クリーンインストールを使って再インストールする。
暗号化されたファイルをバックアップから復元すると、復元したデータを取得できますが、攻撃の過程で他のマル
ウェアがすでにインストールされている可能性があります。
5. シマンテックセキュリティレスポンスにマルウェアを提出する。
悪質な電子メールや実行可能ファイルであることを識別できた場合、シマンテックセキュリティレスポンスにファイ
ルを提出してください。これらのサンプルによって、シマンテック社は新しいシグネチャを作成し、ランサムウェア
に対する防御を更新できます。次のサイトを参照してください。
シマンテックインサイダーヒント: ファイルの提出方法

Symantec Endpoint Protection を使用したランサムウェアからの保護
標的型ランサムウェア攻撃は、おおまかに以下の段階に分けることができます。

•
•
•
•

初期侵害
権限の昇格と資格情報の盗難
水平的なデータ移動
バックアップの暗号化と削除

最善の防御策は、多くの種類の攻撃を遮断し、ほとんどのサイバー犯罪グループがセキュリティの優先度を特定するため
に使っている攻撃チェーンを把握することです。残念ながら、駆除ツールではランサムウェアの復号ができません。
Symantec Endpoint Protection Manager で、以下の機能を配備して有効化します。一部の機能はデフォルトで有効になっ
ています。
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Table 101: Symantec Endpoint Protection Manager の機能
手順

処理

ステップ 1： ファイル ベースの保護を有効にする
シマンテック社では、次の種類のファイルを検疫します:
Ransom.Maze、Ransom.Sodinokibi、および Backdoor.Cobalt

ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを有効にします。このポ
リシーはデフォルトで有効です。次のサイトを参照してくださ
い。
クライアントコンピュータに対するウイルスとスパイウェアの攻
撃の防止と処理

ステップ 2： SONAR を有効にする
SONAR の動作ベースの保護は、マルウェアに対するもう 1 つの
有効な防御方法です。SONAR は、CryptoLocker のようなランサ
ムウェアによる二重の実行可能ファイル名の実行を阻止します。

ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーで、［SONAR］ >
［SONAR を有効にする］をクリックします。このオプションは
デフォルトで有効になっています。次のサイトを参照してくださ
い。
SONAR の管理

ステップ 3： ダウンロード インサイトを変更する
Symantec Insight では、ランサムウェアのバリアントを防止する
ために、シマンテックの顧客ベースで悪質であると確認されてい
るファイルや、まだ悪質であることが確認されていないファイル
を検疫します。

ダウンロード インサイトは、デフォルトの［ウイルスとスパイ
ウェア - 高レベル セキュリティ］ポリシーに含まれています。
1. コンソールで、対象の［ウイルスとスパイウェアの対策］ポ
リシーを開き、［ダウンロード保護］をクリックします。
新しいポリシーを追加する場合は、［ウイルスとスパイウェ
アの対策ポリシー - 高い安全性］ポリシーを選択します。
2. ［ダウンロードインサイト］タブで、［ダウンロードイン
サイトのファイル評価に基づく潜在的リスク検出を有効にす
る］にチェックマークが付いていることを確認します。
3. 次のデフォルトオプションを調べます。
– ［5 人以下のユーザーによるファイル］
– ［ユーザーにレポートされてから 2 日以内のファイル］
デフォルト値を低く設定すると、クライアントは 6 人以上
のユーザーによってシマンテック社にレポートされていない
ファイル、または 1 日以内にシマンテック社にレポートさ
れていないすべてのファイルを未確認ファイルとして扱いま
す。未確認ファイルがこれらの基準を満たすと、ダウンロー
ドインサイトはファイルが悪質であると検出します。
4. ［信頼できるインターネットサイトまたはイントラネットサ
イトからダウンロードしたファイルを自動的に信頼する］に
チェックマークが付いていることを確認します。
5. ［処理］タブの［悪質なファイル］で、第 1 の処理を［リス
クを検疫］にし、第 2 の処理を［放置］にします。
6. ［未確認ファイル］で、［リスクを検疫］をクリックしま
す。
7. ［OK］をクリックします。
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手順

処理

ステップ 4： 侵入防止システム（IPS）を有効にする
詳細については、次を参照してください。
• IPS は従来のウイルス定義ファイルのみでは阻止できない脅 ネットワーク侵入防止とブラウザ侵入防止の有効化
威を阻止することができます。IPS は、ドライブバイダウン
URL 評価はデフォルトで有効になっています。
ロードに対する最適な防御方法です。ドライブバイダウン
ロードは、意図せずインターネットからダウンロードされた
ソフトウェアです。攻撃者は、多くの場合、ドライブバイダ
ウンロードによって CryptoLocker のような Web ベースの攻
撃の配布に悪用キットを使用します。
• 場合によっては、IPS はコマンドアンドコントロール (C&C)
通信を中断してファイルの暗号化を遮断できます。C&C サー
バーは、攻撃者やサイバー犯罪者によって制御されているコ
ンピュータです。マルウェアによって危険にさらされたシス
テムにコマンドを送信し、標的のネットワークから盗まれた
データを受信するために使われます。
• URL 評価は、Web ページの評価スコアに基づいて Web の脅
威を防止します。［URL 評価を有効にする］オプションを使
用して、評価スコアが特定のしきい値を下回る Web ページを
遮断できます。（14.3 RU1 以降）
ステップ 5： PDF ファイルとスクリプトを遮断する

［例外ポリシー］で、［Windows の例外］ > ［ファイルアクセ
ス］をクリックします。

ステップ 6： パッチをダウンロードする
Web アプリケーションフレームワーク、Web ブラウザおよび
Web ブラウザプラグインの最新のパッチをダウンロードする。

以下の手順を実行します。
1. アプリケーションとデバイス制御を使って、Local や
LocalLow などのユーザープロファイルディレクトリでアプリ
ケーションが実行されるのを防ぎます。ランサムウェアのア
プリケーションは、Local\Temp\Low 以外の多くのディレクト
リに自身をインストールします。次のサイトを参照してくだ
さい。
Strengthening anti-virus security to prevent Ransomware
derivative (Trojan.Cryptolocker family, etc.) infections (ウイル
ス対策のセキュリティを強化してランサムウェアの派生型
(Trojan.Cryptolocker ファミリーなど) の感染を防ぐ)
2. Endpoint Detection and Response (EDR) を使ってランサム
ウェアの動作を伴うファイルを識別します。
a. 電子メールを介して伝送される MS Office ファイルに含ま
れるマクロスクリプトを無効にします。
b. 検出されたエンドポイントを右クリックし、［隔離
(Isolate)］を選択します。コンソールからエンドポイン
トを隔離して再参加させるには、Symantec Endpoint
Protection Manager で、ホストインテグリティポリシー
に割り当てられたファイアウォール検疫ポリシーが必要
です。次のサイトを参照してください。
ホストインテグリティとファイアウォール検疫ポリシー
について

ステップ 7： Web とクラウドのアクセス保護 と Web Security
詳細については、次を参照してください。
Service を有効にする
Web とクラウドのアクセス保護の設定
Web とクラウドのアクセス保護 とセキュア接続の設定を使う
と、企業ネットワーク、自宅、または外出先のどこからでも、エ
ンドポイントを Symantec Web Security Service （WSS）と統合
できます。NTR によって、クライアント上のインターネットトラ
フィックは Symantec WSS にリダイレクトされ、WSS ポリシー
に基づいて許可または遮断されます。
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手順

処理

ステップ 8： メモリ エクスプロイト緩和機能を有効にする
JBoss や Apache Web Server など、パッチが適用されていない
ソフトウェアに存在する既知の脆弱性を攻撃者による悪用から保
護します。

詳細については、次を参照してください。
メモリエクスプロイト緩和機能ポリシーを使用した、メモリ改ざ
んの試みに対する Windows クライアントの強化

ステップ 9： AMSI とファイルレス スキャンを有効にする
デフォルトで有効になります。次のサイトを参照してください。
サードパーティのアプリケーション開発者は、動的なスクリプ
• マルウェア対策スキャンインターフェース (AMSI) がマルウェ
トベースのマルウェアや従来とは異なるサイバー攻撃から顧客
アからの防御を支援する方法
を保護することができます。サードパーティアプリケーション
• マルウェア対策スキャンインターフェース (AMSI)
は、Windows AMSI インターフェースを呼び出して、ユーザーが
指定するスクリプトのスキャンを要求します。これは、Symantec
Endpoint Protection クライアントにルーティングされます。クラ
イアントは、スクリプトの動作が悪意のあるものかどうかを示す
判定で応答します。動作が悪意のあるものでない場合、スクリプ
トの実行が進みます。スクリプトの動作が悪意のあるものである
場合、アプリケーションはそれを実行しません。クライアント
では、［検出結果］ダイアログボックスに「アクセス拒否」の
ステータスが表示されます。サードパーティスクリプトの例に
は、Windows PowerShell、JavaScript、VBScript などがありま
す。Auto-Protect が有効になっている必要があります。この機能
は、Windows 10 以降のコンピュータで動作します。
14.3 以降。
ステップ 10： Endpoint Detection and Response （EDR）を有 詳細については、次を参照してください。
効にする
評価のクエリーおよび提出に専用サーバーを使うクライアントグ
EDR ではファイルよりも動作に焦点を当てており、スピアフィッ ループの設定
シングや Living-off-the-Land ツールの使用に対する防御を強化で
きます。たとえば、顧客の環境で通常 Word から PowerShell を
起動しない場合は、この動作を遮断モードにする必要がありま
す。EDR の UI を使用すると、顧客は一般的で許可すべき動作、
確認されているが注意すべき動作、一般的でなく遮断すべき動作
を簡単に把握できます。また、インシデント警告に関する調査や
対応の一環として、セキュリティギャップへのリアクティブな対
処が可能です。インシデント警告には、違反の一部として検出さ
れたすべての動作が表示され、インシデントの詳細ページから特
定の動作をすぐに遮断モードに設定する機能があります。
ステップ 11： 監査を有効にする
監査ツールを使って、ランサムウェアが拡散する前に、企業ネッ
トワーク内外のエンドポイントに関する詳細情報を得ることがで
きます。

メモリエクスプロイト緩和機能を使って誤検知をテストします。
次のサイトを参照してください。
メモリエクスプロイト緩和機能ポリシーを使用した、メモリ改ざ
んの試みに対する Windows クライアントの強化

ステップ 12： 管理外の検出を設定する
保護されていない可能性があるエンドポイントを考慮するため
に、管理外の検出が存在する必要があります。

詳細については、次を参照してください。
管理外デバイスを検出するためのクライアントの設定

詳しい情報
ランサムウェアの駆除と Symantec Endpoint Protection での保護

Symantec Endpoint Protection による Living-off-the-Land 手法を使用し
たランサムウェアからの保護
Symantec Endpoint Protection （SEP） 14.3 RU3 には、Living-off-the-Land （LotL： 環境寄生型）ツールからクライア
ント コンピュータを保護する拡張機能があります。Living-off-the-Land 戦術では、攻撃者は標的となるシステムにすでに
存在するネイティブのツールやサービスを利用します。この戦術は、ターゲット攻撃グループと一般的なサイバー犯罪組
織の双方で使用されています。
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Symantec Endpoint Protection では、以下の技術を使用して、このような Living-off-the-Land 手法を使用する標的型ラン
サムウェアの脅威から保護します。
ネットワーク保護技術

• 標的型ランサムウェア攻撃で使用される疑わしいプロセス チェーンの検出。
• 遠隔測定の拡張により、ランサムウェアのツールやランサムウェアの準備ツールが新しいクライアント コンピュータ
に影響を与える場合に警告を送信。

• Cobalt Strike によるエクスプロイト後のアクションや水平的なデータ移動から保護。
• IcedID などの広く普及しているマルウェアから保護。
ファイル検査技術

• Office Open XML （OOXML）、Windows Management Instrumentation （WMI）、dotnet、および XLM を
Antimalware Scan Interface （AMSI）で暗号化して保護。

• Microsoft PowerShell エミュレーション ヒューリスティックの強化による、AMSI 無効化技術を使用したマルウェア
•
•
•
•
•
•

検出。
高度なコマンドライン ヒューリスティックで、ランサムウェアや Cobalt Strike ハッキング ツールから保護。
PE エミュレータ ポスト スキャンのサポートによる、ジャンク ループとアンチ エミュレーションの手法を使用した
マルウェア検出の向上。
Visual Basic （VB）および dotnet エミュレータの強化によって Mass Logger、FormBook、Agent Tesla のようなマル
ウェアから保護。
Microsoft Office スキャナの実装による、VBA Stomping や Hancitor のような非 PE ドロッパーの検出。
Microsoft Publisher および Microsoft Access ファイルからの VBA の抽出およびエミュレーションをサポートする共通
の解析プログラムの組み込み。
AMSI およびスクリプト エミュレーションによる文字列スキャンの拡張により、IsErIk のような LotL マルウェアを識
別して修復。

ビヘイビア保護

• lsass.exe に対する読み取りアクセス権を削除して資格情報の盗難防止を強化。
• 信頼できるプロセスでランサムウェアの検出がトリガされた場合にファイルの書き込みアクセス権をロックダウンし
てランサムウェアに対する保護を強化。

• 親プロセスを詐称する手法に対するプロセス追跡を強化。
• メイン スレッドのエントリ ポイント アドレスと、ディスク上のファイルから解析されたエントリ ポイント アドレス
を比較して、プロセス ハロウイング手法を検出。

• プロセス作成の中断を検出。
• Ryuk、REvil/Sodinokibi、Conti、Darkside、Burglar、Lorenz など、よく知られているランサムウェアのビヘイビア検
•
•
•
•
•
•

出。
ファイル名の変更イベントの新しい属性を利用した、汎用的なランサムウェアの暗号化前と暗号化後のビヘイビア検
出。
Cobalt Strike のエクスプロイト後のアクションと水平的なデータ移動のビヘイビア検出、および Cobalt Strike ビーコ
ンのメモリ検出。
プロセス ハンドルのオープン時の SetThreadContext 関数および権限フラグを使用した、DLL 更新およびプロセス挿
入手法のビヘイビア検出。
Microsoft Office Excel および PowerPoint の脅威のビヘイビア検出。
Symantec Endpoint Detection and Response （SEDR）の表示で、一部の SONAR BPE （Behavioral Policy
Enforcement）検出を AAT （Advanced Attack Techniques）に変換。
LoLBin に対する新しい ACM イベント。
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クライアントコンピュータに対するウイルスとスパイウェアの攻撃の防止
と処理
いくつかの重要なガイドラインに従うことで、クライアントコンピュータに対するウイルスやスパイウェアの攻撃を防止
し、処理できます。
Table 102: ウイルスとスパイウェアの攻撃からのコンピュータの保護
タスク

説明

コンピュータに Symantec
Endpoint Protection がインス
トールされていることを確認
する

ネットワーク内のすべてのコンピュータとすべてのサーバーに Symantec Endpoint Protection がイン
ストールされている必要があります。Symantec Endpoint Protection が正しく機能していることを確認
します。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータの保護状態の表示

定義を最新の状態に維持する 最新の定義がクライアントコンピュータにインストールされていることを確認します。
定義の日付は［クライアント］タブで確認できます。最新ではない定義はコマンドを実行して更新で
きます。
コンピュータの状態レポートを実行して、最新の定義の日付を調べることもできます。次のサイトを
参照してください。
クライアント上のコンテンツと定義を更新する方法
定期スキャンを実行する

デフォルトでは、Auto-Protect と SONAR はクライアントコンピュータで実行されます。デフォルト
の定時アクティブスキャンもクライアントコンピュータで実行されます。
スキャンはオンデマンドで実行できます。スキャンの設定をカスタマイズできます。次のサイトを参
照してください。
クライアントコンピュータでのオンデマンドスキャンの実行
定時スキャンを作成し、カスタマイズすると便利です。
通常は、1 週間に一度実行する完全な定時スキャン、1 日に一度実行するアクティブスキャンを作成
すると便利です。デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection は午後 12 時 30 分に実行するアク
ティブスキャンを生成します。管理外コンピュータでは、Symantec Endpoint Protection に無効にされ
たデフォルトの起動時スキャンも含まれます。
ネットワーク内のコンピュータで毎日アクティブスキャンを実行していることを確認する必要があり
ます。ネットワークに非アクティブな脅威があると疑われる場合は、週または月に 1 回、完全スキャ
ンを実行するようにスケジュール設定することをお勧めします。完全スキャンではコンピュータのリ
ソースがより多く消費され、コンピュータのパフォーマンスに影響することがあります。次のサイト
を参照してください。
• Windows コンピュータで実行される定時スキャンの設定
• Mac コンピュータで実行される定時スキャンの設定
• Linux コンピュータで実行する定時スキャンの設定

重要なイベントはクライアン クライアント（Windows のみ）がハートビート間隔をバイパスし、管理サーバーに重要なイベントを
トにすぐにアップロードさせ すぐに送信できるようにします。重要なイベントには、検出されたすべてのリスク（Cookie を除く）
る
とすべての侵入イベントが含まれます。このオプションは［クライアント］、［ポリシー］、［通信
の設定］にあります。このオプションはデフォルトで有効になっています。
関連通知のダンパー期間がなしに設定されるときは、管理者通知からすぐに警告が届きます。次のサ
イトを参照してください。
管理者通知の設定
保護を強化するためにスキャ デフォルトでは、ウイルススキャンとスパイウェアスキャンはウイルスとセキュリティリスクの副作
ンの設定を調査または修正す 用を検出、除去、修復します。
る
デフォルトのスキャン設定では、高レベルの保護を提供するのと同時にクライアントコンピュータの
パフォーマンスが最適化されます。しかし、保護のレベルを高めることができます。
たとえば、Bloodhound のヒューリスティック保護のレベルを高めることもできます。
また、ネットワークドライブのスキャンを有効にできます。次のサイトを参照してください。
スキャンの調整によるクライアントコンピュータでの保護の強化
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タスク

説明

クライアントが検出について クライアントは検出についての情報をシマンテック社に提出できます。この提出された情報は、シマ
の情報をシマンテック社に提 ンテック社が脅威に対応する助けになります。次のサイトを参照してください。
出することを許可する
サーバーデータ収集とクライアント提出、ネットワークのセキュリティにおけるそれらの重要性につ
いて
侵入防止を実行する

シマンテック社はクライアントコンピュータで、ウイルス対策とスパイウェア対策はもとより、侵入
防止を実行することを推奨します。次のサイトを参照してください。
侵入防止の管理

必要な場合は感染を修復する スキャンの実行後、クライアントコンピュータがまだ感染している場合があります。たとえば、新種
の脅威にはシグネチャがなかったり、Symantec Endpoint Protection が完全に脅威を削除できなかった
りする場合があります。場合によっては、Symantec Endpoint Protection がクリーニング処理を完了で
きるようにクライアントコンピュータの再起動が必要になります。次のサイトを参照してください。
ウイルスとセキュリティリスクの除去

ウイルスとセキュリティリスクの除去
コンピュータに対するウイルスやスパイウェアの攻撃を処理することの一部として、リスクを修復します。
どのコンピュータが感染したかを特定し、修復の結果を表示するには、コンソールのレポート機能と監視機能を使いま
す。
Table 103: ウイルスとセキュリティリスクの除去
手順

説明

ステップ 1: 感染したコンピュータ 感染したコンピュータとリスクを伴うコンピュータについての情報を Symantec Endpoint
とリスクを伴うコンピュータを識 Protection Manager から入手できます。［ホーム］ページの［ウイルスとリスクの活動の概略］
別する
で、［新しく感染した項目］と［まだ感染しています］の数を調べます。［◎新しく感染した項
目◎］の数は［◎まだ感染しています◎］のサブセットです。［◎新しく感染した項目◎］の数は、
概略で指定した時間間隔の間に感染したコンピュータとリスクを伴うコンピュータの数を示しま
す。
Note: 未修復の SONAR 検出は［未解決感染］としては数えられません。これらは概略では、
［◎疑いあり◎］の数に含まれています。
その後のスキャンで感染として検出されたコンピュータは、まだ感染していると見なされます。
たとえば定時スキャンでは、部分的にファイルがクリーニングされることがあります。その後の
Auto-Protect では、このファイルはリスクとして検出されます。
「まだ感染している」と見なされたファイルは、新しい定義が到着したとき、またはクライアン
トコンピュータがアイドル状態になるとすぐに再スキャンされます。次のサイトを参照してくだ
さい。
感染コンピュータとリスクを伴うコンピュータの識別
ステップ 2: 定義を更新して再ス
キャンする

クライアントが最新の定義を使っていることを確認してください。
Windows コンピュータで実行されるレガシークライアントの場合は、定時スキャンとオンデマン
ドスキャンがインサイトルックアップ機能を使っていることも確認する必要があります。14 で
は、定時スキャンとオンデマンドスキャンは常にインサイトルックアップを使います。
定義の日付は、［感染コンピュータとリスクを伴うコンピュータ］レポートで調べることができ
ます。リスクログから［コンテンツの更新とスキャン］コマンドを実行できます。
［ホーム］ページの［ウイルスとリスクの活動の概略］で、［まだ感染しています］の数と［新
しく感染した項目］の数が 0 と表示されていれば、すべてのリスクが除去されています。次のサ
イトを参照してください。
クライアント上のコンテンツと定義を更新する方法
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手順

説明

ステップ 3: スキャン処理を確認し スキャンは、リスクを放置するように設定されている場合があります。ウイルスとスパイウェア
て再スキャンする
の対策ポリシーを編集し、リスクカテゴリの処理を変更することができます。次回スキャンが実
行されると、Symantec Endpoint Protection は新しい処理を適用します。
処理の設定は、特定のスキャンの種類（管理者定義やオンデマンドスキャン、または AutoProtect）の［処理］タブで行います。ダウンロードインサイトと SONAR の検出処理も変更でき
ます。次のサイトを参照してください。
スキャン処理の確認と識別されたコンピュータの再スキャン
ステップ 4: 必要な場合はコン
ピュータを再起動して修復を完了
する

ウイルスやセキュリティリスクの修復を完了するために再起動が必要な場合には、コンピュータ
がまだリスク状態にある、または感染している可能性があります。
リスクログを表示すると、いずれかのコンピュータで再起動が必要かどうかを判断できます。
コンピュータ状態ログからコマンドを実行してコンピュータを再起動できます。次のサイトを参
照してください。
コンソールを使った、クライアントコンピュータでのコマンドの実行

ステップ 5: 残ったリスクを調査し リスクが残った場合には、さらに調査する必要があります。
てクリーニングする
シマンテックセキュリティレスポンス Web ページでウイルスとセキュリティリスクに関する最
新情報を確認することができます。次のサイトを参照してください。
http://www.symantec.com/region/jp/sarcj
クライアントコンピュータでは、スキャン結果のダイアログボックスからも、セキュリティレス
ポンスの Web サイトにアクセスできます。
Symantec Endpoint Protection Manager からパワーイレイサーを実行し、面倒で執拗な脅威を分
析し、修復できます。Power Eraser は、1 台のコンピュータまたは少数のコンピュータが不安
定になったか、深刻に感染したときにのみ、それらのコンピュータで実行する強力な分析機能で
す。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールから Power Eraser を実行する前に知るべき
こと
Symantec Technical Supportでは、脅威の詳細解析を迅速に提供する Threat Expert ツールも提供
されています。また、問題のトラブルシューティングに役立つロードポイント分析ツールを実行
できます。これらのツールはクライアントコンピュータで直接実行します。次のサイトを参照し
てください。
Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) を使ったコンピュータの問題のトラブルシューティング
ステップ 6: コンピュータ状態ログ コンピュータ状態ログを表示し、リスクが修復されるかクライアントコンピュータから削除され
を調べる
たことを確認します。次のサイトを参照してください。
ログの表示

詳しい情報

• ネットワーク上のウイルス駆除とトラブルシューティング
• クライアントコンピュータに対するウイルスとスパイウェアの攻撃の防止と処理
• エンドポイント保護の監視

感染コンピュータとリスクを伴うコンピュータの識別
Symantec Endpoint Protection Manager の［ホーム］ページとリスクレポートを使って、感染コンピュータとリスクを伴
うコンピュータを識別できます。
感染したコンピュータとリスクを伴うコンピュータを識別する方法
1. コンソールで、［ホーム］をクリックし、［ウイルスとリスクの活動の概略］を表示します。
システム管理者には、サイトのコンピュータのうち［新しく感染した項目］と［まだ感染しています］の数が表示さ
れます。ドメイン管理者には、ドメイン内部のコンピュータのうち［新しく感染した項目］と［まだ感染していま
す］の数が表示されます。
［まだ感染しています］は［新しく感染した項目］のサブセットであり、［まだ感染しています］の数はネットワー
クからリスクを除去すると減少します。その後のスキャンで感染していると報告されたコンピュータは、まだ感染し
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ています。たとえば、Symantec Endpoint Protection はコンピュータのリスクを部分的にしかクリーニングできてい
ない場合があるので、Auto-Protect は引き続きリスクを検出します。
2. コンソールで、［レポート］をクリックします。
3. ［レポートの種類］リストボックスで、［リスク］をクリックします。
4. ［レポートの選択］リストボックスで、［感染コンピュータとリスクを伴うコンピュータ］をクリックします。
5. ［レポートの作成］をクリックして、表示される感染コンピュータとリスクを伴うコンピュータのリストを書き留め
ます。
詳しい情報
ウイルスとセキュリティリスクの除去

スキャン処理の確認と識別されたコンピュータの再スキャン
感染コンピュータとリスクを伴うコンピュータがある場合は、コンピュータがまだそれらの状態にある理由を識別する
必要があります。感染コンピュータやリスクを伴うコンピュータ上の各リスクに対して適用した処理をチェックします。
設定され適用された処理が［放置］だった可能性があります。処理が［放置］だった場合は、コンピュータからリスク
をクリーニングするか、ネットワークからコンピュータを削除するか、リスクを受け入れるかいずれかを行う必要があり
ます。Windows クライアントの場合は、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを編集し、スキャン処理を変更できま
す。次のサイトを参照してください。
ウイルスとセキュリティリスクの除去
変更が必要な処理を識別し、識別されたコンピュータを再スキャンするには
1. コンソールで、［監視］をクリックします。
2. ［ログ］タブで［リスク］ログを選択して、［ログの表示］をクリックします。
リスクログの［イベント］列に、どのような状態でどの処理が適用されたかが表示されます。［リスク名］列には、
まだアクティブなリスクの名前が表示されます。［ドメイン］列には、コンピュータが属しているグループが表示さ
れます。
スキャンで［放置］の処置が適用されたためにクライアントがリスク状態にある場合は、そのグループのウイルスと
スパイウェアの対策ポリシーを変更する必要があります。［コンピュータ］列に、まだアクティブなリスクがあるコ
ンピュータの名前が表示されます。次のサイトを参照してください。
検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更
プッシュモードを使用するようにポリシーが設定されている場合は、次のハートビートのときにそのポリシーがグ
ループのクライアントにプッシュされます。次のサイトを参照してください。
プッシュモードまたはプルモードを使用した、クライアントのポリシーとコンテンツの更新
3. ［戻る］をクリックします。
4. ［ログ］タブで［コンピュータの状態］ログを選択して、［ログの表示］をクリックします。
5. 処理を変更して新しいポリシーをプッシュした場合には、新しい設定を使って再スキャンする必要のあるコンピュー
タを選択します。
6. ［コマンド］リストボックスで［スキャン］を選択し、［開始］をクリックしてコンピュータを再度スキャンしま
す。
スキャンコマンドの状態は、［コマンドの状態］タブで監視できます。
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Windows クライアントがクラウドから定義を受け取る方法
14 以降では、Symantec Endpoint Protection の標準クライアントと埋め込み/VDI クライアントは、クラウド内の定義を
使ってリアルタイム保護を提供します。以前のバージョンでは、ダウンロードインサイトなど、さまざまな機能を使って
一部のクラウド保護が提供されていました。現在では、すべてのウイルスとスパイウェアの機能はクラウドを使ってファ
イルを評価します。クラウドコンテンツには、ウイルスとスパイウェアの定義セット、ファイルと潜在的な脅威に関して
シマンテック社が保有する最新情報が含まれます。
NOTE
Intelligent Threat Cloud Service は Windows クライアントでのみサポートされます。
クライアントはクラウド対応のコンテンツをサポートします。
クラウド対応コンテンツには、強力な保護を提供する定義の縮小セットが含まれています。クライアントで新しい定義が
必要な場合、クライアントは定義をダウンロードするか、クラウド内で定義を検索して、パフォーマンスと速度を改善し
ます。
お使いのクライアントの種類がクラウド対応コンテンツをサポートする必要があります。
お使いのクライアントの種類は、［ヘルプ］ > ［トラブルシューティング］ > ［インストール設定］で確認できます。
標準クライアントと埋め込み/VDI クライアントはクラウド対応コンテンツをサポートします。
すべてのスキャンは自動的にクラウドルックアップを使います。
クラウドルックアップには、クラウド内のファイル評価情報と定義確認についての Symantec Insight へのクエリーが含
まれます。

• 定時スキャンとオンデマンドスキャンでは、クラウドルックアップが自動的に実行されます。
• 自動保護もクラウドルックアップを自動的に実行します。現在では、自動保護はカーネルモードではなくユーザー
モードで動作するため、メモリ使用量が削減され、パフォーマンスが向上します。

Intelligent Threat Cloud Service は、ディスク上で定義に使う占有域を削減するだけでなく、スキャン時間を 15%短縮し
ます。
クライアントはファイル評価ルックアップの情報をシマンテック社に自動的に送信します。
ネットワークにおけるクラウドルックアップの動作
Symantec Endpoint Protection はクラウドルックアップをクラウドに直接送信します。
プロキシサーバーを使う場合は、クライアントのブラウザのインターネットオプションで HTTPS プロキシを指定できま
す。または、Symantec Endpoint Protection Manager コンソールを使って、［ポリシー］>［外部通信］でクライアント
の HTTPS プロキシを指定することもできます。
Intelligent Threat Cloud Service クライアントが使う帯域幅の量は、ダウンロードインサイトなどの特定の機能でのみ評
価ルックアップを使用する 14 以前のクライアントの場合とほとんど同じです。
Symantec Endpoint Protection Manager がユーザーにクラウドルックアップエラーを通知する方法
クライアントがクラウドルックアップの試行に 3 日間成功しない場合、デフォルトで Symantec Endpoint Protection
Manager は電子メール通知をシステム管理者に送信します。この警告は、［監視］>［ログ］>［システムログ］>［クラ
イアント活動］でも確認できます。通知条件の種類は、ファイル評価の検出です。
ポータルファイルとは
ダウンロードインサイトは、サポート対象のポータルからユーザーがダウンロードしたファイルを検査するときに、そ
のファイルをポータルファイルとしてマークを付けます。定時スキャンとオンデマンドスキャン、Auto-Protect、ダウン
ロードインサイトは、ダウンロードインサイトに設定された感度レベルを使ってポータルファイルの評価を調査します。
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NOTE
ファイルをポータルファイルとしてマークするには、ダウンロードインサイトを有効にする必要があります。
サポート対象のポータルには、Internet Explorer、Firefox、Microsoft Outlook、Outlook Express、Google
Chrome、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger が含まれます。ポータルリスト (または自動保護ポータルリス
ト) は、LiveUpdate によって管理サーバーまたはクライアントにダウンロードされるウイルスとスパイウェアの対策のコ
ンテンツの一部です。
スキャンとダウンロードインサイトは、シマンテック社が設定するデフォルトの内部感度レベルを使って非ポータルファ
イルを常に評価します。この内部デフォルトは、最も悪質なファイルのみを検出します。
実際に使用されるクラウド ルックアップの例
Intelligent Threat Cloud Service がクライアントを保護する方法の例

• クライアントユーザーが Internet Explorer を実行し、ファイルをダウンロードする。ダウンロードインサイトは、そ

•
•
•

の感度レベルとクラウドにある Symantec Insight からの評価情報を使って、そのファイルが有害でないことを確認し
ます。
Internet Explorer を使ってファイルをダウンロードする。ダウンロードインサイトは、その感度レベルとクラウドに
ある Symantec Insight からの評価情報を使って、そのファイルが有害でないことを確認します。
ダウンロードインサイトは、ファイルの評価が受け入れ可能であることを判断し、ダウンロードするファイルを許可
して、そのファイルをポータルファイルとしてマークを付けます。
その後、シマンテック社はその広範な Global Intelligence Network からそのファイルに関する詳しい情報を取得しま
す。シマンテック社は、そのファイルが有害である可能性があることを判断し、インサイト評価データベースを更新
します。シマンテック社は、そのファイルの最新のシグネチャをクラウドでの定義で提供する場合があります。
ユーザーがファイルを開くか、スキャンを実行するときに、自動保護またはスキャンでそのファイルに関する最新の
情報をクラウドから取得する。現在では、自動保護またはスキャンは、最新のファイル評価とダウンロードインサイ
トの感度レベルを使うか、最新のファイルシグネチャを使って、潜在的に悪質なものとしてファイルを検出します。
ファイルを開く、またはスキャンを実行するときに、自動保護またはスキャンでそのファイルに関する最新の情報を
クラウドから取得する。現在では、自動保護またはスキャンは、最新のファイル評価とダウンロードインサイトの感
度レベルを使うか、最新のファイルシグネチャを使って、潜在的に悪質なものとしてファイルを検出します。

必須設定と推奨設定
デフォルトで、Symantec Endpoint Protection はクラウドを使います。次のオプションのいずれかを無効にすると、クラ
ウド保護が制限されるか、無効になります。

• Auto-Protect
•

•

Auto-Protect が有効になっている必要があります。Auto-Protect はデフォルトで有効になっています。
ダウンロードインサイト
ダウンロードインサイトを有効にして、それがファイルダウンロードを検査し、今後のスキャンのためにファイルダ
ウンロードをポータルファイルとしてマークを付けることができるようにする必要があります。ダウンロードイン
サイトを無効にすると、すべてのファイルダウンロードが非ポータルとして扱われます。スキャンは、最も悪質な非
ポータルファイルのみを検出します。
インサイトルックアップ
Insight ルックアップが有効になっている必要があります。インサイトルックアップオプションでは、評価ルックアッ
プとクラウド定義ルックアップを制御します。このオプションはデフォルトで有効になっています。
WARNING

• 提出

インサイトルックアップを無効にすると、クラウド保護が完全に無効になります。

シマンテック社は、情報をシマンテック社と共有することを推奨します。シマンテック社と共有するデータは、検出
機能のパフォーマンスを向上するために役立ちます。コンピュータを攻撃する可能性のある潜在的なマルウェアに関
する情報は、セキュリティランドスケープを向上して、より迅速に脅威に対応するために役立ちます。シマンテック
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社は、個人の身元を特定する情報の移動を防ぐため、すべての手段を実施してデータの匿名性を確保します。次のサ
イトを参照してください。
コンピュータの保護を向上するシマンテック社への提出について

クライアントコンピュータでのスキャンの管理
一部のスキャンはデフォルトで実行されますが、設定を変更したり、独自の定時スキャンを設定したいことがあります。
スキャンをカスタマイズし、クライアントコンピュータでどれだけの保護を提供するかを変更することもできます。
NOTE
14 以降では、スキャンはクラウドの完全な定義セットにアクセスします。次のサイトを参照してください。
Windows クライアントがクラウドから定義を受け取る方法
Table 104: クライアントコンピュータのスキャンの変更
タスク

説明

スキャンの種類と標準設定を スキャンの設定を確認します。デフォルトを確認して、変更を加えるかどうかを判断できます。次の
確認する
サイトを参照してください。
• スキャンの種類とリアルタイム保護について
• デフォルトのウイルスとスパイウェアの対策ポリシーのスキャン設定について
定時スキャンを作成してオン 定時スキャンとオンデマンドスキャンを使って、Auto-Protect が提供する保護を補うことができま
デマンドスキャンを実行する す。Auto-Protect は、ファイルを読み書きするときの保護を提供します。定時スキャンとオンデマンド
スキャンは、クライアントコンピュータに存在する任意のファイルをスキャンできます。また、メモ
リ、ロードポイント、クライアントコンピュータの他の重要な場所を保護することもできます。
定時スキャンの設定はテンプレートとして保存できます。スキャンテンプレートを使うと、複数のポ
リシーを設定するときに時間を節約できます。テンプレートとして保存した任意のスキャンを、異な
るポリシーの新しいスキャンのベースとして利用できます。
Note: 管理下クライアントに対し、Symantec Endpoint Protection は、クライアントコンピュータ上の
すべてのファイル、フォルダ、場所をスキャンするデフォルト定時スキャンを提供します。
詳細については、次を参照してください。
• Windows コンピュータで実行される定時スキャンの設定
• Mac コンピュータで実行される定時スキャンの設定
• Linux コンピュータで実行する定時スキャンの設定
• クライアントコンピュータでのオンデマンドスキャンの実行
環境のスキャン設定をカスタ 管理者定義のスキャンのオプションに加えて、Auto-Protect の設定をカスタマイズできます。誤認検
マイズする
出の処理、コンピュータやスキャンパフォーマンスの最適化、スキャン処理や通知の変更を行うため
に、スキャンの設定を変更したいことがあります。
定時スキャンについては、未実行のスキャン、ランダム化されたスキャン、ネットワークドライブを
スキャンするかどうかのオプションも設定できます。
詳細については、次を参照してください。
• Windows コンピュータで実行されるウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
• Mac コンピュータで実行されるウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
• Linux コンピュータで実行するウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
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タスク

説明

スキャンを調整してクライア デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection はクライアントコンピュータのパフォーマンスへの影
ントコンピュータのパフォー 響を最小限にするのと同時に、高レベルのセキュリティを提供します。しかし、いくつかの設定を変
マンスを改善する
更するとコンピュータのパフォーマンスをさらに最適化できます。最適化は仮想化された環境で重要
です。
Note: クライアントコンピュータのパフォーマンスを最適化するために設定を調整するときには、クラ
イアントコンピュータで一部のセキュリティを低下させる場合があります。
詳細については、次を参照してください。
スキャンの調整によるクライアントコンピュータパフォーマンスの改善
スキャンを調整してクライア デフォルトのスキャン設定では、高レベルの保護を提供するのと同時にクライアントコンピュータの
ントコンピュータでの保護レ パフォーマンスが最適化されます。しかし、保護のレベルを高めることができます。次のサイトを参
ベルを高める
照してください。
スキャンの調整によるクライアントコンピュータでの保護の強化
ダウンロードインサイト検出 ダウンロードインサイトは、ユーザーが Web ブラウザ、テキストメッセージクライアント、その他の
を管理する
ポータルを通してダウンロードを試みるファイルを検査します。ダウンロードインサイトは Symantec
Insight からの評価情報を使って、ファイルに関する決定を下します。次のサイトを参照してくださ
い。
ダウンロードインサイト検出の管理
SONAR を管理する

SONAR はクライアントコンピュータに対するプロアクティブ脅威防止の一部です。ただし、SONAR
の設定はウイルスとスパイウェアの対策ポリシーの一部です。次のサイトを参照してください。
SONAR の管理

スキャンの例外を設定する

安全だとわかっているファイルとアプリケーションの例外を作成できます。
いくつかのファイルとフォルダも、Symantec Endpoint Protection によって自動的に除外されます。
詳細については、次を参照してください。
• Symantec Endpoint Protection の例外の管理
• Symantec Endpoint Protection がウイルススキャンとスパイウェアスキャンから除外するファイル
とフォルダについて

検疫にあるファイルを管理す クライアントコンピュータで検疫されたファイルを監視し、削除できます。
る
検疫についての設定も指定できます。次のサイトを参照してください。
Windows クライアント用の検疫の管理
クライアントが検出について デフォルトでは、クライアントは検出についての情報をシマンテック社に送信します。提出をオフに
の情報をシマンテック社に提 することも、クライアントが提出する情報の種類を選択することもできます。
出することを許可する
シマンテック社は提出の送信を常にクライアントに許可することを推奨します。この情報はシマン
テック社が脅威に対処するために役立ちます。次のサイトを参照してください。
サーバーデータ収集とクライアント提出、ネットワークのセキュリティにおけるそれらの重要性につ
いて
クライアントコンピュータに クライアントコンピュータにウイルスとスパイウェアのイベントについての通知を表示するかどうか
表示されるウイルスとスパイ を指定できます。次のサイトを参照してください。
ウェアの通知を管理する
クライアントコンピュータに表示されるウイルスとスパイウェアの通知の管理

スキャンの種類とリアルタイム保護について
Symantec Endpoint Protection には、さまざまな種類のウイルス、脅威、リスクを検出するために、さまざまな種類のス
キャンとリアルタイム保護が用意されています。
NOTE
14 以降では、スキャンはクラウドの完全な定義セットにアクセスします。次のサイトを参照してください。
Windows クライアントがクラウドから定義を受け取る方法
デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection はアクティブスキャンを毎日午後 12 時 30 分に実行します。ま
た、Symantec Endpoint Protection は新しい定義がクライアントコンピュータに届いたときにもアクティブスキャンを実
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行します。管理外コンピュータでは、Symantec Endpoint Protection に無効にされたデフォルトの起動時スキャンも含ま
れます。
NOTE
クライアントコンピュータがオフ、休止状態、スリープモードの場合には、コンピュータは定時スキャンを実
行していない可能性があります。コンピュータが起動またはスリープ解除すると、デフォルトでは指定された
間隔内でスキャンが再試行されます。再試行間隔がすでに期限切れの場合には、Symantec Endpoint Protection
はスキャンを実行せず、次の定時スキャンまで待機します。未実行の定時スキャンの設定は修正できます。
ネットワーク内のコンピュータで毎日アクティブスキャンを実行していることを確認する必要があります。ネットワーク
に非アクティブな脅威があると疑われる場合は、週または月に 1 回、完全スキャンを実行するようにスケジュール設定
することをお勧めします。完全スキャンではコンピュータのリソースがより多く消費され、コンピュータのパフォーマン
スに影響することがあります。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータでのスキャンの管理
Table 105: スキャンの種類
スキャンの種類

説明

Auto-Protect

Auto-Protect はファイルや電子メールデータがコンピュータに対して読み書きされるときに、それらを連続
的に検査します。Auto-Protect は検出されたウイルスとセキュリティリスクを自動的に中和または除去しま
す。Mac クライアントと Linux クライアントではファイルシステムについてのみ Auto-Protect がサポートさ
れます。
14 以降、クラウドに接続されている標準クライアントと埋め込み/VDI クライアントでは、Auto-Protect がク
ラウドで自動的に最新の定義を検索します。
詳細については、次を参照してください。
Linux クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ

ダウンロードインサ
イト
（Windows のみ）

ダウンロードインサイトは、ユーザーがブラウザや他のポータルからファイルのダウンロードを試みたときに
ファイルを検査することで、Auto-Protect スキャンのセキュリティを向上させます。Symantec Insight の評価
情報を使って、ダウンロードの試行を許可したり遮断したりします。
ダウンロードインサイトは Auto-Protect の一部として機能するので、Auto-Protect が有効になっている必要が
あります。
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection が Symantec Insight を使ってファイルに関する決定を下す方法
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スキャンの種類
管理者定義のスキャ
ン

説明
管理者定義のスキャンはクライアントコンピュータ上のすべてのファイルとプロセスを調べて、ウイルスとセ
キュリティリスクを検出します。管理者定義のスキャンはメモリとロードポイントも検査できます。
次の種類の管理者定義のスキャンを利用できます。
• 定時スキャン
定時スキャンは指定した時刻にクライアントコンピュータで実行されます。同じ時刻に設定された定時ス
キャンがあれば順次実行されます。定時スキャンの間にコンピュータがオフ、休止状態、スリープモード
になった場合には、未実行のスキャンを再試行するように設定されていなければスキャンは実行されませ
ん。コンピュータが起動またはスリープ解除すると、Symantec Endpoint Protection は、スキャンが開始
するまで、または再試行間隔が経過するまでスキャンを再試行します。
Windows クライアントのアクティブスキャン、完全スキャン、カスタムスキャンをスケジュール設定でき
ます。Mac クライアントと Linux クライアントの場合、カスタムスキャンだけをスケジュールできます。
定時スキャンの設定はテンプレートとして保存できます。テンプレートとして保存した任意のスキャン
を、異なるスキャンのベースとして使うことができます。スキャンテンプレートを使うと、複数のポリ
シーを設定するときに時間を節約できます。定時スキャンテンプレートは、デフォルトでポリシーに含ま
れています。デフォルト定時スキャンでは、すべてのファイルとディレクトリがスキャンされます。
• 起動時スキャンとトリガのスキャン
起動時スキャンはユーザーがコンピュータにログオンするときに実行されます。トリガのスキャンは新し
いウイルス定義がコンピュータにダウンロードされたときに実行されます。
Note: 起動時スキャンとトリガのスキャンは Windows クライアントでのみ利用可能です。
• オンデマンドスキャン
オンデマンドスキャンは Symantec Endpoint Protection Manager でスキャンコマンドを選択するとすぐに
実行されるスキャンです。
このコマンドは［クライアント］ページまたはログから選択できます。
Windows 用 Symantec Endpoint Protection クライアントが多数のウイルス、スパイウェア、危険度が高い脅
威を検出すると、拡張スキャンモードになります。スキャンはインサイトルックアップを再起動してを使いま
す。
このスキャンの期間に対してポリシーで定義されているレベルよりも高い感度で、スキャンによる検出が記録
される場合があります。
詳細については、次を参照してください。
• Windows コンピュータで実行される定時スキャンの設定
• Mac コンピュータで実行される定時スキャンの設定

SONAR
（Windows のみ）

SONAR はゼロデイ攻撃に対するリアルタイム保護を提供します。SONAR は従来のシグネチャベースの定義
が脅威を検出する前であっても攻撃を止めることができます。SONAR は、ヒューリスティックとファイル評
価データを使って、アプリケーションまたはファイルについての決定を行います。
SONAR はプロアクティブ脅威スキャンのように、キーロガー、スパイウェア、悪質または潜在的に悪質な可
能性がある他のすべてのアプリケーションを検出します。次のサイトを参照してください。
SONAR について

早期起動マルウェア
対策（ELAM）
（Windows のみ）

Windows の早期起動マルウェア対策ドライバと連携して働きます。Windows 8 および Windows Server 2012
以降でのみサポートされます。
早期起動マルウェア対策は、ネットワーク上のコンピュータを起動するときやサードパーティドライバを初期
化する前にネットワーク上のコンピュータを保護します。次のサイトを参照してください。
早期起動マルウェア対策 (ELAM) の検出の管理

Auto-Protect の種類について
Auto-Protect は、ファイルのほか、特定の種類の電子メールと電子メールの添付ファイルをスキャンします。
デフォルトでは、すべての種類の Auto-Protect が有効です。Symantec Mail Security などのサーバーベースの電子メール
スキャンソリューションを使う場合、電子メール用の Auto-Protect を有効にする必要はありません。
Mac クライアントと Linux クライアントでは電子メールの Auto-Protect スキャンはサポートされません。
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Table 106: Auto-Protect の種類
Auto-Protect の種類

説明

Auto-Protect

ファイルがクライアントコンピュータに対して読み書きされるときに、それらを連続的にスキャ
ンします。
Auto-Protect はデフォルトで、ファイルシステムに対して有効になります。自動保護はコン
ピュータの起動時にロードされます。自動保護はウイルスやセキュリティリスクがないかすべて
のファイルを検査し、インストールされないようにセキュリティリスクを遮断します。オプショ
ンで、拡張子によるファイルのスキャン、リモートコンピュータでのファイルのスキャン、ブー
トウイルスを探すフロッピーディスクのスキャンが可能です。また、オプションで、ファイルの
修復を試みる前のバックアップ、プロセスの終了、サービスの停止サービスが可能です。
選択した拡張子のファイルだけをスキャンするように Auto-Protect を設定できます。自動保護は
選択した拡張子のファイルをスキャンするとき、ウイルスによってファイルの拡張子が変更され
た場合でもファイルの種類を判定することができます。
電子メール Auto-Protect を実行しないこれらのクライアントでは、Auto-Protect が有効になって
いれば、クライアントコンピュータは保護されています。ほとんどの電子メールアプリケーショ
ンは、ユーザーが電子メールの添付ファイルを開くと、それを一時フォルダに保存します。AutoProtect は一時フォルダに書き込まれときにファイルをスキャンし、ウイルスやセキュリティリス
クを検出します。Auto-Protect では、感染した添付ファイルをユーザーがローカルドライブまた
はネットワークドライブに保存しようとした場合にもウイルスが検出されます。

Microsoft Outlook Auto-Protect
（Windows のみ）

Microsoft Outlook の入力電子メールの添付をダウンロードし、ユーザーがメッセージを閲覧し、
添付を開くときにウイルスとセキュリティリスクについてスキャンします。
Outlook Auto-Protect プラグインは、Microsoft Outlook 98 から Outlook 2016 および Outlook 365
で MAPI またはインターネット プロトコルをサポートします。Outlook Auto-Protect は、32 ビッ
ト システムと 64 ビット システムをサポートします。
Note: Microsoft Office 365 または Microsoft Office 2013 が SEP 12.1.2 以前と共にインストール
されている場合、および Microsoft Outlook 2016 が SEP 14 と共にインストールされている場合
は、Outlook Auto-Protect プラグインを無効にする必要がある場合があります。次のサイトを参
照してください。

• Symantec Endpoint Protection クライアントと Outlook アドインがインストールされている場
•

合に Microsoft Outlook 365 の動作が停止する
Endpoint Protection アドインの使用時に Outlook 2016 がクラッシュする

Microsoft Outlook Auto-Protect をパッケージに含め、Microsoft Outlook をコンピュータにすでに
インストールしている場合、インストール時に Symantec Endpoint Protection によって Microsoft
Outlook Auto-Protect がインストールされます。
ユーザーが低速な接続でサイズの大きな添付ファイルをダウンロードすると、メールのパフォー
マンスに影響があります。ドキュメントが安全であることがわかっている場合には、例外を作成
できます。
詳細については、次を参照してください。
スキャンからのファイルまたはフォルダの除外
Note: Microsoft Exchange Server には Microsoft Outlook Auto-Protect をインストールしないでく
ださい。その代わり、Symantec Mail Security for Microsoft Exchange をインストールする必要が
あります。
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Auto-Protect の種類

説明

インターネット電子メール AutoProtect
（Windows のみ）
この機能は 14.2 RU1 より前のク
ライアントバージョンでのみ利用
できます。

インバウンドのインターネット電子メールの本文と添付ファイルをスキャンして、ウイルスとセ
キュリティリスクをチェックします。アウトバウンド電子メールのヒューリスティックスキャン
も実行します。
デフォルトでは、インターネット電子メールの自動保護で、POP3 と SMTP 接続による暗号化
パスワードと電子メールがサポートされています。インターネット電子メールの自動保護は、32
ビットシステムまたは 64 ビットシステムをサポートします。SSL（Secure Sockets Layer）を利
用する POP3 または SMTP を使う場合に、クライアントはセキュリティで保護された接続を検
出しますが、暗号化メッセージはスキャンしません。
Note: パフォーマンス上の理由により、POP3 のインターネット電子メール Auto-Protect は、
サーバーオペレーティングシステムではサポートされていません。
電子メールスキャンは Hotmail または Yahoo のような IMAP、AOL、または HTTP ベースの電子
メールをサポートしません電子メール.

Lotus Notes Auto-Protect
（Windows のみ）
この機能は 14.2 RU1 より前のク
ライアントバージョンでのみ利用
できます。

着信する Lotus Notes 電子メールの添付ファイルをスキャンして、ウイルスとセキュリティリス
クをチェックします。
Lotus Notes Auto-Protect は Lotus Notes 7.x 以降をサポートします。
Lotus Notes Auto-Protect をパッケージに含め、Lotus Notes をコンピュータにすでにインストー
ルしている場合、インストール時に Symantec Endpoint Protection によって Lotus Notes AutoProtect がインストールされます。

詳しい情報

• スキャンの種類とリアルタイム保護について
• Windows コンピュータで実行する電子メールスキャンの Auto-Protect のカスタマイズ

ウイルスとセキュリティリスクについて
Symantec Endpoint Protection はウイルスとセキュリティリスクの両方をスキャンします。ウイルスとセキュリティリス
クは、電子メールメッセージやインスタントメッセンジャープログラムを通して到着する可能性があります。ソフトウェ
アプログラムのエンドユーザー使用許諾契約を受け入れることで、気付かずにリスクをダウンロードしてしまうこともあ
ります。
多くのウイルスとセキュリティリスクはドライブバイダウンロードとしてインストールされます。これらのダウンロード
は通常、ユーザーが悪質な Web サイトや感染した Web サイトにアクセスしたときに発生し、アプリケーションのダウ
ンローダが本物の脆弱性を通してコンピュータにインストールされます。
Symantec Endpoint Protection がウイルスまたはセキュリティリスクを検出したときに実行する処理を変更できま
す。Windows クライアントの場合、セキュリティリスクのカテゴリは動的であり、シマンテック社がリスクに関する情
報を収集するため、時間とともに変化します。次のサイトを参照してください。
検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更
特定のウイルスおよびセキュリティリスクについての情報は、シマンテックセキュリティレスポンスの Web サイトで参
照できます。
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Table 107: ウイルスとセキュリティリスク
リスク

説明

ウイルス

実行時に自身のコピーを別のコンピュータプログラムまたはファイルに添付するプログラムまたはコード。感
染したプログラムを実行すると、添付されたウイルスプログラムがアクティブになり、自身を他のプログラム
やファイルに添付します。
ウイルスのカテゴリには、次の種類の脅威が含まれます。
• 悪意のあるインターネットボット
インターネット介して自動化されたタスクを実行するプログラム。ボットは、コンピュータへの攻撃を自
動化したり、Web サイトから情報を収集したりする目的で使用できます。
• ワーム
他のプログラムに影響を与えることなく複製されるプログラム。ワームには、ディスク間で自身をコピー
することで広がるものや、メモリ内で自己複製してコンピュータのパフォーマンスを低下させるものがあ
ります。
• トロイの木馬
ゲームやユーティリティなどの良性なものの中に隠れたプログラム。
• 複合型脅威
ウイルス、ワーム、トロイの木馬、サーバーの特性と、インターネットの脆弱性を利用して攻撃を開始、
伝搬、拡散させるコードが複合された脅威。複合型脅威は複数の方法や技法を使って急速に広がり、広範
な損傷を引き起こします。
• ルートキット
コンピュータのオペレーティングシステムから自身を隠ぺいするプログラム。

アドウェア

何らかの広告コンテンツを配信するプログラム。

cookie

コンピュータまたはユーザーを識別する目的で Web サーバーが Web ブラウザに送るメッセージ。

ダイヤラー

ユーザーの許可なく、またはユーザーが気付かないうちに、コンピュータを使ってインターネット経由でダイ
ヤル Q2 や FTP サイトにダイヤルするプログラム。一般に、課金により利益を得るためにこれらの番号にダイ
ヤルします。

ハッキングツール

コンピュータへの権限のないアクセスを可能にするためにハッカーが使うプログラムです。ハッキングツー
ルの例としては、キーストロークを追跡して記録し、この情報をハッカーに送信するキーロガーがあります。
ハッカーはこの情報を使って、ポートスキャンまたは脆弱性スキャンを実行できます。ハッキングツールは、
ウイルスの作成にも使うことができます。

ジョークプログラム

ユーモラスであったり、怖がらせるように、コンピュータの操作を改変したり妨害したりするプログラム。た
とえば、ジョークプログラムでは、ユーザーが項目を削除しようとすると、ごみ箱がマウスから逃げたりする
ことがあります。

紛らわしいアプリ
ケーション

コンピュータのセキュリティの状態を意図して不正に表現するアプリケーション。これらのアプリケーション
は通常、削除する必要がある偽の感染に関するセキュリティの通知を偽装します。

保護者機能プログラ
ム

コンピュータの使用を監視または制限するプログラム。これらのプログラムは検出されることなく動作する可
能性があり、通常は監視情報を別のコンピュータに伝送します。

リモートアクセスプ
ログラム

インターネット経由で別のコンピュータからのアクセスを可能にし、情報収集、攻撃、ユーザーのコンピュー
タを改変できるようにするプログラム。

セキュリティ評価
ツール

コンピュータへの権限のないアクセスを目的とした情報の収集に使われるプログラム。

スパイウェア

密かにシステムの動作を監視し、パスワードやその他の機密情報を検出して別のコンピュータに中継するスタ
ンドアロンプログラム。

トラックウェア

インターネット上でのユーザーのパスを追跡して、管理者やハッカーのシステムに情報を送信するスタンドア
ロンアプリケーションまたは追加されたアプリケーション。
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Symantec Endpoint Protection がウイルススキャンとスパイウェアスキャンから除外するファイル
とフォルダについて
Symantec Endpoint Protection は特定のサードパーティのアプリケーションや一部のシマンテック製品が存在することを
検出すると、これらのファイルとフォルダのために自動的に除外を作成します。クライアントでは、これらのファイルと
フォルダをすべてのスキャンから除外します。
NOTE
コンピュータ上のセキュリティの脆弱性が大幅に高まる可能性があるため、クライアントがシステムの一時
フォルダをスキャンから除外することはありません。
スキャンパフォーマンスを改善したり、誤認検出を減らしたりするために、例外ポリシーにファイルまたはフォルダの例
外を追加することで、ファイルを除外できます。特定のスキャンに含める拡張子やフォルダも指定できます。
WARNING
スキャンから除外するファイルやフォルダは、ウイルスとセキュリティリスクから保護されません。
クライアントが自動的に作成した除外を表示できます。
Windows レジストリの次の場所を調べます。

• 32 ビットコンピュータでは、HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Symantec\Symantec Endpoint Protection\AV
•

\Exclusions を参照します。
64 ビットコンピュータでは、HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\AV\Exclusions を参照します。
WARNING
このレジストリを直接編集しないでください。
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Table 108: ファイルとフォルダの除外
ファイル

説明

Microsoft Exchange

クライアントソフトウェアは、Microsoft Exchange Server の次のバージョンに対するファイルとフォルダ
のスキャンの除外項目を自動的に作成します。
• Exchange 5.5
• Exchange 6.0
• Exchange 2000
• Exchange 2003
• Exchange 2007
• Exchange 2007 SP1
• Exchange 2010
• Exchange 2013
• Exchange 2016
Exchange 2007 のウイルス対策ソフトウェアとの互換性について詳しくは、ユーザーマニュアルを参照し
てください。環境によっては、Exchange 2007 のフォルダについて、スキャン除外項目を手動で作成する
必要がある場合があります。たとえば、クラスタ化されたサーバー環境では、除外項目をいくつか作成す
る必要があります。
クライアントソフトウェアは、一定の間隔で Microsoft Exchange サーバーのファイルとフォルダの場所
の変更をチェックします。クライアントソフトウェアがすでにインストールされているコンピュータに
Microsoft Exchange サーバーをインストールした場合、クライアントは変更をチェックしたときに除外項
目を作成します。クライアントは、ファイルとフォルダの両方を除外します。除外したフォルダからファ
イルを移動しても、そのファイルは除外されたままになります。
詳細については、以下の記事を参照してください。
Symantec Endpoint Protection が Microsoft Exchange 2007 ディレクトリ構造をスキャンしないように設
定する方法

Microsoft Forefront

クライアントは次の Microsoft Forefront 製品のためにファイルとフォルダの除外を自動的に作成します。
• Forefront Server Security for Exchange
• Forefront Server Security for SharePoint
• Forefront Threat Management Gateway
推奨される除外のリストについては、Microsoft 社の Web サイトを確認してください。
詳細については、以下の記事を参照してください。
Microsoft Forefront 向けに Symantec Endpoint Protection の例外を設定する

Active Directory ドメイン クライアントは、Active Directory ドメインコントローラのデータベース、ログ、作業ファイルに関する
コントローラ
ファイルとフォルダの除外項目を自動的に作成します。クライアントは、クライアントコンピュータにイ
ンストールされているアプリケーションを監視します。このソフトウェアがクライアントコンピュータ上
で Active Directory を検出した場合は、自動的に例外項目が作成されます。
シマンテック製品

クライアントは、特定のシマンテック製品が検出されると、それらに対する適切なファイルとフォルダの
スキャンの除外項目を自動的に作成します。
クライアントソフトウェアでは、次のシマンテック製品について除外項目を自動的に作成します。
• Symantec Mail Security 4.0、4.5、4.6、5.0、6.0 for Microsoft Exchange
• Symantec AVF 3.0 for Microsoft Exchange
• ノートン アンチウイルス 2.x Microsoft Exchange 版
• Symantec Endpoint Protection Manager デフォルトデータベース (Microsoft SQL Server Express また
は埋め込みデータベース) およびログ

ベリタス製品

クライアントは、特定のベリタス製品が検出されると、それらの製品に対する適切なファイルとフォルダ
のスキャン除外項目を自動的に作成します。
• Veritas Backup Exec
• Veritas NetBackup
• Veritas System Recovery
Veritas Netbackup の自動除外のサポートは 8.x で終了しました。

340

ファイル

説明

選択した拡張子と
各種類の管理者定義のスキャンや Auto-Protect では、対象に含めるファイルを拡張子によって選択でき
Microsoft 社関係のフォル ます。管理者定義のスキャンの場合は、対象に含めるファイルをフォルダによって選択することもできま
ダ
す。たとえば、定時スキャンでは特定の拡張子のみをスキャンし、Auto-Protect ではすべての拡張子をス
キャンするように指定できます。
実行可能ファイルと Microsoft Office ファイルの場合には、ウイルスによって拡張子が変更されていても
Auto-Protect がファイルの種類を特定できます。
デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection はすべての拡張子のファイルとフォルダをスキャンしま
す。選択解除した拡張子やフォルダはそのスキャンから除外されます。
どの拡張子についても、それらをスキャンから除外することは推奨されません。しかし、拡張子や
Microsoft 社関係のフォルダによってファイルを除外する場合は、ネットワークに必要な保護のレベルを考
慮してください。クライアントコンピュータがスキャンを完了するために必要とする時間とリソースも考
慮する必要があります。
Note: ファイルシステムの Auto-Protect スキャンから除外した拡張子はすべて、ダウンロードインサイト
からも除外されます。ダウンロードインサイトを実行する場合、スキャンする拡張子のリストに、一般的
なプログラムとデータファイルの拡張子を含める必要があります。.msi ファイルをスキャンすることを確
認する必要もあります。
ファイルとフォルダの例
外

Symantec Endpoint Protection 例外ポリシーを使って、すべてのウイルススキャンとスパイウェアスキャ
ンから除外するファイルまたはフォルダの例外を作成します。
Note: デフォルトでは、クライアントコンピュータのユーザーはファイルとフォルダの例外も作成できま
す。
たとえば、電子メールアプリケーションの受信ボックス用にファイルの除外を作成できます。
クライアントがオンデマンドスキャンまたは定時スキャン中に受信ボックスのファイル内でウイルスを検
出した場合、クライアントは受信ボックス全体を検疫します。そうする代わりに、受信ボックスのファイ
ルを除外する例外を作成できます。ただし、ユーザーが電子メールメッセージを開いたときにクライアン
トがウイルスを検出した場合は、クライアントは今までどおりメッセージを検疫または削除します。

信頼ファイル

ウイルススキャンとスパイウェアスキャンでは Insight が使用されます。これにより、信頼できるファイ
ルがスキャンでスキップされます。スキップするファイルの信頼のレベルを選択することも、オプション
を無効にすることもできます。オプションを無効にすると、スキャン時間が増加することがあります。
Auto-Protect では、Windows Search などの信頼できるプロセスがアクセスするファイルをスキップする
こともできます。

詳しい情報
スキャンからのファイルまたはフォルダの除外

デフォルトのウイルスとスパイウェアの対策ポリシーのスキャン設定について
Symantec Endpoint Protection Manager には 3 つのデフォルト ポリシーが用意されています。

• ウイルスとスパイウェアのバランス型対策ポリシー
• ウイルスとスパイウェアの対策のセキュリティ重視ポリシー
•

セキュリティ重視のポリシーは、すべての事前設定済みのポリシーでもっとも厳格なものです。これによって、その
他のアプリケーションのパフォーマンスに影響する可能性があることに留意してください。
ウイルスとスパイウェアの対策のパフォーマンス重視ポリシー
パフォーマンス重視のポリシーでは、セキュリティ重視のポリシーよりもパフォーマンスは向上しますが、同じ保全
は得られません。この場合、ポリシーは主に Auto-Protect を使って、選択した拡張子を持つファイルをスキャンし、
脅威を検出します。

基本のウイルスとスパイウェアの対策ポリシーは、セキュリティとパフォーマンスをほどよくバランスさせたものです。
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Table 109: ウイルスとスパイウェアのバランス型対策ポリシーのスキャン設定
設定

説明

ファイルシステムに 有効
対する Auto-Protect ダウンロードインサイトの悪質なファイルの感度はレベル 5 に設定されます。
ダウンロードインサイトでの未確認ファイルの処理は［無視］です。
Auto-Protect には次の設定が含まれています。
• ウイルスとセキュリティリスクがないかすべてのファイルをスキャンします。
• セキュリティリスクのインストールを遮断します。
• ウイルスに感染したファイルをクリーニングします。修復する前にファイルをバックアップします。クリー
ニングできないファイルを検疫します。
• セキュリティリスクがあるファイルを検疫します。検疫できないファイルをログに記録します。
• ブートウイルスがないかすべてのフロッピーディスクを調べます。ブートウイルスをログに記録します。
• ウイルスとセキュリティリスクについてコンピュータのユーザーに通知します。
電子メールに対する 有効
Auto-Protect
他の種類の Auto-Protect には次の設定が含まれています。
• 圧縮ファイルの内部にあるファイルを含め、すべてのファイルをスキャンします。
• ウイルスに感染したファイルをクリーニングします。クリーニングできないファイルを検疫します。
• セキュリティリスクがあるファイルを検疫します。検疫できないファイルをログに記録します。
• 検出されたウイルスとセキュリティリスクについてのメッセージをコンピュータのユーザーに送信します。
SONAR

有効
• 高危険度のヒューリスティック検出は検疫されます。
• 低危険度のヒューリスティック検出はログに記録します。
• 拡張モードは無効にされます。
• ［検出時に警告を表示する］は有効になります。
• システム変更検出の処理は［無視］に設定されます。
• 疑わしい動作の検出では、高危険度の脅威が遮断され、低危険度の脅威は無視されます。

管理者定義のスキャ 定時スキャンには次のデフォルトの設定が含まれています。
ン
• アクティブスキャンを毎日午後 12 時 30 分に実行します。スキャンはランダム化されます。
• 圧縮ファイルに含まれるファイルを含め、すべてのファイルとフォルダをスキャンします。
• メモリ、一般的な感染場所、既知のウイルスやセキュリティリスクの場所をスキャンします。
• ウイルスに感染したファイルをクリーニングします。修復する前にファイルをバックアップします。クリー
ニングできないファイルを検疫します。
• セキュリティリスクがあるファイルを検疫します。検疫できないファイルをログに記録します。
• 3 日以内の未実行のスキャンを再試行します。
オンデマンドスキャンは次の保護を提供します。
• 圧縮ファイルに含まれるファイルを含め、すべてのファイルとフォルダをスキャンします。
• メモリと一般的な感染場所をスキャンします。
• ウイルスに感染したファイルをクリーニングします。修復する前にファイルをバックアップします。クリー
ニングできないファイルを検疫します。
• セキュリティリスクがあるファイルを検疫します。検疫できないファイルをログに記録します。

デフォルトのウイルスとスパイウェアのセキュリティ重視ポリシーは、高レベルのセキュリティを提供し、ウイルスと
スパイウェアの対策ポリシーに含まれる設定の多くを含んでいます。このポリシーでは強化されたスキャンが提供されま
す。
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Table 110: ウイルスとスパイウェアの対策のセキュリティ重視ポリシーの設定
設定

説明

ファイルシステムと ウイルスとスパイウェアのバランス型対策ポリシーと同様です。
電子メールに対する Auto-Protect はリモートコンピュータ上のファイルも検査します。
Auto-Protect
SONAR

ウイルスとスパイウェアのバランス型対策ポリシーと同様ですが、次の点が違います。
• システム変更イベントを遮断します。

グローバル設定

Bloodhound は［拡張］に設定されます。
Note: ［拡張］オプションでは、おそらくより多くの誤検知が生成されます。このオプションは詳しい知識のあ
るユーザーにのみお勧めします。

デフォルトのウイルスとスパイウェアの対策のパフォーマンス重視ポリシーは、高レベルのパフォーマンスを提供しま
す。このポリシーには、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーにある設定の多くが含まれます。このポリシーではセ
キュリティは低下します。
Table 111: ウイルスとスパイウェアの対策のパフォーマンス重視ポリシーの設定
設定

説明

ファイルシステムに対する Auto-Protect

ウイルスとスパイウェアのバランス型対策ポリシーと同様です
が、次の点が違います。
• ダウンロードインサイトの悪質なファイルの感度はレベル 1
に設定されます。

Microsoft Outlook Auto-Protect
インターネット電子メール Auto-Protect*
Lotus Notes Auto-Protect*
* 14.2 RU1 より前のクライアントバージョンでのみ利用可能

無効

SONAR

ウイルスとスパイウェアのバランス型対策ポリシーと同様です
が、次の点が違います。
• システム変更イベントは無視します。
• 動作ポリシーエンフォースメントのイベントは無視します。

管理者定義のスキャン

ウイルスとスパイウェアのバランス型対策ポリシーと同様です。

Symantec Endpoint Protection がウイルスとセキュリティリスクの検出を処理する方法
Symantec Endpoint Protection はデフォルトの処理を使ってウイルスとセキュリティリスクの検出を処理します。デフォ
ルトの一部は変更できます。
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Table 112: Symantec Endpoint Protection がウイルスとセキュリティリスクの検出を処理する方法
検出

説明

ウイルス

デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection クライアントはまずウイルスに感染したファイルをク
リーニングしようと試みます。
クライアントソフトウェアがファイルをクリーニングできない場合は次の処理を実行します。
• ファイルを感染コンピュータ上の［検疫］に移動する
• ファイルへのアクセスを拒否する
• イベントをログに記録する

セキュリティリスク

デフォルトでは、クライアントはセキュリティリスクに感染したすべてのファイルを感染コンピュータの
［検疫］に移動します。また、リスクの副作用の削除または修復も試みます。
セキュリティリスクの検疫と修復ができない場合、第 2 の処理はリスクをログに記録することです。
デフォルトでは、［検疫］にはクライアントが実行したすべての処理の記録が格納されます。クライアン
トが削除と修復を試みる前の状態にクライアントコンピュータを戻すことができます。

SONAR による検出は、疑わしいイベントと見なされます。これらの検出の処理は SONAR 設定の一部として設定しま
す。次のサイトを参照してください。
SONAR の管理
Windows クライアントと Linux クライアントの場合、リスクを見つけたときに Symantec Endpoint Protection が実行す
る第 1 と第 2 の処理を割り当てることができます。ウイルスとセキュリティリスクには異なる処理を設定できます。定
時スキャン、オンデマンドスキャン、Auto-Protect スキャンのそれぞれに異なる処理を適用できます。
14.3 RU1 以降、Linux クライアントの検出用の処理の設定は非推奨になりました。
NOTE
cookie をログに記録することを指定しない限り、危険な cookie は常に削除されます。cookie に対しては［削
除］、［放置する (ログのみ)］のいずれかの 1 つの処理のみを指定できます。
NOTE
Windows クライアントでは、セキュリティリスクの検出の種類のリストは動的であり、シマンテック社が新し
いカテゴリを発見すると変更されます。新しいカテゴリは、新しい定義の受信時にコンソールまたはクライア
ントコンピュータにダウンロードされます。
Mac クライアントの場合、見つけた感染ファイルを Symantec Endpoint Protection で修復するかどうかを指定できま
す。Symantec Endpoint Protection で修復できない感染ファイルを検疫に移動するかどうかも指定できます。定時スキャ
ン、オンデマンドスキャン、Auto-Protect スキャンのそれぞれに異なる処理を適用できます。
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアント用の検疫の管理

Windows 8 コンピュータでの検出に対する Symantec Endpoint Protection の処理方式
Symantec Endpoint Protection は、Windows 8 形式のユーザーインターフェースと、Windows 8 デスクトップの両方を
保護します。ただし、Windows 8 形式のアプリケーションやファイルに関連した検出に対する処理は、他の検出に対す
る処理とは異なる方式で機能します。
Windows 8 形式のユーザーインターフェース上にホストされるアプリケーションは、オペレーティングシステムの他の
プロセスから検疫されたコンテナ内で実装されます。Symantec Endpoint Protection は、Windows 8 形式アプリケーショ
ンまたはファイルに影響する検出に対し、クリーニングや検疫を行いません。これらのアプリケーションとファイルに関
連する検出に対しては、Symantec Endpoint Protection は削除するか、ログに記録するのみです。
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Windows 8 形式のアプリケーションとファイルに関連しない検出に対しては、Symantec Endpoint Protection は他の
Windows オペレーティングシステムで通常行われるように、検疫して修復することが可能です。
ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーの処理を設定したり、レポートを実行する場合には、この違いを考慮してくださ
い。次のサイトを参照してください。

• Windows 8 クライアントで表示されるポップアップ通知について
• Symantec Endpoint Protection がウイルスとセキュリティリスクの検出を処理する方法

Windows コンピュータで実行される定時スキャンの設定
定時スキャンは、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーの一部として設定します。
ネットワークセキュリティの Windows コンピュータに定時スキャンを設定するときは次の重要な点を考慮してくださ
い。
複数の同時スキャンが順
次実行される

複数のスキャンを同じコンピュータ上で実行するようにスケジュール設定し、スキャンが同時に始まる場
合には、スキャンは順次実行されます。1 つのスキャンが終わってから次のスキャンが始まります。たと
えば、同じコンピュータ上で 3 つの別々のスキャンが午後 1 時に実行されるように設定するとします。
それぞれのスキャンで別のドライブをスキャンします。1 つのスキャンがドライブ C、2 つ目のスキャン
がドライブ D、3 つ目のスキャンがドライブ E をスキャンします。この例では、ドライブ C、D、E をス
キャンする 1 つの定時スキャンを作成するほうがよいでしょう。

未実行の定時スキャンが
実行されない可能性があ
る

定時スキャンが何らかの理由で実行されなかった場合、デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection
は、そのスキャンが開始するまで、または指定された時間間隔が経過するまで、スキャンを実行しよう
とします。Symantec Endpoint Protection が未実行のスキャンを試行期間内に開始できない場合、そのス
キャンは実行されません。

定時スキャンの時間が変
わる可能性がある

スキャン期間または未実行の定時スキャン設定が原因で、前回のスキャンが別の時刻に実行された場
合、Symantec Endpoint Protection は設定された時刻を使わないことがあります。たとえば、週ごとのス
キャンを毎週日曜日の深夜に実行し、再試行間隔を 1 日に設定したとします。スキャンが実行されず、コ
ンピュータを月曜日の午前 6 時に起動した場合は午前 6 時にスキャンが実行されます。次のスキャンは、
次の日曜日の深夜ではなく、月曜日から 1 週間後の午前 6 時に実行されます。
コンピュータが火曜日の午前 6 時まで再起動されなかった場合は、再試行間隔が 2 日を超えるた
め、Symantec Endpoint Protection はスキャンを再試行しません。次の日曜日の深夜までスキャンの実行
を待機します。
どちらの場合も、スキャン開始時刻をランダム化した場合は、スキャンの前回の実行時刻が変わることが
あります。

NOTE
Windows 設定には、他のオペレーティングシステムで実行されるクライアントでは利用できないオプションが
含まれています。
この手順で使うオプションについて詳しくは［ヘルプ］を参照してください。
Windows コンピュータで実行される定時スキャンを設定するには
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1. コンソールで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［Windows の設定］で、［管理者定義のスキャン］をクリックします。
3. ［スキャン］タブの［定時スキャン］で、［追加］をクリックします。
4. ［定時スキャンの追加］ダイアログボックスで、［新しい定時スキャンを作成する］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
6. ［定時スキャンの追加］ダイアログボックスの［スキャンの詳細］タブで、追加する定時スキャンの名前と説明を入
力します。
7. ［アクティブスキャン］、［完全スキャン］、［カスタムスキャン］のいずれかをクリックします。
8. ［カスタム］を選択した場合、［スキャン］で、スキャンするフォルダを指定できます。
9. ［ファイルの種類］で、［すべてのファイルをスキャンする］または［選択した拡張子のみをスキャンする］をク
リックします。
NOTE
定時スキャンでは、［スキャンの拡張オプション］で［圧縮ファイル内部のファイルをスキャンする］オプ
ションを無効にしない限り、またはコンテナファイル拡張子用の特定の例外を作成しない限り、コンテナ
ファイルが常にスキャンされます。
10. ［次の項目を調べることによってスキャンを拡張］で、［メモリ］、［感染しやすい場所］、［既知のウイルスやセ
キュリティリスクの場所］にチェックマークを付けるかはずします。
11. ［スケジュール］タブの［スキャンスケジュール］で、スキャンを実行する頻度と時刻を設定します。
［未実行の定時スキャン］の再試行の設定は、［日単位］、［週単位］、［月単位］のどれを選択したかに応じて自
動的に変化します。
12. ［未実行の定時スキャン］では、未実行のスキャンを実行するオプションを無効にするか、再試行間隔を変更できま
す。
スキャンが一時停止するまでの、最長のスキャン期間も指定できます。また、スキャンの開始時間をランダム化でき
ます。
13. このスキャンをテンプレートとして保存する場合は、［複製を定時スキャンテンプレートとして保存する］にチェッ
クマークを付けます。
14. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• クライアントコンピュータでのスキャンの管理
• Windows コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタマイズ
• Windows クライアントと Linux クライアントのウイルススキャンとスパイウェアスキャンからファイル拡張子を除外
する

Mac コンピュータで実行される定時スキャンの設定
定時スキャンは、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーの一部として設定します。次のサイトを参照してください。

• クライアントコンピュータでのスキャンの管理
• Mac コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタマイズ
NOTE
Mac 設定には、Windows で実行されるクライアントで利用できるオプションの一部が含まれていません。
Mac コンピュータで実行される定時スキャンを設定するには
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1. コンソールで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［Mac の設定］で、［管理者定義のスキャン］をクリックします。
3. ［スキャン］タブの［定時スキャン］で、［追加］をクリックします。
4. ［定時スキャンの追加］ダイアログボックスで、［新しい定時スキャンを作成する］をクリックしてから［OK］を
クリックします。
5. ［定時スキャンの追加］ダイアログボックスの［スキャンの詳細］タブで、スキャンの名前と説明を入力します。
6. ［ドライブとフォルダをスキャン］で、スキャンする項目を指定します。
7. ［スケジュール］タブの［スキャンスケジュール］で、スキャンを実行する頻度と時刻を設定します。
NOTE
定時スキャンを 1 日に 2 回以上実行することは推奨されません。スキャンの頻度を増やしたり、複数の定
時スキャンを設定したりすると、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。
8. このスキャンをテンプレートとして保存する場合は、［複製を定時スキャンテンプレートとして保存する］にチェッ
クマークを付けます。
9. ［OK］をクリックします。

Linux コンピュータで実行する定時スキャンの設定
定時スキャンは、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーの一部として設定します。
Linux コンピュータで実行する定時スキャンを設定するには
1. コンソールで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［Linux の設定］で、［管理者定義のスキャン］をクリックします。
3. ［スキャン］タブの［定時スキャン］で、［追加］をクリックします。
4. ［定時スキャンの追加］ダイアログボックスで、［定時スキャンの追加］をクリックします。
5. ［定時スキャンの追加］ダイアログボックスの［スキャンの詳細］タブで、追加する定時スキャンの名前と説明を入
力します。
6. ［フォルダの種類］で、［すべてのフォルダをスキャン］をクリックするかまたはスキャンするフォルダを指定しま
す。
7. ［ファイルの種類］で、［すべてのファイルをスキャンする］または［選択した拡張子のみをスキャンする］をク
リックします。
14.3 RU1 以降、［選択した拡張子のみをスキャンする］オプションは利用できません。
NOTE
［圧縮ファイル内部のファイルをスキャンする］オプションを無効にするか、またはコンテナファイル拡張
子に特定の例外を作成しないと、定時スキャンはコンテナファイルを常にスキャンします。
8. ［追加オプション］で、［セキュリティリスクをスキャンする］にチェックマークを付けるか、またはチェックマー
クをはずします。
9. ［スケジュール］タブの［スキャンスケジュール］で、スキャンを実行する頻度と時刻を設定します。
［未実行の定時スキャン］の再試行の設定は、［日単位］、［週単位］、［月単位］のどれを選択したかに応じて自
動的に変化します。
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10. ［未実行の定時スキャン］では、未実行のスキャンを実行するオプションを無効にするか、再試行間隔を変更できま
す。
11. このスキャンをテンプレートとして保存する場合は、［複製を定時スキャンテンプレートとして保存する］にチェッ
クマークを付けます。
12. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
クライアントコンピュータでのスキャンの管理

クライアントコンピュータでのオンデマンドスキャンの実行
リモートの管理コンソールから、クライアントコンピュータで手動でのスキャン、つまりオンデマンドスキャンを実行で
きます。クライアントコンピュータに対するウイルス攻撃とスパイウェア攻撃を防止して処理する戦略の一部として、オ
ンデマンドスキャンを実行することを推奨します。
デフォルトでは、アクティブスキャンは定義の更新後、自動的に実行されます。完全スキャンまたはカスタムスキャンと
してオンデマンドスキャンを設定し、その後、より広範なスキャンのオンデマンドスキャンを実行できます。
オンデマンドスキャンの設定は、定時スキャンの設定に類似しています。
Windows クライアントコンピュータの場合は、オンデマンドでアクティブスキャン、完全スキャン、カスタムスキャン
を実行できます。Mac クライアントコンピュータと Linux クライアントコンピュータの場合は、カスタムオンデマンド
スキャンのみ実行できます。
カスタムスキャンでは、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーでオンデマンドスキャン用に設定した設定が使われま
す。
NOTE
オンデマンドスキャンを実行しているクライアントコンピュータで再起動コマンドを発行した場合、スキャン
は停止し、クライアントコンピュータが再起動します。スキャンは再開されません。
オンデマンドスキャンは、コンピュータ状態ログまたはコンソールの［クライアント］タブから実行できます。
コンピュータ状態ログからは、選択されたクライアントに対して進行中のスキャンとキューに入っているスキャンをすべ
てキャンセルできます。コマンドを確認すると、テーブルが更新され、コマンド状態テーブルにキャンセルコマンドが追
加されます。
クライアントコンピュータでオンデマンドスキャンを実行するには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］で、スキャンするグループまたはクライアントを右クリックします。
3. 次のいずれかの処理を実行します。

• ［グループでコマンドを実行］>［スキャン］を選択します。
• ［コンピュータでコマンドを実行］>［スキャン］を選択します。
［コンテンツの更新とスキャン］をクリックして 1 つの手順で定義を更新してスキャンを実行します。
4. Windows クライアントの場合、［アクティブスキャン］、［完全スキャン］、［カスタムスキャン］のいずれかを選
択し、［OK］をクリックします。
詳しい情報

•
•
•
•

クライアントコンピュータでのスキャンの管理
クライアントコンピュータに対するウイルスとスパイウェアの攻撃の防止と処理
コンソールを使った、クライアントコンピュータでのコマンドの実行
クライアントコンピュータで実行できるコマンドについて
348

スキャンの調整によるクライアントコンピュータパフォーマンスの改善
デフォルトでは、クライアントコンピュータのリソースに対する影響が最小限になるようにウイルスとスパイウェアのス
キャンが行われます。いくつかのスキャン設定を変更するとパフォーマンスをさらに最適化できます。ここで推奨するタ
スクの多くは、仮想コンピュータ（VM）のゲストオペレーティングシステムで Symantec Endpoint Protection を実行す
る環境で有用です。
Table 113: スキャンの調整による Windows コンピュータでのパフォーマンスの改善
タスク

説明

定時スキャンとオンデマンド 定時スキャンとオンデマンドスキャンについて、次のオプションを調整できます。
スキャンの調整オプションと • 調整オプションの変更
圧縮ファイルオプションを修
スキャン調整を［アプリケーションに最適なパフォーマンス］に変更できます。この設定でスキャ
正する
ンを設定すると、スキャンを開始することはできますが、クライアントコンピュータがアイドルの
ときだけ実行されます。新しい定義を受信したときにアクティブスキャンが実行されるように設定
しても、ユーザーがコンピュータを使っている場合、スキャンは最大 15 分間実行されないことが
あります。
• 圧縮ファイルをスキャンするレベル数の変更
デフォルトのレベルは 3 です。スキャン時間を減らすためにレベルを 1 や 2 に変更したいことが
あります。
詳細については、次を参照してください。
Windows コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタマイズ
再開可能スキャンの使用

大容量のボリュームを持つネットワーク内のコンピュータの場合、定時スキャンは再開可能スキャン
として設定できます。
スキャン期間オプションにより、スキャンを実行する期間を指定できます。スキャンが指定した期間
の終りまでに完了しない場合、次の定時スキャン期間になったときにスキャンが再開されます。ボ
リューム全体がスキャンされるまで、スキャンは停止した場所で再開されます。通常、スキャン期間
のオプションはサーバーで使います。
Note: コンピュータが感染したことが疑われる場合は、再開可能スキャンを使わないでください。コン
ピュータ全体をスキャンするまで実行される完全スキャンを実行してください。指定した期間より前
にスキャンが完了できる場合も再開可能スキャンを使わないでください。
詳細については、次を参照してください。
Windows コンピュータで実行される定時スキャンの設定

Auto-Protect 設定を調整する ファイルシステムの自動保護スキャンの一部の設定を調整できます。それらの設定により、クライア
ントコンピュータのパフォーマンスが改善されることがあります。
次のオプションを設定できます。
• ファイルキャッシュ
ファイルキャッシュが有効になっていることを確認してください (デフォルトは有効)。ファイル
キャッシュを有効にすると、Auto-Protect はスキャンした未感染のファイルを記憶し、それらの
ファイルを再スキャンしません。
• ネットワークの設定
リモートコンピュータの自動保護スキャンが有効になっている場合は、［ファイルの実行時の
み］を有効になっていることを確認してください。
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ
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タスク

説明

すべてのスキャンで信頼ファ ウイルススキャンとスパイウェアスキャンには、信頼できるファイルをスキップするインサイトと呼
イルのスキップを許可する
ばれるオプションがあります。デフォルトでは、インサイトは有効にされます。
スキャンでスキップするファイルの種類の信頼レベルを変更できます。
• シマンテック信頼とコミュニティ信頼
このレベルでは、シマンテック社とシマンテック製品コミュニティが信頼するファイルをスキップ
します。
• シマンテック信頼
このレベルでは、シマンテック社が信頼するファイルのみスキップします。
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアントのグローバルなスキャン設定の修正
定時スキャンをランダム化す 複数の仮想マシン (VM) が配備される仮想化された環境では、同時スキャンによってリソースの問題が
る
発生します。たとえば、単一サーバーで 100 以上の VM を実行することがあります。それらの VM に
対して同時スキャンが発生するとサーバーのリソースが使い果たされます。
スキャンをランダム化すれば、サーバーへの影響を限定できます。次のサイトを参照してください。
スキャンのランダム化による Windows クライアントの仮想化環境でのコンピュータパフォーマンスの
向上
仮想化された環境で Shared
Insight Cache を使う

共有インサイトキャッシュにより、Symantec Endpoint Protection がクリーンであると判断したファイ
ルを再スキャンする必要がなくなります。
共有インサイトキャッシュをクライアントコンピュータで定時スキャンと手動スキャンに使用でき
ます。共有インサイトキャッシュは、サーバーまたは仮想化環境にインストールする独立したアプリ
ケーションです。次のサイトを参照してください。
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュの使用の有効化

早期起動マルウェア対策
Symantec Endpoint Protection ELAM は、Windows の ELAM と連携して、悪意のある起動時のドライ
(ELAM) の検出を無効化する バからの保護を提供します。次のサイトを参照してください。
早期起動マルウェア対策 (ELAM) の検出の管理

Table 114: スキャンの調整による Mac コンピュータでのパフォーマンスの改善
タスク

説明

アイドルタイムスキャンを有 Mac コンピュータで実行されるクライアントでの定時スキャンに適用されます。
効にする
このオプションは、コンピュータがアイドル状態の間だけ定時スキャンを実行するように設定しま
す。次のサイトを参照してください。
Mac コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタマイズ
圧縮ファイルの設定を修正す Auto-Protect スキャンとオンデマンドスキャンに適用されます。
る
オプションの有効と無効は切り替え可能ですが、スキャンする圧縮ファイルのレベルは指定できませ
ん。次のサイトを参照してください。
Mac クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ

Table 115: スキャンの調整による Linux コンピュータでのパフォーマンスの改善
タスク

説明

フォルダの種類別スキャン

デフォルトでは全種類のフォルダをスキャンします。Root、Home、Bin、Usr、Etc、Opt を指定でき
ます。フォルダが安全であることがわかっている場合、リストのチェックマークを外すことができま
す。

ファイルの種類別スキャン

デフォルトでは全ファイルをスキャンします。特定の拡張子が安全であることがわかっている場合、
リストからそれを削除できます。

圧縮ファイル内部のファイル 圧縮ファイル内のスキャンを最大 3 つのレベルまで拡大できます。スキャン時間を減らすためにレベ
をスキャンする
ルを 1 や 2 に変更したいことがあります。
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タスク

説明

セキュリティリスクをスキャ セキュリティリスクをスキャンするかどうかを選択できます。セキュリティリスクは LiveUpdate 経由
ンする
で更新されます。セキュリティリスクのスキャンを行うと、スキャンの速度が低下しますが、セキュ
リティが向上します。デフォルトでは、セキュリティリスクのスキャンが実行されます。コンピュー
タのパフォーマンスを改善するには、このオプションのチェックマークをはずします。

詳しい情報
クライアントコンピュータでのスキャンの管理

スキャンの調整によるクライアントコンピュータでの保護の強化
Symantec Endpoint Protection はデフォルトで、高レベルのセキュリティを提供します。保護をさらに強化することがで
きます。
設定は、Windows コンピュータで実行されるクライアントと Mac および Linux コンピュータで実行されるクライアント
では異なります。
NOTE
クライアントコンピュータで保護を強化すると、コンピュータのパフォーマンスに影響することがあります。
Table 116: スキャンの調整による Windows コンピュータでの保護の強化
タスク
スキャン設定をロックする

説明
一部の設定はデフォルトでロックされています。ユーザーがコンピュータでの保護を変更できないよ
うに、その他の設定をロックできます。

管理者定義のスキャンの設定 次のオプションを調査または修正する必要があります。
を修正する
• スキャンパフォーマンス
スキャン調整を［スキャンに最適なパフォーマンス］に設定します。ただし、この設定はクライア
ントコンピュータのパフォーマンスに影響することがあります。スキャンはコンピュータがアイド
ル状態でなくても実行されます。
• 定時スキャンの期間
デフォルトでは、定時スキャンは指定された期間の終りまで実行され、その後、クライアントコン
ピュータがアイドル状態になったときに再開されます。このスキャン期間を［完了するまでスキャ
ン］に設定することができます。
• Warning! インサイトルックアップが有効になっていることを確認してください。インサイトルッ
クアップを無効にすると、クラウド保護が完全に無効になります。定時スキャンとオンデマンド
スキャンでは、常にクラウドを使用してポータル ファイルを評価します。Auto-Protect もポータル
ファイルを評価するのにクラウドを使います。
詳細については、次を参照してください。
• Windows コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタマイズ
• Windows クライアントがクラウドから定義を受け取る方法
より厳しいスキャン検出の処 検出のために［検疫］、［削除］、［終了］の処理を指定します。
理を指定する
Note: セキュリティリスクの検出に対して［削除］や［終了］を使うときは注意してください。この処
理によって、一部の正当なアプリケーションが機能を失うことがあります。
詳細については、次を参照してください。
検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更
Bloodhound による保護のレ Bloodhound は、ウイルスのような動作を検出するため、ファイルの論理的な領域を見つけて隔離しま
ベルを上げる
す。検出レベルを［自動］から［拡張］に変更すると、コンピュータでの保護を強化できます。ただ
し［拡張］設定では、おそらくより多くの誤認が生成されます。次のサイトを参照してください。
Windows クライアントのグローバルなスキャン設定の修正
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タスク

説明

Auto-Protect 設定を調整する 変更できるオプションは次のとおりです。
• ファイルキャッシュ
Auto-Protect が適切なファイルを再スキャンするようにファイルキャッシュを無効にできます。
• ネットワークの設定
デフォルトでは、ネットワークドライブ上のファイルは実行時にのみスキャンされます。
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ

Table 117: スキャンの調整による Mac および Linux コンピュータでの保護の強化
タスク

説明

スキャンのための圧縮ファイ デフォルトでは、圧縮ファイルを 3 つのレベルの深さでスキャンします。防御力を上げるには 3 つの
ルオプションの変更
レベルのままにするか、それより低いレベルであれば 3 つに変更します。次のサイトを参照してくだ
さい。
• Mac コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタマイズ
• Linux コンピュータで実行するクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタマイズ
Auto-Protect の設定をロック 一部の設定はデフォルトでロックされています。ユーザーがコンピュータでの保護を変更できない
する
ように、その他の設定をロックできます。Mac クライアントおよび Linux クライアントで、［AutoProtect を有効にする］をクリックし、ロックアイコンをクリックして設定をロックします。次のサイ
トを参照してください。
• Mac クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ
• Linux クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ
より厳しいスキャン検出の処 検出に対して［検疫］または［削除］（Linux のみ）処理を指定します。
理を指定する
14.3 RU1 以降、Linux クライアントの検出用の処理の設定は非推奨になりました。
Note: セキュリティリスクの検出に［削除］を使うときは注意してください。この処理によって、一部
の正当なアプリケーションが機能を失うことがあります。
詳細については、次を参照してください。
検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更

ダウンロードインサイト検出の管理
Auto-Protect には、ユーザーが Web ブラウザ、テキストメッセージクライアント、その他のポータルを通してダウン
ロードを試みたファイルを検査する、ダウンロードインサイトと呼ばれる機能が含まれています。
サポート対象のポータルには、Internet Explorer、Firefox、Microsoft Outlook、Outlook Express、Google
Chrome、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger が含まれます。
ダウンロードインサイトは、ファイルの評価についての証拠に基づいて、ダウンロードされたファイルがリスクである
可能性があることを判断します。ダウンロードインサイトは Windows コンピュータで実行されるクライアントでのみサ
ポートされます。
NOTE
電子メールの Auto-Protect をクライアントコンピュータにインストールした場合、Auto-Protect はユーザーが
電子メールの添付ファイルとして受信したファイルもスキャンします。
詳細については、次を参照してください。
クライアントコンピュータでのスキャンの管理
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Table 118: ダウンロードインサイト検出の管理
タスク
ダウンロードインサイトが
どのように評価情報を使って
ファイルに関する決定を下す
かを学習する

説明
ダウンロードインサイトは、ダウンロードされたファイルについて決定を下すときに評価情報のみ
を使います。決定を下すためにシグネチャやヒューリスティックを使いません。ダウンロードイン
サイトは、ユーザーがファイルを開いたとき、または実行するときに、ファイルスキャン、AutoProtect、SONAR にファイルのスキャンを許可します。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection が Symantec Insight を使ってファイルに関する決定を下す方法

ダウンロードリスク分布の
ダウンロードリスク分布のレポートを使って、ダウンロードインサイトがクライアントコンピュータ
レポートを表示して、ダウン で検出したファイルを表示できます。レポートは URL、Web ドメイン、アプリケーションのいずれか
ロードインサイト検出を表示 でソートできます。検出されたファイルをユーザーが許可したかどうかも確認できます。
する
Note: ダウンロードインサイトによる検出のリスクの詳細には、ダウンロードを試みた最初のポータ
ルアプリケーションのみが表示されます。たとえば、ユーザーが Internet Explorer を使って、ダウン
ロードインサイトが検出したファイルのダウンロードを試みたとします。次にユーザーが Firefox を
使ってこのファイルのダウンロードを試みると、リスクの詳細には、ポータルとして Internet Explorer
が表示されます。
レポートに表示されるユーザー許可ファイルは、誤認検出を示している場合があります。
新しいユーザー許可ダウンロードに関する電子メール通知を受信するように指定することもできま
す。次のサイトを参照してください。
管理者通知の設定
ユーザーは、検出に対する通知に応答することによりファイルを許可できます。
管理者は Symantec Endpoint Protection Manager が生成し、電子メールで送信する週次レポートの一
部としてレポートを受信します。電子メールアドレスは、インストール時に管理者用に指定済みであ
るか、管理者のプロパティの一部として設定済みであるはずです。レポートはコンソールの［レポー
ト］タブから生成することもできます。次のサイトを参照してください。
クイックレポートの実行とカスタマイズ
特定のファイルまたは Web
ドメインの例外を作成する

ユーザーがダウンロードするアプリケーションの例外を作成できます。信頼に値すると信じる特定の
Web ドメインの例外も作成できます。次のサイトを参照してください。
• Symantec Endpoint Protection が Windows クライアントの監視対象アプリケーションを処理する
方法を指定する
• Windows クライアントのスキャンからの信頼できる Web ドメインの除外
Note: クライアントコンピュータで、認証が必要なプロキシを使用する場合、シマンテック URL に信
頼できる Web ドメイン例外を指定する必要があります。例外により、クライアントコンピュータは
Symantec Insight と他の重要なシマンテック社のサイトと通信できます。
推奨される例外については、次の記事を参照してください。
• ライセンスサーバーやダウンロードインサイトサーバーへの接続をテストする方法
• SEP で Symantec のレピュテーションサーバおよびライセンシングサーバと通信するために推奨
されるプロキシサーバの Web ドメイン除外指定について
デフォルトでは、ダウンロードインサイトは、ユーザーが信頼できるインターネットサイトまたはイ
ントラネットサイトからダウンロードするファイルを検査しません。Windows の［コントロールパネ
ル］、［インターネットオプション］、［セキュリティ］タブで、信頼済みサイトと信頼済みローカ
ルイントラネットサイトを設定します。［イントラネット Web サイトからダウンロードしたファイル
を自動的に信頼する］オプションが有効になっている場合、Symantec Endpoint Protection はリストに
含まれる任意のサイトからユーザーがダウンロードするファイルを許可します。
Symantec Endpoint Protection は、ユーザーがログオンするときと、4 時間ごとに、インターネットオ
プションの信頼できるサイトのリストの更新を確認します。
Note: ダウンロードインサイトは明示的に設定された信頼できるサイトのみを認識します。ワイルド
カードは許可されますが、ルーティング不可能な IP アドレス範囲はサポートされません。たとえば、
ダウンロードインサイトは 10.*.*.* を信頼済みサイトとして認識しません。また、ダウンロードインサ
イトは、［インターネットオプション］、［セキュリティ］、［イントラネットのネットワークを自
動的に検出する］オプションによって発見されるサイトをサポートしません。
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タスク

説明

Insight ルックアップが有効 ダウンロードインサイトでは、ファイルに関する決定を下すために Symantec Insight からの評価デー
になっていることを確認する タが必要です。Insight ルックアップを無効にすると、ダウンロードインサイトは実行されますが、評
価が最悪のファイルのみが検出されます。Insight ルックアップはデフォルトでは有効になっていま
す。次のサイトを参照してください。
ダウンロードインサイトの設定のカスタマイズ
ダウンロードインサイトの設 次の理由でダウンロードインサイトの設定をカスタマイズしたい場合があります。
定のカスタマイズ
• ダウンロードインサイト検出の数を増加または減少させます。
悪質なファイルの感度スライダーを調整し、検出数を増加または減少させることができます。ダウ
ンロードインサイトは低い感度レベルでは、より少ない数のファイルを悪質だと検出し、より多く
のファイルを未確認として検出します。検出が少ないと誤認検出となります。
ダウンロードインサイトは高い感度レベルでは、より多くのファイルを悪質だと検出し、より少な
いファイルを未確認として検出します。検出が多いと誤認検出となります。
• 悪質なファイルや未確認ファイルの検出の処理を変更します。
ダウンロードインサイトが悪質なファイルや未確認ファイルを処理する方法を変更できます。指定
した処理は、検出だけでなく、ユーザーが検出を操作できるかどうかにも影響を与えます。
たとえば、未確認ファイルの処理を［無視］に変更できます。その後ダウンロードインサイトは未
確認ファイルを常に許可し、ユーザーに警告しません。
• ダウンロードインサイト検出についてユーザーに警告します。
通知が有効になっている場合、悪質なファイルの感度設定が、ユーザーが受信する通知の数に影響
します。感度を高めると、検出の合計数が増加するためユーザーへの通知の数が増加します。
ダウンロードインサイトが検出したときにユーザーに選択肢がないように、通知をオフにできま
す。通知を有効のままにしておく場合、これらの検出が常に許可され、ユーザーへの通知が行われ
ないように、未確認ファイルの処理を［無視］に設定できます。
通知の設定にかかわらず、ダウンロードインサイトが未確認ファイルを検出し、この処理が［確認
する］の場合、ユーザーはファイルを許可または遮断できます。ユーザーがファイルを許可する
と、ファイルは自動的に実行されます。
通知が有効になっていて、ダウンロードインサイトがファイルを検疫する場合、ユーザーは検疫処
理を元に戻し、ファイルを許可できます。
Note: ユーザーが検疫ファイルを許可した場合、ファイルは自動的には実行されません。ユーザー
は Temporary Internet Files フォルダからファイルを実行できます。通常、このフォルダの場所は
次のいずれかです。

– Windows 8 以降: <ドライブ>:\Users\username\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache
– Windows Vista/7: <ドライブ>:\Users\username\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Internet Files
詳細については、次を参照してください。
ダウンロードインサイトの設定のカスタマイズ

評価検出についての情報をシ デフォルトでは、クライアントは評価検出についての情報をシマンテック社に送信します。
マンテック社に提出すること 評価検出の提出は、有効にすることを推奨します。この情報はシマンテック社が脅威に対処するため
をクライアントを許可する
に役立ちます。次のサイトを参照してください。
クライアントがシマンテック社に送信する匿名または非匿名のデータの管理

Symantec Endpoint Protection が Symantec Insight を使ってファイルに関する決
定を下す方法
シマンテック社は、数百万ユーザーのグローバルなコミュニティと、Symantec Global Intelligence Network からファイ
ルについての情報を収集しています。収集された情報は、Symantec Insight を介したクラウドのシマンテック製品で利用
可能です。Symantec Insight はファイル評価データベースと、最新のウイルス定義とスパイウェア定義を提供します。
シマンテック製品は Insight を活用して、新しい脅威、対象となる脅威、変異する脅威からクライアントコンピュータを
保護します。データはクライアントコンピュータ上には存在しないため、クラウド内に存在していると表現される場合も
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あります。Symantec Endpoint Protection はインサイトに情報を要求またはクエリーする必要があります。クエリーは評
価ルックアップ、クラウドルックアップ、インサイトルックアップと呼ばれます。
インサイト評価の方法
Symantec Insight は、各ファイルの危険度またはセキュリティの評価のレベルを判断します。この評価は、ファイルの評
価とも見なされます。
Insight はファイルとそのコンテキストについて次の特性を調べ、ファイルのセキュリティ評価を決定します。

•
•
•
•

ファイルのソース
ファイルのどの程度新しいものか
ファイルがコミュニティでどれだけ一般的であるか
ファイルがマルウェアとどのように関係している可能性があるかなど、その他のセキュリティ基準

インサイトルックアップ
Symantec Endpoint Protection のスキャン機能は Insight を活用して、ファイルとアプリケーションについての決定を下
します。ウイルスとスパイウェアの対策には、ダウンロードインサイトと呼ばれる機能が含まれます。ダウンロードイン
サイトは、検出を行うために評価情報が必要です。SONAR も、検出を行うために評価情報を使います。
インサイトルックアップの設定を［クライアント］タブで変更できます。［ポリシー］ > ［設定］ > ［外部通信の設
定］ > ［クライアント提出］に移動します。
インサイトルックアップの設定を変更できます。［設定の変更］、［クライアント管理］、［提出］の順に移動します。
14 以降では、標準クライアントと埋め込み/VDI クライアント上でインサイトルックアップオプションを使用することに
より、Auto-Protect と、定時スキャンおよび手動スキャン時に、クラウドでファイル評価情報と定義を検索できます。シ
マンテック社はこのオプションを有効のままにしておくことを推奨します。
WARNING
ダウンロードインサイト、SONAR、ウイルスとスパイウェアのスキャンは脅威の検出にインサイトルックアッ
プを使います。シマンテック社は常にインサイトルックアップを許可することを推奨します。ルックアップを
無効にするとダウンロードインサイトが無効になり、SONAR ヒューリスティックとウイルスとスパイウェア
のスキャンが損なわれます。
ファイル評価提出
デフォルトでは、クライアントコンピュータは分析のため、シマンテックセキュリティレスポンスに評価検出についての
情報を送信します。この情報は、インサイトの評価データベースとクラウドの最新の定義を調整するのに役立ちます。情
報を提出するクライアントが多いほど、評価データベースは有用になります。
評価検出のクライアント提出は、有効なままにすることを推奨します。

Symantec Endpoint Protection が高度な機械学習を使用する仕組み
詳細については、以下のトピックを参照してください。

•
•
•
•

高度な機械学習の機能
AML がクラウドと連携する仕組み
AML の設定方法
高度な機械学習のトラブルシューティング

高度な機械学習の機能
高度な機械学習 (AML) エンジンは、学習プロセスを通じて、ファイルが良好であるか問題があるかを判断します。シマ
ンテックセキュリティレスポンスは、このエンジンが悪質な属性を認識するようにトレーニングし、AML エンジンが検
出に使用するルールを定義します。シマンテック社は、ラボ環境で次のプロセスを使用して、AML エンジンのトレーニ
ングとテストを実行します。
355

• LiveUpdate が AML モデルをクライアントにダウンロードし、数日間実行します。
• AML エンジンは、クライアントの遠隔測定データを使用して、クライアント上で稼動するどのアプリケーションがエ
•
•

クスプロイトされたかを学習します。各クライアントコンピュータは、モデルに関する情報をシマンテック社に返す
Global Intelligence Network に属します。
シマンテック社は、クライアントの遠隔測定データから得た情報に基づいて AML モデルを調整します。
シマンテック社は、攻撃でエクスプロイトされたアプリケーションを遮断するように、AML モデルを修正します。

AML は静的データスキャナ (SDS) エンジンの一部です。SDS エンジンには、エミュレータ、ITCS (Intelligent Threat
Cloud Services)、CoreDef-3 定義エンジンが含まれます。
Symantec Endpoint Protection は、ダウンロードインサイト、SONAR、ウイルスとスパイウェアのスキャンで高度な機
械学習を使用し、これらすべてがインサイトルックアップを使用して脅威を検出します。
AML がクラウドと連携する仕組み
シマンテック社は ITCS (Intelligent Threat Cloud Services) を活用して、AML がクライアントコンピュータ上で行った
検出が正しいかどうかを確認します。ITCS でチェックされた後に、AML が判断を変える場合もあります。AML エンジ
ンは Symantec Insight を必要としませんが、このフィードバックによって、シマンテック社が AML アルゴリズムをト
レーニングし、誤検知を減らし、正しい検出を増やすことができます。コンピュータがオンラインの場合、Symantec
Endpoint Protection は平均で 99% の脅威を防止できます。次のサイトを参照してください。

• Windows クライアントがクラウドから定義を受け取る方法
• Symantec Endpoint Protection のエミュレータがマルウェアを検出およびクリーニングする方法
AML の設定方法
高度な機械学習をユーザーが設定することはできません。LiveUpdate はデフォルトで AML 定義をダウンロードします。
ただし、次の技術が有効になっていることを確認する必要はあります。
Table 119: AML がクライアントコンピュータを保護することを確認する手順
タスク

説明

ステップ 1: クラウドルッ AML が Symantec Insight に対して実行するクエリーは、評価ルックアップ、クラウドルックアップ、ま
クアップが有効であるこ たはインサイトルックアップと呼ばれます。インサイトルックアップが有効な場合、AML が SONAR やウ
との確認
イルスとスパイウェアのスキャンで行う検出で誤検知が少なくなります。
インサイトルックアップが有効になっていることを確認するには、次の場所を参照してください。
Symantec Endpoint Protection が Symantec Insight を使ってファイルに関する決定を下す方法
また、クライアント提出が有効になっていることを確認します。この情報は、シマンテック社が検出技術
の有効性を測定し、向上を図るのに役立ちます。次のサイトを参照してください。
サーバーデータ収集とクライアント提出、ネットワークのセキュリティにおけるそれらの重要性について
ステップ 2: Bloodhound
検出が有効であることの
確認

Bloodhound 検出のレベルを、自動または拡張に設定します。次のサイトを参照してください。
Windows クライアントのグローバルなスキャン設定の修正
AML エンジンが特定の高リスクファイルを検出すると、クライアントはよりアグレッシブなスキャンを自
動的に実行します。
拡張スキャンモードでは、次の処理が実行されます。
• スキャンが再起動します。
• 次の通知がクライアントに表示されます。
##############################################
拡張モードでは、誤検知をより細かく管理する必要があります。
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タスク
ステップ 3: LiveUpdate
が高集中定義をダウン
ロードすることの確認
(14.0.1) (省略可能)

説明
LiveUpdate は常に AML コンテンツをダウンロードします。
14.0.1 では、LiveUpdate がよりアグレッシブな定義セットをダウンロードします。この定義は、クラウド
から取得する低帯域幅ポリシーと連携します。AML コンテンツが LiveUpdate でダウンロードされないよ
うにすることができます。
LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager の場合は、以下を参照してください。
LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード
Symantec Endpoint Protection Manager から Windows クライアントの場合は、以下を参照してくださ
い。
• Symantec Endpoint Protection のセキュリティ更新の古いバージョンに戻す
• LiveUpdate がダウンロードするコンテンツの種類について

ステップ 4: 誤検知の処理 誤検知は、例外ポリシーを使用して管理します。次のサイトを参照してください。
• ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成
• SONAR の誤検知の検出の処理と防止
• Symantec Endpoint Protection が安全と見られるファイルを検出した場合のベストプラクティス

高度な機械学習のトラブルシューティング
高度な機械学習による検出のログとレポートは、他の SDS エンジンの場合と同じです。最新の脅威を示すレポートを確
認するには、［ネットワークで検出された新種のリスク］のリスクレポートを実行します。
14.0.1 では、AML 検出の定時レポートを実行できます。［レポート］ページで、［定時レポート］ > ［追加］ > ［コン
ピュータの状態］ > ［高度な機械学習 (静的) コンテンツ配布］を選択します。レポートを表示するには、クラウドコン
ソールで Symantec Endpoint Protection Manager ドメインを登録する必要があります。
詳細については、次を参照してください。

• 定時レポートの実行方法
• ログの表示

Symantec Endpoint Protection のエミュレータがマルウェアを検出およびクリーニ
ングする方法
Symantec Endpoint Protection 14 に導入された強力な新しいエミュレータは、カスタムパッカー攻撃によるマルウェ
アから保護します。Auto-Protect スキャンとウイルススキャンの場合、この新しいエミュレータにより、スキャンのパ
フォーマンスと効果が以前のリリースに比べて少なくとも 10% 向上します。この回避対策技術はパックされたマルウェ
アの難読化技術に対応し、カスタムパッカー内に隠れているマルウェアが検出されます。
カスタムパッカーとは
多くのマルウェアプログラムは「パッカー」を利用します。パッカーは、ファイルを圧縮し、暗号化して送信するのに使
用する、ソフトウェアプログラムです。これらのファイルは、ユーザーのコンピュータに到着するとすぐに、メモリ内で
実行されます。
パッカー自体はマルウェアではありませんが、攻撃者はパッカーを使用してマルウェアを隠し、コードの真の意図を分
かりにくくします。マルウェアのパッキングが解除されると、ファイアウォール、ゲートウェイ、マルウェア対策を避
けて、その悪質なペイロードが起動します。攻撃者は、商用のパッカー (UPX、PECompact、ASProtect、Themida など)
の使用を避け、カスタムパッカーを作成するようになりました。カスタムパッカーは、独自のアルゴリズムを使用して標
準的な検出技術を回避します。
新しいカスタムパッカーの多くは、多様な形態を持ちます。検出を回避するためにコード自体を頻繁に変えますが、マル
ウェアの目的と機能は変わりません。また、カスタムパッカーは、巧みな方法でコードをターゲットプロセスに挿入し、
その実行フローを変更し、アンパッカールーチンを頻繁に混乱させます。一部のカスタムパッカーはコンピューティング
集中型で、パッキング解除を困難にする特殊な API を呼び出します。
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カスタムパッカーはますます洗練され、手遅れになるまでその攻撃を隠します。
Symantec Endpoint Protection のエミュレータがカスタムパッカー攻撃から保護する方法
Symantec Endpoint Protection の高速エミュレータは、通常のコンピュータ上で実行されているとマルウェアに思い込ま
せます。実際には、エミュレータがカスタムパッカーのファイルをクライアントコンピュータ上の軽量仮想サンドボック
スにパッキング解除します。マルウェアはそのペイロードを完全に開始するため、隔離された環境内で脅威が明らかにさ
れます。ウイルス対策エンジンとヒューリスティックエンジンが含まれる静的データスキャナが、そのペイロードに対し
て実行されます。このサンドボックスは一時的なもので、脅威が処理された後で消えます。
エミュレータは、オペレーティングシステム、API、プロセッサの命令を装う、洗練された技術を必要とします。エミュ
レータは同時に仮想メモリを管理し、さまざまなヒューリスティックおよび検出技術を実行して、ペイロードを検査し
ます。平均で、ファイルのクリーニングに 3.5 ミリ秒、マルウェアのクリーニングに 300 ミリ秒かかります。これは、
クライアントユーザーがデスクトップ上の 1 ファイルをクリックするのと同程度の時間です。このエミュレータは、パ
フォーマンスと生産性に与える影響を最小限に抑えて迅速に脅威を検出します。そのため、クライアントユーザーの操作
が妨害されることはありません。また、このエミュレータが使用するのは最小限のディスク容量と、仮想環境で最大 16
MB のメモリのみです。
このエミュレータは、高度な機械学習、メモリエクスプロイト緩和機能、動作監視、評価分析など、他の保護技術とも連
携します。場合によっては複数のエンジンが作動し、連携して、攻撃を防止、検出、修復します。
このエミュレータはインターネットを使用しません。しかし、エミュレータがカスタムパッカーから抽出したマルウェア
によっては、静的データスキャナ内のエンジンがインターネットを必要とする場合もあります。次のサイトを参照してく
ださい。
Symantec Endpoint Protection が高度な機械学習を使用する仕組み
エミュレータの設定方法
このエミュレータは Symantec Endpoint Protection ソフトウェアに組み込まれているため、設定は不要です。シマンテッ
ク社は、新種の脅威に対応するためエミュレータのコンテンツを定期的に追加または変更し、エミュレータエンジンのコ
ンテンツ更新も年に 4 回リリースします。デフォルトでは、LiveUpdate がウイルス定義とスパイウェア定義を含むコン
テンツを自動的にダウンロードします。次のサイトを参照してください。
LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード
Symantec Endpoint Protection Manager には、エミュレータが行った検出に関する個別のログはありません。検出結果に
ついては、リスクログとスキャンログで確認できます。次のサイトを参照してください。
ログの表示

Windows クライアント用の検疫の管理
ウイルス アウトブレーク戦略の重要な部分として検疫設定を管理します。
ウイルス スキャンとスパイウェア スキャン、または SONAR が脅威を検出すると、Symantec Endpoint Protection は疑
わしいファイルを感染したコンピュータのローカル検疫に移動します。クライアントはファイルを修復、修復して復元、
または削除します。
クライアントがリスクを検出し、ファイルを検疫すると、クライアントは管理サーバに通知します。管理サーバが検疫
ファイルを自動的に要求して取り込むようにできます。管理サーバはリスク サンプルをデータベースにアップロードし
て格納してそのイベントの詳細を表示し、それらをさらに分析するためにダウンロードできるようにします。ファイルを
社内のマルウェアまたはセキュリティチームに送信してリバースエンジニアリングを行ったり、分析用の別のサンドボッ
クスに送信したりすることもできます。これが誤検知である可能性がある場合、シマンテック サポートに連絡してケー
スを記録してください。
NOTE
バージョン 14 以降には中央検疫サーバは含まれません。
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14.3 RU2 以降、中央検疫サーバは使用できません。代わりに、クライアントは Symantec Endpoint Protection
Manager に検疫ファイルを提出します。
管理サーバへの検疫ファイルのアップロード
デフォルトでは、管理サーバはクライアントから検疫ファイルを取り込みません。この設定を有効にする必要がありま
す。
検疫ファイルをアップロードする方法
1. コンソールで、［管理］ > ［ドメイン］ > ［ドメイン プロパティの編集］をクリックします。
2. ［全般］タブで［クライアントから検疫済みファイルをアップロードする］をクリックし、［OK］をクリックしま
す。
クライアントが検疫して管理サーバにアップロードしたファイルをダウンロードする方法
1. コンソールで、［監視］ > ［ログ］をクリックし、［リスク］ログの種類を選択します。
2. ログを開いて検疫ファイルを選択し、［処理］ドロップダウン リストで、［クライアントが検疫したファイルをダウ
ンロード］をクリックします。
検疫の設定
検疫がクライアントのファイルを処理する方法は、以下のオプションを修正できます。

• クライアントに新しい定義が到着した場合

•

デフォルトでは、新しい定義が到着すると、クライアントは検疫内のアイテムを再スキャンし、自動的にアイテムを
修復してサイレントに復元します。検疫にあるファイルまたはアプリケーションの例外を作成した場合、Symantec
Endpoint Protection は新しい定義の到着後にファイルを復元します。
検疫アイテムを格納する場所
デフォルトでは、検疫はデフォルトのフォルダにバックアップファイル、修復したファイル、検疫ファイルを格納し
ます。検疫のクリーンアップ機能は、ファイルが指定された時間を超えた場合、または格納されるディレクトリが
一定のサイズに達した場合に、検疫内のファイルを自動的に削除します。ファイルは 30 日後に自動的に削除されま
す。
デフォルトの検疫ディレクトリ（%ProgramData%\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\CurrentVersion\Data\Quarantine ）を使って検疫ファイルをクライアント コンピュータに格納したくない場
合、異なるローカル ディレクトリを指定できます。パスを入力するときにパーセント記号を使うことでパス展開を使
用できます。たとえば、%COMMON_APPDATA% と入力します。相対パスは指定できません。

検疫を設定する方法
1. ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーで、［Windows の設定］ > ［検疫］をクリックします。
2. ［全般］タブの、［新しいウイルス定義の到着時］と［ローカル検疫オプション］を設定します。
検疫アイテムの処理方法と検疫ファイルを格納するローカル フォルダを指定します。次のサイトを参照してくださ
い。
検疫: 全般
3. ［OK］をクリックします。
検疫にあるファイルの削除
検疫では、指定した日数後、修復したファイル、バックアップ ファイル、検疫ファイルが自動的に削除されます。ファ
イルを格納するフォルダが指定したサイズに達したときに、または指定の日数後にファイルを削除するように検疫を設定
できます。
多数のファイルが蓄積されないように、定期的にクライアント コンピュータの検疫を調べる必要があります。ネット
ワークで新しいウイルスアウトブレークが現れたときには検疫ファイルを調べます。
不明な感染のあるファイルは検疫に残します。クライアントが新しい定義を受信すると、検疫内にあるアイテムを再ス
キャンして、ファイルを削除または修復することがあります。
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バックアップが存在する場合や、信頼に値するソースから入手したファイルのコピーがある場合は検疫ファイルを削除で
きます。検疫ファイルは感染したコンピュータで直接、または Symantec Endpoint Protection コンソールのリスクログを
使って削除できます。
NOTE
Symantec Endpoint Protection が圧縮ファイル内でリスクを検出した場合、圧縮ファイルがまとめて検疫されま
す。ただし、リスクログには圧縮ファイル内の各ファイルのエントリが別々に含まれています。圧縮ファイル
内のすべてのリスクを正しく削除するには、圧縮ファイル内のすべてのファイルを選択する必要があります。
ファイルを自動的に削除するようにクライアントを設定する方法
1. ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーで、［Windows の設定］ > ［検疫］をクリックします。
2. ［クリーンアップ］タブでオプションのチェックマークを付けるかはずして有効または無効にして、間隔とサイズの
最大値を設定します。次のサイトを参照してください。
検疫: クリーンアップ
3. ［OK］をクリックします。
リスク ログからファイルを削除する方法
1. コンソールで、［監視］をクリックします。
2. ［ログ］タブの［ログの種類］リストボックスで、［リスク］ログを選択して［ログの表示］をクリックします。
3. 次のいずれかの処理を実行します。
– 検疫されたファイルが含まれているログでエントリを選択します。
– 圧縮ファイル内のファイルのすべてのエントリを選択します。
圧縮ファイルのすべてのエントリがログ表示に含まれている必要があります。［追加設定］の［限度］オプション
を使うと、表示されるエントリの数を増やすことができます。
4. ［処理］リスト ボックスで、［検疫から削除］を選択します。
5. ［開始］をクリックします。
6. ダイアログ ボックスが表示されたら、［削除］をクリックしてから［OK］をクリックします。

クライアントコンピュータに表示されるウイルスとスパイウェアの通知の管理
クライアントコンピュータにウイルスとスパイウェアのイベントについての通知を表示するかどうかを指定できます。検
出についてのメッセージはカスタマイズできます。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータでのスキャンの管理
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Table 120: クライアントコンピュータに表示されるウイルスとスパイウェアの通知を管理するためのタスク
タスク

説明

スキャン検出メッセージをカ Windows および Linux クライアントコンピュータの場合、次の種類のスキャンについて、検出メッ
スタマイズする
セージを設定できます。
• Auto-Protect の全種類
• 定時スキャンとオンデマンドスキャン
定時スキャンの場合、各スキャンに別個のメッセージを設定できます。
Note: プロセスがクライアントコンピュータに同じセキュリティリスクを絶えずダウンロードする場
合、Auto-Protect は 3 回の検出後、自動的に通知の送信を停止します。Auto-Protect はイベントのログ
記録も停止します。ただし状況によっては、Auto-Protect は通知の送信とイベントのログ記録を停止し
ません。検出の処理が［放置する（ログのみ）］のときには、Auto-Protect は通知の送信とイベントの
ログ記録を続けます。
Mac クライアントコンピュータの場合、すべての定時スキャン、オンデマンドスキャン、Auto-Protect
検出に適用される検出メッセージを設定できます。これらの通知メッセージは、macOS の通知セン
ターに表示されます。Mac 用のメッセージをカスタマイズすることはできません。
詳細については、次を参照してください。
• Windows コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタマイズ
• Mac コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタマイズ
• Linux コンピュータで実行するクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタマイズ
ダウンロードインサイト検出 該当するのは Windows クライアントコンピュータのみです。
に関するユーザー通知の設定 ユーザーがダウンロードインサイト検出について受信する通知を変更できます。次のサイトを参照し
を変更する
てください。
ダウンロードインサイト検出の管理
SONAR 検出に関するユー
ザー通知の設定を変更する

該当するのは Windows クライアントコンピュータのみです。
ユーザーが SONAR 検出について受信する通知を変更できます。次のサイトを参照してください。
SONAR の管理

Auto-Protect 結果ダイアログ 該当するのは Windows クライアントコンピュータのみです。
ボックスを表示するかどうか 該当するのはファイルシステムの Auto-Protect のみです。次のサイトを参照してください。
を選択する
Windows コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタマイズ
Auto-Protect の電子メール通 該当するのは Windows クライアントコンピュータのみです。
知を設定する
Auto-Protect の電子メールスキャンでリスクが見つかった場合、Auto-Protect は指定した電子メール送
信者とその他任意の電子メールアドレスに警告するため、電子メール通知を送信できます。電子メー
ルメッセージに警告を挿入することもできます。
インターネット電子メール Auto-Protect については、Auto-Protect が電子メールをスキャンするとき
に、スキャンの進行状況に関する通知が表示されるように指定できます。インターネット電子メール
Auto-Protect は 14.2 RU1 より前のクライアントバージョンでのみ利用できます。次のサイトを参照し
てください。
Windows コンピュータで実行する電子メールスキャンの Auto-Protect のカスタマイズ
ユーザーがスキャンの進行状 該当するのは Windows クライアントコンピュータのみです。
況とスキャンの開始または停 スキャンの進行状況のダイアログボックスを表示するかどうかを設定できます。スキャンを一時停止
止を参照できるようにする
すること、または遅らせることをユーザーに許可するかどうかを設定できます。
ユーザーがスキャンの進行状況を参照できるようにすると、スキャンの進行状況のダイアログボック
スへのリンクがクライアントユーザーインターフェースのメインページに表示されます。次の定時ス
キャンのスケジュールを再設定するリンクも表示されます。次のサイトを参照してください。
Windows コンピュータでのユーザーによるスキャンの進行状況の表示とスキャンの操作の許可
警告、エラー、確認を設定す 該当するのは Windows クライアントコンピュータのみです。
る
クライアントコンピュータに表示される、ウイルスとスパイウェアの対策イベントに関するいくつか
の種類の警告を有効または無効にできます。次のサイトを参照してください。
Windows コンピュータのログ処理と通知設定の修正
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タスク

説明

Windows 8 形式のユーザ イ
ンターフェースのポップアッ
プ通知を有効化または無効化
する

該当するのは Windows 8 で実行されるクライアントです。
検出や他の重要なイベントについて、Windows 8 形式のユーザ インターフェースで表示されるポップ
アップ通知を有効化または無効化できます。次のサイトを参照してください。
Windows 8 クライアントで表示される Symantec Endpoint Protection のポップアップ通知の有効化ま
たは無効化

Windows 8 クライアントで表示されるポップアップ通知について
Windows 8 のコンピュータでは、マルウェア検出とその他の重要な Symantec Endpoint Protection イベントのポップ
アップ通知が Windows 8 形式のユーザーインターフェースや Windows 8 デスクトップに表示されます。通知は、ユー
ザーが現在表示しているインターフェースに関係なく、Windows 8 形式のユーザーインターフェースまたは Windows 8
デスクトップで発生したイベントについてユーザーに警告します。
クライアントコンピュータのポップアップ通知を有効または無効にすることができます。
NOTE
Windows 8 の設定には、通知の表示と非表示に関する設定も含まれます。Symantec Endpoint Protection の
ポップアップ通知は、Windows 8 でそれらを表示するよう設定した場合にのみ表示されます。Windows 8 形式
のユーザーインターフェースでは、［設定］ペインまたは［PC 設定の変更］オプションで、アプリケーショ
ンの通知の表示と非表示を切り替えられます。詳しくは、Windows 8 のユーザーマニュアルを参照してくださ
い。
Windows 8 形式のユーザーインターフェースで通知をクリックすると、Windows 8 デスクトップが表示されま
す。Windows 8 デスクトップで通知をクリックすると、その通知は消えます。マルウェアやセキュリティリスクの検出
について、Windows 8 デスクトップの［検出結果］ダイアログボックスで検出結果の情報を確認できます。
Symantec Endpoint Protection が、Windows 8 形式のアプリケーションに影響するマルウェアまたはセキュリティリスク
を検出したことを Windows 8に通知すると、アプリケーションのタイル上に警告アイコンが表示されます。ユーザーが
タイルをクリックすると、Windows App Store が表示され、そのアプリケーションを再ダウンロードできるようになり
ます。
詳しい情報

• Windows 8 クライアントで表示される Symantec Endpoint Protection のポップアップ通知の有効化または無効化
• Windows 8 コンピュータでの検出に対する Symantec Endpoint Protection の処理方式

Windows 8 クライアントで表示される Symantec Endpoint Protection のポップ
アップ通知の有効化または無効化
デフォルトでは、マルウェア検出とその他の重要な Symantec Endpoint Protection イベントに関するポップアップ通知が
Windows 8 形式のユーザーインターフェースや Windows 8 デスクトップに表示されます。
ユーザーは通知を生成したイベントの詳細を参照するためにWindows のデスクトップを表示できます。ユーザーはアプ
リケーションの再ダウンロードなどの処理を行うことが必要になる場合があります。ただし、状況によって、これらの
ポップアップ通知をユーザーに表示しないようにすることもできます。Symantec Endpoint Protection の設定で、この種
類の通知を有効にしたり、無効にしたりすることができます。
NOTE
Windows 8 の設定には、通知の表示と非表示に関する設定も含まれます。Symantec Endpoint Protection の通
知は、Windows 8 でそれらを表示するよう設定した場合にのみ表示されます。Windows 8 形式のユーザーイン
ターフェースでは、［設定］ペインまたは［PC 設定の変更］オプションで、アプリケーションの通知の表示と
非表示を切り替えられます。詳しくは、Windows 8 のユーザーマニュアルを参照してください。
Windows 8 クライアントで表示される Symantec Endpoint Protection の通知を有効または無効にする方法
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1. コンソールで、［クライアント］タブの［ポリシー］タブの［場所固有の設定］で、［クライアントユーザーイン
ターフェース制御の設定］の隣の［サーバー制御］をクリックします。
2. ［サーバー制御］の隣で、［カスタマイズ］をクリックします。
3. ［クライアントユーザーインターフェースの設定］ダイアログボックスの［全般］で、［Windows トースト通知を有
効にする］にチェックマークを付けるか、またははずします。
4. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
Windows 8 クライアントで表示されるポップアップ通知について

早期起動マルウェア対策（ELAM）の検出の管理
早期起動マルウェア対策（ELAM）は、ネットワーク内のコンピュータの起動時に、他社製のドライバが初期化される前
にコンピュータに保護を提供します。ドライバまたはルートキットとしてロードされる悪質なソフトウェアは、オペレー
ティングシステムが完全にロードし、Symantec Endpoint Protection が起動する前に攻撃を行う可能性があります。ルー
トキットはウイルススキャンやスパイウェアスキャンから、自分自身を隠すことができます。早期起動マルウェア対策
は、これらのルートキットと危険なドライバを起動時に検出します。
NOTE
ELAM は Microsoft Windows 8 以降と Windows Server 2012 以降のみでサポートされます。
Symantec Endpoint Protection は、早期起動マルウェア対策（ELAM）ドライバを用意しており、Windows ELAM ドラ
イバと連携して保護を提供します。保護を有効にするには、Windows ELAM ドライバをシマンテック社の早期起動マル
ウェア対策ドライバに対して機能するようにする必要があります。
Windows グループポリシーエディタを使い、Windows ELAM の設定の表示と修正を行います。詳しくは、Windows のマ
ニュアルを参照してください。
Table 121: ELAM の検出の管理
タスク

説明

クライアントコンピュータの
ELAM の状態を表示する

Symantec Endpoint Protection ELAM が有効になっているかどうかをコンピュータの状態ログで
確認できます。次のサイトを参照してください。
ログの表示

ELAM の検出を表示する

早期起動マルウェア対策の検出をリスクログで確認できます。
Symantec Endpoint Protection の早期起動マルウェア対策が、悪いまたは非常に悪いドラ
イバを検出した場合に不明のドライバとして Windows に報告するよう設定されていると
き、Symantec Endpoint Protection は［ログのみ］として検出結果をログに記録します。デフォ
ルトでは、Windows ELAM は不明なドライバのロードを可能にしています。

ELAM を有効または無効にする

Symantec Endpoint Protection ELAM を無効にして、コンピュータのパフォーマンス向上に役立
てる場合があります。次のサイトを参照してください。
• Symantec Endpoint Protection の早期起動マルウェア対策（ELAM）のオプションの調整
• スキャンの調整によるクライアントコンピュータパフォーマンスの改善
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タスク

説明

誤認が発生した場合に ELAM の検 Symantec Endpoint Protection ELAM の設定には、危険なドライバまたは危険で重大なドライバ
出設定を調節する
を不明ドライバとして扱うためのオプションがあります。危険で重大なドライバとは、マルウェ
アとして識別されるがコンピュータの起動に必要なドライバを指します。この優先オプション
は、誤認検出によって重要なドライバが遮断される場合に選択することができます。重要なドラ
イバを遮断すると、クライアントコンピュータを起動できなくなる可能性があります。
Note: ELAM では、個々のドライバに固有の例外はサポートされません。優先オプション
は、ELAM の検出全体に適用されます。
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection の早期起動マルウェア対策（ELAM）のオプションの調整
Symantec Endpoint Protection
で修復できない ELAM の検出に
Power Eraser ツールを実行する

場合によって、ELAM の検出に Power Eraser が必要になります。そのような場合、Power
Eraser を実行することを推奨するメッセージがログに表示されます。コンソールから Power
Eraser を実行できます。Power Eraser もシマンテックヘルプツールの一部です。Power Eraser
はルートキットモードで実行してください。次のサイトを参照してください。
• Symantec Endpoint Protection Manager からの Power Eraser の分析の開始
• Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) を使ったコンピュータの問題のトラブルシューティング

Symantec Endpoint Protection の早期起動マルウェア対策（ELAM）のオプションの
調整
Symantec Endpoint Protection は、Microsoft 社の ELAMドライバと連携して機能して、ネットワークのコンピュータの
起動時にコンピュータを保護する、早期起動マルウェア対策（ELAM）ドライバを提供します。この設定は Microsoft
Windows 8 および Windows Server 2012 以降でサポートされます。
Symantec Endpoint Protection の早期起動マルウェア対策ドライバは特別な種類のドライバで、他の起動時のドライバ
をまず初期化してから、それらに悪質なコードがないかどうかを調べます。このドライバが起動時のドライバを検出
すると、そのドライバが安全か、危険か、不明かを判断します。Symantec Endpoint Protection ドライバはその情報を
Windows に渡し、検出されたドライバを許可するか、遮断するかを決定します。
個別の ELAM の検出のために例外を作成することはできませんが、すべての危険なドライバを不明ドライバとして記録
する、グローバルな例外を作成できます。デフォルトでは、不明なドライバのロードが許可されています。
ELAM の検出の一部では、修復処理が要求された場合に、Power Eraser の実行が必要になることがあります。Power
Eraser はシマンテックヘルプツールの一部です。
NOTE
Auto-Protect はロードされるドライバをスキャンします。
Symantec Endpoint Protection の ELAM オプションを調整するには
1. Symantec Endpoint Protection Manager のコンソールの［ポリシー］タブで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリ
シーを開きます。
2. ［保護技術］で、［早期起動マルウェア対策ドライバの状態］を選択します。
3. ［Symantec Early Launch Anti-Malware を有効にする］を選択または選択解除します。
このオプションを有効にするには、Windows の早期起動マルウェア対策ドライバを有効にする必要がありま
す。Windows グループポリシーエディタまたはレジストリエディタを使い、 Windows ELAM の設定の表示と修正を
行います。詳しくは、Windows のマニュアルを参照してください。
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4. 検出のログを記録のみを行う場合は、［検出設定］で［検出結果を不明としてログ記録して、Windows にドライバの
ロードを許可する］を選択します。
5. ［OK］をクリックします。
早期起動マルウェア対策 (ELAM) の検出の管理
Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) を使ったコンピュータの問題のトラブルシューティング

クエリーの評価に専用インサイトサーバーを使うようにサイトを設定する
Symantec Insight for Private Clouds を購入してインストールしている場合は、専用インサイトサーバーを設定するとク
ライアントの評価クエリーをイントラネットサーバーに直接送信できます。Symantec Insight for Private Clouds は通常
インターネットに接続していないネットワークにインストールされます。専用インサイトサーバーに Symantec Insight
の評価データベースの複製を保存します。Symantec Endpoint Protection の評価クエリーはシマンテック社のインサイト
サーバーではなく専用インサイトサーバーで処理します。
専用サーバーは、信頼できて暗号化された接続で Symantec Insight のデータをダウンロードします。手動でインサイト
データを更新するかまたはサードパーティツールを使って自動的にデータの更新やダウンロードを調べることができま
す。更新方法は Symantec Insight for Private Clouds を実行しているネットワークやサーバーの種類によって異なりま
す。
専用インサイトサーバーを使うと、シマンテック社はクエリーやファイル評価の提出を受信できません。
クエリー評価に専用のインサイトサーバーを使うようにサイトを設定するには
1. コンソールの［管理］ページで［サーバー］を選択します。
2. サイトを選択し、［タスク］で［サイトプロパティの編集］を選択します。
3. ［専用インサイトサーバー］タブで、［専用インサイトサーバーを有効にします］にチェックすることを確認しま
す。
名前、サーバー URL、ポート番号も入力する必要があります。
NOTE
既存のサーバー URL を無効な URL に変更すると、クライアントは専用インサイトサーバーに以前の有効な
URL を使います。サーバー URL が設定されていない場合に無効な URL を入力すると、クライアントはデ
フォルトの Symantec インサイトサーバーを使います。
クライアントは、次のハートビートで評価クエリーに指定した専用サーバーの使用を開始します。
詳しい情報

• Symantec Endpoint Protection が Symantec Insight を使ってファイルに関する決定を下す方法
• 評価のクエリーおよび提出に専用サーバーを使うクライアントグループの設定

評価のクエリーおよび提出に専用サーバーを使うクライアントグループの設定
グループから専用イントラネットサーバーにクライアント評価クエリー(インサイトルックアップ)を指示できます。専用
サーバーは別途購入してネットワークにインストールする Symantec Endpoint Detection and Response アプライアンス
または Symantec Insight for Private Clouds サーバーの場合があります。
グループの専用サーバーオプションは次のとおりです。

• Symantec Endpoint Detection and Response

Symantec EDR サーバーは、クライアント検出に関するデータを収集し、犯跡分析を提供します。Symantec EDR
サーバーを使う場合は、Symantec Endpoint Protection によってすべての評価クエリー（ルックアップ）とほとんど
の種類のクライアント提出が Symantec EDR に送信されます。Symantec EDR は次にシマンテック社にクエリーまた
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•

は提出を送信します。Symantec EDR はウイルス対策、SONAR 、IPS 提出を受信しますが、ファイル評価提出は受
信しません。Symantec Endpoint Protection は常にシマンテック社にファイル評価提出を直接送信します。
Symantec Insight for Private Clouds
このオプションでは、グループ内のクライアントから専用 Insight サーバーに評価クエリーがリダイレクトされます。
専用インサイトサーバーには、Symantec の Insight の評価データベースの複製が保存されます。専用 Insight サー
バーはシマンテックの Insight サーバーよりも評価クエリーを処理します。専用 Insight サーバーを使う場合、クライ
アントは引き続きシマンテック社に検出についての提出を送信します。通常、専用 Insight サーバーは、インターネッ
トから切断されているダークネットワークで使います。その場合、シマンテック社ではクライアント提出を受け取る
ことができません。

詳細については、次を参照してください。
サーバーデータ収集とクライアント提出、ネットワークのセキュリティにおけるそれらの重要性について
専用のサーバーの構成を他のクライアントグループにコピーすることもできます。
複数の専用サーバーを指定して、ネットワークトラフィックを負荷分散することができます。また複数のサーバーグルー
プを指定して、フェールオーバーを管理することができます。
EDR サーバーを有効にする選択を行うと、クライアントのユーザーインターフェース、管理コンソールログ、レポー
トに EDR 接続の状態が表示されます。 ］の順にクリックします。EDR サーバーと通信するには、Symantec Endpoint
Protection クライアントで少なくともウイルスとスパイウェアの対策を実行する必要があります。
専用サーバーを使うようにクライアントグループを設定するには
1. コンソールで、［クライアント］に移動し、専用サーバーリストを使用してください。
2. ［ポリシー］タブで、［外部通信の設定］をクリックします。
3. ［専用クラウド］タブで、［自分のデータを管理する専用サーバーを有効にします］をクリックします。
4. 使用するサーバーの種類に応じて、［インサイトルックアップと提出に Advanced Threat Protection サーバーを使
用する］または［インサイトルックアップに専用 Insight サーバーを使用する］をクリックします。
優先度リスト内のサーバーの種類を混合しないでください。
5. クライアントで評価クエリーおよびクライアントのウイルス対策と SONAR 提出にシマンテックサーバーを使用する
場合は、［専用サーバーが利用可能でないときは、シマンテック社のサーバーを使用します］をクリックします。
クライアントはシマンテック社に常にファイル評価の提出を送信します。
6. ［専用サーバー］の下で、［追加］ > ［新しいサーバー］をクリックします。
7. ［専用サーバーの追加］ダイアログボックスで、プロトコルを選択し、次に URL のホスト名を入力します。
8. サーバーのポート番号を指定します。
9. 優先度グループを追加するには、［追加］ > ［新しいグループ］をクリックします。
10. 設定を追加のクライアントグループに適用するには［設定のコピー］をクリックします。グループと場所を選択
し、［OK］をクリックします。

ウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
環境内のデバイスで実行される管理者定義のスキャン（定時スキャンとオンデマンド スキャン）のオプションをカスタ
マイズできます。Auto-Protect のオプションもカスタマイズできます。
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Table 122: Windows コンピュータでのウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
タスク

説明

Auto-Protect 設定をカスタマイ
ズする

次の設定を含め、多くの方法で Auto-Protect をカスタマイズできます。
• Auto-Protect でスキャンするファイルの種類
• 検出を行うときに Auto-Protect が実行する処理
• 自動保護検出のユーザー通知
ファイルシステムの Auto-Protect スキャンについて、［スキャン結果］ダイアログボックスを有効
にすることもできます。次のサイトを参照してください。
• Windows クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ
• Windows コンピュータで実行する電子メールスキャンの Auto-Protect のカスタマイズ

管理者定義のスキャンをカスタ
マイズする

定時スキャンとオンデマンドスキャンについて、次の種類のオプションをカスタマイズできます。
• 圧縮ファイル
• 調整オプション
• 拡張スケジュールオプション
• 検出についてのユーザーへの通知
詳細については、次を参照してください。
Windows コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタマイズ
スキャン処理もカスタマイズできます。

ELAM の設定を調節する

Symantec Endpoint Protection の早期起動マルウェア対策（ELAM）がコンピュータのパフォーマン
スに影響を与えていると思われる場合は、ELAM の検出を有効または無効にします。また、ELAM
での誤検知が多い場合は、デフォルトの検出設定を上書きできます。次のサイトを参照してくださ
い。
早期起動マルウェア対策（ELAM）の検出の管理

ダウンロードインサイトの設定
を調整する

検出の数を増加または減少させるために、悪質なファイルの感度を調整したいことがあります。検
出の処理と、検出についてのユーザーへの通知についても設定できます。次のサイトを参照してく
ださい。
ダウンロードインサイトの設定のカスタマイズ

スキャン処理をカスタマイズす
る

検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理を変更できます。次のサイトを
参照してください。
検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更

グローバルスキャン設定をカス
タマイズする

グローバルスキャン設定をカスタマイズして、クライアントコンピュータでの保護レベルを上げ
る、または下げることもできます。次のサイトを参照してください。
• グローバル スキャン設定の修正
• グローバルスキャンオプション

ウイルス対策とスパイウェア対
策のその他のオプションをカス
タマイズする

クライアントが Symantec Endpoint Protection Manager に送信するリスクイベントの種類を指定で
きます。次のサイトを参照してください。
Windows コンピュータのログ処理と通知設定の修正

Table 123: Mac コンピュータでのウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
タスク

説明

Auto-Protect をカスタマイズす
る

Mac コンピュータで実行されるクライアントの Auto-Protect 設定をカスタマイズできます。次のサ
イトを参照してください。
Mac クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ

管理者定義のスキャンをカスタ
マイズする

スキャン優先度はもちろん、一般的な設定と通知もカスタマイズできます。
また、警告を有効にして、定義が最新ではないときにユーザーに警告できます。次のサイトを参照
してください。
Mac コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタマイズ
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タスク
グローバル スキャン オプショ
ンをカスタマイズする

説明
Auto-Protect、定時スキャン、手動スキャンでスキャンするファイルまたはフォルダを指定できま
す。次のサイトを参照してください。
• グローバル スキャン設定の修正
• Mac グローバルスキャンオプション

Table 124: Linux コンピュータでのウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
タスク

説明

Auto-Protect 設定をカスタマイ
ズする

次の設定を含め、多くの方法で Auto-Protect をカスタマイズできます。
• Auto-Protect でスキャンするファイルの種類
• 検出を行うときに Auto-Protect が実行する処理
14.3 RU1 以降、Linux クライアントの検出用の処理の設定は非推奨になりました。
• 自動保護検出のユーザー通知
ファイルシステムの Auto-Protect スキャンについて、［スキャン結果］ダイアログボックスの有効
と無効を切り替えることもできます。次のサイトを参照してください。
Linux クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ

管理者定義のスキャンをカスタ
マイズする

定時スキャンとオンデマンドスキャンについて、次の種類のオプションをカスタマイズできます。
• ファイルとフォルダの種類
• 圧縮ファイル
• セキュリティリスク
• スケジュールのオプション
• 検出の処理
14.3 RU1 以降、Linux クライアントの検出用の処理の設定は非推奨になりました。
• ユーザーに送信する通知

スキャン処理をカスタマイズす
る
（14.3 RU1 で廃止）

検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理を変更できます。次のサイトを
参照してください。
検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更

グローバル スキャン オプショ
ンをカスタマイズする
（14.3 RU3 で利用可能）

Linux クライアントで実行するウイルス スキャンとスパイウェア スキャンのすべてに適用する設定
をカスタマイズできます。次のサイトを参照してください。
• グローバル スキャン設定の修正
• Linux グローバル スキャン オプション

ウイルス対策とスパイウェア対
策のその他のオプションをカス
タマイズする
（14.3 RU1 で廃止）

クライアントが Symantec Endpoint Protection Manager に送信するリスクイベントの種類を指定で
きます。次のサイトを参照してください。
Linux コンピュータでのログ処理設定の修正

詳しい情報
クライアントコンピュータでのスキャンの管理

Mac コンピュータで実行されるウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマ
イズ
Mac コンピュータで実行される管理者定義のスキャン（定時スキャンとオンデマンドスキャン）のオプションをカスタ
マイズできます。Auto-Protect のオプションもカスタマイズできます。
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Table 125: Mac コンピュータでのウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
タスク

説明

Auto-Protect をカスタマイズ Mac コンピュータで実行されるクライアントの Auto-Protect 設定をカスタマイズできます。次のサイ
する
トを参照してください。
Mac クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ
管理者定義のスキャンをカス スキャン優先度はもちろん、一般的な設定と通知もカスタマイズできます。
タマイズする
また、警告を有効にして、定義が最新ではないときにユーザーに警告できます。次のサイトを参照し
てください。
Mac コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタマイズ
グローバル スキャン オプ
ションをカスタマイズする

Auto-Protect、定時スキャン、手動スキャンでスキャンするファイルまたはフォルダを指定できます。
次のサイトを参照してください。
グローバル スキャン設定の修正

Linux コンピュータで実行するウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマ
イズ
Linux コンピュータで実行する管理者定義のスキャン（定時スキャンとオンデマンドスキャン）のオプションをカスタマ
イズできます。Auto-Protect のオプションもカスタマイズできます。
Table 126: Linux コンピュータでのウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
タスク

説明

Auto-Protect 設定をカスタマイズ
する

次の設定を含め、多くの方法で Auto-Protect をカスタマイズできます。
• Auto-Protect でスキャンするファイルの種類
• 検出を行うときに Auto-Protect が実行する処理
14.3 RU1 以降、Linux クライアントの検出用の処理の設定は非推奨になりました。
• 自動保護検出のユーザー通知
ファイルシステムの Auto-Protect スキャンについて、［スキャン結果］ダイアログボックスの有
効と無効を切り替えることもできます。次のサイトを参照してください。
Linux クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ

管理者定義のスキャンをカスタマ
イズする

定時スキャンとオンデマンドスキャンについて、次の種類のオプションをカスタマイズできま
す。
• ファイルとフォルダの種類
• 圧縮ファイル
• セキュリティリスク
• スケジュールのオプション
• 検出の処理
14.3 RU1 以降、Linux クライアントの検出用の処理の設定は非推奨になりました。
• ユーザーに送信する通知

スキャン処理をカスタマイズする
（14.3 RU1 で廃止）

検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理を変更できます。次のサイト
を参照してください。
検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更

グローバル スキャン オプション
をカスタマイズする
（14.3 RU3 で利用可能）

Linux クライアントで実行されるスキャンのグローバルな設定をカスタマイズできます。次のサ
イトを参照してください。
グローバル スキャン設定の修正
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タスク

説明

ウイルス対策とスパイウェア対策
のその他のオプションをカスタマ
イズする
（14.3 RU1 で廃止）

クライアントが Symantec Endpoint Protection Manager に送信するリスクイベントの種類を指定
できます。次のサイトを参照してください。
Linux コンピュータでのログ処理設定の修正

Windows クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ
Windows クライアントの Auto-Protect の設定をカスタマイズできます。
Windows クライアントの Auto-Protect をカスタマイズするには
1. コンソールで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［Windows の設定］の下の［保護技術］で、［Auto-Protect］をクリックします。
3. ［スキャンの詳細］タブで、［Auto-Protect を有効にする］にチェックマークが付いていることを確認します。
WARNING
Auto-Protect を無効にしている場合、ダウンロードインサイトが有効になっていてもダウンロードインサイ
トは機能できません。
4. ［スキャン］の［ファイルの種類］で、次のいずれかのオプションを選択します。

• すべてのファイルをスキャンする
•

このオプションがデフォルトで、最も安全なオプションです。
選択した拡張子のみをスキャンする
このオプションを選択するとスキャンパフォーマンスを高められますが、コンピュータでの保護レベルは下がる可
能性があります。

5. ［追加オプション］で、［セキュリティリスクをスキャンする］にチェックマークを付けるか、またはチェックマー
クをはずします。
6. ［スキャンと監視の拡張設定］をクリックし、Auto-Protect スキャンをトリガする処理のオプションと、Auto-Protect
がフロッピーディスクのスキャンを処理する方法を変更します。
7. ［OK］をクリックします。
8. ［ネットワークの設定］で、［リモートコンピュータ上でファイルをスキャンする］にチェックマークを付けるか、
チェックマークをはずしてネットワークファイルの Auto-Protect スキャンを有効または無効にします。
デフォルトでは、Auto-Protect はファイルが実行されるときのみリモートコンピュータでファイルをスキャンしま
す。
スキャンとコンピュータのパフォーマンスを高めるためにネットワークのスキャンを無効にしたいことがあります。
9. リモートコンピュータでのファイルスキャンが有効になっている場合は、［ネットワークの設定］をクリックして、
ネットワークのスキャンオプションを修正します。
10. ［ネットワークの設定］ダイアログボックスで、次のいずれかの処理を行います。

• Auto-Protect を実行するリモートコンピュータのファイルを信頼するために Auto-Protect を有効または無効にする
• Auto-Protect スキャンのネットワークキャッシュオプションを設定する
11. ［OK］をクリックします。
12. ［処理］タブで、いずれかのオプションを設定します。次のサイトを参照してください。
検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更
Auto-Protect の修復オプションも設定できます。
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13. ［通知］タブで、いずれかの通知オプションを設定します。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータに表示されるウイルスとスパイウェアの通知の管理
14. ［拡張］タブで、次のいずれかのオプションを設定します。

• 起動と終了
• Auto-Protect の再ロードと有効化
15. ［追加オプション］で、［ファイルキャッシュ］または［リスク追跡］をクリックします。
16. ファイルキャッシュまたはリスク追跡を設定し、［OK］をクリックします。
17. このポリシーの設定を完了したら、［OK］をクリックします。
詳しい情報

• Windows コンピュータで実行されるウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
• クライアントコンピュータでのスキャンの管理

Mac クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ
Mac コンピュータで実行されるクライアントの Auto-Protect 設定をカスタマイズできます。
Mac クライアントの Auto-Protect をカスタマイズするには
1. コンソールで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［Mac の設定］の下の［保護技術］で、［Auto-Protect と SONAR］をクリックします。
3. ［スキャンの詳細］タブの一番上にあるロックアイコンをクリックし、すべての設定をロックまたはロック解除しま
す。
4. 次のいずれかのオプションのチェックマークを付けるかはずします。

•
•
•
•

Auto-Protect を有効にする
感染ファイルを自動的に修復する
修復できないファイルを検疫する
圧縮ファイルをスキャン

5. ［一般スキャンの詳細］で、Auto-Protect がスキャンするファイルを指定します。
NOTE
スキャンからファイルを除外するには、［指定したフォルダを除くすべての場所をスキャンする］を選択し
てから例外ポリシーを追加し、除外するファイルを指定します。次のサイトを参照してください。
スキャンからのファイルまたはフォルダの除外
6. ［マウント済みディスクのスキャンの詳細］で、利用可能なオプションのチェックマークを付けるかはずします。
7. ［疑わしい動作の検出］で、［疑わしい動作の検出を有効にする］のチェックマークをつけるか外します。
このオプションは、バージョン 14.3 RU1 以降で利用可能です。
8. ［通知］タブで、いずれかの通知オプションを設定してから［OK］をクリックします。
詳しい情報

• Mac コンピュータで実行されるウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
• 検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更
• クライアントコンピュータに表示されるウイルスとスパイウェアの通知の管理
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Linux クライアントの Auto-Protect のカスタマイズ
Linux コンピュータで実行するクライアントの Auto-Protect 設定をカスタマイズすると便利です。
NOTE
14.3 RU1 以降、Linux クライアントでは、［処理］タブ、［通知］タブ、［拡張］タブ (ステップ 9、10、11)
のオプションの設定は非推奨になりました。
Linux クライアントの Auto-Protect をカスタマイズするには
1. コンソールで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［Linux の設定］の［保護技術］で、［Auto-Protect］をクリックします。
3. ［スキャンの詳細］タブで、［Auto-Protect を有効にする］にチェックマークを付けるか、チェックマークをはずし
ます。
4. ［スキャン］の［ファイルの種類］で、次のいずれかのオプションをクリックします。

• すべてのファイルをスキャンする

このオプションがデフォルトで、最も安全なオプションです。

• 選択した拡張子のみをスキャンする

このオプションを選択するとスキャンパフォーマンスを高められますが、コンピュータでの保護レベルは下がる可
能性があります。
(14.3 RU1 以降使用できません)

5. ［追加オプション］で、［セキュリティリスクをスキャンする］にチェックマークを付けるか、またはチェックマー
クをはずします。
6. ［スキャンと監視の拡張設定］をクリックし、Auto-Protect スキャンをトリガする処理のオプションと、Auto-Protect
が圧縮ファイルのスキャンを扱う方法を変更します。
7. ［OK］をクリックします。
8. ［ネットワークの設定］で、［リモートコンピュータ上でファイルをスキャンする］にチェックマークを付けるか、
チェックマークをはずしてネットワークファイルの Auto-Protect スキャンを有効または無効にします。
デフォルトでは、Auto-Protect はファイルが実行されるときのみリモートコンピュータでファイルをスキャンしま
す。
スキャンとコンピュータのパフォーマンスを高めるためにネットワークのスキャンを無効にしたいことがあります。
9. ［処理］タブで、いずれかのオプションを設定します。次のサイトを参照してください。
検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更
Auto-Protect の修復オプションも設定できます。
10. ［通知］タブで、いずれかの通知オプションを設定します。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータに表示されるウイルスとスパイウェアの通知の管理
11. ［拡張］ページで、［キャッシュを有効にする］にチェックマークを付けるかまたははずします。
キャッシュサイズを設定するか、またはデフォルトの設定を使います。
12. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• Linux コンピュータで実行するウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
• 検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更
• クライアントコンピュータに表示されるウイルスとスパイウェアの通知の管理
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Windows コンピュータで実行する電子メールスキャンの Auto-Protect のカスタマイ
ズ
Windows コンピュータでは、電子メールスキャンの Auto-Protect をカスタマイズできます。
Windows コンピュータで実行する電子メールスキャンの Auto-Protect をカスタマイズするには
1. コンソールで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［Windows の設定］で、次のいずれかのオプションを選択します。

• Microsoft Outlook Auto-Protect
• インターネット電子メール Auto-Protect*
• Lotus Notes Auto-Protect*
* 14.2 RU1 より前のクライアントバージョンでのみ利用可能。
3. ［スキャンの詳細］タブで、［インターネット電子メール Auto-Protect を有効にする］にチェックマークを付ける
か、チェックマークをはずします。
4. ［スキャン］の［ファイルの種類］で、次のいずれかのオプションを選択します。

• すべてのファイルをスキャンする
•

このオプションがデフォルトで、最も安全なオプションです。
選択した拡張子のみをスキャンする
このオプションを選択するとスキャンパフォーマンスを高められますが、コンピュータでの保護レベルは下がる可
能性があります。

5. ［圧縮ファイル内部のファイルをスキャンする］をチェックするかチェックマークをはずします。
6. ［処理］タブで、いずれかのオプションを設定します。次のサイトを参照してください。
検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更
7. ［通知］タブの［通知］で、［感染コンピュータに通知メッセージを表示する］をチェックするかチェックマークを
はずします。メッセージはカスタマイズすることもできます。
8. ［電子メール通知］で、次のいずれかのオプションをチェックするかチェックマークをはずします。

• 電子メールメッセージに警告を挿入する
• 送信者に電子メールを送信する
• 他のユーザーに電子メールを送信
メッセージテキストをカスタマイズし、警告を含めることができます。インターネット電子メール Auto-Protect の場
合は、電子メールサーバーも指定する必要があります。
9. インターネット電子メール Auto-Protect の場合のみ、［拡張］タブの［暗号化接続］で、暗号化 POP3 または SMTP
接続を有効または無効にします。
10. ［大量メール送信型ワームヒューリスティック］で［アウトバウンドワームヒューリスティック］をチェックするか
チェックマークをはずします。
11. このポリシーの設定を完了したら、［OK］をクリックします。
詳しい情報

• Windows コンピュータで実行されるウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
• クライアントコンピュータに表示されるウイルスとスパイウェアの通知の管理
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Windows コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンの
カスタマイズ
Windows コンピュータで実行されるクライアントに対する定時スキャンまたはオンデマンドスキャンをカスタマイズす
ることができます。圧縮ファイルのスキャンのオプションを設定し、コンピュータのスキャンやスキャンパフォーマンス
を最適化できます。
Windows コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンをカスタマイズするには
1. コンソールで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［Windows の設定］で、［管理者定義のスキャン］をクリックします。
3. 次のいずれかの処理を実行します。

• ［定時スキャン］で、カスタマイズする定時スキャンを選択するか、新しい定時スキャンを作成します。
• ［管理者オンデマンドスキャン］で、［編集］をクリックします。
4. ［スキャンの詳細］タブで、［スキャンの拡張オプション］を選択します。

• ［圧縮ファイル］タブで、圧縮ファイルをスキャンするレベルの数を減らすことができます。レベルの数を減らす
•

と、クライアントコンピュータのパフォーマンスが向上することがあります。
［調整］タブで、クライアントコンピュータまたはスキャンにとって最適なパフォーマンスが得られるように調整
のレベルを変更します。

［OK］をクリックして変更を保存します。
5. 定時スキャンの場合のみ、［スケジュール］タブで、次のいずれかのオプションを設定します。

• スキャン期間
•

スキャンが一時停止し、クライアントコンピュータがアイドル状態になるまで待機するまで、どれだけの期間ス
キャンを実行するかを設定できます。また、スキャンの開始時間をランダム化できます。
未実行の定時スキャン
未実行のスキャンのために再試行の間隔を指定できます。

6. ［処理］タブで、任意の検出処理を変更します。次のサイトを参照してください。
検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更
7. ［通知］タブで、スキャンが検出を行ったときにクライアントコンピュータに表示される通知を有効または無効にし
ます。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータに表示されるウイルスとスパイウェアの通知の管理
8. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• Windows コンピュータで実行されるウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
• Windows コンピュータで実行される定時スキャンの設定

Mac コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタ
マイズ
定時スキャンとオンデマンドスキャンは別個にカスタマイズします。オプションの一部は異なっています。
Mac コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンをカスタマイズする方法
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1. Mac コンピュータで実行する定時スキャンをカスタマイズするには、コンソールで［ウイルスとスパイウェアの対策
ポリシー］を開きます。
2. ［Mac の設定］で、［管理者定義のスキャン］を選択します。
3. ［定時スキャン］で、カスタマイズする定時スキャンを選択するか、新しい定時スキャンを作成します。
新しいスキャンでは、新しいスキャンを手動で作成するか、またはテンプレートで定時スキャンを作成することがで
きます。
4. ［スキャンの詳細］タブの［ドライブとフォルダをスキャン］で、スキャンする項目を選択します。
5. アイドルタイムスキャンの有効と無効を切り替えることもできます。オプションを有効にすると、コンピュータの性
能が良くなります。オプションを無効にすると、スキャンの性能が良くなります。
6. ［OK］をクリックします。
このポリシーに含まれている他のすべてのスキャンについて、スキャンの詳細を編集します。
7. ［通知］タブで、スキャン検出についての通知メッセージを有効または無効にします。設定は、このポリシーに含め
るすべての定時スキャンに適用されます。
8. ［共通の設定］タブで、次のいずれかのオプションを設定します。

• スキャンオプション
• 処理
• 警告
これらの設定は、このポリシーに含めるすべての定時スキャンに適用されます。
9. ［OK］をクリックします。
10. Mac コンピュータで実行するオンデマンドスキャンをカスタマイズするには、［ウイルスとスパイウェアの対策ポリ
シー］ページの［Mac の設定］で、［管理者定義のスキャン］を選択します。
11. ［管理者オンデマンドスキャン］で、［編集］をクリックします。
12. ［スキャンの詳細］タブの［ドライブとフォルダをスキャン］で、スキャンする項目を選択します。
また、スキャン検出の処理を指定したり、圧縮ファイルのスキャンを有効または無効にしたりできます。
13. ［通知］タブで、検出についての通知を有効または無効にします。
クライアントに表示されるメッセージも指定できます。
14. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

•
•
•
•

Mac コンピュータで実行されるウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
Mac コンピュータで実行される定時スキャンの設定
検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更
クライアントコンピュータに表示されるウイルスとスパイウェアの通知の管理

Linux コンピュータで実行するクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタ
マイズ
Linux コンピュータで実行するクライアントに対する定時スキャンやオンデマンドスキャンをカスタマイズすると便利で
す。圧縮ファイルのスキャンのオプションを設定し、コンピュータのスキャンやスキャンパフォーマンスを最適化できま
す。
Linux コンピュータで実行するクライアントに対する管理者定義のスキャンをカスタマイズするには
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1. コンソールで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［Linux の設定］で、［管理者定義のスキャン］をクリックします。
3. 次のいずれかの処理を実行します。

• ［定時スキャン］で、カスタマイズする定時スキャンを選択するか、新しい定時スキャンを作成します。
• ［管理者オンデマンドスキャン］で、［編集］をクリックします。
4. ［スキャンの詳細］ページで、［すべてのフォルダをスキャン］にチェックマークを付けるか、またはスキャンする
特定のフォルダを指定します。
5. ［すべてのファイルをスキャンする］または［選択した拡張子のみをスキャンする］をクリックしてスキャンしたい
拡張子を指定します。
14.3 RU1 以降、［選択した拡張子のみをスキャンする］オプションは利用できません。
6. ［圧縮ファイル内部のファイルをスキャンする］を選択して圧縮ファイルをスキャンするレベル数を減らすことがで
きます。レベルの数を減らすと、クライアントコンピュータのパフォーマンスが向上することがあります。
7. ［セキュリティリスクをスキャンする］にチェックマークを付けるか、チェックマークをはずします。
8. 定時スキャンの場合のみ、［スケジュール］タブで、次のいずれかのオプションを設定します。

• スキャンスケジュール
•

スキャンを実行する頻度（日単位、週単位、月単位）を設定できます。
未実行の定時スキャン
未実行のスキャンのために再試行の間隔を指定できます。

9. ［処理］タブで、任意の検出処理を変更します。次のサイトを参照してください。
検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更
14.3 RU1 以降、Linux クライアントの検出用の処理の設定は非推奨になりました。
10. ［通知］タブで、スキャンが検出を行ったときにクライアントコンピュータに表示される通知を有効または無効にし
ます。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータに表示されるウイルスとスパイウェアの通知の管理
11. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

•
•
•
•

Linux コンピュータで実行するウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
Linux コンピュータで実行する定時スキャンの設定
検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更
クライアントコンピュータに表示されるウイルスとスパイウェアの通知の管理

スキャンのランダム化による Windows クライアントの仮想化環境でのコンピュータ
パフォーマンスの向上
定時スキャンをランダム化して、Windows クライアントコンピュータでのパフォーマンスを向上させることができま
す。ランダム化は仮想化された環境で重要です。
たとえば、午後 8 時にスキャンを実行するようにスケジュールしたとします。間隔に 4 時間を選択すると、午後 8 時か
ら午前 12 時の間のランダム化された時刻に、クライアントコンピュータでスキャンが開始されます。
仮想化された環境でスキャンのランダム化によってコンピュータパフォーマンスを向上させるには
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1. コンソールで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［Windows の設定］で、［管理者定義のスキャン］をクリックします。
3. 新しい定時スキャンを作成するか、既存の定時スキャンを選択して編集します。
4. ［定時スキャンの追加］または［定時スキャンの編集］ダイアログボックスで、［スケジュール］タブをクリックし
ます。
5. ［スキャンスケジュール］で、スキャンを実行する頻度を選択します。
6. ［スキャン期間］で、［最長で］にチェックマークを付け、時間数を選択します。この時間数は、その間にスキャン
がランダム化される時間間隔を制御します。
7. ［この期間内でスキャン開始日時をランダム化する (VM で推奨)］は必ず有効にします。
8. ［OK］をクリックします。
9. 仮想コンピュータを実行するコンピュータを含むグループにポリシーを適用するようにします。
詳しい情報

• スキャンの調整によるクライアントコンピュータパフォーマンスの改善
• Windows コンピュータで実行される定時スキャンの設定

グローバル スキャン設定の修正
クライアント コンピュータで実行するウイルス スキャンとスパイウェア スキャンのすべてに適用する設定をカスタマイ
ズできます。これらのオプションを修正すると、クライアントコンピュータのセキュリティを向上させることができま
す。
NOTE
これらのオプションを修正してクライアントコンピュータでの保護を強化すると、クライアントコンピュータ
のパフォーマンスに影響することがあります。
詳細については、次を参照してください。

• クライアントコンピュータでのスキャンの管理
• ウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
グローバル スキャン設定を修正する方法
1. コンソールで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［Windows 設定］、［Mac 設定］、または［Linux 設定］の下で、［グローバル スキャン オプション］をクリック
します 。
3. 以下のいずれかのオペレーティング システムのオプションを設定します。
Windows

詳細については、次を参照してください。
グローバルスキャンオプション

Mac

詳細については、次を参照してください。
Mac グローバルスキャンオプション
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Linux

（14.3 RU3 以降）
詳細については、次を参照してください。
Linux グローバル スキャン オプション

Insight

インサイトを使うと、スキャンでシマンテック社が良好だと信頼するファイル（安全性は高）や、コ
ミュニティが良好だと信頼するファイル（安全性は低）をスキップできます。

Bloodhound

Bloodhound は、ファイルの論理部分を分離して確認し、未知のウイルスである見込みの高いものを
検出します。続いて、Bloodhound はウイルスのように動作するプログラム論理を分析します。検出
の感度のレベルを指定できます。

マップしたネットワークドラ
イブのパスワード

クライアントがネットワークドライブをスキャンするときにユーザーにパスワードを要求するかどう
かを指定します。

4. ［OK］をクリックします。

Windows コンピュータのログ処理と通知設定の修正
それぞれのウイルスとスパイウェアの対策ポリシーには、Windows クライアントコンピュータで実行されるすべてのウ
イルススキャンとスパイウェアスキャンに適用されるオプションが含まれています。
次のオプションを設定できます。

• ブラウザのホームページを変更したセキュリティリスクを修復するときに Symantec Endpoint Protection が使うデ
•
•
•

フォルトの URL を指定します。
リスクログの処理オプションを指定します。
定義が最新でないときや見つからないときにユーザーに警告します。
自動保護または管理者定義のスキャンから仮想イメージを除外します。

Windows コンピュータのログ処理と通知設定を修正するには
1. コンソールで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［Windows の設定］の下で、［その他］をクリックします。
［インターネットブラウザ保護］のオプションを指定します。
3. ［ログの処理］タブで、イベントフィルタ、ログの保有、ログの集計のオプションを設定します。
4. ［通知］タブで、グローバルな通知を設定します。次のサイトを参照してください。
Windows コンピュータで実行されるウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
5. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
クライアントコンピュータに表示されるウイルスとスパイウェアの通知の管理

Linux コンピュータでのログ処理設定の修正
それぞれのウイルスとスパイウェアの対策ポリシーには、Linux クライアントコンピュータで実行するすべてのウイルス
スキャンとスパイウェアスキャンに適用されるログ処理設定が含まれています。
14.3 RU1 以降では、Linux クライアントでログ処理の設定を変更することは推奨されていません。
Linux コンピュータのログ処理設定を修正するには
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1. コンソールで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［Linux の設定］で、［その他］をクリックします。
3. ［ログの処理］タブで、イベントフィルタ、ログの保有、ログの集計のオプションを設定します。
詳しい情報
ログの表示

ダウンロードインサイトの設定のカスタマイズ
クライアントコンピュータでの誤認検出を減らすため、ダウンロードインサイトの設定をカスタマイズしたいことがあり
ます。悪質なファイルを特徴付けるために使われるファイル評価データに対するダウンロードインサイトの感度を変更で
きます。ダウンロードインサイトが検出を行った場合にクライアントコンピュータに表示する通知も変更できます。次の
サイトを参照してください。

• Windows コンピュータで実行されるウイルススキャンとスパイウェアスキャンのカスタマイズ
• ダウンロードインサイト検出の管理
ダウンロードインサイトの設定をカスタマイズするには
1. コンソールで、［ウイルスとスパイウェアの対策ポリシー］を開き、［ダウンロード保護］を選択します。
2. ［ダウンロードインサイト］タブで、［ダウンロードインサイトのファイル評価に基づく潜在的リスク検出を有効に
する］にチェックマークが付いていることを確認します。
Auto-Protect が無効になっている場合、ダウンロードインサイトが有効になっていてもダウンロードインサイトは動
作できません。
3. 悪質なファイルの感度スライダーを適切なレベルまで移動します。
レベルを高く設定すると、より多くのファイルを悪質だと検出し、より少ないファイルを未確認として検出します。
しかし、高い設定であるほど、より多くの誤認が返されます。
4. 選択 次のオプションにチェックマークを付けると、未確認ファイルを調べるための追加条件として使います。

• ［x 人以下のユーザーによるファイル］
• ［ユーザーにレポートされてから x 日以内のファイル］
未確認ファイルがこれらの基準を満たすと、ダウンロードインサイトはファイルが悪質であると検出します。
5. ［信頼できるインターネットサイトまたはイントラネットサイトからダウンロードしたファイルを自動的に信頼す
る］にチェックマークが付いていることを確認します。
6. ［処理］タブの［悪質なファイル］で、第 1 の処理と第 2 の処理を指定します。
7. ［未確認ファイル］で処理を指定します。
8. ［通知］タブで、ダウンロードインサイトが検出を行ったときにクライアントコンピュータにメッセージを表示する
かどうかを指定します。
ダウンロードインサイトが検出したファイルをユーザーが許可すると表示される警告メッセージのテキストをカスタ
マイズすることもできます。
9. ［OK］をクリックします。

検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理の変更
スキャンで検出を行ったときに実行する必要がある 1 つ以上の処理を設定できます。各スキャンには、［クリーニン
グ］、［検疫］、［削除］、［放置する（ログのみ）］などの独自の処理のセットがあります。
Windows クライアントと Linux クライアントでは、検出の各カテゴリは、第 1 の処理と、第 1 の処理が可能でない場合
の第 2 の処理を指定して設定できます。
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14.3 RU1 以降、Linux クライアントの検出用の処理の設定は非推奨になりました。
デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection はウイルスに感染したファイルのクリーニングを試みます。Symantec
Endpoint Protection はファイルをクリーニングできなければ、次の処理を実行します。

• ファイルを感染コンピュータの検疫に移動し、ファイルへのアクセスをすべて拒否します。
• イベントをログに記録します。
デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection はセキュリティリスクに感染したすべてのファイルを検疫に移動しま
す。
処理をログのみに設定した場合、デフォルトでは、ユーザーが感染ファイルを作成または保存すると、Symantec
Endpoint Protection はそれらのファイルを削除します。
Windows コンピュータでは、管理者によるスキャン、オンデマンドスキャン、ファイルシステムの Auto-Protect スキャ
ンについて、修復処理を設定することもできます。
ユーザーがこのポリシーを使うクライアントコンピュータ上で処理を変更できないように、処理をロックできます。
WARNING
セキュリティリスクの削除処理は慎重に使ってください。場合によっては、アプリケーションが機能しなくな
ることがあります。セキュリティリスクによる影響があるファイルを削除するようにクライアントを設定する
と、ファイルを復元できなくなります。
セキュリティリスクによる影響があるファイルをバックアップするには、代わりに検疫の処理を使います。
検出を行ったときに Symantec Endpoint Protection が実行する処理を変更する方法
1. オプション 1: Windows クライアントまたは Linux クライアントでの検出時に Symantec Endpoint Protection が実行
する処理を変更するには、［ウイルスとスパイウェアの対策のポリシー］で、［Windows の設定］または［Linux 設
定］で、スキャン（Auto-Protect スキャン、管理者スキャン、オンデマンドスキャン）を選択します。
14.3 RU1 以降、Linux クライアントの検出用の処理の設定は非推奨になりました。
2. ［処理］タブの［検出］で、マルウェアまたはセキュリティリスクの種類を選択します。
デフォルトでは、各サブカテゴリは自動的に、カテゴリ全体に設定されている処理を使うように設定されます。
NOTE
Windows クライアントでは、これらのカテゴリはシマンテック社がリスクに関する新しい情報を入手する
につれて動的に変化します。
3. サブカテゴリに対する処理のみを設定するには、次のいずれかを実行します。

• ［マルウェアに対して設定した処理を上書きする］にチェックマークを付け、そのサブカテゴリ専用の処理を設定
します。

•

NOTE

シマンテック社がリスクを分類する方法に応じて、1 つのカテゴリの下に 1 つのサブカテゴリだけが存
在する場合があります。たとえば、［マルウェア］にウイルスという名前のサブカテゴリが 1 つ存在す
ることもあります。
［セキュリティリスクに設定した処理を上書きする］にチェックマークを付け、そのサブカテゴリ専用の処理を設
定します。

4. ［処理対象］で、クライアントソフトウェアがそのカテゴリのウイルスまたはセキュリティリスクを検出したときに
実行する第 1 と第 2 の処理を選択します。
セキュリティリスクの削除処理は慎重に使ってください。場合によっては、アプリケーションが機能しなくなること
があります。
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5. 処理を設定するカテゴリ（ウイルスとセキュリティリスク）ごとにこれらの手順を繰り返します。
6. このポリシーの設定を完了したら、［OK］をクリックします。
7. オプション 2: Mac クライアントでの検出時に Symantec Endpoint Protection が実行する処理を変更するには、［ウ
イルスとスパイウェアの対策ポリシー］の［Mac の設定］で、［管理者定義のスキャン］を選択します。
8. 次のいずれかの処理を実行します。

• 定時スキャンの場合は、［共通の設定］タブを選択します。
• オンデマンドスキャンの場合は、［スキャン］タブの［管理者オンデマンドスキャン］で、［編集］をクリックし
ます。

9. ［処理］で、次のオプションのどちらかにチェックマークを付けます。

• 感染ファイルを自動的に修復する
• 修復できないファイルを検疫する
10. オンデマンドスキャンの場合は［OK］をクリックします。
11. このポリシーの設定を完了したら、［OK］をクリックします。
詳しい情報

• スキャン処理の確認と識別されたコンピュータの再スキャン
• ウイルスとセキュリティリスクの除去

Windows コンピュータでのユーザーによるスキャンの進行状況の表示とスキャンの
操作の許可
スキャンの進行状況のダイアログボックスを Windows クライアントコンピュータに表示するかどうかを設定できます。
このダイアログボックスをクライアントコンピュータに表示するようにした場合、ユーザーはいつでも管理者定義のス
キャンを一時停止または延期することができます。
ユーザーがスキャンの進行状況を表示することを許可すると、クライアント UI のメインページに現在実行中のスキャン
のスキャン進行状況を表示するためのリンクが表示されます。次の定時スキャンのスケジュールを再設定するリンクも表
示されます。
ユーザーがスキャンの進行状況を表示することを許可すると、クライアント UI のメインページに次のオプションが表示
されます。

• スキャンの実行時に、メッセージリンク［スキャン実行中］が表示されます。
•

ユーザーはこのリンクをクリックしてスキャンの進行状況を表示できます。
次の定時スキャンのスケジュールを再設定するリンクも表示されます。

ユーザーがスキャンを確実に停止できるように設定できます。ユーザーによるスキャンの一時停止または延期のオプショ
ンを設定することもできます。
ユーザーによる次のスキャン処理の実行を許可できます。
一時停止

ユーザーがスキャンを一時停止すると、スキャン結果のダイアログボックスは開いたままで、ユーザーがスキャン
を続行するか中止するまで待機します。コンピュータの電源を切った場合、一時停止されたスキャンは継続されま
せん。

休止

ユーザーが定時スキャンを休止する場合、1 時間休止または 3 時間休止のどちらかを選択できます。また、休止す
る回数も設定できます。スキャンが休止されると、スキャン結果のダイアログボックスは一度閉じ、休止期間が終
了してスキャンが再開された時点で再表示されます。

中止

ユーザーがスキャンを停止した場合、通常スキャンはすぐに停止します。クライアントソフトウェアが圧縮ファ
イルをスキャン中にユーザーがスキャンを停止した場合、スキャンはすぐには停止しません。この場合、スキャン
は、圧縮ファイルのスキャンが完了するとすぐに停止します。停止されたスキャンは再開されません。
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一時停止されたスキャンは、指定した時間間隔が経過すると自動的に再開されます。
NOTE
ユーザーは Power Eraser 分析を停止できますが、一時停止または休止することはできません。
この手順で使うオプションについて詳しくは［ヘルプ］を参照してください。
Windows コンピュータでのユーザーによるスキャンの進行状況の表示とスキャンの操作を許可するには
1. コンソールで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［Windows の設定］で、［管理者定義のスキャン］をクリックします。
3. ［拡張］タブの［スキャン進行状況オプション］で、［スキャンの進行状況を表示する］または［リスクを検出した
場合にスキャンの進行状況を表示する］をクリックします。
4. スキャンが完了したら自動的にスキャンの進行状況インジケータを閉じるには、［完了したらスキャン進行状況ウィ
ンドウを閉じる］にチェックマークを付けます。
5. ［ユーザーによるスキャンの停止を許可する］にチェックマークを付けます。
6. ［一時停止オプション］をクリックします。
7. ［スキャン一時停止オプション］ダイアログボックスで、次のいずれかの処理を行います。

• ユーザーがスキャンを一時停止できる時間を制限するには、［スキャンを一時停止できる時間を限定する］に
チェックマークを付け、時間を分単位で入力します。範囲は 3 から 180 です。

• ユーザーがスキャンを延期（または休止）できる回数を制限するには、［休止の最大回数］ボックスに 1 から 8
•

の数値を入力します。
デフォルトでは、ユーザーがスキャンを延期できる時間は 1 時間です。この制限を 3 時間に変更するに
は、［ユーザーがスキャンを 3 時間休止するのを許可する］にチェックマークを付けます。

8. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
クライアントコンピュータでのスキャンの管理

Symantec Endpoint Protection クライアントと連携する Windows セキュリティセ
ンターの通知の設定
ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを使って、Windows XP Service Pack 3 を実行するクライアントコンピュータの
Windows セキュリティセンターを設定できます。次のサイトを参照してください。
Windows コンピュータで実行されるクライアントに対する管理者定義のスキャンのカスタマイズ
NOTE
Windows XP SP3 のみを実行するクライアントコンピュータでは、Windows セキュリティセンターのすべての
オプションを設定できます。Windows Vista と Windows 7 以降では、［定義が最新でないときに Windows セ
キュリティセンターメッセージを表示する］オプションのみ設定できます。
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Table 127: Windows セキュリティセンターとクライアントの連携方法を設定するオプション
オプション

説明

使うとき

Windows セキュリティ
センターを無効にする

クライアントコンピュータの Windows セキュリ
ティセンターを永続的または一時的に無効にしま
す。
利用可能なオプション:
• しない。Windows セキュリティセンターはクラ
イアントコンピュータで常に有効になります。
• 1 回。Windows セキュリティセンターを 1 回
だけ無効にします。ユーザーが有効にした場合
は、再び無効になりません。
• 常時。Windows セキュリティセンターはクラ
イアントコンピュータで永続的に無効になりま
す。ユーザーが有効にしても、すぐに無効にな
ります。
• 復元. Windows セキュリティセンターはウイル
スとスパイウェアの対策ポリシーが以前に無効
にした場合に有効になります。

セキュリティ警告をクライアントユーザーに表示し
ない場合は Windows セキュリティセンターを永続
的に無効にしてください。クライアントユーザーは
Symantec Endpoint Protection の警告を受信できま
す。
セキュリティ警告をクライアントユーザーに表示
する場合は Windows セキュリティセンターを永
続的に有効にしてください。Symantec Endpoint
Protection の警告を表示するために Windows セキュ
リティセンターを設定できます。

Windows セキュリティ
センターでウイルス対策
警告を表示する

Symantec Endpoint Protection クライアントからの
ウイルス対策の警告が Windows の通知領域に表示
されるように設定します。

コンピュータの Windows の通知領域で他のセキュ
リティ警告とともに Symantec Endpoint Protection
の警告をユーザーに表示する場合はこの設定を有効
にしてください。

定義が最新でないときに
Windows セキュリティ
センターメッセージを表
示する

Windows セキュリティセンターで定義が最新ではな
いと見なされるまでの日数を設定します。デフォル
トでは、Windows セキュリティセンターは 30 日後
にこのメッセージを送信します。

Windows セキュリティセンターで最新ではない定義
についてクライアントユーザーにデフォルトの時間
（30 日）よりも高頻度で通知する場合はこのオプ
ションを設定してください。
Note: クライアントコンピュータでは、Symantec
Endpoint Protection は 15 分ごとに有効期限、定義
の日付、現在の日付を比較します。通常、定義は自
動的に更新されるため、最新でない状態が Windows
セキュリティセンターに報告されることはありませ
ん。定義を手動で更新する場合、Windows セキュリ
ティセンターで正確な状態を表示するには最大 15
分待つ必要があります。

Symantec Endpoint Protection クライアントと連携するように Windows セキュリティ センターを設定する方法
1. コンソールで、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［Windows の設定］の下で、［その他］をクリックします。
3. ［その他］タブで、Windows セキュリティセンターのオプションを指定します。
4. ［OK］をクリックします。

Symantec Endpoint Protection 遠隔測定データを提出してセキュリティ
を向上させる
詳細については、以下のトピックを参照してください。
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•
•
•
•
•

概要
目的
遠隔測定データ収集の有効化
遠隔測定に関するよくある質問
パフォーマンス、サイジング、および配備

概要
遠隔測定（データ提出、データ収集ともいわれる）ではネットワークのセキュリティ態勢を強化し、製品の使用感を向上
するために情報を収集します。遠隔測定は次の種類の情報を幅広く収集します。

• ハードウェアとソフトウェアの詳細を含むシステム環境
• 製品のエラーと関連イベント
• 製品構成の有効性
収集したデータはシマンテック社に送信されます。
NOTE
シマンテック社が遠隔測定によって収集したデータには、直接的には識別できない匿名要素が含まれている場
合があります。シマンテック社は個人ユーザーを特定するために遠隔測定データの使用を必要としたり求めた
りすることはありません。
目的
シマンテック社は、これらの情報を使ってユーザーの製品使用感を分析し、改良します。

• シマンテック社のサポートで遠隔測定を使用します。
• シマンテック社は、脅威の状況を明らかにするために、Risk Insight プログラムに含まれる遠隔測定を使用します。
遠隔測定データ収集の有効化
シマンテック社は、管理サーバーと Symantec Endpoint Protection クライアントの両方から遠隔測定データを収集しま
す。
ただし、ネットワーク帯域幅の問題やクライアントから送信するデータの制限によっては、遠隔測定データの提出の無効
化が必要な場合もあります。クライアント活動ログを調べると、提出活動を確認し、帯域幅の使用状況を監視できます。
管理サーバーの遠隔測定データの収集を有効または無効にするには
1. サーバーのデータ収集の［匿名のデータをシマンテック社に送信して詳細な脅威防止インテリジェンスを受け取
る］オプションを有効または無効にします。
– 管理コンソールで、［管理］ > ［サーバー］ > ［ローカルサイト］ > ［サイトのプロパティ］ > ［データ収
集］に移動してオプションを変更します。
NOTE
Symantec Endpoint Protection Manager のインストール時に、サーバーのデータ収集オプションを変更する
こともできます。

384

クライアントの遠隔測定データの提出を有効または無効にするには
1. クライアントのデータ提出の［匿名のデータをシマンテック社に送信して詳細な脅威防止インテリジェンスを受け取
る］オプションを有効または無効にします。管理コンソールでグループレベルでオプションを変更したり、クライア
ントユーザーインターフェースで単一クライアントのオプションのみを変更することができます。
– 管理コンソールで、［クライアント］ > ［ポリシー］タブに移動します。［設定］ペインで［外部通信の設定］ >
［クライアント提出］を選択します。
– クライアントユーザーインターフェースで、［設定の変更］ > ［クライアント管理］ > ［オプションの設定］ >
［クライアント提出］に移動します。
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企業の各クライアントは 1 つのグループに属します。グループには独自のポリシーが設定されています。親グループか
らポリシーを継承するようにグループを設定することもあります。クライアントによるデータ提出をグループ全体に設定
した場合は、必要に応じてすべてのグループに設定が適用されていることを確認します。
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NOTE
提出を無効にして設定をロックすると、ユーザーは提出データを送信するようにグループ内のクライアントを
設定できません。オプションを有効にして提出タイプを選択し、設定をロックすると、ユーザーは提出を無効
にできません。設定をロックしなければ、［詳細］の提出タイプなどの設定を変更できます。
シマンテック社が最良の脅威防止を提供できるように、脅威の情報の提出をお願いします。
遠隔測定に関するよくある質問
Symantec Endpoint Protection ではどのような種類の情報が収集されますか?
詳細については、次を参照してください。
プライバシーとデータ保護
Symantec Endpoint Protection が収集する情報の種類について詳しくは、以下の表に示します。
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Table 128: Symantec Endpoint Protection が収集する情報の種類の詳細
次のように入力します。
ソフトウェアの設定、製品の詳細、インス
トールの状態

詳細
ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーに関する情報には次のものが含まれます。
• Bloodhound の設定
Bloodhound が有効または無効のどちらか。レベルが自動またはアグレッシブのど
ちらか。(［ウイルスとスパイウェアの対策ポリシー］ > ［グローバルスキャンオ
プション］)
• ダウンロードインサイトの設定
ダウンロードインサイトが有効または無効のどちらか。感度や普及率のしきい値
など、ダウンロードインサイトの設定。(［ウイルスとスパイウェアの対策ポリ
シー］>［ダウンロード保護］)
• 自動保護の設定
マルウェアやセキュリティリスクに設定している上書き(［ウイルスとスパイウェ
アの対策ポリシー］>［自動保護］)
クライアントの台数が多い上位 20 位のグループに関する情報を含みます。各グループ
の 1 番目の場所（通常はデフォルトの場所）を選択して情報を送信します。
通常、この情報には次のものが含まれます。
• クライアントモード: クライアントでサーバー制御、クライアント制御、混合モー
ドを使用しているか。データが見つからないか。
• プッシュ型/プル型転送モード: クライアントがサーバーからポリシーを取得してい
るか。サーバーにポリシーを要求しているか。
• アプリケーション学習のオン/オフ。
• ハートビート間隔 (分)。
• 重要なイベントのアップロードのオン/オフ。
• ダウンロードのランダム化のオン/オフ。ランダム化の時間帯 (分)。
• クライアントで前回使用したグループ設定やグループモードを使用しているか。
• クライアントが検出の提出データを送信しているか。ウイルス対策の検出、ファイ
ル評価、SONAR など、提出データの種類。
• クライアントでホストインテグリティを有効にしているか。
• ドメインの数。
• ドメインすべてのグループの合計数は、<1500 のように近似値で表示されま
す。3,000 以上の場合は、>/= 3000 と送信される
• すべてのドメインにおけるグループの最大深度
• クライアントの合計数
• コンピュータモードのクライアントの台数
• ユーザーモードのクライアントの台数
• 組織単位（OU）グループのクライアントの台数

ライセンスの状態、ライセンスの資格情報、 なし
ライセンス ID、ライセンスの使用状況
デバイス名、種類、OS バージョン、言語、 なし
場所、ブラウザの種類とバージョン、IP ア
ドレス、ID
デバイスのハードウェア、ソフトウェア、ア サーバーデータベースからは、クライアントのハードウェアに関する集計情報を送信
プリケーションインベントリ
します。情報には、CPU、RAM、Symantec Endpoint Protection インストールディス
クのディスク空き容量が含まれます。
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次のように入力します。

詳細

アプリケーションとデータベースのアクセス システム管理ログのエントリのルール数を含みます。次のデータベースログのログエ
設定、ポリシーの必要条件、ポリシーコンプ ントリ数、ログエントリが期限切れになるまでの日数も送信します。
ライアンスの状態、アプリケーション例外、 • システム管理ログ
ワークフローのエラーログ
• クライアント/サーバー活動ログ
• 監査ログ
• システムサーバー活動ログ
複製エラーやデータベースバージョンの不一致など、サーバーの複製エラーイベント
を含みます。
クライアントのセキュリティイベント情
なし
報、IP アドレス、ユーザー ID、パス、デバ
イス名やデバイスの状態などのデバイス情
報、ダウンロードしたファイル、ファイルの
処理など、潜在的な脅威に関連付けられた情
報
ファイルのダウンロード、処理や実行アプリ ファイル評価データとは、評価に基づいて検出したファイルに関する情報です。
ケーションの情報、マルウェアの送信など、 • これらの情報を提出すると Symantec Insight 評価データベースに反映され、コン
ファイルやアプリケーションの評価情報
ピュータを新たなリスクから保護するための役に立ちます。
情報には、ファイルハッシュ、クライアントの IP ハッシュ、ファイルのダウン
ロード元の IP アドレス、ファイルサイズ、ファイルの評価スコアが含まれます。
アプリケーション例外のログとワークフロー なし
のエラーログ
サービスの設定時に入力した個人情報や、設 なし
定後の他のサービス呼び出し
名前、バージョン、言語、ライセンスの資格 なし
データなどのライセンス情報
SEP に装備されている保護技術の使用状況

クライアントの台数が多い上位 20 位のグループに関する情報を含みます。各グループ
の 1 番目の場所（通常はデフォルトの場所）を選択して情報を送信します。
この情報には、次のものが含まれます。
• 特定の保護技術が有効または無効になっているクライアントの台数。
• 有効になっている保護技術を使った 1 番目の検出処理と 2 番目の検出処理の数と
種類 (検疫、ログのみ、クリーン、など)。
Symantec Endpoint Protection Manager はデータベースにおける各種の共有ポリシー
の数を送信します。この数は、デフォルトのポリシーとカスタムのポリシーの数を足
したものです。この情報には、次のものが含まれます。
• ドメインの数
• 次の共有ポリシーそれぞれの数
– ウイルスとスパイウェアの対策ポリシー
– ファイアウォールポリシー
– 侵入防止ポリシー
– アプリケーションとデバイス制御ポリシー
– LiveUpdate のポリシー
– ホストインテグリティポリシー
• カスタム侵入防止シグネチャの数

389

次のように入力します。

詳細

オペレーティングシステム情報、サーバー
以下のサーバー情報を含みます。
ハードウェアとソフトウェアの設定の詳
• 複製パートナーの数
細、CPU 名、メモリサイズ、インストール • ログデータの複製の有無
済みパッケージのソフトウェアバージョンと
• コンテンツデータの複製の有無
機能など、SEP の設定を記述した情報
Linux オペレーティングシステムの種類、カーネルバージョン、この設定を適用してい
るクライアントの台数を含みます。
次のクライアントの台数など、Symantec Endpoint Protection Manager クライアント
の稼働状態に関する Symantec Endpoint Protection データベースの集計情報を含みま
す。
• クライアントの合計数
• 縮小サイズのクライアント
• 標準サイズのクライアント
• EWF 対応クライアント
• FBWF 対応クライアント
• UWF 対応クライアント
• Microsoft 社のハイパーバイザクライアント
• VMware 社のハイパーバイザクライアント
• Citrix 社のハイパーバイザクライアント
• 不明なハイパーバイザクライアント
LiveUpdate のリビジョンの概数 (<30 など) を送信します。
潜在的なセキュリティリスク、移植可能な実 次の情報を含みます。
行可能ファイルや実行可能コンテンツを含む • ウイルス対策の検出（Windows と Mac のみ）
ファイル（インストール時にこのようなファ
ウイルスとスパイウェアスキャンの検出についての情報。クライアントが提出する
イルが実行する処理に関する情報など、個人
情報には、ファイルハッシュ、クライアント IP のハッシュ、ウイルス対策シグネ
情報を含む可能性があり、マルウェアとして
チャ、攻撃者の URL などが含まれます。
識別される）の情報
• ウイルス対策の拡張ヒューリスティック検出（Windows のみ）
Bloodhound やその他のウイルスとスパイウェアのスキャンでヒューリスティック
に検出された潜在的な脅威に関する情報。これらの検出は、リスクログに表示され
ないサイレントな検出です。これらの検出についての情報は統計分析のために使わ
れます。
• SONAR 検出（Windows のみ）
危険度が高い検出や危険度が低い検出、システム変更イベント、信頼できるアプリ
ケーションによる疑わしい動作などの、SONAR が検出する脅威についての情報。
次のような処理データも含みます。
• SONAR のヒューリスティック検出 （Windows のみ）は、リスクログに表示され
ないサイレントな検出です。この情報は統計分析のために使われます。クライアン
トが通常提出する情報の種類には、次のような検出の属性が含まれます
– 非表示の処理
– 占有域が少ない処理
– キー入力のログ記録や画面のキャプチャ動作
– セキュリティ製品の動作の無効化
– 検出の日付とタイムスタンプ
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次のように入力します。

詳細

アクセスした URL を含むネットワーク活動 次の情報を含みます。
に関する情報、ネットワーク接続に関する集 • ネットワーク検出イベント（Windows と Mac のみ）
計情報（ネットワーク接続に使用したホスト
IPS エンジンによる検出（侵入防止）に関する情報。クライアントが提出する情報
名、IP アドレス、統計情報など）
には、クライアント IP のハッシュ、攻撃者の URL、検出のタイムスタンプ、攻撃
者の IP アドレス、IPS シグネチャなどが含まれます。
• ブラウザ検出イベント（Windows のみ）
ブラウザのアドレスバーに入力したすべての URL とダウンロードするためにク
リックまたは接続したすべての URL。
クライアントは、以下に関するメタデータも送信します。
– IP アドレス、ポート番号、ホスト名、接続を初期化するアプリケーション、プ
ロトコル、接続時間、接続ごとのバイト数など、各ネットワーク接続
– デバイス ID、転送時間、プロトコル、ファイル属性（種類、名前、パス、サイ
ズ）、コンテンツの SHA-256 など、デバイス間のすべてのファイル転送活動
SEP のインストールと動作に関する状態情 なし
報（インストール時またはエラー発生時に
SEP が検出したファイルまたはフォルダの
名前に個人情報が含まれている場合にのみ、
状態情報に個人情報が含まれることがありま
す。状態情報には、SEP のインストールが
正常に完了したかどうかや、SEP でエラー
が発生したかどうかが示されます）
匿名の一般的な統計情報と状態情報

なし

自分の Symantec Endpoint Protection クライアントが送信している遠隔測定の提出データはどのようにしたらわかり
ますか?
提出イベントを確認するには、クライアント活動ログを調べます。ログに最新の提出イベントが記録されていない場合
は、次のことを調べます。

• クライアントによるデータ提出が有効であることを確認する
• プロキシサーバーを使用している場合は、プロキシ例外を調べる次のサイトを参照してください。
クライアントがデータを提出する場合に使用するプロキシサーバーは指定できますか?

• シマンテック社のサーバーの接続を調べるサポート技術情報の記事を参照してください:
•

https://knowledge.broadcom.com/external/article/154500
クライアントに最新の LiveUpdate コンテンツをダウンロードしていることを確認する
Symantec Endpoint Protection で SCD（Submission Control Data）ファイルを使用しています。シマンテック社では
SCD ファイルを発行し、それを LiveUpdate パッケージの一部として含めます。各シマンテック製品には独自の SCD
ファイルが含まれます。このファイルは次の設定を制御します。
– クライアントが 1 日に提出できる回数
– クライアントソフトウェアが提出を再試行するまでの待機時間の長さ
– 失敗した提出を再試行する回数
– 提出データを受信するシマンテックセキュリティレスポンスサーバーの IP アドレス

SCD ファイルが期限切れになった場合には、クライアントは提出データの送信を停止します。シマンテック社は、クラ
イアントコンピュータが 7 日間 LiveUpdate コンテンツを取得しなければ SCD ファイルが期限切れになったと見なしま
す。クライアントは 14 日後に提出の送信を停止します。
クライアントが提出を停止した場合は、クライアントソフトウェアは提出情報を収集せずに後で送信します。クライアン
トが提出を再び開始するときは、再開された後に発生したイベントに関する情報のみが送信されます。
遠隔測定のデータ提出を断ることはできますか?
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はい。断ることができます。クライアントとサーバーのユーザーインターフェースでサーバーデータの収集オプションや
クライアントのデータ提出オプションを修正できます。ただし、シマンテック社はネットワークのセキュリティ向上を可
能にする程度の遠隔測定を有効にすることを推奨します。
パフォーマンス、サイジング、および配備
遠隔測定では帯域幅をどれくらい使用しますか?
Symantec Endpoint Protection は、クライアントコンピュータによるデータ提出を調整してネットワークへの影響を最小
限に抑えます。Symantec Endpoint Protection は、次の方法で提出を調整します

• クライアントコンピュータはコンピュータがアイドル状態のときだけサンプルを送信します。アイドル状態の提出
•

は、ネットワーク上の提出トラフィックをランダム化するのに役立ちます。
クライアントコンピュータは、一意のファイルについてのみサンプルを送信します。シマンテック社ですでにファイ
ルを認識している場合、クライアントコンピュータは情報を送信しません。
NOTE
これらの提出データは非常に小さいサイズです。たとえば、ウイルス対策の提出データは通常 4 KB を超えませ
ん。同様の IPS の提出データは約 32 KBです。

クライアントがデータを提出する場合に使用するプロキシサーバーは指定できますか?
Windows クライアントが提出とその他の外部通信にプロキシサーバーを使うように、Symantec Endpoint Protection
Manager を設定できます。クライアントコンピュータで認証にプロキシを使う場合、プロキシサーバーの設定でシマン
テック社の URL を例外として指定することが必要になる場合があります。例外により、クライアントコンピュータは
Symantec Insight と他の重要なシマンテック社のサイトと通信できます。
プロキシについて詳しくは、以下を参照してください。
クライアントの提出と他の外部通信のためのプロキシサーバーの指定
シマンテック社の URL の例外について詳しくは、次のサイトを参照してください。
Endpoint Protection が評価サーバおよびライセンス サーバと通信するためにプロキシ サーバで必要な除外指定

サーバーデータ収集とクライアント提出、ネットワークのセキュリティにおけるそれ
らの重要性について
デフォルトで、Symantec Endpoint Protection クライアントと Symantec Endpoint Protection Manager では一部の種類の
匿名情報がシマンテック社に送信されます。クライアントは、非匿名データをシマンテック社に送信して、カスタマイズ
された分析を得ることができます。クライアントまたは Symantec Endpoint Protection Manager が情報を提出するかど
うかを制御できます。
サーバーデータとクライアント提出はいずれもネットワークのセキュリティの向上において重要な意味を持ちます。
詳細については、以下のトピックを参照してください。

•
•
•
•
•

サーバーデータ収集とは
匿名のクライアント提出とは
非匿名のクライアント提出とは
プライバシーに関する考慮事項
帯域幅の使用状況に関する考慮事項

サーバーデータ収集とは
サーバーデータは、シマンテック社が検出技術の対策とその効率向上を実現するのに役立ちます。
Symantec Endpoint Protection Manager は、次の種類の匿名情報をシマンテック社に送信します。
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• 名前、バージョン、言語、ライセンス資格データを含むライセンス情報
• Symantec Endpoint Protection 保護機能の使用状況
• Symantec Endpoint Protection 設定に関する情報この情報には、オペレーティングシステム情報、サーバーハード

ウェアとソフトウェアの設定、CPU サイズ、メモリサイズ、インストール済みパッケージのソフトウェアバージョン
と機能が含まれます。

インストール時にサーバー提出設定を変更する、またはコンソールでサーバーの［サイトプロパティ］、［データ収
集］タブで設定を変更できます。
NOTE
シマンテック社は、サーバーデータ収集を有効のままにしておくことを常に推奨します。
匿名のクライアント提出とは
Symantec Endpoint Protection クライアントは検出、ネットワーク、設定についての匿名情報をシマンテックセキュリ
ティレスポンスに自動的に提出します。シマンテック社は、この匿名情報を使って新しい脅威と変化する脅威に対応する
と同時に製品のパフォーマンスの向上に役立てます。匿名データが特定のユーザーに直接識別されることはありません。
クライアントが送信する検出情報には、ウイルス対策検出、侵入防止、SONAR、ファイル評価検出に関する情報が含ま
れます。
NOTE
Mac クライアント提出には SONAR またはファイル評価の提出が含まれません。Linux クライアントはいかな
るクライアント提出もサポートしません。
クライアントがシマンテック社に送信する匿名情報により、ユーザーは次の恩恵を受けることができます。

• ネットワークのセキュリティの向上
• 製品パフォーマンスの最適化
ただし、場合によっては、クライアントが一部の情報を提出することを防止する必要があります。たとえば、企業のポリ
シーで、クライアントコンピュータが社外のエンティティにいかなるネットワーク情報も送信できないようにする場合が
あります。すべての種類のクライアント提出を無効にするのではなく、ネットワーク情報などの 1 つの種類の提出を無
効にすることができます。
NOTE
シマンテック社はこのオプションを常に有効のままにしておくことを推奨します。提出を無効にすることよ
り、お客様の組織で排他的に使われているアプリケーションの誤認検出をすばやく解決できなくなる場合があ
ります。組織で発生したマルウェアに関する情報がないと、脅威に対する製品の対応とシマンテック社による
対応に長い時間がかかる場合があります。
詳細については、次を参照してください。

• クライアントがシマンテック社に送信する匿名または非匿名のデータの管理
• Symantec Endpoint Protection が Symantec Insight を使ってファイルに関する決定を下す方法
非匿名のクライアント提出とは
シマンテック社に非匿名のクライアント情報を提出することを選択できます。この種類の情報は、セキュリティの課題に
対する洞察力を提供し、シマンテック社がカスタマイズしたソリューションを推奨する上で役に立ちます。

• カスタム分析を提供できるシマンテック社出資のプログラムに参加している場合にのみこのオプションを使います。
• このオプションはデフォルトで無効です。
詳細については、次を参照してください。
クライアントがシマンテック社に送信する匿名または非匿名のデータの管理
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プライバシーに関する考慮事項
シマンテック社は、クライアント提出データを匿名化するためのすべての手段を実施しています。

•
•
•
•

疑わしい実行可能ファイルのみが提出されます。
ユーザー名はパス名から削除されます。
コンピュータとエンタープライズは固有かつ匿名の値で識別されます。
IP アドレスは、地理的場所のために使われ、使用後に破棄されます。

プライバシーについて詳しくは、次のドキュメントを参照してください。
プライバシーに関する声明
帯域幅の使用状況に関する考慮事項
Symantec Endpoint Protection は、ネットワーク帯域幅に対するクライアント提出の影響を最小限に抑えます。
クライアント活動ログを調べてクライアントコンピュータが送信する提出の種類を確認したり、帯域幅の使用状況を監視
することができます。次のサイトを参照してください。

• Symantec Endpoint Protection で、クライアントの提出がネットワーク帯域幅に与える影響を最小化する方法
• ログの表示

クライアントがシマンテック社に送信する匿名または非匿名のデータの管理
Symantec Endpoint Protection は、検出についての匿名情報をシマンテック社に提出することで、コンピュータを保護で
きます。シマンテック社は、この情報を使って新しい脅威や変化する脅威に対応します。提出されるデータは、シマン
テック社がコンピュータに対する脅威に対処して対策をカスタマイズするために役立ちます。シマンテック社では、可能
なかぎり多くの検出情報を提出することを推奨しています。次のサイトを参照してください。
サーバーデータ収集とクライアント提出、ネットワークのセキュリティにおけるそれらの重要性について
クライアントコンピュータは検出についての情報を匿名で提出します。どの検出タイプに対してクライアントから情報を
提出するかを指定できます。シマンテック社が遠隔測定によって収集したデータには、直接的には識別できない匿名要素
が含まれている場合があります。シマンテック社は個人ユーザーを特定するために遠隔測定データの使用を必要としたり
求めたりすることはありません。
NOTE
Mac クライアント提出には SONAR またはファイル評価の提出が含まれません。Linux クライアントはいかな
るクライアント提出もサポートしません。
クライアント提出の設定を変更するには
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1. コンソールで、［クライアント］を選択し、［ポリシー］タブをクリックします。
2. ［設定］ペインで、［外部通信の設定］をクリックします。
3. ［クライアント提出］タブをクリックします。
4. ［匿名のデータをシマンテック社に送信して詳細な脅威防止インテリジェンスを受け取る］オプションを有効または
無効にします。
5. ファイル評価などの特定の提出の種類を有効または無効にするには、［詳細］を選択します。
6. シマンテック社出資のカスタム分析プログラムに参加している場合は、［カスタム分析のために、クライアントが特
定できるデータをシマンテック社に送信する］を選択します。
WARNING
このオプションは非匿名の情報をシマンテック社に送信します。シマンテック社出資のプログラムに参加し
ており、クライアントの識別が可能なデータをシマンテック社と共有する場合にのみ、このオプションを使
います。
7. ［OK］を選択します。
NOTE
Mac クライアントでは IPS ping 送信を無効にすることもできます。次の記事を参照してください。
Symantec Endpoint Protectionでの Mac クライアント用 IPS データ提出を無効にする方法

Symantec Endpoint Protection で、クライアントの提出がネットワーク帯域幅に与
える影響を最小化する方法
Symantec Endpoint Protection は、クライアントコンピュータの提出を調整することで、ネットワークへの影響を最小限
に抑えます。Symantec Endpoint Protection は、次のように提出を調整します。

• クライアントコンピュータはコンピュータがアイドル状態のときだけサンプルを送信します。アイドル状態の提出
は、ネットワーク上の提出トラフィックをランダム化するのに役立ちます。

• クライアントコンピュータは、一意のファイルについてのみサンプルを送信します。シマンテック社ですでにファイ
ルを認識している場合、クライアントコンピュータは情報を送信しません。

• Symantec Endpoint Protection は、SCD（提出制御データ）ファイルを使います。シマンテック社では SCD ファイル
を発行し、それを LiveUpdate パッケージの一部として含めます。各シマンテック製品には独自の SCD ファイルが含
まれます。

このファイルは次の設定を制御します。

•
•
•
•

クライアントが 1 日に提出できる回数
クライアントソフトウェアが提出を再試行するまでの待機時間の長さ
失敗した提出を再試行する回数
提出を受信するシマンテックセキュリティレスポンスサーバーの IP アドレス

SCD ファイルが期限切れになった場合は、クライアントは提出の送信を停止します。シマンテック社ではクライアント
コンピュータが 7 日間 LiveUpdate コンテンツを取得しなければ SCD ファイルが期限切れになったと見なします。クラ
イアントは 14 日後に提出の送信を停止します。
クライアントが提出を停止した場合は、クライアントソフトウェアは提出情報を収集せずに後で送信します。クライアン
トが提出を再び開始するときは、再開された後に発生したイベントに関する情報のみが送信されます。
詳しい情報
サーバーデータ収集とクライアント提出、ネットワークのセキュリティにおけるそれらの重要性について
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クライアントの提出と他の外部通信のためのプロキシサーバーの指定
Windows クライアントが提出と他の外部通信のためにプロキシサーバーを使うように、Symantec Endpoint Protection
Manager を設定できます。
NOTE
クライアントコンピュータで認証にプロキシを使う場合、プロキシサーバーの設定でシマンテック社の URL を
例外として指定することが必要になる場合があります。例外により、クライアントコンピュータは Symantec
Insight と他の重要なシマンテック社のサイトと通信できます。
次のプロキシ設定オプションを使用する場合、プロキシサーバーの設定にシマンテック URL の例外を含める必要があり
ます。

• 認証にプロキシサーバーを使用します。
• Symantec Endpoint Protection Manager の［外部通信 (External Communication)］ダイアログで［クライアントブラ
•

ウザで指定されたプロキシサーバーを使う (Use a proxy server specified by my client browser)］オプションを選択
します。
ブラウザのインターネットオプションで自動検出または自動設定を使用します。

自動検出または自動設定を使用しない場合、プロキシサーバーの設定でシマンテック社の URL を例外として指定する必
要はありません。［外部通信 (External Communication)］ダイアログで［カスタムプロキシ設定を使う］を選択してか
ら、認証設定を指定する必要があります。
クライアントの提出と他の外部通信のためのプロキシサーバーを指定するには
1. コンソールの［クライアント］ページで、グループを選択し、［ポリシー］をクリックします。
2. ［設定］または［場所固有の設定］で、［外部通信］をクリックします。
3. ［プロキシサーバー (Windows)］タブの［HTTPS プロキシの設定］で、［カスタムプロキシ設定を使う］を選択し
ます。
4. クライアントが使うプロキシサーバーについての情報を入力します。オプションについて詳しくは、オンラインヘル
プを参照してください。
5. ［OK］をクリックします。
推奨される例外については、次の記事を参照してください。

• ライセンスサーバーやダウンロードインサイトサーバーへの接続をテストする方法
• SEP で Symantec のレピュテーションサーバおよびライセンシングサーバと通信するために推奨されるプロキシサー
バの Web ドメイン除外指定について

詳しい情報

• サーバーデータ収集とクライアント提出、ネットワークのセキュリティにおけるそれらの重要性について
• ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成

SONAR の管理
SONAR はクライアントコンピュータに対するプロアクティブ脅威防止と、Symantec Endpoint Protection Manager のウ
イルスとスパイウェアの対策ポリシーの一部です。
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Table 129: SONAR の管理
タスク

説明

SONAR の動作について学習す
る

SONAR が不明な脅威をどのように検出するかについて学習します。SONAR の動作方法について
の情報は、セキュリティネットワークでの SONAR の使用法について決定を下す助けになります。
次のサイトを参照してください。
SONAR について

SONAR が有効になっているこ
とを確認する

クライアントコンピュータに最大限の保護を提供するには、SONAR を有効にする必要があ
ります。SONAR は、その他いくつかの Symantec Endpoint Protection の機能と相互動作しま
す。SONAR には Auto-Protect が必要です。
［◎クライアント◎］タブを使って、クライアントコンピュータでプロアクティブ脅威防止が有効に
なっているかどうかを確認できます。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータでの SONAR 設定の調整

SONAR のデフォルト設定を確
認する

SONAR の設定は、ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーの一部です。次のサイトを参照してく
ださい。
デフォルトのウイルスとスパイウェアの対策ポリシーのスキャン設定について

Insight ルックアップが有効に
なっていることを確認する

SONAR はヒューリスティックに加えて評価データを使って検出を行います。Insight ルックアップ
を無効にすると、SONAR はヒューリスティックのみを使って検出を行います。誤認の比率が増え
る可能性があり、SONAR が提供する保護は限られたものになります。
［提出］ダイアログボックスで、Insight ルックアップを有効または無効にできます。次のサイトを
参照してください。
サーバーデータ収集とクライアント提出、ネットワークのセキュリティにおけるそれらの重要性に
ついて

誤認検出をチェックするために
SONAR イベントを監視する

SONAR ログを使ってイベントを監視できます。
［リスクレポート］で SONAR の検出結果レポートを表示して、検出の情報を参照することもでき
ます。次のサイトを参照してください。
• SONAR 検出結果の監視による誤認のチェック
• エンドポイント保護の監視

SONAR の設定を調整する

SONAR が検出する一部の種類の脅威については、検出処理を変更できます。誤認検出を減らすた
めに、検出処理を変更したい場合があります。
また、ヒューリスティック検出の危険度の高低に応じて通知の有効と無効を切り替えたいことがあ
ります。次のサイトを参照してください。
• クライアントコンピュータでの SONAR 設定の調整
• SONAR の誤検知の検出の処理と防止

安全だとわかっているアプリ
ケーションを SONAR が検出し
ないようにする

クライアントコンピュータで実行したいアプリケーションやファイルが SONAR によって検出され
ることがあります。例外ポリシーを使って、許可したい特定のファイル、フォルダ、またはアプリ
ケーションのために例外を指定できます。SONAR が検疫した項目の場合は、SONAR ログから検
疫項目の例外を作成できます。
検出をログに記録して許可するように、SONAR の処理を設定したい場合もあります。アプリケー
ション学習を利用すれば、Symantec Endpoint Protection がクライアントコンピュータの正当なア
プリケーションを学習するようにできます。ネットワークで使うアプリケーションを Symantec
Endpoint Protection が学習した後で、検疫する SONAR の処理を変更できます。
Note: 危険度が高い検出の処理をログに記録するだけに設定すると、クライアントコンピュータで
潜在的な脅威を許容することになります。
詳細については、次を参照してください。
SONAR の誤検知の検出の処理と防止

一部のアプリケーションを
SONAR が検査しないようにす
る

検査のために SONAR がアプリケーションにコードを挿入するときに、アプリケーションが不安定
になったり実行できなくなる場合があります。アプリケーション用にファイル、フォルダ、または
アプリケーションの例外を作成できます。次のサイトを参照してください。
ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成
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タスク

説明

DNS またはホストファイルを
変更するアプリケーションを
SONAR が検出する方法を管理
する

SONAR のポリシー設定を使って、SONAR が検出した DNS またはホストファイルの変更を処理
する方法をグローバルに調整できます。例外ポリシーを使って、特定のアプリケーションのための
例外を設定できます。次のサイトを参照してください。
• クライアントコンピュータでの SONAR 設定の調整
• DNS またはホストファイルを変更するアプリケーションのための例外の作成

SONAR 検出についての情報を
シマンテック社に提出すること
をクライアントを許可する

シマンテック社はクライアントコンピュータで提出を有効にすることを推奨します。クライアン
トが検出について提出する情報は、シマンテック社が脅威に対応する助けになります。この情報に
よってシマンテック社はより優れたヒューリスティックを作成でき、誤認検出が減ることになりま
す。次のサイトを参照してください。
サーバーデータ収集とクライアント提出、ネットワークのセキュリティにおけるそれらの重要性に
ついて

SONAR について
SONAR は、潜在的に悪質なアプリケーションがコンピュータで実行されたときにそれらを検出するリアルタイム保護で
す。SONAR は、脅威に対応するために従来のウイルスやスパイウェアの検出定義が作成される前に脅威を検出するた
め、「ゼロデイ」対策となります。
SONAR はヒューリスティックに加えて評価データを使って、広がりつつある未知の脅威を検出します。SONAR はクラ
イアントコンピュータで保護のレベルを追加し、既存のウイルスとスパイウェアの対策、侵入防止、メモリエクスプロイ
ト緩和機能、ファイアウォール保護を補います。
SONAR は、クライアントコンピュータでローカルに行うプロアクティブな監視とともに、シマンテック社のオンライ
ンインテリジェンスネットワークを利用するヒューリスティックシステムを使って、広がりつつある脅威を検出しま
す。SONAR は監視する必要があるクライアントコンピュータで変更や動作も検出します。
NOTE
Auto-Protect も、Bloodhound と呼ばれるヒューリスティックの 1 種類を使ってファイル内の疑わしい動作を検
出します。
SONAR は、Windows のユーザーモードで実行されるアプリケーションにコードを挿入して、それらのアプリケーショ
ンの疑わしい活動を監視します。場合によっては、挿入がアプリケーションのパフォーマンスに影響したり、アプリケー
ションの実行に問題を起こすことがあります。ファイル、フォルダ、またはアプリケーションをこの種類の監視から除外
するための例外を作成できます。
SONAR は、アプリケーションの種類に対してではなく、処理の動作方法について検出を行います。SONAR はアプリ
ケーションが悪質な動作を行う場合にのみ、アプリケーションの種類とは無関係に、そのアプリケーションに対してのみ
作用します。たとえば、トロイの木馬やキーロガーが悪質な動作を行わない場合、SONAR では検出されません。
SONAR は以下の項目を検出します。
ヒューリスティック脅威

SONAR はヒューリスティックを使って、不明なファイルが不審な動作をしているかどうかと、ファイル
の危険度が高いか低いかを判断します。また、評価データを使って、脅威の危険度が高いか低いかを判断
します。

システムの変更

SONAR はクライアントコンピュータで DNS 設定やホストファイルの修正を試みるアプリケーションや
ファイルを検出します。

不適切な動作を示してい
る信頼できるアプリケー
ション

適切で信頼できるファイルの一部が、疑わしい動作と関連付けられることがあります。SONAR はこれら
のファイルを、疑わしい動作のイベントとして検出します。たとえば、よく知られた文書共有アプリケー
ションが実行可能ファイルを作成することがあります。

Auto-Protect を無効にすれば、高く、危険度が低いファイルの検出をする SONAR の能力を限定します。Insight ルック
アップ（評価クエリー）を無効にすると、SONAR の検出機能も制限することになります。
詳しい情報
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•
•
•
•

SONAR の管理
Symantec Endpoint Protection の例外の管理
コンピュータでの SONAR の管理
スキャンからの項目の除外

SONAR の誤検知の検出の処理と防止
SONAR は特定の社内カスタムアプリケーションについて誤認検出を行う場合があります。また、Insight ルックアップ
を無効にすると、SONAR からの誤認数が増加します。次のサイトを参照してください。
サーバーデータ収集とクライアント提出、ネットワークのセキュリティにおけるそれらの重要性について
誤認検出全般を減らすために SONAR 設定を変更できます。SONAR で誤認検出される特定のファイルまたはアプリケー
ションの例外を作成することもできます。
WARNING
危険度が高い検出の処理をログに記録するだけに設定すると、クライアントコンピュータで潜在的な脅威を許
容することになります。
Table 130: SONAR の誤認の処理
タスク

説明

SONAR の高危険度のヒューリス
ティック検出をログに記録し、ア
プリケーション学習を使う

高危険度のヒューリスティック検出の検出処理を、短い期間［ログ］に設定することを推奨しま
す。同じ期間にアプリケーション学習が実行されるようにします。Symantec Endpoint Protection
はネットワーク内で実行されている正当なプロセスを学習します。ただし、一部の本当の検出が
検疫されない可能性があります。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータで実行するアプリケーションに関する情報の収集
この期間後は、検出の処理を［検疫］に設定し直す必要があります。
Note: 低危険度のヒューリスティック検出に拡張モードを使っている場合、誤認検出の確率が高
くなっています。拡張モードはデフォルトでは無効になっています。
詳細については、次を参照してください。
クライアントコンピュータでの SONAR 設定の調整

SONAR の例外を作成して安全な
アプリケーションを許可する

SONAR の例外は次の方法で作成できます。
• SONAR ログを使って、検出と検疫が行われたアプリケーションの例外を作成します。
SONAR ログから誤認検出の例外を作成できます。項目が検疫された場合、Symantec
Endpoint Protection は検疫内で項目を再スキャンした後にその項目を復元します。検疫にあ
る項目は、更新された定義をクライアントが受信した後に再スキャンされます。次のサイト
を参照してください。
ログイベントに基づく例外の作成
• 例外ポリシーを使って、特定のファイル名、フォルダ名、またはアプリケーションの例外を
指定します。
SONAR 検出からフォルダ全体を除外できます。カスタムアプリケーションが存在するフォル
ダは除外することを推奨します。次のサイトを参照してください。
ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成

クライアントコンピュータでの SONAR 設定の調整
誤検知の比率を下げるために、SONAR の処理を変更したい場合があります。クライアントコンピュータに表示される検
出通知の数を変えるため、SONAR の処理を変更したい場合もあります。
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NOTE
このドメインがクラウドコンソールに登録されると、クラウドアイコンが一部のオプションの横に表示されま
す。集中保護ポリシーが有効になっている場合、ポリシーによりこれらのオプションが 14.0.1 クライアントに
対してのみ上書きされます。
クライアントコンピュータで SONAR 設定を調整するには
1. ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーで、［SONAR］を選択します。
2. ［SONAR を有効にする］にチェックマークを付けていることを確認します。
NOTE
SONAR が有効になると、［疑わしい動作の検出］が自動的にオンになります。SONAR が有効である場
合、［疑わしい動作の検出］をオフにすることはできません。
3. ［スキャンの詳細］で、高危険度または低危険度のヒューリスティック脅威の処理を変更します。
低危険度検出の拡張モードを有効にできます。この設定では、低危険度検出に対する SONAR の感度を高めます。誤
認検出が増加する可能性があります。
4. オプションで、クライアントコンピュータに表示される通知の設定を変更します。
5. ［システム変更イベント］で、［DNS 変更の検出］または［ホストファイル変更の検出］の処理を変更します。
NOTE
［確認する］の処理により、クライアントコンピュータに多数の通知が表示される可能性があります。［無
視］以外のどの処理でも、コンソールに多数のログイベントが表示され、管理者に電子メール通知が送信さ
れる可能性があります。
WARNING
処理を［遮断］に設定した場合、クライアントコンピュータ上の重要なアプリケーションを遮断できます。
たとえば、［DNS 変更の検出］の処理を［遮断］に設定すると、VPN クライアントが遮断される可能性が
あります。［ホストファイル変更の検出］の処理を［遮断］に設定すると、ホストファイルにアクセスする
必要があるアプリケーションが遮断される可能性があります。DNS またはホストファイルの変更の例外を
使うと、特定のアプリケーションに DNS またはホストファイルの変更を許可できます。
詳細については、次を参照してください。
DNS またはホストファイルを変更するアプリケーションのための例外の作成
6. ［疑わしい動作の検出］で、高リスクまたは低リスクの検出の処理を変更できます。
SONAR が無効の場合、［疑わしい動作の検出］の有効と無効を切り替えることもできます。
7. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• SONAR の管理
• ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成

SONAR 検出結果の監視による誤認のチェック
クライアントは、SONAR 検出結果を収集し、管理サーバーにアップロードします。結果は SONAR ログに保存されま
す。

400

どの処理が正当であるか、どれがセキュリティリスクであるかを判断するには、ログ内の次の列を調べます。
イベント

イベントの種類と、クリーニングしたりログ記録するなどクライアントがプロセスで行う処理。次のイベントの
種類を調べます。
• 考えられる正当なプロセスは、［潜在的なリスクが見つかりました］イベントとしてリストされています。
• 推定されるセキュリティリスクは、［セキュリティリスクが見つかりました］イベントとしてリストされてい
ます。

アプリケーション プロセス名。
アプリケーション SONAR スキャンが検出したマルウェアの種類。
の種類
ファイル/パス

プロセスが開始された場所からのパス名。

［イベント］列を見ると、検出されたプロセスがセキュリティリスクか、可能性のある正当なプロセスであるかが、すぐ
にわかります。ただし、検出された潜在的なリスクが正当なプロセスである場合もない場合もあります。また、検出され
たセキュリティリスクが悪意のあるプロセスである場合もない場合もあります。したがって、詳細については、［アプリ
ケーションの種類］列と［ファイル/パス］列を調べる必要があります。たとえば、サードパーティ企業が開発した正当
なアプリケーションのアプリケーション名を認識できます。
誤認を確認するために SONAR 検出結果を監視するには
1. コンソールで、［監視］、［ログ］の順にクリックします。
2. ［ログ］タブの［ログの種類］ドロップダウンリストで、［SONAR］をクリックします。
3. ［時間範囲］リストボックスから、スキャン設定を最後に変更した時点に最も近い時間を選択します。
4. ［追加設定］をクリックします。
5. ［イベントの種類］ドロップダウンリストで、次のログイベントのいずれかを選択します。

• 検出されたすべてのプロセスを表示するには、必ず［すべて］を選択します。
• セキュリティリスクとして評価されているプロセスを表示するには、［セキュリティリスクが見つかりました］を
クリックします。

• 潜在的なリスクとして評価され、ログ記録されているプロセスを表示するには、［潜在的なリスクが見つかりまし
た］をクリックします。

6. ［ログの表示］をクリックします。
7. 正当なアプリケーションとセキュリティリスクを識別した後、例外ポリシーでそれらの例外を作成します。
直接、［SONAR ログ］ペインから例外を作成できます。
詳しい情報
ログイベントに基づく例外の作成

改変対策の設定の変更
改変対策は、サーバーとクライアントで実行されるシマンテック製アプリケーションにリアルタイム保護を提供します。
ワーム、トロイの木馬、ウイルスなどのシマンテック製品以外のプロセスが、シマンテック製品のリソースに影響を与え
ることがないようにします。クライアントを設定して、シマンテック製品のリソースを変更しようとする試みを遮断する
か、またはログに記録することができます。改変対策が検出するアプリケーションの例外を作成できます。
改変対策の設定は、選択したグループに対してグローバルに設定されます。
改変対策の設定を変更するには
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1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［ポリシー］タブの［設定］で、［全般の設定］をクリックします。
3. ［改変対策］タブで、［シマンテック製セキュリティソフトウェアを改変または終了から保護する］にチェックマー
クを付けるかはずします。
4. ［アプリケーションがシマンテック製セキュリティソフトウェアを改変または終了しようとした場合に適用する処
理］のリストボックスで、いずれかのログ処理を選択します。
5. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
Windows クライアントの改変対策例外の作成

アプリケーション制御、システムロックダウン、デバイス制御について
クライアントコンピュータ上のアプリケーションの動作を監視、制御するには、アプリケーション制御とシステムロッ
クダウンを使います。アプリケーション制御は、クライアントコンピュータのシステムリソースにアクセスを試みる
定義済みのアプリケーションを許可または遮断します。システムロックダウンは、クライアントコンピュータの承認済
みアプリケーションのみを許可します。クライアントコンピュータにアクセスするハードウェアデバイスを管理するに
は、Device Control を使います。
WARNING
アプリケーション制御とシステムロックダウンは高度なセキュリティ機能であるため、経験のある管理者だけ
が設定してください。
次のタスクでアプリケーション制御、システムロックダウン、デバイス制御を使います。
アプリケーション制御

•
•
•
•
•

システムロックダウン

• クライアントコンピュータのアプリケーションを制御する。
• ほとんどすべてのトロイの木馬、スパイウェア、または既存のアプリケーションに自己を実行または

マルウェアがアプリケーションを占有できないようにする
実行できるアプリケーションを制限する
ユーザーが設定ファイルを変更できないようにする
特定のレジストリキーを保護する
\WINDOWS\system のような特定のフォルダを保護する
アプリケーションとデバイス制御ポリシーを使って、アプリケーション制御とデバイス制御を設定しま
す。次のサイトを参照してください。
アプリケーション制御の設定

ロードしようと試みるマルウェアを遮断する。
システムロックダウンはシステムを信頼できる既知の状態に保ちます。

Note: システムロックダウンの実装を慎重に行わないと、ネットワークで深刻な問題が生じることがあり
ます。特定の段階でシステムロックダウンを実装することをお勧めします。
［クライアント］ページの［ポリシー］ページで、システムロックダウンを設定します。次のサイトを参
照してください。
システムロックダウンの設定
デバイス制御

• USB、赤外線、FireWire デバイスなど、クライアントコンピュータに接続するさまざまな種類のデバ
イスを遮断または許可する。

• シリアルポートとパラレルポートを遮断または許可する。
詳細については、次を参照してください。
デバイス制御の管理

アプリケーション制御とデバイス制御の両方は、32 ビットコンピュータと 64 ビットの Windows コンピュータでサポー
トされます。
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14 では、Mac コンピュータはデバイス制御をサポートします。

アプリケーション制御の設定
アプリケーション制御は、クライアントコンピュータのシステムリソースにアクセスを試みる定義済みのアプリケーショ
ンを許可または遮断します。 特定のレジストリキー、ファイル、フォルダへのアクセスを許可または遮断できます。ま
た、実行を許可するアプリケーション、通常とは異なるプロセスで終了できないアプリケーション、DLL を呼び出せる
アプリケーションを定義することもできます。
クライアントコンピュータのグループにアプリケーション制御を設定するには、次の手順を使います。
Table 131: アプリケーション制御の設定
手順

説明

ポリシーを開き、デフォルトのア
プリケーション制御ルールセット
を有効にします。

アプリケーション制御ポリシーは、デフォルトで無効の事前定義済みのルールセットを含んでい
ます。必要なセットを有効にして、ポリシーをグループに適用できます。事前定義済みのルール
セットは、テストモードではなく実働モードで設定されます。ただし、設定をテストモードに変
更してテストネットワークでルールをテストしてから、実働ネットワークに適用する必要があり
ます。次のサイトを参照してください。
デフォルトのアプリケーションルールの有効化とテスト

追加のアプリケーション制御ルー
ルを追加する (省略可能)

デフォルトルールセットが必要条件を満たしていない場合は、新しいルールセットとルールを追
加します。通常は、詳しい知識のある管理者のみが、このタスクを実行してください。次のサイ
トを参照してください。
アプリケーション制御へのカスタムルールの追加

アプリケーションの例外を追加す
る

アプリケーション制御は、一部のアプリケーションに検査のためのコードを挿入します。これに
より、コンピュータで実行するアプリケーションが遅くなる可能性があります。必要に応じて、
アプリケーション制御から一部のアプリケーションを除外できます。アプリケーション制御の
ファイル例外またはフォルダ例外を追加するには、例外ポリシーを使います。次のサイトを参照
してください。
スキャンからのファイルまたはフォルダの除外

アプリケーション制御ログを表示
する

新しいポリシーをテストするか、または問題をトラブルシューティングする場合は、ログのアプ
リケーション制御イベントを監視する必要があります。
テストモードと実動モードの両方で、アプリケーション制御イベントは Symantec Endpoint
Protection Manager のアプリケーション制御ログにあります。クライアントコンピュータでは、
アプリケーション制御およびデバイス制御イベントは制御ログに表示されます。
単一のアプリケーション制御処理に対して、重複または複数のログエントリを確認できます。
たとえば、explorer.exe はファイルをコピーしようとすると、ファイルのアクセスマスクの
書き込みおよび削除ビットを設定します。Symantec Endpoint Protection はイベントをログに
記録します。アプリケーション制御ルールが処理を遮断したためにコピー処理が失敗した場
合、explorer.exe は、アクセスマスクの削除ビットのみを使ってファイルのコピーを試みま
す。Symantec Endpoint Protection は、コピー試行の別のイベントをログに記録します。次のサ
イトを参照してください。
ログの表示

アプリケーション制御の有効と無
効の切り替えをユーザーに禁止ま
たは許可する (省略可能)

まれに、アプリケーション制御が、クライアントコンピュータで実行される安全なアプリケー
ションに干渉することがあります。トラブルシューティングのために、ユーザーがこのオプ
ションを無効にできるようにすることをお勧めします。混合モードまたはクライアントモード
で、［クライアントユーザーインターフェースの設定］ダイアログの［ユーザーによるアプリ
ケーションデバイス制御の有効と無効の切り替えを許可する］設定を使います。次のサイトを参
照してください。
クライアントコンピュータの保護をユーザーが無効にできない設定

システムロックダウンを使って、クライアントコンピュータで承認済みアプリケーションを許可したり、未承認のアプリ
ケーションを遮断したりすることができます。次のサイトを参照してください。
システムロックダウンの設定
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デフォルトのアプリケーションルールの有効化とテスト
アプリケーション制御には、1 つ以上のルールからなるデフォルトルールセットが含まれています。デフォルトのアプリ
ケーション制御ルールセットは、Symantec Endpoint Protection Manager とともにインストールされます。デフォルトの
ルールセットは、インストール時は無効になっています。アプリケーション制御ポリシー内でデフォルトのルールセット
を使うには、これらを有効にして、ポリシーをクライアントグループに適用する必要があります。
共通の事前定義済みのルールの説明については、以下を参照してください。
Hardening Symantec Endpoint Protection (SEP) with an Application and Device Control Policy to increase security
次のタスクで［USB ドライブの書き込みを遮断する］ルールセットを有効にして、テストします。
デフォルトのアプリケーション ルールを有効にしてテストする方法
1. デフォルトのアプリケーションルールセットを有効にするには、コンソールで［ポリシー］ > ［アプリケーションと
デバイス制御］をクリックし、［タスク］で［アプリケーション制御ポリシーを追加］をクリックします。
2. ［概要］ペインで、ポリシーの名前と説明を入力します。
3. ［アプリケーション制御］をクリックします。
4. ［アプリケーション制御］ペインで、実装する各ルールセットの横にある［有効］チェックボックスにチェックマー
クを付けます。
たとえば、［USB ドライブの書き込みを遮断する］ルールセットの横にある［有効］列のチェックボックスにチェッ
クマークを付けます。
5. ルールセットのルールを確認するには、［編集］をクリックしてから、［OK］をクリックします。次のサイトを参
照してください。
アプリケーション制御へのカスタムルールの追加
6. ［実働］を［テスト (ログのみ)］に変更します。
7. グループにポリシーを割り当てて、［OK］をクリックします。
8. ルールセット［USB ドライブの書き込みを遮断する］をテストするには、クライアントコンピュータで、USB ドラ
イブを接続します。
9. Windows エクスプローラを開き、USB ドライブをダブルクリックします。
10. ウィンドウを右クリックし、［新規］、［フォルダ］の順に選択します。
アプリケーション制御が有効な場合、［フォルダを作成できません］というエラーメッセージが表示されます。
詳しい情報

• アプリケーション制御、システムロックダウン、デバイス制御について
• アプリケーション制御とデバイス制御ポリシーの構造について

アプリケーション制御とデバイス制御ポリシーの構造
［アプリケーションとデバイス制御ポリシー］には次の 2 つの要素があります。

• アプリケーション制御は 1 つ以上のルールセットを含みます。各ルールセットは、1 つ以上のルールを含みます。各
ルールについて、プロパティ、条件、処理を設定します。
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– ［ルール］には、監視するアプリケーションを定義します。
– ［条件］には、ルールで定義したアプリケーションに指定した操作の監視を設定します。条件には、指定した運用
を監視するときに実行する処理も含めます。

– ルールと条件を追加するときは、条件の特定のプロパティと、条件が満たされた場合に実行する処理を指定する必
•

要があります。条件の種類によってプロパティは異なります。
デバイス制御は、遮断されるデバイスのリストと、遮断対象から除外するデバイスのリストで構成されます。これら
2 つのリストに追加でき、その内容を管理できます。

以下の図に、アプリケーションとデバイス制御のコンポーネントと、各コンポーネントの関係を示します。

詳しい情報

•
•
•
•

アプリケーション制御、システムロックダウン、デバイス制御について
アプリケーション制御の設定
アプリケーション制御へのカスタムルールの追加
デバイス制御の管理

アプリケーション制御へのカスタムルールの追加
デフォルトルールセットが必要条件を満たしていない場合は、新しいルールセットとルールを追加します。ポリシーと一
緒にインストールされた事前定義済みのルールセットを変更することもできます。
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• ルールセットは、処理を許可またはブロックする 1 つ以上のルールを保持するコンテナです。
• ルールセットのルールは 1 つ以上のプロセスまたはアプリケーションを定義します。監視からプロセスを除外するこ
ともできます。

• 各ルールには、指定の 1 つのプロセスまたは複数のプロセスに適用される条件と処理が含まれます。各条件に対し、
条件が満たされたときに実行する処理を設定できます。特定のアプリケーションにだけ適用されるようにルールを設
定し、他のアプリケーションを処理の適用対象から除外することもできます。

アプリケーション制御とデバイス制御ポリシーの構造について
独自のアプリケーションルールを追加するには、次の手順を実行します。

•
•
•
•

ステップ 1: アプリケーション制御ポリシーにカスタムルールセットとルールを追加する (オプション)
ステップ 2: ルールのアプリケーションまたはプロセスを定義する (オプション)
ステップ 3: ルールに条件と処理を追加する (オプション)
ステップ 4: 実働ネットワークに適用する前に、ルールをテストする次のサイトを参照してください。
アプリケーション制御ルールのテスト

ステップ 1： アプリケーション制御ポリシーにカスタム ルール セットとルールを追加する（オプション）
ベストプラクティスは、1 つのルールセットを作成し、その中に指定したタスクを許可、遮断、監視するすべての処理を
含めることです。一方、複数のタスクがある場合は、複数のルールセットを作成する必要があります。たとえば、すべ
てのリムーバブルドライブへの書き込みを遮断し、アプリケーションが特定のアプリケーションを改変することも遮断す
る場合は、2 つのルールセットを作成する必要があります。ルールセットとルールは必要な数だけ追加し、有効にできま
す。
たとえば、BitTorrent はピアツーピアのファイル共有に使用される通信プロトコルで、安全ではありません。BitTorrent
は、ムービー、ゲーム、ミュージックなどのファイルを配布します。BitTorrent は脅威を拡散させる非常に単純な方法の
1 つです。マルウェアはピアツーピアネットワークで共有されるファイルに隠されています。アプリケーション制御を使
うと、BitTorrent プロトコルへのアクセスを遮断できます。ピアツーピア認証と侵入防止を使うこともできます。次のサ
イトを参照してください。
ピアツーピア認証の設定によるリモートコンピュータの遮断
ルールを設定する場合には、予期しない結果にならないようにルールとその条件の順序を考慮してください。通常は、詳
しい知識のある管理者のみが、このタスクを実行してください。次のサイトを参照してください。
アプリケーション制御ルールの追加のベストプラクティス
アプリケーション制御ポリシーにカスタム ルール セットとルールを追加する方法
1. アプリケーション制御ポリシーを開きます。次のサイトを参照してください。
デフォルトのアプリケーションルールの有効化とテスト
2. ［アプリケーション制御］パネルのデフォルトルールセットのリストで、［追加］をクリックします。
事前定義済みのルールセットを修正するには、ルールセットを選択して［編集］をクリックします。たとえ
ば、BitTorrent プロトコルにアクセスするアプリケーションを監視するには、［リムーバブルドライブからのプログ
ラムの実行を遮断する [AC2]］を選択します。
3. ［アプリケーション制御ルールセットの追加］ダイアログボックスにルールセットの名前と説明を入力します。
4. ［ルール］で［ルール 1］を選択して［プロパティ］ページでルールのわかりやすい名前と説明を入力します。
その他のルールを追加するには、［追加］、［ルールの追加］の順にクリックします。
ステップ 2: ルールのアプリケーションまたはプロセスを定義する (オプション)
各ルールには、クライアントコンピュータ上で監視する少なくとも 1 つのアプリケーションまたはプロセスが含まれて
いる必要があります。また、ルールから特定のアプリケーションを除外できます。
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ルールのアプリケーションまたはプロセスを定義するには
1. ルールを選択した状態で、［プロパティ］ページの［このルールを次のプロセスに適用する］の横にある［追加］を
クリックします。
2. ［プロセス定義の追加］ダイアログボックスで、アプリケーション名またはプロセス名を textpad.exe のように入
力します。
指定されたアプリケーションのセットを除いてすべてのアプリケーションにルールを適用する場合は、この手順です
べてを意味するワイルドカード (*) を定義します。例外とする必要のあるアプリケーションを、［このルールを次の
プロセスに適用しない］の横に一覧表示します。
3. ［OK］をクリックします。
［このルールを有効にする］チェックボックスは、デフォルトで有効になっています。このオプションのチェック
マークをはずすと、ルールは適用されません。
ステップ 3: ルールに条件と処理を追加する (オプション)
条件は、クライアントコンピュータ上で実行が試行されるアプリケーションまたはプロセスの動作を制御します。各条件
の種類には、条件の検索対象を指定する独自のプロパティがあります。
各条件には独自の処理が含まれ、条件に該当する場合にプロセスが実行されます。プロセス終了処理を除いて、処理は常
に条件ではなくルールに対して定義されたプロセスに適用されます。
WARNING
［プロセスを終了］処理によって、呼び出し側プロセス、または要求を行ったアプリケーションが終了しま
す。呼び出し側プロセスとは、条件ではなくルールで定義するプロセスのことです。その他の処理は、条件内
で定義された対象プロセスに作用します。
Table 132: 条件によって実行されるアクション
条件

説明

レジストリアクセスの試み

クライアントコンピュータのレジストリ設定へのアクセスを許可または遮断します。

ファイルやフォルダのアクセスの試
み

クライアントコンピュータ上の定義されたファイルやフォルダに対するアクセスを許可または
遮断します。

プロセス起動の試み

クライアントコンピュータ上でのプロセスの起動機能を許可または遮断します。

プロセス終了の試み

クライアントコンピュータ上でのプロセスの終了機能を許可または遮断します。たとえば、特
定のアプリケーションを停止する動作を遮断しようと考える場合があります。
Warning! プロセス終了の試みの条件は、ターゲットプロセスを示します。Symantec Endpoint
Protection または別の重要なプロセスで［プロセス終了の試み］条件を使う場合は、［プロセ
スを終了］処理を使って Symantec Endpoint Protection を強制終了しようとするプロセスを強
制終了します。

DLL ロードの試み

クライアントコンピュータ上での DLL のロード動作を許可または遮断します。

ルールに条件と処理を追加するには
1. ［ルール］下で、追加したルールを選択し、［追加］>［条件の追加］の順にクリックして条件を選択します。次の
サイトを参照してください。
ルールに使う条件を選択するためのベストプラクティス
たとえば、［プロセス起動の試み］をクリックすると、クライアントコンピュータが BitTorrent プロトコルにアクセ
スするタイミングに関する条件を追加できます。
2. ［プロパティ］タブで、起動する必要があるプロセスと起動しないプロセスを選択します。
– 起動するプロセスを指定するには
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［次のエンティティに適用する］の横にある［追加］をクリックします。

– プロセスを起動対象から除外するには
3.

4.
5.
6.

7.

［次のプロセスに適用しない］の横にある［追加］をクリックします。
［エンティティ定義の追加］ダイアログボックスで、プロセス名、DLL、またはレジストリキーを入力します。
たとえば、BitTorrent を追加するには、ファイルパスと実行可能ファイルを次のように入力します。C:\Users
\UserName\AppData\Roaming\BitTorrent
条件を特定のフォルダ内のすべてのエンティティに適用するには、ベストプラクティスとして、 folder_name\* また
は folder_name\*\* を使います。1 つのアスタリスクには、名前付きフォルダ内のすべてのファイルとフォルダが包含
されます。名前付きフォルダ内のすべてのファイルとフォルダに加え、すべてのサブフォルダ内のファイルとフォル
ダを含めるには、 folder_name\*\* を使います。
［OK］をクリックします。
条件の［処理］タブで、実行する処理を選択します。
たとえば、Textpad が Firefox を起動する試みを遮断するには、［アクセスを遮断する］をクリックします。
［ログ記録を有効にする］と［ユーザーに通知］にチェックマークを付けて、クライアントコンピュータがユーザー
に対して表示するメッセージを入力します。
たとえば、「Textpad # Firefox ##########」と入力します。
［OK］をクリックします。
新しいルールセットが表示され、テストモードに設定されます。クライアントコンピュータに適用する前に、新しい
ルールセットをテストしてください。

アプリケーション制御ルールの追加のベストプラクティス
カスタムアプリケーション制御ルールは、慎重に計画する必要があります。アプリケーション制御ルールを追加するとき
は、次のベストプラクティスに留意してください。
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Table 133: アプリケーション制御ルールのベストプラクティス
ベストプラクティス

説明

例

ルールの順序を考慮する

アプリケーション制御ルールは、最初に一致した
ルールが適用されるという点で、ほとんどのネット
ワークベースファイアウォールルールと同様に動作
します。複数の条件が該当する場合、最初のルール
だけが適用されます。ただし、そのルールに設定さ
れている処理が［他のルールの処理を続ける］であ
る場合を除きます。

すべてのユーザーが、USB ドライブ上のファイルを
移動、コピー、作成できないようにします。
Test.doc という名前のファイルへの書き込みアクセ
スを許可する条件が含まれた既存のルールがあり
ます。この既存のルールセットに対して 2 つ目の
条件を追加し、すべての USB ドライブを遮断しま
す。このシナリオでは、ユーザーは引き続き USB
ドライブ上の Test.doc ファイルを作成、変更でき
ます。Test.doc への［アクセスを許可する］という
条件は、ルールセットにおいて、USB ドライブへ
の［アクセスを遮断する］という条件の前に現れま
す。USB ドライブへの［アクセスを遮断する］とい
う条件は、リストでこの条件よりも前に現れる条件
が該当するときには処理されません。

正しい処理を使う

［プロセス終了の試み］条件は、クライアントコン
ピュータ上でのアプリケーションによる呼び出しプ
ロセスの終了を許可または遮断します。
この条件は、ユーザーが［◎ファイル◎］メニューか
ら［◎中止する◎］をクリックするなどの通常の方法
でアプリケーションを停止することを許可または防
止しません。

Process Explorer は、開かれているまたはロードさ
れている DLL プロセスと、そのプロセスが使ってい
るリソースを表示するツールです。
Process Explorer が特定のアプリケーションを終了
しようと試みているとき、Process Explorer を終了
することができます。
［プロセス終了の試み］条件と［プロセスを終了
する］処理を使って、この種類のルールを作成し
ます。Process Explorer アプリケーションに条件を
適用します。Process Explorer で終了しない、1 つ
または複数のアプリケーションにルールを適用しま
す。

目的ごとに 1 つのルール 指定したタスクを許可、遮断、監視するすべての処
セットを使う
理を含んだ 1 つのルールセットを作成します。

すべてのリムーバブルドライブへの書き込みを遮断
し、アプリケーションが特定のアプリケーションを
改変することを遮断できます。
これらの目的を実現するため、1 つのルールセット
ではなく、2 つの異なるルールセットを作成しま
す。

［プロセスを終了す
る］処理を控えめに使う

プロセスが Winword.exe を起動したときはいつで
も、Winword.exe を終了したいと考えているとしま
す。
これは、ルールを作成し、［プロセス起動の試
み］条件と［プロセスを終了する］処理を使って設
定します。条件を Winword.exe に適用し、ルールを
すべてのプロセスに適用します。
このルールが Winword.exe を終了すると考える
かもしれませんが、これはこのルールが行う処
理ではありません。Windows エクスプローラ
から Winword.exe を開始しようとすると、この
設定を含むルールによって Winword.exe ではな
く Explorer.exe が終了します。ユーザーが直接
Winword.exe を起動する場合は、Winword.exe は実
行可能な状態のままです。代わりに、対象プロセス
または Winword.exe を遮断する、［アクセスを遮断
する］処理を使います。

［プロセスを終了する］処理は、呼び出しプロセス
が設定された条件を満たした場合に、プロセスを強
制終了します。
［プロセスを終了する］処理を使うのは、詳しい知
識のある管理者のみにしてください。通常は、代わ
りに［アクセスを遮断する］処理を使ってくださ
い。
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ベストプラクティス

説明

例

ルールを実働状態にする
前にテストする

ルールセットの［テスト (ログのみ)］オプションを
設定すると処理がログに記録されます。クライア
ントコンピュータに処理を適用することはありませ
ん。実働モードに切り替える前に、許容できる一定
期間ルールをテストモードで実行します。この期間
中に、アプリケーション制御ログを見直して、ルー
ルが予定どおりに機能することを検証します。

テストのオプションにより、ルールを適用すると発
生する可能性がある結果をすべて検討できなかった
場合でも潜在的なエラーが減少します。次のサイト
を参照してください。
アプリケーション制御ルールのテスト

詳しい情報

• アプリケーション制御へのカスタムルールの追加
• ルールに使う条件を選択するためのベストプラクティス

ルールに使う条件を選択するためのベストプラクティス
ユーザーがアプリケーションを開いたり、ファイルに書き込んだり、ファイルを共有したりできないようにするために、
カスタムアプリケーション制御ルールと条件を追加します。デフォルトのルールセットを見れば、ルールを設定する方法
を決定する場合に役立ちます。たとえば、［アプリケーションの実行を遮断する］ルールセットを編集して、［プロセス
起動の試み］条件の使い方を確認できます。次のサイトを参照してください。
アプリケーション制御へのカスタムルールの追加
Table 134: ルールに使う一般的な条件
ルール

条件

ユーザーがアプリケーションを開
けないようにする

これらの条件のいずれかを満たす場合に、アプリケーションを遮断できます。
• プロセス起動の試み
たとえば、ユーザーが FTP ファイルを転送できないようにするには、ユーザーに FTP クラ
イアントを起動させないルールをコマンドプロンプトから追加できます。
• DLL ロードの試み
たとえば、クライアントコンピュータの Msvcrt.dll を遮断するルールを追加した場合、ユー
ザーは Microsoft WordPad を開くことができません。ルールはまた、DLL を使うその他のア
プリケーションもすべて遮断します。

ユーザーが特定のファイルに書き
込めないようにする

ユーザーがファイルを開くことができても、ファイルを修正できないようにすることができま
す。たとえば、ファイルには、従業員が確認する必要があっても編集できない財務データが含ま
れる場合があります。
ユーザーにファイルへの読み取り専用アクセスを与えるルールを作成できます。たとえば、メモ
帳でテキストファイルを開くことはできるが、編集はできないルールを追加できます。
この種類のルールには、［ファイルやフォルダのアクセスの試み］条件を使います。
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ルール

条件

Windows コンピュータでファイル Windows コンピュータでローカルファイルとプリンタの共有を無効にできます。
共有を遮断する
次の条件を含めます。
• レジストリアクセスの試み
適切な Windows セキュリティおよび共有するレジストリキーをすべて追加します。
• プロセス起動の試み
サーバーサービス処理 (svchost.exe) を指定します。
• DLL ロードの試み
［セキュリティ］および［共有］タブで DLL を指定します（rshx32.dll、ntshrui.dll）。
• DLL ロードの試み
サーバーサービス DLL（srvsvc.dll）を指定します。
各条件の処理を［アクセスを遮断する］に設定します。
また、ファイアウォールルールを使って、クライアントコンピュータに対してファイルの共有を
禁止するか共有するかを指定できます。次のサイトを参照してください。
ネットワーク内のファイルおよびプリンタを参照できるようにするクライアントの許可
ユーザーがピアツーピアアプリ
ケーションを実行できないように
する

ユーザーが各自のコンピュータでピアツーピアアプリケーションを実行しないようにできます。
［プロセス起動の試み］条件で、カスタムルールを作成できます。条件では、LimeWire.exe や
*.torrent など、遮断するすべてのピアツーピアアプリケーションを指定する必要があります。各
条件の処理を［アクセスを遮断する］に設定します 。
侵入防止ポリシーを使って、ピアツーピアアプリケーションからのネットワークトラフィックを
遮断します。ファイアウォールポリシーを使って、ピアツーピアアプリケーショントラフィック
を送受信するポートを遮断します。次のサイトを参照してください。
• 侵入防止の管理
• ファイアウォールポリシーの作成

DVD ドライブへの書き込み試行を 現在、アプリケーション制御には CD/DVD の書き込みを直接遮断するデフォルトルールがありま
遮断する
せん。代わりに、［条件の追加］と［ファイルやフォルダのアクセスの試み］条件を使って、CD
または DVD ドライブに書き込む特定の DLL を遮断するルールを作成します。
DVD ドライブに書き込む試行を遮断するには Windows のレジストリキーを設定するホストイン
テグリティポリシーも作成してください。次のサイトを参照してください。
• ホストインテグリティの設定
• Windows 7 で CD/DVD の書き込みを遮断する方法

アプリケーション制御ルールのテスト
アプリケーション制御ルールを追加した後は、ネットワークでそれらをテストする必要があります。アプリケーション制
御ポリシーで使われているルールセット内に設定エラーがあると、コンピュータまたはサーバーが使用できなくなること
があります。また、クライアントコンピュータが障害になったり、Symantec Endpoint Protection Manager との通信が遮
断されることもあります。テストした後、ルールを実働ネットワークに適用します。
ステップ 1: ルールセットをテストモードに設定する
モードをテストモードに設定してルールセットをテストします。テストモードでは、実際にはルールを適用しないで、
ルールセットのルールがいつ適用されるかを示すログエントリが作成されます。
デフォルトルールは、デフォルトで実働モードを使います。カスタムルールは、デフォルトでテストモードを使います。
デフォルトルールセットとカスタムルールセットを両方テストしてください。
セット内のルールを個別にテストしたい場合もあります。ルールセットの各ルールの有効と無効を切り替えることで、
個々のルールをテストできます。
ルール セットをテスト モードに変更する方法
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1. コンソールで、アプリケーションとデバイス制御ポリシーを開きます。
2. ［アプリケーション制御ポリシー］で［アプリケーション制御］をクリックします。
3. ［アプリケーション制御ルールの設定］リストで、ルールセットの［テスト/実働］列のドロップダウン矢印をクリッ
クし、［テスト (ログのみ)］をクリックします。
詳細については、次を参照してください。
アプリケーション制御の設定
ステップ 2: テストネットワーク内にあるコンピュータにアプリケーションとデバイス制御ポリシーを適用する
新しいアプリケーションとデバイス制御ポリシーを作成したら、テストネットワーク内のクライアントにポリシーを適用
します。次のサイトを参照してください。
グループまたは場所へのポリシーの割り当て
ステップ 3: アプリケーション制御ログを監視する
ルールセットをテストモードでしばらく実行したら、ログでエラーを調べます。テストモードと実動モードの両方で、ア
プリケーション制御イベントは Symantec Endpoint Protection Manager のアプリケーション制御ログにあります。クラ
イアントコンピュータでは、アプリケーション制御およびデバイス制御イベントは制御ログに表示されます。
単一のアプリケーション制御処理に対して、重複または複数のログエントリを確認できます。たとえば、explorer.exe
はファイルをコピーしようとすると、ファイルのアクセスマスクの書き込みおよび削除ビットを設定します。Symantec
Endpoint Protection はイベントをログに記録します。アプリケーション制御ルールが処理を遮断したためにコピー処理
が失敗した場合、explorer.exe は、アクセスマスクの削除ビットのみを使ってファイルのコピーを試みます。Symantec
Endpoint Protection は、コピー試行の別のイベントをログに記録します。次のサイトを参照してください。
ログの表示
ステップ 4: ルールセットを実働モードに戻す
ルールが予期したとおり機能している場合は、ルールセットを実働モードに戻します。

システムロックダウンの設定
システムロックダウンは、許可されていないアプリケーションを遮断することによって、クライアントコンピュータのグ
ループのアプリケーションを制御します。指定されたリストのアプリケーションだけを許可するように、システムロック
ダウンを設定できます。許可リスト (ホワイトリスト) はすべての承認済みアプリケーションで構成されます。他のアプ
リケーションはクライアントコンピュータで遮断されます。また、指定されたリストのアプリケーションだけを遮断する
ように、システムロックダウンを設定することもできます。拒否リスト (ブラックリスト) は、すべての許可されていな
いアプリケーションで構成されます。他のアプリケーションはすべて、クライアントコンピュータで許可されます。
NOTE
システムロックダウンで許可されるアプリケーションはすべて、Symantec Endpoint Protection の他の保護機能
の対象となります。
許可リストまたは拒否リストには、ファイルフィンガープリントリストおよび特定のアプリケーション名を含めることが
できます。ファイルフィンガープリントリストは、ファイルチェックサムとコンピュータのパスの場所のリストです。
システムロックダウンの代りに、またはシステムロックダウンに加えて、アプリケーションとデバイス制御ポリシーを
使って特定のアプリケーションを制御できます。
ネットワークの各グループまたは場所に、システムロックダウンを設定します。

412

Table 135: システムロックダウンの手順
処理

説明

手順 1: ファイルフィンガープリ クライアントコンピュータで実行することを許可されている、または許可されていないアプリケー
ントリストの作成
ションが含まれる、ファイルフィンガープリントリストを作成できます。システムロックダウンの
許可リストと拒否リストにファイルフィンガープリントリストを追加します。
システムロックダウンを実行するときは、許可リストまたは拒否リストに含めるすべてのクライア
ントのアプリケーションを含むファイルフィンガープリントリストが必要です。たとえば、ネット
ワークに Windows 8.1 32 ビットおよび 64 ビット、Windows 10 64 ビットのクライアントが含ま
れる場合があります。各クライアントイメージのファイルフィンガープリントリストを作成できま
す。
ファイルフィンガープリントのリストは、次の方法で作成できます。
• Symantec Endpoint Protection には、ファイルフィンガープリントリストを作成するための
チェックサムユーティリティが用意されています。このユーティリティは、クライアントコン
ピュータに Symantec Endpoint Protection とともにインストールされています。
このユーティリティは、指定されたパスの特定のアプリケーションまたはすべてのアプリケー
ション用にチェックサムを作成するのに使います。システムロックダウンを拒否モードで実行
する場合に使うファイルフィンガープリントを生成するには、この方法を使います。次のサイ
トを参照してください。
checksum.exe を使ったファイルフィンガープリントリストの作成
• ［ファイルフィンガープリントリストの収集］コマンドを使って、単一のコンピュータまたは
コンピュータの小グループのファイルフィンガープリントのリストを作成します。
コンソールから［ファイルフィンガープリントリストの収集］コマンドを実行できます。この
コマンドは、ターゲットコンピュータのすべてのアプリケーションを含むファイルフィンガー
プリントリストを収集します。たとえば、ゴールドイメージを実行するコンピュータでこの
コマンドを実行します。この方法は、システムロックダウンを許可モードで実行するときに使
うことができます。コマンドを使って生成したファイルフィンガープリントリストは修正でき
ません。コマンドを再実行すると、ファイルフィンガープリントリストは自動的に更新されま
す。次のサイトを参照してください。
コンソールを使った、クライアントコンピュータでのコマンドの実行
• 任意のサードパーティ製チェックサムユーティリティを使って、ファイルフィンガープリント
リストを作成します。
Note: Symantec EDR を実行すると、ネットワークで Symantec EDR からのファイルフィンガー
プリントリストが表示されることがあります。次のサイトを参照してください。
Note: システムロックダウンと Symantec EDR 拒否リスト (ブラックリスト) ルールとの対話
手順 2: Symantec Endpoint
Protection Manager へのファイ
ルフィンガープリントリストの
インポート

システムロックダウン設定でファイルフィンガープリントリストを使うには、事前に Symantec
Endpoint Protection Manager でリストを利用可能にしておく必要があります。
チェックサムツールを使ってファイルフィンガープリントリストを作成する場合は、Symantec
Endpoint Protection Manager にリストを手動でインポートする必要があります。次のサイトを参照
してください。
Symantec Endpoint Protection Manager でのファイルフィンガープリントリストのインポートまた
はマージ
［ファイルフィンガープリントリストの収集］コマンドを使ってファイルフィンガープリントリス
トを作成すると、結果のリストは自動的に Symantec Endpoint Protection Manager コンソールで利
用可能になります。
Symantec Endpoint Protection Manager から既存のファイルフィンガープリントリストをエクス
ポートすることもできます。
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処理
手順 3: 許可されているアプリ
ケーションまたは許可されて
いないアプリケーションのため
の、アプリケーション名リスト
の作成

説明
任意のテキストエディタを使って、許可リストまたは拒否リストに含めるアプリケーションのファ
イル名を記載したテキストファイルを作成できます。ファイルフィンガープリントリストの場合と
は異なり、これらのファイルはシステムロックダウン設定に直接インポートします。ファイルをイ
ンポートした後、アプリケーションはシステムロックダウン設定の個々のエントリとして表示され
ます。
また、システムロックダウン設定で個々のアプリケーション名を手動で入力することもできます。
Note: 指定されたアプリケーションが多いと、システムロックダウンが拒否リストモードで有効化
された場合に、クライアントコンピュータのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
詳細については、次を参照してください。
システムロックダウン設定にインポートするアプリケーション名リストの作成

手順 4: システムロックダウンの テストモードではシステムロックダウンが無効となり、アプリケーションを遮断しません。許可さ
設定とテスト
れていないアプリケーションはすべてログに記録されますが、遮断はされません。［システムロッ
クダウン］ダイアログボックスで［許可しないアプリケーションだけをログする］オプションを
使って、システムロックダウン設定全体をテストします。
テストを設定し、実行するには、次の手順を実行します。
• システムロックダウン設定にファイルフィンガープリントリストを追加します。
許可モードでは、ファイルフィンガープリントは許可されるアプリケーションです。拒否モー
ドでは、ファイルフィンガープリントは許可されないアプリケーションです。
• システムロックダウン設定に個々のアプリケーション名を追加するか、アプリケーション名の
リストをインポートします。
システムロックダウン設定で、アプリケーション名を 1 つずつ入力するのではなく、アプリ
ケーション名のリストをインポートできます。許可モードでは、許可されるアプリケーション
を指定します。拒否モードでは、許可されないアプリケーションを指定します。
• 一定の期間、テストを実行します。
クライアントが通常のアプリケーションを実行できるだけ十分な時間、システムロックダウン
をテストモードで実行します。通常の時間枠は 1 週間です。
詳細については、次を参照してください。
システムロックダウンを有効化する前の、システムロックダウンの設定とテスト
手順 5: 許可されないアプリケー
ションの表示と、システムロッ
クダウン設定の修正（必要な場
合）

一定の期間テストを実行した後、許可されないアプリケーションのリストをチェックできま
す。［システムロックダウン］ダイアログボックスで状態を調べることによって、未承認アプリ
ケーションのリストを表示できます。
記録されたイベントはアプリケーション制御ログにも表示されます。
ここで、ファイルフィンガープリントまたはアプリケーションリストにアプリケーションを追加
するかどうかを決定できます。システムロックダウンを有効にする前に、必要に応じて、ファイル
フィンガープリントリストまたはアプリケーションを追加または削除できます。次のサイトを参照
してください。
システムロックダウンを有効化する前の、システムロックダウンの設定とテスト

手順 6: システムロックダウンを デフォルトでは、システムロックダウンは許可モードで実行されます。代わりに、システムロック
有効にする
ダウンを拒否モードで実行するように設定できます。
許可モードでシステムロックダウンを有効にすると、許可されるアプリケーションのリストに含ま
れていないアプリケーションはすべて遮断されます。拒否モードでシステムロックダウンを有効に
すると、許可されていないアプリケーションのリストにあるアプリケーションが遮断されます。
Note: システムロックダウンを有効にする前に、必ず設定をテストしてください。必要なアプリ
ケーションを遮断した場合、クライアントコンピュータが再起動できなくなる場合があります。
詳細については、次を参照してください。
• 許可モードでのシステムロックダウンの実行
• 拒否モードでのシステムロックダウンの実行
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処理

説明

手順 7: システムロックダウン用 時間の経過とともに、ネットワークで実行するアプリケーションを変更する場合があります。ファ
のファイルフィンガープリント イルフィンガープリントリストを更新するか、または必要に応じてリストを削除できます。
リストの更新
ファイルフィンガープリントリストは次の方法で更新できます。
• インポートしたフィンガープリントリストを手動で追加、置換、マージする。
［ファイルフィンガープリントリストの収集］コマンドを使って生成したフィンガープリント
リストにファイルフィンガープリントリストを追加することはできません。コマンドで生成し
たリストを含むインポート済みリストは追加できます。その場合は、フィンガープリントコマ
ンドを再実行するときに追加リストを再び作成する必要があります。次のサイトを参照してく
ださい。
– Symantec Endpoint Protection Manager でのファイルフィンガープリントリストの手動更新
– Symantec Endpoint Protection Manager でのファイルフィンガープリントリストのインポー
トまたはマージ
インポートした既存のファイルフィンガープリントリストを自動的に更新する。
•
インポートするアプリケーションまたはアプリケーション名リストを自動的に更新することも
できます。次のサイトを参照してください。
– システムロックダウン用に許可または遮断するファイルフィンガープリントリストの自動更
新
– システムロックダウン設定にインポートするアプリケーション名リストの作成
• ［ファイルフィンガープリントリストの収集］コマンドを再実行するとコマンドで生成した
フィンガープリントリストが自動的に更新される。
コマンドを再実行すると、既存のリストは自動的に新しいリストに置換されます。
Note: ネットワークにクライアントコンピュータを追加する場合、システムロックダウン設定全体
の再テストが必要になることがあります。別のグループに新しいクライアントを移動したり、ネッ
トワークをテストしてシステムロックダウンを無効にしたりできます。または、システムロックダ
ウンを有効にしたままログのみのモードで設定を実行できます。次の手順で説明するようにファイ
ルフィンガープリントやアプリケーションを個別にテストすることもできます。
手順 8: システムロックダウンが
有効な状態での、選択した項目
の追加前テストまたは削除前テ
スト

システムロックダウンが有効化された後、個々のファイルフィンガープリント、アプリケーション
名リスト、または特定のアプリケーションをテストしてから、それらをシステムロックダウン設定
に追加するか、またはシステムロックダウン設定から削除できます。
リストの数が多く、その一部は使用しない場合に、ファイルフィンガープリントリストの削除が必
要になることがあります。
Note: システムロックダウンからファイルフィンガープリントリストまたは特定のアプリケーショ
ンを追加または削除するときは、注意してください。システムロックダウンの項目を追加または削
除すると危険な場合があります。クライアントコンピュータ上の重要なアプリケーションが遮断さ
れる可能性があります。

• 選択した項目をテストします。

•

特定のファイルフィンガープリントリストまたは特定のアプリケーションを未承認としてログ
に記録するには、［削除前にテスト］を使います。
このテストを実行するとき、システムロックダウンは有効になりますが、選択したアプリケー
ション、または選択したファイルフィンガープリントリスト内のアプリケーションは遮断され
ません。その代りに、システムロックダウンは、許可されていないアプリケーションとしてそ
れらのアプリケーションをログに記録します。
アプリケーション制御ログを調べます。
ログエントリは、アプリケーション制御ログに表示されます。テストされたアプリケーション
のエントリがログにない場合は、クライアントでこれらのアプリケーションが使われていない
ことがわかります。

詳しい情報
アプリケーション制御の設定
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checksum.exe を使ったファイルフィンガープリントリストの作成
checksum.exe ユーティリティを使って、ファイルフィンガープリントリストを作成できます。リストには、コンピュー
タ上の指定されたパスに存在する実行可能ファイルまたは DLL ごとに次の内容が含まれます。

• パス
• ファイル名
• 対応するチェックサム
ファイルフィンガープリントリストを Symantec Endpoint Protection Manager にインポートしてシステムロックダウン
設定に使います。
このユーティリティは、クライアントコンピュータに Symantec Endpoint Protection とともにインストールされていま
す。次のサイトを参照してください。

• Symantec Endpoint Protection Manager でのファイルフィンガープリントリストのインポートまたはマージ
• システムロックダウンの設定
サードパーティユーティリティまたは［ファイルフィンガープリントリストの収集］コマンドを使ってファイルフィン
ガープリントリストを作成することもできます。次のサイトを参照してください。
コンソールを使った、クライアントコンピュータでのコマンドの実行
checksum.exe を使ってファイルフィンガープリントリストを作成するには
1. ファイルフィンガープリントリストを作成するイメージがあるコンピュータでコマンドプロンプトウィンドウを開き
ます。
このコンピュータには Symantec Endpoint Protection クライアントソフトウェアがインストールされている必要があ
ります。
2. checksum.exe ファイルを含むクライアントインストールフォルダに移動します。通常、ファイルは次のフォルダで
見つかります。
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\
3. 次のコマンドを入力します。
checksum.exe outputfile.txt path
前述の引数について説明します。

• outputfile.txt は、指定ドライブに存在するすべてのアプリケーションのチェックサムを持つ出力テキストファイル
の名前です。

• path は、チェックサム情報を収集するコンピュータ上のファイルパスです。
NOTE
C ドライブのすべてのファイルに対しチェックサムを実行するには、 path］の順にクリックします。そう
しないと、このコマンドは checksum.exe が配置されているフォルダでのみ実行されます。
出力ファイルの各行の形式は次のとおりです。
checksum_of_the_file full_pathname_of_the_exe_or_DLL
チェックサム値と絶対パス名はスペースで区切られます。
checksum.exe の出力の例を次に示します。
0bb018fad1b244b6020a40d7c4eb58b7 c:\dell\openmanage\remind.exe
35162d98c2b445199fef95e838feae4b c:\dell\pnp\m\co\HSFCI008.dll
2f276c59243d3c051547888727d8cc78 c:\Nokia Video Manager\QtCore4.dll

構文の例
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以下に、C ドライブ上のすべてのファイルのフィンガープリントリストを作成するために使用できる構文の例を示しま
す。
checksum.exe cdrive.txt c:/

このコマンドでは、cdrive.txt という名前のファイルが生成されます。実行されるコンピュータの C ドライブで見つかっ
たすべての実行可能ファイルと DLL のチェックサムとファイルパスが含まれます。
NOTE
パスにスペースが含まれている場合や、バッチ ファイルを使用する場合は、パスを引用符（""）で囲みま
す。たとえば、"C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Checksum.exe"
cdrive.txt c:/ と指定します。
以下に、クライアントコンピュータのフォルダにフィンガープリントを作成する際に使用できる構文の例を示します。
checksum.exe blocklist.txt c:\Files

このコマンドは blocklist.txt と呼ばれるファイルを作成します。［ファイル］フォルダで見つかった実行可能ファイルと
DLL のチェックサムとファイルパスが含まれます。
NOTE
パスにスペースが含まれている場合や、バッチ ファイルを使用する場合は、パスを引用符（""）で囲みま
す。たとえば、スペースが含まれる場合は、"C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\Checksum.exe" blocklist.txt "c:\Files" と指定します。

Symantec Endpoint Protection Manager でのファイルフィンガープリントリストのインポートま
たはマージ
ファイルフィンガープリントリストは、システムロックダウン設定に追加できるように、Symantec Endpoint Protection
Manager コンソールで利用可能になっている必要があります。checksum.exe ユーティリティまたはサードパーティの
チェックサムツールを使ってファイルフィンガープリントリストを作成する場合は、手動でリストをインポートする必要
があります。また、ファイルフィンガープリントリストをマージすることもできます。
［ファイルフィンガープリントリストの収集］コマンドを使って作成するファイルフィンガープリントリストは、コン
ソールで自動的に利用可能になります。ファイルフィンガープリントリストをインポートする必要はありません。［ファ
イルフィンガープリントリストの収集］コマンドを使って作成したファイルフィンガープリントリストは修正できませ
ん。ただし、コマンドで生成したファイルフィンガープリントリストと別のファイルフィンガープリントリストをマージ
できます。再度コマンドを実行してリストを再生成する場合は、手動でリストを再びマージする必要があります。次のサ
イトを参照してください。

• システムロックダウンの設定
• checksum.exe を使ったファイルフィンガープリントリストの作成
ファイル フィンガープリント リストをインポートまたはマージする方法
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1. コンソールで、［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］で、［ポリシーコンポーネント］を展開し、［ファイルフィンガープリントリスト］をクリックしま
す。
3. ［タスク］で、［ファイルフィンガープリントリストの追加］をクリックします。
4. ［ファイルフィンガープリントの追加ウィザードにようこそ］で、［次へ］をクリックします。
5. ［新しいファイルフィンガープリントについての情報］パネルで、新しいリストの名前と説明を入力します。
6. ［次へ］をクリックします。
7. ［ファイルフィンガープリントの作成］パネルで、次のいずれかのオプションを選択します。

• ファイルフィンガープリントファイルをインポートすることによってファイルフィンガープリントを作成します
• 複数の既存のファイルフィンガープリントを組み合わせてファイルフィンガープリントを作成する
このオプションは複数のファイルフィンガープリントリストをすでにインポートした場合にのみ利用可能です。

8. ［次へ］をクリックします。
9. 次のいずれかの処理を実行します。

• 作成したファイルフィンガープリントへのパスを指定します。参照してファイルを見つけることができます。
• マージするフィンガープリントリストを選択します。
10. ［次へ］をクリックします。
11. ［閉じる］をクリックします。
12. ［完了］をクリックします。
インポートまたはマージされたフィンガープリントリストは、［ポリシー］タブの［ポリシー］>［ポリシーコン
ポーネント］>［ファイルフィンガープリントリスト］に表示されます。

Symantec Endpoint Protection Manager でのファイルフィンガープリントリストの手動更新
しばらくの間システムロックダウンを実行したら、ファイルフィンガープリントリストを更新すると便利です。イン
ポートした既存のファイルフィンガープリントリストでエントリを追加、置換、削除できます。Symantec Endpoint
Protection Manager で既存のファイルフィンガープリントリストを直接編集することはできません。
新しいリストにフィンガープリントリストをマージして異なる名前を付ける場合は、ファイルフィンガープリントの追加
ウィザードを使います。
［ファイルフィンガープリントリストの収集］コマンドを使ってフィンガープリントリストを作成した場合は、エントリ
を追加、置換、削除できません。ただし、インポート済みリストにコマンドで生成したリストを追加できます。コマンド
を再実行する場合は、手動でフィンガープリントのリストを再度更新する必要があります。
Symantec EDR が Symantec Endpoint Protection Manager に送信するファイルフィンガープリントリストは変更できま
せん。次のサイトを参照してください。

• Symantec Endpoint Protection Manager でのファイルフィンガープリントリストのインポートまたはマージ
• システムロックダウンの設定
でファイルフィンガープリントリストを更新するにはSymantec Endpoint Protection Manager
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1. コンソールで、［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］で、［ポリシーコンポーネント］を展開し、［ファイルフィンガープリントリスト］をクリックしま
す。
3. ［ファイルフィンガープリントリスト］ペインで、編集するファイルフィンガープリントリストを選択します。
4. ［編集］をクリックします。
5. ファイルフィンガープリントの編集ウィザードで、［次へ］をクリックします。
6. 次のいずれかの操作をします。

• 新規ファイルを既存のファイルに追加するには、［このファイルフィンガープリントにフィンガープリントを追加
する］をクリックします。

• すでにインポート済みのファイルフィンガープリントリストをマージするには、［このファイルフィンガープリン
トに別のファイルフィンガープリントを追記する］をクリックします。

• ［既存のリストを新しいもので置き換える］をクリックします。
• ［新しいリストにも表示されるフィンガープリントを削除する］をクリックします。
7. 次のいずれかの操作をします。

• ［参照］をクリックしてファイルを指定するか、または追加、置換、削除するファイルフィンガープリントリスト
の絶対パスを入力します。

• マージするファイルフィンガープリントを選択します。
8. ［次へ］、［閉じる］、［完了］の順にクリックします。

システムロックダウンと Symantec EDR 拒否リスト (ブラックリスト) ルールとの対話
ネットワークに Symantec EDR が含まれる場合、Symantec EDR からのシステムロックダウン設定の遮断アプリケー
ションが表示されることがあります。
Symantec EDR 拒否リスト (ブラックリスト) は、次のようにシステムロックダウン設定と対話します。

• Symantec Endpoint Protection Manager が Symantec EDR から拒否ルールを受信すると、Symantec Endpoint
•
•
•
•

Protection Manager はすべてのドメインとグループのシステムロックダウンを拒否モードで有効にします。
拒否ルールは、システムロックダウン設定の Symantec Endpoint Protection Manager ファイルフィンガープリントリ
ストに記載されます。Symantec EDR からファイルフィンガープリントリストを変更することはできません。
許可モードでシステムロックダウンを有効にしてクライアントグループを設定すると、その設定が保持さ
れ、Symantec Endpoint Protection Manager は Symantec EDR の拒否ルールを使用しません。
システムロックダウンを無効にし、Symantec EDR の拒否リストを削除すると、Symantec Endpoint Protection
Manager は自動的にシステムロックダウンを再度有効にして拒否リストを適用します。
システムロックダウンを無効にし、Symantec EDR の拒否リストを削除しなければ、システムロックダウンは再度有
効になるまで無効のままになります。
NOTE
Symantec EDR は、Symantec Endpoint Protection クライアントに許可ルールを直接送信します。Symantec
EDR は、許可リストのファイルフィンガープリントを Symantec Endpoint Protection Manager に送信しませ
ん。

詳しい情報

• 許可モードでのシステムロックダウンの実行
• 拒否モードでのシステムロックダウンの実行
• 評価のクエリーおよび提出に専用サーバーを使うクライアントグループの設定
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システムロックダウン設定にインポートするアプリケーション名リストの作成
アプリケーション名のリストをシステムロックダウンの設定にインポートできます。アプリケーション名をシステムロッ
クダウン設定に個々に追加するよりも、アプリケーション名リストをインポートすると効率的です。
アプリケーション名リストをすべてまとめると、デフォルトでは最大 512 個のアプリケーションを含めることができま
す。conf.properties ファイルで最大数を変更できます。
任意のテキストエディタを使ってアプリケーション名リストファイルを作成できます。
ファイルの各行には、次の項目をスペースで区切って入力できます:

• ファイル名
•
•

パス名を使用する場合は、引用符で囲む必要があります。
テストモード
有効にする場合は 1 または Y の値、無効にする場合は 0 または N の値にしてください。フィールドを空のままにす
ると、テストモードは無効になります。照合モードを指定するには値を設定する必要があります。
照合モード (ワイルドカードまたは正規表現)
正規表現の一致を使う場合は 1 または Y の値、ワイルドカードの一致を使う場合は 0 または N の値にしてくださ
い。フィールドを空のままにすると、ワイルドカードの一致は使われません。
NOTE
テストモードフィールドでは、リストのそれぞれのアプリケーションに対して［追加前のテスト］オプション
または［削除前にテスト］オプションを有効または無効にします。［ログアプリケーションのみ］オプション
を使ってシステムロックダウン設定全体をテストする場合は、テストモードフィールドは無視されます。

各行では次のような構文を使用してください。
filename test_mode matching_mode

次に例を示します。
aa.exe
bb.exe 0 1
cc.exe 1
dd.exe 1 0
"c:\program files\ee.exe" 0 0

システムロックダウンにこのリストをインポートすると、個々のアプリケーションが次の設定とともにシステムロックダ
ウン設定に表示されます。
Table 136: 照合モードの設定の例
アプリケーション名

［追加前のテスト］ま
たは［削除前にテスト］

照合モード

aa.exe

無効

ワイルドカード

bb.exe

無効

正規表現

cc.exe

有効

ワイルドカード

dd.exe

有効

ワイルドカード

c:\program files\ee.exe

無効

ワイルドカード

詳しい情報
システムロックダウンの設定
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システムロックダウン用に許可または遮断するファイルフィンガープリントリストの自動更新
Symantec Endpoint Protection Manager はインポート済み、マージ済み、追加済みの既存のファイルフィンガープリント
リストとアプリケーション名リストを自動的に更新します。
［ファイルフィンガープリントリストの収集］コマンドで生成したファイルフィンガープリントリストは、同じコン
ピュータでこのコマンドを再実行すると自動的に更新されます。
既存のファイルフィンガープリントを手動で更新することもできます。
Table 137: システムロックダウンの許可リスト (ホワイトリスト) および拒否リスト (ブラックリスト) の更新
手順

説明

ステップ 1: 更新されたファイル
フィンガープリントリストまたは
アプリケーション名リストを作成
し、ファイルを圧縮する

checksum.exe ユーティリティまたは任意のサードパーティユーティリティを使って、更新され
たファイルフィンガープリントリストを作成できます。任意のテキストエディタを使って、アプ
リケーション名リストを更新できます。リストには、Symantec Endpoint Protection Manager に
すでに存在する名前と同じものが含まれる必要があります。次のサイトを参照してください。
checksum.exe を使ったファイルフィンガープリントリストの作成
［ファイルフィンガープリントリストの収集］コマンドで生成したフィンガープリントリストは
直接更新できません。コマンドで生成したリストを別のリストとマージしたり、コマンドで生成
したリストとともにインポート済みリストを追加したりできます。
自動更新機能には、ファイルフィンガープリントリストとアプリケーション名リストの圧縮ファ
イル（zip ファイル）が必要です。Windows のファイル圧縮機能または任意の圧縮ユーティリ
ティを使って、ファイルを圧縮できます。

ステップ 2: index.ini ファイルを作 index.ini ファイルでは、Symantec Endpoint Protection Manager がどのファイルフィンガープリ
成する
ントリストとアプリケーション名リストを更新する必要があるかを指定します。
また、任意のテキストエディタを使って index.ini ファイルを作成し、そのファイルを指定の
URL にコピーできます。次のサイトを参照してください。
システムロックダウンで使用される許可リストと拒否リストの自動更新のための index.ini ファイ
ルの作成
ステップ 3: 圧縮ファイルと
index.ini を Symantec Endpoint
Protection Manager で利用可能に
する

Symantec Endpoint Protection Manager は UNC、FTP、または HTTP/HTTPS を使って、指定の
URL で index.ini ファイルと zip ファイルを取得します。Symantec Endpoint Protection Manager
は、index.ini ファイルの指示を使って、指定されたファイルを更新します。自動更新を有効にす
ると、Symantec Endpoint Protection Manager は設定されたスケジュールに基づいて、更新され
たファイルがある URL を定期的に確認します。
UNC の場合は JCFIS 共有のみがサポートされます。DFS 共有はサポートされません。
Note: UNC、FTP、HTTP/HTTPS を使用できない場合は、index.ini ファイル、更新されたファ
イルフィンガープリント、アプリケーション名のファイルを直接次のフォルダにコピーでき
ます。C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox\
WhitelistBlacklist\content ファイルは圧縮解除してください。Symantec Endpoint Protection
Manager は、ファイルを更新するために UNC、FTP、または HTTP/HTTPS を使えない場合は、
このフォルダを確認します。

ステップ 4: 管理コンソールで許可 Symantec Endpoint Protection Manager コンソールで、既存の許可リストまたは拒否リストの自
リストと拒否リストの自動更新を 動更新を有効にする必要があります。
有効にする
Symantec Endpoint Protection Manager の［ファイルフィンガープリントの更新］ダイアログを
使って更新機能を有効にし、スケジュールと URL 情報を指定します。次のサイトを参照してく
ださい。
システムロックダウンの許可リストと拒否リストの自動更新の有効化
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手順

説明

ステップ 5: 許可リストまたは拒否 コンソールで状態を確認することにより、Symantec Endpoint Protection Manager が更新を完了
リストの自動更新の状態を確認す したことを確認できます。
る
コンソールで次のいずれかの処理を実行します。

• ［管理］タブで、サイトを選択します。「リビジョン「20200528 R016 説明」の許可リスト
•
•

および拒否リストの更新が正常に完了しました」のようなメッセージが表示されます。
［監視］タブで、［システムログ: サーバー活動］を表示します。通常、イベントの種類
は［ファイルフィンガープリントの更新］のように表示されます。
［ポリシー］タブの［ポリシーコンポーネント］で、ファイルフィンガープリントリストの
説明を確認します。説明は、「リビジョン: 20200528 R016 説明」のように表示されます。

詳しい情報

• Symantec Endpoint Protection Manager でのファイルフィンガープリントリストの手動更新
• システムロックダウンの設定
システムロックダウンで使用される許可リストと拒否リストの自動更新のための index.ini ファイルの作成
自動更新機能には index.ini ファイルが必要です。このファイルは、任意のテキストエディタで作成できます。
NOTE
このテキストファイルにアルファベット以外の文字を使う場合は、バイトオーダーマーク（BOM）なしの
UTF-8 文字を使ってファイルを編集して保存してください。
index.ini ファイルでは、次の項目が指定されます。

• 更新されたファイルフィンガープリントリストとアプリケーション名リストが含まれる圧縮ファイルのリビジョンと
名前。

• 更新するファイルフィンガープリントリストとアプリケーション名リストの名前。
• アプリケーション名リストを使うクライアントグループの名前。
既存のファイルフィンガープリントリストまたはグループが現在 Symantec Endpoint Protection Manager に存在してい
る必要があります。グループでシステムロックダウンが有効になっている必要があります。ファイルフィンガープリント
リストやアプリケーション名リストが、指定した圧縮ファイルで使用できる必要があります。
index.ini を次の構文で構成する必要があります。
[Revision]
Revision=YYYYMMDD RXXX
SourceFile=zip file name
Description=optional description

Default]
list="updated list" REPLACE/APPEND/REMOVE

[FingerprintList - domain name or
existing fingerprint

[ApplicationNameList - domain name or

Default]existing

group path="updated list"

REPLACE/APPEND/REMOVE

たとえば、次のように index.ini ファイルの行を使用できます。
[Revision]
Revision=20111014 R001
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SourceFile=20110901 R001.zip
Description=NewUpdates
[FingerprintList - Default]
FingerprintListName 1="FingerprintList1.txt" REPLACE
FingerprintListName 2="FingerprintList2.txt" REPLACE
[ApplicationNameList - Default]
My Company\Group AA\Group AA 1="ApplicationNameList1.txt" REPLACE
My Company\Group AA\Group AA 2="ApplicationNameList2.txt" REPLACE
[FingerprintList - DomainABC]
FingerprintListName 1="FingerprintList1.txt" REPLACE
FingerprintListName 2="FingerprintList2.txt" REPLACE
[ApplicationNameList - DomainABC]
My Company\Group AA\Group AA 1="ApplicationNameList1.txt" REPLACE
My Company\Group AA\Group AA 2="ApplicationNameList2.txt" REPLACE

詳しい情報

• システムロックダウン用に許可または遮断するファイルフィンガープリントリストの自動更新
• システムロックダウン設定にインポートするアプリケーション名リストの作成
システムロックダウンの許可リストと拒否リストの自動更新の有効化
システムロックダウンに使う許可リスト (ホワイトリスト) と拒否リスト (ブラックリスト) を自動的に更新するように
Symantec Endpoint Protection Manager を設定できます。
［ファイルフィンガープリントリストの収集］コマンドで生成したファイルフィンガープリントリストを自動的に更新す
るには、まずこのコマンドを実行します。
システム ロックダウンの許可リストと拒否リストの自動更新を有効にする方法
1. コンソールの［管理］タブで、［サーバー］をクリックします。
2. 関連するサーバーを右クリックして、［サーバーのプロパティを編集］を選択します。
3. ［サーバープロパティ］ダイアログボックスで、［ファイルフィンガープリントの更新］タブを選択します。
4. ［ファイルフィンガープリントの更新］タブで、［許可リストまたは拒否リストの自動更新］にチェックマークを付
けます。
5. index.ini と圧縮ファイルの場所を示す URL を入力します。
UNC または FTP を使う場合、index.ini とコンテンツの両方のユーザー名とパスワードを指定する必要があります。
6. ［スケジュール］で、Symantec Endpoint Protection Manager による許可リストまたは拒否リストの更新頻度を指定
できます。
7. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
システムロックダウン用に許可または遮断するファイルフィンガープリントリストの自動更新

システムロックダウンを有効化する前の、システムロックダウンの設定とテスト
通常は、1 週間、またはクライアントが典型的なアプリケーションを実行するのに十分な時間、テストモードでシステム
ロックダウンを実行します。システムロックダウン設定は、それによってユーザーに問題が生じないと判断した後で、有
効にできます。
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テストモードでシステムロックダウンを実行するときには、システムロックダウンが無効になります。システムロックダ
ウンはアプリケーションを遮断しません。許可されないアプリケーションは遮断されずにログに記録されるため、リスト
を確認してからシステムロックダウンを有効化できます。制御ログでログエントリを見ることができます。また、［シス
テムロックダウン］ダイアログボックスで、許可されないアプリケーションを確認することもできます。
NOTE
また、承認済みアプリケーションをクライアントで許可するファイアウォールルールを作成することもできま
す。
システムロックダウンを有効化する前にシステムロックダウンを設定およびテストするには
1. コンソールで［クライアント］をクリックし、システムロックダウンを設定するグループを［クライアント］で特定
します。
2. ［ポリシー］タブで、［システムロックダウン］をクリックします。
3. ［許可しないアプリケーションだけをログする］をクリックしてシステムロックダウンをテストモードで実行しま
す。
このオプションを使うと、クライアントが現在実行している未承認のアプリケーションに関するログが記録されま
す。
4. ［許可モード］または［拒否モード］を選択します。
これらのオプションは、14.3 RU1 の［ホワイトリストモード］または［ブラックリストモード］から変更されまし
た。
5. ［アプリケーションファイルのリスト］の［ファイルフィンガープリントリスト］でファイルフィンガープリントリ
ストを追加または削除します。
リストを追加するには、リストが Symantec Endpoint Protection Manager で利用できる必要があります。次のサイト
を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager でのファイルフィンガープリントリストのインポートまたはマージ
6. アプリケーション名リストを追加するには、［アプリケーションファイルのリスト］の［ファイル名］で［インポー
ト］をクリックします。
インポートするアプリケーション名リストを指定し、［インポート］をクリックします。リスト内のアプリケーショ
ンが、システムロックダウン設定に個々のエントリとして表示されます。
アプリケーション名のリストは、ファイル名、テストモード、照合モードを指定するテキストファイルである必要が
あります。次のサイトを参照してください。
システムロックダウン設定にインポートするアプリケーション名リストの作成
7. 個々のアプリケーションを追加するには、［アプリケーションファイルのリスト］の［ファイル名］で［追加］をク
リックします。
8. ［ファイル定義の追加］ダイアログボックスで、ファイル（拡張子が .exe または .dll のファイル）の絶対パス名を指
定します。
この名前は、標準文字列または正規表現構文を使って指定できます。ワイルドカード文字として、任意の文字を表
すアスタリスク（*）、1 文字を表す疑問符（?）も使用できます。また、Program Files ディレクトリの場所を表す
%ProgramFiles% または Windows インストールディレクトリを表す %windir% などの環境変数も使用できます。
9. デフォルトでは［ワイルドカード一致を使う (* と ? をサポートします)］が選択されています。これをそのまま使う
か、ファイル名に正規表現を使った場合は［正規表現の一致を使う］をクリックします。
10. ファイルを特定の種類のドライブで実行する場合にのみ許可するには、［次の種類のドライブ上のファイルのみを照
合する］をクリックします。
対象から除外するドライブの種類を選択解除します。デフォルトでは、すべての種類のドライブが選択されていま
す。
11. デバイス ID の種類で照合する場合は、［次の ID で識別される種類のデバイス上にあるファイルのみを照合する］に
チェックマークを付け、［選択］をクリックします。
12. リスト中で目的のデバイスをクリックし、［OK］をクリックします。
13. ［OK］をクリックしてテストを開始します。
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しばらくすると、承認されていないアプリケーションのリストを見ることができます。［<グループ名> のシステムロッ
クダウン］ダイアログボックスを再度開くと、テストが実行されていた時間を確認できます。
テストでログに記録されたが遮断はされていないアプリケーションを確認するには
1. ［<グループ名> のシステムロックダウン］ダイアログボックスで、［未承認アプリケーションの表示］をクリック
します。
2. ［未承認のアプリケーション］ダイアログボックスで、アプリケーションを確認します。
このリストには、アプリケーションの実行時刻、コンピュータホスト名、クライアントユーザー名、実行ファイル名
の情報が含まれます。
3. この未承認アプリケーションをどのように処理するかを決定します。
許可モードの場合は、許可するアプリケーションの名前を承認済みアプリケーションのリストに追加できます。拒否
モードの場合は、許可するアプリケーションの名前を削除できます。
4. ファイルフィンガープリントリストまたは個々のアプリケーションを変更した場合にテストを再度実行するに
は、［未承認のアプリケーション］ダイアログボックスで［テストのリセット］をクリックします。そうでない場合
は、［閉じる］をクリックします。
5. テストが終了したら、システムロックダウンを有効にできます。
詳しい情報
システムロックダウンの設定

許可モードでのシステムロックダウンの実行
システムロックダウンを設定して、承認されたアプリケーションのみをクライアントコンピュータで許可できます。承認
済みリストにあるアプリケーションのみが、実行を許可されます。他のアプリケーションはすべて遮断されます。承認済
みリストは許可リスト (ホワイトリスト) と呼ばれます。承認済みアプリケーションは、Symantec Endpoint Protection の
他の保護機能の対象になります。
NOTE
デフォルトでは、許可モードを有効化すると、システムロックダウンはそのモードで実行されます。
以下の条件を満たす場合にのみ、許可モードで実行されるようにシステムロックダウンを設定する必要があります。

• ［許可しないアプリケーションだけをログする］オプションを使ってシステムロックダウン設定をテストした。
• クライアントコンピュータで実行する必要のあるアプリケーションがすべて、承認済みアプリケーションリストに記
されていることが確実である。
WARNING
システムロックダウンからファイルフィンガープリントリストまたは特定のアプリケーションを追加または削
除するときは、注意してください。システムロックダウンの項目を追加または削除すると危険な場合がありま
す。クライアントコンピュータ上の重要なアプリケーションが遮断される可能性があります。
詳細については、次を参照してください。
システムロックダウンを有効化する前の、システムロックダウンの設定とテスト
NOTE
許可モードでシステムロックダウンを有効にして実行する場合、Symantec Endpoint Protection Manager は
Symantec EDR から遮断したアプリケーションを適用しません。
詳細については、次を参照してください。
システムロックダウンと Symantec EDR 拒否リスト (ブラックリスト) ルールとの対話

425

許可モードでシステム ロックダウンを実行する方法
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］で、システムロックダウンを設定するグループを選択します。
サブグループを選択する場合は、親グループで継承が無効になっている必要があります。
3. ［ポリシー］タブで、［システムロックダウン］をクリックします。
4. ［システムロックダウン］で、［システムロックダウンを有効にする］を選択してクライアントが実行しようとして
いる未承認のアプリケーションを遮断します。
5. ［アプリケーションファイルのリスト］で、［許可モード］ (14.3 MP1 以前では［ホワイトリストモード］) を選択
します。
6. ［承認済みアプリケーション］で、クライアントコンピュータで実行するすべてのアプリケーションが含まれている
ことを確認します。
WARNING
クライアントコンピュータで実行するすべてのアプリケーションを承認済みアプリケーションリストに含め
る必要があります。含めていない場合、一部のクライアントコンピュータが再起動できなくなったり、ユー
ザーが重要なアプリケーションを実行できなくなる可能性があります。
7. クライアントがアプリケーションを遮断したときに、クライアントコンピュータにメッセージを表示するには、［ア
プリケーションを遮断した場合にユーザーに通知する］にチェックマークを付けます。
8. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• システムロックダウンの設定
• グループの継承の無効化

拒否モードでのシステムロックダウンの実行
システムロックダウンを有効にして、リストに含まれる未承認アプリケーションをクライアントコンピュータで遮断でき
ます。未承認リストに含まれるすべてのアプリケーションが遮断されます。未承認リストは拒否リストと呼ばれます。他
のアプリケーションはすべて許可されます。許可されたアプリケーションは、Symantec Endpoint Protection の他の保護
機能の対象になります。
NOTE
ネットワークで Symantec EDR を実行する場合、Symantec EDR の設定はシステムロックダウンの許可リスト
の設定に影響します。
詳細については、次を参照してください。
システム ロックダウンと Symantec EDR 拒否リスト（ブラックリスト）ルールとの対話
次の条件に該当した後でのみ、システムロックダウンが未承認アプリケーションを遮断するように設定してください。

• ［許可しないアプリケーションだけをログする］オプションを使ってシステムロックダウン設定をテストした。
• クライアントコンピュータで遮断する必要のあるすべてのアプリケーションが、未承認アプリケーションリストに含
まれていることを確認した。

詳細については、次を参照してください。
システムロックダウンを有効化する前の、システムロックダウンの設定とテスト
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WARNING
システムロックダウンからファイルフィンガープリントリストまたは特定のアプリケーションを追加または削
除するときは、注意してください。システムロックダウンの項目を追加または削除すると危険な場合がありま
す。クライアントコンピュータ上の重要なアプリケーションが遮断される可能性があります。
システム ロックダウンを拒否モードで実行する方法
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］で、システムロックダウンを設定するグループを選択します。
サブグループを選択する場合は、親グループで継承が無効になっている必要があります。次のサイトを参照してくだ
さい。
グループの継承の無効化
3. ［ポリシー］タブで、［システムロックダウン］を選択します。
4. ［システムロックダウン］ダイアログボックスで、［システムロックダウンを有効にする］を選択します。
5. ［アプリケーションファイルのリスト］で、［拒否モード］を選択します。このオプションは、14.3 MP1 以前
の［ブラックリストモード］です。
6. ［未承認のアプリケーション］で、クライアントコンピュータで遮断する必要があるすべてのアプリケーションが含
まれていることを確認します。
NOTE
多数のアプリケーションを指定すると、クライアントコンピュータのパフォーマンスが低下する可能性があ
ります。
7. クライアントがアプリケーションを遮断したときに、クライアントコンピュータにメッセージを表示するには、［ア
プリケーションを遮断した場合にユーザーに通知する］にチェックマークを付けます。
8. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• システムロックダウンを有効化する前の、システムロックダウンの設定とテスト
• システムロックダウンの設定

デバイス制御の管理
デバイス制御は、クライアントコンピュータでどのハードウェアデバイスを許可し、遮断するかを指定します。デフォル
トのハードウェアデバイスのリストと、デバイス制御ポリシーを使ってデバイス制御を管理します。独自に追加すること
もできます。
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Table 138: デバイス制御の管理
手順

説明

Symantec Endpoint Protection
Manager のデフォルトのハード
ウェアデバイスのリストを確認す
る

デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection Manager にはハードウェアデバイスのリストが
含まれています。リストは Symantec Endpoint Protection Manager で、［ポリシーコンポーネン
ト］の［ポリシー］タブに表示されます。このリストを使って、クライアントコンピュータ上で
制御するデバイスを選択します。
リストに含まれていないデバイスを制御したい場合は、最初にデバイスを追加する必要がありま
す。次のサイトを参照してください。
ハードウェアデバイスのリストについて

ハードウェアデバイスのリストに
デバイスを追加する（必要な場
合）

デバイスリストにデバイスを追加するときには、デバイスのクラス ID またはデバイス ID が必要
です。
Mac 用にカスタマイズしたデバイスを追加することはできません。使用できるのは提供されてい
るデバイスの種類のみです。次のサイトを参照してください。
• ハードウェアデバイスリストへのハードウェアデバイスの追加
• DevViewer がインストールされた Windows コンピュータのデバイス製造元またはモデルの取
得

デバイス制御ポリシーのデバイス
の許可または遮断

クライアントでアクセスされることを許可または遮断するデバイスを指定します。次のサイトを
参照してください。
クライアントコンピュータのデバイスの許可または遮断

Mac クライアントの場合には、デバイス制御は SymDaemon サービスに含まれます。デバイス制御を機能させるため
に、Windows クライアントまたは Mac クライアントを再起動する必要はありません。
詳しい情報
アプリケーション制御、システムロックダウン、デバイス制御について

クライアントコンピュータのデバイスの許可または遮断
デバイス制御を設定するには、アプリケーションとデバイス制御ポリシーを使います。開始する前に、必要なデバイス
をハードウェアデバイスリストに追加します。次のサイトを参照してください。
ハードウェアデバイスリストへのハードウェアデバイスの追加
14 では、Windows と Mac の両方のデバイス制御を設定できます。
クライアント コンピュータのデバイスを許可または遮断する方法
1. オプション 1: Windows クライアントのデバイス制御を設定するには、コンソールで［アプリケーションとデバイス
制御］ポリシーを開きます。
2. ［デバイス制御］をクリックします。
3. ［遮断するデバイス］で［追加］をクリックします。
4. ［デバイス選択］ウィンドウで、1 つ以上のデバイスを選択します。必要に応じて、特定のポートを遮断してデバイ
スを除外しているかどうかを確認します。
NOTE
通常は、キーボードを遮断しないでください。
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5. ［OK］をクリックします。
6. ［遮断から除外するデバイス］で［追加］をクリックします。
7. ［デバイス選択］ウィンドウで、1 つ以上のデバイスを選択します。
8. ユーザーに通知する場合は、［デバイスを遮断したときにユーザーに通知する］にチェックマークを付けます。
9. ［OK］をクリックします。
10. オプション 2: Mac クライアントのデバイス制御を設定するには (14 現在)、コンソールで［アプリケーションとデバ
イス制御］ポリシーを開きます。
11. ［Mac の設定］で、［デバイス制御］をクリックします。
12. ［遮断するデバイス］で［追加］をクリックします。
13. ［デバイス選択］ウィンドウで、リストからデバイスを選択します。一度に追加できるデバイスは 1 つだけです。
ウィンドウの下部のフィールドが利用可能な場合は、それに記入します。フィールドを空白のままにすると、この種
類のすべてのデバイスが遮断されます。
デバイスの製造元、デバイスモデル、またはシリアル番号を定義するために正規表現を使うこともできます。詳しく
は、［Mac のデバイス制御］ウィンドウのヘルプを参照してください。
Mac に接続したデバイスのシリアル番号、モデル番号、製造元の名前を入手するには、インストールファイルから
DeviceInfo ツールを使います。このツールとその操作手順は Tools/DeviceInfo にあります。
14. ［OK］をクリックします。
15. ［遮断から除外するデバイス］で［追加］をクリックします。
16. ［デバイス選択］ウィンドウで、リストからのデバイスを選択し、除外されたデバイスを定義し、［OK］をクリッ
クします。
17. ユーザーに通知する場合は、［デバイスを遮断したときにユーザーに通知する］にチェックマークを付けます。
18. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• Mac デバイス制御
• デバイス制御の管理
• アプリケーション制御、システムロックダウン、デバイス制御について

ハードウェアデバイスのリストについて
Symantec Endpoint Protection Manager には、ハードウェアデバイスのリストが含まれています。いくつかのデバイスは
デフォルトでリストに含まれています。デバイス制御を設定するときにはデバイスを使います。次のサイトを参照してく
ださい。
デバイス制御の管理
リストにデバイスを追加できます。デフォルトのデバイスの編集や削除はできません。
Mac 用にカスタマイズしたハードウェアデバイスを追加することはできません。
デバイスはデバイス ID またはクラス ID によって識別されます。これらの値のどちらかを使って、リストにデバイスを
追加します。デバイス ID またはクラス ID の判別ツールを使うことができます。Windows の場合は、Tools\DevViewer
に移動します。Mac の場合は、Tools\DeviceInfo に移動します。次のサイトを参照してください。
DevViewer がインストールされた Windows コンピュータのデバイス製造元またはモデルの取得
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Table 139: デバイス ID とクラス ID
ID の種類

説明

クラス ID

クラス ID は、Windows GUID を表します。デバイスの各種
類には、Class と ClassGuid の両方が関連付けられていま
す。ClassGuid は、以下の形式の 16 進数値です。
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

デバイス ID

デバイス ID は、デバイスに最も固有の ID です。デバイス
ID の構文にはクラス ID よりも読み取りを容易にする説明的
な文字列が含まれます。
デバイス ID を追加する場合は、デバイスの固有の ID を使
うことができます。また、デバイス ID 文字列内でワイルド
カード文字を使って指定するデバイスグループの範囲を広げ
ることができます。ゼロ文字以上の任意の値を示すにはアス
タリスク（*）を、1 文字の任意の値を示すには疑問符（?）
を使用できます。
特定の USB SanDisk デバイスのデバイス ID を次に示しま
す。
USBSTOR
\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033\0002071
任意の USB SanDisk デバイスを示すワイルドカードを含ん
だデバイス ID を次に示します。
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*
任意の USB ディスクデバイスを示すワイルドカードを含ん
だデバイス ID を次に示します。
USBSTOR\DISK*
任意の USB ストレージデバイスを示すワイルドカードを含
んだデバイス ID を次に示します。
USBSTOR*

DevViewer がインストールされた Windows コンピュータのデバイス製造元またはモデルの取得
クラス ID (GUID) またはデバイス ID を取得するためにシマンテック社の DevViewer ツールを使うことができます。デバ
イス ID を取得するために Windows のデバイスマネージャを使うことができます。
デバイス ID を取得したら、ワイルドカード文字を使ってデバイスの特定のグループを示すように修正できます。
DevViewer を使用して Windows コンピュータのデバイスの製造元またはモデルを取得する方法
1. 以下の場所にある「Attachments」から、DevViewer をクライアント コンピュータにダウンロードします。
DevViewer を使用して Endpoint Protection でデバイスの遮断に使用するハードウェア デバイス ID を見つける
2. クライアントコンピュータで、DevViewer.exe を実行します。
3. ［Device Tree］を展開し、デバイス ID か GUID を取得するデバイスを検索します。
たとえば、［ディスクドライブ］を展開し、そのカテゴリ内のデバイスを選択します。
4. 右側のペインで、デバイス ID（[device ID] で始まる）を右クリックし、［デバイス ID をコピー］を選択します。
5. ［Exit］をクリックします。
6. 管理サーバーで、ハードウェアデバイスのリストにデバイス ID を貼り付けます。
7. コントロールパネルからデバイス ID を取得するには、コントロールパネルからデバイスマネージャを開きます。
デバイスマネージャへのパスは Windows オペレーティングシステムによって決まります。たとえば、Windows 7 で
はスタートメニューで［コントロールパネル］、［システム］、［デバイスマネージャ］の順に選択します。
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8. ［デバイスマネージャ］ダイアログボックスでデバイスを右クリックし、［プロパティ］をクリックします。
9. そのデバイスの［プロパティ］ダイアログボックスの［詳細］タブで、［デバイス ID］を選択します。
デフォルトでは、最初に表示される値がそのデバイスのデバイス ID になります。
10. ID 文字列をコピーします。
11. ［OK］をクリックします。
詳細については、次を参照してください。
ハードウェアデバイスリストへのハードウェアデバイスの追加
詳しい情報

• クラス ID について
• デバイス ID について
クラス ID について
クラス ID は、Windows GUID を表します。デバイスの各種類には、Class と ClassGuid の両方が関連付けられていま
す。ClassGuid は、以下の形式の 16 進数値です。
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
詳しい情報
DevViewer がインストールされた Windows コンピュータのデバイス製造元またはモデルの取得

デバイス ID について
デバイス ID は、デバイスに最も固有の ID です。デバイス ID の構文にはクラス ID よりも読み取りを容易にする説明的
な文字列が含まれます。
デバイス ID を追加する場合は、デバイスの固有の ID を使うことができます。また、デバイス ID 文字列内でワイルド
カード文字を使って指定するデバイスグループの範囲を広げることができます。ゼロ文字以上の任意の値を示すにはアス
タリスク（*）を、1 文字の任意の値を示すには疑問符（?）を使用できます。
特定の USB SanDisk デバイスのデバイス ID を次に示します。
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033\0002071406&0
任意の USB SanDisk デバイスを示すワイルドカードを含んだデバイス ID を次に示します。
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*
任意の USB ディスクデバイスを示すワイルドカードを含んだデバイス ID を次に示します。
USBSTOR\DISK*
任意の USB ストレージデバイスを示すワイルドカードを含んだデバイス ID を次に示します。
USBSTOR*
詳しい情報
DevViewer がインストールされた Windows コンピュータのデバイス製造元またはモデルの取得
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ハードウェアデバイスリストへのハードウェアデバイスの追加
ハードウェアデバイスのクラス ID またはデバイス ID を取得したら、デフォルトのハードウェアデバイスリストにハー
ドウェアデバイスを追加できます。これによってアプリケーションとデバイス制御ポリシーのデバイス制御部分からこの
デフォルトリストにアクセスできます。次のサイトを参照してください。
ハードウェアデバイスのリストについて
ハードウェアデバイスリストにハードウェアデバイスを追加するには
1. コンソールで、［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］で、［ポリシーコンポーネント］を展開し、［ハードウェアデバイス］をクリックします。
3. ［タスク］で、［ハードウェアデバイスの追加］をクリックします。
4. 追加するデバイスの名前を入力します。
クラス ID とデバイス ID はいずれも規約に従い波カッコ ({ }) で囲みます。場合によっては、波カッコをワイルド
カード文字 (?) に置き換える必要があります。
5. ［クラス ID］または［デバイス ID］を選択し、Windows のデバイスマネージャまたは DevViewer ツールからコピー
した ID を貼り付けます。
6. ワイルドカード文字を使ってデバイス ID セットを定義できます。たとえば、文字列 *IDE\DVDROM* を使うことがで
きます。
詳細については、次を参照してください。
DevViewer がインストールされた Windows コンピュータのデバイス製造元またはモデルの取得
7. ［OK］をクリックします。

Symantec Endpoint Protection の例外の管理
Symantec Endpoint Protection コンソールで、Symantec Endpoint Protection Manager の例外を管理できます。
Table 140: 例外の管理
タスク

説明

例外について学習する

クライアントコンピュータのスキャンから項目を除外するには、例外を使います。

Symantec Endpoint Protection が
スキャンから自動的に除外する
ファイルとフォルダの種類を確認
する

Symantec Endpoint Protection は一部のサードパーティアプリケーションとシマンテック製品に
ついて、例外（除外）を自動的に作成します。
特定の拡張子のみをスキャンし、他の拡張子はすべてスキップするように個々のスキャンを設定
することもできます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection がウイルススキャンとスパイウェアスキャンから除外するファイ
ルとフォルダについて

スキャンの例外を作成する

例外は、例外ポリシーに直接追加します。または［監視］ページで、ログイベントから例外を追
加できます。次のサイトを参照してください。
• ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成
• ログイベントに基づく例外の作成
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タスク

説明

クライアントコンピュータでユー
ザーが設定できる例外の種類の制
限（Windows のみ）

デフォルトでは、クライアントコンピュータ上のユーザーが例外に対して持つ設定権限には限度
があります。ユーザーがウイルスとスパイウェアのスキャンの例外、または SONAR の例外を作
成できないように制限できます。
ユーザーは、アプリケーション検出を強制することはできず、改変対策例外を作成する権限を持
つこともありません。
ユーザーはまた、アプリケーション制御のためのファイル例外を作成できません。次のサイトを
参照してください。
クライアントコンピュータでユーザーが設定できる例外の種類の制限

例外を作成する可能性がある検出
のログを確認する

Symantec Endpoint Protection によって検出が行われたら、ログイベントから検出の例外を作成
できます。
たとえば、スキャンで検出されるがユーザーがダウンロードを要求しているファイルの例外を作
成したい場合があります。次のサイトを参照してください。
ログイベントに基づく例外の作成

侵入防止シグネチャの例外を作成
する

侵入防止について例外を指定できます。
侵入防止で除外されるホストのリストも設定できます。
侵入防止例外は、侵入防止ポリシーで設定します。次のサイトを参照してください。
IPS シグネチャの例外の作成

使用する Windows 例外と、適用するスキャンの種類について
以下の表に、バージョン 14 MPx 以前の例外ポリシーで使用される例外の種類と、適用されるスキャンの種類を示しま
す。
Table 141: 例外名
Symantec Endpoint
Protection Manager

クライアント制限
(Symantec Endpoint
Protection Manager 上)*

Windows クライアント

例外の使用対象

アプリケーション

アプリケーション例外

アプリケーション例外

•
•
•
•
•

監視するアプリケーション

利用不能

利用不能

アプリケーション制御

証明書

利用不能

利用不能

•
•
•
•
•

Auto-Protect
手動スキャン
定時スキャン
ダウンロードインサイト
SONAR
Auto-Protect
手動スキャン
定時スキャン
ダウンロードインサイト
SONAR

DNS またはホストファイルの変 DNS またはホストファイルの変 ［DNS またはホストファイルの SONAR
更
更例外
変更例外］ > ［アプリケーショ
ン］
拡張子

拡張子例外

［セキュリティリスク例外］ >
［拡張子］

• Auto-Protect
• 手動スキャン
• 定時スキャン

433

Symantec Endpoint
Protection Manager

クライアント制限
(Symantec Endpoint
Protection Manager 上)*

Windows クライアント
［セキュリティリスク例外］ >
［ファイル］

例外の使用対象

•
•
•
•
•

ファイル

ファイル例外

ファイルアクセス

ファイルアクセス

フォルダ

フォルダ例外:
• セキュリティリスク例外
• SONAR 例外

［セキュリティリスク例外］ >
［フォルダ SONAR 例外］

既知のリスク

既知のリスク例外

［セキュリティリスク例外］ >
［既知のリスク］

信頼できる Web ドメイン

信頼できる Web ドメイン例外

［セキュリティリスク例外］ >
［Web ドメイン］

ダウンロードインサイト

改変対策例外

利用不能

利用不能

改変対策で保護されるアプリ
ケーション

Auto-Protect
手動スキャン
定時スキャン
SONAR
アプリケーション制御

アプリケーション制御

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auto-Protect
手動スキャン
定時スキャン
SONAR
アプリケーション制御
Auto-Protect
手動スキャン
定時スキャン
SONAR

*クライアント制限については、クライアントユーザーによる例外の追加対象としてクライアントで表示するか非表示
にするかを切り替えることができます。クラウドコンソールに追加する例外は、クライアントでの有効化と無効化を
Symantec Endpoint Protection Manager で制御することはできません。
詳しい情報

• クライアントコンピュータでユーザーが設定できる例外の種類の制限
• Symantec Endpoint Protection Manager 例外ポリシーとクラウドコンソールの連携方法について

ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成
Symantec Endpoint Protection には異なる種類の例外を作成できます。
管理者が作成するどの例外も、ユーザーが定義することがある例外よりも優先されます。クライアントコンピュータで、
ユーザーは管理者が作成する例外を表示できません。ユーザーは自分が作成した例外のみを表示できます。
ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外もダウンロードインサイトに適用されます。
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Table 142: Symantec Endpoint Protection の例外の作成
タスク

説明

ウイルススキャンとスパイウェア
スキャンからファイルを除外する

Windows クライアントと Mac クライアントでサポートされます。
ファイル名を指定して、Windows クライアントのウイルスとスパイウェアのスキャ
ン、SONAR、またはアプリケーション制御からファイルを除外します。
詳細については、次を参照してください。
スキャンからのファイルまたはフォルダの除外

ウイルススキャンとスパイウェア
スキャンからフォルダを除外する

Windows、Mac、Linux クライアントでサポートされます。
Windows クライアントでは、ウイルススキャンとスパイウェアスキャン、SONAR、すべてのス
キャンからフォルダを除外します。
Windows クライアントと Linux クライアントでは、ウィルススキャンとスパイウェアスキャンの
例外を Auto-Protect スキャン、定時スキャン、オンデマンドスキャンに限定できます。数多くの
一時ファイルをフォルダに書き込むアプリケーションを実行する場合は、そのフォルダを AutoProtect から除外できます。Auto-Protect はファイルの書き込み時にファイルをスキャンするた
め、例外を定時スキャンとオンデマンドスキャンに制限することでコンピュータパフォーマンス
を向上できます。
頻繁に使われないフォルダ、アーカイブまたはパックされたファイルを定時スキャンとオンデマ
ンドスキャンから除外できます。たとえば、頻繁に使われない深くアーカイブされたファイルの
定時スキャンまたはオンデマンドスキャンは、コンピュータのパフォーマンスを低下させる場合
があります。ただし、Auto-Protect はフォルダのファイルがアクセスされたり、フォルダに書き
込まれた場合のみスキャンを行うことでフォルダを保護できます。
詳細については、次を参照してください。
スキャンからのファイルまたはフォルダの除外

ウイルススキャンとスパイウェア
スキャンから既知のリスクを除外
する

Windows クライアントでサポートされます。
ウイルススキャンとスパイウェアスキャンから既知のリスクを除外します。スキャンはリスクを
無視しますが、スキャンによる検出がログに記録されるように例外を設定できます。どちらの場
合も、クライアントソフトウェアは指定したリスクの検出時にユーザーに通知しません。
無視するように設定した既知のリスクに対してユーザーがカスタム処理を設定している場
合、Symantec Endpoint Protection はカスタム処理を無視します。
セキュリティリスク例外は SONAR には適用されません。
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアントのウイルススキャンとスパイウェアスキャンから既知のリスクを除外する

ウイルススキャンとスパイウェア
スキャンから拡張子を除外する

Windows クライアントと Mac クライアントでサポートされます。
ウイルススキャンとスパイウェアスキャンから、指定した拡張子が付いているファイルを除外し
ます。
拡張子の例外は SONAR と Power Eraser に適用されません。
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアントと Linux クライアントのウイルススキャンとスパイウェアスキャンから
ファイル拡張子を除外する

アプリケーションの例外を作成す
るためにアプリケーションを監視
する

Windows クライアントでサポートされます。
特定のアプリケーションを監視するには、［監視するアプリケーション］の例外を使いま
す。Symantec Endpoint Protection がアプリケーションを学習したら、Symantec Endpoint
Protection でアプリケーションを処理する方法を指定するための例外を作成できます。
アプリケーションの学習を無効にした場合、［監視するアプリケーション］の例外は、指定する
アプリケーションのアプリケーション学習を強制します。
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアントのアプリケーションの例外を作成するためのアプリケーションの監視
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タスク

説明

ウイルススキャンとスパイウェ
アスキャンで監視対象アプリケー
ションを処理する方法を指定する

Windows クライアントでサポートされます。
Symantec Endpoint Protection が監視対象アプリケーションに適用する処理を指定するには、ア
プリケーション例外を使います。Symantec Endpoint Protection は、アプリケーションの検出
時、またはアプリケーションの実行時に、処理の種類によってその処理を適用するかどうかを
判断します。Symantec Endpoint Protection は、アプリケーションの起動時や実行時に、アプリ
ケーションに終了、検疫、削除の処理を適用します。［ログのみ］と［無視］処理は、アプリ
ケーションの検出時に適用します。
ファイル名の例外とは違って、アプリケーション例外はハッシュベースの例外です。異なるファ
イルに同じ名前が付いている場合がありますが、ファイルハッシュはアプリケーションを一意に
識別します。
アプリケーション例外は SHA-2 ハッシュベースの例外です。
例外を作成できるアプリケーションは、Symantec Endpoint Protection でのアプリケーションの
学習の後で、［例外］ダイアログに表示されます。Symantec Endpoint Protection が学習する特
定のアプリケーションを監視するように要求できます。
詳細については、次を参照してください。
• Symantec Endpoint Protection が Windows クライアントの監視対象アプリケーションを処理
する方法を指定する
• クライアントコンピュータで実行するアプリケーションに関する情報の収集

ウイルススキャンとスパイウェア
スキャンから Web ドメインを除
外する

Windows クライアントでサポートされます。
ダウンロードインサイトは、ユーザーが Web サイトやその他のポータルからのダウンロードを
試みるファイルをスキャンします。ダウンロードインサイトはウイルススキャンとスパイウェア
スキャンの一部として実行されます。安全だとわかっている特定の Web ドメインの例外を設定
できます。
例外を有効にするには、ダウンロードインサイトが有効になっている必要があります。
Note: クライアントコンピュータで、認証が必要なプロキシを使用する場合、シマンテック URL
に信頼できる Web ドメイン例外を指定する必要があります。例外により、クライアントコン
ピュータは Symantec Insight と他の重要なシマンテック社のサイトと通信できます。
次の記事を参照してください。
• ライセンスサーバーやダウンロードインサイトサーバーへの接続をテストする方法
• SEP で Symantec のレピュテーションサーバおよびライセンシングサーバと通信するために
推奨されるプロキシサーバの Web ドメイン除外指定について
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアントのスキャンからの信頼できる Web ドメインの除外

改変対策のファイル例外を作成す
る

Windows クライアントでサポートされます。
改変対策はシマンテックのプロセスと内部オブジェクトを改変するプロセスからクライアントコ
ンピュータを保護します。改変対策はシマンテックの設定や Windows のレジストリ値を修正す
る可能性のあるプロセスを検出すると、そのプロセスを遮断します。
サードパーティアプリケーションが、何らかの理由でシマンテックのプロセスや設定を修正する
ことを試みる場合があります。場合によっては、アプリケーションがシマンテックの設定を修正
できるようにする必要があります。クライアントコンピュータ上のレジストリの一定の領域また
は一定のファイルについて改変対策を停止すると便利です。
場合によっては、改変対策がスクリーンリーダーなどの支援技術アプリケーションを遮断するこ
とがあります。このようなアプリケーションをクライアントコンピュータで実行できるようにす
るには、ファイル例外を作成します。フォルダ例外は、改変対策ではサポートされません。
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアントの改変対策例外の作成

DNS またはホストファイルの変更 Windows クライアントでサポートされます。
をアプリケーションに許可する
アプリケーションが DNS またはホストファイルを変更するための例外を作成できます。通
常、SONAR では DNS やホストファイルの変更のようなシステム変更は防止されます。たとえ
ば、VPN アプリケーションのための例外を作成することが必要な場合があります。
詳細については、次を参照してください。
DNS またはホストファイルを変更するアプリケーションのための例外の作成
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タスク
証明書を除外する

説明
Windows クライアントでサポートされます (14.0.1 以降)。
証明書をスキャンから除外できます。証明書を除外することで、疑わしいファイルとしてフラグ
が付けられないようにできます。たとえば、ダウンロードインサイトのスキャンによって、内部
ツールの自己署名証明書が疑わしいファイルとしてフラグが付けられる可能性があります。
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアントのスキャンからの証明書の除外

詳しい情報

• Symantec Endpoint Protection の例外の管理
• ログイベントに基づく例外の作成

スキャンからのファイルまたはフォルダの除外
ファイルやフォルダの例外は個別に追加します。複数のファイルに対して例外を作成する場合は、手順を繰り返します。
Windows クライアントと Mac クライアントの両方でファイル例外またはフォルダ例外を設定し、Linux クライアントで
ファイル例外を設定できます。
Windows クライアントでスキャンからファイルを除外するには
1. ［例外ポリシー］ページで、［例外］をクリックします。
2. ［例外］で、［追加］、［Windows の例外］、［ファイル］の順にクリックします。
3. ［プレフィックス変数］ドロップダウンボックスで、共通のフォルダを選択します。
絶対パスとファイル名を入力する場合には［なし］を選択します。
プレフィックスを選択するときは、例外を異なる Windows オペレーティングシステムで使うことができます。
4. ［ファイル］テキストボックスに、ファイル名を入力します。
プレフィックス変数を選択する場合、パス名はプレフィックスに関連したものにします。［なし］を選択した場合
は、絶対パス名を入力します。
NOTE
パスは円記号を使って示す必要があります。
NOTE
Windows クライアントは、例外では UNC パスの使用をサポートしていません。Auto-Protect は、これら
の例外を無視します。オンデマンド スキャン、定時スキャン、その他の保護技術では、それらの場所は適
切に除外されません。そのため、最適なパフォーマンスと信頼性を確保するには、Windows のドライブに
UNC の場所をマップし、マップされたドライブ文字の例外を作成する必要があります。
5. ［このファイルを除外するスキャンの種類を指定します］で、スキャンの種類（［セキュリティリス
ク］、［SONAR］、または［アプリケーション制御］）を選択します。
少なくとも 1 つの種類を選択する必要があります。
6. セキュリティリスクスキャンの場合は、［セキュリティリスクスキャンの種類を選択してください］で、［AutoProtect］、［定時とオンデマンド］、または［すべてのスキャン］を選択します。
例外を特定の種類のセキュリティリスクスキャンに限定する理由についてはヘルプを参照してください。
7. ［OK］をクリックします。
Windows クライアントでスキャンからフォルダを除外するには
1. ［例外ポリシー］ページで、［例外］をクリックします。
2. ［例外］で、［追加］、［Windows の例外］、［フォルダ］の順にクリックします。
3. ［プレフィックス変数］ドロップダウンボックスで、共通のフォルダを選択します。
絶対パスとファイル名を入力する場合には［なし］を選択します。
プレフィックスを選択するときは、例外を異なる Windows オペレーティングシステムで使うことができます。
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4. ［フォルダ］テキストボックスに、フォルダ名を入力します。
プレフィックス変数を選択する場合、パス名はプレフィックスに関連したものにします。［なし］を選択した場合
は、絶対パス名を入力します。
NOTE
パスは円記号を使って示す必要があります。
5. ［このフォルダを除外するスキャンの種類を指定してください］で、スキャンの種類（［セキュリティリス
ク］、［SONAR］、［アプリケーション制御］、［すべて］のいずれか）を選択します。
少なくとも 1 つの種類を選択する必要があります。
6. セキュリティリスクスキャンの場合は、［セキュリティリスクスキャンの種類を選択してください］で、［AutoProtect］、［定時とオンデマンド］、または［すべてのスキャン］を選択します。
例外を特定の種類のセキュリティリスクスキャンに限定する理由についてはヘルプを参照してください。
7. ［OK］をクリックします。
Mac クライアントでスキャンからファイルまたはフォルダを除外するには
1. ［例外ポリシー］ページで、［例外］をクリックします。
2. ［例外］で、［追加］>［Mac の例外］>［ファイルまたはフォルダのセキュリティリスク例外］の順にクリックしま
す。
3. ［セキュリティリスクのファイルまたはフォルダの例外］の［プレフィックス変数］ドロップダウンボックスで、共
通のフォルダを選択します。
絶対パスとファイル名を入力する場合には［なし］を選択します。
4. ［ファイル］または［フォルダ］テキストボックスに、ファイルまたはフォルダの名前を入力します。
プレフィックス変数を選択する場合、パス名はプレフィックスに関連したものにします。［なし］を選択した場合
は、絶対パス名を入力します。
NOTE
フォルダのパスはスラッシュを使って示す必要があります。
5. ［OK］をクリックします。
Linux クライアントでスキャンからフォルダを除外するには
1.
2.
3.
4.

［例外ポリシー］ページで、［例外］をクリックします。
［例外］で、［追加］、［Linux の例外］の順にクリックします。
［フォルダ］をクリックします。
［フォルダ例外の追加］のダイアログボックスで、プレフィックス変数を選択し、フォルダ名を入力し、サブフォル
ダを必要に応じて追加できます。
14.3 RU1 以降、オプションの［サブフォルダも除外］は Symantec Agent for Linux ではサポートされません。ま
た、すべてのサブディレクトリは常にスキャンから除外されます。
プレフィックス変数を選択する場合、パス名はプレフィックスに関連したものにします。［なし］を選択した場合
は、絶対パス名を入力します。
NOTE

フォルダのパスはスラッシュを使って示す必要があります。
5. セキュリティリスクスキャンの種類を選択してください（Specify the type of security risk scan）［AutoProtect］、［定時とオンデマンド］、［すべてのスキャン］を選択し、［OK］をクリックします。
詳しい情報

• ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成
• Windows クライアントと Linux クライアントのウイルススキャンとスパイウェアスキャンからファイル拡張子を除外
する
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Windows クライアントのウイルススキャンとスパイウェアスキャンから既知のリスクを除外する
クライアントソフトウェアが検出したセキュリティリスクは［既知のセキュリティリスク例外］ダイアログボックスに表
示されます。
既知のセキュリティリスクリストにはリスクの重大度に関する情報が含まれています。
Windows クライアントのウイルススキャンとスパイウェアスキャンから既知のリスクを除外するには
1. ［例外ポリシー］ページで、［例外］をクリックします。
2. ［例外］で、［追加］、［Windows の例外］、［既知のリスク］の順にクリックします。
3. ［既知のセキュリティリスク例外の追加］ダイアログボックスで、ウイルススキャンとスパイウェアスキャンから除
外する 1 つ以上のセキュリティリスクを選択します。
4. 検出をログに記録する場合は［セキュリティリスクの検出時にログに記録する］にチェックマークを付けます。
このオプションをチェックしない場合、クライアントは選択したリスクを検出しても無視します。そのためクライア
ントは検出をログに記録しません。
5. ［OK］をクリックします。
6. このポリシーの設定を完了したら、［OK］をクリックします。
詳しい情報
ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成

Windows クライアントと Linux クライアントのウイルススキャンとスパイウェアスキャンからファ
イル拡張子を除外する
1 つの例外に複数の拡張子を追加できます。例外を作成した後で、同じポリシーに対して別の拡張子の例外は作成できま
せん。既存の例外を編集する必要があります。
一度に追加できる拡張子は 1 つだけです。［追加］テキストボックスに複数の拡張子を入力すると、ポリシーは入力内
容を 1 つの拡張子として処理します。
詳細については、次を参照してください。
ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成
Windows クライアントと Linux クライアントのウイルススキャンとスパイウェアスキャンからファイル拡張子を
除外するには
1. ［例外ポリシー］ページで、［例外］をクリックします。
2. ［例外］で、［追加］、［Windows の例外］、［拡張子］または［追加］、［Linux の例外］、［拡張子］の順にク
リックします。
3. 除外する拡張子をテキストボックスに入力し、［追加］をクリックします。
4. ［セキュリティリスクスキャンの種類を選択してください］で、［Auto-Protect］、［定時とオンデマンド］、［す
べてのスキャン］を選択します。
5. 例外にその他任意の拡張子を追加します。
6. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
スキャンからのファイルまたはフォルダの除外
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Windows クライアントのアプリケーションの例外を作成するためのアプリケーションの監視
Symantec Endpoint Protection で監視対象アプリケーションが学習されると、そのアプリケーションは［アプリケーショ
ン例外］ダイアログに表示されます。例外ポリシーで、アプリケーション用の例外処理を作成できます。アプリケーショ
ンは、関連するログにも表示され、ログから例外を作成できます。
アプリケーションの学習を無効にした場合、［監視するアプリケーション］の例外は、指定したアプリケーションのアプ
リケーション学習を強制します。
Windows クライアントのアプリケーションの例外を作成するためにアプリケーションを監視するには
1. ［例外ポリシー］ページで、［例外］をクリックします。
2. ［追加］、［Windows の例外］、［監視するアプリケーション］の順にクリックします。
3. ダイアログボックスで、アプリケーション名を入力します。
たとえば、実行可能ファイルの名前を次のように入力します。
foo.exe
4. ［追加］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

•
•
•
•

クライアントコンピュータで動作するアプリケーションとサービスの監視
ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成
Symantec Endpoint Protection が Windows クライアントの監視対象アプリケーションを処理する方法を指定する
ログイベントに基づく例外の作成

Symantec Endpoint Protection が Windows クライアントの監視対象アプリケーションを処理する
方法を指定する
特定のアプリケーションを監視して、Symantec Endpoint Protection でアプリケーションがどのように処理されるかを指
定するための例外を作成できます。Symantec Endpoint Protection がアプリケーションを学習し、管理コンソールがイベ
ントを受信すると、［アプリケーション例外］ダイアログボックスのアプリケーションリストにそのアプリケーションが
表示されます。ネットワーク内のクライアントコンピュータがまだアプリケーションを学習していない場合は空のアプリ
ケーションリストが表示されます。
アプリケーションリストには、監視対象のアプリケーションとユーザーがダウンロードするファイルが含まれていま
す。Symantec Endpoint Protection は、Symantec Endpoint Protection がアプリケーションを検出した場合、またはアプ
リケーションが実行されている場合に、処理を適用します。
アプリケーションは、［DNS またはホストファイルの変更例外］のリストにも表示されます。
Symantec Endpoint Protection による Windows クライアントの監視対象アプリケーションの処理を指定する方
法
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1. ［例外ポリシー］ページで、［例外］をクリックします。
2. ［追加］、［Windows の例外］、［アプリケーション］の順にクリックします。
3. ［表示］ドロップダウンボックスで、［すべて］、［監視したアプリケーション］、［ユーザー許可アプリケーショ
ン］のいずれかを選択します。
4. 例外を作成するアプリケーションを選択します。
5. ［処理］ドロップダウンボックスで、［無視］、［ログのみ］、［検疫］、［終了］、［削除］のいずれかを選択し
ます。
［無視］と［ログのみ］の処理は、スキャンでアプリケーションが不良または悪質として検出されたときに適用され
ます。 ［終了］、［検疫］、［削除］の処理は、アプリケーションが起動したときに適用されます。
6. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

•
•
•
•

Windows クライアントのアプリケーションの例外を作成するためのアプリケーションの監視
ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成
クライアントコンピュータで動作するアプリケーションとサービスの監視
DNS またはホストファイルを変更するアプリケーションのための例外の作成

Windows クライアントのスキャンからの信頼できる Web ドメインの除外
ウイルススキャンとスパイウェアスキャン、SONAR から Web ドメインを除外できます。信頼できる Web ドメインを
除外すると、そのドメインの任意の場所からユーザーがダウンロードしたファイルは常に許可されます。ただし、AutoProtect やその他の定義済みスキャンはそのファイルを引き続きスキャンします。
デフォルトでは、ダウンロードインサイトは、Internet Explorer の［ツール］ > ［インターネットオプション］ > ［セ
キュリティ］の［信頼済みサイト］のリストに表示される Web サイトを除外します。この設定は、ダウンロードインサ
イトの［ウイルスとスパイウェアの対策］ポリシーの設定から構成できます。
ダウンロードインサイトまたは Auto-Protect が無効になっている場合、信頼できる Web ドメインの例外も無効になりま
す。
NOTE
例外を設定するときには注意が必要です。例外を作成するたびに、コンピュータのセキュリティプロファイル
は低下します。恒久的なスキャンの例外を設ける代わりに、疑わしい誤検知があった場合は検査のために送信
することを検討してください。Symantec Endpoint Protection が提供する複数の保護レイヤーを常に使用しま
す。次のサイトを参照してください。
誤認検出 (偽陽性) の疑いのレポート
サポートされる Web ドメインの例外
Web ドメインの例外を作成する際には、次のガイドラインに従います。
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• 信頼できる Web ドメインの例外を指定する場合は、単一のドメインを URL または IP アドレスとして入力する必要
があります。一度に指定できる ドメインは 1 つだけです。

• ポート番号はサポートされません。
• URL を指定する場合、例外では URL のドメイン名部分のみを使います。URL の先頭に HTTP または HTTPS (大文字
•
•
•
•
•

と小文字の区別なし) を追加できますが、例外は両方のプロトコルに適用されます。
IP アドレスを指定する場合、例外は指定した IP アドレスとそれに対応するホスト名の両方に適用されます。その
URL を利用してある場所に移動する場合、Symantec Endpoint Protection はホスト名を IP アドレスに解決し、例外を
適用します。IP アドレスの先頭には HTTP (大文字と小文字の区別なし) のみを追加できます。
ダウンロードインサイトと SONAR の両方で、ユーザーが HTTP と HTTPS のどちらを使用してドメインに移動した
場合でも、ドメインが除外されます。
FTP ロケーションの場合は、IP アドレスを指定する必要があります。FTP の URL はサポートされません。
信頼できる Web ドメインの例外では、ワイルドカード * がサポートされています。
侵入防止ポリシー内の URL 評価は、信頼できる Web ドメイン例外として指定するすべての Web サイトが許可され
ます。

Windows クライアントのスキャンから信頼できる Web ドメインを除外するには
1. ［例外ポリシー］ページで、［追加］>［Windows の例外］>［信頼できる Web ドメイン］の順にクリックします。
2. ［信頼できる Web ドメイン例外の追加］ダイアログボックスで、除外するドメイン名または IP アドレスを入力しま
す。次のサイトを参照してください。
Web ドメイン例外のガイドライン
3. ［OK］をクリックします。
4. Web ドメインの例外をさらに追加するには、手順を繰り返します。
詳しい情報
ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成

Windows クライアントの改変対策例外の作成
改変対策のファイル例外を作成できます。クライアントコンピュータで改変対策が既知の安全なアプリケーションと干渉
する場合は、改変対策例外を作成すると便利です。たとえば、改変対策がスクリーンリーダーなどの支援技術アプリケー
ションを遮断することがあります。
この支援技術アプリケーションに関連付けられているファイル名がわかっていれば、アプリケーションに実行を許可する
例外を作成することができます。
NOTE
改変対策はフォルダの例外をサポートしません。
14.2 RU1 以降では、[User Profile] および [System] プレフィクス変数がサポートされています。
Windows クライアントの改変対策例外を作成するには
1. ［例外ポリシー］ページで、［例外］をクリックします。
2. ［追加］、［Windows の例外］、［改変対策例外］の順にクリックします。
3. ［改変対策例外の追加］ダイアログボックスの［プレフィックス変数］ドロップダウンボックスで、共通のフォルダ
を選択します。
プレフィックスを選択するときは、例外を異なる Windows オペレーティングシステムで使うことができます。
絶対パスとファイル名を入力する場合には［NONE］を選択します。
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4. ［ファイル］テキストボックスに、ファイル名を入力します。
プレフィックスを選択した場合は、パス名はプレフィックスに関連したものにしてください。プレフィックス
に［NONE］を選択した場合は、絶対パス名を入力します。
ファイル名を指定する必要があります。改変対策はフォルダの例外をサポートしません。フォルダ名を入力すると、
改変対策はその名前のフォルダにあるすべてのファイルを除外しません。指定した名前のファイルのみを除外しま
す。
5. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成

DNS またはホストファイルを変更するアプリケーションのための例外の作成
DNS またはホストファイルを変更する特定のアプリケーションのために例外を作成できます。SONAR により、DNS ま
たはホストファイルの変更などのシステム変更が防止されていることがあります。たとえば、VPN アプリケーションの
ための例外を作成することが必要な場合があります。
特定のアプリケーションを監視して、DNS またはホストファイルの変更の例外を作成できます。Symantec Endpoint
Protection がアプリケーションを学習し、管理コンソールがイベントを受信した後、アプリケーションリストにそのアプ
リケーションが表示されます。ネットワーク内のクライアントコンピュータがまだアプリケーションを学習していない場
合は空のアプリケーションリストが表示されます。
SONAR 設定を使って、SONAR が DNS またはホストファイルの変更をどのようにグローバルに検出するかを制御しま
す。
DNS またはホストファイルを変更するアプリケーションのための例外を作成するには
1. ［例外ポリシー］ページで、［例外］をクリックします。
2. ［追加］>［Windows の例外］>［DNS またはホストファイルの変更例外］の順にクリックします。
3. 例外を作成するアプリケーションを選択します。
4. ［処理］ドロップダウンボックスで、［無視］、［ログのみ］、［確認］、または［遮断］を選択します。
選択した処理は、スキャンで DNS またはホストファイルの変更を行っているアプリケーションが検出されたときに
適用されます。
5. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成
• Symantec Endpoint Protection が Windows クライアントの監視対象アプリケーションを処理する方法を指定する
• クライアントコンピュータでの SONAR 設定の調整

Windows クライアントのスキャンからの証明書の除外
14.0.1 以降、証明書の例外を個別に追加して、証明書によって署名されたファイルがスキャンされて疑わしいファイル
として検出されることがないように設定できます。たとえば、社内で開発されたツールに自己署名証明書が使用されてい
る場合があります。この証明書をスキャン対象から除外すると、署名されたファイルが Auto-Protect、ダウンロードイン
サイト、SONAR、またはその他のスキャンによって疑わしいファイルとして検出されることがなくなります。
証明書の除外は、X.509 と base64 証明書のタイプのみをサポートします。証明書の例外を追加するときには、DER ま
たは base64 エンコードファイルのパブリック証明書 (.cer) のコピーが必要です。
証明書の例外は、次のアイテムではサポートされません。
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•
•
•
•

メモリエクスプロイト緩和機能
プロアクティブ脅威防止のシステム変更イベント
改変対策
圧縮ファイル内の証明書署名済みファイル

除外を有効にするために、クライアントコンピュータの証明書ストアにその除外した証明書をインストールする必要はあ
りません。 証明書の例外と拒否リストルールが競合する場合は、拒否リストルールが優先されます。
証明書の例外は、Symantec Endpoint Protection Manager クライアントインターフェースの設定からではな
く、Symantec Endpoint Protection ポリシーからのみ追加できます。
NOTE
クラウドコンソールから登録解除されている場合にのみ、Symantec Endpoint Protection Manager に証明書の
例外を追加できます。Symantec Endpoint Protection Manager が登録されている場合は、クラウドコンソール
を使用して証明書の例外を追加または管理します。
Windows クライアントでスキャンから証明書を除外するには
1. ［例外ポリシー］ページで、［例外］をクリックします。
2. ［例外］で、［追加］ > ［Windows の例外］ > ［証明書］をクリックします。
Symantec Endpoint Protection Manager がクラウドコンソールに登録されている場合には、このオプションは表示さ
れません。代わりに、クラウドコンソールで証明書の例外を追加します。
3. ［証明書ファイル］の［参照］をクリックして、除外する証明書を参照して［OK］をクリックします。
4. ［証明書情報］の値が、除外する証明書として正しいことを確認して、［OK］をクリックします。
複数の証明書に対して例外を作成する場合は、手順を繰り返します。
詳しい情報
ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成

クライアントコンピュータでユーザーが設定できる例外の種類の制限
クライアントコンピュータでユーザーがウイルスとスパイウェアのスキャンの例外や、SONAR の例外を作成できないよ
うに制限を設定できます。デフォルトでは、ユーザーは例外を設定できます。
クライアントコンピュータ上のユーザーは制限の設定に関係なく、改変対策の例外を作成できません。
ユーザーはまた、アプリケーション制御のためのファイル例外を作成できません。
クライアントコンピュータでユーザーが設定できる例外の種類を制限するには
1. ［例外ポリシー］ページで、［クライアント制限］をクリックします。
2. ［クライアント制限］で、クライアントコンピュータのユーザーに設定させない例外のチェックマークをすべてはず
します。
3. このポリシーの設定を完了したら、［OK］をクリックします。
詳しい情報
Symantec Endpoint Protection の例外の管理

ログイベントに基づく例外の作成
ウイルススキャンとスパイウェアスキャン、SONAR、アプリケーション制御、改変対策のログイベントに基づいて例外
を作成できます。
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NOTE
早期起動マルウェア対策検出のためのログイベントからは例外を作成できません。
Table 143: 例外とログの種類
例外の種類

ログの種類

ファイル

リスクログ

フォルダ

リスクログ
SONAR ログ

既知のリスク

リスクログ

拡張子

リスクログ

アプリケーション

リスクログ
SONAR ログ

信頼できる Web ドメイン

リスクログ
SONAR ログ

改変対策

アプリケーション制御ログ

DNS またはホストファイルの変更 SONAR ログ

例外を作成する項目は、Symantec Endpoint Protection によってすでに検出されている必要があります。ログイベントを
使って例外を作成するときには、その例外を含む必要がある例外ポリシーを指定します。
ログイベントに基づく例外を作成するには
1. ［監視］タブで、［ログ］タブをクリックします。
2. ［ログの種類］ドロップダウンリストで、［リスク］、［SONAR］、［アプリケーションとデバイス制御］のいず
れかのログを選択します。
3. ［アプリケーションとデバイス制御］を選択した場合は、［ログの内容］リストから［アプリケーション制御］を選
択します。
4. ［ログの表示］をクリックします。
5. ［時間範囲］の横で、ログをフィルタ処理するための期間を選択します。
6. 例外を作成するエントリを 1 つ以上選択します。
7. ［処理］の横で、作成する例外の種類を選択します。
選択する例外の種類は、選択したアイテムに対して有効である必要があります。
8. ［適用］または［開始］をクリックします。
9. ダイアログボックスで、例外に含めない項目をすべて削除します。
10. セキュリティリスクの場合は、Symantec Endpoint Protection で検出をログに記録させるには、［セキュリティリス
クの検出時にログに記録する］にチェックマークを付けます。
11. この例外を使う必要のあるすべての例外ポリシーを選択します。
12. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• エンドポイント保護の監視
• Symantec Endpoint Protection の例外の管理
• ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成
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Web とクラウドのアクセス保護の設定
Web とクラウドのアクセス保護 ポリシーは、Symantec Web Security Service （WSS）の機能を Symantec Endpoint
Protection に統合します。Web とクラウドのアクセス保護 は、クライアント上のすべてのインターネット トラフィッ
クまたは Web トラフィックのみを Symantec WSS にリダイレクトします。ここでは、WSS ポリシーに基づいてトラ
フィックが許可または遮断されます。
詳細については、次を参照してください。
Web とクラウドのアクセス保護 とは
Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) 内でこの機能を使用するには、Symantec Web Security Service の有効
なサブスクリプションが必要です。サブスクリプションについてはアカウント担当者にお問い合わせください。
NOTE
14.3 RU2 で、Network Traffic Redirection は Web とクラウドのアクセス保護に名前が変更されました。14.3
RU1 で、WSS トラフィック リダイレクトは Network Traffic Redirection に名前が変更され、統合ポリシーは
Network Traffic Redirection ポリシーに名前が変更されました。
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Table 144: 技術的な要件と制限
必要条件

説明

サポートされるブラ
ウザ

Windows:
• Microsoft Internet Explorer 9 から 11
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Edge
Mac:
• Mac では、Apple Safari、Google Chrome、Mozilla Firefox がサポートされます。
• Firefox バージョン 65 以降は、14.2 RU1 以降でサポートされます。

制限事項

• Web Security Service は、IPv6 ではなく IPv4 で提供されます。
• Web とクラウドのアクセス保護機能がエンドポイントにインストールされている場合、スタンドアロンの

Symantec WSS Agent （WSSA）はインストールできません。同様に、WSSA がインストールされている
場合、Web とクラウドのアクセス保護機能はインストールされません。ただし、以下のいずれかの方法を
使用して、クライアント全体をアンインストールせずに、既存のエンドポイントから Web とクラウドのア
クセス保護を削除できます。
– Symantec Endpoint Protection Manager で、Web とクラウドのアクセス保護が含まれないクライアン
ト インストール機能セットを作成し、エンドポイントに適用します。次のサイトを参照してくださ
い。
既存の Endpoint Protection クライアントに機能を追加または削除する
– 次のコマンド ライン オプションは、クライアントのインストール ファイルを使用して Web とクラウ
ドのアクセス保護を削除します： setup.exe /s /v" REMOVE=NTR /qn"
トンネル方式には以下の制限があります。

• 64 ビット版 Windows 10 バージョン 1703 以降（半期サービスチャネル）でのみ実行されます。この方法
では、他の Windows オペレーティングシステムまたは Mac クライアントはサポートされていません。

• 長期サービス チャネル（LTSC）はサポートされていません。Microsoft は、LTSC を特殊なシステムにの
み使用することを対象としています。

• HVCI 対応の Windows 10 64 ビット デバイスはサポートされません。
• クライアントコンピュータはインストール中に ctc.symantec.com と通信し、統合トークンを CustomerID

•

•
•
•
•

に変換します。その通信ができない場合、インストールは失敗します。すべてのクライアントでこの問
題の可能性を回避するには、変換が必要ないように、統合トークンの代わりに CustomerID を使用できま
す。
Symantec Endpoint Protection クライアントからのアウトバウンドトラフィックは、クライアントのファ
イアウォールまたは URL 評価ルールのいずれかによって評価される前に、WSS にリダイレクトされま
す。代わりに、そのトラフィックは WSS ファイアウォールおよび URL に対して評価されます。たとえ
ば、SEP クライアント ファイアウォール ルールが google.com を遮断し、WSS のルールが google.com
を許可する場合、クライアントは google.com へのアクセスをユーザに許可します。クライアントへのイ
ンバウンド ローカル トラフィックは引き続き Symantec Endpoint Protection ファイアウォールによって処
理されます。
WSS キャプティブ ポータルはトンネル方式では使用できません。クライアントはチャレンジ資格情報を
無視します。今後のリリースでは、WSS エージェント内の SAML 認証はキャプティブ ポータルに置き換
わり、Symantec Endpoint Protection クライアントで使用可能になります。
クライアント コンピュータがトンネル方式を使用して WSS に接続して仮想マシンをホストする場合、各
ゲスト ユーザは WSS ポータルで提供された SSL 証明書をインストールする必要があります。
ホームディレクトリや Active Directory 認証のようなローカルネットワークへのトラフィックはリダイレク
トされません。
Microsoft DirectAccess VPN とは互換性がありません。

PAC ファイル方式による Web とクラウドのアクセス保護 ポリシーの設定
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WSS 管理者は、プロキシの自動構成 (PAC) ファイル URL または WSS ポータルからの統合トークンを提供します。そ
の後、ユーザは PAC ファイルまたは統合トークンで Web とクラウドのアクセス保護 ポリシーを更新し、Web とクラウ
ドのアクセス保護ポリシーをグループに割り当てます。次のサイトを参照してください。

• WSS-SEP ネットワーク トラフィック リダイレクタ - 明示的モード
• Endpoint Protection と Web Security Services の統合のベストプラクティス
トンネル方式による Web とクラウドのアクセス保護 の設定
このトンネル方式は、早期採用リリース機能です。WSS ポリシーに対してアプリケーションの徹底的なテストを実行す
る必要があります。
Table 145: トンネル方式の設定
手順

説明

ステップ 1: WSS ポータ
ルからの統合トークンの
取得

1. 新しいまたはデフォルトの Web とクラウドのアクセス保護 ポリシーに統合トークンを追加します。
次のサイトを参照してください。
WSS-SEP ネットワーク トラフィック リダイレクタ - トンネル モード
2. ポリシーのロックは解除しないでください。
3. テスト グループに Web とクラウドのアクセス保護ポリシーを割り当てます。

ステップ 2： クライアン
トで Web とクラウドのア
クセス保護 ポリシーが有
効であることの確認

クライアントをテストしている間、Web とクラウドのアクセス保護 が有効で、WSS に接続されている
ことを確認します。また、誤って設定された WSS ポリシーによりユーザがリソースにアクセスできない
ままである場合にクライアントユーザが Web とクラウドのアクセス保護 を無効化できることも確認して
ください。次のサイトを参照してください。
クライアントで Web とクラウドのアクセス保護 ポリシーが有効であることの検証

ステップ 3: WSS ポリ
シーを設定およびテスト
します。

Web とクラウドのアクセス保護 をテストするには、まず、ラボ環境で WSS ポリシーを設定または編集
します。WSS ポリシーに対してさまざまなテストシナリオを実行します。これは多くの場合、WSS ポ
リシーに対するデバイスのコンプライアンスの比較が含まれます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection クライアントでの Web とクラウドのアクセス保護ポリシーのテスト

ステップ 4： Web とクラ WSS ポリシーが Symantec Endpoint Protection クライアントで期待どおりに動作することを確認した
ウドのアクセス保護 ポリ ら、クライアントコンピュータが保護され、ユーザーが WSS からクライアントを切断できないように、
シーをロックする
ポリシーをロックします。
Web とクラウドのアクセス保護をロックするには、SEPM Web とクラウドのアクセス保護 ポリシーで南
京錠アイコンをロック状態にします。

レポート

• Web とクラウドのアクセス保護 ポリシーに対する設定の変更は、Symantec Endpoint Protection Manager 監査ログに
表示されます。

• トンネル方式のイベントは、クライアントの Web とクラウドのアクセス保護ログに表示されます。これらのイベン
トは、Symantec Endpoint Protection Manager システムログにアップロードされます。

クライアントで Web とクラウドのアクセス保護ログを表示する方法
1. クライアント コンピュータの［状態］ページで、［Web とクラウドのアクセス保護］の隣の［オプション］ > ［ロ
グの表示］をクリックします。
バージョン変更

448

• バージョン 14.0.1 MP1 ～ 14.2 RU1 では、WSS トラフィックリダイレクトは Windows コンピュータにのみ適用さ
れます。

• 14.2 RU2 では、Mac コンピュータのサポートが追加されました。
• 14.2 では、WSS によってクライアント認証を拡張し、送信ユーザーに基づいて、Web トラフィックをより詳細に制
•
•

御するためのサポートが追加されました。
14.3 RU1 では、WSS トラフィック リダイレクトは、Network Traffic Redirection Web とクラウドのアクセス保護 に
名前が変更されました。
14.3 RU1 では、トンネル方式という新しい接続手法が追加されました。

Web とクラウドのアクセス保護 とは
Web とクラウドのアクセス保護 は、ネットワークトラフィックを Symantec Web Security Service （WSS）にリダイレ
クトし、Symantec Endpoint Protection （SEP）クライアントのトラフィックを WSS ポリシーで許可または遮断するこ
とで、安全でない URL からクライアント コンピュータを保護します。Symantec WSS との統合により、従業員は悪質
な Web サイトにアクセスできなくなり、定義済みの Web 使用ポリシーを順守することができます。
Web とクラウドのアクセス保護 の仕組み
WSS 管理者は、Symantec WSS ポータルで PAC ファイルまたは統合トークンのいずれかを生成します。PAC ファイル
または統合トークンを Symantec Endpoint Protection Manager Web とクラウドのアクセス保護 ポリシーに追加します。
これにより、SEP クライアントに統合がプッシュされます。クライアントコンピュータは ctc.symantec.com に接続し
て、統合トークンを CustomerID に変換します。これには、ログインユーザーの ID とデバイス情報が含まれます。カス
タマー ID を持つユーザーは、インターネットにアクセスするたびにログオンする必要はありません。クライアントユー
ザーがコンピュータにログオンすると、SEP クライアントは、セッションキーと事前共有キー (PSK) を使用して WSS
へのセキュア接続を開始します。その後、SEP クライアントは WSS に######を提供します。アサーションには、ユー
ザー ID と、コンピュータに関するその他の情報 (OS のバージョンなど) が含まれています。この########によって、
ユーザーは、キャプティブポータルまたはローミングキャプティブポータル (PAC ファイル方式のみ) を介してインター
ネットにアクセスする際に、再度ログオンする必要がなくなります。このプロセスでは、ユーザーごとのポリシーがトラ
フィックに適用され、ログ記録およびレポート用に、WSS に対して危険なクライアントコンテキストが提供されます。
サポートされているすべてのブラウザのトラフィックは、以下のいずれかの方法で処理されます。

• WSS サーバーへリダイレクトされる
• 遮断される
• 宛先への転送が許可される
リダイレクト方法
ネットワーク脅威リダイレクトポリシーでは、クライアントと Symantec WSS の間で 2 つのリダイレクト方法が提供さ
れます。以下の表で、各方法の利点とその仕組みについて説明します。

449

Table 146: リダイレクト方法
方法

使用すべきケース

仕組み

トンネル

トンネル方式では、WSS Agent 技術を Symantec
Endpoint Protection に埋め込んで配備し、非プロキ
シアプリケーションをキャプチャします。この方式
の特徴を以下に示します。
• 80 および 443 のみではなく、任意のポートにリ
ダイレクトします。
• Web ブラウザだけでなく、すべてのアプリケー
ションをリダイレクトします。Web トラフィッ
クのみをリダイレクトするように選択すること
もできます。
• ネットワークを頻繁に変更するローミングユー
ザーにとって、より堅牢です。
• トラフィックを暗号化することにより、クライ
アントコンピュータとデータセンターの間のセ
キュリティを向上させることができます。PAC
ファイル方式では、トラフィックは暗号化され
ません。
• 今後の WSS への主な接続方法と見なされてい
ます。
• 64 ビット版 Windows 10 バージョン 1703 以降
でのみ実行されます。
• Windows 10 長期サービス チャネル（LTSC）は
サポートされていません。Microsoft は、LTSC
を特殊なシステムにのみ使用することを対象と
しています。

WSS 管理者は、WSS ポータルでランダム化され
た統合トークンを生成し、そのトークンを Web と
クラウドのアクセス保護 ポリシーに追加します。
この方式では、非プロキシ対応アプリケーションか
らのトラフィックをキャプチャし、PAC ファイル
でリダイレクトするよりも詳細なレベルのセキュリ
ティ管理が可能です。WSS 統合トークンでは、ト
ラフィックを開始したユーザーを特定するために追
加のヘッダーデータを転送して、ユーザーごとのト
ラフィックルールの適用を実現します。
トンネル方式によってリダイレクトされるトラ
フィックは、WSS ポリシーの設定によって異なり
ます。たとえば、ポリシールールでは、Web トラ
フィックのみ、またはすべてのポートおよびプロト
コルを指定できます。トンネル方式は、WSS のラ
イセンスにも依存します。
トンネル方式は暗号化されたトンネルであるため、
デフォルトで証明書がインストールされます。

PAC ファイル

PAC ファイル方式の特徴を以下に示します。
• トンネル方式よりも高速です。
• サポートされているすべての Windows オペレー
ティングシステムで動作します。
• Mac コンピュータで動作します。
• Web トラフィックのみをリダイレクトします。

WSS 管理者は、PAC ファイルの URL を取得する
ために、WSS ポータルで PAC ファイルを設定しま
す。PAC ファイルは、WSS への Web トラフィッ
クリダイレクトを自動化し、Web ブラウザに安全
なプロキシ設定を提供します。PAC ファイル方式
では、ポート 80 および 443 のトラフィック (Web
トラフィック) を検査用にリダイレクトできます。
ただし、80/443 以外のトラフィックはリダイレク
トできません。また、プロキシに対応しないアプリ
ケーションからのトラフィックもリダイレクトでき
ません。WSS にリダイレクトされるのは Web トラ
フィックのみです。
ユーザーが Web ブラウザを使用して Web サイトに
アクセスするたびに、ブラウザは、PAC ファイルの
定義に従い、最も近いクラウドでホストされた Web
Security Service を介してすべての Web ブラウザト
ラフィックを送信します。PAC ファイルが定義する
ルールに基づいて、すべてのサポート対象のブラウ
ザトラフィックが、次の方法のいずれかで処理され
ます。
• WSS 統合トークンがない場合、Web ブラウザ
のすべてのトラフィックは、WSS の PAC ファ
イルの URL を参照します。すべてのユーザーが
WSS の同じトラフィックルールに従います。
• WSS 統合トークンがある場合、Web ブラウザ
のすべてのトラフィックは、ローカルのキャッ
シュに保存された WSS の PAC ファイルを参
照します。WSS は、トラフィックの起点とな
るユーザーを判断し、それに従って Web トラ
フィックの送信先を決定できます。
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PAC ファイル方式は、14.3 MP1 以前では Web ト
ラフィックリダイレクト (WTR) と呼ばれていまし
た。

クライアント上で Web とクラウドのアクセス保護 のトンネル方式が有効であり接続
されていることの確認
1. Symantec Endpoint Protection （SEP）クライアントで、［ヘルプ］ > ［トラブルシューティング］ > ［Web とクラ
ウドのアクセス保護］をクリックします。
Web とクラウドのアクセス保護 パネルが表示された場合。パネルが表示されない場合、このトンネル方式はクライ
アント上で有効になっていません。
［状態］フィールドに「接続済み」と表示されている場合は、Web とクラウドのアクセス保護 が接続されていま
す。

2. クライアントで、次のテスト URL にアクセスします: pod.threatpulse.com。
Web とクラウドのアクセス保護 が有効になっている場合、クライアント ユーザーに以下のメッセージが表示されま
す。
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WSS への再接続
Web とクラウドのアクセス保護 は、WSS に常時接続されている必要があります。ただし、接続が中断される場合があ
ります。Wi-Fi がダウンしたり、インターネット接続が無効になったり、データセンターに障害が発生したりすることが
あります。停止の原因に関係なく、サービスが復帰すると、クライアントユーザーは WSS に再接続する必要がありま
す。
Table 147: クライアントに再接続する方法
方法

説明

接続が切断されたことがクライアントに
よって検出された場合

1. SEP クライアントで、［状態］ページをクリックします。
2. Web とクラウドのアクセス保護 が有効で、接続されており、正常に動作している場合は、ペー
示されます。そうでない場合は、黄色または赤色で表示されます。
3. WSS に再接続するには、クライアントユーザーは［修復］ボタンをクリックする必要がありま

接続が切断されたことがクライアントに
よって検出されない場合

1. クライアントで、［状態］ページをクリックします。
2. ［Web とクラウドのアクセス保護］の隣にある［オプション］ > ［詳細なステータス］をクリッ
3. ［状態］フィールドに「接続済み」と表示されているはずです。そうでない場合は、［再接続］
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ブラウザでの Web とクラウドのアクセス保護 ポリシーのテスト
テスト用 Web サイトへのアクセス
WSS ソリューションでは、アプリケーションおよび Web サイトを分類し、WSS ポリシーに基づいてクライアントユー
ザーを許可または拒否することによって組織を保護します。多くの場合、これらのポリシーのテストは簡単ではありませ
ん。クライアントユーザーは、既知のマルウェアが含まれていると分類されたサイトなど、危険かもしれないサイトにア
クセスする必要があるためです。テストを安全に実施できるように、シマンテック社はカテゴリごとに個々のリンクがあ
る Web サイトを構築しています。クライアントユーザーはリンクをクリックして、リスクなしでそのカテゴリへのアク
セスをシミュレートできます。
テスト用 Web サイトにアクセスする方法
1. クライアントコンピュータで、ブラウザのウィンドウを開き、http://sitereview.symantec.com にアクセスします。
2. ［カテゴリ］をクリックし、［テストページ］を選択します。
3. WSS ポリシーで許可および拒否されるサイトに対応する、個別のリンクをクリックします。エージェントが WSS カ
テゴリのポリシーに準拠していることを検証します。たとえば、許可されたサイトは以下のように表示されます。

4. ［脅威リスク］をクリックし、［テストページ］を選択します。
リンクは、シミュレートされたリスクの昇順で 1 ～ 10 にソートされて表示されます。
5. 各リンクをクリックして、クライアントが WSS リスクのポリシーに準拠していることを検証します。
ポリシーによって許可されたサイトへのアクセス
ここでは、クライアントユーザーが WSS ポリシーで許可されている Web サイトにアクセスする例を示します。トラ
フィックは WSS にリダイレクトされ、検査され、Web サイトに渡されます。
ポリシーによって許可されたサイトにアクセスする方法
1. http://www.broadcom.com にアクセスします。
2. クライアントコンピュータでサイトを開けることを検証します。
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WSS ポリシーを使用したトンネル手法のテスト
WSS 管理者が WSS コンソールで設定したポリシーを使用する統合 Web とクラウドのアクセス保護 ソリューションを
テストできます。各組織のポリシーは異なっているので、各シナリオをテストするために使える Web サイトのリストを
取得するには、WSS 管理者の協力が必要な場合があります。

Web とクラウドのアクセス保護 for the Mac クライアントについて
Web とクラウドのアクセス保護 は Symantec Web Security Service への Web トラフィックリダイレクトを自動化
し、Symantec Endpoint Protection を使用する各コンピュータ上で Web トラフィックを保護します。
管理者は Web とクラウドのアクセス保護 が使用する設定を制御します。これにはプロキシの設定 URL と、オプション
で Symantec Web Security Service ルート証明書が含まれます。Symantec Endpoint Protection Manager 管理者のみがこ
れらの設定を構成できます。これらの設定は Symantec Endpoint Protection クライアント UI には表示されません。Mac
のプロキシ構成ファイルの URL は、［プロキシ］の下の［システム環境設定］ > ［ネットワーク］で表示できます。ク
ラウドサービス証明書は、［キーチェーン］に表示されます。
Web とクラウドのアクセス保護 をサポートする Web ブラウザは、Safari、Chrome、Firefox バージョン 65 以降で
す。14.2 RU1 以前の Symantec Endpoint Protection バージョンでは、Safari と Chrome のみがサポートされます。
NOTE
トンネル方式は、Mac クライアント上では実行されません。

Web とクラウドのアクセス保護 設定
Web とクラウドのアクセス保護 は、ネットワーク トラフィックを Symantec Web Security Service （WSS）にリダイレ
クトし、WSS でトラフィックを許可または遮断することで、ネットワーク トラフィックから Windows および Mac クラ
イアント コンピュータを保護します。WSS は、WSS 管理者が WSS で設定したポリシーに基づいて、トラフィックを
許可または遮断します。
NOTE
この機能を Symantec Endpoint Protection Manager で使用するには、Web Security Service の有効なサブスク
リプションが必要です。サブスクリプションについてはアカウント担当者にお問い合わせください。
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Table 148: Web とクラウドのアクセス保護 設定
オプション

説明

有効にする Web とクラウドのアクセス保護

Symantec Endpoint Protection クライアントで Web とクラウドのアクセス保
護 機能を有効または無効にします。クライアントでこの機能を有効にするに
は、このオプションにチェックマークを付ける必要があります。
PAC ファイル方式でこのオプションを無効にした場合でも、［Symantec
Web Security Service ルート証明書をクライアントにインストールし、暗号
化されたトラフィックによる保護を促進できます］オプションを有効にするこ
とができます。
このオプションは、14.3 RU1 で［WSS トラフィックリダイレクトの有効
化］から名前が変更されました。

リダイレクト方法

• トンネル方式では、すべてのインターネットトラフィックを自動的に

WSS にリダイレクトします。 WSS ポリシーに対してアプリケーションの
徹底的なテストを実行する必要があります。
• PAC ファイル方式では、Web のみのトラフィック (ポート 80 および 443)
をリダイレクトします。
リダイレクト方法の違いについては、以下を参照してください。
Web とクラウドのアクセス保護 とは

Table 149: トンネル方式のオプション
オプション
ネットワーク統合トークン

説明
WSS 管理者は、WSS ポータルからランダム化された統合トークンを生成
します。Symantec Endpoint Protection クライアントがトークンを受信する
と、ctc.symantec.com が検索され、トークンが CustomerID に変換されま
す。カスタマー ID は、クライアントが WSS に接続した後に、ユーザー ID
およびクライアントコンテキスト情報を WSS に安全に転送します。
Note: インストール中にクライアント コンピュータがインターネットに接続
できない場合は、トークンの代わりに CustomerID を使用できます。

Table 150: PAC ファイル方式のオプション
オプション

説明

PAC (プロキシの自動構成) ファイル URL

WSS 管理者によって定義される PAC (プロキシの自動構成) ファイルへの
URL を示します。
この URL は、Symantec Endpoint Protection Manager でのみ設定したり編集
したりできます。

トラフィック傍受ポート

ローカルプロキシサービスによって使用中のポートを示します。
14.2 RU1 より前のバージョンでは、このオプションは Windows コンピュータ
にのみ適用されます。

ネットワーク統合トークン

Symantec Endpoint Protection クライアントは、このトークンを使用して、
ユーザー ID およびクライアントコンテキスト情報を WSS に安全に転送しま
す。ローカルプロキシサービスは、ユーザーごとのルールに基づいてヘッダー
情報を解析して Web トラフィックを許可または遮断するために、このトーク
ンが必要です。
このオプションによって PAC ファイルのローカルキャッシュが可能になりま
す。
14.2 RU1 より前のバージョンでは、このオプションは Windows コンピュータ
にのみ適用されます。
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オプション

説明

ネットワーク保護が利用できない場合に直接トラ
フィックを許可する

このオプションを使用すると、WSS クラウドプロキシ（proxySG）を使用し
たユーザー認証が失敗した場合に、ユーザーに Web へのアクセスを許可でき
ます。管理者が PAC ファイルを設定したにもかかわらず、WSS ローミング
ユーザーではない場合に、この状況が発生します。
• このオプションにチェックマークが付いていて、クライアントユーザーが
認証に失敗した場合、クライアントはフェイルオープン状態になります。
• このオプションのチェックマークがはずれており、クライアントユーザー
が認証に失敗した場合、クライアントはフェイルクローズ状態になりま
す。
ユーザが認証されるまで、Web とクラウドのアクセス保護 では保護され
ません。WSS は、5 分ごとにバックグラウンドでユーザの認証を試行しま
す。WSS は、WSS ローミングキャプティブポータルでの手動認証をユーザー
に要求します。
有効な認証の試行が行われるまで、この設定は無視されます。
このオプションは、クライアント 14.2 RU2 MP1 以降に適用されます。

LPS カスタム PAC ファイルの有効化

クライアント上の LPS サーバがホストしているデフォルトの PAC ファイル
を、カスタム PAC ファイルと置き換えます。カスタム PAC ファイルは、ルー
プバックアダプタを応答準備しているローカルプロキシサーバーで動作しない
サードパーティアプリケーションとの互換性の問題を解決します。WSS ポー
タルを使用して、バイパスおよびフィルタリングの他のすべての設定を行うこ
とをお勧めします。
このオプションは、クライアント 14.3 以降に適用されます。
Warning! カスタム PAC ファイル オプションを誤って設定した場合、クライ
アント ユーザとアプリケーションがインターネットにアクセスできなくなる
可能性があります。
Note: カスタム PAC ファイルの効果はすぐに有効にならない場合がありま
す。クライアントの再起動が必要になる場合があります。

Symantec Web Security Service ルート証明書を
クライアントにインストールし、暗号化されたトラ
フィックによる保護を促進できます。

暗号化されたトラフィックを保護するため、Symantec Endpoint Protection ク
ライアントに適切なルート証明書をインストールします。
［Web とクラウドのアクセス保護 を有効にする］オプションが無効になって
いる場合、このオプションを有効にできます。これにより、PAC ファイルオ
プションが選択されていない場合でも、ルート証明書をインストールできま
す。

Symantec Endpoint Protection Manager ポリシーのテスト
Symantec Endpoint Protection を評価したり、クライアントコンピュータにダウンロードする前にポリシーをテストした
りする必要がある場合があります。製品がクライアントコンピュータで正しく動作することを確認するため、Symantec
Endpoint Protection Manager ポリシーを使用して次の機能をテストできます。
Table 151: テストできる機能
機能

参照トピック

ウイルス対策とスパ
イウェア対策

デフォルトのウイルスとスパイウェアの対策のポリシーをテストするには、EICAR テストウイルスを次の場
所からダウンロードします。
マルウェア対策のテスト ファイル
その後、以下を参照してください。
ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーのテスト

SONAR

Download the Socar.exe test file to verify that SONAR works correctly
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機能

参照トピック

Insight

ライセンスサーバーやダウンロードインサイトサーバーへの接続をテストする方法

侵入防止

デフォルト IPS ポリシーのテスト

アプリケーション制
御

•
•
•
•
•

クライアントコンピュータでの処理の開始の遮断
ユーザーがクライアントコンピュータのレジストリに書き込めないようにする
ユーザーが特定のファイルに書き込めないようにする
DLL を遮断するルールの追加とテスト
処理を終了するルールの追加とテスト

ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーのテスト
ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーが正常に機能することをテストするには、テスト用ウイルスファイル eicar.com
を使うことができます。EICAR テストウイルスは、EICAR（European Institute for Computer Antivirus Research）に
よって開発されたテキストファイルです。ほとんどのウイルス対策ソフトウェアをテストするための容易かつ安全な方法
を提供します。このファイルを使って、クライアントのウイルス対策機能が機能していることを確認できます。
ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーをテストするには
1. クライアントコンピュータで、次の場所にある EICAR Web サイトからウイルス対策テストファイルをダウンロード
します。
http://2016.eicar.org/86-0-Intended-use.html
2. EICAR テストファイルを実行します。
リスクが検出されたことを伝える通知が表示されます。
3. Symantec Endpoint Protection Manager の［監視］ページで［ログ］をクリックします。
4. ［ログ］タブの［ログの種類］ドロップダウンリストで［リスク］をクリックし、［ログの表示］をクリックしま
す。
5. ［リスクログ］ページにウイルス検出イベントが表示されます。

クライアントコンピュータでの処理の開始の遮断
サーバーからクライアントコンピュータへのファイル転送の一般的な方法として FTP クライアントがあります。ユー
ザーがファイルを転送できないようにするには、ユーザーに FTP クライアントを起動させないルールをコマンドプロン
プトから追加できます。
クライアント コンピュータで処理の開始を遮断する方法
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1. クライアントコンピュータで処理の開始を遮断するルールを追加するには、アプリケーション制御ポリシーを開
き、［アプリケーション制御］ペインで［追加］をクリックします。
2. ［アプリケーション制御ルールセット］ダイアログボックスの［ルール］リストでルールを選択し、［プロパ
ティ］タブの［ルール名］テキストボックスに ftp_ blocked_from_cmd と入力します。
3. ［このルールを次のプロセスに適用する］の右側にある［追加］をクリックします。
4. ［プロセス定義の追加］ダイアログボックスの［照合するプロセス名］で cmd.exe と入力し、［OK］をクリックし
ます。
5. ［アプリケーション制御ルールセット］ダイアログボックスの［ルール］リストで、［条件の追加］ > ［条件の追
加］ > ［プロセス起動の試み］の順にクリックします。
6. ［プロパティ］タブの［説明］テキストボックスに no ftp from cmd と入力します。
7. ［このルールを次のプロセスに適用する］の右側にある［追加］をクリックします。
8. ［プロセス定義の追加］ダイアログボックスの［照合するプロセス名］で ftp.exe と入力し、［OK］をクリックし
ます。
9. ［アプリケーション制御ルールセット］ダイアログボックスの［処理］タブで、［アクセスを遮断する］、［ログ記
録を有効にする］、［ユーザーに通知］をクリックします。
10. ［ユーザーに通知］に ftp is blocked if launched from the cmd と入力します。
11. ［OK］を 2 回クリックし、ポリシーをグループに割り当てます。
ルールをテストします。
12. クライアントコンピュータで処理の開始を遮断するルールをテストするには、クライアントコンピュータで、コマン
ドプロンプトを開きます。
13. コマンドプロンプトウィンドウで ftp と入力し、Enter キーを押します。
ルールが指定されているため、FTP クライアントが開きません。

ユーザーがクライアントコンピュータのレジストリに書き込めないようにする
特定のレジストリキーを保護して、ユーザーがレジストリ内のレジストリキーまたは値にアクセスしたり修正できないよ
うにすることができます。レジストリキーの表示をユーザーに許可する一方で、レジストリキーの名前変更または修正で
きないようにすることができます。
機能をテストするには、以下の操作を行います。

• テスト用のレジストリキーを追加します。
• レジストリキーの読み取りを許可し、書き込みを拒否するルールを追加します。
• レジストリキーに新しい値を追加します。
ユーザーがクライアントコンピュータのレジストリに書き込みできないようにするには
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1. テスト用のレジストリキーを追加するには、クライアントコンピュータでコマンドラインを開き、「regedit」と入
力してレジストリエディタを開きます。
2. レジストリエディタで HKEY_LOCAL_MACHINE\Software を展開し、新しいレジストリキーを作成し、test と命名し
ます。
3. ユーザーがクライアントコンピュータのレジストリに書き込みできないようにするには、アプリケーション制御ポリ
シーを開き、［アプリケーション制御］ペインで［追加］をクリックします。
4. ［アプリケーション制御ルールセット］の［ルール］リストで［追加］ > ［ルールの追加］をクリックします。
5. ［プロパティ］タブの［ルール名］テキストボックスに HKLM_write_not_allowed_from_regedit と入力しま
す。
6. ［このルールを次のプロセスに適用する］の右側にある［追加］をクリックします。
7. ［プロセス定義の追加］ダイアログボックスの［照合するプロセス名］に regedit.exe と入力し、［OK］をク
リックします。
8. ［アプリケーション制御ルールセット］ダイアログボックスの［ルール］リストで、［追加］ > ［条件の追加］ >
［レジストリアクセスの試み］の順にクリックします。
9. ［プロパティ］タブの［説明］テキストボックスに registry access と入力します。
10. ［このルールを次のプロセスに適用する］の右側にある［追加］をクリックします。
11. ［レジストリキー定義の追加］ダイアログボックスの［レジストリキー］テキストボックスに
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\test と入力し、［OK］をクリックします。
12. ［アプリケーション制御ルールセット］ダイアログボックスの［処理］タブにある［読み込みの試み］グループボッ
クスで、［アクセスを許可する］、［ログ記録を有効にする］、［ユーザーに通知］をクリックします。
13. ［ユーザーに通知］で reading is allowed と入力します。
14. ［作成、削除、書き込みの試み］グループボックスで［アクセスを遮断する］、［ログ記録を有効にする］、［ユー
ザーに通知］をクリックします。
15. ［ユーザーに通知］に writing is blocked と入力します。
16. ［OK］を 2 回クリックし、ポリシーをグループに割り当てます。
ルールをテストします。
17. レジストリへの書き込みを遮断するルールをテストするには、ポリシーを適用した後に、クライアントコンピュータ
のレジストリエディタで HKEY_LOCAL_MACHINE\Software を展開します。
18. 上記で作成した「test」という名前のレジストリキーをクリックします。
19. テストキーを右クリックし、［新規作成］をクリックして、［文字列値］をクリックします。
これでテスト用のレジストリキーに新しい値を追加できないようになります。

ユーザーが特定のファイルに書き込めないようにする
ユーザーがファイルを表示することはできても、修正できないようにすることができます。たとえば、ファイルには、従
業員が確認する必要があっても編集できない財務データが含まれる場合があります。
アプリケーションとデバイス制御ルールを作成し、ファイルへの読み取り専用アクセス権をユーザーに付与します。たと
えば、メモ帳でテキストファイルを開くことはできるが、編集はできないルールを追加できます。
ユーザが特定のファイルに書き込めないようにする方法
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1. ユーザーが特定のファイルに書き込めないようにするルールを追加するには、アプリケーション制御ポリシーを開
き、［アプリケーション制御］ペインで［追加］をクリックします。
2. ［アプリケーション制御ルールセット］ダイアログボックスの［ルール］リストで、［ルール］ > ［ルールの追
加］をクリックします。
3. ［プロパティ］タブの［ルール名］テキストボックスに 1.txt in c read allowed write terminate と入力
します。
4. ［このルールを次のプロセスに適用する］の右側にある［追加］をクリックします。
5. ［プロセス定義の追加］ダイアログボックスの［照合するプロセス名］に notepad.exe と入力し、［OK］をク
リックします。
6. ［アプリケーション制御ルールセット］ダイアログボックスの［ルール］リストで、［追加］ > ［条件の追加］ >
［ファイルやフォルダのアクセスの試み］の順にクリックします。
7. ［プロパティ］タブの［説明］テキストボックスに file access launched と入力します。
8. ［このルールを次のプロセスに適用する］の右側にある［追加］をクリックします。
9. ［ファイルまたはフォルダの定義を追加］ダイアログボックスの［一致するファイルまたはフォルダの名前］グルー
プボックスのテキストボックスに c:\1.txt と入力し、［OK］をクリックします。
10. ［アプリケーション制御ルールセット］ダイアログボックスの［処理］タブにある［読み込みの試み］グループボッ
クスで、［アクセスを許可する］を選択し、［ログ記録を有効にする］と［ユーザーに通知］にチェックマークを付
けます。
11. ［ユーザーに通知］で reading is allowed と入力します。
12. ［作成、削除、書き込みの試み］グループボックスで［アクセスを遮断する］、［ログ記録を有効にする］、［ユー
ザーに通知］をクリックします。
13. ［ユーザーに通知］に writing to block Notepad と入力します。
14. ［OK］を 2 回クリックし、ポリシーをクライアントコンピュータグループに割り当てます。
ルールをテストします。
15. ユーザーが特定のファイルに書き込めないようにするルールをテストするには、クライアントコンピュータでファイ
ルエクスプローラを開き、c:\ ドライブを検索して［ファイル］ > ［新規作成］ > ［テキストファイル］をクリック
します。
Notepad を使ってファイルを作成する場合、読み取り専用ファイルになります。
16. ファイルの名前を 1.txt に変更します。
ファイルを c:\ フォルダに保存します。
17. Notepad で c:\1.txt ファイルを開きます。
これでファイルを開くことはできますが、編集できなくなります。

DLLを遮断するルールの追加とテスト
ユーザーが特定のアプリケーションを開くことができないようにすることができます。ユーザーがアプリケーションを
開くことができないようにする 1 つの方法として、アプリケーションがその実行に使う DLL を遮断する方法がありま
す。DLL を遮断するには、DLL がロードされるのを遮断するルールを作成できます。ユーザーがアプリケーションを開
こうとしても開くことはできません。
たとえば、Msvcrt.dll ファイルには Microsoft WordPad などさまざまな Windows アプリケーションを実行するために
使われるプログラムコードが含まれています。クライアントコンピュータで Msvcrt.dll を遮断するルールを追加する
と、Microsoft WordPad を開くことができなくなります。
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NOTE
「セキュリティを意識する」ように作成された一部のアプリケーションは DLL の挿入を悪意ある行為としてみ
なす場合があります。DLL の挿入を遮断したり、DLL を削除する対策を講じる必要があります。
DLL を遮断するルールを追加してテストする方法
1. DLL を遮断するルールを追加するには、アプリケーション制御ポリシーを開き、［アプリケーション制御］ペイン
で［追加］をクリックします。
2. ［アプリケーション制御ルールセット］ダイアログボックスの［ルール］リストで、［ルール］ > ［ルールの追
加］をクリックします。
3. ［プロパティ］タブの［ルール名］テキストボックスに Block user from opening Microsoft Wordpad と入
力します。
4. ［このルールを次のプロセスに適用する］の右側にある［追加］をクリックします。
5. ［プロセス定義の追加］ダイアログボックスの［照合するプロセス名］に C:\Program Files\Windows NT
\Accessories\wordpad.exe と入力し、［OK］をクリックします。
6. ［アプリケーション制御ルールセット］ダイアログボックスの［ルール］リストで、［追加］ > ［条件の追加］ >
［DLL ロードの試み］の順にクリックします。
7. ［プロパティ］タブの［説明］テキストボックスに dll blocked と入力します。
8. ［次の DLL に適用する］の右側で［追加］をクリックします。
9. ［DLL 定義の追加］ダイアログボックスの［一致する DLL 名］グループボックスのテキストボックスに
MSVCRT.dll と入力し、［OK］をクリックします。
10. ［アプリケーション制御ルールセット］ダイアログボックスの［処理］タブで、［アクセスを遮断する］、［ログ記
録を有効にする］、［ユーザーに通知］をクリックします。
11. ［ユーザーに通知］に Should not be able to load WordPad と入力します。
12. ［OK］を 2 回クリックし、ポリシーをクライアントコンピュータグループに割り当てます。
ルールをテストします。
13. DLL を遮断するルールをテストするには、クライアントコンピュータで Microsoft WordPad を開くことができないこ
とを確認します。

処理を終了するルールの追加とテスト
Process Explorer は、開かれているまたはロードされている DLL プロセスと、そのプロセスが使っているリソースを表
示するツールです。Process Explorer を使って処理を終了することもできます。ユーザーが Process Explorer を使って
電卓アプリケーションを終了する場合、Process Explorer を終了するルールを追加できます。
処理を終了するルールを追加してテストする方法
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1. 処理を終了するルールを追加するには、アプリケーション制御ポリシーを開き、［アプリケーション制御］ペイン
で［追加］をクリックします。
2. ［アプリケーション制御ルールセット］ダイアログボックスの［ルール］リストで、［ルール］ > ［ルールの追
加］をクリックします。
3. ［プロパティ］タブの［ルール名］テキストボックスに Terminates Process Explorer if Process
Explorer tries to terminate calc.exe と入力します。
4. ［このルールを次のプロセスに適用する］の右側にある［追加］をクリックします。
5. ［プロセス定義の追加］ダイアログボックスの［照合するプロセス名］に procexp.exe と入力し、［OK］をク
リックします。
6. ［アプリケーション制御ルールセット］ダイアログボックスの［ルール］リストで、［追加］ > ［条件の追加］ >
［プロセス終了の試み］の順にクリックします。
7. ［プロパティ］タブの［説明］テキストボックスに dll stopped と入力します。
8. ［このルールを次のプロセスに適用する］の右側にある［追加］をクリックします。
9. ［プロセス定義の追加］ダイアログボックスの［照合するプロセス名］グループボックスのテキストボックスに
calc.exe と入力し、［OK］をクリックします。
10. ［アプリケーション制御ルールセット］ダイアログボックスの［処理］タブで、［プロセスを終了］、［ログ記録を
有効にする］、［ユーザーに通知］をクリックします。
11. ［ユーザーに通知］に If you try to terminate the calc from procexp, procexp terminates と入
力します。
12. ［OK］を 2 回クリックし、ポリシーをグループに割り当てます。
ルールをテストします。
13. 処理を終了するルールをテストするには、クライアントコンピュータで、以下の URL から Process Explorer の無償
バージョンをダウンロードして実行します。
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
14. Windows で電卓を開きます。
15. Process Explorer を開きます。
16. ［Process Explorer］ウィンドウで calc.exe プロセスを右クリックし、［プロセスの強制終了］をクリックしま
す。
Process Explorer が終了します。

デフォルト IPS ポリシーのテスト
デフォルト IPS ポリシーをテストするには、最初にクライアントコンピュータでイベントをトリガする必要がありま
す。
デフォルト IPS ポリシーをテストするには
1. 実行可能ファイル (.exe) の名前を jpeg (.jpg) に変更します。
2. .jpg ファイルを Web サーバー/サイトにアップロードします。
3. クライアントコンピュータで Web ブラウザを使って、名前を変更した実行可能ファイルを開きます。
NOTE
名前を変更した実行可能ファイルを開くには、IP アドレスを使って Web サーバー/サイトにアクセスする必
要があります。たとえば、次のように入力します。http://<Web ##### IP ####>/<#############
##>.jpg
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4. クライアントで IPS ポリシーが正しく機能する場合は、次のイベントが発生します。

• .jpg ファイルは開くことができません。
• 通知領域アイコンのメッセージで、クライアントが .jpg ファイルを遮断したことが示されます。
• セキュリティログを開いて、クライアントが .jpg ファイルを遮断したことを示すログエントリを見ることができ
ます。
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クライアント上のコンテンツと定義を更新する方法
更新コンテンツには、ウイルス定義、侵入防止シグネチャ、ホスト インテグリティ テンプレートなどが含まれます。
デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection Manager は公開 Symantec LiveUpdate サーバーからコンテンツ更新を
ダウンロードします。Symantec Endpoint Protection クライアントは次にこれらの更新を Symantec Endpoint Protection
Manager からダウンロードします。コンテンツには、ウイルス定義、侵入防止シグネチャ、ホストインテグリティテン
プレートなどが含まれています。
Table 152: Symantec Endpoint Protection クライアント上のコンテンツを更新する手順
タスク

説明

管理サーバーに
デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection Manager のインストールの一環として LiveUpdate を
LiveUpdate からの最 実行します。次の場合には、LiveUpdate の手動実行が必要なこともあります。
新のコンテンツがあ
• インストール時に LiveUpdate をスキップした。
ることを確認する（推 • LiveUpdate を実行してホストインテグリティテンプレートと侵入防止シグネチャをダウンロードす
奨）
る必要があります。
• 次回の定時更新の前に LiveUpdate を実行したい。
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager に最新のコンテンツが含まれていることの確認
Symantec Endpoint Protection Manager のコンテンツを .jdb ファイルを使用してアップデートすること
もできます。次のサイトを参照してください。
.jdb ファイルをダウンロードして Endpoint Protection Manager の定義を更新する
また、複製を使用する場合は、ローカルサイトとパートナーサイト間でコンテンツとポリシーを複製で
きます。次のサイトを参照してください。
複製のための 2 番目のサイトのインストール方法
クライアントコン
ピュータが更新を取得
する方法を変更する
(任意)

デフォルトでは、Windows クライアントコンピュータが管理サーバーからコンテンツ更新を取得しま
す。他の配信方法には、GUP、社内の LiveUpdate サーバー、サードパーティツールによる配布があり
ます。異なるクライアントプラットフォーム、多数のクライアント、ネットワーク制限事項をサポート
するように配信方法を変更する必要があることもあります。次のサイトを参照してください。
• クライアント上のコンテンツを更新するための配布方法の選択
• プラットフォームに基づきクライアント上のコンテンツを更新するための配布方法の選択

管理サーバーの
LiveUpdate 設定を変
更する（任意）

LiveUpdate セッションの頻度、ダウンロードした保護コンポーネントなどをカスタマイズできます。
次のサイトを参照してください。
LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード

ネットワーク過負荷を 管理サーバーがクライアントから完全な定義パッケージに対する大量の同時要求を受信すると、ネット
削減する（推奨）
ワークが過負荷の状態になる場合があります。クライアントが完全定義をダウンロードしないようにす
るとネットワークの過負荷リスクを軽減できます。次のサイトを参照してください。
クライアント更新要求のネットワーク過負荷の軽減
パフォーマンスの向上 ネットワーク帯域幅に対するダウンロードの影響を軽減するため、すべてのクライアントが更新を同時
（推奨）
に取得しないようにコンテンツをランダムにダウンロードします。次のサイトを参照してください。
• 同時コンテンツダウンロードのランダム化について
• デフォルトの管理サーバーまたは GUP からのコンテンツダウンロードのランダム化
• LiveUpdate サーバーからのコンテンツダウンロードのランダム化
クライアントコンピュータのパフォーマンスに対するダウンロードの影響を軽減するため、クライアン
トコンピュータがアイドルのときに、クライアントコンピュータにコンテンツ更新をダウンロードさせ
ることができます。次のサイトを参照してください。
Windows クライアントコンピュータがアイドル状態のときにクライアント更新を実行する設定
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タスク

説明

エンドポイントユー
デフォルトでは、クライアントコンピュータのユーザーは、いつでも LiveUpdate を実行できます。コ
ザーに自身の更新を管 ンテンツ更新についてどれだけの制御をユーザーに付与するかを指定できます。次のサイトを参照して
理させる（任意）
ください。
ユーザーが LiveUpdate に対して持つ制御権限の設定
また、Intelligent Updater ファイルをクライアントコンピュータで使用して定義をアップデートできま
す。次のサイトを参照してください。
Intelligent Updater ファイルを使用した Symantec Endpoint Protection クライアントのコンテンツの更
新
シマンテック社がリ
リースする前にエンジ
ンの更新をテストする
(省略可能)

シマンテック社では四半期単位でエンジンの更新をリリースします。特定の Symantec LiveUpdate
サーバーを使用して、リリース前にエンジンの更新をダウンロードできます。実働環境にコンテンツを
ロールアウトする前に、エンジンコンテンツをテストできます。次のサイトを参照してください。
Windows クライアントでリリースする前のエンジン更新のテスト

クライアント上のコンテンツを更新するための配布方法の選択
クライアントプラットフォーム、ネットワーク構成、クライアント数、会社のセキュリティポリシーとアクセスポリシー
によっては、クライアントに対するデフォルトの更新方法を変更しなければならない場合があります。
Table 153: コンテンツ配布方法とそれを使うケース
方法

説明

使用すべきケース

Symantec Endpoint
デフォルトの管理サーバーは管理するクライアントコ
Protection Manager
ンピュータを自動的に更新します。
からクライアントコ 管理サーバーからクライアントに対する更新のスケ
ンピュータ (デフォル ジュールを定義しないでください。クライアントは、
ト)
通信モードとハートビート頻度に基づき管理サーバー
(Windows、Mac、Linux)
からコンテンツをダウンロードします。次のサイトを
参照してください。
• Symantec Endpoint Protection Manager からコン
テンツをダウンロードするためのクライアントの
設定
• プッシュモードまたはプルモードを使用した、ク
ライアントのポリシーとコンテンツの更新

ネットワーク制約や会社のポリシーの代わりに他の方
法を使う必要がなければこの方法を使うことを推奨し
ます。
多数のクライアントまたは帯域幅の問題が存在する場
合は、グループ更新プロバイダとともに、この方法を
使うことができます。
Mac または Linux コンピュータが管理サーバーからコ
ンテンツ更新を受け取るには、Apache Web Server を
設定する必要があります。次のサイトを参照してくだ
さい。
Mac および Linux クライアントがリバースプロキシと
して Apache Web サーバーを使用して、LiveUpdate
内容をダウンロードすることを有効にすること

GUP からクライアン GUP は管理サーバーから更新を受信するクライアン
トコンピュータ
トコンピュータです。次に、グループ更新プロバイ
ダによって更新がグループ内のほかのクライアントコ
（Windows のみ）
ンピュータに転送されます。1 つの GUP で複数のグ
ループを更新できます。
グループ更新プロバイダはクライアントソフトウェ
アの更新を除くすべての種類の LiveUpdate コンテン
ツを配布できます。また、グループ更新プロバイダを
使ってポリシーを更新することはできません。

グループ更新プロバイダは管理サーバーの負荷を軽減
し、社内 LiveUpdate サーバーより設定が簡単です。
GUP は最小の帯域幅が割り当てられたリモートの場
所のグループに使います。次のサイトを参照してくだ
さい。
• クライアントにコンテンツを配布するための GUP
の使用
• 複数サイトと複製を設定するかどうか
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方法

説明

社内 LiveUpdate サー クライアントコンピュータは Symantec LiveUpdate
バーからクライアン サーバーから更新を受信した社内 LiveUpdate サー
トコンピュータ
バーから更新を直接ダウンロードできます。
(Windows、Mac、Linux)
必要に応じて、社内 LiveUpdate サーバーを複数セッ
トアップし、クライアントコンピュータにリストを配
布できます。
ダウンロードスケジュールを LiveUpdate サーバーか
ら管理サーバーに変更できます。次のサイトを参照し
てください。
クライアントコンピュータへの LiveUpdate ダウン
ロードスケジュールの設定
社内 LiveUpdate サーバーの設定について詳しくは、
次のナレッジベースから『LiveUpdate Administrator
#######』を参照してください。
LiveUpdate Administrator のダウンロード

使用すべきケース
社内 LiveUpdate サーバーは非常に大規模なネット
ワークの管理サーバーの負荷を削減できます。小規模
のネットワークでは、グループ更新プロバイダが組織
のニーズを満たすかどうかを検討してください。
次の場合は、内部 LiveUpdate サーバーを使うことを
考慮してください。
• 大規模なネットワーク（10,000 台以上のクライア
ント）を管理する場合
• 外部 LiveUpdate サーバーに接続するべきでない
Mac または Linux クライアントを管理する場合
• 組織がコンテンツをクライアントコンピュータに
配布するために LiveUpdate も使う複数のシマン
テック製品を配備している場合
Note: 管理サーバーと社内 LiveUpdate サーバーは、
同一の物理ハードウェアや仮想マシンにインストール
しないでください。同じコンピュータにインストール
すると、重大なサーバーパフォーマンスの問題が生じ
る可能性があります。
詳細については、次を参照してください。
• LiveUpdate Administrator 2.x と SEPM の共存に関
して
• 社内の LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウ
ンロードするためのクライアントの設定

インターネット経
クライアントコンピュータは Symantec LiveUpdate
由で外部 Symantec
サーバーから更新を直接受信できます。
LiveUpdate サーバー
からクライアントコ
ンピュータに配布
(Windows、Mac、Linux)

クライアントによるコンテンツの更新をスケジュー
ル設定する必要がある場合や Symantec Endpoint
Protection Manager とクライアント間の利用可能
な帯域幅が制限されている場合、外部 Symantec
LiveUpdate server を使います。
Symantec Endpoint Protection Manager と定時更新は
デフォルトで有効になっています。デフォルト設定で
は、クライアントは管理サーバーから長期間応答がな
い場合を除いて常に管理サーバーから更新を取得しま
す。
Note: ネットワーク上の多数の管理下クライアントを
外部の Symantec LiveUpdate server から更新をプル
型で転送するように設定しないでください。この設定
では帯域幅が無駄に消費されます。
詳細については、次を参照してください。
外部 LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウン
ロードするためのクライアントの設定

サードパーティツー
ルの配布
（Windows のみ）

Microsoft SMS などのサードパーティツールでは、特
定の更新ファイルをクライアントに配布できます。

この方法を使うと更新ファイルを配布する前にテス
トできます。サードパーティツールの配布インフラが
整っている場合はこれを利用することもできます。次
のサイトを参照してください。
サードパーティの配布ツールを使ったコンテンツの配
布
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方法
Intelligent Updater
（Windows のみ）

説明

使用すべきケース

Intelligent Updater ファイルには、ウイルスとセキュ
リティリスクのコンテンツと侵入防止のコンテンツが
含まれています。手動でクライアントを更新する際に
利用できます。
シマンテック社の Web サイトから Intelligent Updater
の自己解凍ファイルをダウンロードできます。

LiveUpdate が利用できない場合は Intelligent Updater
ファイルを使うことができます。次のサイトを参照し
てください。
Intelligent Updater ファイルを使用した Symantec
Endpoint Protection クライアントのコンテンツの更新
他の種類のコンテンツを更新するには、更新ファイ
ルをダウンロードしてステージングするように、管理
サーバーを設定する必要があります。次のサイトを参
照してください。
サードパーティの配布ツールを使ったクライアントコ
ンピュータの更新

以下の図に、より小さいネットワークのための配布アーキテクチャの例を示します。
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以下の図に、より大きいネットワークのための配布アーキテクチャの例を示します。
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詳しい情報

• プラットフォームに基づきクライアント上のコンテンツを更新するための配布方法の選択
• クライアント上のコンテンツと定義を更新する方法
• LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード
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プラットフォームに基づきクライアント上のコンテンツを更新するための
配布方法の選択
ウイルス定義やそのほかのコンテンツをクライアントコンピュータに配布するために使うことのできる方法は、クライア
ントプラットフォームによって異なります。
Table 154: Windows、Mac、Linux クライアントに基づくコンテンツ配布方法
プラット
フォーム

方法

Windows

デフォルトでは、Windows クライアントは管理サーバーからコンテンツを取得します。
Windows クライアントは次のソースから更新を取得することもできます。
• LiveUpdate サーバ（社外または社内）。次のサイトを参照してください。
– 社内の LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定
– 外部 LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定
• 社外の LiveUpdate サーバ（テストのみ）。次のサイトを参照してください。
Windows クライアントでリリースする前のエンジン更新のテスト
• グループ更新プロバイダ。次のサイトを参照してください。
クライアントにコンテンツを配布するための GUP の使用
• サードパーティの配布ツール。次のサイトを参照してください。
サードパーティの配布ツールを使ったコンテンツの配布
• Intelligent Updater。次のサイトを参照してください。
Intelligent Updater ファイルを使用した Symantec Endpoint Protection クライアントのコンテンツの更新
詳細については、次を参照してください。
クライアント上のコンテンツを更新するための配布方法の選択
Windows クライアントの場合、また次の設定をカスタマイズすることもできます。
• クライアントが受信するコンテンツの種類
• クライアントが複数のソースから定義を取得できるかどうか
• 管理サーバーが完全な定義パッケージだけを提供できる場合、クライアントが LiveUpdate から小さいパッケー
ジ (差分) を取得できるかどうか
完全定義パッケージは非常に大きくなります。完全パッケージのダウンロードが多すぎる場合、ネットワークに
負荷がかかる可能性があります。差分は通常はるかに小さく、ネットワーク帯域幅への影響がはるかに少なくま
ります。次のサイトを参照してください。
クライアント更新要求のネットワーク過負荷の軽減

Mac または
Linux

• LiveUpdate サーバー（外部または内部）
• リバース プロキシとして設定した Apache Web サーバ。次のサイトを参照してください。

Mac または Linux クライアントがリバースプロキシとして Apache Web サーバーを使用して、LiveUpdate 内容
をダウンロードすることを有効にすること

詳しい情報

• LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード
• LiveUpdate がダウンロードするコンテンツの種類について
• クライアント上のコンテンツと定義を更新する方法

LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテン
ツのダウンロード
LiveUpdate コンテンツをダウンロードするように管理サーバーを設定する時は、多くの決定を行う必要がありま
す。Symantec Endpoint Protection Manager にコンテンツをダウンロードする時は、サイトのすべての管理サーバーのコ
ンテンツをダウンロードします。
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コンテンツのダウンロードに関する決定
Table 155: コンテンツのダウンロードに関する決定
決定

説明

サイトにコンテンツを渡
す LiveUpdate サーバー
の種類。

外部の Symantec LiveUpdate サーバー（推奨）、またはすでにインストールと設定が行われている 1 台以
上の社内 LiveUpdate サーバーのいずれかを指定できます。
Symantec Endpoint Protection Manager と社内 LiveUpdate サーバーは、同一の物理ハードウェアや仮想
マシンにインストールしないでください。同じコンピュータにインストールすると、重大なサーバーパ
フォーマンスの問題が生じる可能性があります。
社内 LiveUpdate サーバーを 1 つ以上の使う予定の場合は、シマンテック社の公開 LiveUpdate サーバーを
最後のエントリとして追加することを推奨します。クライアントがリストのどのサーバーにも到達できな
い場合でも、Symantec LiveUpdate サーバーから更新できます。
社内 LiveUpdate サーバーを使い続ける場合は、最新版の LiveUpdate Administrator にアップグレードして
ください。次のサイトを参照してください。
• LiveUpdate Administrator のダウンロード
• 外部 LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定
• 社内の LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定
• クライアント上のコンテンツを更新するための配布方法の選択

サイトはコンテンツリビ
ジョンをいくつ格納する
必要がありますか。

管理サーバは、最近の完全コンテンツ パッケージと、ここで指定する数のリビジョンの増分のみを格納し
ます。この手法では、複数のコンテンツレビジョンをサーバーに格納するために必要なディスク領域が減
ります。
Symantec Endpoint Protection Manager のインストール中に選択するクライアントの数により、サーバー
が格納するレビジョンの数が決まります。
LiveUpdate コンテンツの種類別のデフォルト値は次のようになります。
• ［管理サーバーは 500 未満のクライアントを管理します］にチェックマークを付けない場
合、Symantec Endpoint Protection Manager は 21 のリビジョンを格納します。
• ［管理サーバーは 500 未満のクライアントを管理します］にチェックマークを付けると、Symantec
Endpoint Protection Manager は 90 のリビジョンを格納します。
アップグレード中のほとんどのインスタンスで、インストールにより、これらの新しいデフォルトに合わ
せてリビジョンの数が増えます。この増加は、上記の条件に基づき、アップグレード前のリビジョンの数
が新しい最小デフォルトよりも少ない場合に発生します。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection のセキュリティ更新の古いバージョンに戻す

サイトが LiveUpdate コ
ンテンツの更新を確認す
る頻度。

Symantec Endpoint Protection Manager のデフォルトは、ベストプラクティスとして 4 時間ごとに
LiveUpdate を実行するようにスケジュールされています。

コンテンツをダウンロー
ドするオペレーティング
システム。

LiveUpdate は指定したオペレーティングシステムの内容のみをダウンロードします。

サイトとクライアントに
ダウンロードする必要が
あるコンテンツの種類。

サイトに、クライアントの LiveUpdate Content policy で指定されているすべてのコンテンツがダウンロー
ドされていることを確認します。次のサイトを参照してください。
• LiveUpdate がダウンロードするコンテンツの種類について
• Symantec Endpoint Protection のセキュリティ更新の古いバージョンに戻す

ダウンロードして製品の
更新で使用する言語。

この設定は製品の更新にのみ適用されます。コンテンツ更新はすべての言語で自動的にダウンロードされ
ます。

ダウンロードする定義の
コンテンツサイズ。

標準クライアントと埋め込み/VDI クライアントでは、クラウド対応の縮小サイズの定義セット（最新の
み）を使用します。これらのクライアントに対するスキャンは、クラウドの拡張定義セットを使います。
ダーク ネットワーク クライアントでは、完全な定義セットがダウンロードされます。
Warning! 管理サーバーは、ネットワークのクライアントの種類に応じて、正しいコンテンツをダウン
ロードする必要があります。インストールされたクライアントが必要とするコンテンツを管理サーバーが
ダウンロードしない場合、クライアントは管理サーバーから更新を取得できません。
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決定

説明

リリース前にエンジンの
更新をテストする必要が
あるか。

大規模な組織では、すべてのクライアントコンピュータにロールアウトする前に、新しいエンジンの更新
と定義をテストする必要があります。中断や停止時間を最小にして、新しいエンジンの更新をテストしま
す。次のサイトを参照してください。
Windows クライアントでリリースする前のエンジン更新のテスト

LiveUpdate サーバーから Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード
管理サーバーにコンテンツをダウンロードする時は、サイト内のすべての管理サーバーのコンテンツをダウンロードしま
す。
サイトでコンテンツをダウンロードするように設定するには
1. コンソールで、［管理］>［サーバー］の順に選択します。
2. ［サーバー］で、［ローカルサイト］を右クリックして［サイトプロパティを編集］をクリックします。
3. ［LiveUpdate］ページで、次の利用可能なオプションから選択します。
4. ［LiveUpdate 更新元サーバー］で、［ダウンロード元サーバーの編集］をクリックし、管理サーバーの更新に使わ
れている現在の LiveUpdate サーバーを調べます。このサーバーは、デフォルトで Symantec LiveUpdate サーバーで
す。次のいずれかの処理を行います。

• 既存の LiveUpdate 更新元サーバーを使うには、［OK］をクリックします。
• 社内 LiveUpdate サーバーを使うには、［指定した社内 LiveUpdate サーバーを使う］をクリックし、［追加］を
クリックします。

［指定した社内 LiveUpdate サーバーを使う］を選択した場合は、［LiveUpdate サーバーの追加］ダイアログボック
スで、その LiveUpdate サーバーを識別する情報をボックスに入力し、［OK］をクリックします。
フェールオーバーの目的で複数のサーバーを追加できます。1 台のサーバーがオフラインになっても、他のサーバー
がサポートを提供します。シマンテック社の公開 LiveUpdate サーバーも、リストの最後のサーバーとして追加でき
ます。公開サーバーを追加する場合は、URL として http://liveupdate.symantecliveupdate.com を使いま
す。
NOTE
UNC サーバーを使う場合、LiveUpdate のためには、ユーザー名の一部としてドメインまたはワークグルー
プを使う必要があります。
コンピュータがドメイン内にある場合は、 ドメイン名\ユーザー名］の順にクリックします。
コンピュータがワークグループ内にある場合は、 コンピュータ名\ユーザー名］の順にクリックします。
［LiveUpdate サーバー］ダイアログボックスで［OK］をクリックします。
5. ［ダウンロードのディスク容量管理］で、保持する LiveUpdate コンテンツリビジョンの数を入力します。
6. ［ダウンロードスケジュール］グループボックスで、［スケジュールの編集］をクリックしてサーバーが更新を確認
する必要がある頻度についてのオプションを設定します。［OK］をクリックします。
7. ［ダウンロードするプラットフォーム］で、［プラットフォームの変更］をクリックし、プラットフォームのリスト
を調べます。コンテンツをダウンロードしないプラットフォームのチェックマークをはずします。
8. ［ダウンロードするコンテンツの種類］で、ダウンロードする更新の種類のリストを調べます。
更新の種類を追加または削除するには、［選択項目の変更］をクリックし、リストを変更してから［OK］をクリッ
クします。
リストはクライアントコンピュータ LiveUpdate Content policy に含めるコンテンツの種類のリストと一致します。
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9. ［クライアントの種類に対してダウンロードするコンテンツ］の下で、標準クライアントと埋め込み/VDI クライアン
ト、またはダークネットワーククライアントのコンテンツをダウンロードして格納するかどうかを決めます。
WARNING
ネットワークのクライアントの種類に応じて、コンテンツをダウンロードする必要があります。インストー
ルしたクライアントが必要とするコンテンツをダウンロードしないと、そのクライアントは管理サーバーか
ら更新を取得できません。
設定を修正する場合は、［選択項目の変更］をクリックして選択項目を修正し、［OK］をクリックします。
10. ［ダウンロードする言語］で、ダウンロードする更新の種類の言語リストを調べます。
言語を追加または削除するには、［選択項目の変更］をクリックし、リストを変更してから［OK］をクリックしま
す。
11. ［OK］をクリックし、選択項目を保存してウィンドウを閉じます。
詳しい情報
クライアント上のコンテンツと定義を更新する方法

Symantec Endpoint Protection Manager に最新のコンテンツが含まれていることの
確認
LiveUpdate はスケジュールに従って Symantec Endpoint Protection Manager に定義などのコンテンツをダウンロードし
ます。ただし、Symantec Endpoint Protection Manager に最新のバージョンが含まれない場合は、いつでもコンテンツを
ダウンロードできます。その後、Symantec Endpoint Protection Manager はデフォルトの LiveUpdate ポリシーを使用し
て、このコンテンツをクライアントコンピュータに提供します。
Symantec Endpoint Protection Manager に最新のコンテンツが含まれていることを確認する方法
1. コンソールで［ホーム］をクリックします。
2. ［エンドポイントの状態］グループボックスの［Windows 定義］で、［管理サーバー上の最新版］と［シマンテック
社からの最新版］の日付を比較します。
3. 日付が一致しない場合は、［管理］、［サーバー］、［ローカルサイト (マイサイト)］の順にクリックします。
4. ［タスク］で、［LiveUpdate コンテンツのダウンロード］、［ダウンロード］の順にクリックします。
Symantec Endpoint Protection Manager でコンテンツを LiveUpdate を通じてアップデートできない場合は、シマンテッ
クセキュリティレスポンスから .jdb ファイルをダウンロードできます。Symantec Endpoint Protection Manager は、こ
れらのファイルのコンテンツを処理して、クライアントからダウンロードできるようにします。次のサイトを参照してく
ださい。
.jdb ファイルをダウンロードして Endpoint Protection Manager の定義を更新する
コンテンツが LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager にダウンロードされた日時の確認
Symantec Endpoint Protection Manager でコンテンツが最後に LiveUpdate から更新された日時を判断できます。
どのコンテンツが LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager にダウンロードされたかを確認する方法
1. コンソールで、［管理］をクリックします。
2. ［管理］ページの［タスク］で、［サーバー］をクリックし、サイトを選択します。
3. 次のいずれかのタスクを行います。
– ダウンロードの状態を確認するには、［LiveUpdate の状態を表示］をクリックします。
– Symantec Endpoint Protection Manager が使用している現在のコンテンツバージョンを確認するに
は、［LiveUpdate の状態を表示］をクリックします。
4. ［閉じる］をクリックします。
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詳しい情報

• Endpoint Protection Manager の LiveUpdate とコンテンツのトラブルシューティング
• LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード

LiveUpdate がダウンロードするコンテンツの種類について
デフォルトで、Symantec Endpoint Protection Manager は公開 Symantec LiveUpdate サーバーからすべての種類のコン
テンツをダウンロードします。その後、LiveUpdate Content Policy は Symantec Endpoint Protection Manager からすべ
ての種類のコンテンツを Windows クライアントと Mac クライアントにダウンロードします。
サイトからコンテンツの種類を除外して、LiveUpdate コンテンツポリシーのコンテンツを削除すると、そのコンテンツ
はクライアントに配布されません。通常、Symantec Endpoint Protection Manager がダウンロードするコンテンツを除外
する必要はありません。必要でないことが確実な場合を除いて、コンテンツの種類を除外しないでください。次のサイト
を参照してください。
Symantec Endpoint Protection のセキュリティ更新の古いバージョンに戻す
LiveUpdate は更新されたポリシーをダウンロードしません。グループに新しいポリシーを割り当てるか、または既存の
ポリシーを編集すると、Symantec Endpoint Protection Manager によってクライアントのポリシーが更新されます。
Table 156: LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager にダウンロードできるコンテンツの種類
コンテンツの種類

説明

クライアント製品の Windows クライアントのセキュリティの脆弱性に対するソフトウェアの改善と重要な修正が含まれています。
更新
たとえば、攻撃者は Symantec Endpoint Protection の保護機能をバイパスする可能性があります。
LiveUpdate は RUx リリース間で製品の更新を完全なクライアント インストール パッケージとしてダウンロー
ドします。各パッケージは同じバージョン番号ですが、ビルド番号が更新されています。たとえば、最初のク
ライアント インストール パッケージは 14.3.4555.2000、2 番目のクライアント インストール パッケージは
14.3.5228.1000 とラベル付けされます。このオプションが有効な場合、最新の中間パッケージは ［バージョン
選択］ ドロップダウン リスト内の以下の場所に表示されます。
• 自動更新ウィザード： ［管理］ページ >［インストール パッケージ］ページ >［クライアント インストー
ル パッケージ］>［クライアントをパッケージでアップグレード］>［アップグレードの設定］オプション
>［全般］タブに表示されます。自動更新ウィザードには、最新のビルドのみ表示されます。
• 新しいパッケージ： ［クライアント］ページ >［インストール パッケージ］タブ >［クライアント インス
トール パッケージの追加］>［全般］タブに表示されます。
このオプションは、14.3 RU2 から 14.3 RU3 のような、新しいリリースで主要な機能を持つクライアン
トのインストール パッケージをアップグレードするものではありません。自動更新を使用して更新する
か、Broadcom［ダウンロード管理］ページからフル クライアント インストール パッケージを手動でダウン
ロードしてインストールする必要があります。
Mac クライアントと Linux クライアントを更新するには、［クライアント配備ウィザード］の［Web リンクと
電子メール］と［パッケージの保存］オプションを使う必要があります。
14.3 RU1 MP1 以前では、このオプションは使用できないため、この設定のチェックマークは外したままにしま
す。次のサイトを参照してください。
• 新リリースへのアップグレード
• 自動更新によるクライアントソフトウェアのアップグレード
クライアント パッ
チ

製品の更新と同じクライアント ソフトウェアの改善とセキュリティ修正が含まれますが、パッチは完全なクラ
イアント インストール パッケージの代わりに増分デルタ ファイル（.dax）としてダウンロードされます。
クライアントにコンテンツをダウンロードするには、［LiveUpdate 設定］ポリシー >［追加設定］タブに移動
し、［クライアント パッチのダウンロード］にチェックを入れます。このオプションを使って、LiveUpdate、
管理サーバ、グループ更新プロバイダからクライアント パッチをアップデートできます。
このオプションは、14.3 RU2 でクライアント セキュリティ パッチから名前が変更されました。

ウイルスとスパイ
ウェアの定義

ウイルス定義パッケージは、x86 プラットフォームと x64 プラットフォーム向けに別々に用意されています。
このコンテンツの種類には Auto-Protect ポータルリストと Power Eraser 定義も含まれています。
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コンテンツの種類

説明

SONAR ヒューリス ゼロデイ攻撃の脅威から保護します。
ティックシグネチャ
侵入防止シグネチャ ネットワークの脅威とホストの脆弱性から保護します。侵入防止と検出エンジン、メモリエクスプロイト緩和
機能をサポートします。
ホストインテグリ
ティコンテンツ

更新されたパッチやセキュリティ対策をクライアントコンピュータに強制する、事前定義済みの必要条件のテ
ンプレートが含まれます。LiveUpdate は、Windows オペレーティングシステムと Mac オペレーティングシス
テムを実行するコンピュータのためのテンプレートをダウンロードします。次のサイトを参照してください。
テンプレートのカスタム必要条件の追加

提出制御シグネチャ シマンテックセキュリティレスポンスへの提出のフローを制御します。
評価設定

保護で使われる評価データに対する更新が含まれます。

拡張ファイル属性と 更新証明書とダウンロードインサイトのデータ駆動性を高めるために使います。シマンテック社ではこれらの
シグネチャ
データ駆動型ダウンロードを利用して、定義スタイルを更新することにより信頼できるシグネチャのリストを
更新します。
エンドポイントの検 Endpoint Detection and Response (EDR) コンポーネントの更新により、ホストとエンドポイントでの疑わしい
出とレスポンス
活動と問題を検出して調査します。EDR は、提出や EDR サーバーを含むさまざまな製品コンポーネントに犯
跡情報を提供します。バージョン 14 で追加されました。次のサイトを参照してください。
14 RU1 と新しいクライアントに対する Endpoint Detection and Response エンジンの更新
一般的なネットワー ネットワーク転送と遠隔測定を実現するために製品全体で使う定義です。これらの定義は、評価クエリー
ク転送のライブラリ や、EDR による提出と通信に必要です。このカテゴリの定義には、Symantec Endpoint Protection Manager と
と設定
Symantec Endpoint Protection クライアントのそれぞれ用に SEPM STIC と SEPC STIC があります。
高度な機械学習

低帯域幅ポリシーを使用するクライアント用にウイルスとスパイウェアスキャンに使用される定義です (14.0.1
で追加)。インターネット接続が低速なネットワーク内の標準クライアントと埋め込みクライアントで低帯域幅
モードを使用します。低帯域幅モードでは、LiveUpdate は週に 1 回またはそれより少ない頻度で定義をダウン
ロードします。低帯域幅モードを使用するためには、クラウドに登録して低帯域幅ポリシーを有効にする必要
があります。低帯域幅モードは、ダークネットワーククライアントでは機能しません。
管理サーバーをクラウドコンソールに登録しない場合や、低帯域幅ポリシーを使用しない場合には、このオプ
ションを無効にして、Symantec Endpoint Protection Manager の帯域幅やディスク容量を節約します。次のサ
イトを参照してください。
低帯域幅環境でのクライアントのアップデート

WSS トラフィック
リダイレクト

Web Security Services (WSS) トラフィックリダイレクト機能が使用する定義です。WSS トラフィックリダイ
レクトは、WSS サーバーを使用して、Web ブラウザに安全なプロキシ設定を提供します。（14.1 MP1 で追
加）

SymPlatform 定義
（SEF）

Symantec Endpoint Foundation (SEF) は、LiveUpdate を通じて今後の保護技術をコンテンツとして提供するフ
レームワークです。 SEF を使用すると、クライアントをアップグレードすることなく、新しい機能をダウン
ロードできます。
URL 評価（14.3 RU1 以降）と Auto-Protect （14.3 RU3 以降）の定義が含まれます。

アプリケーション制 アプリケーション制御ポリシーにアプリケーション制御エンジンが使用する定義。このオプションは常に有効
御のコンテンツ
にしておく必要があります。
このコンテンツは、バージョン 14.2 以降のクライアントでのみで実行します。古い Windows クライアント
は、まず 14.2 にアップグレードする必要があります。
ポリシー コマンド
ハンドラ

ポリシーコマンドハンドラーエンジンによって使用されるコンテンツ。

AD データのエンド Active Directory Defense エンジンによって使用されるコンテンツ。14.2 RU1 で追加されました。
ポイント脅威対策
ブラウザ拡張機能

Google Chrome で悪質な Web サイトを遮断するためにクライアントが使用する IPS エンジンのコンテン
ツ。14.3 RU2 で追加されました。

詳細については、次を参照してください。
Endpoint Protection 14 用の LiveUpdate Administrator コンテンツのオプション
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LiveUpdate コンテンツポリシーでは、［拡張ファイル属性とシグネチャ］、［エンドポイント検出およびレスポン
ス］、［一般的なネットワーク転送のライブラリと設定］などの種類のコンテンツを無効にできません。
Table 157: 機能と更新が必要なコンテンツ
管理外クライアントを
インストールする場合
ウイルス対策とスパイ
ウェア対策

更新時に、ダウンロードする必要があるコンテンツの種類

• ウイルス定義とスパイウェア定義
• SONAR 定義
•
•

［サイトのプロパティ］でダウンロードするコンテンツの種類を設定する場合、これらは［SONAR
ヒューリスティックシグネチャ］という名称です。
集中型評価の設定
［サイトのプロパティ］でダウンロードするコンテンツの種類を設定する場合、このコンテンツの種
類は［評価設定］という名称です。
失効データ（デフォルトでダウンロードされる、Symantec Endpoint Protection Manager では設定不
可）
Symantec 許可リスト (Symantec ホワイトリスト)
提出制御シグネチャ
Auto-Protect ポータルリスト
Power Eraser の定義
拡張ファイル属性とシグネチャ（14 以降）
Endpoint Detection and Response （14 以降）
一般的なネットワーク転送のライブラリと設定
高度な機械学習（14.1 以降）

•
•
•
•
•
•
•
•
ウイルス対策とスパイ
• ウイルス定義とスパイウェア定義
ウェア対策の設定 > ダウ • SONAR 定義
ンロード保護

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

［サイトのプロパティ］でダウンロードするコンテンツの種類を設定する場合、これらは［SONAR
ヒューリスティックシグネチャ］という名称です。
集中型評価の設定
失効データ
Symantec 許可リスト (Symantec ホワイトリスト)
侵入防止シグネチャ
このオプションを選択してダウンロードすると、侵入防止シグネチャと侵入防止エンジンの両方の更
新が含まれます。
提出制御シグネチャ
Auto-Protect ポータルリスト
Power Eraser の定義
拡張ファイル属性とシグネチャ（14 以降）
Endpoint Detection and Response （14 以降）
一般的なネットワーク転送のライブラリと設定
高度な機械学習（14.1 以降）
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管理外クライアントを
インストールする場合
ウイルスとスパイウェア
の対策 > Outlook スキャ
ナ

更新時に、ダウンロードする必要があるコンテンツの種類

• ウイルス定義とスパイウェア定義
• SONAR 定義

［サイトのプロパティ］でダウンロードするコンテンツの種類を設定する場合、これらは［SONAR
ヒューリスティックシグネチャ］という名称です。
集中型評価の設定
失効データ
Symantec 許可リスト (Symantec ホワイトリスト)
提出制御シグネチャ
Auto-Protect のポータルリスト
Power Eraser の定義
拡張ファイル属性とシグネチャ
Endpoint Detection and Response （14 以降）
一般的なネットワーク転送のライブラリと設定
高度な機械学習（14.1 以降）

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ウイルスとスパイウェア • ウイルス定義とスパイウェア定義
の対策 > Notes スキャナ • SONAR 定義
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

［サイトのプロパティ］でダウンロードするコンテンツの種類を設定する場合、これらは［SONAR
ヒューリスティックシグネチャ］という名称です。
集中型評価の設定
失効データ
Symantec 許可リスト (Symantec ホワイトリスト)
提出制御シグネチャ
Auto-Protect のポータルリスト
Power Eraser の定義
拡張ファイル属性とシグネチャ
Endpoint Detection and Response （14 以降）
一般的なネットワーク転送のライブラリと設定
高度な機械学習（14.1 以降）

プロアクティブ脅威防止
> SONAR

SONAR 定義
提出制御シグネチャ
拡張ファイル属性とシグネチャ
高度な機械学習

プロアクティブ脅威防止
> アプリケーション制御

提出制御シグネチャ
拡張ファイル属性とシグネチャ
アプリケーション制御のコンテンツ (14.2 以降)

Network Traffic
Redirection ポリシー

WSS トラフィックリダイレクト（14.1 MP1 以降）

ネットワークとホスト悪
用防止 > 侵入防止

• 侵入防止シグネチャ
•
•
•

ネットワークとホストの
エクスプロイト緩和機能
> ファイアウォール

このオプションを選択してダウンロードすると、侵入防止シグネチャと侵入防止エンジンの両方の更
新が含まれます。
提出制御シグネチャ
拡張ファイル属性およびシグネチャ
ブラウザ拡張機能（14.3 RU2 以降）

提出制御シグネチャ
拡張ファイル属性とシグネチャ
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管理外クライアントを
インストールする場合
ホストインテグリティ

更新時に、ダウンロードする必要があるコンテンツの種類
ホストインテグリティコンテンツ
提出制御シグネチャ
拡張ファイル属性とシグネチャ

詳しい情報

• LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード
• クライアント上のコンテンツと定義を更新する方法
• クライアント上のコンテンツを更新するための配布方法の選択

社内の LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのク
ライアントの設定
デフォルトでは、Windows、Mac、および Linux のクライアントが管理サーバーから更新を取得します。
多くのクライアントを管理する場合、Windows クライアントにグループ更新プロバイダ（GUP）を使うことを推奨しま
す。GUP は管理サーバーの負荷を軽減し、その設定は社内 LiveUpdate サーバーよりも簡単です。次のサイトを参照し
てください。
クライアントにコンテンツを配布するための GUP の使用
クライアントの更新にデフォルトの管理サーバーまたは GUP を使わない場合は、以下が可能です。

• 社内 LiveUpdate サーバーを設定します。
• 会社のネットワークの外側にある Symantec LiveUpdate サーバーを使います。
社内の LiveUpdate サーバーを使うには、次のタスクを実行する必要があります。

• 社内 LiveUpdate サーバーをインストールします。

社内 LiveUpdate サーバーの使用について詳しくは、『LiveUpdate ######』を参照してください。
NOTE

•

Symantec Endpoint Protection Manager は LiveUpdate Administrator 1.x のレガシーサポートに対応してい
ません。社内 LiveUpdate サーバーを使い続ける場合は、最新版の LiveUpdate Administrator にアップグ
レードしてください。LiveUpdate Administrator 2.x 以降のサポートは常に有効です。
その社内 LiveUpdate サーバーを使うようにクライアントを設定するには、LiveUpdate 設定ポリシーを使います。
NOTE
更新のために社内 LiveUpdate サーバーに接続するクライアントのプロキシ設定を指定できます。プロキシ設定
は更新のためにのみ指定します。クライアントが使うその他の種類の外部通信には適用されません。その他の
種類のクライアント外部通信用のプロキシは別に設定します。次のサイトを参照してください。
クライアントが Symantec LiveUpdate または社内 LiveUpdate サーバーへの通信に使うプロキシサーバーの指
定

社内の LiveUpdate サーバーを使うように Windows クライアントを設定するには
1.
2.
3.
4.
5.
6.

［ポリシー］で、［LiveUpdate］をクリックします。
［LiveUpdate の設定］タブで、編集するポリシーを開きます。
［Windows の設定］の下で、［サーバーの設定］をクリックします。
［サーバーの設定］ペインで、［LiveUpdate サーバーを使う］にチェックマークを付けます。
［指定した社内 LiveUpdate サーバーを使う］をクリックし、［追加］をクリックします。
［LiveUpdate サーバーの追加］ダイアログボックスで、使うサーバーを識別して通信するために必要な情報を入力し
ます。
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URL の場合:
– HTTP または HTTPS 方式を使う場合、サーバーの URL を入力します。例: ドメイン名: http://
myliveupdateserver.com
• IPv4 アドレス: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
• IPv6 アドレス: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod
– FTP 方式を使う場合、サーバーの FTP アドレスを入力します。たとえば、ftp://myliveupdateserver.com など。
– LAN 方式を使う場合、サーバー UNC パス名を入力します。たとえば、\\myliveupdateserver\LUDepot など。
7. 必要に応じて、サーバーのユーザー名とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。
NOTE
UNC サーバーを使う場合、LiveUpdate のためには、ユーザー名に加えてドメインまたはワークグループを
使う必要があります。コンピュータがドメインの一部の場合は、 ドメイン名\ユーザー名］の順にクリック
します。コンピュータがワークグループの一部の場合は、 コンピュータ名\ユーザー名］の順にクリックし
ます。
8. ［LiveUpdate ポリシー］の下で、［スケジュール］をクリックし、LiveUpdate による更新のスケジュールを設定し
て［OK］をクリックします。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータへの LiveUpdate ダウンロードスケジュールの設定
9. 必要に応じて、［拡張設定］をクリックします。
デフォルトのユーザー設定、製品更新の設定、非標準ヘッダーの設定をそのままにしておくか、変更するかを決定し
ます。通常、ユーザーには更新の設定を変更できないようにします。ただし、サポートしているクライアントが少
ない場合は、ユーザーが手動で LiveUpdate セッションを起動するようにもできます。次のサイトを参照してくださ
い。
ユーザーが LiveUpdate に対して持つ制御権限の設定
10. ［OK］をクリックします。
社内の LiveUpdate サーバーを使うように Mac クライアントまたは Linux クライアントを設定するには
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

［ポリシー］ページで、［LiveUpdate］をクリックします。
［LiveUpdate の設定］タブで、ポリシーを開きます。
［Mac の設定］または［Linux の設定］で、［サーバーの設定］をクリックします。
［指定した社内 LiveUpdate サーバーを使う］をクリックし、［追加］をクリックします。
［LiveUpdate サーバーの追加］ダイアログボックスで、使うサーバーを識別して通信するために必要な情報を入力し
ます。
URL の場合:
– HTTP または HTTPS 方式を使う場合、サーバーの URL を入力します。例: ドメイン名: http://
myliveupdateserver.com
• IPv4 アドレス: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
• IPv6 アドレス: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod
– FTP 方式を使う場合、サーバーの FTP アドレスを入力します。たとえば、ftp://myliveupdateserver.com など。
– LAN 方式を使う場合、サーバー UNC パス名を入力します。たとえば、\\myliveupdateserver\LUDepot など。
必要に応じてサーバーのユーザー名とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。
サーバーで FTP を使用する場合、［サーバーの拡張設定］をクリックし、サーバーで使う FTP のモード (［アク
ティブ］または［パッシブ］のいずれか) をクリックし、［OK］をクリックします。
スケジュールを修正するには、［スケジュール］をクリックします。
［OK］をクリックします。

詳しい情報

• LiveUpdate サーバーからのコンテンツダウンロードのランダム化
• Windows クライアントコンピュータがアイドル状態のときにクライアント更新を実行する設定
• クライアント上のコンテンツを更新するための配布方法の選択
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外部 LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのクラ
イアントの設定
デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection Manager は Windows クライアントに更新を提供します。Windows クラ
イアントの更新のネットワーク負荷を軽減するには、クライアントが LiveUpdate サーバーから更新を取得できるように
する必要があります。Linux および Mac クライアントは LiveUpdate サーバーから更新を取得する必要があります。ある
いは、Apache Web サーバーをリバースプロキシとして設定し、管理サーバーから更新をダウンロードできます。次のサ
イトを参照してください。

• クライアント上のコンテンツを更新するための配布方法の選択
• Mac および Linux クライアントがリバースプロキシとして Apache Web サーバーを使用して、LiveUpdate 内容をダ
ウンロードすることを有効にすること
NOTE
プロキシサーバーがシマンテック製品の更新サービスと接続できるように、プロキシサーバーと Symantec
Endpoint Protection Manager 間の通信を確立することもできます。プロキシサーバーはサイトと外部
Symantec LiveUpdate サーバーとの間に、保護のレベルを追加提供できます。次のサイトを参照してくださ
い。
インターネットにアクセスして Symantec LiveUpdate からコンテンツをダウンロードするためにプロキシサー
バーに接続する Symantec Endpoint Protection Manager の設定
外部 LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするようにクライアントを設定するには
1. コンソールで LiveUpdate ポリシーを開き、［編集］をクリックします。
2. ［Windows 設定］、［Mac 設定］、［Linux 設定］の下で、［サーバーの設定］をクリックします。
3. ［デフォルト Symantec LiveUpdate server を使う］をクリックするか、別の LiveUpdate サーバーを指定します。
必要に応じて、プロキシ設定を指定します。
4. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
クライアント上のコンテンツと定義を更新する方法

インターネットにアクセスして Symantec LiveUpdate からコンテンツをダウンロー
ドするためにプロキシサーバーに接続する Symantec Endpoint Protection Manager
の設定
Symantec Endpoint Protection Manager は、プロキシサーバーを経由してインターネットに接続するように設定できま
す。インターネットに直接接続されるのはプロキシサーバーのみなので、プロキシサーバーを使えばセキュリティ層を追
加できます。
プロキシ サーバに接続してインターネットにアクセスし、Symantec LiveUpdate からコンテンツをダウンロード
するように Symantec Endpoint Protection Manager を設定する方法
1. コンソールで、［管理］をクリックし、［サーバー］をクリックします。
2. ［サーバー］で、プロキシサーバーの接続先の管理サーバーを選択します。
3. ［タスク］の下で、［サーバーのプロパティを編集する］をクリックします。
4. ［プロキシサーバー］タブの［HTTP プロキシの設定］または［FTP プロキシの設定］のいずれかで、［プロキシの
使用状況］について［カスタムプロキシ設定を使う］を選択します。
5. プロキシの設定を入力します。
これらの設定について詳しくは［ヘルプ］をクリックしてください。
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6. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
クライアントが Symantec LiveUpdate または社内 LiveUpdate サーバーへの通信に使うプロキシサーバーの指定

クライアントが Symantec LiveUpdate または社内 LiveUpdate サーバーへの通信に
使うプロキシサーバーの指定
クライアントが社内 LiveUpdate サーバーとの通信に使うプロキシサーバーを指定できます。プロキシの設定はグループ
更新プロバイダの設定に影響しません。
NOTE
他のクライアント通信に対するプロキシは別に設定します。
LiveUpdate と通信するプロキシ サーバを指定する方法
1. オプション 1: Windows コンピュータまたは Linux コンピュータのクライアントが Symantec LiveUpdate または社内
の LiveUpdate サーバーへの通信に使うプロキシサーバーを指定するには、コンソールで［ポリシー］をクリックし
ます。
2. ［ポリシー］で［LiveUpdate］をクリックし、［LiveUpdate の設定］タブをクリックします。
3. 目的のポリシーを右クリックして、［編集］を選択します。
4. ［Windows 設定］または［Linux 設定］で、［サーバーの設定］をクリックします。
5. ［LiveUpdate プロキシの設定］で、［プロキシオプションの設定］をクリックします。
6. 次のいずれかの操作をします。

• Windows クライアントの場合、［HTTP または HTTPS］タブで任意のオプションを選択します。FTP のプロキシ
設定を指定することもできます。

• Linux クライアントの場合、［HTTP］タブで任意のオプションを選択します。
オプションについて詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。
7. ダイアログボックスで［OK］をクリックします。
8. ［OK］をクリックします。
9. オプション 2: Mac コンピュータ上のクライアントが Symantec LiveUpdate または社内の LiveUpdate サーバーへの
通信に使うプロキシサーバーを指定するには、コンソールで［クライアント］ > ［ポリシー］をクリックします。
10. ［場所に依存しないポリシーと設定］の［設定］で、［外部通信の設定］をクリックします。
11. ［プロキシサーバー (Mac)］タブで、必要なオプションを選択します。
オプションについて詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。
12. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
クライアント上のコンテンツと定義を更新する方法

クライアントコンピュータへの LiveUpdate ダウンロードスケジュールの
設定
LiveUpdate クライアントのスケジュール設定は、LiveUpdate 設定ポリシーで定義されます。これらの設定は Symantec
LiveUpdate server または社内の LiveUpdate サーバーから最新の更新を取得する LiveUpdate セッションに適用されま
す。次のサイトを参照してください。
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• 外部 LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定
• 社内の LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定
帯域幅を節約するために、次の条件のいずれかを満たす場合にのみクライアントで定時 LiveUpdate セッションを実行す
るようにできます。

• クライアントコンピュータのウイルス定義とスパイウェア定義の経過日数が 2 日を越えている
• クライアントコンピュータが Symantec Endpoint Protection Manager から 8 時間以上接続解除されている
NOTE
ネットワークにあまり接続しないクライアントコンピュータで確実に最新の更新を取得するには、これらのコ
ンピュータが Symantec LiveUpdate server から更新を取得するようにします。これらのサーバーは公開サー
バーです。そのため、クライアントがネットワークに接続しているかどうかにかかわらず更新を取得します。
クライアント コンピュータへの LiveUpdate ダウンロード スケジュールを設定する方法
1. オプション 1: Windows クライアントコンピュータへの LiveUpdate ダウンロードのスケジュールを設定するに
は、［ポリシー］をクリックしてから、［LiveUpdate］をクリックします。
2. ［LiveUpdate の設定］タブで、目的のポリシーを右クリックして、［編集］をクリックします。
3. ［Windows の設定］の下で、［スケジュール］をクリックします。
4. ［LiveUpdate スケジュールを有効にする］にチェックマークを付けていることを確認します。このオプションはデ
フォルトで有効になっています。
5. 頻度を指定します。
［毎日］を選択した場合は、実行する時刻も設定します。［毎週］を選択した場合は、実行する時刻と曜日も設定し
ます。
6. ［連続的］以外の頻度を選択した場合は、［再試行ウィンドウ］を指定します。
［再試行ウィンドウ］は、定時 LiveUpdate が何らかの理由で失敗した場合に、クライアントコンピュータが
LiveUpdate を実行しようとする時間数または日数です。
7. 必要に応じてその他のオプションを設定します。定義が最新でない場合や最近クライアントが管理サーバーに接続し
ていない場合はデフォルト値のままにして LiveUpdate を実行することを推奨します。
8. ［OK］をクリックします。次のサイトを参照してください。
LiveUpdate サーバーからのコンテンツダウンロードのランダム化
9. オプション 2: Mac クライアントコンピュータへの LiveUpdate ダウンロードのスケジュールを設定するには、［ポリ
シー］をクリックしてから、［LiveUpdate］をクリックします。
10. ［LiveUpdate 設定ポリシー］ページで、目的のポリシーを右クリックして［編集］をクリックします。
11. ［Mac の設定］の下で、［スケジュール］をクリックします。
12. 頻度を指定します。
［毎日］を選択した場合は、実行する時刻も設定します。［毎週］を選択した場合は、実行する時刻と曜日も設定し
ます。
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13. 終了したら［OK］をクリックします。
14. オプション 3: Linux クライアントコンピュータへの LiveUpdate ダウンロードのスケジュールを設定するに
は、［LiveUpdate 設定ポリシー］タブで、目的のポリシーを右クリックして、［編集］をクリックします。
15. ［Linux の設定］の下で、［スケジュール］をクリックします。
16. ［LiveUpdate スケジュールを有効にする］にチェックマークを付けます。このオプションはデフォルトで有効になっ
ています。
NOTE
このボックスのチェックマークをはずすべきではありません。［LiveUpdate スケジュール］を無効にする
と、Linux クライアントが最新の更新を受信しなくなります。
17. 頻度を指定します。
［毎日］を選択した場合は、実行する時刻も設定します。［毎週］を選択した場合は、実行する時刻と曜日も設定し
ます。
18. ［連続的］以外の頻度を選択した場合は、［再試行ウィンドウ］を指定します。
［再試行ウィンドウ］は、定時 LiveUpdate が失敗した場合にクライアントコンピュータが LiveUpdate を試行するま
での時間数または日数です。
コンテンツダウンロードをランダム化することもできます。
19. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
クライアント上のコンテンツと定義を更新する方法

ユーザーが LiveUpdate に対して持つ制御権限の設定
出張するユーザーに、インターネット接続を使って Symantec LiveUpdate server から更新を直接取得することを許可し
たい場合があります。また、コンテンツダウンロードについて設定した LiveUpdate スケジュールの修正をユーザーに許
可できます。
NOTE
インストールパッケージが作成されたときに、管理外クライアントに LiveUpdate の設定ポリシーが割り当て
られていた場合、ユーザーによるコンピュータの再起動後に、そのポリシーの設定はユーザーの変更よりも常
に優先されます。コンピュータを再起動した後にユーザーが変更した LiveUpdate の設定を保つ管理外クライ
アントをインストールするには、インストールファイルからクライアントをインストールします。Symantec
Endpoint Protection Manager からエクスポートされたクライアントインストールパッケージは使わないでくだ
さい。
ユーザーが LiveUpdate に対して持つ制御権限を設定するには
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1. コンソールで、［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］で、［LiveUpdate］をクリックします。
3. ［LiveUpdate の設定］タブで、目的のポリシーを右クリックして、［編集］をクリックします。
4. ［Windows の設定］の下で、［拡張設定］をクリックします。
5. ［ユーザー設定］ペインで、［ユーザーが手動で LiveUpdate を起動するのを許可する］にチェックマークを付けま
す。
6. オプションで、［ユーザーに LiveUpdate スケジュールを修正を許可する］にチェックマークを付けます。
7. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• Symantec Endpoint Protection のセキュリティ更新の古いバージョンに戻す
• クライアントコンピュータへの LiveUpdate ダウンロードスケジュールの設定

クライアント更新要求のネットワーク過負荷の軽減
管理サーバーまたは GUP から同時にウイルスとスパイウェアの完全な定義セットのダウンロードを要求するクライアン
トの数が多すぎるという、発生頻度は低いものの重大な状況では、ネットワークの管理が必要になります。この状況は、
管理サーバーにエラーが発生したり、ディスク容量を使い果たしたりした場合に発生します。そのためクライアントでの
定義のダウンロードと更新が失敗します。この状況は、管理サーバーが定義パッケージをダウンロードせず、クライアン
トがこの特定の差分を要求する場合にも発生することがあります。いずれにしても、クライアントは管理サーバーまたは
GUP から完全な定義のセットを含むパッケージを要求する必要があります。
ネットワークでの過負荷を防ぐため、管理サーバーは次の機能を提供します。

• 指定した時間内に、指定した数の完全な定義セットの要求を管理サーバーが受け取ったときの通知。

•
•

この通知の条件は、環境における過負荷の原因に応じて設定します。通知を設定するには、［ネットワークロード: ウ
イルスとスパイウェアの完全定義の要求］という通知の定義を追加します。次のサイトを参照してください。
管理者通知の設定
管理サーバーが完全セットのみを提供する場合に、クライアントがウイルスとスパイウェアの定義の差分を
LiveUpdate サーバーから取得できるようにする機能。LiveUpdate 設定ポリシーで、［拡張設定］、［LiveUpdate
サーバーから小さなクライアントインストールパッケージをダウンロードします］の順にクリックします。
クライアントが管理サーバーからウイルスとスパイウェアの完全な定義セットをダウンロードできないようにする機
能。
ネットワークの過負荷の通知を受け取ると、その後管理サーバーからの完全なパッケージのダウンロードを遮断でき
ます。ただし、すでに進行中のダウンロードは停止できません。このオプションは、［管理］ > ［サーバー］ > サー
バー名 > ［サーバーのプロパティを編集］ > ［完全定義のダウンロード］ > ［クライアントが完全定義パッケージを
ダウンロードできないようにする］の順にクリックして構成します。次のサイトを参照してください。
完全定義のダウンロード

同時コンテンツダウンロードのランダム化について
Symantec Endpoint Protection Manager はデフォルト管理サーバーまたは GUP (Group Update Provider) からクライアン
トへの同時コンテンツダウンロードのランダム化をサポートします。LiveUpdate サーバーからクライアントへのコンテ
ンツダウンロードのランダム化もサポートします。ランダム化はピーク時のネットワークトラフィックを減らしデフォル
トで有効になっています。
ランダム化機能は有効または無効にできます。デフォルト設定は有効です。ランダム化ウィンドウを設定することもで
きます。管理サーバーはランダム化ウィンドウを使ってコンテンツダウンロードのタイミングをずらします。通常は、デ
フォルトのランダム化設定を変更する必要はありません。
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ただし、場合によっては、ランダム化ウィンドウの値を増やす必要があります。たとえば、管理サーバーを実行する同
じ物理コンピュータ上の複数の仮想コンピュータで Symantec Endpoint Protection クライアントを実行することがありま
す。ランダム化の値を大きくするとサーバーのパフォーマンスは向上しますが、仮想マシンへのコンテンツ更新は遅くな
ります。
管理サーバーを実行する単一のサーバーに多くの物理クライアントコンピュータが接続しているときにもランダム化ウィ
ンドウを大きくすることが必要になる場合があります。一般に、クライアントとサーバーの比率が大きいほど、ランダム
化ウィンドウに設定する値を高くする必要があります。ランダム化の値を大きくするとサーバーのピーク負荷は小さくな
りますが、クライアントコンピュータへのコンテンツ更新は遅くなります。
クライアントの数が非常に少なくコンテンツの配信を急ぐ場合は、ランダム化ウィンドウに設定する値を小さくします。
ランダム化の値が小さいほどサーバーのピーク負荷は大きくなりますが、クライアントへのコンテンツ配信は速くなりま
す。
デフォルト管理サーバーまたは GUP からのダウンロードの場合は、選択したグループの［通信の設定］ダイアログボッ
クスでランダム化を設定します。この設定は LiveUpdate 設定ポリシーには含まれません。
LiveUpdate サーバーからクライアントへのダウンロードの場合は、LiveUpdate 設定ポリシーの一部としてランダム化の
設定を行います。
詳しい情報

• デフォルトの管理サーバーまたは GUP からのコンテンツダウンロードのランダム化
• LiveUpdate サーバーからのコンテンツダウンロードのランダム化
• 社内の LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定

デフォルトの管理サーバーまたは GUP からのコンテンツダウンロードのラ
ンダム化
複数のクライアントコンピュータが同時にデフォルトの管理サーバーまたは GUP からのコンテンツのダウンロードを試
みると、それらのサーバーや GUP ではパフォーマンスの低下が発生することがあります。クライアントコンピュータの
所属先グループの通信設定でランダム化ウィンドウを設定できます。各クライアントコンピュータは、そのウィンドウ内
のランダムな時刻にコンテンツのダウンロードを試みます。
NOTE
この通信設定では、LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするクライアントコンピュータのラン
ダム化の設定は制御されません。それらのコンピュータのランダム化の設定は LiveUpdate 設定ポリシーで変更
できます。次のサイトを参照してください。
LiveUpdate サーバーからのコンテンツダウンロードのランダム化
デフォルトの管理サーバーまたは GUP からのコンテンツダウンロードをランダム化するには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］の下で、目的のグループをクリックします。
3. ［ポリシー］タブの［場所に依存しないポリシーと設定］の［設定］で、［通信の設定］をクリックします。
4. ［通信の設定］ダイアログボックスの［ダウンロードランダム化］で、［ランダム化を有効にする］にチェックマー
クを付けます。
5. オプションで、ランダム化ウィンドウの期間を変更します。
6. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• 同時コンテンツダウンロードのランダム化について
• 社内の LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定
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LiveUpdate サーバーからのコンテンツダウンロードのランダム化
複数のクライアントコンピュータが LiveUpdate サーバーからのコンテンツのダウンロードを試みると、ネットワークで
トラフィックの混雑が発生することがあります。Windows または Linux クライアントのランダム化ウィンドウを含める
ように更新スケジュールを設定できます。各クライアントコンピュータは、そのウィンドウ内のランダムな時刻にコンテ
ンツのダウンロードを試みます。
NOTE
LiveUpdate 設定ポリシー内のスケジュール設定では、デフォルトの管理サーバーまたは GUP からコンテンツ
をダウンロードするクライアントコンピュータのために、ランダム化は制御されません。それらのコンピュー
タのランダム化の設定は、コンピュータが属するグループの［通信の設定］ダイアログボックスで変更できま
す。次のサイトを参照してください。
デフォルトの管理サーバーまたは GUP からのコンテンツダウンロードのランダム化
LiveUpdate サーバーからのコンテンツダウンロードをランダム化するには
1. ［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］で、［LiveUpdate］をクリックします。
3. ［LiveUpdate の設定］タブで、編集するポリシーを右クリックし、次に［編集］をクリックします。
4. ［Windows 設定］、［Mac 設定］、［Linux 設定］の下で、［スケジュール］をクリックします。
5. ［ダウンロードランダム化オプション］の下で、［開始日時を時間単位の±でランダム化する］にチェックマークを
付けます。
NOTE
この設定は、［週単位］の更新を選択する場合は日単位です。
6. オプションで、ランダム化された開始日時の期間を変更します。
7. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• 同時コンテンツダウンロードのランダム化について
• 社内の LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定

Windows クライアントコンピュータがアイドル状態のときにクライアント
更新を実行する設定
Windows クライアントコンピュータのパフォーマンスの問題を軽減するため、クライアントコンピュータがアイドル状
態のときにコンテンツのダウンロードが実行されるように設定できます。この設定はデフォルトでオンになります。コン
ピュータがいつアイドル状態になっているかを特定するためには、ユーザー、CPU、ディスクの動作など、いくつかの
基準が使われます。
［アイドル検出］が有効になっている場合、いったん更新の期日になると、次の条件によってセッションの遅延が起きる
ことがあります。

•
•
•
•
•

ユーザーがアイドル状態でない。
コンピュータがバッテリ電源で動作中。
CPU がビジー状態。
ディスク I/O がビジー状態。
ネットワーク接続が存在しない。
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1 時間後、実行を妨げる条件は CPU がビジー状態、ディスク I/O がビジー状態、ネットワーク接続が存在しない、
に少なくなります。定時更新が 2 時間遅滞すると、ネットワーク接続が存在すればアイドルの状態を無視して定時
LiveUpdate が実行されます。
Windows クライアントコンピュータがアイドル状態のときにクライアント更新を実行するように設定するには
1. ［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］で、［LiveUpdate］をクリックします。
3. ［LiveUpdate の設定］タブで、編集するポリシーを右クリックし、次に［編集］をクリックします。
4. ［Windows の設定］の下で、［スケジュール］をクリックします。
5. Delay scheduled LiveUpdate until the computer is idle. を調べてください遅滞のセッションは無条件で動作しま
す。
6. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• クライアントコンピュータへの LiveUpdate ダウンロードスケジュールの設定
• 定義が古いときや Windows コンピュータが切断されていたときに実行するクライアント更新の設定

定義が古いときや Windows コンピュータが切断されていたときに実行す
るクライアント更新の設定
定義が古いとき、または指定された期間コンピュータがネットワークから切断されていたときに、Windows クライアン
トが更新されるようにできます。
NOTE
両方の利用可能なオプションにチェックマークを付けた場合、クライアントコンピュータは両方の条件を満た
す必要があります。
定義が古いときに、またはコンピュータがマネージャから切断されているときに Windows クライアント更新を設
定するには
1. ［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］で、［LiveUpdate］をクリックします。
3. ［LiveUpdate の設定］タブで、編集するポリシーを右クリックし、次に［編集］をクリックします。
4. ［Windows の設定］の下で、［スケジュール］をクリックします。
5. ［LiveUpdate が動作するのはウイルス定義やスパイウェア定義の経過日数が次の日数を超えた場合のみです:］に
チェックマークを付けてから、時間数または日数を指定します。
6. ［LiveUpdate が動作するのはクライアントが Symantec Endpoint Protection Manager から切断されてからの経過
日数が次の日数を超えた場合のみです:］にチェックマークを付けてから、分数または時間数を指定します。
7. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• クライアントコンピュータへの LiveUpdate ダウンロードスケジュールの設定
• Windows クライアントコンピュータがアイドル状態のときにクライアント更新を実行する設定
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Symantec Endpoint Protection Manager からコンテンツをダウンロード
するためのクライアントの設定
クライアントにコンテンツをダウンロードするためのデフォルトの方法は、管理サーバーを使うことです。
管理サーバーからクライアントに対する更新のスケジュールを定義しないでください。クライアントは、通信モードと
ハートビート頻度に基づき管理サーバーからコンテンツをダウンロードします。
からコンテンツをダウンロードするようにクライアントを設定するにはSymantec Endpoint Protection Manager
1. コンソールで LiveUpdate ポリシーを開き、［編集］をクリックします。
2. ［Windows の設定］の下で、［サーバーの設定］をクリックします。
3. ［デフォルト管理サーバーを使う］にチェックマークを付けていることを確認します。
4. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
プッシュモードまたはプルモードを使用した、クライアントのポリシーとコンテンツの更新

Windows クライアントでリリースする前のエンジン更新のテスト
Symantec Endpoint Protection には、その機能の一部を実行するエンジンがいくつか含まれています。これらのエンジン
は、バイナリファイル (.dll または .exe) であり、セキュリティ定義と共に提供されます。シマンテック社は、これらのエ
ンジンの機能を更新して、Symantec Endpoint Protection の機能を強化し、新しい脅威に対応します。
シマンテック社は 1 日に数回ウイルス定義を更新しますが、エンジンコンテンツの更新は四半期単位です。エンジンは
LiveUpdate を使用して更新されます。
実稼働環境にエンジン コンテンツをロールアウトする前に、コンテンツをダウンロードしてテストできる特別なサーバ
が用意されています。これらの更新は早期採用サーバー (EAS) でリリースされます。一般リリースで LiveUpdate 公開
サーバーからエンジンが入手できるようになる数週間前に、エンジンの更新がリリースされます。
EAS を使用してエンジンの更新をダウンロードして、ラボ環境で試し、シマンテック社まで、発生した競合をお知らせ
ください。このプロセスにより、シマンテック社は、一般リリース前にこの競合を修正できます。
エンジンの更新をテストするには、次の手順を使用します。

•
•
•
•
•

ステップ 1: コンテンツを受信するテストコンピュータのグループを作成する
ステップ 2: 早期採用サーバーからプレリリースコンテンツを受信するテストコンピュータを設定する
ステップ 3： 特定のエンジン バージョンに対してテスト コンピュータと非テスト コンピュータを設定する
ステップ 4: 新しいエンジンのリリースに関する通知を設定する（省略可能）
ステップ 5: エンジンコンテンツがリリースされた後、テストコンピュータを監視する

ステップ 1: コンテンツを受信するテストコンピュータのグループを作成する
エンジンの互換性の最も正確なテストには、実際の作業を行う実働システムを利用します。次の基準を使用して EAS コ
ンテンツを受信するクライアントコンピュータのセットを選択して、永続的なテストグループを作成します。

• 環境内の重要なシステムのさまざまな種類を識別します。これらのシステムは、ハードウェア、ソフトウェア、機能
•
•

によって、互いに異なる場合があります。たとえば、デスクトップのゴールデンイメージ (マスターイメージ)、POS
システム、Web サーバーなどの小売りシステムを、テストする他の重要なシステムから識別する可能性があります。
一部のソフトウェアの競合は断続的にのみ現れるため、各種類に対して複数のシステムを使用します。通常使用して
いて、代表的な作業負荷を実行するソフトウェアがインストールされている実働システムを選択します。
早期リリースコンテンツを受信するテストクライアントコンピュータを、テストしない実働コンピュータに似せて設
定します。テストクライアントと非テストクライアントの両方が、同じ Symantec Endpoint Protection 機能をインス
トールして、同じポリシーを使用する必要があります。
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EAS によるテストに実働コンピュータを使用したくない場合、ラボベースのシステムを使用できます。この場合、テス
トでシステムの機能を実行して負荷をシミュレーションする自動化のコーディングを行うと便利です。
クライアントコンピュータが少数の場合、必要なのは Symantec Endpoint Protection Manager 1 つと Windows クライア
ント用の Symantec Endpoint Protection 1 つです。
ステップ 2: 早期採用サーバーからプレリリースコンテンツを受信するテストコンピュータを設定する
テストグループについては、次の手順を実行して、シマンテック社の早期採用サーバーからコンテンツをダウンロードす
るように LiveUpdate を設定します。
シマンテック社の早期採用 LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするサイトを設定するには
1.
2.
3.
4.

コンソールで、［管理］>［サーバー］の順に選択します。
［サーバー］で、［ローカルサイト］を右クリックして［サイトプロパティを編集］をクリックします。
［LiveUpdate 更新元サーバー］で、［ダウンロード元サーバーの編集］をクリックします。
［LiveUpdate サーバー］ダイアログボックスで、［プレリリースのコンテンツに Symantec LiveUpdate サーバーを
使用］をクリックして、［OK］ > ［OK］とクリックします。

シマンテック社の早期採用 LiveUpdate サーバーでプレリリースを使用する管理下クライアントを設定するには
1. コンソールで、新しい LiveUpdate 設定ポリシーを開いて、［ポリシー］ > ［LiveUpdate］とクリックします。
2. ［Windows の設定］で、［サーバーの設定］ > ［LiveUpdate サーバーを使う］ > ［プレリリースのコンテンツに
Symantec LiveUpdate サーバーを使用］とクリックします。
3. ［OK］をクリックして、ポリシーをテストグループに割り当てます。
LiveUpdate 設定ポリシーが EAS からコンテンツを取得するかぎり、テストクライアントはコンテンツのプレリリース
バージョンを受信し続けます。
NOTE
テストしないグループについては、LiveUpdate 設定ポリシーを通常使用している LiveUpdate サーバーに設定
します。一般リリースのエンジンが入手できるようになったら、クライアントコンピュータの受信設定に応じ
て、すべてのクライアントコンピュータが LiveUpdate コンテンツを受信します。
詳細については、次を参照してください。

• 社内の LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定
• 外部 LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定
ステップ 3： 特定のエンジン バージョンに対してテスト コンピュータと非テスト コンピュータを設定する
次のように複数の LiveUpdate コンテンツポリシーを設定します。

• テストグループは、セキュリティ定義とエンジンの最新バージョンを受信します。このグループは、プレリリースの
•

エンジンバージョンを含む今後すべてのコンテンツリビジョンをダウンロードします。
非テストグループは、エンジンの既存の安全なバージョンを受信します。
エンジンのバージョンでロックすることもできます。このオプションでは、クライアントは特定のエンジンに関連付
けられている最新のセキュリティ定義を受信し続けますが、エンジンの最新のバージョンは受信しません。次のサイ
トを参照してください。
Symantec Endpoint Protection のセキュリティ更新の古いバージョンに戻す
テストグループがプレリリースコンテンツで普通に機能することを確認したら、非テストグループで次に使用するエ
ンジンバージョンを手動で選択します。

ステップ 4: 新しいエンジンのリリースに関する通知を設定する（省略可能）
LiveUpdate が Symantec Endpoint Protection Manager にダウンロードする予定のエンジンリリースの通知を取得するに
は、次のいずれかを実行します。
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• 新しいコンテンツが Symantec Endpoint Protection Manager にダウンロードされたとき用の通知を追加します。新し

いコンテンツの通知には、新しいエンジン リリースとセキュリティ定義の情報が含まれます。エンジンのバージョン
によってコンテンツリビジョンを指定する 1 つ以上の LiveUpdate コンテンツポリシーが入手可能なエンジンの更新
によりロックされている場合にのみ、通知を受信します。
通知を表示するには、［ホーム］ページの［セキュリティの状態］ペインで、［通知の表示］をクリックします。
NOTE

•

EAS での更新の頻度は正規の LiveUpdate サーバーと同じです。これらの通知の受信頻度が高すぎると感じ
る場合、通知が表示されないように設定します。
詳細については、次を参照してください。
管理者通知の設定
プレミアム サポートのお客様は、ここでカスタマ サブスクリプション ポータルにログオンできます。次のサイトを
参照してください。
プレミアム サポートのお客様が警告と通知にサインアップする方法

ステップ 5: エンジンコンテンツがリリースされた後、テストコンピュータを監視する
シマンテック社がエンジンの更新を EAS に公開した後、このコンテンツを受信するように設定したコンピュータの監視
を開始します。次の項目を監視します。

• テストコンピュータがエンジンの更新のプレリリースバージョンを実行することを確認します。次のサイトを参照し
•
•
•

てください。
クライアントコンピュータで動作するエンジンと定義の確認
Microsoft System Center Operations Manager などのツールを使用するサーバーとその他の重要なインフラ上での稼
働時間と利用可能なリソース。
クライアントコンピュータで動作するアプリケーションが、想定通り動作し続けることを確認します。
Symantec Endpoint Protection クライアントの状態が、管理サーバーに接続されたまま保護されていることを確認し
ます。次のサイトを参照してください。
クライアントが管理サーバーに接続され、保護されているかどうかの確認

さらに、ポリシーを変更した後にクライアントを実行するか、スキャンを実行して、想定通りコンピュータが機能するこ
とを確認します。
予想外の動作に気付くか、エンジンの更新とのソフトウェアの競合が存在すると感じる場合、サポートに連絡してくださ
い。通常、段階的ロールアウトの開始前にソフトウェアの競合があることを確認した場合、シマンテック社は、公開のス
ケジュールを再設定して、お客様と共に問題を修正します。その後、シマンテック社は、更新されたエンジンを EAS に
再公開します。

Symantec Endpoint Protection のセキュリティ更新の古いバージョンに
戻す
デフォルトでは、LiveUpdate サーバーから管理サーバーにダウンロードされるコンテンツの最新バージョン
は、Windows クライアントに自動的にダウンロードされます。LiveUpdate コンテンツポリシーは、クライアントが調べ
てインストールできるコンテンツの種類を指定します。
ただし、次の場合、古いバージョンのコンテンツをダウンロードする必要があります。

• 定義またはエンジンの最新のセットによって、クライアントコンピュータでソフトウェアの競合が発生している。
• コンテンツを実働環境にリリースする前に、制御グループで新しいエンジンをテストする時間が必要である。
NOTE
この機能は特に注意して使ってください。コンテンツの種類のチェックマークをはずすことは、クライアント
でその機能が最新の状態に維持されないことを意味します。この結果、クライアントを潜在的により大きいリ
スクにさらす可能性があります。
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コンテンツの種類を［リビジョンを選択する］に設定してから、Symantec Endpoint Protection クライアントを
クラウド管理下クライアントに変換する場合、コンテンツはクライアントで更新されません。この問題を回避
するには、クライアントを変換する前にコンテンツ オプションを［利用可能な最新のものを使う］に設定しま
す。
Symantec Endpoint Protection のセキュリティ更新の古いバージョンに戻す方法
1. コンソールで、［ポリシー］ > ［LiveUpdate］とクリックして、LiveUpdate コンテンツポリシーを開きます。
2. ［Windows の設定］の下で、［セキュリティ定義］をクリックします。
Mac クライアントまたは Linux クライアントのコンテンツはロールバックできません。
3. 特定のバージョンにコンテンツをロールバックするには、次のオプションのいずれかをクリックします。

• ［リビジョンを選択する］ > ［編集］をクリックし、リビジョン番号を選択します。
•

このオプションは、1 つの特定のセキュリティ定義セットにクライアントをロックします。クライアントは新しい
セキュリティ定義を受信しません。
［エンジンのバージョンを選択してください］ > ［編集］をクリックし、エンジンのバージョンを選択します。
このオプションは、特定の 1 つのエンジンのバージョンにクライアントをロックしますが、そのエンジンに関連
付けられている最新のセキュリティ定義を引き続き配布します。環境で現在のエンジンが動作することが判明して
いて、新しいエンジンのリリース前に異なるグループでテストする必要がある場合、エンジンのバージョンを選択
します。または、クライアントがそのコンテンツの種類の最新のエンジンバージョンと定義を受信し続けられるよ
うに、［利用可能な最新を使う］をクリックします。

4. ［OK］をクリックします。
コンテンツの更新で、クライアントコンピュータを再起動する必要はありません。
5. トラブルシューティングの問題を解決した後、［Windows の設定］で、コンテンツの各種類に対して［セキュリティ
定義］ > ［利用可能な最新を使う］をクリックします。
詳しい情報

• Windows クライアントでリリースする前のエンジン更新のテスト
• LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード

クライアントにコンテンツを配布するためのグループ更新プロバイダの使
用
グループ更新プロバイダ (GUP) は、コンテンツ更新を他のクライアントに直接配布するクライアントコンピュータで
す。
GUP の利点は次のとおりです。

• GUP に処理能力をオフロードすることによって帯域幅と管理サーバーのリソースを節約します。
• ネットワーク接続が低速かつ制限された状態で、更新を効果的に配信します。
• 社内の LiveUpdate サーバーよりも設定が容易です。
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Table 158: グループ更新プロバイダを使うためのタスク
手順

説明

ステップ 1: 設定できる GUP の種 単一、複数、クロスサブネットの GUP を設定できます。設定する GUP の種類は、ネットワーク
類の違いを理解する
やそのネットワーク上のクライアントによって決まります。グループ更新プロバイダのそれぞれ
の種類は、相互に排他的ではありません。ポリシーごとに 1 つ以上の種類のグループ更新プロバ
イダを設定できます。次のサイトを参照してください。
• グループ更新プロバイダの種類について
• ネットワークに 2 種類以上の GUP を設定した場合の影響について
ステップ 2: クライアント通信を確 GUP を設定する前に、クライアントコンピュータがサーバーからコンテンツ更新を受信できるこ
認する
とを確認します。クライアント/サーバーの通信の問題を解決します。
クライアントとサーバーの活動は、［監視］ページの［ログ］タブのシステムログで表示できま
す。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection クライアントの間の接
続に関する問題のトラブルシューティング
ステップ 3: 1 つ以上の
LiveUpdate 設定ポリシーで GUP
を設定する

GUP は LiveUpdate 設定ポリシーで設定します。次のサイトを参照してください。
GUP からコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定

ステップ 4: グループに
GUP を使うグループに LiveUpdate 設定ポリシーを割り当てます。GUP が存在するグループに
LiveUpdate 設定ポリシーを割り当 もポリシーを割り当てます。
てる
単一のグループ更新プロバイダについては、各サイトの各グループに 1 つの LiveUpdate 設定ポ
リシーを割り当てます。
複数の GUP と GUP の明示的リストについては、複数のサブネットにわたる複数のグループに 1
つの LiveUpdate 設定ポリシーを割り当てます。次のサイトを参照してください。
グループまたは場所へのポリシーの割り当て
ステップ 5: クライアントが GUP
として指定されることを確認する

GUP として指定されるクライアントコンピュータを表示するには、次のタスクのいずれかを実行
します。
• ［クライアント］、［クライアント］タブの順にクリックして目的のクライアントを右ク
リックし、［プロパティの編集］をクリックします。GUP のフィールドは True または
False です。
• グループ更新プロバイダとして機能するクライアントを検索します。次のサイトを参照して
ください。
グループ更新プロバイダとして機能するクライアントの検索

グループ更新プロバイダの種類について
複数種類の GUP を LiveUpdate 設定ポリシーで設定できます。使用する GUP の種類は、ネットワークの設定によって
決まります。ポリシーごとに 1 つ以上の種類の GUP を設定できます。これらは相互に排他的ではありません。
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Table 159: 特定の種類のグループ更新プロバイダを使う状況
グループ更新プ
ロバイダの種類

使うとき

単一

単一のグループ更新プロバイダは、クライアントの 1 つ以上のグループにコンテンツを提供する専用のクライ
アントコンピュータです。単一のグループ更新プロバイダを設定すると、単一のクライアントがグループ更新
プロバイダになります。単一のグループ更新プロバイダはあらゆるグループのクライアントコンピュータにな
ることができます。
すべてのクライアントコンピュータに対して同一のグループ更新プロバイダを使う場合は、単一のグループ更
新プロバイダを使います。
単一の GUP に固定 IP アドレスまたはホスト名を指定するには、単一の LiveUpdate 設定ポリシーを使いま
す。ただし、単一の GUP として機能するクライアントの場所を変更する場合は、ポリシーの IP アドレスを変
更する必要があります。
異なるグループの異なる単一のグループ更新プロバイダを使う場合には、各グループに個別の LiveUpdate 設
定ポリシーを作成する必要があります。

複数

複数のグループ更新プロバイダは、1 組のルール（基準）を使って、それ自体を、それが属するサブネット内
のクライアントのグループで使用するように選択します。すべてのクライアントコンピュータは同一のサブ
ネット上に存在します。
クライアントコンピュータが GUP としての役割を担うために必要な基準を指定します。クライアントコン
ピュータが基準を満たす場合、管理サーバーは GUP のグローバルリストにそのクライアントを追加します。
その後で、管理サーバーはグローバルリストをネットワーク内のすべてのクライアントで使用できるようにし
ます。クライアントはリストを調べ、それ自体のサブネットにある GUP を選択します。
複数の GUP を設定すると、複数のクライアントが GUP になります。
次のいずれかのシナリオでは、複数の GUP を使います。
• 複数のグループがあり、各グループに異なる GUP を使います。
複数のグループ更新プロバイダの選択のためのルールを指定する 1 つのポリシーを使うことができます。
クライアントが場所を変更する場合は、LiveUpdate 設定ポリシーを更新する必要がありません。Symantec
Endpoint Protection Manager はサイトとドメイン全体で複数のグループ更新プロバイダを結合します。リ
ストをネットワークのすべてのグループのすべてのクライアントで使用できるようにします。
• 複数の GUP はフェールオーバー機構として機能できます。複数のグループ更新プロバイダを使うと、各サ
ブネットで少なくとも 1 つのグループ更新プロバイダが利用できる確率が上がります。

明示的リスト

クライアントがそのクライアントのサブネット以外のサブネット上にある GUP に接続できるようにする場合
は、明示的な GUP リストを使います。場所が変わるクライアントは、リスト内のグループ更新プロバイダの
うち最も近いものにローミングできます。
明示的な GUP リストでは、クライアントは GUP になりません。
明示的なリストを設定すると、特定のサブネットの IP アドレスが設定されたクライアントで特定の GUP を使
うように指定できます。クライアントに複数の IP アドレスが設定されていることがあるため、管理サーバー
は、使用するグループ更新プロバイダと一致するときにクライアントのすべての IP アドレスを検討します。
したがって、ポリシーが一致する IP アドレスは、クライアントがグループ更新プロバイダと通信するために
使うインターフェースにバインドする必要はありません。
たとえば、クライアントに IP アドレス A が設定されていて、この IP アドレスを管理サーバーとの通信と
GUP との通信に使うとします。このクライアントには IP アドレス B も設定されており、この IP アドレスが
クライアントの LiveUpdate 設定ポリシーに設定した明示的 GUP と一致します。クライアントは、アドレス B
がグループ更新プロバイダとの通信に使うアドレスでない場合でも、使うグループ更新プロバイダをアドレス
B に基づいて選択することがあります。

LiveUpdate の設定のポリシーで単一または複数のグループ更新プロバイダを設定した場合は、以下の処理が実行されま
す。

• このポリシーでどのクライアントがグループ更新プロバイダとして機能するかを指定します。
• クライアントがこのポリシーでどの GUP をコンテンツ更新に使用するかを指定します。
明示的な GUP リストを設定した場合は、1 つの処理のみが実行されます。

• クライアントがこのポリシーでどの GUP をコンテンツ更新に使用するかを指定します。
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クライアントは GUP になりませんが、明示的なプロバイダリストのみが含まれているポリシーを設定、適用するこ
とはできます。ただし、Symantec Endpoint Protection Manager の別のポリシーで、単一のグループ更新プロバイダ
または複数のグループ更新プロバイダが設定されている必要があります。または、他のポリシーで両方の種類を設定
することもできます。
クライアントがどのグループ更新プロバイダからも更新を取得できない場合は、オプションで Symantec Endpoint
Protection Manager からの更新を試行できます。
詳しい情報

•
•
•
•

ネットワークに 2 種類以上の GUP を設定した場合の影響について
クライアントにコンテンツを配布するための GUP の使用
GUP からコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定
LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード

GUP からコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定
LiveUpdate 設定ポリシーを使って、クライアントが GUP のみから更新を取得して管理サーバーからは受け取らないよ
うにします。単一、複数、クロスサブネットの GUP を設定できます。設定する GUP の種類は、ネットワークやその
ネットワーク上のクライアントによって決まります。次のサイトを参照してください。
グループ更新プロバイダの種類について
GUP からコンテンツをダウンロードするようにクライアントを設定するには
1. GUP からコンテンツをダウンロードするようにクライアントを設定するには、コンソールで［ポリシー］をクリッ
クします。
2. ［ポリシー］で、［LiveUpdate］をクリックします。
3. ［LiveUpdate の設定］タブで、目的のポリシーを右クリックし、次に［編集］をクリックします。
4. ［LiveUpdate 設定ポリシー］ウィンドウで、［サーバーの設定］をクリックします。
5. ［社内または社外の LiveUpdate サーバー］の下で、［デフォルト管理サーバーを使う］にチェックマークを付けま
す。
6. ［グループ更新プロバイダ］で、［GUP を使います］にチェックマークを付けます。
7. ［GUP (Group Update Provider)］をクリックします。
8. 次のいずれかのタスクを行います。

• 「単一の GUP を設定するには」の手順に従います。
• 「複数の GUP を設定するには」の手順に従います。
• 「GUP の明示的リストを設定するには」の手順に従います。
9. ［GUP の設定］で、コンテンツを GUP コンピュータにダウンロードして格納する方法を制御するオプションを設定
します。
コンテンツダウンロードについて詳しくは［ヘルプ］を参照してください。
10. ［OK］をクリックします。
11. 単一のグループ更新プロバイダを設定するには、［グループ更新プロバイダ］ダイアログボックスで、［単一 GUP
の IP アドレスまたはホスト名］にチェックマークを付けて、単一のグループ更新プロバイダとして機能するクライ
アントコンピュータの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
IP アドレスまたはホスト名について詳しくは［ヘルプ］を参照してください。
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12. グループ更新プロバイダを設定する手順に戻ります。
13. 複数のグループ更新プロバイダを設定するには、［グループ更新プロバイダ］ダイアログボックスで、［複数グルー
プ更新プロバイダ］にチェックマークを付けて［グループ更新プロバイダリストの設定］をクリックします。
14. ［GUP リスト］ダイアログボックスで、ツリーノード［グループ更新プロバイダ］を選択して［追加］をクリック
してルールセットを追加します。
15. ［GUP ルール基準を指定してください］ダイアログボックスの［選択］ドロップダウンリストで、次のいずれかの
オプションを選択します。

• コンピュータ IP アドレス / ホスト名
• レジストリキー
• オペレーティングシステム
16. ［コンピュータ IP アドレス / ホスト名］または［レジストリキー］を選択した場合は、［追加］をクリックします。
17. IP アドレス、ホスト名、Windows レジストリキー、オペレーティングシステムの情報を入力または選択します。
ルールの設定について詳しくは［ヘルプ］を参照してください。
18. ［GUP（Group Update Provider）リスト］ダイアログボックスに戻るまで［OK］をクリックします。このダイアロ
グボックスでは任意に、より多くのルールセットを追加できます。
19. ［OK］をクリックします。
20. グループ更新プロバイダを設定する手順に戻ります。
21. グループ更新プロバイダの明示的リストを設定するには、［グループ更新プロバイダ］ダイアログボックス
で、［ローミングクライアントの明示的グループ更新プロバイダ］にチェックマークを付けて［明示的グループ更新
プロバイダリストを設定する］をクリックします。
22. ［追加］をクリックします。
23. ［明示的グループ更新プロバイダを追加する］ダイアログボックスで、これらの GUP をマップするクライアントの
サブネットを入力します。
［クライアントサブネットマスクの指定］をクリックして複数のクライアントのサブネットを一度に追加します。次
のサイトを参照してください。
明示的なグループ更新プロバイダの追加
24. IP アドレス、ホスト名、GUP のネットワークアドレスに基づいて、設定するマッピングの［種類］を選択します。
選択したマッピングの種類に必要な設定を入力します。
25. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• クライアント上のコンテンツを更新するための配布方法の選択
• クライアントにコンテンツを配布するための GUP の使用

グループ更新プロバイダとして機能するクライアントの検索
クライアントが GUP として利用可能であることを検証できます。［クライアント］タブで検索することによって GUP
のリストを表示できます。
NOTE
クライアントのプロパティも調べることができます。プロパティはクライアントがグループ更新プロバイダで
あるかどうかを示すフィールドを含んでいます。
グループ更新プロバイダとして機能するクライアントを検索するには
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1. コンソールで、［クライアント］をクリックします。
2. ［クライアント］タブの［表示］ボックスで、［クライアントの状態］を選択します。
3. ［タスク］ペインで［クライアントの検索］をクリックします。
4. ［検索］ドロップダウンリストで、［コンピュータ］を選択します。
5. ［グループ］フィールドで、グループ名を指定します。
6. ［検索基準］で、［検索フィールド］列をクリックし、［グループ更新プロバイダ］を選択します。
7. ［検索基準］で、［比較演算子］列をクリックし、［=］を選択します。
8. ［検索基準］で、［値］列をクリックし、［True］を選択します。
検索基準については［ヘルプ］をクリックしてください。
9. ［検索］をクリックします。
詳しい情報
クライアントにコンテンツを配布するための GUP の使用

ネットワーク内に 2 種類以上のグループ更新プロバイダを設定した場合の影響につい
て
ポリシーに単一または複数のグループ更新プロバイダを設定すると、Symantec Endpoint Protection Manager は、チェッ
クインしたすべてのプロバイダのグローバルリストを作成します。デフォルトでは、このファイルは次のようになりま
す。

• 64 ビットオペレーティングシステム: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\data\outbox\agent\gup\globallist.xml

• 32 ビットオペレーティングシステム: C:\Program Files \Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\data\outbox\agent\gup\globallist.xml

Symantec Endpoint Protection Manager は、グローバルリストを要求するすべてのクライアントにこのリストを提供し
ます。クライアントはこのリストにより、使用するグループ更新プロバイダを決定できます。この処理により、複数の
または明示的グループ更新プロバイダのみが設定されたポリシーを持つクライアントは、単一のプロバイダが明示的な
マッピング基準を満たせば、単一のグループ更新プロバイダも使用できます。これが可能になるのは、単一のプロバイダ
が、Symantec Endpoint Protection Manager からクライアントに提供されるプロバイダのグローバルリストの一部である
ためです。
したがって、クライアントは、Symantec Endpoint Protection Manager 上のいずれかのポリシーで設定されているどの
グローバル更新プロバイダでも使用できます。明示的グループ更新プロバイダリストのみを含んだポリシーをグループ
内のクライアントに適用すると、グループ内のすべてのクライアントは、明示的なマッピング基準を満たす、Symantec
Endpoint Protection Manager グローバルグループ更新プロバイダリスト内のグループ更新プロバイダを使用しようとし
ます。
NOTE
Symantec Endpoint Protection クライアントには、複数の IP アドレスが設定されていることがありま
す。Symantec Endpoint Protection では、グループ更新プロバイダとの一致においてすべての IP アドレスが考
慮されます。したがって、ポリシーが照合する IP アドレスは、クライアントが Symantec Endpoint Protection
Manager やグループ更新プロバイダとの通信で使うインターフェースにバインドされているとは限りません。
全種類の GUP が Symantec Endpoint Protection Manager 上のポリシーで設定されている場合、クライアントは次の順番
で、グローバルリスト内の GUP に接続を試みます。
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• 複数のグループ更新プロバイダのリストにあるプロバイダに対して順番に試行
• 明示的グループ更新プロバイダのリストにあるプロバイダに対して順番に試行
• 単一 GUP として設定されているプロバイダ
次の種類の明示的なマッピング基準を設定できます。

• IP アドレス: サブネット A 内のクライアントは、IP アドレスが x.x.x.x の GUP を使う。
• ホスト名: サブネット A 内のクライアントは、ホスト名が xxxx の GUP を使う。
• サブネットネットワークアドレス: サウネット A 内のクライアントは、##### B に存在する GUP を使う。
単一のポリシーの明示的グループ更新プロバイダリスト内で、複数のマッピング基準を使用できます。複数のマッピング
基準を設定する場合、意図しない結果を回避するために慎重に設定することを推奨します。たとえば、明示的なマッピン
グを誤って設定すると、更新を取得するための手段がクライアントから失われることがあります。
次の複数の明示的な基準を単一のポリシーに設定した場合を考えてみてください。

•
•
•
•
•

クライアントがサブネット 10.1.2.0 内にある場合、IP アドレスが 10.2.2.24 の GUP を使う
クライアントがサブネット 10.1.2.0 内にある場合、IP アドレスが 10.2.2.25 の GUP を使う
クライアントがサブネット 10.1.2.0 内にある場合、ホスト名が SomeMachine のグループ更新プロバイダを使う
クライアントがサブネット 10.1.2.0 内にある場合、サブネット 10.5.12.0 上の任意のグループ更新プロバイダを使う
クライアントがサブネット 10.6.1.0 内にある場合、サブネット 10.10.10.0 上の任意の GUP を使う

この明示的グループ更新プロバイダポリシーを使うと、クライアントがサブネット 10.1.2.0 上にある場合、最初の 4 つ
のルールが適用され、5 番目のルールは適用されません。10.15.1.0 など、マッピングが指定されていないサブネットに
クライアントが存在する場合、そのクライアントにはどのルールも適用されません。そのクライアントのポリシーでは、
明示的 GUP リストを使うように設定されていますが、クライアントがこれらのルールに基づいて使えるマッピングはあ
りません。Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec LiveUpdate server から更新をダウンロードする機能も
無効にすると、そのクライアントには利用可能な更新手段がなくなります。
詳しい情報

• グループ更新プロバイダの種類について
• GUP からコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定

Intelligent Updater ファイルを使用した Symantec Endpoint Protection
クライアントのコンテンツの更新
シマンテック社は、Symantec Endpoint Protection クライアントのコンテンツを更新するときにクライアントコンピュー
タで LiveUpdate を使うことを推奨します。ただし、LiveUpdate の使用を望まない場合や LiveUpdate を利用できない場
合は、Intelligent Updater ファイルを使ってクライアントを更新できます。Windows 用の Intelligent Updater の .exe ファ
イルは、クライアントのみを更新するように設計されています。Intelligent Updater ファイルには、Symantec Endpoint
Protection Manager がその管理下クライアントを更新するために必要とする情報は含まれていません。
Windows 用の Intelligent Updater ファイルは、ウイルスとスパイウェアの定義が含まれる自己実行型のファイルで
す。SONAR 定義用と、侵入防止シグネチャ用に追加の Intelligent Updater ファイルを使用できます。Mac と Linux 用
に、ウイルスとスパイウェアの定義をダウンロードできます。
ファイルをダウンロードした後、クライアントに更新を配布するために選択した配布方法を使うことができます。
NOTE
Intelligent Updater ファイルは、他の種類のコンテンツの更新は提供しません。たとえば、Intelligent Updater
では、拡張ファイル属性とシグネチャ、Auto-Protect ポータルリスト、Power Eraser 定義、縮小サイズの定義
はサポートされません。
Intelligent Updater ファイルを使用して Symantec Endpoint Protection クライアントのコンテンツを更新する方
法
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1. Intelligent Updater ファイルをダウンロードするには、Web ブラウザを利用して次のページに進みます。
https://www.symantec.com/security_response/definitions.jsp
2. ドロップダウン リストから、使用可能な Symantec Endpoint Protection オプションのいずれかを選択します。
ページが更新されて、そのバージョンで使用できるコンテンツが表示されます。
3. 保護カテゴリで、［ダウンロード］の隣にある［定義］をクリックします。
4. 更新するクライアントのバージョンに該当するファイル名をクリックします。
NOTE
Linux のウイルス定義の場合は、［Unix プラットフォーム］タブをクリックします。
5. ファイルを保存する場所を確認するメッセージが表示されたら、ハードディスクドライブ上のフォルダを選択しま
す。
6. 選択した配布方法を使って、クライアントコンピュータにファイルを配布します。
7. ウイルス定義とセキュリティ更新ファイルをクライアントコンピュータにインストールするには、クライアントコン
ピュータで、クライアントに配布された Intelligent Updater ファイルを検索します。
8. 次のいずれかの操作をします。

• Windows の場合: .exe ファイルをダブルクリックし、画面の指示に従います。
• Mac の場合: .zip ファイルをダブルクリックし、.pkg ファイルをダブルクリックし、画面の指示に従います。
• Linux の場合: ファイルの実行権限があることと、uudecode と uncompress がインストールされていることを確認
したら、スーパーユーザーの権限を使用して .sh ファイルを実行します。詳しくは次を参照してください。
Intelligent Updater を使用して Linux ベースのコンピュータのウイルス定義ファイルを更新する方法について

詳しい情報
クライアント上のコンテンツを更新するための配布方法の選択

サードパーティの配布ツールを使ったクライアントコンピュータの更新
一部の大企業は IBM Tivoli や Microsoft SMS などのサードパーティの配布ツールを利用して、クライアントコンピュー
タにコンテンツ更新を配布しています。Symantec Endpoint Protection では、サードパーティの配布ツールを使って
Windows オペレーティングシステムが実行されている管理下クライアントと管理外クライアントを更新することができ
ます。Mac クライアントと Linux クライアントは社内または外部 LiveUpdate サーバーからのみコンテンツ更新を受信で
きます。
サードパーティの配布ツールの使用を設定する前に、Symantec Endpoint Protection Manager と、更新するクライアント
コンピュータをインストール済みである必要があります。
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Table 160: 更新用のサードパーティの配布ツールの使用を設定するタスク
タスク

説明

コンテンツ更新を受信
するように Symantec
Endpoint Protection
Manager を設定する

コンテンツ更新を自動または手動で受信するように管理サーバーを設定できます。次のサイトを参照して
ください。
• LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード
• クライアント上のコンテンツと定義を更新する方法

サードパーティのコンテ
ンツ更新の配布を許可
するためにグループの
LiveUpdate の設定のポ
リシーを設定してくださ
い。

管理下クライアントを更新するためにサードパーティの配布のツールを使いたい場合にはそれを可能に
するためにグループの LiveUpdate の設定のポリシーを設定してください。次のサイトを参照してくださ
い。
管理下クライアントへのサードパーティのコンテンツ配布を許可する LiveUpdate 設定ポリシーの設定

サードパーティの配布
ツールから更新を受信す
るように管理外クライア
ントを準備する

サードパーティの配布ツールを使って管理外クライアントを更新する場合は、最初に、各管理外クライア
ントでレジストリキーを作成する必要があります。次のサイトを参照してください。
サードパーティの配布ツールから更新を受信するための管理外クライアントの準備

コンテンツを検索し、コ
ピーし、配布する

それぞれの Symantec Endpoint Protection Manager クライアントグループには、Symantec Endpoint
Protection Manager を実行するコンピュータに配置された index2.dax ファイルがあります。これらのファ
イルは、デフォルトで SEPM_Install\data\outbox\agent フォルダの下のサブフォルダにあります。クライ
アントを更新するには、この index2.dax ファイルを使う必要があります。
デフォルトの場所の SEPM_Install のデフォルト値は C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager です。次のサイトを参照してください。
• LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード
• サードパーティの配布ツールを使ったコンテンツの配布

管理下クライアントへのサードパーティのコンテンツ配布を許可する LiveUpdate 設
定ポリシーの設定
管理下クライアントを更新するためにサードパーティの配布のツールを使いたい場合にはそれを可能にするためにクライ
アントグループの LiveUpdate の設定のポリシーを設定してください。手動で LiveUpdate を実行するクライアントユー
ザーの機能を無効にするかどうかを選択できます。
この手順を終えると、グループのクライアント コンピュータでは以下の場所にフォルダが表示されます（Vista 以降のオ
ペレーティング システムの場合）。
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox
LiveUpdate のポリシーによる管理下クライアントへのサードパーティのコンテンツ配布を有効にするには
1. コンソールで、［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］で、［LiveUpdate］をクリックします。
3. ［LiveUpdate の設定］タブの［タスク］で、［LiveUpdate 設定ポリシーの追加］をクリックします。
4. ［LiveUpdate ポリシー］ウィンドウの［ポリシー名］と［説明］テキストボックスに、名前と説明を入力します。
5. ［Windows の設定］の下で、［サーバーの設定］をクリックします。
6. ［サードパーティ管理］で、［サードパーティコンテンツ管理を有効にする］にチェックマークを付けます。
7. その他の LiveUpdate 更新元オプションはすべて解除します。
8. ［OK］をクリックします。
9. ［ポリシーの割り当て］ダイアログボックスで、［はい］をクリックします。
この手順を取り消し、後からポリシーを割り当てることもできます。
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10. ［LiveUpdate ポリシーの割り当て］ダイアログボックスで、このポリシーを割り当てる 1 つ以上のグループに
チェックマークを付け、［割り当て］をクリックします。
詳しい情報
社内の LiveUpdate サーバーからコンテンツをダウンロードするためのクライアントの設定

サードパーティの配布ツールから更新を受信するための管理外クライアントの準備
インストールファイルから管理外クライアントをインストールする場合は、すぐにサードパーティの配布ツールを使っ
て、それらのクライアントに LiveUpdate コンテンツやポリシーの更新を配布することはできません。セキュリティ対策
として、これらのクライアントコンピュータはデフォルトではサードパーティの配布ツールが提供するコンテンツを信頼
したり、処理したりしません。
サードパーティの配布ツールを使って更新を正しく配信するには、最初に各管理外クライアントで Windows レジストリ
キーを作成する必要があります。このキーは、管理外クライアントで受信ボックスのフォルダを使って LiveUpdate コン
テンツとポリシーの更新を配布することを可能にします。
受信ボックスのフォルダは、管理外クライアントの以下の場所にあります（Vista 以降のオペレーティング システム）。
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox
レジストリキーを作成したら、サードパーティの配布ツールを使って、コンテンツまたはポリシーの更新をこのフォルダ
にコピーできます。Symantec Endpoint Protection クライアントソフトウェアは、更新を信頼して処理します。
サードパーティの配布ツールから更新を受信するために管理外クライアントを準備するには
1. 各クライアントコンピュータで、regedit.exe または別の Windows レジストリ編集ツールを使って次の Windows レジ
ストリキーのいずれかを追加します。

• 64 ビット コンピュータ上のクライアントの場合、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node
\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SPE\TPMState を追加します。

• 32 ビット コンピュータ上のクライアントの場合、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\SMC\SPE\TPMState を追加します。

2. レジストリキーの値型を DWORD（32 ビット版）または QWORD（64 ビット版）に設定してこの値を次のように
16 進数の 80 に設定します。
0x00000080 (128)

3. レジストリキーを保存し、レジストリ編集ツールを終了します。
詳しい情報

• サードパーティの配布ツールを使ったクライアントコンピュータの更新
• サードパーティの配布ツールを使ったコンテンツの配布

サードパーティの配布ツールを使ったコンテンツの配布
サードパーティの配布ツールを使ってクライアントコンピュータにコンテンツを配布するには、index2.dax ファイルを
使う必要があります。index2 ファイルの LiveUpdate に関連するコンテンツには、コンテンツモニカと呼ばれる 1 組の
GUID とそれらに関連付けられたシーケンス番号が含まれています。各コンテンツモニカは特定のコンテンツの種類に対
応します。index2 ファイルの各シーケンス番号は特定のコンテンツの種類のリビジョンに対応します。インストールし
た保護機能に応じて、必要なコンテンツの種類を決定する必要があります。次のサイトを参照してください。
LiveUpdate がダウンロードするコンテンツの種類について
NOTE
コンテンツモニカは通常、メジャーリリースごとに変わります。まれにマイナーリリースで変わる場合もあり
ます。シマンテック社は通常、リリース更新や保守パッチのモニカは変更しません。
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ContentInfo.txt ファイルを開くことによってコンテンツの種類へのモニカのマップを参照できます。デフォルト
で、ContentInfo.txt ファイルは C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\content
\ にあります。
たとえば、次のエントリを参照できます。
{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}: SEPC Virus Definitions
Win32 12.1 RU6 - MicroDefsB.CurDefs - SymAllLanguages

Symantec Endpoint Protection Manager のクライアントグループにはそれぞれ固有の index2 ファイルがあります。各ク
ライアントグループの index2 ファイルはそのグループのフォルダ内にあります。デフォルトで、クライアントグループ
のフォルダは C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\outbox\agent\ にあります。
クライアントグループのフォルダ名はグループポリシーのシリアル番号に対応しています。シリアル番号は、［グルー
プのプロパティ］ダイアログボックス、または［クライアント］ページの［詳細］タブで見つかります。各グループポリ
シーのシリアル番号の最初の 4 つの 16 進値は、そのグループのフォルダの最初の 4 つの 16 進値と一致します。
管理下クライアントが使う index2.dax ファイルは暗号化されます。ファイルの内容を参照するには、同じフォルダで利
用可能な index2.xml ファイルを開きます。index2.xml ファイルには、コンテンツモニカと連続（リビジョン）番号のリ
ストがあります。たとえば、次のエントリを参照できます。
<File Checksum="D5ED508E8CF7A8A4450B0DBA39BCCB25" DeltaFlag="1"
FullSize="625203112" LastModifiedTime="1425983765211" Moniker=
"{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}" Seq="150309034"/>

グループの LiveUpdate Content policy では、特定リビジョンのコンテンツまたは最新コンテンツのいずれかを指定しま
す。index2 ファイル内のシーケンス番号は、グループの LiveUpdate Content policy のコンテンツの指定に対応するシー
ケンス番号と一致している必要があります。たとえば、ポリシーがすべてのコンテンツの種類について［利用可能な最新
を使う］に設定されている場合は、各種類のシーケンス番号が、利用可能な最新のコンテンツとなっています。この例で
は、index2 ファイルが最新のコンテンツリビジョンに対応するシーケンス番号（リビジョン）を呼び出す場合にのみ配
布が機能します。シーケンス番号が他のリビジョンにも対応する場合は配布は失敗します。
NOTE
クライアントの \inbox フォルダにファイルを配置するには、Copy コマンドを使う必要があります。Move コマ
ンドを使用しても更新処理はトリガされず、更新は失敗します。コンテンツを配布用の単一アーカイブに圧縮
する場合は、直接 \inbox フォルダに圧縮解除しないでください。
サードパーティの配布ツールを使ってクライアントにコンテンツを配布するには
1. Symantec Endpoint Protection Manager を実行するコンピュータで、\Work_Dir などの作業フォルダを作成します。
2. 次のいずれかの処理を実行します。

• 管理下クライアントの場合は、コンソールの［クライアント］タブで、更新するグループを右クリックして［プロ
パティ］をクリックします。

• 管理外クライアントの場合は、コンソールの［クライアント］タブで、［My Company］を右クリックして［プロ
パティ］をクリックします。

3. ［ポリシーのシリアル番号］の最初の 4 つの 16 進値（たとえば 7B86）を書き留めます。
4. 次のフォルダに移動します。
SEPM_Install\data\outbox\agent
ここで、 SEPM_Install は、Symantec Endpoint Protection Manager のインストールフォルダを表します。デフォル
トのインストールフォルダは、C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager です。
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5. 最初の 4 つの 16 進数値が［ポリシーのシリアル番号］の値と一致するフォルダを探します。
6. そのフォルダを開き、index2.dax ファイルを作業フォルダにコピーします。
7. 次のフォルダに移動します。
SEPM_Install\Inetpub\content
ここで、 SEPM_Install は、Symantec Endpoint Protection Manager のインストールフォルダを表します。デフォル
トのインストールフォルダは、C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager です。
8. ContentInfo.txt を開いて読み、各 target moniker フォルダに含まれるコンテンツを探します。
各ディレクトリのコンテンツの形式は target moniker\シーケンス番号\full.zip|full です。
9. 各 \target moniker フォルダのコンテンツを \Work_Dir などの作業フォルダにコピーします。
10. 各 \target moniker からすべてのファイルとフォルダを削除し、次のフォルダ構造とファイルのみが作業フォルダに残
るようにします。
\\Work_Dir\target moniker\latest sequence number\full.zip
これで、作業フォルダは、クライアントに配布するフォルダ構造とファイルが含まれている状態になりました。
11. サードパーティの配布ツールを使って、作業フォルダのコンテンツを各クライアントの \\Symantec Endpoint
Protection\inbox\ フォルダに配布します。
最終結果は次のようになります。
\\Symantec Endpoint Protection\inbox\index2.dax
\\Symantec Endpoint Protection\inbox\target moniker\latest sequence number\full.zip
正常に処理されたファイルは処理後に削除されます。正常に処理されていないファイルは Invalid という名前のサブ
フォルダに移動されます。inbox フォルダの下の Invalid フォルダ内にファイルがある場合は、それらのファイルを
使って再試行する必要があります。
詳しい情報

• サードパーティの配布ツールを使ったクライアントコンピュータの更新
• サードパーティの配布ツールから更新を受信するための管理外クライアントの準備
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コンプライアンスの監視、レポート、エンフォース
レポートとログの実行と読み取り、ホスト インテグリティの設定を行う方法について説明します。
このセクションでは、以下の方法について説明します。

• ホストインテグリティを設定して、クライアントコンピュータが保護され、会社のセキュリティポリシーに準拠する
•
•

ようにする。
ログおよびレポートを使用して、環境内のセキュリティを監視する。
通知を管理する。

ホストインテグリティの設定
ネットワーク内のクライアントコンピュータに組織のセキュリティポリシーを順守させるには、ホストインテグリティポ
リシーを使います。
以下の表に、ホスト インテグリティ ポリシーを使用してセキュリティ コンプライアンスを設定するために必要な手順を
示します。
Table 161: ホストインテグリティポリシーを設定するためのタスク
手順

説明

ステップ 1: クライアントコン
ピュータの必要条件を調べ、ポリ
シーに従わないコンピュータに修
復処理を実施するホストインテグ
リティポリシーを追加する

新しいポリシーを追加するとき、次のタスクを実行します。
1. クライアントコンピュータに検査させる必要条件の種類を選択します。ソフトウェアの種類
別に必要条件を作成します (アプリケーション、ファイル、パッチなど)。次のサイトを参照
してください。
– ホストインテグリティ必要条件について
– ホストインテグリティポリシーへの事前定義済み必要条件の追加
2. ポリシーに従わないクライアントコンピュータの修復処理を設定します。
修復では、クライアントコンピュータが必要なソフトウェアをインストールするか、クライ
アントユーザーにインストールを要求する必要があります。次のサイトを参照してくださ
い。
事前定義済みのホストインテグリティ必要条件の修復の設定
3. 必要条件を検査し、修復を試す順序を設定します。たとえば、更新は特定の順序で完了する
必要があります。そうすることで、クライアントコンピュータの再起動が必要になる前にす
べての更新が適用されます。

ステップ 2: ホストインテグリティ
の検査と通知のオプションを設定
する

• ホストインテグリティ検査の実行頻度を設定します。次のサイトを参照してください。
ホストインテグリティ検査の頻度の設定

• ユーザーによる修復取り消しを可能にするかどうかを設定します。次のサイトを参照してく
•

ださい。
ユーザーによるホストインテグリティ修復の延期または中止の許可
ホストインテグリティ検査で合格または失格が判断されたときにクライアントコンピュータ
に表示する通知を設定します。通知を使い、エンドユーザーに次の指示を与えます。たとえ
ば、場合によっては、エンドユーザーはクライアントコンピュータに新しいパッチをダウン
ロードし、インストールすることを許可する必要があります。次のサイトを参照してくださ
い。
ホストインテグリティ検査の通知の設定

503

手順

説明

ステップ 3: ピアツーピアエン
フォースメントを設定する

ホストインテグリティコンプライアンスが試験されているクライアントコンピュータがすでにポ
リシーに従っているクライアントコンピュータと同じネットワークにある場合、ピアツーピアエ
ンフォースメントを設定できます。主に、ファイル共有のためのピアツーピアエンフォースメン
トを使います。次のサイトを参照してください。
ピアツーピア認証の設定によるリモートコンピュータの遮断

ステップ 4: ポリシーに従わないコ クライアントコンピュータがホストインテグリティ検査を失敗し、修復を実行しない場合、検疫
ンピュータと未修復のコンピュー ポリシーを使用してコンピュータを隔離できます。次のサイトを参照してください。
タの検疫ポリシーを設定する (省 失敗したホストインテグリティ検査のための検疫ポリシーの作成
略可能)

ホストインテグリティの仕組み
ホストインテグリティは、クライアントコンピュータが保護され、会社のセキュリティポリシーに準拠するようにしま
す。ホストインテグリティポリシーを使用して、企業のネットワークとデータを保護するためにクライアントのセキュリ
ティを定義、強制、復元します。
Table 162: クライアントコンピュータのセキュリティコンプライアンスを強制するためのプロセス
手順

説明

手順 1: クライアントコンピュー
タが、クライアントコンピュー
タ上でホストインテグリティ検
査を実行する

管理サーバーは割り当てグループのクライアントコンピュータにホストインテグリティポリシーを
ダウンロードします。クライアントコンピュータはホストインテグリティ検査を実行し、ホストイ
ンテグリティポリシーに追加した要件と各コンピュータの設定を比較します。
ホストインテグリティポリシーはウイルス対策ソフトウェア、パッチ、ホットフィックス、その他
のセキュリティ要件の存在を確認します。たとえば、ポリシーは、最新のパッチがオペレーティン
グシステムに適用されたかどうかを確認できます。次のサイトを参照してください。
ホストインテグリティの設定

手順 2: ホストインテグリティ検
査が成功するか、または失敗す
る

• コンピュータがすべてのポリシー要件を満たしている場合、ホストインテグリティ検査は成功

手順 3: ホストインテグリティ
検査に失敗した準拠しないコ
ンピュータを修復する（省略可
能）

• ホストインテグリティ検査が失敗した場合、クライアントを修復するように設定できます。修

します。

• コンピュータがポリシー要件を満たしていない場合、ホストインテグリティ検査は失敗しま

す。検査を成功させるために、失敗した要件を無視するようにポリシーを設定することもでき
ます。次のサイトを参照してください。
必要条件失敗時のホストインテグリティ検査の成功許可
また、クライアントがインストールされているリモートコンピュータへのインバウンドアクセスを
許可または遮断できる、ファイアウォールポリシーのピアツーピア認証を設定できます。次のサイ
トを参照してください。
ピアツーピア認証の設定によるリモートコンピュータの遮断

•

•

復するためには、クライアントは見つからないソフトウェアをダウンロードしてインストー
ルします。事前定義済みの必要条件またはカスタム必要条件で、クライアントを修復するよう
に、またはエンドユーザーを修復するように設定できます。修復後に、ホストインテグリティ
は、クライアントコンピュータがソフトウェアをインストールしたこと再確認します。次のサ
イトを参照してください。
事前定義済みのホストインテグリティ必要条件の修復の設定
修復を検証するホストインテグリティ検査が引き続き失敗する場合、クライアントは検疫のポ
リシーを適用します。検疫ポリシーを使って、失敗したコンピュータにより厳密な制限を適用
できます。次のサイトを参照してください。
失敗したホストインテグリティ検査のための検疫ポリシーの作成
クライアントが検疫の場所にある間、ホストインテグリティ検査は実行し、修復を試行し続け
ます。検査と修復の頻度の設定は、ホストインテグリティポリシーをどのように設定するかに
基づいています。クライアントが修復され、ホストインテグリティ検査に成功したら、クライ
アントは検疫の場所から自動的に移動します。
場合によっては、クライアントコンピュータを手動で修復する必要がある場合もあります。
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手順

説明

手順 4: クライアントでコンプラ ホストインテグリティ検査は、各クライアントのコンプライアンス状態をアクティブに監視しま
イアンスの監視を続行する
す。クライアントのコンプライアンス状態が変化する場合はいつでも、コンピュータの権限も変化
します。
• ホストインテグリティポリシーを変更すると、次のハートビート時にクライアントにダウン
ロードされます。その後にクライアントはホストインテグリティ検査を実行します。
• ホストインテグリティ検査の進行中に異なるホストインテグリティポリシーを持つ場所にクラ
イアントが切り替える場合、そのクライアントは検査を停止します。この停止の間、すべての
修復の試みが停止されます。新しい場所で修復サーバー接続が利用できない場合は、タイムア
ウトメッセージが表示されることがあります。検査が完了するとクライアントは結果を破棄し
ます。次にクライアントはその場所の新しいポリシーに基づいて新しいホストインテグリティ
検査をすぐに実行します。
ホストインテグリティ検査の結果はコンプライアンスログで確認できます。次のサイトを参照して
ください。
ログの表示

ホストインテグリティ必要条件について
新しいホストインテグリティポリシーを作成するときに、追加する必要条件の種類を決めます。
各必要条件では次の項目を指定します。

• 検査の条件
•

たとえば、1 つの必要条件としてウイルス定義の最新セットがクライアントコンピュータにインストールされている
かどうかを調べます。
クライアントが条件の必要条件を満たしていない場合に実行する修復処理
たとえば、見つからないウイルス定義をインストールするためにクライアントがこの定義をダウンロードできる URL
を修復処理に入れることができます。

以下の表に、使用できる必要条件の種類を示します。
Table 163: ホストインテグリティポリシーの必要条件の種類
次のように
入力します。

説明

事前定義済み必要条
件

特定のアプリケーションまたはファイルをインストールし、クライアントで実行していることを調べる事前定
義済み必要条件を使います。事前定義済み必要条件は、アプリケーション（ウイルス対策ソフトウェア、スパ
イウェア対策ソフトウェア、ファイアウォール、パッチ、Service Pack のいずれか）の状態を調べます。た
とえば、パッチ必要条件はクライアントコンピュータが特定のオペレーティングシステムのパッチを実行して
いるかを調べます。
事前定義済み必要条件の詳細が十分でない場合は、カスタム必要条件を追加してスクリプトを書き込みます。
次のサイトを参照してください。
ホストインテグリティポリシーへの事前定義済み必要条件の追加

テンプレートのカス
タム必要条件

テンプレートは、シマンテック社が通常の実行タスクを書き込んだ事前定義済みカスタム必要条件です。たと
えば、クライアントはパスワードが過去 42 日間に変更されたかを調べることができます。カスタム必要条件
のスクリプトを書き込む土台としてテンプレートを使うこともできます。
テンプレート必要条件は、ホストインテグリティポリシー LiveUpdate サービスを介して使えます。最初に
LiveUpdate を設定して管理サーバーにホストインテグリティのテンプレートをダウンロードする必要があり
ます。次のサイトを参照してください。
• テンプレートのカスタム必要条件の追加
• LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード
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次のように
入力します。
カスタム必要条件

説明
事前定義済み必要条件にもテンプレートにも必要な種類の検査が含まれていない場合はカスタム必要条件を使
います。カスタム必要条件のフィールドは事前定義済み必要条件と同じですが、より柔軟性に富んでいます。
たとえば、スパイウェア対策アプリケーションの事前定義済みリストに含まれていないスパイウェア対策アプ
リケーションを指定できます。
同様のアプリケーションを 1 つのカスタム必要条件にまとめることで、必要なアプリケーションの管理が簡
単になります。たとえば、Internet Explorer や Firefox などのインターネットブラウザを 1 つの必要条件にま
とめることができます。次のサイトを参照してください。
カスタマイズした必要条件スクリプトの記述

詳しい情報
ホストインテグリティの設定

ホストインテグリティポリシーへの事前定義済み必要条件の追加
ホストインテグリティポリシーの事前定義済み必要条件は、クライアントコンピュータがウイルス対策、スパイウェア対
策、ファイアウォールなどの複数種類のアプリケーションを実行していることを調べます。
Windows 7 オペレーティングシステムの特定のパッチなど、アプリケーションを特定します。クライアントコンピュー
タが取得する必要があるパッチのパスを指定します。
事前定義済み必要条件をホストインテグリティポリシーに追加するには
1. コンソールで、［ホストインテグリティポリシー］を開きます。
2. ［ホストインテグリティポリシー］ページで、［必要条件］ > ［追加］をクリックします。
3. ［必要条件の追加］ダイアログボックスで［必要条件を選択してください］ドロップダウンリストをクリックして事
前定義済み必要条件を選択し、［OK］をクリックします。
4. 必要条件の設定と修復のオプションを設定し、［OK］をクリックします。次のサイトを参照してください。
事前定義済みのホストインテグリティ必要条件の修復の設定
詳しくは［ヘルプ］を参照してください。
5. ［OK］をクリックします。
6. グループまたは場所にポリシーに割り当てます。
7. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• テンプレートのカスタム必要条件の追加
• カスタマイズした必要条件スクリプトの記述

事前定義済みのホストインテグリティ必要条件の修復の設定
クライアントのホストインテグリティ検査で必要条件を満たしていないと示された場合は、ポリシーを設定して必要な
ファイルを復元します。クライアントは必要なアプリケーションをダウンロード、インストール、実行してファイルを復
元し、必要条件を満たします。そうすることで、クライアントコンピュータはホストインテグリティ検査に成功します。
事前定義済みの必要条件を追加するダイアログボックスと同じダイアログボックスで修復を設定します。クライアントが
修復ファイルをダウンロードするパスと修復処理の実行方法の両方を指定します。
ユーザーがコンピュータを修復するタイミングを制御できるようにすることも可能です。たとえば、再起動するとユー
ザーの操作が消失する可能性がある場合に就業時間が終わるまで修復を延期すると安全です。
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必要条件を復元するコマンドをダウンロード、インストール、実行した後にはクライアントは常に必要条件を再テストし
ます。クライアントは pass または fail の結果をログに記録します。
事前定義済みのホストインテグリティ必要条件の修復を設定するには
1. コンソールでホストインテグリティポリシーを開き、事前定義された必要条件を追加します。次のサイトを参照して
ください。
ホストインテグリティポリシーへの事前定義済み必要条件の追加
2. ［必要条件の追加］ダイアログボックスで、［<必要条件の種類> がクライアントにインストール済みでなければイ
ンストールする］をクリックします。
3. ［インストールパッケージをダウンロード］をクリックする。
4. ［ダウンロード URL］テキストボックスに、クライアントコンピュータにダウンロードするインストールファイルの
URL を入力します。次のサイトを参照してください。
ファイルの場所の指定と修復用のコマンド実行について
5. ［コマンドを実行する］テキストボックスで、次のタスクのいずれかを実行します。

• クライアントユーザーがインストールを実行できるようにするには、テキストボックスを空白のままにします。
• インストールを自動的に実行するには、%F% と入力します。
%F% 変数は、最後にダウンロードしたファイルを表します。スタートメニューの［ファイル名を指定して実
行］で実行できる任意のコマンドを使います。たとえば、Vista 用のパッチをインストールするにはコマンド
%Systemroot%\system32\wusa.exe /quiet /norestart %F% を入力します。

6. 省略可能なオプションとして、修復の延期または中止を設定して［OK］をクリックします。次のサイトを参照して
ください。
ユーザーによるホストインテグリティ修復の延期または中止の許可
7. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
必要条件失敗時のホストインテグリティ検査の成功許可

ユーザーによるホストインテグリティ修復の延期または中止の許可
ユーザーが修復を都合のいい時間まで延期することを許可できます。必要条件のソフトウェアをインストールした後で
ユーザーがコンピュータを再起動する必要がある場合は、後でコンピュータを再起動できると便利です。
ユーザーが修復を延期すると次のイベントのいずれかが起きる場合があります。

• クライアントがイベントをログに記録する。必要条件を満たしていないのでホストインテグリティの状態に失敗であ
•

•
•

ることが示されます。ユーザーは、クライアントからいつでも手動で新しいホストインテグリティ検査を実行できま
す。
クライアントが別のホストインテグリティ検査を実行するまで、ホストインテグリティ検査の修復メッセージウィン
ドウが表示されない。ユーザーが 5 分後の再通知を選択しても、ホストインテグリティ検査を 30 分ごとに実行する
場合にはメッセージウィンドウは 30 分後まで表示されません。ユーザーの混乱を避けるために、最小時間設定をホ
ストインテグリティ検査の頻度設定に合わせることをお勧めします。
ユーザーが次回のホストインテグリティ検査の前に修復を延期すると、ユーザーの選択が強制変更される。
ユーザーが修復処理を延期し、クライアントが更新済みポリシーを受け取った場合に修復までの猶予期間が新しい最
大期間にリセットされる。

ユーザーによるホストインテグリティ修復の延期または中止を許可するには
1. コンソールでホストインテグリティポリシーを開いて必要条件を追加します。次のサイトを参照してください。
ホストインテグリティポリシーへの事前定義済み必要条件の追加
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2. ［必要条件の追加］ダイアログボックスで修復を設定します。次のサイトを参照してください。
事前定義済みのホストインテグリティ必要条件の修復の設定
3. 必要条件のダイアログボックスで次のいずれかのタスクを実行して［OK］をクリックします。

• クライアントユーザーがファイルのダウンロードを延期できるようにする場合は、［ダウンロードが失敗した場合
•

に再びダウンロードを試みる前の待ち時間を指定する］にチェックマークを付ける
クライアントユーザーが修復を中止できるようにする場合は、［ユーザーがホストインテグリティ修復のダウン
ロードを中止できる］にチェックマークを付ける

4. ［OK］をクリックします。
5. ［拡張設定］をクリックします。
6. ［拡張設定］ページの［修復ダイアログボックスオプション］で、修復を中止するオプションを設定します。
7. クライアントコンピュータでカスタムメッセージを追加するには、［追加テキストの設定］をクリックします。
入力したメッセージは、ユーザーが［詳細］オプションをクリックするとクライアント修復ウィンドウに表示されま
す。
8. ［OK］をクリックします。

ホストインテグリティ検査の頻度の設定
ホストインテグリティ検査の実行方法や結果の処理方法を設定できます。
ホストインテグリティポリシーを追加または更新すると、ポリシーは次回のハートビートでクライアントにダウンロード
されます。クライアントはホストインテグリティ検査を実行します。
ホストインテグリティ検査の進行中にユーザーが異なるポリシーの場所に切り替えると、クライアントは検査を停止しま
す。ポリシーが要求する場合は修復の試みも停止します。新しい場所で修復サーバー接続が利用できない場合はタイムア
ウトメッセージが表示されることがあります。検査が完了するとクライアントは結果を破棄します。次にクライアントは
その場所の新しいポリシーに基づいて新しいホストインテグリティ検査をすぐに実行します。
新しい場所でもポリシーが同じである場合はクライアントはホストインテグリティタイマの設定を維持します。クライア
ントは新しいホストインテグリティ検査をポリシー設定が要求する場合にのみ実行します。
ホストインテグリティ検査の頻度を設定するには
1. コンソールでホストインテグリティポリシーを開いて［拡張設定］をクリックします。
2. ［拡張設定］ページの［ホストインテグリティ検査オプション］で、ホストインテグリティ検査の頻度を設定しま
す。
3. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• ホストインテグリティポリシーへの事前定義済み必要条件の追加
• 必要条件失敗時のホストインテグリティ検査の成功許可

必要条件失敗時のホストインテグリティ検査の成功許可
コンピュータがホストインテグリティ検査に失敗しても操作の続行が必要な場合があります。特定の必要条件を満たして
いなくても、ホストインテグリティ検査を合格にすることができます。クライアントは結果をログに記録しますが、結果
を無視します。
特定の必要条件にこの設定を適用します。この設定をすべての必要条件に適用する場合は、各必要条件について個別に有
効にする必要があります。この設定は、デフォルトでは無効です。
必要条件が失敗してもホストインテグリティ検査の合格を許可するには
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1. コンソールで、［ホストインテグリティポリシー］を開きます。
2. 事前定義済み必要条件またはカスタム必要条件を追加して［OK］をクリックします。次のサイトを参照してくださ
い。

• ホストインテグリティポリシーへの事前定義済み必要条件の追加
• カスタマイズした必要条件スクリプトの記述
3. 必要条件のダイアログボックスで［この必要条件が失敗してもホストインテグリティ検査の合格を許可する］に
チェックマークを付け、［OK］をクリックします。
4. ［OK］をクリックします。

ホストインテグリティ検査の通知の設定
クライアントがホストインテグリティ検査を実行するとき、次の条件に該当する場合に表示される通知を設定できます。

• ホストインテグリティ検査が失敗する
• ホストインテグリティ検査が失敗した後に成功する
ホストインテグリティ検査の結果はクライアントのセキュリティログに表示されます。それらは管理サーバーの［監
視］ページのコンプライアンスログにアップロードされます。
クライアントのセキュリティログには複数のペインがあります。ホストインテグリティ検査のイベントの種類を選択し
た場合、左下のペインには個々の必要条件が満たされているか、または満たされていないかの一覧が表示されます。右下
のペインには必要条件の条件の一覧が表示されます。右下のペインの情報が表示されないようにクライアントを設定でき
ます。トラブルシューティングするときにこの情報を必要とする場合もありますが、ユーザーに情報を表示することが望
ましくない場合もあります。たとえば、レジストリ値かファイル名を指定するカスタム必要条件を書き込む場合がありま
す。詳細は引き続きセキュリティログに記録されます。
ソフトウェアをただちにダウンロードするか、または修復を延期するかの選択をユーザーに与える通知を有効にすること
もできます。次のサイトを参照してください。
ユーザーによるホストインテグリティ修復の延期または中止の許可
ホストインテグリティ検査の通知を設定するには
1. コンソールで、［ホストインテグリティポリシー］を開きます。
2. ［ホストインテグリティ］ページで、［拡張設定］をクリックします。
3. ［拡張設定］ページの［通知］で、必要条件の詳細情報を表示するには、［ホストインテグリティログの詳細を表
示］にチェックマークを付けます。
クライアントのセキュリティログの右下のペインに、ホストインテグリティの必要条件についての詳しい情報が表示
されます。
4. 次のいずれかのオプションを選択します。

• ホストインテグリティ検査が失敗したときに通知メッセージを表示する
• 以前に失敗したホストインテグリティ検査が成功したときに通知メッセージを表示する
5. カスタムメッセージを追加するには、［追加テキストの設定］をクリックし、最大 512 文字の追加テキストを入力し
てから、［OK］をクリックします。
6. このポリシーの設定を完了したら、［OK］をクリックします。

失敗したホストインテグリティ検査のための検疫ポリシーの作成
ホストインテグリティ検査に失敗したクライアントコンピュータに検疫ポリシーを使って修復しようとしても、再度失敗
します。クライアントコンピュータの修復に失敗すると、クライアントは自動的に検疫場所に切り替わります。この場所
は、コンピュータに検疫ポリシーが適用される場所です。検疫ポリシーを使って、より厳密な制限を失敗したコンピュー
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タに対して適用できます。検疫ポリシーには、あらゆる種類の保護ポリシーを使うことができます。たとえば、インター
ネットへのコンピュータのアクセスを遮断するファイアウォール検疫ポリシーを適用できます。
クライアントコンピュータが検疫場所にある間、コンピュータを実行し続けて修復を試みるために、ホストインテグリ
ティ検査を設定できます。また、コンピュータを手動で修復する必要がある場合もあります。
失敗したホストインテグリティ検査のための検疫ポリシーを作成するには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックし、［ポリシー］タブをクリックします。
2. ［ホストインテグリティが失敗したときの検疫ポリシー］の隣の［ポリシー］タブで、［ポリシーの追加］をクリッ
クします。
3. ［検疫ポリシーの追加］ダイアログボックスでポリシーの種類を選択し、［次へ］をクリックします。
4. 既存のポリシーの使用、新しいポリシーの作成、ポリシーファイルのインポートのいずれかを選択し、［次へ］をク
リックします。
5. 次のいずれかのタスクを行います。

• ［ポリシーの追加］ダイアログボックスでポリシーを選択し、［OK］をクリックします。
• ［ポリシーの種類］ダイアログボックスでポリシーを設定し、［OK］をクリックします。
• ［ポリシーのインポート］ダイアログボックスで .dat ファイルを見つけて［インポート］をクリックします。
詳しい情報

• 事前定義済みのホストインテグリティ必要条件の修復の設定
• ホストインテグリティ必要条件について

ピアツーピア認証の設定によるリモートコンピュータの遮断
ピアツーピア認証を使って、リモートクライアントコンピュータ（ピア）が、同じ企業ネットワーク内の別のクライアン
トコンピュータ（認証子）に接続するのを許可することができます。認証子は、リモートコンピュータがホストインテグ
リティ検査に合格するまで、一時的にリモートコンピュータからの TCP および UDP のインバウンドトラフィックを遮
断します。リモートコンピュータが物理的なリモートの場合はこのエンフォースメント技法を使うことができます。この
技法は、Symantec Endpoint Protection ファイアウォールの拡張機能を利用して共有ファイルに対するアクセスを拡張し
ます。
ホストインテグリティ検査では、リモートコンピュータの以下の特性を確認します。

• リモートコンピュータに Symantec Endpoint Protection をインストールしていること。
• リモートコンピュータがホストインテグリティ検査に合格していること。
リモートコンピュータがホストインテグリティ検査に合格すると、認証子はリモートコンピュータから入ってくるインバ
ウンド接続を許可します。
リモートコンピュータがホストインテグリティ検査に失敗すると、認証子はリモートコンピュータの遮断を継続します。
リモートコンピュータが認証子への接続を再度試みることができるようになるまで遮断を継続する時間を指定することが
できます。ホストインテグリティ検査に合格しなくても常に許可する特定のリモートコンピュータを指定することもでき
ます。リモートコンピュータに対するホストインテグリティポリシーを有効にしない場合、リモートコンピュータはホス
トインテグリティ検査に合格します。
ピアツーピア認証情報は、ネットワークとホストのエクスプロイト緩和機能トラフィックログに表示されます。
NOTE
ピアツーピア認証は、サーバー制御でも混合制御でも機能しますが、クライアント制御では機能しません。
ピアツーピア認証の設定によってリモートコンピュータを遮断するには
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1. コンソールで、［ファイアウォールポリシー］を開きます。
2. ［ファイアウォールポリシー］ページで、［ピアツーピア認証の設定］をクリックします。
3. ［ピアツーピア認証の設定］ページで、［ピアツーピア認証を有効にする］にチェックマークを付けます。
4. このページに表示される各値を設定します。
これらのオプションについて詳しくは［ヘルプ］を参照してください。
5. リモートコンピュータが認証なしでクライアントコンピュータに接続するのを許可するには、［ホストを認証から除
外する］にチェックマークを付け、［除外ホスト］をクリックします。
クライアントコンピュータは、［ホスト］リストに表示されているコンピュータに対してトラフィックを許可しま
す。
6. ［除外ホスト］ダイアログボックスで、［追加］をクリックして認証の必要がないリモートコンピュータを追加しま
す。
7. ［ホスト］ダイアログボックスで、IP アドレス、IP 範囲、サブネットのいずれかを使ってホストを定義
し、［OK］をクリックします。
8. ［除外ホスト］ダイアログボックスで［OK］をクリックします。
9. ［OK］をクリックします。
10. メッセージが表示されたら、ポリシーをグループに割り当てます。
詳しい情報

• ファイアウォールポリシーの作成
• ホストインテグリティの設定
• クライアントコンピュータの保護をユーザーが無効にできない設定

テンプレートのカスタム必要条件の追加
カスタム必要条件をゼロから書き込む代わりに、シマンテック社が作成した一般的なカスタム必要条件を追加できま
す。LiveUpdate を使って管理サーバーにホストインテグリティコンテンツをダウンロードします。ホストインテグリ
ティコンテンツはテンプレートを含みます。テンプレートからホストインテグリティポリシーにカスタム必要条件を追加
します。
最新のホストインテグリティテンプレートを取得するには、ホストインテグリティコンテンツのダウンロードを
LiveUpdate Content policy で設定する必要があります。
同名のものが存在する必要条件を 2 回目にインポートする場合、インポートした必要条件は既存の必要条件を上書きし
ません。代わりに、インポートした必要条件は［必要条件］の表で名前の横に数字の 2 が表示されます。
テンプレートからカスタム必要条件を追加するには
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1. コンソールで、［ホストインテグリティポリシー］を開きます。
2. ［ホストインテグリティポリシー］ページで、［必要条件］ > ［追加］をクリックします。
3. ［必要条件の追加］ダイアログボックスで［必要条件を選択してください］ドロップダウンリストをクリックして事
前定義済み必要条件を選択し、［OK］をクリックします。
4. ［ホストインテグリティオンライン更新］ダイアログボックスで［テンプレート］を展開し、テンプレートカテゴリ
を選択します。
5. 追加する各テンプレートの横にある［追加］をクリックします。
6. ［インポート］をクリックします。
7. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• ホストインテグリティ必要条件について
• LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード
• Symantec Endpoint Protection のセキュリティ更新の古いバージョンに戻す

カスタマイズした必要条件スクリプトの記述
カスタム必要条件を使うと、事前定義済みの必要条件よりも柔軟性が増します。たとえば、アプリケーションの事前定義
済みリストに含まれていないアプリケーションを追加できます。
カスタム必要条件を構築するには、1 つ以上の関数または IF..THEN 文をスクリプトに追加します。スクリプトを実行す
ると、ホストインテグリティ検査は IF ノードのリストにある条件を検索します。条件に応じて THEN ノードのリストに
示された処理を実行すると、結果 (pass または fail) が返ります。
1 つのスクリプトに多くの異なる検査条件を追加する場合は、この設定がカスタム必要条件スクリプト全体に適用されま
す。この設定が、簡単なカスタム必要条件をいくつか作成するか、または複数の手順を含む長いカスタム必要条件を 1
つ作成するかを決めるときに影響する場合があります。
カスタマイズした必要条件のスクリプトを記述するには
1. コンソールで、［ホストインテグリティポリシー］を開きます。
2. ［ホストインテグリティポリシー］ページで、［必要条件］ > ［追加］をクリックします。
3. ［必要条件の追加］ダイアログボックスで［必要条件を選択してください］ドロップダウンリストをクリックして事
前定義済み必要条件を選択し、［OK］をクリックします。
4. ［カスタム必要条件］ダイアログボックスで、必要条件の名前を入力します。
必要条件名は、クライアントコンピュータに表示されます。名前により、必要条件が成功したか失敗したかをユー
ザーに通知したり、ソフトウェアをダウンロードするようにユーザーに要求するメッセージを表示したりします。
5. 条件を追加するには、［カスタム必要条件スクリプト］で［追加］、［IF..THEN］の順にクリックします。
NOTE
最初に関数または IF..THEN 文をフィールドに書き込まずに追加すると、エラーが表示されます。文を追加
しない場合は文を右クリックし、［削除］をクリックします。
6. IF ノードで空の条件をハイライトして、右ペインで条件を選択します。
ホストインテグリティ検査により、クライアントコンピュータの条件が検索されます。
7. ［条件を選択してください］ドロップダウンリストで、必要な追加情報を指定します。
8. ［カスタム必要条件スクリプト］で、［THEN］、［追加］の順にクリックします。
THEN 文には、条件に該当する場合に実行する処理を指定します。
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9. 次のいずれかのオプションをクリックします。

• IF..THEN
•
•
•

入れ子の IF..THEN 文を使って検査する条件を定義し、条件に該当すると評価された場合に実行する処理を定義し
ます。
関数
関数を使ってファイルのダウンロードなどの修復処理を定義します。
戻り値
return 文を使って、条件の評価結果が成功または失敗のどちらであるかを指定します。すべてのカスタム必要条件
は、成功または失敗の文で終える必要があります。
コメント（省略可能なオプション）
コメントを使って、追加する条件、関数、文の機能を説明します。

10. 右側のペインで、追加した基準を定義します。
これらのオプションについて詳しくは［ヘルプ］を参照してください。
11. さらに入れ子になった文、条件、関数を追加するには、［カスタム必要条件スクリプト］でノードを右クリックし
て、［追加］をクリックします。
12. 必要に応じて、手順 9 から 11 を繰り返します。
13. 結果にかかわらずホストインテグリティ検査の合格を許可するには、［この必要条件が失敗してもホストインテグリ
ティ検査の合格を許可する］にチェックマークを付けます。
14. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• カスタム必要条件スクリプトを使ったテスト用ホストインテグリティポリシーの作成
• ホストインテグリティポリシーへの事前定義済み必要条件の追加

レジストリの条件について
検査する Windows のレジストリ設定を指定できます。この設定は、IF..THEN 条件文の一部として、カスタム必要
条件に対して指定します。また、レジストリ値を変更する方法も指定できます。サポート対象のレジストリ設定
は、HKEY_CLASSES_ROOT#HKEY_CURRENT_USER#HKEY_LOCAL_MACHINE#HKEY_USERS、HKEY_CURRENT_CONFIG のみです。
レジストリキーを指定する場合には以下の点に注意してください。

• キー名は 255 文字に制限される
• レジストリキーの最後にバックスラッシュ (\) がある場合は、レジストリキーとして解釈される。例:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\

• レジストリキーの最後に円記号がない場合、レジストリ名として解釈される。例: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\ActiveTouch

レジストリ値を指定する場合には以下の点に注意してください。

•
•
•
•
•

値名は 255 文字に制限される。
値を DWORD（10 進）、バイナリ（16 進）、文字列のいずれかとして検査できる。
DWORD 値では、値が指定した値より小さいか、等しいか、等しくないか、より大きいかを検査できる。
文字列値では、値データが指定した文字列に等しいか、指定した文字列が含まれているかどうかを検査できる。文字
列の比較で大文字と小文字を区別する場合は、［一致のケース］チェックボックスにチェックマークを付ける。
バイナリ値では、値データが指定したバイナリデータに等しいか、指定したバイナリデータが含まれているかどうか
を検査できる。データは 16 進のバイトで表される。値が含まれているかどうかを検査する場合は、このデータのオ
フセットも指定できる。オフセットを空のままにすると、値の中に指定したバイナリデータが含まれているかどうか
が検索される。16 進値の編集フィールドには、0 から 9 までと a から f までの値を指定できる。
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レジストリ値の例を次に示します。
DWORD
バイナリ
文字列

12345 (10 進値)

31 AF BF 69 74 A3 69 (16 進値)
ef4adf4a9d933b747361157b8ce7a22f

クライアントでスクリプトを実行するカスタム必要条件の記述
カスタムホストインテグリティ必要条件では、クライアントでスクリプトを実行する関数を指定できます。Microsoft
Windows Script Host で実行できる、JScript や VBScript などのスクリプト言語を使えます。
クライアントでスクリプトを実行するカスタム必要条件を記述するには
1. コンソールで、［ホストインテグリティポリシー］を開きます。
2. ［ホストインテグリティポリシー］ページで、［必要条件］ > ［追加］をクリックします。
3. ［必要条件の追加］ダイアログボックスで［必要条件を選択してください］ドロップダウンリストをクリックして事
前定義済み必要条件を選択し、［OK］をクリックします。次のサイトを参照してください。
カスタマイズした必要条件スクリプトの記述
4. ［カスタム必要条件］ダイアログボックスの［カスタム必要条件スクリプト］で、関数を追加するノードを選択しま
す。
5. ［追加］、［関数］の順にクリックします。
6. ［ユーティリティ: スクリプトを実行］をクリックします。
7. myscript.js のように、スクリプトのファイル名を入力します。
8. スクリプトの内容を入力します。
9. ［コマンドを実行する］テキストフィールドに、スクリプトの実行に使うコマンドを入力します。
スクリプトのファイル名を指定するには %F を使います。スクリプトはシステムコンテキストで実行されます。
10. Execute コマンドの実行が完了するまで許容する時間を指定するには、次のいずれかのオプションを選択します。

• 待たない

実行に成功すると処理は True を返しますが、実行が完了するのを待ちません。

• 実行が完了するまで待つ
• 最大時間を入力してください

時間を秒単位で入力します。指定した時間内に Executeコマンドが完了しない場合は、ファイルの実行を終了し
ます。

11. 省略可能なオプションとして、不要になった場合は［実行の完了後または終了後に一時ファイルを削除する］の
チェックマークをはずします。
このオプションは、［待たない］を選択すると無効になり利用できません。
12. 省略可能なオプションとして、スクリプトを実行する必要条件を示すウィンドウを表示しない場合は、［新しいプロ
セスウィンドウを表示する］のチェックマークをはずします。

ファイルのタイムスタンプを設定するカスタム必要条件の記述
カスタムホストインテグリティ必要条件では、現在の日付と時刻を保存する Windows レジストリ設定を作成する Set
Timestamp 関数を指定できます。Check Timestamp 条件を使うと、タイムスタンプを作成してから指定した時間が経
過したかどうかがわかります。
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たとえば、ホストインテグリティ検査が 2 分ごとに実行する場合、日などのより長い間隔で実行する処理を指定できま
す。この場合、保存された時間の値は削除されます。次のように実行するように、スクリプトを設定できます。

• クライアントが新しいプロファイルを受信した時間
• ユーザーが手動でホストインテグリティ検査を実行した時間
ファイルのタイムスタンプを設定するカスタム必要条件を記述するには
1. コンソールで、［ホストインテグリティポリシー］を開きます。
2. ［ホストインテグリティポリシー］ページで、［必要条件］ > ［追加］をクリックします。
3. ［必要条件の追加］ダイアログボックスで［必要条件を選択してください］ドロップダウンリストをクリックして事
前定義済み必要条件を選択し、［OK］をクリックします。次のサイトを参照してください。
カスタマイズした必要条件スクリプトの記述
4. ［カスタム必要条件］ダイアログボックスの［カスタム必要条件スクリプト］で、関数を追加するノードを選択しま
す。
5. ［追加］、［関数］の順にクリックします。
6. ［ユーティリティ: タイムスタンプの設定］をクリックします。
7. 日付と時刻の情報を格納するレジストリ設定の名前を、最大 255 文字で入力します。
たとえば、#######: と入力します。
8. 現在の時刻を保存されている時刻の値と比較するには、カスタム必要条件スクリプトを記述します。次のサイトを参
照してください。
カスタマイズした必要条件スクリプトの記述
9. ［カスタム必要条件］ダイアログボックスの［カスタム必要条件スクリプト］で、条件を追加するノードを選択しま
す。
10. ［追加］、［IF..THEN］の順にクリックします。
11. ［ユーティリティ: タイムスタンプの確認］をクリックします。
12. 時間を格納するためのレジストリ設定の名前を入力します。
13. 分、時間、日、週単位で期間を指定します。
指定した期間が経過したかまたはレジストリ設定の値が空の場合には、Set Timestamp 関数は True の値を返しま
す。

レジストリ DWORD 値を増分するカスタム必要条件を記述する
カスタム必要条件は、Windows のレジストリ DWORD 値を増分できます。レジストリの DWORD 値の増分関数では、
キーが存在しない場合にはキーが作成されます。
レジストリ DWORD 値を増分するカスタム必要条件を記述するには
1. コンソールで、カスタム必要条件のスクリプトとともにホストインテグリティポリシーを追加します。次のサイトを
参照してください。
カスタマイズした必要条件スクリプトの記述
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2. ［カスタム必要条件］ダイアログボックスの［カスタム必要条件スクリプト］で、関数を追加するノードを選択しま
す。
3. ［追加］、［関数］の順にクリックします。
4. ［レジストリ: レジストリの DWORD 値の増分］をクリックします。
5. ［レジストリキー］フィールドに調べるレジストリキーを入力します。
6. ［値名］フィールドに調べる値名を入力します。
7. ［OK］をクリックします。

カスタム必要条件スクリプトを使ったテスト用ホストインテグリティポリシーの作成
このテスト用に作成するポリシーは、デモンストレーション専用です。ポリシーは、オペレーティングシステムの存在を
検出し、検出した時点で##イベントを生成します。通常、##イベントは他の理由で生成します。
次のタスクを完了します。

• クライアントコンピュータのオペレーティングシステムを検査するカスタム必要条件スクリプトを含むホストインテ
•

グリティポリシーを追加します。次のサイトを参照してください。
カスタム必要条件スクリプトを使ってテスト用ホストインテグリティポリシーを作成するには
作成したホストインテグリティポリシーをテストします。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータでホストインテグリティポリシーをテストするには

カスタム必要条件スクリプトを使ってテスト用ホストインテグリティポリシーを作成するには
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1. コンソールで、［ホストインテグリティポリシー］を開きます。
2. ［ホストインテグリティポリシー］ページで、［必要条件］ > ［追加］をクリックします。
3. ［必要条件の追加］ダイアログボックスで［必要条件を選択してください］ドロップダウンリストをクリックして事
前定義済み必要条件を選択し、［OK］をクリックします。
4. ［名前］ボックスにカスタム必要条件の名前を入力します。
5. ［カスタム必要条件］ダイアログボックスの［カスタム必要条件スクリプト］で、［下に文を挿入してください:］を
右クリックして［追加］>［IF..THEN］の順にクリックします。
6. 右ペインの［条件を選択してください］ドロップダウンリストで、［ユーティリティ: オペレーティングシステム
は］をクリックします。
7. ［オペレーティングシステム］で、クライアントコンピュータで実行され、テストできる 1 つまたは複数のオペレー
ティングシステムにチェックマークを付けます。
8. ［カスタム必要条件スクリプト］で［THEN //ここに文を挿入してください］を右クリックし、［追加］、［関
数］、［ユーティリティ: メッセージダイアログボックスを表示］をクリックします。
9. ［メッセージ ウィンドウのキャプション］フィールドに、メッセージのタイトルとして表示する名前を入力します。
10. ［メッセージ ウィンドウのテキスト］フィールドに、表示するメッセージの本文を入力します。
11. 左ペインの［カスタム必要条件スクリプト］で［パス］をクリックします。
12. 右ペインの［必要条件の結果、戻り値］で、［失敗］にチェックマークを付け、［OK］をクリックします。
13. ［OK］をクリックします。
14. ［ホストインテグリティポリシー］ダイアログボックスの左パネルで［ポリシーの割り当て］をクリックします。
15. ［ホストインテグリティポリシーの割り当て］ダイアログボックスで、ポリシーを割り当てるグループを選択
し、［割り当て］をクリックします。
［ホストインテグリティポリシーの割り当て］ダイアログボックスで［はい］をクリックして、ホストインテグリ
ティポリシーの変更を割り当てます。
NOTE
複数のグループに 1 つのホストインテグリティポリシーを割り当てることができますが、1 つのグループが
持つことができるのは 1 つのホストインテグリティポリシーのみです。既存のポリシーを別のポリシーに置
換できます。
16. クライアントコンピュータでホストインテグリティポリシーをテストするには、コンソールで［クライアント］ >
［クライアント］をクリックします。
17. ［クライアント］で、ホストインテグリティポリシーを適用したクライアントコンピュータを含むグループをクリッ
クしてハイライトします。
18. ［タスク］で、［グループでコマンドを実行する］>［コンテンツの更新］の順に選択して［OK］をクリックしま
す。
19. クライアントを実行するコンピュータにログオンし、表示されるメッセージボックスに注意します。
このメッセージフィールドは、ルールにより##テストがトリガされたため表示されます。テスト後、テストポリシー
を無効にするか削除してください。
詳しい情報

• カスタマイズした必要条件スクリプトの記述
• レジストリ DWORD 値を増分するカスタム必要条件を記述する
• クライアントでスクリプトを実行するカスタム必要条件の記述
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エンドポイント保護の監視
Symantec Endpoint Protection はネットワークのセキュリティイベントについての情報を収集します。これらのイベント
を表示するためにログとレポートを使うことができ、イベント発生時のイベントについての情報を常に取得するために通
知を使うことができます。
レポートとログを使って、コンピュータに関する次のような疑問に対する答え見つけることができます。

• どのコンピュータが感染しているか。
• どのコンピュータをスキャンする必要があるか。
• どのようなリスクがネットワークで検出されたか。
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Table 164: エンドポイント保護を監視するためのタスク
タスク

説明

ネットワークのセキュリ
ティの状態の確認

次のリストに、クライアントコンピュータのセキュリティの状態を監視するために実行できるタスク
をいくつか示します。
• インストールされなかったクライアントの数を表示します。次のサイトを参照してください。
クライアントの配備の状態についてのレポートの実行
• オフラインのコンピュータの台数を表示します。次のサイトを参照してください。
オフラインコンピュータの検索
• 検出されたウイルスとその他のセキュリティリスクの件数を取得して各ウイルスとセキュリティリ
スクの詳細を表示します。次のサイトを参照してください。
リスクの表示
• ネットワークの保護されていないコンピュータの件数を取得してそれぞれのコンピュータの詳細を
表示します。次のサイトを参照してください。
システム保護の表示
• 最新のウイルス定義とスパイウェア定義を含んだコンピュータの台数を表示します。次のサイトを
参照してください。
システム保護の表示
• クライアントコンピュータのリアルタイムの稼働状態を表示します。次のサイトを参照してくださ
い。
クライアントコンピュータの保護状態の表示
• ネットワーク内で実行されているプロセスを確認します。次のサイトを参照してください。
SONAR 検出結果の監視による誤認のチェック
• どのコンピュータがどのグループに割り当てられているかを検索します。
• ネットワーク内のクライアントと Symantec Endpoint Protection サーバーにインストールされてい
る、Symantec Endpoint Protection Manager ソフトウェアバージョンのリストを表示します。次の
サイトを参照してください。
ネットワーク内でインストールされている Symantec Endpoint Protection バージョンのリストの作
成
• 有効なライセンス枠数、過剰配備されたライセンス枠数、期限切れのライセンス枠数、有効期限日
など、クライアントコンピュータのライセンス情報を表示します。次のサイトを参照してくださ
い。
Symantec Endpoint Protection Manager のライセンス状態の調査
詳細については、次を参照してください。
• 日次または週次の状態レポートの表示
• ホームページ

保護が必要なクライアント
コンピュータの検索

どのコンピュータで付加的な保護が必要であるかを表示または検索するために次のタスクを実行でき
ます。
• Symantec Endpoint Protection が無効なコンピュータの台数を表示します。次のサイトを参照して
ください。
システム保護の表示
• 最新ではないウイルス定義とスパイウェア定義を含んだコンピュータの台数を表示します。次のサ
イトを参照してください。
システム保護の表示
• 最近スキャンが行われなかったコンピュータを検索する。次のサイトを参照してください。
スキャンしていないコンピュータの検索
• 攻撃の標的と攻撃元を表示します。次のサイトを参照してください。
攻撃の標的と攻撃元の表示
• イベントログを表示します。次のサイトを参照してください。
ログの表示
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タスク

説明

クライアントコンピュータ
の保護

クライアントコンピュータを保護するためにコンソールからコマンドを実行できます。次のサイトを
参照してください。
コンソールを使った、クライアントコンピュータでのコマンドの実行
たとえば、クライアントコンピュータのセキュリティリスクを除去できます。次のサイトを参照して
ください。
スキャン処理の確認と識別されたコンピュータの再スキャン

セキュリティイベントが発
生したときに警告するため
の通知の設定

通知を作成して、特定のセキュリティ関連イベントが発生したときにトリガされるように設定できま
す。たとえば、侵入の試みがクライアントコンピュータで発生したときに受け取る通知を設定できま
す。次のサイトを参照してください。
管理者通知の設定

進行中の監視用のカスタム
クイックレポートと定時レ
ポートの作成

カスタマイズされたクイックレポートを作成、生成したり、必要な情報が含まれるカスタムレポート
をスケジュール設定して定期的に実行したりできます。次のサイトを参照してください。
• クイックレポートの実行とカスタマイズ
• 定時レポートの実行方法
• カスタムレポートの保存
• レポートの環境設定

クライアントログが占める
空き容量の最小化

セキュリティのため、ログ記録を長期間維持することが必要な場合があります。ただし、多数のクラ
イアントがある場合は、クライアントログデータの量も多くなることがあります。
管理サーバーを低容量で実行している場合は、ログサイズとデータベースがログを保持する期間を短
縮する必要がある場合があります。
次のタスクを実行することによって、ログデータの量を減らすことができます。
• サーバーにクライアントログの一部のみをアップロードし、クライアントログをアップロードする
頻度を変更する。次のサイトを参照してください。
クライアントログサイズと管理サーバーにアップロードするログの指定
• クライアントコンピュータがデータベースに保持できるログエントリの数とそれらを保持する期間
を指定する。次のサイトを参照してください。
ログサイズとデータベース内でのログエントリの保存期間の指定
• サーバーに転送されるデータ量が減るように、重要度の低いリスクイベントとシステムイベントを
フィルタで除外する。次のサイトを参照してください。
Windows コンピュータのログ処理と通知設定の修正
• 各管理サーバーが管理するクライアントの数を減らす。
• クライアントログをサーバーにアップロードする頻度をコントロールするハートビートの頻度を減
らす。次のサイトを参照してください。
プッシュモードまたはプルモードを使用した、クライアントのポリシーとコンテンツの更新
• ログデータがデータベースに挿入される前にログデータが格納されるディレクトリ領域の量を減ら
す。次のサイトを参照してください。
クライアントログデータ用にサーバーのディスク領域を拡大することについて

集中管理する場所へのログ
データのエクスポート

ログデータのエクスポートは、ネットワーク全体のすべてのログを 1 つの場所に集中して蓄積する場
合に便利です。ログデータのエクスポートは、表計算などの他社製プログラムを使ってデータを整理
または操作する場合にも便利です。ログレコードを削除する前にログのデータをエクスポートするこ
ともできます。
ログのデータをカンマ区切りテキストファイルにエクスポートできる場合があります。ログのデータ
を、ダンプファイルと呼ばれるタブ区切りテキストファイルや Syslog サーバーにエクスポートできる
場合もあります。次のサイトを参照してください。
• ログデータのテキストファイルへのエクスポート
• ログデータの Syslog サーバーへのエクスポート
• 別のサイトのログの表示

レポートとログの問題のト
ラブルシューティング

レポートの問題のいくつかをトラブルシューティングできます。次のサイトを参照してください。
レポートに関する問題のトラブルシューティング

520

NOTE
Symantec Endpoint Protection は、レポートに表示するイベントを管理サーバーのイベントログから抽出しま
す。イベントログには、クライアントコンピュータのタイムゾーンにおけるタイムスタンプがあります。管理
サーバーがイベントを受信すると、イベントのタイムスタンプをグリニッジ標準時（GMT）に変換してデータ
ベースに挿入します。レポートの作成時には、レポートを表示するコンピュータのローカル時刻で、イベント
の情報がレポートソフトウェアにより表示されます。

スキャンしていないコンピュータの検索
スキャンする必要があるコンピュータをリストできます。次のサイトを参照してください。
エンドポイント保護の監視
スキャンしていないコンピュータを検索するには
1. コンソールで、［レポート］をクリックします。
2. ［クイックレポート］タブで、次の情報を指定します。
レポートの種類

［スキャン］を選択します。

選択したレポート

［スキャンしていないコンピュータ］を選択します。

3. ［レポートの作成］をクリックします。

オフラインコンピュータの検索
オフラインになっているコンピュータをリストできます。
クライアントは多くの理由でオフラインになります。オフラインになっているコンピュータを識別してその問題を修復す
る方法もさまざまです。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection クライアントの間の接続に関する問題のトラブ
ルシューティング
オフラインのコンピュータを検索するには
1. コンソールで［ホーム］をクリックします。
2. ［ホーム］ページの［エンドポイントの状態］ペインで、オフラインコンピュータの数を表すリンクをクリックしま
す。
3. オフラインコンピュータについて詳しくは、［詳細を表示］リンクをクリックしてください。
4. コンピュータの状態ログでオフラインのクライアントコンピュータを表示するには、コンソールで［監視］をクリッ
クします。
5. ［ログ］タブの［ログの種類］リストボックスで、［コンピュータの状態］をクリックします。
6. ［追加設定］をクリックします。
7. ［オンライン状態］リストボックスで、［オフライン］をクリックします。
8. ［ログの表示］をクリックします。
デフォルトでは、過去 24 時間オフラインだったコンピュータのリストが表示されます。リストには各コンピュータ
の名前、IP アドレス、前回サーバーにチェックインした時刻が含まれます。時間範囲を調整して、任意の時間のオフ
ラインコンピュータを表示することができます。
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ネットワーク内でインストールされている Symantec Endpoint Protection バージョ
ンのリストの作成
ネットワーク内でインストールされている Symantec Endpoint Protection Manager ソフトウェアのバージョンを一覧表
示するレポートを Symantec Endpoint Protection からすばやく作成できます。このリストは、ソフトウェアを、前のバー
ジョンの Symantec Endpoint Protection からアップグレードまたは移行するときに便利です。リストには、ローカルコン
ピュータとリモートコンピュータも表示されます。
レポートは、MHTML Web ページのアーカイブ形式を使って保存できます。次のサイトを参照してください。
レポートの印刷と保存
Symantec Endpoint Protection ソフトウェアのバージョンを一覧表示するレポートを作成する方法
1. コンソールで、［レポート］をクリックします。
2. ［レポートの種類］に［コンピュータの状態］を選択します。
3. ［レポートの選択］に［Symantec Endpoint Protection 製品バージョン］を選択します。
4. ［レポートの作成］をクリックします。
5. Symantec Endpoint Protection ソフトウェアのバージョンを含む、クライアントコンピュータの詳細なリストを作成
するには、コンソールで［監視］をクリックし、［ログ］タブをクリックします。
6. ［ログの種類］として［コンピュータの状態］を選択します。
7. 必要に応じて［時間範囲］を調整し、［ログの表示］をクリックします。
8. スクロールして［バージョン］列を見つけます。ヘッダーをクリックして、バージョン番号でソートします。
［適用したフィルタを表示］をクリックして、ログフィルタを調整します。［エクスポート］をクリックして、リス
トをエクスポートします。クライアントコンピュータをクリックし、［詳細］をクリックして詳細を表示します。
詳しい情報

• ログの表示
• クライアントソフトウェアをアップグレードする方法の選択
• Symantec Endpoint Protection のアップグレードに関するリソース

クライアントの配備の状態についてのレポートの実行
クライアントの配備の状態についての複数のレポートを実行できます。たとえば、インストールに成功したクライアン
トと失敗したクライアントの数を表示できます。また、どのクライアントにどの保護技術がインストールされているのか
を、クライアントコンピュータについてのシステム情報とともに表示できます。次のサイトを参照してください。
エンドポイント保護の監視
配備されたクライアントの状態を表示するには
1. コンソールで、［レポート］をクリックします。
2. ［クイックレポート］タブで、［コンピュータの状態］レポートの種類をクリックし、次のレポートのいずれかをク
リックします。

• クライアントの配備の状態については［配備レポート］をクリックします。
• クライアントの保護の状態については［クライアントインベントリの詳細］をクリックします。
3. ［レポートの作成］をクリックします。

リスクの表示
ネットワークのリスクに関する情報を入手できます。次のサイトを参照してください。
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エンドポイント保護の監視
リスクを表示する方法
1. 感染コンピュータとリスクを伴うコンピュータを表示するには、コンソールで［レポート］をクリックします。
2. ［クイックレポート］タブで、次の情報を指定します。
レポートの種類

リスク

選択したレポート

感染コンピュータとリスクを伴うコンピュータ

3. ［レポートの作成］をクリックします。
4. 特定の機能を有効にしない利点と危険性を理解するために、保護技術別のリスク分布レポートを実行できます。この
レポートは次の情報を提供します。

•
•
•
•

ウイルスおよびスパイウェアのシグネチャベースの検出
SONAR 検出
ダウンロードインサイト検出
侵入防止およびブラウザ保護の検出

保護技術の種類別に検出されるリスクを表示するには、コンソールで［レポート］をクリックします。
5. ［クイックレポート］タブで、次の情報を指定します。
レポートの種類

リスク

選択したレポート

保護技術別のリスク分布

6. ［レポートの作成］をクリックします。
7. 新しく検出されたリスクを表示するには、コンソールで［レポート］をクリックします。
8. ［クイックレポート］タブで、次の情報を指定します。
レポートの種類

リスク

選択したレポート

ネットワークで検出された新種のリスク

9. ［レポートの作成］をクリックします。
10. 総合リスクレポートを表示するには、コンソールで［レポート］をクリックします。
11. ［クイックレポート］タブで、次の情報を指定します。
レポートの種類

リスク

レポートの選択

総合リスクレポート

12. ［レポートの作成］をクリックします。

攻撃の標的と攻撃元の表示
攻撃の標的と攻撃元を表示できます。次のサイトを参照してください。
エンドポイント保護の監視
攻撃の標的と攻撃元を表示する方法
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1. 上位を占める攻撃された標的を表示するには、コンソールで［レポート］をクリックします。
2. ［クイックレポート］タブで、次の情報を指定します。
レポートの種類

ネットワークとホスト悪用防止

レポートの選択

上位を占める攻撃の標的

3. ［レポートの作成］をクリックします。
4. 上位を占める攻撃元を表示するには、コンソールで［レポート］をクリックします。
5. ［クイックレポート］タブで、次の情報を指定します。
レポートの種類

ネットワークとホスト悪用防止

レポートの選択

上位を占める攻撃元

6. ［レポートの作成］をクリックします。
7. コンソールで、［レポート］をクリックします。
8. ［クイックレポート］タブで、次の情報を指定します。
レポートの種類

ネットワークとホスト悪用防止

レポートの選択

詳細レポート

［設定］オプション 必要に応じて、詳細レポートに含めるレポートを選択できます。

9. ［レポートの作成］をクリックします。

日次または週次の状態レポートの表示
日次状態レポートには、次の情報が表示されます。

• クリーニング、疑いあり、遮断、検疫、削除、新しく感染した項目、未解決感染処理のウイルス検出数
• ウイルス定義配布タイムライン
• 上位 10 のリスクと感染
週次状態レポートには、次の情報が表示されます。

•
•
•
•
•
•

コンピュータの状態
ウイルス検出
保護の状態のスナップショット
ウイルス定義配布タイムライン
日単位のリスク分布
上位 10 のリスクと感染

詳細については、次を参照してください。
エンドポイント保護の監視
日次状態レポートを表示するには
1. コンソールで［ホーム］をクリックします。
2. ［ホーム］ページの［お気に入りレポート］ペインで、［Symantec Endpoint Protection の日次状態］また
は［Symantec Endpoint Protection の週次状態］をクリックします。

システム保護の表示
システム保護は、次の情報から構成されます。
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•
•
•
•

最新のウイルス定義を含んだコンピュータの台数。
最新ではないウイルス定義を含んだコンピュータの台数。
オフラインのコンピュータの台数。
無効になっているコンピュータの台数。

詳細については、次を参照してください。
エンドポイント保護の監視
システム保護を表示するには
1. コンソールで［ホーム］をクリックします。
システム保護は［エンドポイントの状態］ペインに表示されます。
2. ［エンドポイントの状態］ペインで［詳細を表示］をクリックすると、より多くのシステム保護情報が表示されま
す。

レポートの環境設定
次のレポートの環境設定ができます。

• ［ホーム］ページと［監視］ページの表示オプション
• セキュリティ状態しきい値
• ログとレポート、さらにレガシーログファイルのアップロードに使われる表示オプション
設定するセキュリティ状態しきい値は、Symantec Endpoint Protection Manager の［ホーム］ページのセキュリティの状
態メッセージが「不良」になる時期を決定します。しきい値は割合で表され、使用するネットワークがセキュリティポリ
シーを順守していないと見なされる時期を示します。
たとえば、不良のセキュリティ状態をトリガする、ウイルス定義が古いコンピュータ台数の割合を設定できます。また、
定義が「古い」と見なされる経過日数も設定できます。Symantec Endpoint Protection はシグネチャや定義が古いかどう
かを計算するときに、「最新」のものを次のように決定します。コンソールが実行される管理サーバーで利用可能な最新
のウイルス定義と IPS シグネチャを「最新」の基準にします。
設定できる環境設定オプションについて詳しくは、［環境設定］ダイアログボックスの各タブの［ヘルプ］をクリックし
てください。
レポートの環境設定を行うには
1. コンソールの［ホーム］ページで、［環境設定］をクリックします。
2. 設定する環境設定に合わせて、次のいずれかのタブをクリックします。

• ホームと監視
•
•

詳細については、次を参照してください。
優先設定: ［ホーム］ページと［監視］ページ
セキュリティの状態
詳細については、次を参照してください。
環境設定: セキュリティの状態
ログとレポート
詳細については、次を参照してください。
環境設定: ログとレポート
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3. 変更するオプションの値を設定します。
4. ［OK］をクリックします。

スタンドアロン Web ブラウザからのレポートへのログオン
管理サーバーに接続されたスタンドアロン Web ブラウザから、［ホーム］ページ、［監視］ページ、［レポート］ペー
ジにアクセスできます。ただし、スタンドアロンブラウザを使うときには、それ以外のコンソールの機能は使用できませ
ん。
レポートのページとログのページは、常に管理サーバーのインストールに使った言語で表示されます。リモートコンソー
ルまたはブラウザを使ってこれらのページを表示する場合は、使っているコンピュータに適切なフォントがインストール
されている必要があります。
Web ブラウザからレポートにアクセスするには、次の情報が必要です。

• 管理サーバーのホスト名。
• 管理サーバーのユーザー名とパスワード。
NOTE
使用する Symantec Endpoint Protection バージョンでサポートされる最小ブラウザバージョンのシステム必要
条件を確認します。古いバージョンの Web ブラウザはサポートされません。次のサイトを参照してください。
Endpoint Protection のすべてのバージョンのリリースノート、修正項目、システム要件
スタンドアロン Web ブラウザからレポートにログオンするには
1. Web ブラウザを開きます。
2. ［アドレス］テキストボックスに、次の形式でデフォルトのレポート URL を入力します。
https://<SEPMServer>:8445/reporting
ここで、 SEPMServer は管理サーバーのホスト名または IP アドレスです。
サポート対象の Web ブラウザのリストは、以下を参照してください。
Endpoint Protection のすべてのバージョンのリリースノート、修正項目、システム要件
IP アドレスには IPv4 と IPv6 があります。IPv6 アドレスは角カッコで囲む必要があります。例: https://
[SEPMServer]:8445
IPv6 はバージョン 14.2 以降でサポートされます。
NOTE
HTTPS スタンドアロンレポート URL をブラウザに入力すると、警告が表示されることがあります。警告
が表示されるのは、管理サーバーが使う証明書が自己署名であるからです。この問題を回避するには、ブ
ラウザの信頼できる証明書ストアに証明書をインストールします。証明書はホスト名のみをサポートするの
で、URL にホスト名を使用します。localhost、IP アドレス、または完全修飾ドメイン名を使うと、警告が
引き続き表示されます。
3. ログオンのダイアログボックスが表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力して［ログオン］をクリックしま
す。
複数のドメインがある場合は、［ドメイン］テキストボックスにドメイン名を入力します。

Symantec Endpoint Protection Manager のレポートの種類について
次のカテゴリのレポートが利用可能です。
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• クイックレポート。必要に応じて実行できます。
• 定時レポート。設定したスケジュールに基づいて自動的に実行されます。
レポートには、管理サーバーおよび管理サーバーと通信するクライアントコンピュータから収集されたイベントデータが
含まれます。確認する必要のある情報が提供されるようにレポートをカスタマイズできます。
クイックレポートは前もって定義されていますが、カスタマイズすることができ、カスタマイズされたレポートの作成に
使うフィルタを保存できます。カスタムフィルタを使って、カスタム定時レポートを作成できます。レポートの実行スケ
ジュールを設定するときは、任意の数の受信者に電子メールで送信されるように設定できます。
デフォルトでは、定時レポートは常に実行されます。未実行の定時レポートについて、設定を変更できます。単一の定時
レポート、またはすべての定時レポートを削除することもできます。
Table 165: クイックレポートと定時レポートとして利用可能なレポートの種類
レポートの種類

説明

監査

クライアントと場所が現在使っているポリシーに関する情報が表示されます。イベントの日時と種類、ポ
リシー修正、ドメイン、サイト、管理者、説明など、ポリシーを修正する活動に関する情報が含まれま
す。次のサイトを参照してください。
監査ログとクイックレポート

アプリケーションとデバ
イス制御

ある種類の動作が遮断されたイベントに関する情報が表示されます。これらのレポートには、アプリケー
ションのセキュリティ警告、遮断したターゲット、遮断したデバイスに関する情報が含まれます。遮断し
たターゲットとして、Windows のレジストリキー、DLL、ファイル、プロセスがあります。次のサイトを
参照してください。
アプリケーションとデバイス制御のログとクイックレポート

コンプライアンス

ホストインテグリティ検査に成功したクライアントと失敗したクライアントの数についての情報を表示し
ます。

コンピュータの状態

どのコンピュータのセキュリティ機能がオフになったかなど、ネットワーク内のコンピュータの稼動状態
に関する情報が表示されます。これらのレポートには、バージョン、サーバーにチェックインしていない
クライアント、クライアントインベントリ、オンライン状態に関する情報が含まれます。次のサイトを参
照してください。
コンピュータ状態ログとレポート

ディセプション

ディセプション活動を報告する件数が上位のコンピュータまたはユーザー、トリガされた件数が上位の
ディセプタなど、ディセプション活動に関する情報を表示します。次のサイトを参照してください。
ディセプションのログとレポート

ネットワークとホスト悪
用防止

侵入防止、ファイアウォールへの攻撃、ファイアウォールのトラフィックとパケット、メモリエクスプロ
イト緩和機能に関する情報を表示します。
ネットワークとホストのエクスプロイト緩和機能レポートでは、コンピュータの活動と、他のコンピュー
タやネットワークとのやり取りを追跡できます。ネットワーク接続を通してコンピュータに出入りしよう
とするトラフィックに関する情報が記録されます。メモリエクスプロイト緩和機能のイベントは、どの緩
和機能がアプリケーションを終了したり、エクスプロイトによるアプリケーションへの攻撃を遮断したり
したかを一覧で表示します。次のサイトを参照してください。
ネットワークとホストのエクスプロイト緩和機能のログとクイックレポート

リスク

管理サーバーとそのクライアントのリスクイベントに関する情報が表示されます。SONAR スキャンに関
する情報が含まれます。次のサイトを参照してください。
• リスクログとクイックレポート
• SONAR ログ

スキャン

ウイルスとスパイウェアのスキャンアクティビティに関する情報が表示されます。次のサイトを参照して
ください。
スキャンログとクイックレポート
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レポートの種類
システム

説明
イベント時間、イベントの種類、サイト、ドメイン、サーバー、重大度に関する情報が表示されます。シ
ステムレポートには、クライアントの問題をトラブルシューティングするときに役立つ情報が含まれま
す。次のサイトを参照してください。
システムログとクイックレポート

ネットワークに複数のドメインがある場合は、多くのレポートですべてのドメイン、1 つのサイト、一部のサイトのいず
れかのデータを表示できます。すべてのクイックレポートのデフォルトでは、作成するレポートに応じてすべてのドメイ
ン、グループ、サーバーが表示されます。次のサイトを参照してください。

• クイックレポートの実行とカスタマイズ
• 定時レポートの実行方法
次のセクションでは、名前とその全般的な内容別にレポートを示します。すべてのレポートで、基本設定と拡張設定を変
更して表示するデータを調整できます。カスタムフィルタに名前を付けて保存し、同じカスタムレポートを後で実行する
こともできます。
Table 166: 監査レポート
レポート名
使われるポリシー

説明
このレポートには、クライアントおよび場所で現在使用されているポリシーが表示されます。情報には、
ドメイン名、グループ名、および各グループに適用されるポリシーのシリアル番号が含まれます。

Table 167: アプリケーションとデバイス制御レポート
レポート名

説明

警告最多アプリケーショ
ン制御ログの上位グルー
プ

このレポートは、円グラフと相対値の棒グラフで構成されます。最も多くのセキュリティ警告を生成した
グループとそのアプリケーション制御ログを示します。

上位を占める遮断した対
象

このレポートは、円グラフと以下の対象 (該当する場合) で構成されます。
• 上位のファイル
• 上位のレジストリキー
• 上位のプロセス
• 上位のモジュール (dll)

上位を占める遮断したデ
バイス

このレポートは、ネットワークへのアクセスが最も頻繁に遮断されたデバイスを示す円グラフで構成され
ます。

Table 168: コンプライアンスレポート
レポート名

説明

ホストインテグリティの
状態

このレポートには、クライアントのコンピュータで実行されるホストインテグリティ検査に成功または失
敗したクライアントが表示されます。

コンプライアンスエラー
の概略別クライアント

このレポートは、次の内容を示す棒グラフで構成されます。
• ウイルス対策、ファイアウォール、VPN などの制御エラーイベントの種類別の個別ワークステーショ
ンの数
• グループ内のクライアントの合計数

コンプライアンスエラー
の詳細

このレポートは、制御エラーによる重複のないコンピュータを示す表で構成されます。各エラーに関連す
る基準とルール、および配備されるクライアントの割合と失敗した割合を示します。
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レポート名

説明

場所別の準拠しないクラ
イアント

このレポートは、コンプライアンスエラーのイベントを示す表で構成されます。これらのイベントは、場
所に基づくグループごとに表示されます。情報には、失敗した重複のないコンピュータ、合計エラーと場
所エラーの割合が含まれます。

Table 169: コンピュータ状態レポート
レポート名

説明

ウイルス定義分布

このレポートには、ネットワーク全体で使われている重複のないウイルス定義ファイルのバージョンと、
それぞれのバージョンを使っているコンピュータの数と割合が表示されます。

最近更新していないコン
ピュータ

このレポートには、最近更新していないすべてのコンピュータのリストが表示されます。また、コン
ピュータのオペレーティングシステム、IP アドレス、ユーザー名、および最後にコンピュータの状態が変
更された時刻も表示されます。

Symantec Endpoint
このレポートには、ネットワーク内のすべての Symantec Endpoint Protection 製品バージョンのバージョ
Protection 製品バージョ ン番号のリストが表示されます。また、それぞれのドメインとサーバー、コンピュータの数と割合も含ま
ン
れます。
侵入防止シグネチャの分
布

このレポートには、ネットワーク全体で使用される IPS シグネチャファイルのバージョンが表示されま
す。また、それぞれのドメインとサーバー、コンピュータの数と割合も含まれます。

ダウンロード保護シグネ
チャ分布

このレポートには、ネットワーク全体で使用されるダウンロード保護シグネチャファイルのバージョンが
表示されます。また、それぞれのドメインとサーバー、コンピュータの数と割合も含まれます。

SONAR シグネチャの分
布

このレポートには、ネットワーク全体で使用される SONAR シグネチャファイルのバージョンが表示され
ます。また、それぞれのドメインとサーバー、コンピュータの数と割合も含まれます。

クライアントインベント
リ

このレポートは、コンピュータの合計数と次の項目の割合を示す棒グラフで構成されます。
• オペレーティングシステム
• メモリの合計
• 空きメモリ
• ディスク容量の合計
• 空きディスク容量
• CPU の種類

コンプライアンス状態分
布

このレポートは、グループまたはサブネットごとにコンプライアンスの成功と失敗を表示する円グラフと
相対値の棒グラフで構成されます。コンプライアンスを満たしているコンピュータの数と割合を示しま
す。

クライアントオンライン
状態

このレポートは、グループまたはサブネットごとの円グラフと相対値の棒グラフで構成されます。オンラ
インのコンピュータの割合を示します。
オンラインとは次の状態を表します。
• プッシュモードのクライアントの場合、クライアントが現在サーバーに接続されていることを表しま
す。
• プルモードのクライアントの場合、直前の 2 つのクライアントハートビートの間に、クライアントが
サーバーに接続していることを表します。
• リモートサイトのクライアントの場合、直前の複製時にクライアントがオンラインであったことを表
します。

最新ポリシーを備えたク
ライアント

このレポートは、グループまたはサブネットごとの円グラフで構成されます。コンピュータの数と最新の
ポリシーが適用されたコンピュータの割合を示します。

グループ別のクライアン
ト数

このレポートは、グループ別のホスト情報を示す表で構成されます。クライアントとユーザーの数を示し
ます。複数のドメインを使う場合、この情報はドメインごとに表示されます。
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レポート名

説明

セキュリティ状態の概略

このレポートには、ネットワークの全般的なセキュリティの状態が反映され、以下の状態のコンピュータ
の数と割合が表示されます。
• ウイルス対策 (英語) がオフ
• Auto-Protect がオフ
• 改変対策がオフ
• 再起動が必要である
• ホストインテグリティ検査が失敗した
• ネットワーク脅威防止がオフ

保護コンテンツのバー
ジョン

このレポートには、ネットワーク全体で使用されるすべてのプロアクティブ防止コンテンツのバージョン
が表示されます。以下の種類の保護ごとに 1 つの円グラフが表示されます。
• 分解エンジンのバージョン
• 消去エンジンのバージョン
• SONAR コンテンツのバージョン
• SONAR エンジンのバージョン
• 商用アプリケーションリストのバージョン
• コンテンツハンドラエンジンのバージョン
• 許可アプリケーションリストのバージョン
• シマンテックセキュリティレスポンスによって追加された新しいコンテンツの種類

Symantec Endpoint
このレポートは、体験版ライセンスの有効期限までの残り日数と新しいライセンスを追加する手順を示し
Protection ライセンスの ます。
状態
クライアントインベント
リの詳細

このレポートは、コンピュータの仕様とシグネチャなどのクライアントインベントリの詳細を示します。

クライアントソフトウェ
アロールアウト (スナッ
プショット)
定時レポートのみ

このレポートは、クライアントパッケージ配備の進行状況を追跡する表で構成されます。スナップショッ
ト情報により、ロールアウトの進行状況や、配備が完全に完了していないクライアントの数を確認できま
す。

一定期間にわたってオ
ンライン/オフラインの
クライアント (スナップ
ショット)
定時レポートのみ

このレポートは、オンラインまたはオフラインのクライアントの数を示す折れ線グラフと表で構成されま
す。上位を占める対象ごとに 1 つのグラフが表示されます。対象はグループまたはオペレーティングシス
テムです。

一定期間にわたって最新
ポリシーを備えたクライ
アント (スナップショッ
ト)
定時レポートのみ

このレポートは、最新のポリシーが適用されたクライアントを示す折れ線グラフで構成されます。上位ク
ライアントごとに 1 つのグラフが表示されます。

一定期間にわたって準拠
しないクライアント (ス
ナップショット)
定時レポートのみ

このレポートは、一定期間にわたってホストインテグリティ検査に失敗したクライアントの割合を示す折
れ線グラフで構成されます。上位クライアントごとに 1 つのグラフが表示されます。

ウイルス定義ロールア
ウトレポート (スナップ
ショット)
定時レポートのみ

このレポートは、クライアントにロールアウトされたウイルス定義パッケージのバージョンを示します。
この情報は、新しいウイルス定義の配備の進行状況をコンソールから追跡する場合に役立ちます。

配備レポート

このレポートは、クライアントのインストールと配備の状態の概略を示します。
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Table 170: ネットワークとホストのエクスプロイト緩和機能のレポート
レポート名

説明

上位を占める攻撃の標的

攻撃の数と割合、攻撃の種類と重大度、攻撃の分布などの情報が表示されます。グループ、サブネット、
クライアント、またはポートを対象として使用して情報を表示できます。

上位を占める攻撃元

ネットワークに対する攻撃を開始した上位ホストが表示されます。攻撃の数と割合、攻撃の種類と重大
度、攻撃の分布などの情報が表示されます。

上位を占める攻撃の種類

イベントの数と割合、グループと重大度、グループごとのイベントの種類と数などの情報が表示されま
す。

上位を占める遮断したア
プリケーション

ネットワークへのアクセスが遮断された上位アプリケーションが表示されます。攻撃の数と割合、グルー
プと重大度、グループごとのイベントの種類と数などの情報が表示されます。

一定期間にわたる攻撃

選択された期間の攻撃が表示されます。たとえば、時間範囲が過去 1 カ月の場合、レポートには過去 1 カ
月間の 1 日ごとの攻撃の合計数が表示されます。レポートには、攻撃の数と割合が含まれます。すべての
コンピュータに対する攻撃を表示したり、上位のオペレーティングシステム、ユーザー、IP アドレス、グ
ループ、攻撃の種類ごとの情報を表示できます。

重大度別セキュリティイ
ベント

重大度に従って順位付けされた、ネットワーク内のセキュリティイベントの合計数と割合が表示されま
す。

一定期間に遮断したアプ
リケーション

選択した期間にネットワークへのアクセスが遮断されたアプリケーションの合計数が表示されます。レ
ポートには、イベントの時間、攻撃の数、割合が含まれます。すべてのコンピュータの情報を表示した
り、グループ、IP アドレス、オペレーティングシステム、ユーザーごとの情報を表示できます。

一定期間にわたるトラ
フィック通知

一定期間にわたるファイアウォールルール違反に基づく通知の数が表示されます。カウントされるルー
ルは、［ファイアウォールルール］リストの［ログ記録］列で［電子メール警告の送信］オプションに
チェックマークを付けたルールです。このレポートにはすべてのコンピュータの情報を表示したり、グ
ループ、IP アドレス、オペレーティングシステム、ユーザーごとの情報を表示したりできます。

上位を占めるトラフィッ
ク通知

グループまたはサブネットと、通知の数と割合が一覧表示されます。通知を行うように設定したファイア
ウォールルール違反に基づいて、通知の数が示されます。カウントされるルールは、［ファイアウォール
ルール］リストの［ログ記録］列で［電子メール警告の送信］オプションにチェックマークを付けたルー
ルです。情報は、すべてのログ、トラフィックログ、パケットログのいずれかについて、上位のグループ
またはサブネットごとにグループ化して表示できます。

メモリエクスプロイト緩
和機能検出

遮断または許可されたメモリエクスプロイト緩和機能の種類の数が表示されます。

上位を占める URL 検出

URL 評価によってブロックされる URL が一覧表示されます。

詳細レポート

上位のネットワーク脅威防止アイテムが 1 つのレポート内に一覧表示されます。

Table 171: リスクレポート
レポート名

説明

感染コンピュータとリス
クを伴うコンピュータ

このレポートは 2 つの表で構成されます。1 つの表にはウイルスに感染したコンピュータが示され、もう
1 つの表にはまだ解決されていないセキュリティリスクのあるコンピュータが示されます。

処理リスト

このレポートは、リスクが検出されたときに実行可能なすべての処理の数を示す表で構成されます。実
行可能な処理は、［クリーニング］、［疑いあり］、［遮断］、［検疫］、［削除］、［修復の保留］、
［強制または商用の検出をログに記録しました］、［新規感染］、および［未解決感染］です。この情報
は、Symantec Endpoint Protection のホームページにも表示されます。

リスクの検出数

このレポートは、円グラフ、リスクの表、関連する相対値の棒グラフで構成されます。リスク検出の数を
ドメイン、サーバー、コンピュータごとに示します。レガシー Symantec AntiVirus クライアントがある場
合、レポートではドメインの代わりにサーバーグループが使われます。
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レポート名

説明

ネットワークで検出され
た新種のリスク

このレポートは、表と分布円グラフで構成されます。新しいリスクのそれぞれについて、次の情報が表示
されます。
• リスク名
• リスクのカテゴリまたは種類
• 最初に検出されたデータ
• 組織で最初の発生
• 最初に検出したスキャンの種類
• リスクが発見されたドメイン (レガシーコンピュータでは、サーバーグループ)
• リスクが発見されたサーバー (レガシーコンピュータでは、親サーバー)
• リスクが発見されたグループ (レガシーコンピュータでは、親サーバー)
• リスクが発見されたコンピュータと、発見されたときにログオンしていたユーザーの名前
円グラフは、選択した対象の種類 (ドメイン (レガシーコンピュータでは、サーバーグループ)、グルー
プ、サーバー (レガシーコンピュータでは、親サーバー)、コンピュータ、またはユーザー名) 別の新しい
リスク分布を示します。

上位のリスク検出相関関
係

このレポートは、2 つの変数を使ってウイルス検出とセキュリティリスク検出の相関を示す 3 次元棒グ
ラフで構成されます。x 軸と y 軸の変数として、それぞれコンピュータ、ユーザー名、ドメイン、グルー
プ、サーバー、リスク名のいずれかを選択できます。このレポートは、各軸の変数に対して上位 5 つのイ
ンスタンスを示します。変数の 1 つとしてコンピュータを選択し、感染コンピュータが 4 台以下の場合に
は、感染していないコンピュータがグラフに表示されます。
Note: レガシー版の Symantec AntiVirus を実行しているコンピュータでは、ドメインとサーバーの代わり
にサーバーグループと親サーバーが使われます。

ダウンロードリスク分布

このレポートには、ダウンロードインサイトで検出されたファイルの数が表示されます。ファイルは感度
によってグループ化されます。検出されたファイルの詳細なレポートが表示されます。レポートを実行す
る前に、URL、Web ドメイン、アプリケーション、およびユーザー許可別にファイルをグループ化するこ
ともできます。

リスク分布の概略

このレポートは、選択した対象の種類について各項目の相対的な割合を示す、円グラフと関連する棒グラ
フで構成されます。たとえば、選択した対象がリスク名の場合、円グラフは重複のないリスクそれぞれの
割合を示します。リスク名ごとに棒グラフが表示され、そこには検出数と検出の合計に対する割合が含ま
れます。

一定期間にわたるリスク
分布

このレポートは、単位時間あたりのウイルスとセキュリティリスクの検出数を示す表と、相対値の棒グラ
フで構成されます。

保護技術別のリスク分布

このレポートには、保護技術ごとのウイルスとセキュリティリスク検出の数が表示されます。

SONAR 検出結果

このレポートは、以下の情報を示す円グラフと棒グラフで構成されます。
• リスクとしてラベルが付けられ、ネットワークで許容可能として例外に追加したアプリケーションの
リスト
• 検出され、リスクとして確認されたアプリケーションのリスト
• 検出されたがリスクとしての状態が未確認であるアプリケーションのリスト
各リストについて、このレポートには会社名、アプリケーションハッシュとバージョン、および関係する
コンピュータが表示されます。許可アプリケーションについては、許可のソースも表示されます。

SONAR 脅威分布

検出された上位アプリケーションの名前が、相対値の棒グラフおよび概略の表と一緒に表示されます。検
出には、商用アプリケーションリストと強制検出リストのアプリケーションが含まれます。最初の概略の
表には、アプリケーション名および検出の数と割合が含まれます。

一定時間にわたる
SONAR 脅威検出

このレポートは、選択した期間のプロアクティブ脅威検出の数を示す折れ線グラフで構成されます。一定
期間にわたって検出された脅威の合計数を示す表と相対値の棒グラフも表示されます。

上位リスクの処理概略

このレポートは、ネットワークで発見された上位リスクを示します。リスクごとに、検出されたときに実
行された処理の割合を示す、処理の概略の棒グラフが表示されます。処理には、検疫、クリーニング、削
除などがあります。このレポートには、それぞれの処理が設定された第 1 の処理であった場合、設定され
た第 2 の処理であった場合、いずれでもない場合、不明の場合の割合も示されます。
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レポート名

説明

通知の数

このレポートは、円グラフと関連する相対値の棒グラフで構成されます。グラフは、通知を行うように設
定したファイアウォールルール違反でトリガされた通知の数を示します。通知の種類と、それぞれの数も
示されます。

一定期間にわたる通知の
数

このレポートは、選択した期間に送信されたネットワーク内の通知の数を示す折れ線グラフで構成されま
す。一定期間の通知の数と割合を示す表も表示されます。フィルタ処理により、通知の種類、応答の状
態、作成者、通知名ごとにデータを表示できます。

週次アウトブレーク

このレポートには、週あたりのウイルスとセキュリティリスクの検出数と相対値の棒グラフが、指定した
時間範囲で表示されます。範囲が 1 日の場合は、過去 1 週間のデータが表示されます。

総合リスクレポート

デフォルトでは、このレポートには分布レポートや新しいリスクのレポートがすべて含まれます。レポー
トを設定することで、特定のレポートだけを含めることができます。このレポートには、すべてのドメイ
ンの情報が含まれます。

Symantec Endpoint
Protection の日次状態

このレポートは、過去 24 時間にわたるウイルス検出、ネットワークイベントの介入と定義の状態を示し
ます。

Symantec Endpoint
Protection の週次状態

このレポートは、前週のエンドポイントコンピュータのライセンス状態とウイルス検出統計を示します。
データは特に断りがないかぎり累積値を反映します。

Table 172: スキャンレポート
レポート名

説明

スキャン統計ヒストグラ
ム

このレポートは、ヒストグラムで構成されます。スキャンにおける以下の情報を分布する方法をヒストグ
ラムで選択できます。
• スキャン時間 (秒単位)
• 検出したリスクの数
• 検出したファイルの数
• スキャンしたファイルの数
• スキャンを省略したファイルの数
ヒストグラムに使うビンの範囲とビンの数も設定できます。ビンの範囲は、選択したグループごとに使う
データの間隔です。ビンの数は、ヒストグラムでデータ間隔を繰り返す回数を指定します。
表示される情報には、エントリの数、最大値と最小値、平均値と標準偏差が含まれます。
レポートの値を変更して、レポートのヒストグラムに生成される情報を最大化できます。たとえば、ネッ
トワークのサイズや表示する情報の量を検討します。

前回のスキャン時間別の
コンピュータ

このレポートは、セキュリティネットワーク内のコンピュータのリストを前回のスキャン時間別に示しま
す。また、スキャン時にログインしていたユーザーの IP アドレスと名前も含まれます。

スキャンしていないコン
ピュータ

このレポートは、セキュリティネットワーク内でスキャンしていないコンピュータのリストを示します。
また、以下の情報が提供されます。
• IP アドレス
• 前回のスキャンの時間
• 現在のユーザーまたは前回のスキャン時にログオンしていたユーザーの名前

Table 173: システムレポート
レポート名

説明

エラーを生成する上位ク
ライアント

このレポートは、警告の条件とエラーの条件ごとの円グラフで構成されます。グラフは、相対的なエラー
数と警告数および割合をクライアント別に示します。

エラーを生成する上位
サーバー

このレポートは、警告の条件とエラーの条件ごとの円グラフで構成されます。グラフは、相対的なエラー
数と警告数および割合をサーバー別に示します。

一定期間にわたるデータ
ベース複製エラー

このレポートは、選択した時間範囲の複製エラーを示す折れ線グラフと関連する表で構成されます。
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レポート名

説明

サイト状態レポート

このレポートは、すべてのサイトの健全性状態およびローカルサイトのすべてのサーバーに関する情報の
リアルタイム概略を示します。

WSS 統合トークンの使
用状況

このレポートは、Web とクラウドのアクセス保護 を使用するクライアント認証の統合トークンの使用状
況に関する概略を示します。

クイックレポートの実行とカスタマイズ
クイックレポートは事前定義済みのカスタマイズ可能なレポートです。これらのレポートは管理サーバーと通信するク
ライアントコンピュータと管理サーバーから収集されるイベントデータを含んでいます。クイックレポートはレポートの
ために設定するオプションに特定のイベントの情報を提供します。レポート設定を保存して同じレポートを後で実行した
り、レポートを印刷または保存できます。
クイックレポートは静的で、レポートのために指定する時間枠に特定の情報を提供します。また、ログを使ってリアルタ
イムのイベントを監視できます。
クイック レポートを実行およびカスタマイズする方法
1. オプション 1: クイックレポートを実行するには、コンソールで［レポート］をクリックします。
2. ［クイックレポート］タブの［レポートの種類］リストボックスで、実行するレポートの種類を選択します。
3. ［レポートの選択］リストボックスでは、実行するレポートの名前を選択します。
4. ［レポートの作成］をクリックします。
5. オプション 2: クイックレポートをカスタマイズするには、コンソールで［レポート］をクリックします。
6. ［クイックレポート］タブの［レポートの種類］リストボックスで、カスタマイズするレポートの種類を選択しま
す。
7. ［レポートの選択］リストボックスでは、カスタマイズするレポートの名前を選択します。
［ネットワークコンプライアンス状態］レポートと［コンプライアンス状態］レポートについては、［ステータ
ス］リストボックスで、使いたい保存されたフィルタ設定を選択するか、デフォルトのフィルタのままにします。
［上位のリスク検出相関関係］レポートについては、［X 軸］と［Y 軸］のリストボックスの値を選択してレポート
の表示方法を指定できます。
［スキャン統計ヒストグラム］レポートについては、［ビンの範囲］と［ビンの数］の値を選択できます。
一部のレポートについては、［グループ］リストボックスでレポート結果を分ける方法を指定できます。他のレポー
トについては、［対象］フィールドでレポート結果をフィルタ処理する対象を選択できます。
8. ［保存したフィルタを使う］リストボックスで、保存したフィルタ設定を選択するか、デフォルトのフィルタのまま
にします。
9. ［適用したいフィルタ設定は?］の［時間範囲］リストボックスで、レポートの時間範囲を選択します。
10. ［特定日を設定する］を選択する場合は、［開始日］と［終了日］のリストボックスを使います。これらのオプショ
ンは、情報を表示する時間間隔を設定します。
コンピュータの状態レポートを生成して［特定日を設定する］を選択するとき、日時のフィールドで指定する時間以
降にサーバーでチェックインされなかったコンピュータが関係するすべてのエントリを表示するように指定します。
11. レポートの追加設定をする場合は、［追加設定］をクリックして、必要なオプションを設定します。
［詳しい説明を表示］をクリックすると状況感知型ヘルプでフィルタオプションの説明を参照できます。
NOTE
フィルタオプションのテキストボックスは、ワイルドカード文字を使って一致するものを検索でき、大文字
小文字は区別しません。ワイルドカード文字として使用できるのは、ASCII のアスタリスク文字だけです。
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このレポートを後で再実行する場合は、レポート設定を保存できます。
12. ［レポートの作成］をクリックします。
詳しい情報

• カスタムレポートの保存
• レポートの印刷と保存
• 定時レポートの実行方法

カスタムレポートの保存
カスタムレポートの設定をフィルタに保存して、後で再度レポートを生成できます。設定を保存するときに、これらは
データベースに保存されます。フィルタに付けた名前は、関連するログとレポートの［保存したフィルタを使う］リスト
ボックスに表示されます。
NOTE
ユーザーが保存したフィルタ設定は、本人のユーザーログオンアカウントでのみ利用できます。レポート作成
の権限を持つユーザーは、他のユーザーが保存した設定にアクセスできません。
詳細については、次を参照してください。
定時レポートに使うフィルタの編集
作成したレポート設定は削除できます。設定を削除すると、そのレポートを利用できなくなります。デフォルトのレポー
ト設定の名前が［保存したフィルタを使う］リストボックスに表示され、画面はデフォルトの設定で更新されます。
NOTE
管理サーバーから管理者を削除する場合、削除する管理者によって作成されたレポートを保存でき
ます。レポートの所有権と名前は変更されます。新しいレポート名の形式は、「####('####')」で
す。たとえば、管理者 JSmith によって作成された Monday_risk_reports という名前のレポート
は、Monday_risk_reports(JSmith) という名前に変更されます。
詳細については、次を参照してください。
管理者アカウントとアクセス権について
カスタムレポートを保存するには
1. コンソールで、［レポート］をクリックします。
2. ［クイックレポート］タブで、リストボックスからレポートの種類を選択します。
3. レポートの基本設定と追加設定を変更します。
12.1.xでは、［追加設定］ではなく［拡張設定］です。
4. ［フィルタの保存］をクリックします。
5. ［フィルタ名］テキストボックスに、レポートフィルタの詳しい名前を入力します。フィルタが［保存したフィルタ
を使う］リストに追加されるときに、入力した名前の最初の 32 文字だけが表示されます。
6. ［OK］をクリックします。
7. 確認のダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックします。
保存したフィルタは、関連するレポートとログの［保存したフィルタを使う］リストボックスに表示されます。
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定時レポートの実行方法
定時レポートは、設定したスケジュールに基づいて自動的に実行されるレポートです。定時レポートは受信者に電子メー
ルで送信されるため、少なくとも 1 人の受信者の電子メールアドレスを指定する必要があります。レポートの実行後、
レポートは .mht 添付ファイルとして、設定した受信者に電子メールで送信されます。
定時レポートに表示されるデータは、データベースで 1 時間ごとに更新されます。レポートのデータは、管理サーバー
によって定時レポートが電子メールで送信される日時から 1 時間以内のものです。
一定期間のデータを含むその他のレポートは、クライアントログに対して設定したアップロード間隔に基づいて、データ
ベースで更新されます。次のサイトを参照してください。
クライアントログサイズと管理サーバーにアップロードするログの指定
NOTE
サイト内にデータベースを共有する複数のサーバーがある場合は、最初にインストールされたサーバーがサイ
トの定時レポートを実行します。このデフォルトの動作により、サイトのすべてのサーバーが同じ定時スキャ
ンを同時に実行することはありません。別のサーバーで定時レポートを実行する場合は、ローカルサイトのプ
ロパティでこのオプションを設定できます。
定時レポートを実行するには
1. コンソールで、［レポート］をクリックします。
2. ［定時レポート］タブで、［追加］をクリックします。
3. ［レポート名］テキストボックスに詳しい名前を入力し、さらに詳しい説明を入力します（省略可能）。
説明のテキストボックスには 255 文字を超える文字を貼り付けることができますが、説明として保存されるのは 255
文字だけです。
4. しばらくこのレポートを実行しない場合は、［この定時レポートを有効にする］チェックボックスのチェックマーク
をはずします。
5. リストボックスから、スケジュールを設定するレポートの種類を選択します。
6. リストボックスから、スケジュールを設定するレポートの名前を選択します。
7. リストボックスから、利用する保存済みフィルタの名前を選択します。
8. ［実行間隔］テキストボックスで、レポートを電子メールで受信者に送信する間隔を選択します（時間、日、週、
月）。続いて、選択した間隔の値を入力します。たとえば、1 日おきにレポートを送信する場合は、［日］を選択し
て 2 を入力します。
9. ［開始まで］テキストボックスに、レポートを開始する日付を入力するか、カレンダーアイコンをクリックして日付
を選択します。続いて、リストボックスから時間と分を選択します。
10. ［レポート受信者］に、1 つ以上の電子メールアドレスをカンマ区切りで入力します。
電子メール通知が機能するようにメールサーバーのプロパティが設定済みである必要があります。
11. ［OK］をクリックします。

定時レポートに使うフィルタの編集
スケジュールを設定したレポートの設定を変更できます。次にレポートが実行されるときに、新しいフィルタ設定が使わ
れます。保存済みのレポートフィルタを基にして、追加の定時レポートを作成することもできます。
フィルタの保存は作成者ごとに行われるため、2 人のユーザーが同じ名前のフィルタを作成しても問題は発生しません。
ただし、デフォルトの管理アカウントにログオンする 1 人または 2 人のユーザーが、同じ名前のフィルタを作成しない
ようにしてください。
ユーザーが同じ名前のフィルタを作成する場合、次の 2 つの状況で競合が発生する場合があります。
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• 2 人のユーザーがデフォルトの管理アカウントに別のサイトでログオンし、それぞれが同じ名前でフィルタを作成す
る場合

• 1 人のユーザーがフィルタを作成し、別のサイトにログオンして、すぐに同じ名前のフィルタを作成する場合
サイトの複製が実行される前にいずれかの状況が発生すると、フィルタリストに同じ名前の 2 つのフィルタが表示され
るようになります。使えるのは一方のフィルタだけです。最も実践的な習慣として、この問題が発生した場合は使える
フィルタを削除し、別の名前で作成し直します。使えるフィルタを削除するときに、使えないフィルタも削除します。
詳細については、次を参照してください。
カスタムレポートの保存
NOTE
保存したフィルタを定時レポートに関連付けるときには、フィルタにカスタム日付が含まれていないことを確
認します。フィルタでカスタム日付が指定されていると、レポートが実行されるたびに同じレポートを受け取
ります。
詳細については、次を参照してください。
定時レポートの実行方法
定時レポートに使うフィルタを編集するには
1. コンソールで、［レポート］をクリックします。
2. ［定時レポート］をクリックします。
3. レポートのリストで、編集する定時レポートをクリックします。
4. ［フィルタの編集］をクリックします。
5. フィルタに必要な変更を行います。
6. ［フィルタの保存］をクリックします。
元のレポートフィルタを維持する場合は、編集したフィルタに新しい名前を付けます。
7. ［OK］をクリックします。
8. 確認のダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックします。

レポートの印刷と保存
レポートを印刷したり、クイックレポートのコピーを保存したりできます。定時レポートを印刷することはできません。
保存したファイルや印刷したレポートはレポートデータベースの現在のデータを示すスナップショットであるため、履歴
を保持できます。
NOTE
Internet Explorer のデフォルト設定では、背景の色と画像が印刷されません。この印刷オプションが無効の場
合、作成したレポートと印刷されたレポートの見た目が異なる場合があります。ブラウザの設定を変更して、
背景の色と画像を印刷できます。
詳細については、次を参照してください。
クイックレポートの実行とカスタマイズ
レポートを保存するときに、レポート用データベースの現在のデータに基づいてセキュリティ環境のスナップショットが
保存されます。後で同じフィルタ設定に基づいて同じレポートを実行した場合、新しいレポートには異なるデータが表示
されます。
レポートを印刷および保存する方法
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1. レポートを印刷するには、レポートウィンドウで［印刷］をクリックします。
2. ［印刷］ダイアログボックスで、必要に応じてプリンタを選択し［印刷］をクリックします。
3. レポートを保存するには、レポート ウィンドウで［保存］をクリックします。
4. ［ファイルのダウンロード］ダイアログボックスで、［保存］をクリックします。
5. ［名前を付けて保存］ダイアログボックスの［保存する場所］ダイアログボックスで、ファイルを保存する場所を参
照します。
6. ［ファイル名］リストボックスで、必要に応じてデフォルトのファイル名を変更します。
7. ［保存］をクリックします。
レポートが、MHTML Web ページアーカイブ形式で選択した場所に保存されます。
8. ［ダウンロードの完了］ダイアログボックスで、［閉じる］をクリックします。

ログの表示
選択したフィルタ設定集に基づくログから、表示するイベントのリストを生成できます。
NOTE
大量のデータを含むログを表示したときにデータベースエラーが発生した場合、データベースのタイムアウト
パラメータを変更すると安全です。
CGI エラーまたはプロセス終了エラーが発生する場合、その他のタイムアウトパラメータを変更すると安全で
す。
詳細については、次を参照してください。
レポートとログを見直すためのタイムアウトパラメータの変更
レポートとログは、常に管理サーバーのインストールに使った言語で表示されます。リモートの Symantec Endpoint
Protection Manager コンソールまたはブラウザを使ってこれらを表示する場合は、使っているコンピュータに適切なフォ
ントがインストールされている必要があります。次のサイトを参照してください。

• Symantec Endpoint Protection Manager のログの種類について
• フィルタを使ったカスタムログの保存と削除
ログを表示する方法
1. コンソールで、［監視］をクリックします。
2. ［ログ］タブの［ログの種類］リストボックスで、表示するログの種類を選択します。
3. ログの種類によっては、［ログの内容］リストボックスが表示されます。このリストボックスが表示された場合、表
示するログの内容を選択します。
4. ［保存したフィルタを使う］リストボックスで、保存したフィルタを選択するか、値をデフォルトのままにします。
5. ［時間範囲］リストボックスで、時間を選択するか、デフォルト値のままにします。［特定日を設定する］を選択し
た場合、表示するエントリの日時を設定します。
6. ［追加設定］をクリックして、表示するエントリの数を制限します。
選択した種類のログに、その他の利用可能な［追加設定］を設定することもできます。
12.1.xでは、［追加設定］ではなく［拡張設定］です。
NOTE
フィルタオプションフィールドは、ワイルドカード文字を使って一致するものを検索できますが、大文字小
文字は区別しません。ワイルドカード文字として使用できるのは、ASCII のアスタリスク文字だけです。
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7. ［ログの表示］をクリックします。
［フィルタの保存］をクリックしてフィルタ構成を保存し、後で同じログ表示を生成することもできます。

Symantec Endpoint Protection Manager のログの種類について
ログにはクライアント設定の変更、セキュリティに関する活動、エラーについての記録が含まれています。これらの記録
はイベントと呼ばれます。ログには、これらのイベントと追加の関連情報が表示されます。セキュリティに関する活動に
はウイルス検出、コンピュータ状態、クライアントコンピュータから送受信されるトラフィックについての情報が含まれ
ています。
ログは、各クライアントコンピュータの活動や、他のコンピュータやネットワークとの通信を追跡するための重要な手段
です。このデータを使って、ネットワーク全体のセキュリティ状態を分析し、クライアントコンピュータでの保護を変更
できます。ウイルス、セキュリティリスク、攻撃に関する傾向を追跡できます。複数のユーザーが同じコンピュータを使
用する場合、誰がリスクを持ち込んだかを識別し、そのユーザーに予防措置を取らせることができます。
［監視］ページの［ログ］タブでログデータを表示できます。
管理サーバーはクライアントからログの情報を定期的にアップロードします。ログまたはレポートでこの情報を表示でき
ます。レポートは固定であり、ログほどの詳しい情報が含まれないため、ログを使ってネットワークを監視することが好
まれる場合もあります。
ログを使ってネットワークを監視するのに加えて、さまざまなログから次の操作を行うことができます。

• クライアントコンピュータでコマンドを実行する。次のサイトを参照してください。
•
•

コンソールを使った、クライアントコンピュータでのコマンドの実行
さまざまな種類の例外を追加する。次のサイトを参照してください。
ログイベントに基づく例外の作成
検疫からファイルを削除する。次のサイトを参照してください。
コンピュータでの検疫ファイルの管理

以下の表で、表示できるコンテンツの種類と各ログから実行できる処理について説明します。
Table 174: ログの種類
ログの種類

コンテンツと処理

監査

監査ログには、ポリシー修正活動に関する情報が記載されます。
利用可能な情報には、イベントの日時と種類、修正されたポリシー、関係したドメイン、サイト、ユー
ザー名、説明が含まれます。
このログに関連付けされた処理はありません。
詳細については、次を参照してください。
監査ログとクイックレポート

アプリケーションとデバ
イス制御

アプリケーション制御とデバイス制御のログには、ある種の動作が遮断されたイベントに関する情報が記
載されます。
利用可能なアプリケーションとデバイス制御のログは次のとおりです。
• アプリケーション制御（改変対策に関する情報を含む）
• デバイス制御
利用可能な情報には、イベントが発生した時刻、講じられた処置、関与したコンピュータ、ドメインなど
があります。また、関与したユーザー、重大度、関与したルール、呼び出し元プロセス、ターゲットも含
まれています。
アプリケーション制御ログから、アプリケーション制御例外または改変対策例外を作成できます。
詳細については、次を参照してください。
• Symantec Endpoint Protection が Windows クライアントの監視対象アプリケーションを処理する方法
を指定する
• アプリケーションとデバイス制御のログとクイックレポート
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ログの種類

コンテンツと処理

コンプライアンス

コンプライアンスログにはクライアントのホストインテグリティに関する情報が記録されます。
このログに関連付けされた処理はありません。
詳細については、次を参照してください。
コンプライアンスログとクイックレポート

コンピュータの状態

コンピュータの状態ログには、ネットワーク内のクライアントコンピュータのリアルタイム稼動状態に関
する情報が含まれます。
利用可能な情報には、コンピュータ名、IP アドレス、感染の状態、保護技術、Auto-Protect の状態、バー
ジョン、定義日などがあります。また、ユーザー、前回のチェックイン日時、ポリシー、グループ、ドメ
イン、再起動が必要かどうかも含まれます。
また、このログからコンピュータの感染状態を消去することもできます。
Note: このログには、Windows クライアントと Mac クライアントの両方から収集された情報が含まれて
います。
詳細については、次を参照してください。
コンピュータ状態ログとレポート

ディセプション

ディセプションのログには、ディセプタの活動の結果 Symantec Endpoint Protection Manager にクライア
ントが送信するあらゆる活動に関する情報が記録されます。
ディセプションは、望ましいデータと攻撃ベクトルに見える内容を攻撃者に示すために使用するツールの
セットです。これらのツールを使用すると、侵入の試みをすばやく検出して停止できます。ディセプショ
ンツールとヘルプファイルは、インストールファイルの /Tools/Deception フォルダにあります。
詳細については、次を参照してください。
［監視］: ［概略］タブ

ネットワークとホスト悪
用防止

ネットワークとホストのエクスプロイト緩和機能のログには、侵入防止、ファイアウォール、メモリエク
スプロイト緩和機能に関する情報が含まれます。
ログには、ファイアウォールに対する攻撃に関する情報や、侵入防止に関する情報が含まれます。サービ
ス拒否攻撃、ポートスキャン、実行可能ファイルに行われた変更に関する情報を利用できます。この中に
は、ファイアウォールを介して行われる接続（トラフィック）や、通過するデータパケットに関する情
報も含まれます。このログには、ネットワークアプリケーションの検出やソフトウェアの設定など、コン
ピュータに対して行われる動作上の変更情報も一部含まれます。
詳細については、次を参照してください。
ネットワークとホストのエクスプロイト緩和機能のログとクイックレポート

SONAR

SONAR ログには、SONAR 脅威スキャン中に検出された脅威に関する情報が含まれています。悪質であ
る可能性のあるアプリケーションがクライアントコンピュータで実行されたときに、それらをリアルタイ
ムに検出するスキャンです。
情報には、発生日時、イベントの実際の処理、ユーザー名、Web ドメイン、アプリケーション、アプリ
ケーションの種類、ファイル、パスなどの項目があります。
詳細については、次を参照してください。
• SONAR ログ
• SONAR について

リスク

リスクログには、リスクイベントに関する情報が含まれます。利用可能な情報には、イベントの日時、イ
ベントの実際の処理、ユーザー名、コンピュータ、ドメイン、リスク名、送信元、件数、ファイル、パス
などがあります。
詳細については、次を参照してください。
リスクログとクイックレポート

スキャン

スキャンログには、Windows クライアントと Mac クライアントの両方から得た、ウイルスとスパイウェ
アのスキャンアクティビティについての情報が含まれています。
利用可能な情報には、スキャン開始、コンピュータ、IP アドレス、状態、期間、検出、スキャンされた項
目、省略された項目、ドメインなどの項目があります。
このログに関連付けされた処理はありません。
詳細については、次を参照してください。
スキャンログとクイックレポート
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ログの種類
システム

コンテンツと処理
システムログには、サービスの開始日時や停止日時などのイベントに関する情報が含まれます。
このログに関連付けされた処理はありません。
詳細については、次を参照してください。
システムログとクイックレポート

フィルタを使ったカスタムログの保存と削除
［基本設定］と［追加設定］を使ってカスタムフィルタを作成すると、表示される情報を変更できます。フィルタ設定を
データベースに保存すると、後で同じ表示を再び作成できます。設定を保存するときに、これらはデータベースに保存さ
れます。フィルタに付けた名前は、関連するログとレポートの［保存したフィルタを使う］リストボックスに表示されま
す。
12.1.xでは、［追加設定］ではなく［拡張設定］です。
NOTE
ログフィルタの時間範囲として［過去 24 時間］を選択した場合、最初にフィルタを選択した時点が 24 時間の
起点になります。ページを更新する場合、24 時間の時間範囲の開始時点はリセットされません。フィルタを選
択して、ログの表示を待っていると、フィルタを選択したときに時間範囲の計時が始まります。ログを表示し
た時点で始まるのではありません。
過去 24 時間の時間範囲を確実に今すぐ開始するには、別の時間範囲を選択してから［過去 24 時間］を再び選
択します。
フィルタを使用してカスタム ログを保存および削除する方法
1. フィルタを使ってカスタムログを保存するには、メインウィンドウで［監視］をクリックします。
2. ［ログ］タブの［ログの種類］リストボックスで、フィルタを設定するログ表示の種類を選択します。
3. ログの種類によっては、［ログの内容］リストボックスが表示されます。このリストボックスが表示された場合、
フィルタを設定するログの内容を選択します。
4. ［保存したフィルタを使う］リストボックスで、最初に使うフィルタを選択します。たとえば、デフォルトのフィル
タを選択します。
5. ［適用したいフィルタ設定は?］で、［追加設定］をクリックします。
12.1.xでは、［追加設定］ではなく［拡張設定］です。
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6. 設定を変更します。
7. ［フィルタの保存］をクリックします。
8. 表示されるダイアログボックスの［フィルタ名］ボックスに、このログフィルタ設定に使う名前を入力します。保存
したフィルタがフィルタリストに追加されると、名前の最初の 32 文字のみが表示されます。
9. ［OK］をクリックします。新しいフィルタ名が［保存したフィルタを使う］リストボックスに追加されます。
10. 確認のダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックします。
11. 保存したフィルタを削除するには、［保存したフィルタを使う］リストボックスで、削除するログフィルタの名前を
選択します。
12. ［保存したフィルタを使う］リストボックスの横にある［削除］アイコンをクリックします。
13. フィルタを削除するかどうかの確認を求められたら、［はい］をクリックします。

別のサイトのログの表示
別のサイトのログを表示する場合、Symantec Endpoint Protection Manager コンソールからリモートサイトのサーバーに
ログオンする必要があります。リモートサイトのサーバーにアカウントを持っている場合、リモートでログオンして、そ
のサイトのログを表示できます。
複製パートナーを設定した場合、複製パートナーのすべてのログをローカルパートナーにコピーしたり、その逆を行った
りすることを選択できます。ログの複製を選択した場合、デフォルトでは、ログを表示したときに管理者のサイトと複製
されたサイトの両方の情報が表示されます。1 つのサイトのみを確認する場合、データをフィルタ処理して、表示する場
所を限定する必要があります。ログの複製を選択する場合は、すべての複製パートナーに追加ログ用の十分なディスク容
量があることを確認してください。次のサイトを参照してください。
複製のための 2 番目のサイトのインストール方法
別のサイトのログを表示するには
1. Web ブラウザを開きます。
2. アドレスのテキストボックスに、次のように入力します。
http://<SEPMServer>:9090
ここで、 SEPMServer はサーバー名または IP アドレスです。
IP アドレスには IPv4 と IPv6 があります。IPv6 アドレスの場合は、次のように角カッコで囲む必要がありま
す。http://[<SEPMServer>]:9090
コンソールがダウンロードを開始します。ログオンに使うコンピュータには、JRE (Java Runtime Environment) がイ
ンストールされている必要があります。インストールされていない場合、ダウンロードしてインストールするように
促すメッセージが表示されます。メッセージに従って JRE をインストールします。
3. コンソールのログオンダイアログボックスで、ユーザー名とパスワードを入力します。
4. 自動的に入力されない場合、［サーバー］テキストボックスにサーバー名または IP アドレスとポート番号 8443 を次
のように入力します。
http://<SEPMServer>:8443
5. ［ログオン］をクリックします。

ログデータの Syslog サーバーへのエクスポート
データベースの領域を増やすには、管理サーバーでログデータを Syslog サーバーに送信するように設定できます。
ログデータを Syslog サーバーにエクスポートする場合、ログを受信するように Syslog サーバーを設定する必要があり
ます。次のサイトを参照してください。
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ログデータのテキストファイルへのエクスポート
ログデータを Syslog サーバーにエクスポートするには
1. コンソールで、［管理］をクリックします。
2. ［サーバー］をクリックします。
3. ログデータのエクスポート元となるローカルサイトまたはリモートサイトをクリックします。
4. ［外部ログ記録の設定］をクリックします。
5. ［全般］タブの［更新頻度］リストボックスで、ログデータをファイルに送信する頻度を選択します。
6. ［マスターログ記録サーバー］リストボックスで、ログを送信する管理サーバーを選択します。
SQL Server を使い、複数の管理サーバーをデータベースに接続する場合は、1 台のサーバーのみをマスターログ記録
サーバーとして指定します。
7. ［Syslog サーバーへのログの送信を有効にする］にチェックマークを付けます。
8. 次の情報が表示されます。

• Syslog サーバー

ログデータを受信する Syslog サーバーの IP アドレスまたはドメイン名を入力します。

• 送信先ポート

使うプロトコルを選択し、Syslog サーバーが Syslog メッセージの応答準備に使う送信先ポートを指定します。

• ログ機能

Syslog 設定ファイルで使うログ機能の数を入力するか、デフォルトを使います。有効な値は 0 から 23 です。

9. ［ログフィルタ］タブで、エクスポートするログにチェックマークを付けます。
10. ［OK］をクリックします。

ログデータのテキストファイルへのエクスポート
ログからテキストファイルにデータをエクスポートするとき、デフォルトではファイルはフォルダに配置されます。デ
フォルトのフォルダパスは、C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\dump です。
レコードがテキストファイルに転送されるまで、エントリは .tmp ファイルに配置されます。
NOTE
エクスポートしたログデータを使ってデータベースを復元することはできません。
以下の表に、ログ データの種類とエクスポートされたログ データ ファイル名の対応関係を示します。ログ名は、［監
視］ページの［ログ］タブで使われているログ名と 1 対 1 で対応するものではありません。
Table 175: Symantec Endpoint Protection のログテキストファイル名
ログデータ

テキストファイル名

サーバー管理

scm_admin.log

アプリケーションとデバイス制御

agt_behavior.log

サーバークライアント

scm_agent_act.log

サーバーポリシー

scm_policy.log

サーバーシステム

scm_system.log

クライアントパケット

agt_packet.log

クライアントプロアクティブ脅威

agt_proactive.log

クライアントリスク

agt_risk.log
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ログデータ

テキストファイル名

クライアントスキャン

agt_scan.log

クライアントセキュリティ

agt_security.log

クライアントシステム

agt_system.log

クライアントトラフィック

agt_traffic.log

NOTE
テキストファイルにエクスポートした場合、エクスポートされたレコードの数が［外部ログ記録］のダイアロ
グボックスで設定した数と異なることがあります。この状況は管理サーバーを再起動したときに発生します。
管理サーバーを再起動すると、ログエントリカウンタはゼロにリセットされますが、すでにエントリが一時ロ
グファイルに存在する場合があります。この場合、再起動後に生成された各種類の最初の *.log ファイルには、
指定した値よりも多くのエントリが含まれます。それ以降にエクスポートされたログファイルには、正しい数
のエントリが含まれます。
ログデータをテキストファイルにエクスポートするには
1. コンソールで、［管理］をクリックします。
2. ［サーバー］をクリックします。
3. 外部ログ記録を設定するローカルサイトまたはリモートサイトをクリックします。
4. ［外部ログ記録の設定］をクリックします。
5. ［全般］タブで、ログデータをファイルに送信する頻度を選択します。
6. ［マスターログ記録サーバー］リストボックスで、ログを送信するサーバーを選択します。
複数の管理サーバーをデータベースに接続して Microsoft SQL を使う場合、1 台のサーバーのみをマスターログ記録
サーバーにする必要があります。
7. ［ログをダンプファイルにエクスポート］にチェックマークを付けます。
8. 必要に応じて、［ダンプファイルレコードを制限する］にチェックマークを付けて、一度にテキストファイルに送信
するエントリの数を入力します。
9. ［ログフィルタ］タブで、テキストファイルに送信するログのすべてを選択します。
ログの種類を選択したときに重大度を選択できる場合、エクスポートする重大度にチェックマークを付ける必要があ
ります。
10. ［OK］をクリックします。

外部ログ記録用フェールオーバーサーバーの設定
Symantec Endpoint Protection Manager は、syslog サーバーにログを転送するマスターログ記録サーバーとして機能し
ます。14.3 以降、2 番目の管理サーバーを設定して、プライマリサーバーのフェールオーバーサーバーとして動作さ
せることができます。プライマリ管理サーバーがオフラインになった場合、2 番目の管理サーバーが引き継ぎ、ログを
syslog サーバーに転送します。プライマリ管理サーバーがオンラインに復帰すると、ログの転送を再開します。
外部ログ記録用フェールオーバーサーバーの設定方法
1. コンソールで、［管理］ > ［サーバー］をクリックして、サイトを選択し、［外部ログ記録の設定］をクリックしま
す。
2. ［全般］タブの、［マスターログ記録サーバー］ドロップダウンリストで、ログを送信するプライマリ管理サーバー
を選択します。
プライマリサーバーがダウンした場合、リスト内の次の管理サーバーが引き継ぎます。管理サーバーは、［管理］ >
［サーバー］ > ［サイトプロパティの編集］ > ［全般］タブのレポート記録用サーバー優先度リストに表示されま
す。
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3. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
フェールオーバーまたは負荷分散に使う管理サーバーのインストール

通知の管理
通知は、潜在的なセキュリティ上の問題について管理者とコンピュータユーザーに警告します。
通知の種類によっては、設定するときのデフォルト値が含まれていることがあります。このガイドラインは、環境の規模
に応じて、起点となる妥当な値を提供しますが、調整が必要な場合もあります。環境に適した通知の数を特定するには、
試行錯誤が必要です。まず 1 つしきい値を設定して数日様子を見ます。数日後、通知の設定を調整できます。
ウイルス、セキュリティリスク、ファイアウォールイベントの検出に関して、1 つのネットワーク内に 100 台未満のコ
ンピュータがあると仮定します。このネットワークでの開始値としては、1 分以内に 2 つのリスクイベントが検出された
ときに通知を送信するように設定することが妥当です。コンピュータの数が 100 台から 1000 台の場合、1 分以内に 5 つ
のリスクイベントを検出する方が開始値としては有効です。
［監視］ページで通知を管理します。［ホーム］ページを使って、注意を必要とする未対応の通知の数を判断できます。
以下の表に、通知の管理で実行できるタスクを示します。
Table 176: 通知管理
タスク

説明

通知について学習する

通知のしくみを学習します。次のサイトを参照してください。
通知のしくみ

電子メール通知を有効
にするように電子メー
ルサーバーが設定され
ていることを確認する

通知を電子メールで送信する場合は、Symantec Endpoint Protection Manager と電子メールサーバーを正し
く設定している必要があります。次のサイトを参照してください。
管理サーバーと電子メールサーバー間の通信の確立

事前設定された通知を
確認する

Symantec Endpoint Protection に用意されている事前設定された通知を確認します。次のサイトを参照して
ください。
通知の種類および通知が送信される場合

未対応の通知を表示す
る

未対応の通知を表示し、これに応答します。次のサイトを参照してください。
通知の表示と対応

新しい通知を設定する

必要に応じて、重要な問題について自身と自身以外の管理者に注意を促す通知を作成します。次のサイトを
参照してください。
• 管理者通知の設定
• リモートクライアントの通知の有効化について

通知フィルタを作成す
る

必要に応じて、トリガされたすべての通知の表示を拡張または限定するフィルタを作成します。次のサイト
を参照してください。
管理通知フィルタの保存と削除

通知のしくみ
通知は、潜在的なセキュリティ上の問題について管理者とユーザーに警告します。たとえば、通知は、期限切れのライセ
ンスまたはウイルスの感染について管理者に警告できます。
イベントは通知をトリガします。新しいセキュリティリスク、クライアントコンピュータでのハードウェアの変更、また
は試用ライセンスの期限切れで、通知をトリガできます。通知がトリガされたときに、システムによって処理が行われる
ように設定できます。処理には、ログへの通知の記録、バッチファイルまたは実行可能ファイルの実行、電子メールの送
信などがあります。
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NOTE
電子メール通知には、Symantec Endpoint Protection Manager と電子メールサーバーとの間の通信が正しく設
定されている必要があります。
通知のダンパー期間:を設定できます。ダンパー期間は、新しいデータの通知条件を調べるまでに経過する必要のある時
間を指定します。通知条件にダンパー期間がある場合、通知はこの期間内でトリガ条件が最初に起きたときにのみ発行さ
れます。たとえば、大規模なウイルス攻撃が起き、ネットワーク上の 5 台のコンピュータにウイルスが感染するごとに
電子メールを送信するように、通知条件が設定されているとします。その通知条件に対して 1 時間のダンパー期間を設
定した場合、サーバーは、攻撃中、1 時間ごとに通知電子メールを 1 つずつ送信します。
NOTE
重要なイベントの通知について、［ダンパー］期間を［なし］に設定した場合は、クライアントが重要なイベ
ントを即座にアップロードすることを確認します。［重要なイベントをすぐにクライアントにアップロードさ
せる］オプションはデフォルトで有効で、［通知の設定］ダイアログボックスで設定されています。
詳しい情報

•
•
•
•
•

通知の管理
管理サーバーと電子メールサーバー間の通信の確立
通知の種類および通知が送信される場合
管理者通知の設定
通知の表示と対応

通知の種類および通知が送信される場合
Symantec Endpoint Protection Manager は、管理者に通知を提供します。特定のニーズを満たすように、これらの通知の
大部分はカスタマイズできます。たとえば、フィルタを追加して、トリガ条件を特定のコンピュータのみに限定できま
す。または、トリガされたときに特定の処理を行うように通知を設定できます。
デフォルトでは、これらの通知の一部が、Symantec Endpoint Protection Manager をインストールしたときに有効になり
ます。デフォルトで有効になっている通知は、サーバーにログ記録し、システム管理者に電子メールを送信するように設
定されています。
詳細については、次を参照してください。

• 通知の管理
• 別のバージョンからのアップグレードが通知条件に与える影響
Table 177: 事前設定された通知
通知

説明

認証エラー

定義された期間内に、設定された回数ログオンに失敗すると、認証エラーの通知がトリガされます。
通知をトリガするために必要なログオンエラーの数とログオンエラーが発生する期間を設定できま
す。

クライアントリストを変更し
ました

この通知は、既存のクライアントリストに変更があったときにトリガします。この通知条件はデフォ
ルトで有効になっています。
クライアントリストの変更には次のものが含まれます。
• クライアントの追加
• クライアントの名前の変更
• クライアントの削除
• クライアントハードウェアでの変更
• クライアントの管理外検出状態での変更
• クライアントモードの変更
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通知

説明

クライアントセキュリティ警
告

この通知は、次のセキュリティイベントのいずれかが起きたときにトリガします。
• コンプライアンスイベント
• ネットワークとホストのエクスプロイト緩和機能のイベント
• トラフィックイベント
• パケットイベント
• デバイス制御イベント
• アプリケーション制御イベント
これらの通知を変更して、これらの通知がいつトリガされるかを決める、イベントの種類、重大度、
頻度を指定できます。
これらの発生の種類の中には、関連するポリシーでログ記録を有効にする必要があるものがありま
す。
Note: 通知のダンパー期間を［なし］に設定した場合、クライアントが重要なイベントをすぐにアッ
プロードできることを確認する必要があります。［重要なイベントをすぐにクライアントにアップ
ロードさせる］オプションはデフォルトで有効で、［通知の設定］ダイアログボックスで設定されて
います。

ディセプション検出

攻撃者がディセプタに接触したり修正しようとしたりすると、ディセプションツールがイベントをロ
グに記録します。通知は以下のときにトリガされます。
• 攻撃者がクライアントの防御を突破する。
• 攻撃者がクライアントコンピュータについての情報を取得する。
• 攻撃者が企業ネットワーク内でのさらなる攻撃にクライアントコンピュータを使用しようとす
る。

最新でないダウンロード保護
コンテンツ

最新ではないダウンロード保護コンテンツについて管理者に警告します。定義が通知をトリガする経
過時間を指定できます。

ファイル評価ルックアップの
警告

評価検査のためにファイルをシマンテック社に送信する際に管理者に警告が表示されます。SONAR
とダウンロードインサイトは、ファイル評価ルックアップを使用してファイルをシマンテック社に自
動的に送信します。
［ファイル評価の検出］の通知は、デフォルトで有効になります。

強制アプリケーション検出

商用アプリケーションリストのアプリケーションが検出されたり、管理者によって監視されるアプリ
ケーションリストのアプリケーションが検出されたときに、この通知がトリガされます。

IPS シグネチャが最新ではあ
りません

最新ではない IPS シグネチャについて管理者に警告します。定義が通知をトリガする経過時間を指定
できます。

Licensing issue

有償ライセンス期限
この通知は、管理者や、必要に応じてパートナーに、期限切れになった、または期限切れ間近の有償
ライセンスについて警告します。
この通知はデフォルトで有効になっています。
過剰配備
この通知は、管理者や、必要に応じてパートナーに、過剰配備の有償ライセンスについて警告しま
す。
この通知はデフォルトで有効になっています。
試用ライセンス期限
この通知は、期限切れになった試用ライセンスについて、および 60 日、30 日、7 日以内に期限切れ
になる試用ライセンスについて、管理者に警告します。
この通知は、試用ライセンスがあるとデフォルトで有効になります。ライセンスがアップグレードの
対象になっているか、すでに支払われている場合、この通知はデフォルトで有効になりません。

メモリエクスプロイト緩和機
能検出

この通知は、既知または未知の脆弱性に対するエクスプロイトの試みを検出するとトリガされます。

ネットワークロードアラート: 完全定義セットを要求するクライアントが多すぎてネットワーク帯域幅の問題が発生する可能性があ
ウイルスとスパイウェアの完 る場合は管理者に警告します。
全定義の要求
この通知はデフォルトで有効になっています。
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通知

説明

新しい学習済みアプリケー
ション

アプリケーション学習で新しいアプリケーションが検出されたときに、この通知がトリガします。

新種のリスクを検出しました

この通知は、ウイルススキャンおよびスパイウェアスキャンが新種のリスクを検出するとトリガされ
ます。
Note: 通知のダンパー期間を［なし］に設定した場合、クライアントが重要なイベントをすぐにアッ
プロードできることを確認する必要があります。［重要なイベントをすぐにクライアントにアップ
ロードさせる］オプションはデフォルトで有効で、［通知の設定］ダイアログボックスで設定されて
います。

新しいソフトウェアパッケー
ジ

新しいソフトウェアパッケージをダウンロードするか、または次の状況が起きた場合にこの通知がト
リガします。
• LiveUpdate でクライアントパッケージがダウンロードされる。
• 管理サーバーがアップグレードされる。
• コンソールで手動でクライアントパッケージをインポートする。
• LiveUpdate に新しいセキュリティ定義やエンジンコンテンツがある。
新しいセキュリティ定義によってのみ、新しいクライアントパッケージによってのみ、またはその両
方によってのみ通知がトリガされるかを指定できます。
この通知はデフォルトで有効になっています。

新しいユーザー許可ダウン
ロード

ダウンロードインサイトによって検出されたアプリケーションをクライアントコンピュータが許可す
るときに、この通知がトリガされます。管理者はこの情報を使って、アプリケーションを遮断したり
許可したりするための評価に役立てます。

パワーイレイサーを推奨

通常のスキャンで感染を修復できない場合に管理者がパワーイレイサーを使用できるように管理者に
警告します。
この通知はデフォルトで有効になっています。

リスクアウトブレーク

この通知は、セキュリティリスクアウトブレークについて管理者に警告します。通知をトリガするた
めに必要な新しいリスクの発生の数および種類とリスクが発生する期間を設定します。発生の種類に
は、任意のコンピュータでの発生、単一コンピュータでの発生、個別のコンピュータでの発生などが
あります。
この通知条件はデフォルトで有効になっています。
Note: 通知のダンパー期間を［なし］に設定した場合、クライアントが重要なイベントをすぐにアッ
プロードできることを確認する必要があります。［重要なイベントをすぐにクライアントにアップ
ロードさせる］オプションはデフォルトで有効で、［通知の設定］ダイアログボックスで設定されて
います。

サーバーの健全性

サーバー健全性問題は通知をトリガします。通知には、サーバー名、健全性状態、理由、最新のオン
ラインまたはオフライン状態が示されます。
この通知はデフォルトで有効になっています。

単一リスクイベント

この通知は、単一のリスクイベントの検出時にトリガし、リスクに関する詳細を示します。詳細に
は、関与するユーザーおよびコンピュータと、管理サーバーにより行われる処理が含まれます。
Note: 通知のダンパー期間を［なし］に設定した場合、クライアントが重要なイベントをすぐにアッ
プロードできることを確認する必要があります。［重要なイベントをすぐにクライアントにアップ
ロードさせる］オプションはデフォルトで有効で、［通知の設定］ダイアログボックスで設定されて
います。

SONAR 定義が最新ではあり
ません

最新ではない SONAR 定義について管理者に警告します。定義が通知をトリガする経過時間を指定で
きます。

システムイベント

この通知は、特定のシステムイベントが発生したときにトリガし、このようなイベントが検出された
数を示します。システムイベントは、管理サーバーの活動、複製エラー、バックアップ、システムエ
ラーを含んでいます。
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通知

説明

管理外コンピュータ

この通知は、管理サーバーがネットワークで管理外コンピュータを検出したときにトリガします。通
知には、各管理外コンピュータの IP アドレス、MAC アドレス、オペレーティングシステムを含む詳
細が示されます。

アップグレードライセンス期
限

以前のバージョンの Symantec Endpoint Protection Manager から現在のバージョンへのアップグレー
ドでは、アップグレードライセンスが与えられます。この通知は、アップグレードライセンスが期限
切れ間近になったときにトリガされます。
この通知はアップグレード後のみに表示されます。

ウイルス定義が最新ではあり
ません

最新ではないウイルス定義について管理者に警告します。定義が通知をトリガする経過時間を指定で
きます。
この通知はデフォルトで有効になっています。

パートナー通知について
管理サーバーは、期限切れ間近、または期限切れになった有償ライセンスがクライアントにあることを検出すると、シス
テム管理者に通知を送信できます。同様に、管理サーバーは、ライセンスが過剰配備されていることを検出したときに、
管理者に通知を送信できます。
ただし、どちらの場合でも、問題を解決するには新しいライセンスまたは更新ライセンスの購入が必要になることがあり
ます。多くのインストールでは、サーバー管理者にはそのような購入を行う権限がない場合がありますが、代わりに、シ
マンテック社のパートナーに依頼してこのタスクを実行してください。
管理サーバーには、パートナーの連絡先情報を保持する機能が用意されています。この情報は、サーバーがインストール
されているときに入力できます。システム管理者はまた、インストール後はいつでも、コンソールの［ライセンス］ペイ
ンで、パートナー情報を入力または編集できます。
パートナーの連絡先情報が管理サーバーで利用可能なとき、有償ライセンス関連の通知と過剰配備ライセンスの通知が管
理者とパートナーの両方に自動的に送信されます。
通知の種類および通知が送信される場合

管理サーバーと電子メールサーバー間の通信の確立
管理サーバーが自動的に電子メール通知を送信するには、管理サーバーと電子メールサーバー間の接続を設定する必要が
あります。次のサイトを参照してください。
通知の管理
管理サーバーと電子メールサーバー間の通信を確立するには
1. コンソールで、［管理］をクリックし、［サーバー］をクリックします。
2. ［サーバー］で、電子メールサーバーと接続を確立する管理サーバーを選択します。
3. ［タスク］の下で、［サーバーのプロパティを編集する］をクリックします。
4. ［サーバープロパティ］ダイアログボックスで、［電子メールサーバー］タブをクリックします。
5. 電子メールサーバー設定を入力します。
このダイアログボックスのオプション設定について詳しくは［ヘルプ］を参照してください。
6. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
Endpoint Protection Manager のテスト電子メールに対して「テスト電子メールを送信できませんでした」のエラーが発
生する
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通知の表示と対応
未対応の通知を表示することも、すべての通知を表示することもできます。未対応の通知に対応できます。コンソールで
現在設定されているすべての通知条件を表示できます。
［ホーム］ページの［セキュリティの状態］ペインには、過去 24 時間に起きた未対応の通知の数が表示されます。
詳細については、次を参照してください。
通知の管理
通知を表示して対応する方法
1. 最近の未対応の通知を表示するには、コンソールで［ホーム］をクリックします。
2. ［ホーム］ページの［セキュリティの状態］ペインで、［通知の表示］をクリックします。
最近の未対応の通知のリストが、［通知］タブに表示されます。
3. 必要に応じて、通知のリストの［レポート］列に文書アイコンがある場合は、これをクリックします。
通知レポートが別のブラウザウィンドウに表示されます。文書アイコンがない場合は、通知のリストの［メッセー
ジ］列にすべての通知情報が表示されます。
4. すべての通知を表示するには、コンソールで、［監視］をクリックし、［通知］タブをクリックします。
5. 必要に応じて、［通知］タブの［保存したフィルタを使う］メニューから、保存したフィルタを選択します。次のサ
イトを参照してください。
管理通知フィルタの保存と削除
6. 必要に応じて、［通知］タブの［時間範囲］メニューから、時間範囲を選択します。
7. ［通知］タブで、［通知の表示］をクリックします。
8. 通知に対応するには、通知を表示します。
9. ［通知］タブの通知のリストにある［対応］列で、赤色のアイコンをクリックして通知に対応します。
10. 設定した通知条件をすべて表示するには、コンソールで［監視］をクリックします。
11. ［監視］ページの［通知］タブで、［通知条件］をクリックします。
コンソールで設定されたすべての通知条件が表示されます。［通知の種類を表示する］メニューから通知の種類を選
択して、リストをフィルタ処理できます。

管理通知フィルタの保存と削除
フィルタを使って、コンソールでの管理通知の表示を拡張または限定できます。新しいフィルタを保存でき、以前に保存
したフィルタを削除できます。
詳細については、次を参照してください。

• 通知の表示と対応
• 通知の管理
次の基準を組み合わせて使う、保存済みのフィルタを作成できます。

•
•
•
•
•

時間範囲
対応済みの状態
通知の種類
作成者
通知名

たとえば、過去 24 時間に送信された未対応のリスクアウトブレーク通知のみを表示するフィルタを作成できます。
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管理通知フィルタを保存および削除する方法
1. 通知フィルタを追加するには、コンソールで［監視］をクリックします。
2. ［監視］ページの［通知］タブで、［追加設定］をクリックします。
12.1.xでは、［追加設定］ではなく［拡張設定］です。
3. ［適用したいフィルタ設定は?］の見出しの下で、フィルタの基準を設定します。
4. ［フィルタの保存］をクリックします。
5. ［通知］タブの［フィルタ名］ボックスにフィルタ名を入力して、［OK］をクリックします。
6. 保存した通知フィルタを削除するには、コンソールで［監視］をクリックします。
7. ［監視］ページの［通知］タブの［保存したフィルタを使う］メニューで、フィルタを選択します。
8. ［保存したフィルタを使う］メニューの右側で、X アイコンをクリックします。
9. ［フィルタの削除］ダイアログボックスで、［はい］をクリックします。

管理者通知の設定
特定の種類のイベントが行われるときに、自身および他の管理者に警告するように通知を設定できます。また、重要なタ
スクを実行するように注意を促すための通知をトリガする条件も追加できます。たとえば、ライセンスが期限切れになっ
たり、セキュリティリスクが検出されたときに知らせる通知条件を追加できます。
トリガされた通知は、次のような特定の処理を実行できます。

• データベースに通知をログ記録する
• 1 人以上の個人に電子メールを送信する
• バッチファイルを実行する
NOTE
電子メール通知を送信するには、管理サーバーと通信するようにメールサーバーを設定する必要があります。
詳細については、次を参照してください。
管理サーバーと電子メールサーバー間の通信の確立
利用可能な通知の種類のリストから通知条件を選択します。
通知の種類を選択した後、次のように設定します。
フィルタを指定します。

すべての種類の通知でフィルタが用意されているわけではありません。フィルタが用意されて
いる場合は、そのフィルタを使って通知をトリガする条件を限定できます。たとえば、特定の
グループのコンピュータが影響される場合にのみトリガするように、通知を制限できます。

設定を指定します。

すべての種類の通知で設定が用意されていますが、具体的な設定は種類ごとに異なります。た
とえば、リスクの通知では、通知をトリガするスキャンの種類を指定できます。

処理を指定します。

すべての種類の通知で、指定できる処理が用意されています。

NOTE
重要なイベントの通知について、［ダンパー］期間を［なし］に設定した場合は、クライアントが重要なイベ
ントを即座にアップロードすることを確認します。関連通知には、クライアントセキュリティ警告、単一リス
クイベント、新しいリスクを検出しました、リスクアウトブレークが含まれます。［重要なイベントをすぐに
クライアントにアップロードさせる］オプションはデフォルトで有効で、［通知の設定］ダイアログボックス
で設定されています。
管理者通知を設定するには
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1. コンソールで、［監視］をクリックします。
2. ［監視］ページの［通知］タブで、［通知条件］をクリックします。
3. ［通知］タブで、［追加］をクリックして、通知の種類をクリックします。
4. ［通知条件の追加］ダイアログボックスで、次の情報を入力します。

•
•
•
•

［通知名］テキストボックスで、通知条件に付ける名前を入力します。
［適用したいフィルタ設定は?］が表示されている場合、この下で通知条件のフィルタ設定を指定します。
［この通知に適用したい設定は?］の下で、通知をトリガする条件を指定します。
［この通知がトリガされたときに実行したい処理は?］の下で、通知がトリガされるときに行われる処理を指定し
ます。

5. ［OK］をクリックします。
詳しい情報

• 通知の管理
• 通知の表示と対応

別のバージョンからのアップグレードが通知条件に与える影響
Symantec Endpoint Protection が新しいサーバーにインストールされるときには、事前設定済みの通知条件の多くがデ
フォルトで有効になります。しかし以前のバージョンから Symantec Endpoint Protection へのアップグレードは、デフォ
ルトでどの通知条件が有効になるかに影響を与える場合があります。また、デフォルトの設定に影響することがありま
す。
Symantec Endpoint Protection の新規インストールでは、次の通知条件がデフォルトで有効になります。

•
•
•
•
•
•
•
•

クライアントリストを変更しました
新しいクライアントソフトウェア
配備過剰の問題
有償ライセンスの問題
リスクアウトブレーク
サーバーの健全性
体験版ライセンス期限
ウイルス定義が最新ではありません

管理者が以前のバージョンからソフトウェアをアップグレードするときには、以前のバージョンで使われていた既存の通
知条件はすべて保持されます。ただし、［新しいソフトウェアパッケージ］通知条件は［新しいクライアントソフトウェ
ア］通知条件になります。［新しいクライアントソフトウェア］の条件には、［新しいソフトウェアパッケージ］の条件
には存在しない設定が 2 つあります。［クライアントパッケージ］と［セキュリティ定義］です。ソフトウェアがアッ
プグレードされると、アップグレードを経ても保存されるこの種類の通知条件では、これらの設定はどちらも有効になり
ます。ただし、アップグレード後に作成される条件の［新しいクライアントソフトウェア］通知では、デフォルトで［ク
ライアントパッケージ］設定が有効になり、［セキュリティ定義］設定が無効になります。
NOTE
［新しいクライアントソフトウェア］通知条件で［セキュリティ定義］設定が有効になっている場合、多量の
通知が送信される可能性があります。この状況は、多くのクライアントが存在する場合や、セキュリティ定義
の更新が高頻度でスケジュール設定されている場合に起きることがあります。セキュリティ定義の更新につい
ての通知を頻繁に受信したくない場合は、通知条件を編集して［セキュリティ定義］設定を無効にできます。
いくつかの通知条件には、以前のバージョンにはなかった［システム管理者に電子メールを送信］という新しい設定が付
与されることがあります。通知条件にこの設定が新しく付与される場合、その種類の既存の条件すべてについて、アップ
グレード後の設定はデフォルトでは無効になります。
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以前のインストールでデフォルトの種類の通知条件が追加されていない場合、その通知条件は、アップグレードされる
インストールで追加されます。ただし、管理者によって以前のインストール時に意図的に削除されたデフォルトの通知条
件を、アップグレード処理で特定することはできません。そのため 1 つの例外を除いて、［システム管理者に電子メー
ルを送信］、［通知をログに記録する］、［バッチファイルを実行］、［電子メールの送信先］の処理の設定はすべて、
アップグレードされたインストールのデフォルトの各通知条件で無効にされます。これらの 4 つの処理がすべて無効に
なっている場合、条件自体は存在していますが通知条件は処理されません。管理者は通知条件を編集し、これらの設定の
一部またはすべてを有効にできます。
［新しいクライアントソフトウェア］通知条件は例外で、アップグレード処理中に追加された場合はデフォルトで通知を
生成できることに注意してください。他のデフォルトの通知条件とは異なり、［通知をログに記録する］と［システム管
理者に電子メールを送信］の処理設定はどちらも、この条件では有効にされます。
以前のバージョンのソフトウェアがライセンスをサポートしていない場合、［アップグレードライセンス期限］通知条件
は有効にされます。
いくつかの種類の通知条件は、以前のバージョンのソフトウェアでは利用できません。それらの通知条件は、ソフトウェ
アがアップグレードされるときにデフォルトで有効にされます。次のサイトを参照してください。
通知の種類および通知が送信される場合
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管理サーバー、サイト、およびデータベースの管理
クライアントとサーバの通信、ディザスタ リカバリの実行、複製、サイト、フェールオーバの設定について説明しま
す。
このセクションを使用して、以下を行います。

•
•
•
•
•
•

管理サーバーとクライアント間の接続を設定する。
管理サーバーと証明書を設定する。
データベースを管理する。
フェールオーバーと負荷分散を設定する。
サイトと複製を管理する。
ディザスタリカバリを実行する。

Symantec Endpoint Protection サーバーの種類について
サーバーを管理するときには、次の定義を理解しておくと役立ちます。

• サイト

•

•

•

サイトは、通常は同じ事業場所に一緒に配置される 1 つ以上の管理サーバーと 1 つのデータベースから成ります。
ログオン先のサイトはローカルサイトです。ローカルサイトは直接修正できます。ローカルサイト以外のすべてのサ
イトはリモートサイトと呼ばれます。レプリケーションを使ってサイトに接続します。次のサイトを参照してくださ
い。
サイトと複製の設定
管理サーバー
Symantec Endpoint Protection Manager ソフトウェアがインストールされているコンピュータ。管理サーバーで、ポ
リシーを作成して異なる組織グループに割り当てることができます。クライアントを監視し、レポート、ログ、警告
を表示し、サーバーと管理者アカウントを設定できます。単一サイトで管理サーバーを複数使い、フェールオーバー
と負荷分散の機能を提供します。次のサイトを参照してください。
フェールオーバーと負荷分散の設定
［データベースサーバー］
Symantec Endpoint Protection Manager によって使われるデータベース。1 つのサイトあたり 1 つのデータベース
(Microsoft SQL Server Express または Microsoft SQL Server のいずれか) があります。データベースは管理サーバー
と同じコンピュータに配置できます。SQL Server データベースを使う場合は、異なるコンピュータに配置できま
す。14.3 RU1 で、埋め込みデータベースが SQL Server Express に置き換えられました。次のサイトを参照してくだ
さい。
データベースの保守
複製パートナー
2 つのサイト間に作成した関係によってサイト間でデータ複製ができます。次のサイトを参照してください。
サイトと複製の設定

サーバーの設定のエクスポートとインポート
サーバープロパティファイルには、Symantec Endpoint Protection Manager 用のサーバー設定が含まれています。次の場
合に、サーバープロパティファイルのエクスポートとインポートを行う必要があります。

• Symantec Endpoint Protection Manager を再インストールするためディザスタリカバリファイルを使います。
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•

ディザスタリカバリファイルには、サーバー設定が含まれていません。Symantec Endpoint Protection Manager を再
インストールすると、前に変更したデフォルトのサーバー設定はすべて失われます。エクスポートされたサーバープ
ロパティファイルを使って、変更後のサーバー設定を再度インポートできます。
Symantec Endpoint Protection Manager をテスト環境でインストールし、後で管理サーバーを実働環境でインストー
ルします。エクスポートされたサーバープロパティファイルを実働環境にインポートできます。

詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager サーバーとサードパーティサーバーの管理
サーバの設定をエクスポートまたはインポートする方法
1. サーバー設定をエクスポートするには、コンソールで［管理］をクリックし、［サーバー］をクリックします。
2. ［サーバー］で、［ローカルサイト (サイト site_name)］を展開してエクスポートする管理サーバーを選択します。
3. ［サーバープロパティのエクスポート］をクリックします。
4. ファイルを保存する場所を選択し、ファイル名を指定します。
5. ［エクスポート］をクリックします。
6. サーバー設定をインポートするには、コンソールで［管理］をクリックし、［サーバー］をクリックします。
7. ［サーバー］で、［ローカルサイト (サイト site_name)］を展開して設定をインポートする管理サーバーを選択しま
す。
8. ［サーバープロパティのインポート］をクリックします。
9. インポートするファイルを選択して、［インポート］をクリックします。
10. ［はい］をクリックします。

Symantec Endpoint Protection Manager サーバーとサードパーティサー
バーの管理
ネットワーク環境で多くの異なる種類のサーバーを統合するように Symantec Endpoint Protection Manager を設定でき
ます。
Table 178: サーバー管理
タスク

説明

サーバーについて学習する 設定が必要なサーバーの種類を決定します。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection サーバーの種類について
サーバー通信パーミッショ リモートコンソールへのアクセスを許可または拒否できます。アクセスを管理するには、単一コン
ンを設定する
ピュータまたはコンピュータグループの IP アドレスに基づく例外を追加します。次のサイトを参照して
ください。
リモート Symantec Endpoint Protection Manager コンソールのアクセスの認可または遮断
サーバー設定を修正する

データベース設定を修正したり、別のコンピュータ上にデータベースを復元したりするために、サー
バー設定を修正できます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager の再インストールまたは再設定

メールサーバーを設定する ネットワーク内の特定のメールサーバーを操作するには、メールサーバーを設定する必要があります。
次のサイトを参照してください。
管理サーバーと電子メールサーバー間の通信の確立
ディレクトリサーバーを管 管理者アカウントを管理したり、組織単位を作成したりするために、Symantec Endpoint Protection を
理する
ディレクトリサーバーと統合できます。次のサイトを参照してください。
ディレクトリサーバーへの Symantec Endpoint Protection Manager の接続
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タスク

説明

プロキシサーバーを使っ
て Symantec LiveUpdate
server に接続する場合はプ
ロキシの設定を指定する

プロキシサーバー経由でインターネットに接続するために Symantec Endpoint Protection Manager を設
定するには、プロキシサーバー接続を設定する必要があります。次のサイトを参照してください。
インターネットにアクセスして Symantec LiveUpdate からコンテンツをダウンロードするためにプロキ
シサーバーに接続する Symantec Endpoint Protection Manager の設定

サーバーのプロパティをイ サーバーの設定を xml ファイルにエクスポートし、同じ設定を再インポートできます。次のサイトを参
ンポートまたはエクスポー 照してください。
トする
サーバーの設定のエクスポートとインポート
サーバー証明書を管理する Symantec Endpoint Protection Manager サーバーでは、ネットワーク上のすべてのサーバーとクライア
ントの間の通信のデータを暗号化するために、サーバー証明書を使います。サーバーはサーバー証明書
を使って自身の識別と認証を行います。新しいサーバー証明書をバックアップ、更新、または生成する
必要がある場合もあります。次のサイトを参照してください。
• サーバー証明書について
• サーバー証明書の更新または復元
• サーバー証明書のバックアップ
• 新しいサーバー証明書の生成
サーバーの SecurID 認証を RSA SecurID を使用して管理者アカウントを認証するように選択する場合、管理サーバーを RSA サー
設定する
バーと通信するように設定する必要もあります。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager での RSA SecurID 認証の使用
Symantec VIP を使用し
て Symantec Endpoint
Protection Manager の 2 要
素認証を設定します。

2 要素認証の環境内で Symantec VIP を使用する場合は、それを Symantec Endpoint Protection
Manager 認証で認証する管理者に対して有効にできます。
このサポートはバージョン 14.2 で追加されます。
詳細については、次を参照してください。
Symantec VIP を使用した 2 要素認証の設定

別のコンピュータにサー
バーを移動する

次の理由で、あるコンピュータから別のコンピュータに管理サーバーソフトウェアを移動することが必
要になる場合があります。
• テスト環境から実働環境に管理サーバーを移動する必要がある。
• 管理サーバーが動作するコンピュータにハードウェア障害がある。
次の方法で管理サーバーソフトウェアを移動できます。
• 別のコンピュータに管理サーバーをインストールし、レプリケーションを実行する。次のサイトを参
照してください。
複製のための 2 番目のサイトのインストール方法
• リカバリファイルを使って別のコンピュータに管理サーバーをインストールする。次のサイトを参照
してください。
Symantec Endpoint Protection Manager の再インストールまたは再設定

管理サーバーを開始または 管理サーバーは自動サービスとして実行されます。アップグレードしたり、ディザスタリカバリを実行
終了する
したりする場合は、管理サーバーサービスを停止する必要があります。次のサイトを参照してくださ
い。
管理サーバーサービスの停止と開始

データベースの保守
Symantec Endpoint Protection (SEPM) では、Microsoft SQL Server Express データベースと Microsoft SQL Server デー
タベースの両方をサポートしています。5,000 台を超えるクライアントがある場合は、Microsoft SQL Server データベー
スを使用してください。
Symantec Endpoint Protection Manager では、Microsoft SQL Server Express データベースが自動的にインストールさ
れます。また、SQL Server Express を個別にインストールすることもできます。データベースには、セキュリティポリ
シー、設定、攻撃データ、ログ、レポートの情報が含まれています。14.3 RU1 で、埋め込みデータベースが SQL Server
Express に置き換えられました。
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Symantec Endpoint Protection Manager をインストールした後、数週間または数カ月経過すると管理サーバーの速度が低
下し始めることがあります。管理サーバーのパフォーマンスを改善するには、データベースのストレージ領域を減らし、
各種データベース保守タスクをスケジュール設定する必要があります。
Table 179: データベース管理タスク
タスク
通常のデータベースバック
アップのスケジュール設定

説明
データベースが破損した場合に備えて、通常のデータベースバックアップをスケジュール設定する必
要があります。次のサイトを参照してください。
• データベースとログのバックアップ
• データベースの自動バックアップのスケジュール設定
• Endpoint Protection のディザスタリカバリのベストプラクティス
省略可能なオプションとして、バックアップが行われるまでデータベースの自動スイープが行われな
いようにするために、手動でデータベースからデータをスイープできます。次のサイトを参照してく
ださい。
データベースからのログデータの手動の消去

データベース保守タスクのス データベース保守タスクをスケジュール設定することにより、管理サーバーとデータベースの間でや
ケジュール設定
り取りする時間を高速化できます。次の保守タスクをすぐに実行したり、ユーザーがクライアントコ
ンピュータを使っていないときに実行したりするために管理サーバーをスケジュール設定できます。
• トランザクションログから未使用のデータを削除する。
• データベーステーブルインデックスを再構築して、データベースのソートと検索の機能を改善す
る。
詳細については、次を参照してください。
自動データベース保守タスクのスケジュール設定
データベースファイルサイズ データベースが最大ファイルサイズに達していないことを確認します。Microsoft SQL Server Express
の定期調査
データベースには、10 GB のサイズ制限があります。SEPM をインストールするときに SQL Server
Express をインストールする場合、この制限に近いと SEPM によって警告が表示されます。次のサイ
トを参照してください。
Microsoft SQL Server データベースのファイルサイズの拡大
必要なデータベースのスト
レージ領域の計算

ストレージ領域を減らす方法を決定する前に、必要な総ディスク容量を計算します。
データベースのストレージは次の要因に基づいて決まります。
• ログサイズと有効期限
• クライアントコンピュータの台数
• 月あたり平均ウイルス数
• 各ログに保持する必要があるイベント数
• コンテンツ更新の数。
コンテンツ更新ごとに約 300 MB が必要になります。次のサイトを参照してください。
– LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード
– Symantec Endpoint Protection のセキュリティ更新の古いバージョンに戻す
• 各言語に保持する必要があるクライアントバージョンの数
たとえば、32 ビットクライアントと 64 ビットのクライアントの両方がある場合、言語バージョン
の数の 2 倍の数が必要になります。
• 保存する必要があるバックアップ数
バックアップサイズはデータベースの約 75 パーセントです。保存するバックアップコピー数を乗
じて算出します。
必要なハード ディスク容量を計算する方法の詳細については、以下のシマンテックのホワイト ペー
パーを参照してください。
Symantec Endpoint Protection のサイジングおよび拡張性のベストプラクティスのホワイトペーパー
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タスク
ログデータの量の削減

説明
データベースは、絶えずエントリのフローを受け取り、そのログファイルに記録します。データベー
スに格納されているデータが、利用可能なディスク領域を使い果たさないように、データを管理する
必要があります。データが多すぎると、データベースを実行しているコンピュータがクラッシュする
原因となります。
次のタスクを実行することによって、ログデータの量を減らすことができます。
• サーバーにクライアントログの一部のみをアップロードし、クライアントログをアップロードする
頻度を変更する。次のサイトを参照してください。
クライアントログサイズと管理サーバーにアップロードするログの指定
• クライアントコンピュータがデータベースに保持できるログエントリの数とそれらを保持する期間
を指定する。次のサイトを参照してください。
ログサイズとデータベース内でのログエントリの保存期間の指定
• サーバーに転送されるデータ量が減るように、重要度の低いリスクイベントとシステムイベントを
フィルタで除外する。次のサイトを参照してください。
Windows コンピュータのログ処理と通知設定の修正
• ログデータがデータベースに挿入される前にログデータが格納されるディレクトリ領域の量を減ら
す。次のサイトを参照してください。
クライアントログデータ用にサーバーのディスク領域を拡大することについて
• 各管理サーバーが管理するクライアントの数を減らす。次のサイトを参照してください。
負荷分散のための管理サーバーリストの設定
• クライアントログをサーバーにアップロードする頻度をコントロールするハートビートの頻度を減
らす。次のサイトを参照してください。
プッシュモードまたはプルモードを使用した、クライアントのポリシーとコンテンツの更新

別のサーバーへのログデータ セキュリティのため、ログ記録の数を長期間維持することが必要な場合があります。クライアントロ
のエクスポート
グデータの量を少なく維持するために、ログデータを別のサーバーにエクスポートできます。
1 台のサーバーがダウンした場合にログデータを受信するように、複数の管理サーバーを設定できま
す。次のサイトを参照してください。
• ログデータの Syslog サーバーへのエクスポート
• ログデータのテキストファイルへのエクスポート
必要な保護のみを備えるク
クライアントにインストールする保護機能を多くするほど、データベース内でクライアント情報が占
ライアントインストールパッ める領域が増加します。クライアントコンピュータで必要となる適切な保護レベルのみを備えるクラ
ケージの作成
イアントインストールパッケージを作成します。追加するグループを多くするほど、データベース内
でクライアント情報が占める領域が増加します。次のサイトを参照してください。
クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択
GUP を使ったコンテンツの
ダウンロード

狭帯域幅の場合、または 100 以上のクライアントコンピュータがある場合は、グループ更新プロバイ
ダを使ってコンテンツをダウンロードします。たとえば、2,000 クライアントで GUP を使うと、4 台
から 5 台の管理サーバーを使ってコンテンツをダウンロードするのと同等になります。次のサイトを
参照してください。
クライアントにコンテンツを配布するための GUP の使用
ディスク容量とデータベースサイズを減らすため、サーバーで保存されるコンテンツのリビジョン数
を減らすことができます。次のサイトを参照してください。
LiveUpdate から Symantec Endpoint Protection Manager へのコンテンツのダウンロード

データベースの復元

壊れたデータベースを復元するには、そのデータベースがインストールされていた元のコンピュータ
にデータベースを復元します。また、そのデータベースを別のコンピュータにインストールできま
す。次のサイトを参照してください。
データベースの復元

データベースの情報は、テーブル (データベーススキーマとも呼ばれる) に格納されます。カスタマイズレポートのクエ
リを記述するためのスキーマが必要になる場合があります。詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager データベーススキーマリファレンス
詳しい情報

558

データベースとの接続の検証

データベースの自動バックアップの実行
ネットワークにログオンするユーザーが少ない時間に、データベースのバックアップが行われるようにスケジュール設定
できます。
さらに、いつでもデータベースをバックアップできます。次のサイトを参照してください。
データベースとログのバックアップ
データベースの自動バックアップを実行する方法
1. コンソールで、［管理］>［サーバー］の順に選択します。
2. ［サーバー］で、［ローカルサイト (マイサイト)］ > ［SQLEXPRESSSYMC］をクリックします。
3. ［タスク］の下で、［データベースプロパティの編集］をクリックします。
4. ［データベースのプロパティ］ダイアログボックスの［バックアップの設定］タブで、次のタスクを実行します。

• ［バックアップサーバー］ドロップダウンリストで、バックアップを保存する管理サーバーを指定します。
• セキュリティ目的や会社のポリシーのために、ログのコピーを保存する必要がある場合は、［ログのバックアッ

•

プ］にチェックマークを付けます。
必要がなければ、ログは大量のディスク領域を使用するため、このオプションを無効のままにしておいてくださ
い。
会社のポリシーで必要な場合、［保存するバックアップの世代数］を設定します。デフォルトデータベースを使用
しており、データベースのサイズが大きすぎる場合は、この値を小さくしておきます。

5. ［バックアップのスケジュール］にチェックマークが付けられていることを確認し、スケジュールを設定します。
6. ［OK］をクリックします。

自動データベース保守タスクのスケジュール設定
管理サーバーをインストール後、データベース内の領域は増加し続けます。数週間または数カ月経過すると管理サーバー
の速度が低下します。データベースのサイズを減らし、データベースの応答時間を改善するために、管理サーバーは次の
データベース保守タスクを実行します。

• トランザクションログを切り捨てる
•

データベース内で変更が行われるたびに、トランザクションログが記録されます。管理サーバーは、トランザクショ
ンログから未使用のデータを削除します。
インデックスを再構築する
管理サーバーは、データベースのソートと検索にかかる時間を改善するためにデータベーステーブルのインデックス
の断片化を解消します。

デフォルトで、管理サーバーはこれらのタスクをスケジュールに従って実行します。保守タスクをすぐに実行したり、
ユーザーがコンピュータを使っていないときに実行するようスケジュールを調整したりできます。
NOTE
Microsoft SQL Server Management Studio でデータベース保守タスクを実行することもできます。ただし、こ
れらのタスクは Symantec Endpoint Protection Manager または Management Studio のいずれかで実行し、両方
では実行しないでください。
自動データベース保守タスクをスケジュールする方法
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1. データベース保守タスクをオンデマンドで実行するには、コンソールで［管理］ > ［サーバー］をクリックします。
2. ［サーバー］で、データベースを表すアイコンをクリックします。
3. ［タスク］で、次のオプションのいずれかを選択します。

• ［今すぐにトランザクションログを切り捨てる］
• ［今すぐにインデックスを再構築］
4. ［実行］をクリックします。
5. タスクが完了したら、［OK］をクリックします。
6. データベース保守タスクを自動的に実行するようにスケジュール設定するには、コンソールで［管理］ > ［サー
バー］をクリックします。
7. ［サーバー］で、データベースを表すアイコンをクリックします。
8. ［タスク］の下で、［データベースプロパティの編集］をクリックします。
9. ［全般］タブで、次のオプションのいずれかまたは両方にチェックマークを付けて、［タスクのスケジュール］をク
リックし、各タスクのスケジュールを指定します。

• ［データベーストランザクションログを切り捨てる］。このタスクのデフォルトのスケジュールは 4 時間ごとで
す。

• ［インデックスの再構築］。このタスクのデフォルトのスケジュールは毎週日曜日の午前 2 時です。
WARNING
これらのタスクを SQL Server Management Studio で実行する場合は、これらのオプションのチェックマー
クをはずしてください。
詳しい情報
データベースの自動バックアップのスケジュール設定

Microsoft SQL Server データベースのファイルサイズの拡大
SQL Server データベースを使用している場合は、データベースのサイズを定期的に調べて、データベースが最大サイズ
に達していないことを確認します。可能な場合は、SQL Server データベースが保持する最大サイズを増やします。次の
サイトを参照してください。
自動データベース保守タスクのスケジュール設定
Microsoft SQL Server データベースのファイルサイズを拡大するには
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1. Microsoft SQL サーバーコンピュータで、SQL Server Management Studio を開きます。
2. オブジェクトエクスプローラで、「Databases」フォルダを展開し、sem5 を右クリックして［プロパティ］をク
リックします。
3. ［データベースのプロパティ］ダイアログボックスで、［ファイル］を選択します。
4. ［データベースファイル］で sem5_log1 を選択し、右にスクロールして［自動拡張］列を表示します。
5. ［自動拡張］列で、［...］ボタンをクリックします。
6. ［sem5_log1 の自動拡張を変更］ダイアログボックスで、［ファイルを無制限に拡張］をクリックし、［OK］をク
リックします。
7. ［OK］をクリックします。

クライアントログサイズと管理サーバーにアップロードするログの指定
企業ポリシーでは、データベースで保存するログイベントの時間と種類を増やす必要がある場合があります。維持される
ログエントリの数と、各エントリがクライアント上で維持される日数を指定できます。
各種類のクライアントログをサーバーにアップロードするかどうかを設定できます。最大アップロードサイズを設定する
こともできます。クライアントログをアップロードしないように選択した場合は次のタスクを実行できません。

• ［監視］ページの［ログ］タブを使って、Symantec Endpoint Protection Manager コンソールからクライアントログ
データを表示できない

• データベースをバックアップするときにクライアントログをバックアップできない
• クライアントログデータをファイルや集中ログサーバーにエクスポートできない
NOTE
クライアントログ設定にはグループ固有のものやウイルス対策とスパイウェア対策ポリシーで設定するものが
あり、これらは場所に適用できます。すべてのリモートクライアントログとオフィスのクライアントログ設定
を変える必要がある場合、リモートクライアントを管理するために、場所ではなく、グループを使う必要があ
ります。
詳細については、次を参照してください。
ログサイズとデータベース内でのログエントリの保存期間の指定
クライアントログサイズと管理サーバーにアップロードするログを指定するには
1. コンソールで、［クライアント］をクリックし、グループを選択します。
2. ［ポリシー］タブで、［クライアントログ］をクリックします。
3. ［ グループ名 のクライアントログの設定］ダイアログボックスで、最大ファイルサイズと、ログエントリを維持す
る日数を設定します。
4. クライアントからサーバーに転送するすべてのログに対して［管理サーバーにアップロードする］にチェックマーク
を付けます。
5. セキュリティログとトラフィックログについては、ダンパー期間とダンパーアイドル期間を設定します。
6. ［OK］をクリックします。

ログサイズとデータベース内でのログエントリの保存期間の指定
ハードディスク容量の制御のため、データベースで保存するログエントリ数を減らすことができます。また、エントリが
保持される日数も設定できます。
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NOTE
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールの［監視］ページの［ログ］タブには、論理的なグループ
単位でログ情報が表示されます。サイトのプロパティの［ログの設定］タブは、［監視］ページの［ログ］タ
ブのログの種類ではなく、ログの内容に対応します。
詳細については、次を参照してください。
クライアントログサイズと管理サーバーにアップロードするログの指定
ログサイズとデータベース内でのログエントリの保存期間を指定するには
1. コンソールで、［管理］をクリックします。
2. ［サーバー］で、［ローカルサイト］を展開してデータベースをクリックします。
3. ［タスク］の下で、［データベースプロパティの編集］をクリックします。
4. ［ログの設定］タブで、エントリの数と、それぞれの種類のログエントリを保持する日数を設定します。
5. ［OK］をクリックします。

クライアントログデータ用にサーバーのディスク領域を拡大することについて
大量のクライアントログデータをサーバーに頻繁にアップロードする設定では、サーバー上でディスク領域の問題が発
生するおそれがあります。大量のクライアントログデータをアップロードする必要がある場合は、デフォルト値を調整し
て、これらの領域上の問題を避けることが必要になります。クライアントを配備するとき、サーバー上のログ格納ディレ
クトリの領域を監視し、必要に応じてこれらの値を調整する必要があります。
ログが .dat ファイルに変換され、データベースに書き込まれるデフォルトのディレクトリは次のデフォルトの場所にあ
ります。
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox\log。
サーバー上で使用可能な領域をコントロールする値を調整するには、Windows レジストリ内でこれらの値を変更
する必要があります。変更が必要な Windows レジストリ キーは、サーバの HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\WOW6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SEPM にあります。
以下の表に、Windows レジストリ キーと、そのデフォルト値および説明を示します。
Table 180: ログアップロード設定が含まれる Windows レジストリキー
値名

説明

MaxInboxSpace

ログファイルがデータベースに格納される前に .dat ファイルに変換される
ディレクトリに割り当てられた領域を指定します。
デフォルト値は 8 GB です。

MinDataFreeSpace

このディレクトリ内で必要な空き領域の最低量を指定します。このキー
は、同じディレクトリを使う他のアプリケーションに対して、パフォーマ
ンスに悪影響をおよぼさずに動作するのに十分な領域を保証するのに便利
です。
デフォルト値は 200 MB です。

IntervalOfInboxSpaceChecking

ログデータ用に使用可能な受信ボックス内の領域の量を確認するときの管
理サーバーの待ち時間を指定します。
デフォルト値は 30 秒です。

詳しい情報
データベースの保守
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データベースからのログデータの手動の消去
この方法を定期的なデータベース保守の一部として使う場合は、データベースのバックアップ後に手動のログスイープを
実行できます。
自動的なスイープの実行を許可する場合、データベースのバックアップを頻繁に行わないと、一部のデータが失われる
可能性があります。データベースのバックアップを実行した後で手動ログスイープを定期的に実行すると、すべてのロ
グデータが確実に保持されます。この手順は、1 年など、比較的長い期間ログを保持する必要がある場合に非常に便利で
す。ログは手動で消去できますが、この手順はオプションであり実行する必要はありません。次のサイトを参照してくだ
さい。

• データベースとログのバックアップ
• ログサイズとデータベース内でのログエントリの保存期間の指定
データベースからログデータを手動で消去するには
1. バックアップを行うまでデータベースの自動スイープを禁止するには、サイトのログサイズを最大値に増やします。
2. 必要に応じてバックアップを実行します。
3. マネージャがインストールされているコンピュータで、Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。
https://localhost:8443/servlet/ConsoleServlet?ActionType=ConfigServer&action=SweepLogs
このタスクを実行した後、すべての種類のログのログエントリが、代替データベーステーブルに格納されます。元の
テーブルは、次のスイープを開始するまで保持されます。
4. 最新のエントリ以外のすべてのエントリを空にするには、再度スイープを実行します。元のテーブルがクリアされ、
エントリが再度そのテーブルに格納され始めます。
5. ［サイトのプロパティ］ダイアログボックスの［ログの設定］タブの設定を目的の設定に戻します。

フェールオーバーと負荷分散の設定
クライアントコンピュータは、セキュリティポリシーをダウンロードしたり、ログイベントを受信したりするため
に、常に管理サーバーに接続可能である必要があります。管理サーバーが利用不能になったときに Symantec Endpoint
Protection Manager との通信を維持するには、フェールオーバーを設定する必要があります。管理サーバーリストを使用
してクライアント管理を複数の管理サーバー間で分散するには、負荷分散を使用します。
以下の表に、フェールオーバーと負荷分散を設定するために実行する必要があるタスクの一覧を示します。
Table 181: フェールオーバーと負荷分散を設定するための処理
タスク

説明

フェールオーバーと フェールオーバーと負荷分散用に管理サーバーを設定する必要があるかどうか、また、必要があるのはいつか
負荷分散のしくみを を理解する必要があります。次のサイトを参照してください。
理解します。
フェールオーバーと負荷分散について
追加の管理サーバー 詳細については、次を参照してください。
をインストールしま フェールオーバーまたは負荷分散に使う管理サーバーのインストール
す。
各管理サーバーのクライアントの数はログサイズなどのいくつかの要因によって異なります。
必要な管理サーバーの数を計算するには、以下を参照してください。
Symantec Endpoint Protection のサイジングおよび拡張性のベストプラクティスのホワイトペーパー
管理サーバーリスト 負荷分散を設定するには、複数の管理サーバーを管理サーバーリストに追加します。デフォルトの管理サー
に管理サーバーを追 バーリストを使うか、または管理サーバーを新しい管理サーバーリストに追加することができます。管理サー
加します。
バーリストには、クライアントが接続できる管理サーバーの IP アドレスまたはホスト名が含まれています。次
のサイトを参照してください。
負荷分散のための管理サーバーリストの設定
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タスク

説明

グループにカスタム カスタム管理サーバーリストを作成した後、グループに管理サーバーリストを割り当てる必要があります。次
管理サーバーリスト のサイトを参照してください。
を割り当てます。
グループと場所への管理サーバーリストの割り当て

管理サーバーがオフラインになる場合や、クライアントと管理サーバーが通信を行わない場合は、その問題を解決する必
要があります。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection クライアントの間の接続に関する問題のトラブ
ルシューティング
詳しい情報
サイトと複製の設定

フェールオーバーと負荷分散について
1 つのデータベースと通信する 2 つ以上の管理サーバーをインストールして、フェールオーバーまたは負荷分散用に設定
できます。
負荷分散はグループに割り当てられている管理サーバーの優先度順のリストに基づいて発生します。サイトに少なくとも
2 つの管理サーバーを追加して、それらの間の負荷を自動的に分散することをお勧めします。インストールする管理サー
バーの数は、個々の管理サーバーの障害からクライアントを保護するために必要な数より多くてもかまいません。カスタ
ム管理サーバーリストでは、すべてのサーバーが特定の優先度レベルに割り当てられています。ネットワークに接続する
クライアントは、ランダムに接続するために優先度 1 のサーバーを選択します。最初に試みたサーバーが利用不能であ
り、リストにその他の優先度 1 のサーバーがある場合は、ランダムに別のサーバーへの接続が試みられます。優先度 1の
サーバーが利用可能でない場合、クライアントはリストの優先度 2 のサーバーのいずれかへの接続を試みます。このよ
うなクライアント接続をランダムに分散することによって、管理サーバー間にクライアントの負荷が分散されます。
以下の図に、異なるサブネットのコンポーネントを示します。管理サーバーとデータベースサーバーは同じサブネット上
にある場合もあります。サーバーを番号 1 と 2 で識別しており、フェールオーバー構成であることを示しています。
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フェールオーバー設定では、すべてのクライアントはサーバー 1 に対してトラフィックを送受信します。サーバー 1 が
オフラインになった場合は、サーバー 1 がオンラインに戻るまで、すべてのクライアントはサーバー 2 に対してトラ
フィックを送受信します。図のデータベースはリモートインストールになっていますが、Symantec Endpoint Protection
Manager を実行するコンピュータにインストールしてもかまいません。
ローカルサーバーを使う予定の場合は、コンテンツ更新のフェールオーバーも検討することができます。LiveUpdate
を実行するすべてのコンポーネントは、更新元の優先度付けされたリストも使えます。管理サーバーは、ローカル
LiveUpdate サーバーを使い、他の物理的な場所の LiveUpdate サーバーにフェールオーバーできます。
NOTE
社内 LiveUpdate サーバー、GUP（Group Update Provider）、サイトの複製を使っても、負荷分散機能は得ら
れません。負荷分散を目的として複数のサイトを設定しないでください。
NOTE
14.3 MPx 以前では、Microsoft SQL Server データベースのみを使用している場合、フェールオーバーと負荷分
散を設定できます。複製を使うときだけ埋め込みデータベースとのフェールオーバーを設定できます。埋め込
みデータベースを使って複製を行うとデータの不整合や欠如が起きることがあるため、負荷分散を設定しない
ことを推薦します。
詳しい情報
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•
•
•
•

フェールオーバーと負荷分散の設定
負荷分散のための管理サーバーリストの設定
必要なサイト数の決定
サイトと複製の設定

負荷分散のための管理サーバーリストの設定
デフォルトでは、管理サーバーにはフェールオーバーと負荷分散に対して設定されたときと同じ優先度が割り当てられま
す。インストールの後にデフォルトプライオリティを変更する場合は、Symantec Endpoint Protection Manager コンソー
ルを使って行うことができます。サイトが複数の管理サーバーを含んでいるときのみ負荷分散を設定できます。
負荷分散は、管理サーバーリストで優先度 1 に割り当てられているサーバー間で発生します。複数のサーバーが優先度
1 に割り当てられている場合、クライアントはいずれかのサーバーをランダムに選択して通信を確立します。優先度 1 の
すべてのサーバーで障害が発生した場合、クライアントは優先度 2 に割り当てられているサーバーと通信します。
負荷分散とローミングの両方を提供するには

• DNS を有効にし、カスタム管理サーバーリストに唯一のエントリとしてドメイン名を入力します。
• Symantec Endpoint Protection ネットワーク検出機能を有効にし、各場所のカスタム管理サーバーリストを使いま
す。それぞれのサイトに対して少なくとも 1 つの場所を作成します。

• フェールオーバーまたは負荷分散を備えたハードウェアデバイスを使います。これらのデバイスの多くは、ローミン
グのセットアップも用意しています。

詳細については、次を参照してください。
フェールオーバーと負荷分散について
負荷分散のために管理サーバーリストを設定するには
1. コンソールで、［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシーコンポーネント］を展開し、［管理サーバーリスト］をクリックします。
3. ［タスク］で、［管理サーバーリストの追加］をクリックします。
4. ［管理サーバーリスト］ダイアログボックスで、［追加］、［新しいサーバー］の順にクリックします。
5. ［管理サーバーの追加］ダイアログボックスの［サーバーアドレス］フィールドに、管理サーバーの完全修飾ドメイ
ン名または IP アドレスを入力します。
IP アドレスを入力する場合は、それが静的であることと、すべてのクライアントがそれを解決できることを確認しま
す。
6. ［OK］をクリックします。
7. 他のサーバーをすべて追加します。
8. 別の管理サーバーとの負荷分散を設定する場合は、［追加］、［新しい優先度］の順にクリックします。
9. 負荷分散に対するサーバーの優先度を変更するには、サーバーを選択し、［上に移動］または［下に移動］をクリッ
クします。
10. ［OK］をクリックします。
その後、グループに管理サーバーリストを適用する必要があります。次のサイトを参照してください。
グループと場所への管理サーバーリストの割り当て
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フェールオーバーまたは負荷分散に使う管理サーバーのインストール
クライアントが Symantec Endpoint Protection Manager と通信できない場合に通信を維持するには、フェールオーバー
設定を使います。クライアント管理を複数の管理サーバー間で分散するには、負荷分散を使います。フェールオーバーと
負荷分散を設定するには、管理サーバーのリストで管理サーバーに優先度を割り当てます。
フェールオーバーと負荷分散のインストールがサポートされるのは元の Symantec Endpoint Protection Manager で
Microsoft SQL Server データベースが使用されるときだけです。SQL Server Native Client ファイルはフェールオーバー
または負荷分散に使用するコンピュータにもインストールする必要があります。
フェールオーバーまたは負荷分散に使う管理サーバーをインストールするには
1. Symantec Endpoint Protection Manager をインストールします。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager のインストール
2. ［管理サーバー設定ウィザード］パネルで、［カスタム設定］にチェックマークを付け、［次へ］をクリックしま
す。次のサイトを参照してください。
インストール後の Symantec Endpoint Protection Manager の設定
3. このサーバーで管理するクライアント数を選択し、［次へ］をクリックします。
4. ［既存のサイトに追加の管理サーバーをインストールする］にチェックマークを付け、［次へ］をクリックします。
5. ［サーバー情報］パネルで、デフォルト値を受け入れるか変更してから、［次へ］をクリックします。
6. ［Microsoft SQL Server 情報］ダイアログボックスに表示される SQL Server クライアントツールのインストールに
関するメッセージで［OK］をクリックします。
7. 次のテキストボックスにリモートサーバーの値を入力します。
［ステップ 1］では、ホスト名、インスタンス名、ポートなど、ネットワーク上で SQL Server を見つける場所を
Symantec Endpoint Protection Manager に示します。
Windows 認証や SQL 認証などの認証の種類も選択します。

• データベースサーバー\インスタンス名

SQL Server ポート
データベース名
SQL Client フォルダ（ローカルコンピュータ上）
このテキストボックスに自動的に正しいパスが表示されない場合は、Microsoft SQL Client ユーティリティをイン
ストールしていないか正しくインストールしていません。

8. ［ステップ 2］では、Symantec Endpoint Protection Manager に SQL Server の認証方法を示し、データベース名、
データベースユーザー、データベースユーザーのパスワードなどを入力します。
該当のサイトに初めて管理サーバーをインストールしたときにこの情報をすでに利用できたはずです。
9. ［次へ］をクリックします。
10. Symantec Endpoint Protection Manager の admin アカウントのパスワードを指定して確定します。
オプションで、管理者の電子メールアドレスを入力します。
11. ［次へ］をクリックします。
12. 警告のメッセージを読んで［OK］をクリックします。
13. ［管理サーバーの完了］パネルで、［完了］をクリックします。次のサイトを参照してください。
外部ログ記録用フェールオーバーサーバーの設定
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グループと場所への管理サーバーリストの割り当て
ポリシーを追加した後はそのポリシーをグループまたは場所（またはその両方）に割り当てる必要があります。ある管理
サーバーから別の管理サーバーにクライアントのグループを移動するために管理サーバーリストを使うこともできます。
リストを割り当てる前に、管理サーバーリストの追加または編集を完了しておく必要があります。次のサイトを参照して
ください。
負荷分散のための管理サーバーリストの設定
グループと場所に管理サーバーリストを割り当てるには
1. コンソールで、［ポリシー］をクリックします。
2. ［ポリシー］ページで、［ポリシーコンポーネント］を展開し、［管理サーバーリスト］をクリックします。
3. ［管理サーバーリスト］ペインで、割り当てる管理サーバーリストを選択します。
4. ［タスク］で、［リストの割り当て］をクリックします。
5. ［管理サーバーリストの適用］ダイアログボックスで、管理サーバーリストを適用するグループと場所にチェック
マークを付けます。
6. ［割り当て］をクリックします。
7. ［はい］をクリックします。
8. ［クライアント］ページでグループまたは場所に管理サーバーリストを割り当てるには、コンソールで［クライアン
ト］ > ［ポリシー］をクリックします。
9. ［ポリシー］タブでグループを選択したら、［ポリシーと設定を親グループから継承する］のチェックマークをはず
します。
親のグループからポリシーと設定を継承していないグループ以外は、通信を設定することはできません。
10. ［場所に依存しないポリシーと設定］で、［通信の設定］をクリックします。
11. ［グループ名の通信設定］ダイアログボックスの［管理サーバーリスト］で、管理サーバーリストを選択します。
選択したグループで管理サーバーと通信するときに、ここで選択する管理サーバーリストが使用されます。
12. ［OK］をクリックします。

サイトと複製の設定
サイトは 1 つのデータベース、1 つ以上の管理サーバーとクライアントで構成されます。デフォルトでは、単一のサイト
として Symantec Endpoint Protection を配備します。複数のデータセンターや物理的な場所を持つ組織は、一般的に複数
のサイトを使います。
冗長性を持たせるために、複製を設定します。一方のデータベースのデータがもう一方のデータベースに複製またはレプ
リケートされます。一方のデータベースが失敗した場合でも、もう一方のデータベースにクライアント情報が含まれてい
るのですべてのクライアントの管理を続行できます。次のサイトを参照してください。
サイトの概要と複製の仕組み
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Table 182: サイトと複製を設定するための処理
タスク

説明

ステップ 1: 別のサイトを追加する必要が 複数のサイトと複製を設定する前に、それが必要であることを確認してください。シマン
あるかどうかを判断する
テック社は、特別な場合のみに複数のサイトを設定することと、サイトファームでのサイ
ト追加数を最大 5 つまでにすることを推奨します。別のサイトを追加する場合は、組織に
はどのサイト設計が機能するかを決定します。次のサイトを参照してください。
• 複数サイトと複製を設定するかどうか
• 必要なサイト数の決定
ステップ 2: 1 番目のサイトに Symantec
Endpoint Protection Manager をインス
トールする

Symantec Endpoint Protection を初めてインストールする場合、デフォルトでは最初のサ
イト、つまりローカルサイトがインストールされています。次のサイトを参照してくださ
い。
Symantec Endpoint Protection Manager のインストール

ステップ 3: 2 番目のサイトに Symantec
Endpoint Protection Manager をインス
トールする

2 番目の管理サーバーをインストールして、2 番目のサイトを作成します。2 番目のサイ
トは、リモートサイトに分類され、管理サーバーは複製パートナーと呼ばれます。複製
は、管理サーバーの初回インストール時に、2 番目のサイト追加のデフォルトスケジュー
ルに従って行われます。複製パートナーを追加したら、複製スケジュールや複製される
データを変更できます。次のサイトを参照してください。
複製のための 2 番目のサイトのインストール方法
2 つのサイト間のデータベースの複製を初めて行う場合は、複製を完全に完了させてくだ
さい。複製では、データベース全体が複製されるため時間がかかる場合があります。
データベース複製の予定時間まで待機するのではなく、データを即座に複製することもで
きます。複製スケジュールを変更して、予定時間の前または後に実行することもできま
す。
1 つのサイトで管理サーバーをアップグレードする場合は、すべてのサイトで管理サー
バーのバージョンをアップグレードする必要があります。次のサイトを参照してくださ
い。
即座に実行されるデータの複製

ステップ 4: 複製イベントの履歴を確認す 発生した複製を確認したり、複製イベントをトラブルシューティングしたりする必要があ
る (省略可能)
る場合は、システムログを参照します。
2 番目の管理サーバーでシステムログを表示します。［管理］ > ［複製イベント］イベン
トタイプをフィルタします。
詳細については、次を参照してください。
ログの表示

また、管理サーバーを再設定して、ネットワーク内の現在の既存のサイトでデータを複製することができます。また
は、2 つの非複製のサイトがある場合は、サイトの 1 つを 2 番目のサイトでデータを複製するサイトに変換します。次
のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager の再インストールまたは再設定
以下の点に注意してください。

• Symantec Endpoint Protection を設定した後、すべての設定変更が含まれているデータベースのバックアップを作成
•

する必要があります。次のサイトを参照してください。
データベースとログのバックアップ
管理サーバーの最新バージョンにアップグレードするために複製パートナーを無効にした場合は、その複製パート
ナーを再度追加する必要があります。次のサイトを参照してください。
– アップグレード前後での、複製の無効化と復元
– 新リリースへのアップグレード

詳しい情報
複製されたサイトのディレクトリサーバーへの接続
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サイトの概要と複製の仕組み
詳細については、以下のトピックを参照してください。
サイトと複製パートナー
複製の機能について
複製サーバーのサイズの決定
サイトと複製パートナー
サイトは Symantec Endpoint Protection Manager データベースで、そのデータベースには 1 つ以上の Symantec
Endpoint Protection Manager が接続されています。複製により、異なるサイト上のデータベース間で、両方のデータ
ベースに同じ情報が含まれるようにデータを複製することができます。一方のデータベースが失敗した場合でも、もう一
方のサイトにあるデータベースの情報を使うことで、各サイトを管理できます。
複製パートナーは 2 番目のサイトまたはリモートサイトの独立した管理サーバーです。サイトには、必要な数の複製
パートナーを指定できます。各パートナーはメインサイトまたはローカルサイトに接続し、ユーザーはこのサイトにログ
オンすることになります。パートナーとして設定されたすべてのサイトが、同じサイトファームにあると見なされます。
データを複製する各サイトは、複製パートナーとサイトパートナーのいずれかです。複製パートナーもサイトパートナー
も複数の管理サーバーを使いますが、使うデータベースと通信方法が異なります。

• 複製パートナーは、デフォルトデータベース (14.3 RU1 では Microsoft SQL Server Express) または Microsoft SQL

•

Server データベースを使用できます。管理サーバーはデータベースを共有しません。すべての複製パートナーが、共
通のライセンスキーを共有します。Microsoft SQL Server データベースを使う場合は、1 つのデータベースを共有す
る複数の管理サーバーに接続できます。複製パートナーとして設定する必要があるのは、それらの管理サーバーのい
ずれか 1 つだけです。
サイトパートナーは 1 つの Microsoft SQL Server データベースを共有します。

複製の機能について
パートナーに加えた変更は、他のすべてのパートナーに複製されます。たとえば、本社（サイト 1）および 2 番目のサイ
ト（サイト 2）で 1 つのサイトを設定できます。サイト 2 はサイト 1 のパートナーです。サイト 1 とサイト 2 のデータ
ベースは、複製スケジュールを使って一致が保たれます。サイト 1 に変更が加えられた場合、複製によってサイト 2 に
も自動的に変更が加えられます。サイト 2 に変更が加えられた場合、複製によってサイト 1 にも自動的に変更が加えら
れます。3 番目のサイト（サイト 3）をインストールして、そこにサイト 1 またはサイト 2 のデータを複製することもで
きます。
複製を行うと、サイト 1 のデータベースとサイト 2 のデータベースが同じになります。サーバーのコンピュータ識別情
報だけが異なります。

570

複製の頻度の詳細については、以下の記事を参照してください。
SEPM 複製のセットアップ
詳細については、次を参照してください。
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• 複数サイトと複製を設定するかどうか
• 必要なサイト数の決定
• 複製中に生じたサイト間のデータ競合を解決する方法
複製サーバーのサイズの決定
複製パートナーには、単一の管理サーバーのインストールよりも大きいデータベースが必要です。複製サーバーでより大
きなサイズが必要なのは、次の要因によります。

•
•
•
•
•
•
•

管理下クライアントの数
データベースに保持されるクライアントインストールパッケージのサイズ
保持されるログファイルの数
データベースの保守設定
ログのサイズと有効期限
定義の更新のサイズ
データベースバックアップ情報の必要条件

最初に複製を作成する際、複製サーバーのハードディスクの必要条件は、一般に元の Symantec Endpoint Protection
Manager で使われているハードディスク容量の 3 倍以上でなければなりません。
詳しい情報

• 複製のための 2 番目のサイトのインストール方法
• 複製の考慮事項とベストプラクティス
• Symantec Endpoint Protection のサイジングおよび拡張性のベストプラクティスのホワイトペーパー

複製中に生じたサイト間のデータ競合を解決する方法
複製により、データが別の管理サーバーに移送、転送されます。サイトは複数の複製パートナーを持つことが可能で、1
つのパートナーに対して行なわれた変更はすべてのサイトに複製されます。
複製されるデータ
どの複製サイトも他の複製サイトに対して優先されることはありません。各サイトの内容が比較され、あるサイトに他の
サイトにないパッケージまたはコンテンツの一部がある場合、それらは共有されます。すべての LiveUpdate コンテンツ
とクライアントパッケージが一致する場合は、何も交換されません。
複製パートナーは次のデータを複製します。

• ポリシーとグループ（双方向が必須）
• LiveUpdate コンテンツとクライアントインストールパッケージ（これらのオプションを指定した場合。双方向は任
意）

• ログ（双方向か単方向は任意）
1 つのサイトで管理サーバーをアップグレードする場合は、すべてのサイトで管理サーバーのバージョンをアップグレー
ドする必要があります。データベーススキーマバージョンが一致しない場合、複製は行われません。
以下の表では、管理者がサイトファームにあるサイトの設定を変更した場合に、管理サーバーがどのように競合を解決す
るかを説明します。
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Table 183: 管理サーバーがサイト間の競合を解決するしくみ
競合の種類

例

解決策

2 つの変更は同時に サイト 1 とサイト 2 の管理者が、同じ
管理サーバーは最後に行われた変更のみを保持します。
存在できない。
ファイアウォールポリシー設定を設定す たとえば、最初にサイト 1 を、次にサイト 2 を変更した場合は、サ
る。サイト 1 では、設定は有効になりま イト 2 の変更が保持されます。
す。サイト 2 では、設定は無効になりま
す。
同じ変数が両方のサ サイト 1 とサイト 2 の管理者が、同じ名 管理サーバーは両方の変更を保持します。最後に作成された変数の
イトに作成される。 前のグループを追加する。
後に、波形符と数字の 1（~1）が追加されます。
たとえば、2 つのグループに Sales という名前を付けると、最後に
名前が付けられた Sales グループは Sales ~1 になります。
データは競合なしで サイト 1 の管理者が 2 つのファイア
管理サーバーは変更をマージします。
マージできる。
ウォールポリシーを追加し、サイト 2 の たとえば、管理サーバーは両方のサイトの 7 つのファイアウォール
管理者が 5 つのファイアウォールポリ
ポリシーをすべて表示します。
シーを追加する。

複数サイトと複製を設定するかどうか
2 番目のサイトをインストールする前に、複数サイトと複製が現状のネットワークにおいてよい選択であるか判断する必
要があります。複数サイトを設定することによって、無用な複雑さが生じます。複数サイトは、クライアントのログ表示
やレポート表示などのタスクがより難しくなる要因になります。通常、インストールするサイトは 1 つのみにしてくだ
さい。
複数サイトと複製を設定する主な目的は次のとおりです。

• ネットワークに遅い WAN リンクがある場合。

•

複数サイトによって、複数の地理上の領域内にあるクライアントがローカルで接続可能な、第 2 管理サーバーが提供
されます。たとえば、ある会社がドイツと米国に複数の大規模なオフィスを持っているという状況を想定します。ド
イツと米国間の接続が遅い場合、会社はドイツで 1つのサイト、米国で 1 つのサイトをそれぞれ作成する必要があり
ます。ドイツのクライアントはドイツのサイトに接続、米国のクライアントは米国のサイトに接続できます。この分
散により、遅い WAN リンクで通信しなければならないクライアントの数は少なくなります。
データベースの冗長性のため。
複製によって、1 つのデータセンターが壊れたり失われたりした場合に、別のデータセンターにバックアップ済みの
データベースが存在することになります。

状況によっては、複数サイトと複製の代わりに GUP（グループ更新プロバイダ）を使う必要があります。多数のクライ
アントがある、または複数の地理上の場所に分散しているクライアントがある場合に、GUP を使用します。
NOTE
設定する複製されたサイトは、5 つを超えないようにしてください。
Table 184: 複製がある複数のサイトを使うか、GUP を使うか、どちらも使わないかを決めます。
質問

回答

複製がある複数のサイトを使うか、GUP を使う

45,000 を超えるクライア はい。
はい。
ントがありますか。
複数の場所、または 1,000 を超えるクライアントが • 遅い WAN リンクの場合は、複製の使用を検討
ある場所に接続する遅い WAN リンクが存在します
します。
か。
• 複数の場所の場合は、GUP の使用を検討しま
す。
いいえ。複製や GUP を必要としません。
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質問

回答
No.
1,000 を超えるクライアントがある場所に接続す
る、遅い WAN リンクが存在しますか。

遅い WAN リンクが存在
しますか。

複製がある複数のサイトを使うか、GUP を使う
はい。複製の使用を検討します。
いいえ。複製や GUP を必要としません。

はい。
はい。複製の使用を検討します。
場所ごとに 1,000 を超えるクライアントを持つ複数 いいえ。GUP の使用を検討します。
の場所が存在しますか。
No.
はい。複製の使用を検討します。
場所ごとに 1,000 を超えるクライアントを持つ複数 いいえ。複製や GUP を必要としません。
の場所が存在しますか。

場所ごとに 1,000 を超
えるクライアントを持つ
複数の場所が存在します
か。

はい。
1,000 を超えるクライアントがある場所に接続す
る、遅い WAN リンクが存在しますか。

はい。GUP の使用を検討します。

【※No※】
1,000 を超えるクライアントがある場所に接続す
る、遅い WAN リンクが存在しますか。

はい。GUP の使用を検討します。

いいえ。複製や GUP を必要としません。

いいえ。複製や GUP を必要としません。

詳しい情報

•
•
•
•

Symantec Endpoint Protection Manager で複製を使用する場合
クライアントにコンテンツを配布するための GUP の使用
サイトと複製の設定
必要なサイト数の決定

必要なサイト数の決定
大半の中小規模の組織では、ネットワークセキュリティを集中的に管理するには 1 つのサイトのみで十分です。各サイ
トからアクセスするのは 1 つのデータベースだけなので、すべてのデータが中央に置かれます。
1 つの場所にある大規模組織でも、一般的には 1 つのサイトのみを必要とします。しかし、集中的に管理するには複雑す
ぎる組織の場合は、複数のサイトがある分散型の管理アーキテクチャを使う必要があります。
複数のサイトの場合は、次の要因について検討することをお勧めします。

•
•
•
•
•
•
•

•

多数のクライアント。
地理的な場所の数とそれらの間の通信リンクの種類。
機能区分または管理グループの数。
データセンターの数。ベストプラクティスは、データセンターごとに 1 つの Symantec Endpoint Protection サイトを
設定することです。
コンテンツを更新したい頻度。
保持する必要のあるクライアントログデータの量、それらを保持する必要のある期間、それらを格納する場所。
数千台のクライアントを持つ複数の物理的場所の間での低速 WAN リンク。専用の管理サーバーを持つ 2 番目のサイ
トを設定すると、その低速リンク上のクライアントサーバートラフィックを最小化できます。クライアントの台数が
少ない場合は、グループ更新プロバイダを使ってください。次のサイトを参照してください。
クライアントにコンテンツを配布するための GUP の使用
固有のさまざまな企業管理および IT セキュリティ管理に関する考慮事項。

インストールするサイトの数を決定する際は、サイズに関する次のガイドラインを参考にしてください。

574

• インストールするサイトはできるだけ少なくし、最大 20 までにする。複製されたサイトの数を常に 5 より少なくす
る。

• データベースに接続する管理サーバーは 10 までにする。
• 最大で 18,000 台までのクライアント (14.x) または 50,000 台までのクライアント (12.1.x) を管理サーバーに接続しま
す。

サイトを追加した後、複製によって複数のサイト全体でサイト情報を複製する必要があります。複製は、データベース間
で情報を共有して、内容の一貫性を確保する処理です。
Table 185: 複数サイトの設計
サイト設計

説明

配布済み

各サイトがグループとポリシーの複製を双方向で行いますが、ログとコンテンツの複製は行いません。サイトのレ
ポートを表示するには、コンソールを使ってリモートサイトの管理サーバーに接続します。
リモートサイトのデータに直接アクセスする必要がないときは、この設計を使います。

集中型のログ
記録

すべてのログは他のサイトから中央のサイトに転送されます。
集中型のレポートが必要なときは、この設計を使います。

高可用性

すべてのサイトで、複数の管理サーバーがインストールされ、データベースがクラスタ化されます。
追加のクライアントを処理するには、複数のサイトを追加するのではなく、複数の管理サーバーを追加します。次に
管理サーバーリストを使用して、プライマリ管理サーバーが利用不能になった場合に自動的に代替の管理サーバーに
切り替えるように、クライアントコンピュータを設定できます。
冗長性、フェールオーバー、ディザスタリカバリを提供するには、この設計を使います。
Note: 埋め込みデータベース (14.3 MPx 以前) でレプリケーションを使う場合は、データの不整合や損失が生じる可
能性があるため、負荷分散を追加しないことを推奨します。
詳細については、次を参照してください。
フェールオーバーと負荷分散の設定

複製を設定するかどうかについての詳細は、以下の記事を参照してください。
Endpoint Protection Manager で複製を使用する場合
詳しい情報

• サイトの概要と複製の仕組み
• サイトと複製の設定
• 複数サイトと複製を設定するかどうか

複製のための 2 番目のサイトのインストール方法
複製のために 2 番目のサイトをインストールするプロセスは 2 つの手順で構成されます。

• 2 番目の Symantec Endpoint Protection Manager とデータベースをインストールしてます。これらは、すでにインス
•

トールされている Symantec Endpoint Protection Manager とデータベースを使って複製されます。
2 番目の Symantec Endpoint Protection Manager にログオンして、複製するスケジュールとアイテムを変更します
(省略可能)。次のサイトを参照してください。
複製の頻度とコンテンツの変更

複製のために 2 番目のサイトをインストールするには
1. 2 番目の Symantec Endpoint Protection Manager をインストールします。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager のインストール
管理サーバー設定ウィザードは、管理サーバーのインストール後に自動的に開始します。
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2. ［管理サーバー設定ウィザード］で、新しいインストールのカスタム設定 (クライアント数が 500 以上またはカスタ
ム設定) をクリックして［次へ］をクリックします。
3. ［追加サイトをインストールする］をクリックして、［次へ］をクリックします。
4. 表示されたパネルで次の情報を入力してから、［次へ］をクリックします。
– 複製サーバー
すでにインストールされ、この管理サーバーが複製する、管理サーバーの名前または IP アドレス。
– システム管理者名とパスワード。
システム管理者のデフォルトのユーザー名は admin です。限定管理者アカウントやドメイン管理者アカウントで
はなく、システム管理者アカウントを使用する必要があります。
– ［ローカルサイトとこのパートナーサイトの間でクライアントパッケージと LiveUpdate コンテンツを複製す
る］にチェックマークを付けます（省略可能）。
このオプションに今すぐにチェックマークを付けない場合、後でチェックマークを付けることができます。
5. 証明書の受け入れに関する警告メッセージが表示されたら、［はい］をクリックします。
6. サイト情報ペインで、デフォルト値を受け入れるか変更してから、［次へ］をクリックします。
7. データベース選択ペインで、［デフォルトの SQL Server Express データベース］または［Microsoft SQL Server
データベース］をクリックして、［次へ］をクリックします。
複製するサイトで同じ種類のデータベースを使用することをお勧めしますが、必須ではありません。14.3 MPx 以前
では、デフォルトのデータベースは［デフォルト埋め込みデータベース］です。
選択したデータベースに基づいてインストールを完了してください。
8. ［LiveUpdate の実行］ペインで、［次へ］をクリックします。
パートナー情報を追加することもできます。
9. 必要に応じてデータ収集機能を受け入れ、［次へ］をクリックします。
データベースが作成されます。このステップは時間がかかります。
Symantec Endpoint Protection Manager が起動します。
必要に応じてスケジュールを変更します。次のサイトを参照してください。
複製の頻度とコンテンツの変更
詳しい情報

•
•
•
•

サイトと複製の設定
サイトの概要と複製の仕組み
複数サイトと複製を設定するかどうか
アップグレード中の複製の防止

複製の頻度とコンテンツの変更
デフォルトでは、2 番目のサイトと管理サーバーをインストールした後に、複製を自動実行するようにスケジュールさ
れています。2 番目の管理サーバーのインストールの一部として、デフォルトのスケジュールに従って複製が実行されま
す。しかし、複製にかかる時間によっては、頻度の変更が必要な場合もあります。頻度はローカルサイトと新規サイトの
どちらでも変更できますが、シマンテック社は、最初に新規サイトで複製を設定することを推奨します。次回の 2 つの
サイトの複製で、両方のスケジュールが同じになります。ID 番号が小さいサイトにより、スケジュール設定された複製
が開始されます。どちらのサイトを新しい複製パートナーとして設定しても、新しいサイトが参照するローカルサイトの
データベースによってデータベースが上書きされます。
両方のサイトで自動的にグループとポリシーを共有します。利用可能なディスク容量に基づいて、ログ、クライアントイ
ンストールパッケージ、LiveUpdate コンテンツを複製するかどうかを選択できます。
複製にかかる時間は、データベースのサイズやサイト間のネットワーク接続によって異なります。最初に、複製サイク
ルをテストしてどのくらい時間がかかるかを確認します。その時間に基づいて複製をスケジュール設定し、管理サーバー
がデータを複製する日時が重複しないようにします。クライアントパッケージと LiveUpdate コンテンツは両方とも大量
のデータを含む可能性があります。クライアントパッケージのデータは 5 GB にもなることがあります。クライアントイ
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ンストールパッケージには、500 MB 程度のディスク容量が必要です。ログの複製を計画する場合、すべての複製パート
ナーサーバーに、ログを追加するのに十分なディスク容量があることを確認してください。
ポリシー、クライアント、グループのみを複製し、ログを複製しない場合は、最初の完全なデータベースの複製以降、複
製の量が小さくなります。複製の頻度とコンテンツに基づいて、管理サーバーに複製用の十分なディスク容量があること
を確認します。
複製の頻度とスケジュールを変更するには
コンソールで、［管理］>［サーバー］の順に選択します。
［サーバー］>［ローカルサイト］で、［複製パートナー］を展開し、複製するサイトを選択します。
［タスク］で、［複製パートナープロパティの編集］をクリックします。
複製するコンテンツを選択します。
スケジュールを変更するには、次のタスクのいずれかを実行します。
– 管理サーバーがいつデータを複製するかを選択できるようにするには、［自動複製］にチェックマークを付けま
す。
このオプションにより、2 つのサイト間の自動複製が約 2 時間ごとに頻繁に行われます。
– カスタムスケジュールを設定するには、［スケジュールによって複製］を設定します。
6. ［OK］をクリックします。
1.
2.
3.
4.
5.

詳しい情報
複製の考慮事項とベストプラクティス

即座に実行されるデータの複製
複製は通常、追加のサイトを設定するときにデフォルトのスケジュールに従って行われます。すぐに複製を開始すること
もできます。ID 番号が小さいサイトにより、スケジュール設定された複製が開始されます。
複数のサーバーで Microsoft SQL Server データベースを使っている場合、サイトの最初のサーバーからのみ複製を開始
できます。
データをすぐに複製する方法
1.
2.
3.
4.

コンソールで、［管理］>［サーバー］の順に選択します。
［サーバー］、［ローカルサイト］の下で、［複製パートナー］を展開して、サイトを選択します。
［タスク］の下で、［今すぐに複製］をクリックします。
［はい］をクリックして［OK］をクリックします。

詳しい情報

• 複製の頻度とコンテンツの変更
• サイトと複製の設定

サイトの削除
複製パートナーを削除すると、Symantec Endpoint Protection Manager のパートナーシップを解除しますが、管理サー
バーソフトウェアのアンインストールや 2 番目のサイトの削除は行いません。
リモートサイトで管理サーバーを削除する場合は、すべてのサイトから手動で削除する必要があります。1 つの管理サー
バーコンソールからソフトウェアをアンインストールしても、そのアイコンは他のコンソールの［サーバー］ペインから
削除されません。次のサイトを参照してください。
アップグレード前後での、複製の無効化と復元
サイトを削除するには
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1. コンソールで［管理］ > ［サーバー］ > ［ローカルサイト］を選択し、［複製パートナー］を展開して複製パート
ナーを右クリックし、［複製パートナーの削除］をクリックします。
2. ［リモートサイト］の下でサイトを右クリックし、［リモートサイトの削除］をクリックします。
3. ［はい］をクリックします。
詳しい情報
サイトと複製の設定

Endpoint Protection のディザスタリカバリのベストプラクティス
ハードウェアの故障やデータベースの破損に備えるには、Symantec Endpoint Protection Manager をインストールした後
に収集する情報のバックアップを作成する必要があります。
詳細については、以下のトピックを参照してください。

• ディザスタリカバリの準備
• ディザスタリカバリの実行
ディザスタリカバリの準備
これらの手順に従って準備します。
Table 186: ディザスタリカバリに備えるための高レベルの手順
手順

説明

手順 1: データベースのバックアッ 定期的に (できれば週 1 回) データベースのバックアップを作成します。
プを作成する
デフォルトでは、データベースバックアップフォルダは次のデフォルトの場所に保存されます。

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\data\backup
バックアップファイルの名前は、 日付_timestamp.zip になります。
詳細については、次を参照してください。
データベースとログのバックアップ

ステップ 2: ディザスタリカバリ
ファイルのバックアップを作成す
る

回復ファイルには、暗号化パスワード、キーストアファイルのドメイン ID、証明書ファイル、ラ
イセンスファイル、ポート番号が含まれています。このファイルは、デフォルトでは次のディレ
クトリにあります。

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\Server Private Key Backup\recovery_#######.zip

リカバリファイルはデフォルトのドメイン ID のみを格納しています。複数のドメインがある場
合、その情報は回復ファイルに格納されていません。ディザスタリカバリを実行する必要がある
場合は、ドメインを再度追加する必要があります。次のサイトを参照してください。
ドメインの追加
ステップ 3: サーバー証明書を更
新またはサーバー証明書のバック
アップを作成する (省略可能)

自己署名証明書を異なる種類の証明書に更新すると、管理サーバーで新しい回復ファイルが作成
されます。回復ファイルにはタイムスタンプがあるため、どれが最新のファイルであるかがわか
ります。次のサイトを参照してください。
• サーバー証明書の更新または復元
• サーバー証明書のバックアップ

ステップ 4: 管理サーバーの IP ア
ドレスとホスト名をテキストファ
イルに保存する (省略可能)

壊滅的なハードウェア障害が発生した場合は、元の管理サーバーの IP アドレスとホスト名を
使って管理サーバーを再インストールする必要があります。
IP アドレスとホスト名を Backup.txt などの名前のテキストファイルに追加します。

ステップ 5: オフサイトの安全な場 前の手順でバックアップしたファイルの別のコンピュータへのコピー
所にバックアップデータを保存す
る
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ディザスタリカバリの実行
以下の表に、ハードウェアの故障やデータベースの破損が発生した場合に Symantec Endpoint Protection 環境を回復する
手順を示します。
これらの手順を実行する前に、バックアップと回復のファイルを作成済みであることを確認します。
Table 187: ディザスタリカバリを実行するための処理
手順

処理

ステップ 1: ディザスタリカバ
リファイルを使って Symantec
Endpoint Protection Manager を再
インストールする

管理サーバーを再インストールすることで、初期インストール後に保存されたファイルを回復で
きます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager の再インストールまたは再設定
ディザスタリカバリファイルを使わずに Symantec Endpoint Protection Manager を別のコン
ピュータに再インストールする場合は、新しいサーバー証明書を生成する必要があります。次の
サイトを参照してください。
新しいサーバー証明書の生成

ステップ 2: データベースを復元す データベースバックアップの有無にかかわらず、データベースを復元できます。次のサイトを参
る
照してください。
データベースの復元
ステップ 3: 連邦情報処理標準
(FIPS) 140-2 コンプライアンスを
再び有効にする（省略可能）

Symantec Endpoint Protection の FIPS 対応バージョンを使い、FIPS コンプライアンスを有効に
した場合は、Symantec Endpoint Protection Manager を回復した後に、FIPS コンプライアンスを
再び有効にする必要があります。
この設定は、ディザスタリカバリファイルに格納されません。

詳しい情報

• ライセンスファイルのバックアップ
• サーバーの設定のエクスポートとインポート
• Endpoint Protection のディザスタリカバリのベストプラクティス

データベースとログのバックアップ
データベースを少なくとも週単位でバックアップすることをお勧めします。バックアップファイルは、別のコンピュータ
に格納してください。
デフォルトでは、バックアップファイルは C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\data\backup フォルダに保存されます。
バックアップは .zip ファイルで保存されています。デフォルトでは、バックアップデータベースファイルの名前は、
date_timestamp.zip です。
NOTE
製品のインストールディレクトリにバックアップファイルを保存することは避けてください。そうしないと、
バックアップファイルは製品がアンインストールされるときに削除されます。
Symantec Endpoint Protection Manager でバックアップの設定を行わないかぎりログデータはバックアップされません。
ログをバックアップしないと、ログ設定オプションのみがバックアップ中に保存されます。バックアップを使ってデータ
ベースを復元できますが、データベース内のログは復元時に空のデータになります。
サイトのバックアップは 10 バージョンまで保持できます。複数のバージョンを保持する場合には、すべてのデータを保
持するのに十分なディスク容量を確保する必要があります。
バックアップ中にもバックアップ後にもシステムログとバックアップフォルダの状態を確認できます。

579

データベースをすぐにバックアップしたり、自動的に実行されるようにバックアップをスケジュール設定したりできま
す。
NOTE
Microsoft SQL Server Express データベースには 10 GB の制限があります。データベースをバックアップする
場合、データベースは 10 GB を超えることはできません。また、少なくとも 10 GB の空きディスク容量が必
要です。
埋め込みデータベースから Microsoft SQL Server Express データベースへのアップグレードに関するベストプ
ラクティス
詳細については、次を参照してください。

• データベースの自動バックアップのスケジュール設定
• Endpoint Protection のディザスタリカバリのベストプラクティス
データベースとログのバックアップを作成するには
1. Symantec Endpoint Protection Manager を実行しているコンピュータでデータベースとログをバックアップするに
は、［スタート］メニューで、 ［すべてのプログラム］>［Symantec Endpoint Protection Manager］>［Symantec
Endpoint Protection Manager ツール（Symantec Endpoint Protection Manager Tools）］>［データベースのバッ
クアップと復元］の順に選択します。
2. ［データベースのバックアップと復元］ダイアログボックスで、［バックアップ］をクリックします。
3. ［データベースのバックアップ］ダイアログボックスで、省略可能なオプションとして、［バックアップログ］に
チェックマークを付け、［はい］をクリックします。
4. ［OK］をクリックします。
5. データベースバックアップが完了したら、［終了］をクリックします。
6. バックアップデータベースファイルを別のコンピュータにコピーします。
7. データベースとログのバックアップをコンソール内から作成するには、コンソールで［管理］ > ［サーバー］をク
リックします。
8. ［サーバー］で、［ローカルサイト (マイサイト)］ > ［SQLEXPRESSSYMC］ (14.3 RU1 以降) または［ローカルホ
スト］をクリックします。
9. ［タスク］で、［今すぐにデータベースのバックアップを作成］をクリックします。
10. ［データベースのバックアップ］ダイアログボックスで、省略可能なオプションとして、［バックアップログ］に
チェックマークを付け、［はい］をクリックします。
11. ［OK］をクリックします。
12. ［閉じる］をクリックします。

サーバー証明書のバックアップ
管理サーバーがインストールされたコンピュータが壊れた場合に備え、専用キーと証明書をバックアップしてください。
JKS キーストアファイルは、初回のインストール時にバックアップされます。server_timestamp.xml という名前の
ファイルもバックアップされます。JKS キーストアファイルには、サーバーの専用キーと公開キーのペアおよび自己署
名の証明書が格納されています。
サーバー証明書をバックアップするには
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1. コンソールで、［管理］をクリックし、［サーバー］をクリックします。
2. ［サーバー］の下で、サーバー証明書のバックアップを作成する管理サーバーをクリックします。
3. ［タスク］の下で［サーバー証明書の管理］をクリックし、［次へ］をクリックします。
4. ［サーバー証明書の管理］パネルで、［サーバー証明書のバックアップを作成する］をクリックしてから［次へ］を
クリックします。
5. ［サーバー証明書のバックアップを作成］パネルで、［参照］をクリックしてバックアップフォルダを指定してか
ら［次へ］をクリックします。
NOTE
管理サーバ証明書を同じフォルダにバックアップします。
6. ［サーバー証明書のバックアップを作成］パネルで、［次へ］をクリックします。
7. ［完了］をクリックします。
詳しい情報

• サーバー証明書について
• 新しいサーバー証明書の生成
• サーバー証明書を更新してクライアント/サーバー接続を維持するためのベストプラクティス

Symantec Endpoint Protection Manager の再インストールまたは再設定
管理サーバーを再インストールまたは再設定する必要がある場合、ディザスタリカバリファイルを使ってすべての設定を
インポートできます。続いて、同じコンピュータの同じインストールディレクトリにソフトウェアを再インストールでき
ます。Symantec Endpoint Protection Manager はインストール中にリカバリファイルを作成します。この手順を使って、
既存のサイトを再設定することも、レプリケーション用に追加サイトをインストールすることもできます。
関連項目：
Endpoint Protection のディザスタリカバリのベストプラクティス
Symantec Endpoint Protection Manager を再インストールまたは再設定する方法
1. 管理サーバーを再インストールするには、既存の管理サーバーをアンインストールします。
2. インストールファイルからサーバーをインストールします。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager のインストール
3. ［ようこそ］パネルで、［回復ファイルを使用して、以前に配備したクライアントとの通信を復元する］オプション
にチェックマークが付いていることを確認し、［次へ］をクリックします。
デフォルトで、リカバリファイルは C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\Server Private Key Backup にあります。リカバリファイルによって、クライアントが Symantec
Endpoint Protection Manager に再接続されます。
4. 各パネルの指示に従います。ほとんどの場合、デフォルト設定が機能します。再インストールしたサーバーが既存の
データベースに接続されている場合、データベースの設定を既存のデータベースの設定に変更します。
必要に応じて、データベースを復元することもできます。ただし、Symantec Endpoint Protection Manager データ
ベースが別のコンピュータにあるか、影響を受けない場合は、データベースを復元する必要はありません。次のサイ
トを参照してください。
データベースの復元
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5. 管理サーバーを再設定するには、［スタート］、［すべてのプログラム］、［Symantec Endpoint Protection
Manager］、［Symantec Endpoint Protection Manager ツール］、［管理サーバー設定ウィザード］の順にクリッ
クします。
6. 次のオプションのいずれかを選択します。

• 既存のサイトで管理サーバーを再設定するには、［管理サーバーを再設定する］をクリックします。
• 管理サーバーを再設定して既存のサイトでデータを複製するには、［管理サーバーを再設定して別のサイトで複製
する］をクリックします。
このオプションはローカルにインストールされた管理サーバーを再設定し、新しいサイトを作成してネットワー
クの別の既存のサイトでデータを複製します。また 2 つの非複製のサイトがある場合は、このオプションを使っ
て、サイトの 1 つを 2 番目のサイトでデータを複製するサイトに変換します。
NOTE

［回復ファイルを使用して、以前に配備したクライアントとの通信を復元する］にチェックマークを付
けておいた場合、インストールが続行します。ただし、リカバリファイルの既定のドメイン ID が無視さ
れ、複製パートナーのドメイン ID が使われます。再設定が完了した後、ドメイン ID の変更が原因で既
存のクライアントが接続に失敗する可能性があります。
7. 各パネルの指示に従います。
詳しい情報
Symantec Endpoint Protection Manager の再インストールまたは再設定

新しいサーバー証明書の生成
サーバーの IP アドレスまたはホスト名が変更された場合や、秘密鍵が危殆化した場合は、Symantec Endpoint Protection
Manager の新しいサーバー証明書を生成します。
デフォルトでは、クライアント/サーバー通信にはサーバー証明書の検証が必要です。新しいサーバー証明書を生成した
場合、この検証に失敗し、通信が中断します。この手順を開始する前に、証明書のアップデートのベストプラクティスを
確認してください。次のサイトを参照してください。
サーバー証明書を更新してクライアント/サーバー接続を維持するためのベストプラクティス
新しいサーバー証明書を生成するには
1. コンソールで、［管理］をクリックし、［サーバー］をクリックします。
2. ［サーバー］の下で、管理サーバーをクリックします。
3. ［タスク］の下で［サーバー証明書の管理］をクリックし、［次へ］をクリックします。
4. ［サーバー証明書の管理］パネルで、［新しいサーバー証明書を生成する］をクリックします。［新しいキーの生
成］にチェックマークが付けられていることを確認してから、［次へ］をクリックします。
［新しいキーの生成］では、新しいキーペア（公開キーと秘密鍵）を使用して証明書を新規作成します。このオプ
ションのチェックマークをはずすと、新しい証明書で以前と同じキーペアが使用されます。その場合、キーペアが危
殆化したときに、Symantec Endpoint Protection Manager サーバーのセキュリティプロファイルが低下します。
5. ［はい］をクリックし、［次へ］をクリックします。
6. 新しい証明書を使うには次のサービスを再起動する必要があります。

• Symantec Endpoint Protection Manager サービス
• Symantec Endpoint Protection Manager Webserver サービス
• Symantec Endpoint Protection Manager API サービス
（14 の時点）

詳細については、次を参照してください。
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• 管理サーバーサービスの停止と開始
• Apache Web サーバーの停止と開始
Symantec Endpoint Protection Manager に次回ログオンしたときに、新しい証明書を信頼するように求められます。
詳しい情報

• Symantec Endpoint Protection Manager 用の自己署名されたサーバー証明書の受け入れについて
• Symantec Endpoint Protection Manager コンソールへのログオン

データベースの復元
データベースが壊れている場合またはディザスタリカバリを実行する必要がある場合、データベースを復元できます。
データベースを復元するには、最初にデータベースのバックアップを作成しておく必要があります。次のサイトを参照し
てください。
データベースとログのバックアップ
NOTE
データベースの復元には、データベースのバックアップ時と同じバージョンの Symantec Endpoint Protection
Manager を使う必要があります。データベースは、元々インストールされていた同じコンピュータで復元する
ことも、別のコンピュータで復元することもできます。
データベースの復元が完了するまで数分かかる場合があります。
データベースバックアップでデータベースを復元するには
1. 管理サーバーサービスを停止します。次のサイトを参照してください。
管理サーバーサービスの停止と開始
2. ［スタート］メニューで、［すべてのプログラム］、［Symantec Endpoint Protection Manager］、［Symantec
Endpoint Protection Manager Tools］、［データベースのバックアップと復元］の順にクリックします。
3. ［データベースのバックアップと復元］ダイアログボックスで、［復元］をクリックします。
4. ［はい］をクリックしてデータベースの復元を確認します。
5. ［サイトの復元］ダイアログボックスで、バックアップデータベースファイルを選択し、［OK］をクリックしま
す。
6. データベースをバックアップするときに作成したバックアップデータベースファイルのコピーを検索します。デフォ
ルトでは、バックアップデータベースファイルの名前は、 date_timestamp.zip になります。
7. ［OK］をクリックします。
8. ［Exit］をクリックします。
9. 管理サーバーサービスを再起動します。
データベースバックアップを使用せずにデータベースを復元するには
次のような場合、データベースバックアップを使用しないデータベースの復元が必要になることがあります。

• 管理者パスワードのリセットを試行したが、できない場合。次のサイトを参照してください。
•

忘れた Symantec Endpoint Protection Manager パスワードのリセット
データベースバックアップは実行していなかったが、データベースが壊れた場合。

1. ポリシーファイルをバックアップします。
エクスポートしたポリシーファイルは、データベースの再インストール後にインポートします。
2. 複数のドメインがある場合、SEPBackup.txt という名前のテキストファイルを作成して、任意のドメイン ID を追加
します。(省略可能)
管理サーバーの情報を保存するには、管理サーバーの IP アドレスとホスト名をファイルに追加します。
3. 管理サーバーサービスを停止します。次のサイトを参照してください。
管理サーバーサービスの停止と開始

583

4. 管理サーバー設定ウィザードとリカバリファイルを使って、管理サーバーを再設定します。次のサイトを参照してく
ださい。
Symantec Endpoint Protection Manager の再インストールまたは再設定
5. 再設定された Symantec Endpoint Protection Manager で、次のファイルを見つけます。
SEPM_Install/tomcat/etc/conf.properties
デフォルトの SEPM_Install のデフォルト値は C:/Program files (x86)/Symantec/Symantec Endpoint Protection
Manager です。
次のように変更します。
scm.agent.groupcreation=false を scm.agent.groupcreation=true に変更
このように編集することで、クライアントグループが自動的に作成されます。このように設定しないと、チェックイ
ンしたクライアントはデフォルトグループに再度表示されます。
クライアントは Symantec Endpoint Protection Manager と通信できますが、次回のチェックイン後にのみコンソール
に再表示されます。
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Symantec Endpoint Security クラウド コンソールからのクライ
アントの管理
ICDm クラウドコンソールと Symantec Endpoint Protection Manager の両方からクライアントおよびポリシーを管理す
る方法について説明します。
クラウドの一部のポリシー機能を活用するために、環境内でハイブリッド管理を設定できます。ハイブリッド管理を使用
して、ICDm コンソールに Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) ドメインを登録します。その後、ICDm クラ
ウドコンソールおよび Symantec Endpoint Security からクライアントコンピュータと一部のポリシーを管理できます。

オンプレミス管理、ハイブリッド管理、またはクラウドのみ管理オプショ
ンの選択
Symantec Endpoint Protection 14.0.1 (14.1) 以降のエージェントは、Symantec Endpoint Security (Endpoint Security) が
管理するバージョンです。これらのエージェントはクラウド対応で、Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) ま
たは Integrated Cyber Defense Manager クラウドコンソールのいずれかから管理できます。
エージェントは、クラウドのみ、オンプレミスのみ、または両方の組み合わせ (ハイブリッド管理) で管理できます。

• クラウド管理の場合のみ、統合クラウドコンソールの Symantec Integrated Cyber Defense Manager (ICDm) を使用し
•
•

ます。Symantec Endpoint Security Enterprise または Symantec Endpoint Security Complete のいずれかを購入する必
要があります。
オンプレミス管理の場合、Symantec Endpoint Protection の管理コンソールである Symantec Endpoint Protection
Manager をインストールします。Symantec Endpoint Protection、Symantec Endpoint Security Enterprise、または
Symantec Endpoint Security Complete を購入できます。
ハイブリッド管理の場合、オンプレミス管理下デバイス用に Symantec Endpoint Protection Manager を使い、ク
ラウド管理下デバイスを管理するために ICDm コンソールを使います。ICDm クラウドコンソールの各 Symantec
Endpoint Protection Manager ドメインを登録します。登録すると、ICDm 内のすべてのデバイスおよびアラートを 1
つのビューで表示できます。さらに、ハイブリッド展開全体について、ICDm からデバイスと一部のポリシーを管理
できます。ただし、オンプレミスデバイスの残りの保護については、Symantec Endpoint Protection Manager から管
理できます。Symantec Endpoint Security Enterprise または Symantec Endpoint Security Complete を購入する必要が
あります。
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Table 188: オンプレミス Symantec Endpoint Protection か、クラウド管理の Symantec Endpoint Security のどちら
を使用するかを決定する
以下を使う場合

この製品を使用

クラウドコンソールを使用し
てクライアントを完全に管理
する

Symantec Endpoint Security (Enterprise または Complete)
クラウドのみの管理コンソールは、Integrated Cyber Defense Manager (ICDm) で、デバイスは
Symantec Agents バージョン 14.2 RU1 以降を使います。Symantec Endpoint Security からエージェ
ントインストールパッケージを作成および配備します。以前と同様に、デバイスにオンプレミスクラ
イアントソフトウェアをインストールします。
クラウドからエージェントを完全に管理し、オンプレミス管理コンソールである Symantec Endpoint
Protection Manager との通信をバイパスします。
この方法は以下のシナリオで使います。
• 管理サーバーおよびデータベースのインストールと管理のコストやオーバーヘッドを望まない場
合。
• 複数の Symantec enterprise 製品があり、1 つの管理コンソールで管理機能を共有したい場合。
• 複数のシマンテック製品からの脅威、ポリシー、インシデントを統合して可視化し、インシデン
ト対応時間を数日から数分に短縮したい場合。
• Symantec Endpoint Security に、Symantec Endpoint Protection オンプレミスにはない追加機能
がある場合。次のサイトを参照してください。
ICDm での Symantec Endpoint Protection 管理と Symantec Endpoint Security 管理機能のクリッ
クリファレンス
クラウドからエージェントを管理するには、Symantec Security Cloud アカウントに直接ログオンし
ます。Symantec Endpoint Protection Manager をインストールした場合、ドメインはクラウドに登録
しません。
Symantec Endpoint Security にアップグレードすると、クラウド内の同等の設定は Symantec
Endpoint Protection Manager 設定よりも優先されます。相当する設定がない場合は、以前の
Symantec Endpoint Protection Manager 設定が優先されます。
Symantec Endpoint Protection Manager からクラウドにアップグレードした場合、後から Symantec
Endpoint Protection Manager での管理に戻すことができます。ただし、管理サーバーをアンインス
トールした場合は、再インストールする必要があります。後でディザスタリカバリを実行する必要が
ある場合に備えて、アップグレードする前にデータベースのバックアップを作成してください。smc
コマンドを使用して、Windows デバイスを Symantec Endpoint Protection Manager による管理に戻
すことができます。次のサイトを参照してください。
• Symantec Endpoint Protection から Symantec Endpoint Security へのアップグレード
• Endpoint Security スタートガイド
• Endpoint Protection のディザスタリカバリのベストプラクティス

オンプレミス Symantec
Endpoint Protection Manager
を使用してクライアントを完
全に管理する

Symantec Endpoint Protection または Symantec Endpoint Security (Enterprise または
Complete)
クラウドに SEPM ドメインを登録しません。Symantec Endpoint Protection Manager からクライア
ントインストールパッケージを作成および配備します。
この方法は以下のシナリオで使います。
• ネットワークに、石油掘削装置やオフショア環境などのリモートの場所が含まれている場合
• ネットワークが非常に制限されている政府環境で作業する場合。
• ダークネットワークに多数のクライアントがある場合。
• オンプレミス管理サーバーと同じ機能が必要な場合。ただし、Symantec Endpoint Protection は
機能の追加を継続します。
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以下を使う場合
レガシークライアントとクラ
ウドのみの管理下エージェン
ト (ハイブリッド) の両方を管
理する

この製品を使用
Symantec Endpoint Protection または Symantec Endpoint Security (Enterprise または
Complete)
ハイブリッド展開を正常に実行するには、SEPM とエージェントがバージョン 14.1 以降である
必要があります。Symantec Endpoint Security のエージェントおよび一部のポリシーを管理しま
す。Symantec Endpoint Protection Manager から 14.1 より前のクライアントを管理します。
Note: Symantec Endpoint Protection クライアントは、Symantec Agent と同じです。
この方法は以下のシナリオで使います。
• 14.1 以降から Symantec Endpoint Security にアップグレードするけれども、クラウド管理型コン
ソールに徐々に移動する場合。
• Symantec Endpoint Security がサポートしていないオペレーティングシステムを使用するデバイ
スにクライアントがある場合。
• Symantec Endpoint Protection Manager のアプリケーション制御ポリシーを置き換えるアプリ
ケーション制御を使用する場合。アプリケーション制御には、14.2 MP1 以降のクライアントが
必要です。アプリケーション分離 (新規) には、14.2 RU1 (クラウドのみ) または 14.2 RU1 クライ
アント以降が必要で、Symantec Endpoint Security クラウドコンソールを使用します。
アプリケーション制御とアプリケーション分離には、Symantec Endpoint Security Complete サブ
スクリプションを購入する必要があります。
ハイブリッドモデルにアップグレードし、後で Symantec Endpoint Protection Manager のみに戻す
場合は、Symantec Endpoint Protection Manager ドメインを登録解除するだけです。このオプション
を使用すると柔軟性が向上し、後からクラウドに完全に移行できます。次のサイトを参照してくださ
い。
• クラウドコンソールへの Symantec Endpoint Protection Manager ドメインの登録
• クラウドコンソールから Symantec Endpoint Protection Manager ドメインを登録解除する

NOTE
クライアントの機能は、Symantec Endpoint Security ではなく Symantec Endpoint Protection Manager が管理
する場合、わずかに異なります。Symantec Endpoint Protection Manager は、クライアントでより多くのオプ
ションを制御しますが、Symantec Endpoint Security が制御するオプションの数は少なくなります。Symantec
Endpoint Protection Manager には、ユーザーが設定するオプションが追加されています。クラウド管理下クラ
イアントでは、用意されているオプションの数は少なくなります。ただし、シマンテックは、月単位の更新で
Symantec Endpoint Security に新機能を追加しています。
詳しい情報
オンプレミス Symantec Endpoint Protection 14. x と Symantec Endpoint Security Complete の比較

クラウドコンソールへの Symantec Endpoint Protection Manager ドメイ
ンの登録
Symantec Integrated Defense Manger （ICDm）クラウド コンソールからクライアントと保護を表示または管理するに
は、最初に Symantec Endpoint Protection Manager ドメインを登録する必要があります。
NOTE
最大 50 個の Symantec Endpoint Protection Manager ドメインを登録できます。
Symantec Endpoint Protection Manager をアップグレードする場合、SEPM は登録状態を維持します。
登録を開始する前に
クラウドコンソールで登録すると、.MSI ファイルを使用して、Symantec Endpoint Protection Manager ブリッジサービ
ス、またはコネクタがインストールされます。

587

ICDm クラウドコンソールへのドメインの登録をサポートするには、環境が以下の要件を満たす必要があります。

• Symantec Endpoint Security Complete または Symantec Endpoint Security Enterprise の有償サブスクリプション。

•
•
•

NOTE
14.3 RU2 以降で適応型保護を管理するには、Symantec Endpoint Security Complete サブスクリプションが
必要です。
Symantec Security Cloud のアカウント
Symantec Endpoint Protection Manager からドメインの登録を開始する際に、このログインアカウントを設定できま
す。ログインに使用するアカウントをすでにお持ちの場合は、既存のアカウントを利用できます。
Symantec Endpoint Protection Manager への管理者アクセス権。
Symantec Endpoint Protection Manager 14.0.1 以降のクライアント
以前のクライアントを使用して Symantec Endpoint Protection Manager ドメインをクラウド コンソールに登録できま
すが、これらの以前のクライアントでは、クラウドのみのポリシーを活用できません。

ステップ 1: クラウドコンソールから登録トークンを取得する
1. クラウド コンソールで、Symantec Security Cloud アカウントにサインインします。
2. ［統合］ > ［登録］に移動します。
3. ［クリップボードにコピー］を選択して、このページから登録トークンをコピーします。

ステップ 2: 登録を開始する
Symantec Endpoint Protection Manager から登録を開始する方法（バージョン 14.3 RU1 以降と Symantec Endpoint
Security Complete サブスクリプション）

• Symantec Endpoint Protection Manager で、［Advanced Security （高度なセキュリティ）］ページをクリック

し、［設定］をクリックします。
以下のような適応型保護の動作のアプリケーション ヒート マップが表示されるまで、最大 3 日から 4 日かかる場合
があります。この間、SEPM はクラウド コンソールとの通信を試みます。SEPM ドメインはいつでも登録できます。
適応型保護のヒート マップを表示するためにドメインを登録する必要はありませんが、ヒート マップを管理する場合
は登録が必要です。
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• ［設定］ダイアログ ボックスで、ステップ 1 で取得した登録トークンを［登録トークン］テキスト ボックスに貼り
付けて、［Symantec Endpoint Protection Manager の登録］をクリックします。
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Symantec Endpoint Protection Manager から登録を開始する方法（バージョン 14.2 MP1 から 14.3 MP1、または
Symantec Endpoint Security Enterprise サブスクリプション）

• ［クラウド］タブを選択します。
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テキスト ボックスで、ステップ 1 で取得した登録トークンを貼り付けて、［Symantec Endpoint Protection Manager
の登録］をクリックします。
Symantec Endpoint Protection Manager から登録を開始する方法（14.2 以前）

• Symantec Endpoint Protection Manager の［ホーム］ページで、［今すぐ登録］を選択するか、［クラウド］タブに

移動します。
［開始］ボタンをクリックすると、クラウドコンソールのサインインページに移動します。サインインの資格情報を
持っていない場合は、アカウントチーム管理者にお問い合わせください。

• テキスト ボックスで、ステップ 1 で取得した登録トークンを貼り付けて、［Symantec Endpoint Protection
•

Manager の登録］をクリックします。
確認メッセージが表示されます。
Symantec Endpoint Protection Manager の［ホーム］ページのバナーの［起動］をクリックして、クラウド コンソー
ルにログオンします。

ステップ 3： 登録後に、クラウド コンソールからクライアントとポリシーを管理するかどうかを選択する
登録後、すべてのクライアント コンピュータがクラウド コンソールにデバイスとして表示されます。デフォルトで
は、Symantec Endpoint Protection Manager でトポロジーが管理されます。クラウド コンソールからトポロジを管理す
るには、クラウド コンソールで管理制御を切り替える必要があります。詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager ドメインをクラウドコンソールに登録した後の処理
WARNING
デバイスグループの構造を変更すると、その変更は常に 10 分遅れてから Symantec Endpoint Protection
Manager に表示されます。逆の場合も同様です。これは、Symantec Endpoint Protection Manager の複製機能
の動作に似ています。遅延が発生している間は、それ以上トポロジーを変更しないようにします。その変更が
有効にならない場合があります。
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• ログオンしているドメインに対してのみ、［クラウドからデバイスを管理］をオンにします。
• クラウドベースのポリシーを管理するには、［クラウドからポリシーを管理する］をオンにします。これらのオプ

ションは、クラウド コンソールの［統合］ > ［登録］で有効にします。
Active Directory またはサードパーティの API を使用してデバイスを管理する場合は、［クラウドからデバイスを管
理］を無効にしたままにする必要があります。

詳しい情報
Symantec Endpoint Protection Manager ドメインを登録解除する

Symantec Endpoint Protection Manager ドメインをクラウドコンソール
に登録した後の処理
Symantec Endpoint Protection Manager （SEPM）ドメインの登録後、Symantec Endpoint Protection Manager のデータ
はクラウド コンソールに同期されます。データには、クラウドコンソールがサポートするクライアント階層とポリシー
が含まれています。同期は即時には行われません。クラウドコンソールでデバイスを参照するまでに一定期間待たなけれ
ばならない場合があります。
デバイスとポリシーが同期したら、Symantec Endpoint Protection Manager または Integrated Cyber Defense Manager
クラウド コンソールのいずれかを使用してデバイスとポリシーを管理できます。これはハイブリッド管理と呼ばれま
す。
Symantec Endpoint Protection Manager クライアントコンピュータとクライアントグループは、［デバイス］ページで
デバイスとしてクラウドコンソールに自動的に表示されます。デフォルトでは、デバイスはフラットリストに表示さ
れ、［デバイス］ページのグループには表示されません。
Symantec Endpoint Protection Manager クライアントは、クラウドコンソールで Symantec Agents と呼ばれます。
ステップ 1： Symantec Endpoint Protection Manager が管理するデバイスを表示する
1. クラウド コンソールで、［エンドポイント］ > ［デバイス］に移動します。
2. ［デバイス］タブの［管理者］ドロップダウンメニューで、［Endpoint Protection Manager］を選択します。
デフォルトでは、Symantec Endpoint Protection Manager でデバイスの編成を管理します。クラウドコンソールまたは
Symantec Endpoint Protection Manager でのみデバイスを管理できますが、両方で同時に管理することはできません。
ステップ 2： クラウド コンソールからデバイスとグループを管理するかどうかを選択する
1. クラウド コンソールで、［エンドポイント］ > ［統合］に移動します。
2. ［登録］タブで、［クラウドからデバイスを管理］がオンになっていることを確認します。
NOTE
Active Directory またはその他のサードパーティのディレクトリツールでデバイスの編成を管理する場合は、こ
の設定を無効のままにしてください。
NOTE
デバイスグループの構造を変更すると、その変更は常に 10 分遅れてから Symantec Endpoint Protection
Manager に表示されます。逆の場合も同様です。これは、Symantec Endpoint Protection Manager の複製機能
の動作に似ています。遅延が発生している間は、それ以上トポロジーを変更しないようにします。その変更が
有効にならない場合があります。
ステップ 3: ポリシーをクラウドのみで管理するか、Symantec Endpoint Protection Manager のみで管理するかを選択
する
ポリシーは、クラウドコンソールの［エンドポイント］ > ［ポリシー］ページに自動的に表示されます。 ICDm から環
境を完全に管理する場合を除き、Symantec Endpoint Protection Manager からポリシーをエクスポートしてクラウドにイ
ンポートする必要はありません。
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ドメイン登録後、クラウドコンソールは常に、ICDm から管理するサポートされているポリシーを制御します。
その他のポリシー (ホストインテグリティポリシーなど) を管理するには、引き続き Symantec Endpoint Protection
Manager を使用します。ポリシーは Symantec Endpoint Protection Manager にプッシュされて、各クライアントに配布
されます。
クラウド コンソールからポリシーを管理する方法
1. クラウド コンソールで、［統合］ > ［登録］タブに移動し、［クラウドからのポリシーの管理］をオンにします。
ステップ 4: クラウドコンソールが検出した脅威を探す
クラウドコンソールの［ダッシュボード］リストと［検出された項目］リストには、環境内の検出に関するより包括的な
情報が表示されます。ダッシュボードを使用して、ポリシー設定の結果を確認し、必要に応じてポリシー設定を調整しま
す。
1. クラウド コンソールで、［ダッシュボード］ > ［SEP 14.2］に移動します。
詳しい情報

• 14.x Symantec Endpoint Protection Manager ドメイン登録済みクラウドコンソールの機能とオンプレミス Symantec
Endpoint Protection Manager との比較

• Symantec Security Cloud アカウントにサインイン

ハイブリッド管理の Symantec Endpoint Protection Manager と
Symantec Endpoint Security クラウドコンソールの連携方法
このセクションでは、Symantec Endpoint Protection Manager ドメインをクラウドコンソールに登録する際に発生する可
能性がある動作をいくつか示します。詳細については、以下を参照してください。

•
•
•
•
•
•

クラウドポータルと Symantec Endpoint Protection Manager 間の通信と登録
ライセンス、インストール、アップグレード、データベース
ドメインの登録と登録解除
サイト、複製
グループ、クライアント、場所
ポリシーと継承

クラウドコンソールと Symantec Endpoint Protection Manager 間の通信と登録

• Symantec Endpoint Protection Manager コネクタでクラウドコンソールへのアクセストークンを取得できない場合
•

•

は、毎時間再試行されます。
Symantec Endpoint Protection Manager から接続するクライアントの場合は、クラウドコンソールに正しいオンライ
ン状態がすぐには表示されないことがあります。オンライン状態が変わってから 5 分から 10 分待ち、現在の状態が
正確に反映されるかどうかを確認してください。次のサイトを参照してください。
クライアントが管理サーバーに接続され、保護されているかどうかの確認
管理サーバと Google Cloud Platform （GCP）サーバのシステム時間の差は 10 分以内である必要があります。その他
の場合、登録は失敗し、次のエラーメッセージが表示されます。
Symantec Endpoint Protection Manager ############################################################
#### ##############################

•

時間の不一致を解決するには、Symantec Endpoint Protection Manager サーバーと NTP (ネットワークタイムプロト
コル) を同期してください。詳しくは次を参照してください。
NTP： ネットワーク時間プロトコル
失敗した登録のトラブルシューティングを行うには、次のログを使用できます:
BRIDGE_INSTALL.log、catalinaWs.out、Cloud-0.log、scm-server-0.log、および
semapisrv_access_log.date.log。これらのファイルはすべて Symantec Endpoint Protection Manager インス
トールフォルダ内の \tomcat\logs にあります。
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詳細については、次を参照してください。

• Symantec Endpoint Protection Manager ドメイン (14.1 以降) をクラウドコンソールに登録する
• 負荷分散のための管理サーバーリストの設定
ライセンス、インストール、アップグレード、データベース

• Symantec Endpoint Security をクラウドコンソールで使用または登録するには、ライセンスを購入する必要がありま
す。

• クラウドコンソールから管理サーバーをアップグレードすることはできません。
• クラウドからデータベースまたは Symantec Endpoint Protection Manager 設定をバックアップまたは復元することは
できません。

• ライセンスを解放するため、Symantec Endpoint Protection Manager データベースではドメインに接続していない

クライアントが指定する日数に基づいて削除されます。クラウドコンソールで、これらの未接続のクライアントは
30 日を過ぎると自動的に削除されます。この間隔を設定することはできません。まず Symantec Endpoint Protection
Manager データベースのクライアントが削除され、次にクラウドコンソールのクライアントが削除されます。次のサ
イトを参照してください。
データベースから使われなくなったクライアントをパージして使用可能なライセンスを増やす

ドメインの登録と登録解除
ドメインを登録すると、以下のようになります。

• イベント、ポリシー、クライアント、およびクライアントグループが同期されます。
• クラウドでサポート対象のポリシー機能は、Symantec Endpoint Protection Manager の設定には使用できません。
• クラウドポリシー設定が優先します。
必要に応じて、デフォルトドメインを登録解除できます。たとえば、接続の問題が発生した場合や、クラウドコンソール
でポリシーを管理する必要がない場合などです。Symantec Endpoint Protection Manager の登録ページ、またはクラウド
コンソールの［エンドポイント］ > ［統合］ > ［登録］で登録解除できます。
登録解除処理により、クラウドの登録解除されたドメインのクライアントグループとクライアントが削除されます。関連
するすべてのポリシーは、クラウドコンソールおよび関連するイベントに残ります。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager ドメインの登録解除
サイト、複製

• 各サイトに、クラウドコンソールのサイトあたり 1 つの Symantec Endpoint Protection Manager ドメインを登録しま

•

す。ドメインが別々のサイトに存在する場合でも、複数のドメインを登録することはできません。同じクラウドコン
ソールアカウントを使用している別々の Symantec Endpoint Protection Manager ドメインを登録することもできませ
ん。
SQL Server データベースを共有し、フェールオーバーが設定されている 2 台の Symantec Endpoint Protection
Manager が存在するサイトの場合は、いずれかの管理サーバーの 1 つのドメインを登録します。各管理サーバーとク
ラウドコンソール間で通信するブリッジサービスは、一度に 1 台の管理サーバーで実行されます。サービスは、まず
サーバー優先度が高い管理サーバーで実行されます。最初のブリッジサービスがダウンすると、代わりに 2 台目の管
理サーバーでサービスが実行されます。クラウドコンソールでは一度に 1 つのみのドメインを管理できます。クラウ
ドコンソールと各管理サーバー間で同時に同期が行われます。

詳細については、次を参照してください。
「クラウドコンソールがサポートするサイト設定」に、Symantec Endpoint Protection Manager ドメインを登録するとき
にクラウドコンソールがサポートするサイト設定を示します。

594

Table 189: クラウドコンソールがサポートするサイト設定
サイト設定
1 つのサイト、1 台のコンピュータに 1 つの Symantec Endpoint
Protection Manager、同じコンピュータ上のデータベースのみ

クラウドコンソールでのサポートの有無
はい

1 つのサイト、1 台目のコンピュータに 1 つの Symantec
はい
Endpoint Protection Manager、2 台目のコンピュータに Microsoft
SQL Server データベース
1 つのサイト、複数の Symantec Endpoint Protection Manager

はい

複数のサイト、各サイトに 1 つの Symantec Endpoint Protection
Manager、複製を利用*

はい (14.2 以降)

複数のサイト、各サイトに複数の Symantec Endpoint Protection
Manager、複製を利用*

はい (14.2 以降)

* クラウドへの登録の際にサポートされる Symantec Endpoint Protection Manager は、複製パートナーシップのいずれか
のサイトで 1 つのみです。
詳細については、次を参照してください。
クラウドコンソールで複製パートナーとして設定するサイトの登録
グループ、クライアント、場所

• クラウドコンソールの［My Company］の名前を変更しても、Symantec Endpoint Protection Manager のグループ名
は変更されません。

• クラウド管理機能には、管理下クライアントが必要です。管理外クライアントを管理することも、クラウド機能を使

•
•

•
•

•

用するポリシーを管理外クライアントに適用することもできません。クラウド機能を使用するポリシーを管理外クラ
イアントに適用する場合、ポリシーは対応するレガシー Symantec Endpoint Protection オプションにデフォルト設定
されます。
バージョン 14、14 MP1、14 MP2、12.1.x レガシークライアントコンピュータがクラウドコンソールに表示されます
が、新しいクラウドベースの機能はサポートされません。
［クラウドからデバイスを管理］オプションがクラウドコンソールでオンになっている場合、クラウドコンソールで
デバイスが管理されます。オフになっている場合、Symantec Endpoint Protection Manager でデバイスが管理されま
す。
Active Directory を Symantec Endpoint Protection Manager で使用してグループとクライアントを管理する場合、自
動的に Symantec Endpoint Protection Manager でデバイスが管理されます。この場合、［クラウドからデバイスを管
理］をクラウド コンソールに切り替えることはできません。この設定は、デバイス組織の制御を Symantec Endpoint
Protection Manager にのみ返します。どのグループのポリシー保護にも影響しません。高度なポリシー機能は引き続
きクラウドコンソールから管理します。
デバイスグループの構造を変更すると、その変更は常に 10 分遅れてから Symantec Endpoint Protection Manager に
表示されます。逆の場合も同様です。これは、Symantec Endpoint Protection Manager の複製機能の動作に似ていま
す。遅延が発生している間は、それ以上トポロジーを変更しないようにします。
特殊文字: / \ * ? < > | : " を含むグループまたはポリシーをクラウドコンソールに追加する場合、これらの文字は
Symantec Endpoint Protection Manager でハイフン（-）に変換されます。たとえば、グループに「Europe***」と
いう名前を付けると、このグループは Symantec Endpoint Protection Manager で「Europe---」とラベル付けされま
す。
クラウドコンソールは、14.3 以降のエージェントのロケーション認識をサポートします。以前のエージェントバー
ジョンでは、Symantec Endpoint Protection Manager グループに場所が複数存在して、各場所のポリシー (共有また
は非共有) が異なる場合、デフォルトの場所のポリシーのみが同期され、クラウドコンソールの同等のグループに適
用されます。続いて、クラウドコンソールから Symantec Endpoint Protection Manager への逆方向の同期が完了する
と、クラウドコンソールのそのグループのポリシーが、Symantec Endpoint Protection Manager の同等のグループの
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•

すべての場所に共有ポリシーとして適用されます。このプロセスは、Symantec Endpoint Protection Manager のメモ
リエクスプロイト緩和機能ポリシーと例外ポリシーの両方に適用されます。
クラウドコンソールでは、IPv6 での接続をサポートしません。次のエラー結果 Symantec Endpoint Protection
Manager の IPv6 ネットワーク経由の登録。:
#############################
Symantec Endpoint Protection Manager ############################################

ポリシー

• クラウドからは、14.0.1 以降のクライアントのポリシー設定を管理できます。

•
•
•

•

14.0.1 より前のクライアントのポリシー設定は、引き続き Symantec Endpoint Protection Manager から直接管理す
る必要があります。ただし、例外があります。クラウドから例外ポリシーを適用し、クライアントで例外の種類がサ
ポートされている場合、例外がバージョンに関係なくクライアントに適用されます。メモリエクスプロイト緩和機能
ポリシーは、すべてのバージョン 14 以降のクライアントに適用されます。
クラウドに由来するポリシーは、Symantec Endpoint Protection Manager のポリシー継承設定には従いません。その
代りに、クラウドで設定されている継承ルールに従います。
ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーでは、ドメインがクラウドコンソールに登録される際にクラウドアイコンが
一部のオプションの横に表示されます。集中保護ポリシーが有効になっている場合、ポリシーは 14.0.1 以降のクライ
アントでこれらのオプションを上書きします。
クラウドコンソールで作成し割り当てる最初のデフォルトのクラウドポリシーには、Default MEM Policy v1
のように Symantec Endpoint Protection Manager で v と番号（#）が付けられます。Symantec Endpoint Protection
Manager ドメインを登録解除してから再登録すると、さらに v# がポリシー名に付けられます。たとえば、Default
MEM Policy v1 は Default MEM Policy v1 v1 または Default MEM Policy v1 v3 のようになります。
Symantec Endpoint Protection Manager 例外ポリシーとクラウドコンソールの拒否リストと許可リストポリシーの違
いについては、次の項目を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager 例外ポリシーとクラウドコンソールの連携方法について
Symantec Endpoint Protection Manager では、一部のクラウドポリシーが［クライアント］ > ［ポリシー］タブのリ
ストに表示されます。 クラウドアイコンは、ポリシーがクラウドで生成されたことを示します。

Table 190: クラウドアイコン
アイコン

説明
グループのポリシーは、クラウドコンソールの親から継承されていません。ポリシーはグループに直
接適用されています。
グループのポリシーは、クラウドコンソールの親から継承されています。

•

クラウドコンソールのポリシーは、新しいものもあれば、既存のポリシーのクラウドバージョンであるものもあり
ます。クライアントがサポートするポリシーはクライアントのバージョンで決まります。ポリシーをサポートして
いないクライアントにポリシーを適用すると、クライアントはポリシーを無視します。この動作は、ポリシーを生
成した場所がクラウドコンソールでも Symantec Endpoint Protection Manager でも同様です。Symantec Endpoint
Protection Manager のユーザーインターフェースでは、クラウドコンソールが制御するオプションまたはポリシー全
体が示されます。
ハイブリッド管理のクラウドコンソールでは、Windows クライアントの Symantec Endpoint Protection Manager ポ
リシーのみが現在サポートされていますが、Mac または Linux クライアントはサポートされていません。Mac および
Linux クライアントは、クラウドから完全に管理するか、Symantec Endpoint Protection Manager から完全に管理す
る必要があります。次のサイトを参照してください。
14.x Symantec Endpoint Protection Manager ドメインに登録されたクラウドコンソールの機能とオンプレミス
Symantec Endpoint Protection Manager の比較

ポリシー継承
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クラウドコンソールでは、子デバイスグループがその親デバイスグループからポリシーを継承します。ただし、子グルー
プまたは子デバイスにはポリシーを直接適用できます。継承を無効にする必要はありません。次のサイトを参照してくだ
さい。
14.x Symantec Endpoint Protection Manager ドメイン登録済みクラウドコンソールの機能とオンプレミス Symantec
Endpoint Security との比較

14.x Symantec Endpoint Protection Manager ドメインに登録されたク
ラウドコンソールの機能とオンプレミス Symantec Endpoint Protection
Manager の比較
Symantec Endpoint Protection Manager ドメインの登録後は、クラウドコンソールと Symantec Endpoint Protection
Manager (SEPM) の両方でポリシーを管理します。
Table 191: 機能リファレンス
つの Symantec Endpoint Protection Manager

Symantec Endpoint Security

ようこそページ

ホームページ
クラウドコンソールでは、クラウドコンソールの機能を理解できるよう
に、初めてのユーザーエクスペリエンスをガイド付きで提供します

ホームページ

ダッシュボードページ
コンソールダッシュボードには、疑わしいファイルの検出に関する詳細情
報が表示されます。
このダッシュボードには、重要業績評価指標 (KPI) バーと、ドリルダウン
の詳細を表示する対話型ウィジェット (グラフ) が含まれます。

クライアント、クライアントグループ
ドメインのデバイスマスターオプション (［クラウド
からデバイスを管理］) が有効な場合は、クラウドコン
ソールを使用してクライアントとクライアントグループ
を組織化する必要があります。
Symantec Endpoint Protection Manager、Active
Directory、またはサードパーティの API を使用してデ
バイスを管理する場合は、このオプションを無効にしま
す。

デバイス、デバイスグループ
デフォルトでは Symantec Endpoint Protection Manager によって管理され
ます。
クラウドからこれらのポリシーを管理するには、［エンドポイント］ >
［統合］ > ［登録］ > ［クラウドからデバイスを管理］オプションを選
択します。このオプションは、グループの作成または削除、およびデバイ
スの移動または削除のみに影響します。この機能は、Active Directory が
Symantec Endpoint Protection Manager と連携する方法と同様に機能しま
す。
クラウドコンソールでデバイスおよびデバイスグループを表示できます。
ドメインがクラウドに登録されていて、デバイスマスターオプションが有
効になっている場合、Symantec Endpoint Protection Manager でグループ
を作成することはできません。デバイスマスターオプションが有効になっ
ている場合、グループ構造はクラウドで管理されます。

対応する設定はありません。

ポリシーグループ

ポリシー継承
Symantec Endpoint Protection Manager で、子グループ
にポリシーを直接適用する場合、ポリシーの継承を無効
にする必要があります。

ポリシー継承
クラウドコンソールで、ポリシー継承は常に有効です。ただし、ポリシー
は、常に直接子ポリシーグループに適用して親ポリシーを上書きできま
す。

Note: ドメインの登録を解除する場合、Symantec
Endpoint Protection Manager 継承設定に関わらず、クラ
ウドコンソールから直接子グループに適用した MEM ポ
リシーが子グループとその場所に適用されます。
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つの Symantec Endpoint Protection Manager
監視およびレポートページ

Symantec Endpoint Security
警告と調査ページ
警告とイベントのビューをフィルタ処理できます。両方のビューで、詳細
情報を含むドリルダウンを利用できます。
デフォルトの警告ルールは、特定の警告をトリガすると管理者に通知しま
す。ロール管理は、関連するイベントに関するアラートを受信する管理者
を定義する方法を提供します。
［警告］ > ［警告ルール］で、事前定義済みの警告ルールを表示および編
集できます。
イベントビューは、イベントをすばやく分析して、環境内のポリシーを調
整する方法を決定するために役立ちます。調査ページでイベントを表示で
きます。

管理者ロール
管理者ロール
• システム管理者
• スーパー管理者
• 管理者 (ドメインベース)
• ドメイン管理者
• 限定管理者 (ポリシーベース)
• 限定管理者
クラウドコンソール管理者と Symantec Endpoint
• ビューア
Protection Manager 管理者はまったくリンクされていま
せん。
コンソールタイムアウト
コンソールタイムアウト
デフォルトは 1 時間です。このタイムアウトは変更でき このタイムアウト期間は変更できません。タイムアウトは 2 時間です。
ます。
［ハートビート］オプション

利用できません。
ポリシーの変更はすべてリアルタイムで行われます。

以下の表に、クラウドに登録されている Symantec Endpoint Protection Manager でポリシーと、各ポリシーをサポート
する最低クライアントバージョンで利用可能なポリシーを示します。
NOTE
バージョン 14.0.1 と 14.1 は同じバージョンです。14.01 Windows クライアントは 14.1 Symantec Endpoint
Protection Manager と共にリリースされました。
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Table 192: ポリシー機能リファレンス
つの Symantec Endpoint Protection Manager
すぐに使えるポリシー
以下のポリシーは Symantec Endpoint Protection
Manager で引き続き管理されます。

•
•
•
•
•
•
•
•

ファイアウォールポリシー
デバイス制御
侵入防止ポリシー
LiveUpdate のポリシー
ホストインテグリティポリシー
Bloodhound、SONAR ヒューリスティック、ダウン
ロードインサイト、およびスキャンアクション以外
のウイルスとスパイウェアの対策ポリシー
アプリケーションとデバイス制御
システムロックダウン

ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーのダウンロード
インサイト、Bloodhound、SONAR の設定
ドメインがクラウドコンソールに登録されている場合、
以下の設定は Symantec Endpoint Protection 14.1 以降の
クライアントには適用できません。
• ウイルスとスパイウェアの対策ポリシーの検出処理
• Bloodhound の設定
• ダウンロードインサイトの重大度スライダー
• ダウンロードインサイトの普及率、初回、イントラ
ネットのオプション
• SONAR のヒューリスティック検出、SONAR のアグ
レッシブモード、SONAR の疑わしい動作の設定
これらの設定は引き続きレガシークライアントに使用さ
れ、ドメインを登録解除した場合は 14.1 以降のクライ
アントにも使用されます。

Symantec Endpoint Security
デフォルトでは Symantec Endpoint Protection Manager によって管理され
ます。
クラウドから以下のポリシーを管理するには、［エンドポイント］ > ［統
合］ > ［登録］ > ［クラウドからポリシーを管理］を選択します。
• 集中保護ポリシー
• システムポリシー (低帯域幅オプションのみ)
• 許可リストポリシー
• 拒否リストポリシー
• MEM ポリシー
完全なクラウド管理型 Symantec Endpoint Security では、Symantec
Endpoint Protection で管理されないその他のポリシーを管理します。次の
サイトを参照してください。
ICDm での Symantec Endpoint Protection 管理と Symantec Endpoint
Security 管理機能のクイックリファレンス
集中保護ポリシー (14.0.1 以降)
ドメイン登録後に Windows クライアントに自動的に適用されます
Windows クライアントに対するウイルスとスパイウェアの対策ポリシーの
一部の設定を置き換えます。
これらのクライアントでは、集中保護ポリシーを使用して、ウイルスとス
パイウェアの対策ポリシーの既存の特定の設定を置き換えます。
• Bloodhound
• SONAR ヒューリスティック
• ダウンロードインサイトオプション
• スキャン処理
ただしクライアントは、他のオプションではウイルスとスパイウェアの対
策ポリシーを引き続き使用します。

Note: デフォルトの集中保護の遮断レベルは、ウイルス
とスパイウェアの対策ポリシーの Bloodhound 設定で最
も積極的なものと比較すると、その積極性は低くなりま
す。現在のポリシーで Bloodhound が最高レベルとして
指定されている場合は、集中保護のレベルを増やす必要
がある場合があります。
例外ポリシー
Symantec Endpoint Protection Manager には、1 つの例
外ポリシーがあります。このポリシーには、さまざま
な項目の除外、およびアプリケーションの除外が含ま
れます。クラウドコンソールの許可リストポリシーと
拒否リストポリシーは、Symantec Endpoint Protection
Manager の個別ポリシーとして表示されます。
クラウドコンソールからのアイテムは、［例外ポリ
シー］ > ［例外］リストに表示されます。
ドメインが登録されている場合は、クラウドコンソール
でサポートされていない種類に対する例外のみを作成で
きます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager 例外ポリシーと
クラウドコンソールの連携方法について

許可リストポリシー (14.0.1 以降)
クラウドで作成する許可リストポリシーは、ドメインを登録解除していて
も Symantec Endpoint Protection Manager に表示されます。
クラウドコンソールには、許可リストまたは拒否リストに登録された項目
の中央リストが含まれているため、これらのすべての項目をすべて 1 か所
で表示できます。
14.3 RU1 で、ホワイトリストポリシーは許可リストポリシーに名前が変更
されました。
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つの Symantec Endpoint Protection Manager
例外ポリシー
クラウドコンソールの拒否リストポリシーは、スキャン
の例外ではありません。ただし、クラウドコンソールの
拒否リストアイテムは、［例外］リストに表示されま
す。

Symantec Endpoint Security
拒否リストポリシー (14.0.1 以降)
クラウドで作成する拒否リストポリシーは、ドメインを登録解除していて
も Symantec Endpoint Protection Manager に表示されます。
Symantec Endpoint Protection Manager またはクラウドコンソールで例外
を設定できます。現在、クラウドコンソールではすべての範囲の例外がサ
ポートされているわけではありません。
Note: 拒否リストポリシーは、Symantec Endpoint Protection Manager で
SONAR 技術を使用してそのルールを強制適用する、アプリケーション制
御の種類です。このポリシーは、Symantec Endpoint Protection Manager
でアプリケーション制御ドライバを使用しません。
14.3 RU1 で、ブラックリストポリシーは拒否リストポリシーに名前が変更
されました。

対応するオプションはありません。
Symantec Endpoint Protection Manager によって低帯域
幅の状態が表示されます。低帯域幅オプションが有効に
なっているかどうかは、［外部通信］ > ［クラウド設
定］で確認できます。
Symantec Endpoint Protection Manager は、低帯域幅が
機能するのに必要な LiveUpdate AML コンテンツも管理
します。

システムポリシー (低帯域幅オプション) (14.0.1 以降)
システムポリシーは、Symantec Endpoint Protection Manager に対応す
る設定が存在しないクラウドの新しいポリシーです。ただし、このポリ
シーで低帯域幅オプションを機能させるには、低帯域幅の高度な機械学習
(AML) LiveUpdate コンテンツを Symantec Endpoint Protection Manager で
利用できる必要があります。
デフォルトはオフです。

メモリエクスプロイト緩和機能 (MEM) ポリシー
エクスプロイト緩和機能ポリシー (MEM) ポリシー
ドメインが登録されたら、クラウドコンソールを使用し • 14.0 以降 (全体的なポリシー機能の場合)。
てこのポリシーを設定する必要があります。
• 14.0.1 以降 (各機能の設定の場合)。
• 14.2 RU1 (カスタムアプリケーションの場合)。アプリケーション分離
を有効にする必要があります。クライアントにアプリケーション強化が
インストールされている必要があります。
ポリシーオプションは Symantec Endpoint Protection Manager のオプショ
ンに相応します。

Symantec Endpoint Protection Manager 例外ポリシーとクラウドコン
ソールの連携方法について
例外ポリシーのクラウドコンソールでの動作について
クラウドコンソールでは、Symantec Endpoint Protection Manager でサポートされているすべての例外がサポートされ
ているわけではありません。Symantec Endpoint Protection Manager ドメインをクラウドコンソールに登録した後、元
の Symantec Endpoint Protection Manager 例外ポリシーは例外の種類に基づいてクラウドコンソールで 2 つのポリシー
の種類に分けられます。これらのクラウドベースのポリシーはそれぞれ拒否リストポリシー、許可リストポリシーと呼
ばれます。クラウドポリシーでサポートされていない例外は、Symantec Endpoint Protection Manager 例外ポリシーに残
ります。クラウドコンソールと Symantec Endpoint Protection Manager が同期されると、クラウドベースのポリシーが
Symantec Endpoint Protection Manager にインポートされます。
たとえば、Symantec Endpoint Protection Manager で SEPM Exceptions Policy］の順にクリックします。このポリシー
には、アプリケーション例外、信頼できる Web ドメイン例外、および監視するアプリケーション例外が含まれます。ク
ラウドコンソールに登録すると、 SEPM Exceptions Policy のクラウドベースの例外が 2 つのポリシーに分けられます。
これらのポリシーはそれぞれ Imported SEPM Exceptions Policy （BL） と Imported SEPM Exceptions Policy （WL）］
の順にクリックします。拒否リストポリシーはアプリケーション例外でのみ作成され、許可リストポリシーはアプリケー
ション例外とドメイン例外で作成されます。元の Symantec Endpoint Protection Manager の SEPM Exceptions Policy
は監視するアプリケーション例外を保持します。クラウドコンソールを Symantec Endpoint Protection Manager と同
期すると、Symantec Endpoint Protection Manager には同じグループに割り当てられている 3 つのポリシー（ SEPM
Exceptions Policy, Imported SEPM Exceptions Policy (DL) v1、 Imported SEPM Exceptions Policy (AL) v1
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クラウドコンソールで、ブラックリストポリシーは許可リストポリシーに名前が変更されました。ホワイトリストポリ
シーは許可リストポリシーに名前が変更されました。
詳細については、次を参照してください。
ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成
また、クラウドコンソールの許可リストポリシーと拒否リストポリシーでは、Symantec Endpoint Protection Manager
例外ポリシーでサポートされているすべての処理がサポートされているわけではありません。クラウドコンソールの許
可リストポリシーのアプリケーション例外では、［無視］処理のみがサポートされています。クラウドコンソールの拒
否リストポリシーのアプリケーション例外では、［検疫］処理のみがサポートされています。アプリケーション例外を
Symantec Endpoint Protection Manager 例外ポリシーに追加してから、Symantec Endpoint Protection Manager をクラウ
ドコンソールに登録すると、処理がクラウドコンソールのポリシーで自動的に変更されます。［ログのみ］処理は、許可
リストポリシーの［無視］処理に変換されます。［終了］処理と［削除］処理は、［検疫］処理に変換されます。これら
のポリシーが Symantec Endpoint Protection Manager にインポートされると、管理サーバーではクラウドコンソールの
ポリシーからの処理が維持されます。
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアントのアプリケーションの例外を作成するためのアプリケーションの監視
クラウドコンソール上のサポート対象の例外とサポート対象外の例外について
クラウドコンソールでは、Windows クライアント上の次の例外がサポートされています。
拒否リストポリシー:

• ハッシュ (SHA-256)
許可リストポリシー:

•
•
•
•
•
•
•

証明書
ファイル名
ドメイン
ハッシュ
ファイルパス
拡張子
IPS ホスト

Symantec Endpoint Protection Manager をクラウドコンソールに登録すると、Symantec Endpoint Protection Manager 例
外ポリシーの Windows 例外が次のポリシータイプと例外タイプに変換されます。
Table 193: Windows 例外と、クラウドコンソール例外への変換処理
Symantec Endpoint Protection
Manager 例外ポリシー

拒否リストポリシー

許可リストポリシー

アプリケーション

ハッシュ (SHA-256 のみ)

ハッシュ (SHA-256 のみ)

証明書

なし

証明書

［ファイル］ > ［セキュリティリス
ク/SONAR］

なし

ファイル名

［フォルダ］ > ［セキュリティリス
ク/SONAR］

なし

パス

信頼できる Web ドメイン

なし

ドメイン

次の Windows 例外は Symantec Endpoint Protection Manager 例外ポリシーに残り、クラウドコンソールでサポートされ
ません。
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•
•
•
•
•
•
•

監視するアプリケーション
拡張子
ファイル - アプリケーション制御
フォルダ - アプリケーション制御
既知のリスク
改変対策例外
DNS またはホストファイルの変更例外

クラウドコンソールでは、Linux クライアント例外も Mac クライアント例外もサポートされていません。Linux 例外アイ
テムと Mac 例外アイテムはすべて Symantec Endpoint Protection Manager 例外ポリシーに残ります。
NOTE
例外をクラウドコンソールに直接追加するには、Symantec Endpoint Protection Manager からエクスポートす
るチェックサムの .csv ファイルを使用します。ファイルフィンガープリントリストには、コンピュータ上の指
定されたパスに存在する各実行可能ファイルまたは DLL のパス、ファイル名、対応するチェックサムが含まれ
ます。次のサイトを参照してください。
checksum.exe を使ったファイルフィンガープリントリストの作成
詳細については、次を参照してください。
使用する Windows 例外と、適用するスキャンの種類について
ユーザーが Windows クライアントで追加できる例外
Symantec Endpoint Protection Manager 例外ポリシーにより、Windows クライアント上のユーザーはクライアント制限
と呼ばれる例外を追加することができます。
Symantec Endpoint Protection Manager がクラウドコンソールに登録されている場合、Symantec Endpoint Protection
Manager には次のクライアント制限は表示されません。

•
•
•
•
•

アプリケーション例外
ファイル例外
［フォルダ例外］ > ［セキュリティリスク例外/SONAR 例外］
信頼できる Web ドメインの例外
証明書例外
NOTE
また、クラウドベースの例外ポリシーで制御される Windows クライアントで、これらの例外はクライアント
ユーザーインターフェースに表示されません。

Symantec Endpoint Protection Manager には、Symantec Endpoint Protection Manager が登録されているかどうかに関係
なく、次のクライアント制限は表示されません。

• DNS またはホストファイルの変更例外
• 拡張子例外
• 既知のリスク例外
詳細については、次を参照してください。
クライアントコンピュータでユーザーが設定できる例外の種類の制限
例外ポリシーのクラウドコンソールへの登録と、クラウドコンソールとの同期の問題
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• 拒否リストポリシーまたは許可リストポリシーがクラウドコンソールで自動的に作成されるのは、元の Symantec
•

•

•
•

Endpoint Protection Manager 例外ポリシーに、拒否リストポリシーと許可リストポリシーでサポートされている例外
が含まれている場合のみです。その他の場合、クラウドコンソールでは例外ポリシーが無視されます。
登録後、割り当て済みの Symantec Endpoint Protection Manager 例外ポリシーのみがクラウドコンソールと同期さ
れ、その後 Symantec Endpoint Protection Manager にインポートされます。未割り当てのポリシーは、非クラウド
ベースの例外ポリシーとして Symantec Endpoint Protection Manager に残ります。また、割り当て済みの Symantec
Endpoint Protection Manager 例外ポリシーに拒否リストの例外または許可リストの例外が存在しない場合は、対応す
る空の拒否リストポリシーや空の許可リストポリシーがそのグループのクラウドコンソールで作成されます。
登録後、Symantec Endpoint Protection Manager で非クラウドベースの例外ポリシーを作成し、割り当てることが
できます。ただし、これらのポリシーにはクラウドベースの例外ではなく、Symantec Endpoint Protection Manager
ベースの例外のみを含める必要があります。クラウドベースの拒否リストポリシーまたは許可リストポリシーを作
成して割り当てる場合、これらのポリシーは同期され、Symantec Endpoint Protection Manager にインポートされま
す。
クラウドコンソールで作成した例外ポリシーは、ドメインを登録解除した後は Symantec Endpoint Protection
Manager に残ります。ただし、クラウドベースのポリシーは Symantec Endpoint Protection Manager のグループから
割り当て解除されます。必要がなくなったら、各ポリシーをマージ、再割り当て、または削除できます。
クラウドコンソールにインポートした Symantec Endpoint Protection Manager 例外ポリシーにアプリケーションの例
外がある場合、インポート後に例外が失われます。アプリケーションの例外をクラウドコンソールの拒否リストポリ
シーや許可リストポリシーに手動で再び追加する必要があります。クラウドコンソールでは、証明書の例外など、他
の種類の例外も保守します。

クラウドコンソールで複製パートナーとして設定するサイトの登録
詳細については、以下のトピックを参照してください。

• クラウドポータルでサイトを登録するには
• クラウドポータルで登録されたサイト間での複製の削除と復元
• クラウドポータルでのサイト複製のトラブルシューティング
クラウドコンソールでサイトを登録するには
バージョン 14.2 以降、クラウドコンソールに登録されている 1 つのサイトと登録されていない追加サイトの間の複製を
設定できます。1 つのサイトをマスターサイトとして登録します。その他すべてのサイトは、マスターサイトを直接複製
したり互いに複製したりできます。たとえば、サイト A がマスターサイトである場合、サイト A をクラウドコンソール
に登録します。サイト A を複製するようにサイト B とサイト C を設定します。または、サイト A を複製するようにサイ
ト B を設定し、サイト B を複製するようにサイト C を設定できます。
Table 194: 複製するサイトを複数登録するプロセス
タスク

説明

ステップ 1: クラウドコ
ンソールに登録する前
に、2 つのサイトを複
製します。

データベースの競合を回避するため、マスターサイトを登録する前に、すべてのポリシー、グループ、ログ
イベントを複製します。
クラウドにマスターサイトを登録した後でも、複製パートナーを追加できます。
マスターサイトは複数のパートナーサイトを持つことができます。次のサイトを参照してください。
• 即座に実行されるデータの複製
• サイトの概要と複製の仕組み

ステップ 2: マスターサ 登録やポリシーの作成などの処理を実行するために、1 つのサイトをマスターサイトとして選択して登録し
イトを登録します。
ます。
複数の管理サーバーがあるサイトでは、管理サーバーのいずれか 1 台のみ登録する必要があります。追加の
管理サーバーは自動的に登録されます。
2 番目のサイトまたはパートナーサイトはクラウドコンソールに登録しません。
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タスク

説明

ステップ 3: 同期の完了 登録済みのマスターサイトとクラウドコンソールが同期した後、以下のイベントがマスターサイトで発生し
を待機します。
ます。
• ブリッジサービスが、すべての管理サーバーに自動的にインストールされます。ただし、ブリッジサー
ビスは、クラウドコンソールで登録するのに使用した管理サーバーでのみアクティブになります。
• マスターサイトは、レポートイベントをクラウドコンソールと同期します。
• マスターサイトは、このサイトに接続されないすべてのクライアントのグループ、デバイス、ポリ
シー、ログイベント、クライアントパッケージ、定義をアップロードします。
• マスターサイトは、クラウドコンソールからポリシー、ログ、コマンドを受信し、すぐにこのサイトと
通信するクライアントにデータを渡します。
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager ドメインをクラウドコンソールに登録した後の処理
ステップ 4: マスターサ 両方のサイトが同じ登録データを持つように複製のスケジュールを設定します。複製後、パートナーサイト
イトとパートナーサイ で以下のイベントが発生します。
トを複製します。
• パートナーサイトは、マスターサイトとの複製のスケジュールに基づいて、クラウドコンソールからコ
ンテンツを受信します。パートナーサイトに接続されるクライアントが、このデータを受信します。
• パートナーサイトはマスターサイトから登録の詳細を取得します。これらの詳細は、［クラウド］ペー
ジ > ［トラブルシューティング］ページに表示されます。
• パートナーサイトの管理サーバーはブリッジサービスをインストールしません。このため、パートナー
サイトは直接クラウドコンソールと同期しません。
詳細については、次を参照してください。
複製のための 2 番目のサイトのインストール方法
ステップ 5: (省略可能)
グループとデバイス
の制御をクラウドコ
ンソールに切り替えま
す。

デフォルトでは、複製されない Symantec Endpoint Protection Manager ドメインを登録するときは、クラ
ウドコンソールがクライアントのグループ構造を管理します。デフォルトでは、複製されるサイトを登録す
るときは、Symantec Endpoint Protection Manager がグループ構造を管理します。
• Symantec Endpoint Protection Manager がマスターの場合、グループとポリシーをマスターサイトに追
加できます。これがパートナーサイトで複製されます。
• クラウドコンソールをマスターにする場合、最初にパートナーサイトとの複製を実行します。この複製
で、パートナーサイトに追加したグループとポリシーを確実にクラウドコンソールと同期できます。
クラウドコンソールに制御を切り替えるには、登録完了後にクラウドコンソールの［設定］ > ［Symantec
Endpoint Protection Manager の登録］で［デバイスの管理］オプションを有効にします。

複製されるパートナーのフェールオーバーや負荷分散は実行できません。
フェールオーバーと負荷分散の設定
クラウドコンソールで登録されたサイト間での複製の削除と復元
マスターサイトとパートナーサイトの間のパートナーシップを削除する場合、クラウドコンソールとの関係も削除しま
す。
マスターサイトとのパートナーシップを復元するには、［既存の複製パートナーを追加］ウィザードを使用します。
パートナーサイトを個別のサイトとして直接クラウドコンソールに登録することもできます。この場合、別の Symantec
Cyber Defense Manager アカウントを作成する必要があります。マスターサイトとのパートナーシップを復元するに
は、パートナーサイトの登録を解除する必要があります。そして、マスターサイトで、管理サーバー設定ウィザードを使
用してパートナーシップを再設定します。
NOTE
ベストプラクティスとしては、パートナーサイトは個別のサイトとして維持し、マスターサイトとの複製を復
元しようとしないでください。
詳細については、次を参照してください。

• アップグレード前後での、複製の無効化と復元
• Symantec Endpoint Protection Manager の再インストールまたは再設定
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クラウドコンソールでのサイト複製のトラブルシューティング
マスターサイト登録と複製に関する情報を確認するには

• 複製イベントを検索します。

•

マスターサイトで［システムログ］からログの種類が［管理］のログを開き、イベントの種類が［複製イベント］の
イベントを検索します。次のサイトを参照してください。
ログの表示
パートナーサイトの登録の状態を確認します。
パートナーサイトでは、［登録の状態］は［登録済み］と表示されます。
［接続の状態］などの他のフィールドには［なし］と表示されます。
登録情報を表示するには、［クラウド］ページ > ［トラブルシューティング］をクリックします。

低帯域幅環境でのクライアントのアップデート
低帯域幅モードとは
14.1 以降で、低帯域幅モードは、次の条件を少なくとも 1 つ満たす環境用に新しく導入されたオプションです。

• ウイルスとスパイウェア、SONAR、IPS のコンテンツで必要なアップデートの頻度が少ない
• クラウドへの接続性が低い
低帯域幅クライアントは、アップデートを受け取る頻度が少なくなります。シマンテック社による低帯域幅コンテンツの
アップデートは、週に 1 度行われます。低帯域幅モードでは、アグレッシブモードポリシーを使用して、エンドポイン
トのセキュリティをさらに調整することができます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection が高度な機械学習を使用する仕組み
低帯域幅オプションを使用するためには、クラウドコンソールに登録する必要があります。低帯域幅モードはデフォルト
ではオフになっています。

• クラウドコンソールのデフォルトシステムポリシー（14）で、低帯域幅モードを有効にします。
• LiveUpdate で低帯域幅コンテンツがダウンロードされることを確認します。次のサイトを参照してください。
低帯域幅コンテンツのダウンロード

• 低帯域幅コンテンツを受け取るクライアントグループを作成します。次のサイトを参照してください。
低帯域幅クライアント用グループの作成

低帯域幅モードを有効にすると、［デフォルト］ビューと［保護技術］ビューの［クライアント］タブにその状態が表示
されます。また、低帯域幅コンテンツ配布に基づいてレポートを生成することもできます。次のサイトを参照してくださ
い。
低帯域幅モードで実行されるクライアントに関するレポートの実行
クラウドからの低帯域幅モードの有効化
クラウドコンソールのシステムポリシーで低帯域幅モードを有効または無効にします。
1. Symantec Endpoint Security コンソールで、［エンドポイント］ > ［ポリシー］ > ［デフォルトシステムポリシー
（14）］に移動します。製品の体験版または購入バージョンが必要です。
2. ［低帯域幅モードで実行］をオンにします。
3. ［ポリシーの保存］をクリックします。
低帯域幅コンテンツを Symantec Endpoint Protection Manager にダウンロードします
デフォルトでは、高度な機械学習コンテンツがダウンロードされて有効化されます。次の手順を使用して、それらのコン
テンツが有効かどうかを確認できます。
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低帯域幅コンテンツを Symantec Endpoint Protection Manager にダウンロードするには
1. Symantec Endpoint Protection Manager コンソールで、［管理］ > ［ローカルサイト］ > ［サイトプロパティを編
集］の順にクリックします。
2. ［LiveUpdate］タブをクリックして選択し、次に［ダウンロードするコンテンツの種類］の隣の［選択項目の変
更］をクリックします。
3. ［高度な機械学習］の隣のボックスのチェックマークが付いていることを確認します。
4. ［OK］ > ［OK］をクリックして変更を保存します。
LiveUpdate コンテンツポリシーに低帯域幅コンテンツを含めるには
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールで、［ポリシー］ > ［LiveUpdate］と移動して、低帯域幅が有効な
クライアントが含まれるグループに割り当てられているポリシーを編集します。
1.
2.
3.
4.
5.

［LiveUpdate コンテンツ］をクリックして、［LiveUpdate コンテンツポリシー］をダブルクリックします。
［Windows の設定］の下で、［セキュリティ定義］をクリックします。
クラウドコンソールで、［デバイス］をクリックし、子グループを［My Company］の下に追加します。
［高度な機械学習］ボックスのチェックマークが付いていることを確認します。
［OK］をクリックして、変更を保存します。

低帯域幅クライアント用グループの作成
1. クラウドコンソールで、［デバイス］をクリックし、子グループを［My Company］の下に追加します。
子グループを追加できない場合は、クラウドコンソールで［デバイスの管理］を有効にします（［設定］ >
［Symantec Endpoint Protection Manager の登録］）。それ以外の場合は、Symantec Endpoint Protection
Manager でグループを追加します。Active Directory の同期を使用する場合は、Active Directory からグループを追加
します。
2. 低帯域幅用に以前設定したグループにシステムポリシーを適用します。デバイスグループで［ポリシーの適用］をク
リックし、システムポリシーを追加して［送信］をクリックします。
3. Symantec Endpoint Protection Manager コンソールで、以前に設定した LiveUpdate Content Policy が作成済みグルー
プに適用されていることを確認します。Symantec Endpoint Protection Manager で有効または無効にしたポリシー継
承は、クラウドコンソールのデバイスポリシーではなく、Symantec Endpoint Protection Manager ポリシーにのみ適
用されます。
クラウドコンソールからのグループの同期が完了するまで、時間がかかる場合があります。
低帯域幅モードで実行されるクライアントに関するレポートの実行
レポートを実行して、低帯域幅コンテンツを受け取るクライアントを一覧表示できます。
1. Symantec Endpoint Protection Manager コンソールで［レポート］ > ［クイックレポート］をクリックして、次のよ
うに選択します。
– レポートの種類: コンピュータの状態
– レポートの選択: 低帯域幅コンテンツ配布
2. 時間範囲の選択: その他のオプションの追加設定。
3. ［レポートの作成］をクリックします。

クラウドコンソールから Symantec Endpoint Protection Manager ドメイ
ンを登録解除する
登録解除処理により、クラウドの登録解除されたドメインのクライアントグループとクライアントが削除されます。関連
するすべてのポリシーは、クラウドコンソールおよび関連するイベントに残ります。
ICDm クラウドコンソールから Symantec Endpoint Protection Manager ドメインの登録を解除すると、以下の作業がで
きなくなります。
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• クラウドコンソールからデバイスを管理する。
• デバイス上のファイルとアプリケーションを参照する。
• デバイスおよびデバイスグループにクラウドに固有のポリシーを適用して保護する。
登録解除プロセス中は、クラウドコンソールに通知が表示され、次の作業ができなくなります。

• デバイス管理に関連する機能 (グループの作成、グループの削除、グループ間でのデバイスの移動など) を実行する。
• ポリシー管理に関連する機能 (デバイスまたはデバイスグループへのポリシーの適用など) を実行する。
• 現在のドメインが登録解除されるまで新しいドメインを登録する。
NOTE
ドメインを登録解除するにはエンドポイントコンソールのスーパー管理者ロールが必要です。次のサイトを参
照してください。
管理者アカウントの作成
登録の解除後も、警告、イベント、およびポリシーをクラウドコンソールで引き続き参照できます。
Symantec Endpoint Protection Manager ドメインを登録解除する方法
1. Endpoint Security クラウドコンソールで、［エンドポイント］ > ［統合］に移動します。
2. ［登録］タブで、［ドメイン登録の状態］ > ［登録済み］チェックボックスを選択し、［登録解除］を選択します。
3. 適切なオプションを選択します。

• 登録解除 - このオプションは、クラウドコンソールから Symantec Endpoint Protection Manager の登録解除のみ
を行う場合に選択します。

• 登録解除して削除 - このオプションは、クラウドコンソールから Symantec Endpoint Protection Manager を登録
解除して、検出されたデバイスとファイルの情報をすべて削除する場合に選択します。

4. テキストボックスに「登録解除」と入力して確定します。
5. ［ドメインの登録解除］を選択します。
NOTE
通常、登録解除の完了には 2 時間かかります。
詳しい情報
Symantec Endpoint Protection Manager ドメイン (14.1 以降) をクラウドコンソールに登録する
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Symantec Endpoint Protection の仮想インフラストラクチャでの
使用
仮想マシン上で実行するクライアントを設定します。
Symantec Endpoint Protection では、仮想インフラストラクチャ向けに共有インサイトキャッシュと仮想イメージ例外の
機能が提供されています。これらの機能を有効にすると、パフォーマンスが向上します。これらの機能を有効にするため
に、いくつかのインストールタスクと設定タスクを追加で実施する必要があります。
Table 195: 仮想インフラストラクチャ機能とその使用
機能と使用

説明

共有インサイトキャッシュを使っ
て、クリーンであることが確認さ
れているファイルのスキャンをス
キップできます。

共有インサイトキャッシュは、クリーンであると認識されているファイルを記録します。共有イ
ンサイトキャッシュは、それらのファイルを再スキャンの対象からはずすことで、スキャンの負
荷を減らすことができます。
次の種類の共有インサイトキャッシュを設定できます。
• ネットワークベースの共有インサイトキャッシュ
任意の種類の仮想インフラを使う仮想クライアントは、ネットワークベースの共有インサイ
トキャッシュを使ってスキャン負荷を低減できます。
Note: 14.0 では、vShield 対応の共有インサイトキャッシュはサポートされなくなりました。
詳細については、次を参照してください。
• 共有インサイトキャッシュについて
• ネットワークベースの共有インサイトキャッシュを使用するために必要な準備

仮想イメージ例外ツールを使っ
て、クライアントは基本イメージ
ファイルのスキャンをスキップで
きます。

仮想イメージ例外ツールでは、基本イメージファイルを安全であるとマーキングし、スキャンの
負荷を減らすためにそれらのファイルをスキャン中にスキップできます。
仮想イメージ例外ツールは仮想環境でのみ動作します。次のサイトを参照してください。
仮想イメージ例外ツールについて

非永続的な仮想デスクトップイン
フラストラクチャ機能を設定しま
す。

Symantec Endpoint Protection クライアントには、非永続的仮想クライアントであることを示す
ための設定があります。非永続的な仮想デスクトップインフラストラクチャに含まれるオフライ
ンの GVM 用に、個別の期間を設定できます。Symantec Endpoint Protection Manager は、指定
された期間よりも長い間オフラインであった非永続的な GVM クライアントを削除します。次の
サイトを参照してください。
• 非永続的な仮想デスクトップインフラストラクチャでの Symantec Endpoint Protection の使
用
• ライセンスを開放するための使われなくなった非永続的 VDI クライアントのパージ

仮想インフラストラクチャでの Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection の保護技術
は、通常、物理環境と同じように機能します。仮想インフラストラクチャでの Symantec Endpoint Protection Manager
と Symantec Endpoint Protection のクライアントのインストール、設定、使用は、物理環境と同じように行えます。

共有インサイトキャッシュについて
共有インサイトキャッシュを使うと、仮想インフラストラクチャのパフォーマンスが向上します。Symantec Endpoint
Protection クライアントによってクリーンであると判断されたファイルは、キャッシュに追加されます。同じウイルス定
義バージョンを使ったその後のスキャンでは、共有インサイトキャッシュにあるファイルのスキャンをスキップできま
す。共有インサイトキャッシュは、定時スキャンと手動スキャンでのみ使用されます。
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュは、Symantec Endpoint Protection クライアントに依存しない Web
サービスとして実行されます。共有インサイトキャッシュは投票システムを使います。最新のコンテンツを使ってファ
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イルをスキャンし、そのファイルがクリーンであると判断されたら、クライアントはキャッシュに投票を送ります。ファ
イルがクリーンでない場合、クライアントは投票を送りません。ファイルの投票数が投票数のしきい値以上になったとき
に、共有インサイトキャッシュはファイルをクリーンであると判断します。他のクライアントが続いて同じファイルをス
キャンする必要がある場合、そのクライアントはまず共有インサイトキャッシュに問い合わせます。現在のコンテンツに
対してファイルがクリーンであるとマークされた場合、クライアントはそのファイルをスキャンしません。
クライアントが共有インサイトキャッシュに投票を送るときに、キャッシュはファイルをスキャンするのにクライアント
が使ったコンテンツのバージョンを確認します。クライアントに最新のコンテンツがない場合、共有インサイトキャッ
シュは投票を無視します。より新しいコンテンツが利用可能な場合、新しいコンテンツが既知の最新コンテンツとな
り、Shared Insight は投票数を 1 に戻します。
キャッシュサイズを管理可能なサイズに維持するため、Shared Insight Cache はプルーニングアルゴリズムを使います。
このアルゴリズムでは、最も古いタイムスタンプが付いた、最も古いキャッシュエントリから先に削除されます。このア
ルゴリズムにより、キャッシュサイズがメモリ使用量のしきい値を超えないことが保証されます。
詳しい情報

• ネットワークベースの共有インサイトキャッシュを使用するために必要な準備
• 共有インサイトキャッシュ設定のカスタマイズ
• Symantec Endpoint Protection の仮想インフラストラクチャでの使用

仮想イメージ例外ツールについて
仮想イメージ例外ツールを使うと、クライアントによる基本イメージファイルの脅威のスキャンを省略できます。この機
能は、ディスク I/O と CPU のリソースの負荷を減らします。
Symantec Endpoint Protection は、管理下クライアントと管理外クライアントの両方に対する仮想イメージ例外ツールの
使用をサポートしています。
NOTE
物理環境での仮想イメージ例外ツールの使用はサポートされません。
詳しい情報

• 基本イメージへの仮想イメージ例外ツールの使用
• Symantec Endpoint Protection の仮想インフラストラクチャでの使用

ネットワークベースの共有インサイトキャッシュを使用するために必要な
準備
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュを使用して、スキャンパフォーマンスを高めることができます。
Table 196: ネットワークベースの共有インサイトキャッシュをインストールして使用するためのタスク
手順
手順 1: 共有インサイト
キャッシュをインストールし
ます。

タスク

• ネットワークベースの共有インサイトキャッシュを実装するためのシステム必要条件
• ネットワークベースの共有インサイトキャッシュのインストールとアンインストール

手順 2: Symantec Endpoint
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュの使用の有効化
Protection Manager のウイル
スとスパイウェアのポリシー
で、仮想クライアントでの共
有インサイトキャッシュの使
用を有効にします。
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共有インサイトキャッシュをインストールすると、省略可能なオプションとして次のタスクを実行できます。

• 共有インサイトキャッシュのサービス、キャッシュ、ログ設定をカスタマイズします。次のサイトを参照してくださ
•
•

い。
共有インサイトキャッシュ設定のカスタマイズ
ログで、関連するイベントを参照します。次のサイトを参照してください。
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュのログイベント
Windows Performance Manager を使用してパフォーマンスを監視します。次のサイトを参照してください。
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュパフォーマンスカウンタの監視

ネットワークベースの共有インサイトキャッシュを実装するためのシステ
ム必要条件
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュサーバーは、スタンドアロンの物理または仮想マシンで実行する設計に
なっています。Symantec Endpoint Protection Manager または Microsoft SQL Server のような他のデータベースアプリ
ケーションまたは高可用性サーバーアプリケーションを実行するシステムへの共有インサイトキャッシュのインストール
は推奨されません。
以下の表に、仮想インフラストラクチャで共有インサイトキャッシュを実行するために必要なシステムの最小必要条件を
示します。
Table 197: ネットワークベースの共有インサイトキャッシュのシステム必要条件
必要条件
ソフトウェア

説明

•
•
•
•
•
•

Windows Server 2003（12.1 から 12.1.4 のみ）
Windows Server 2008 以降
Windows Server 2012 と Windows Server 2012 R2（12.1.5 以降）
Windows Server 2016
(14.2 MP1 現在)
Windows Server 2019
(14.2 MP1 現在)
.NET Framework 4

CPU

共有インサイトキャッシュは、専用サーバーまたは仮想マシンにインストールする必要があります。

メモリ

最低 2 GB

使用できる
ディスク領域

最低 100 MB

詳しい情報

• 共有インサイトキャッシュについて
• ネットワークベースの共有インサイトキャッシュのインストールとアンインストール

ネットワークベースの共有インサイトキャッシュのインストールとアンイ
ンストール
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュをインストールする前に、すべてのシステム必要条件を満たしているこ
と、Windows の管理者としてログオンしていることを確認してください。共有インサイトキャッシュをスタンドアロン
の物理または仮想マシンにインストールして実行します。
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NOTE
共有インサイトキャッシュをインストールするサーバーのホスト名には、DBCS 文字または high-ASCII 文字を
使わないでください。また、サーバーにアクセスするのに使うユーザー名に DBCS 文字または high-ASCII 文字
を使うことも避けてください。これらの文字を使用すると、共有インサイトキャッシュが起動に失敗します。
詳細については、次を参照してください。
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュを実装するためのシステム必要条件
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュをインストールするには
1. Symantec Endpoint Protection インストールファイルで、Tools/Virtualization/SharedInsightCache フォル
ダに移動します。
2. 次のファイルをダブルクリックして、インストールプログラムを起動します。
SharedInsightCacheInstallation.msi
NOTE
代わりに、次のコマンドを入力して、同じインストールプログラムを起動できます。
msiexec /i SharedInsightCacheInstallation.msi

3. ［共有インサイトキャッシュの設定］ウィザードのパネルで、［次へ］をクリックします。
4. シマンテックソフトウェア使用許諾契約を読み、［使用許諾契約の条項に同意します］にチェックマークを付
け、［次へ］をクリックします。
5. ［インストール先フォルダ］パネルで、次のいずれかのタスクを実行します。

• ［次へ］をクリックして、共有インサイトキャッシュのデフォルトの場所を受け入れます。
• ［変更］をクリックし、別のインストール先フォルダに移動してそのフォルダを選択し、［OK］をクリックし
て［次へ］をクリックします。

6. ［共有インサイトキャッシュの設定］ペインで、次の共有インサイトキャッシュ設定を指定します。
キャッシュの使用量（物理メモリ
の割合）

キャッシュの最大サイズ。
キャッシュがこのしきい値を超えると、共有インサイトキャッシュはキャッシュサイズをプルー
ニングします。

応答準備ポート

サーバーが応答準備するポートです。

状態応答準備ポート

サーバーがサーバーの状態を伝えるために使うポートです。

7. ［インストール］をクリックします。
8. インストールが完了したら、［完了］をクリックします。
詳細については、次を参照してください。
共有インサイトキャッシュ設定のカスタマイズ
共有インサイトキャッシュのアンインストールには共有インサイトキャッシュサービスの停止と同じ効果があります。共
有インサイトキャッシュを完全にアンインストールしてよいかどうか確かでない場合は、代わりにこのサービスを停止す
ることができます。次のサイトを参照してください。
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュサービスの停止と開始について
NOTE
共用インサイトキャッシュをアンインストールするには、［プログラムの追加と削除］などの適切な Windows
コントロールパネルを使います。共有インサイトキャッシュをアンインストールするには、Windows の管理者
権限が必要です。
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共有インサイトキャッシュをアンインストールする場合は、Symantec Endpoint Protection Manager の共有イ
ンサイトキャッシュを無効にすることもできます。共有インサイトキャッシュを無効にすると、クライアント
がキャッシュとのやり取りに失敗しても、Windows のイベントログは通知を受信できません。

ネットワークベースの共有インサイトキャッシュの使用の有効化
ネットワーク上の Symantec Endpoint Protection クライアントとの通信では、共有インサイトキャッシュはデフォルトで
は認証と SSL を使いません。共有インサイトキャッシュの設定を SSL を使用する基本認証または SSL を使用しない基
本認証に変更する場合は、共有インサイトキャッシュにアクセスできるユーザー名とパスワードを指定する必要がありま
す。次のサイトを参照してください。
共有インサイトキャッシュ設定のカスタマイズ
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュの使用を有効にするには
1. Symantec Endpoint Protection Manager コンソールで、適切なウイルスとスパイウェアの対策ポリシーを開き、［そ
の他］をクリックします。
2. ［共有インサイトキャッシュ］タブで、［ネットワークを使用する共有インサイトキャッシュ］にチェックマークを
付けます。
3. 設定ファイルの SSL 認証を有効にした場合は［SSL が必要］をクリックします。
4. ［ホスト名］フィールドに、共有インサイトキャッシュをインストールしたホストの名前を入力します。
5. ［ポート］フィールドに、共有インサイトキャッシュのポート番号を入力します。
6. 共有インサイトキャッシュの認証を設定した場合 (省略可能):

• ［ユーザー名］フィールドにユーザー名を入力します。
• ［パスワードの変更］をクリックして、デフォルトのパスワード（null）を認証のために作成したパスワードに変
更できます（省略可能）。
パスワードを使わない場合は、これらのフィールドを空のままにします。

7. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュを使用するために必要な準備

共有インサイトキャッシュ設定のカスタマイズ
共有インサイトキャッシュをインストールした後、設定ファイルでその設定をカスタマイズすることができます。
設定ファイルは .NET フレームワークアプリケーション設定標準に従った XML ファイルです。無効な XML、不正な値の
種類、必要な値の不足などの無効な設定がある場合、共有インサイトキャッシュは起動しません。
詳細については、次を参照してください。
構成エディターツール（SvcConfigEditor.exe）
以下の表で、設定できるオプションについて説明します。
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Table 198: Shared Insight Cache 設定のオプション
オプションと
デフォルト値

説明とコメント
サービスが応答準備するポート。応答準備ポートは、ファイルのスキャン結果を提出したり、クライアントが
ファイルをスキャンする必要があるかどうかを判断するための要求を行ったりするために、クライアントに
よって使われます。
ポートの範囲が 0 から 65535 まででない場合、サービスは開始しません。
指定したポートで応答準備できない場合、サービスは開始しません。

Cache Service
Listening Port
デフォルト値は
9005 です。

<endpoint address="http://localhost:9005/1"

デフォルトで共有インサイトキャッシュサーバーはすべての IP アドレスで応答準備します。HTTP サービスま
たは HTTPS サービスを応答準備する IP アドレスを設定するには、Netsh.exe を使う必要があります。共有イ
ンサイトキャッシュサーバーは、それらのツールで変更され、IP の応答準備リストに指定された IP アドレス
で応答準備します。
Netsh.exe は Windows Server 2008 に含まれています。
詳細については、次を参照してください。
HTTP および HTTPS の設定
サーバーがサーバーの状態を伝えるために使うポートです。状態応答準備ポートでは、設定セクションで指定
されたポートで、SOAP ベースのインターフェースが使われます。このインターフェースにより、管理者が
Cache Server に関する情報と状態を問い合わせることができる手段が提供されます。
範囲が 0 から 65535 までではない場合、サービスは開始しません。
指定したポートで応答準備できない場合、サービスは開始しません。

Status Service
Listening Port
デフォルト値は
9006.

投票件数
共有インサイトキャッシュが結果を使う前にファイルがクリーンであることを検証する必要があるクライアン
デフォルト値は 1 で トの数です。
す。
値は 15 以下である必要があります。値が 15 より大きい場合、サーバーはデフォルト値を使います。
<cache.configuration vote.count="1" />

キャッシュがメモリ使用量の限界に達したときにキャッシュから削除するメモリ使用量の割合です。
値は 10 と 100 の間にする必要があります。値が 10 から 100 までの間でない場合、サーバーはデフォルト値
を使います。

Prune Size
デフォルト値は 10
です。

Note: デフォルトのプルーニングサイズを保つことを推奨します。
<prune.size="10" />

メモリの使用状況
デフォルト値は 50
です。

共有インサイトキャッシュがキャッシュのプルーニングを開始する前のキャッシュのサイズの割合です。
10 以上である必要があります。

Log File
デフォルト値は <#

共有インサイトキャッシュログのファイルです。

#########>/
CacheServer.log

<mem.usage="50" />
<filevalue="CacheServer.log" />

です。
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オプションと
デフォルト値
ログレベル
デフォルト値は
ERROR です。

説明とコメント
ALL
DEBUG
情報
WARN
ERROR
FATAL
OFF
値 OFF は、共有インサイトキャッシュがメッセージをログに記録しないことを示します。
<level value="ERROR" />

詳細については、次を参照してください。
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュのログイベント
Log Size
デフォルト値は
10000 です。

共有インサイトキャッシュがログをロールオーバーするまでのログのサイズ（バイト単位）です。
<maximumFileSizevalue="10000" />

Log Backups
ロールオーバーされるログの数。最も古いログが削除されるまで保持されます.
デフォルト値は 1 で 値 0 は Shared Insight Cache がバックアップを保持しないことを示します。負の値は共有インサイトキャッ
す。
シュが無限の数のバックアップを保持することを示します。
<maxSizeRollBackupsvalue="1" />
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オプションと
デフォルト値
SSL を有効にする
認証を有効にする

説明とコメント
共有インサイトキャッシュは、デフォルトで、認証も SSL も使用しないように設定されます。SSL を使用し
た基本認証、SSL を使用した認証なし、SSL を使用しない基本認証に変更できます。
<webHttpBinding>
<bindingname="CacheServerBinding">
<!-Uncomment the appropriate section to get
the desired security.
If enabling ssl modify the uri to use https.
A cert will also have to be installed and

registered for the ip/port.
-->
<!-- Basic authentication with SSL.-->
<security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="Basic"/>
</security-->
<!-- No authentication with SSL.-->
<security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="None"/>
</security-->
<!-- Basic authentication with no SSL.-->
<security mode="TransportCredentialOnly">
<transport clientCredentialType="Basic"/>
</security-->
<!-- No authentication with no SSL. DEFAULT -->
<securitymode="None">
<transportclientCredentialType="Basic"/>
</security>
</binding>
</webHttpBinding>

詳細については、次を参照してください。
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュの使用の有効化

共有インサイトキャッシュ設定をカスタマイズするには
1. 次のファイルに移動して開きます。
C:\Program Files (x86)\Symantec\Shared Insight Cache
\SharedInsightCacheInstallation.exe.config
レガシーインストールでは、このファイルパスは異なる場合があります。
2. 必要に応じて修正を加えます。
3. 変更内容を保存してファイルを閉じます。
4. 共有インサイトキャッシュサービスを再起動します。
ログレベルを除くすべての構成設定への変更を有効にするために、共有インサイトキャッシュサービスを再起動する
必要があります。次のサイトを参照してください。
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュサービスの停止と開始について
詳しい情報

615

ネットワークベースの共有インサイトキャッシュを使用するために必要な準備

ネットワークベースの共有インサイトキャッシュサービスの停止と開始に
ついて
トラブルシューティングするには、共有インサイトキャッシュサービスを一時的に停止する必要がある場合もあります。
問題を解決した後、サービスを再起動できます。コントロールパネルのサービスアプレットからサービスを開始し、停止
できます。
共有インサイトキャッシュのアンインストールには共有インサイトキャッシュサービスの停止と同じ効果があります。共
有インサイトキャッシュを完全にアンインストールしてよいかどうか確かでない場合は、代わりにこのサービスを停止す
ることができます。
共有インサイトキャッシュサービスを停止したり開始するには、Windows の管理者権限が必要です。次のサイトを参照
してください。
共有インサイトキャッシュのトラブルシューティング

ネットワークベースの共有インサイトキャッシュのログイベント
共有インサイトキャッシュログファイルを表示して、共有インサイトキャッシュによって作成されたすべてのイベントを
表示できます。ログファイルはインストールフォルダにあり、名前は CacheServer.log です。
共有インサイトキャッシュはログを次の形式で出力します。
[|] %thread | %d{MM/dd/yyyyHH:mm:ss} | %level | %logger{2} | %message [-]%newline
次に例を示します。
[|] 4 | 12/15/2010 10:51:37 | INFO | CacheServerService.Service | Started service [-]
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュで使いたいログレベルを指定するには、設定ファイルを修正します。
以下の表で、設定できるレベルについて説明します。
Table 199: ネットワークベースの共有インサイトキャッシュのログレベル
ログレベル

説明

OFF

OFF は、インシデントをログに記録しないことを示します。

FATAL

FATAL メッセージは対応を必要とします。これらのメッセージは、Shared Insight Cache を停止させるエラーです。
たとえば、FATAL メッセージはサーバー IP アドレスが利用可能でないことを示す場合があり、それは共有インサイト
キャッシュを実行できないことを意味します。

ERROR

ERROR メッセージは対応を必要としますが、処理は引き続き実行されます。これは、共有インサイトキャッシュの機
能を失敗させたり失わせたりする、システムでのエラーです。
FATAL メッセージのすべてのログエントリも受信します。
このレベルはデフォルトのログレベルです。

WARN

WARN メッセージは、望ましくはないがエラーを引き起こすわけではない共有インサイトキャッシュの動作を示しま
す。
FATAL メッセージと ERROR メッセージのすべてのログエントリも受信します。

情報

INFO メッセージは、共有インサイトキャッシュの一般的な処理を記述したり、共有インサイトキャッシュに関する情
報を提供します。システムの状態を示し、動作を検証したり問題を突き止めたりするのに役立つことがあります。ただ
し、それだけで、実施可能なアイテムを報告することを意図するものではありません。
たとえば、キャッシュのプルーニングが完了したことを示すのが情報メッセージです。問題について詳しく説明するも
のではありません。動作をログに記録するだけです。
FATAL メッセージ、ERROR メッセージ、WARN メッセージのすべてのログエントリも受信します。
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ログレベル

説明
DEBUG と ALL のログレベルのメッセージは同じ結果を生成します。これらのログレベルは、共有インサイトキャッ
シュのトラブルシューティングを支援することを意図するものです。
また、他のすべてのログレベルのすべてのログエントリも受信します。

DEBUG
ALL

ログレベルを高くするのは、共有インサイトキャッシュのトラブルシューティングが必要な場合のみにしてください。ロ
グレベルを高くするときは、まずログファイルのサイズをかなり大きくしてください。問題を解決したら、デフォルトの
ERROR のログレベルに戻してください。
次の場所に移動します。
<##########>/CacheServer.log
詳しい情報
共有インサイトキャッシュ設定のカスタマイズ

ネットワークベースの共有インサイトキャッシュパフォーマンスカウンタ
の監視
Windows パフォーマンスモニタで、ネットワークベースの共有インサイトキャッシュの統計を確認できます。パフォー
マンスカウンタを確認するには、対象となる共有インサイトキャッシュサービスが実行中である必要があります。
Table 200: 共有インサイトキャッシュの統計
統計情報

説明

キャッシュ内の項目の数

この数はキャッシュ内の項目の現在の数を表します。

キャッシュ内のクリーンと投票さ
れた項目の数

この数は、キャッシュ内のクリーンと投票されたアイテムの現在の数を表します。

キャッシュ要求の数

共有インサイトキャッシュサービスに行われたキャッシュ要求の数。
この数には、200 件のレスポンスを受信した有効な要求の数のみが含まれます。このカウンタは
サービスが再開されると持続されません。

更新要求の数

サービスに対して行われた更新要求の数。
この数は、200 件の応答を受信した有効な要求のみの数です。このカウンタはサービスが再開さ
れると持続されません。

ネットワークベースの共有インサイトキャッシュパフォーマンスカウンタを監視するには
1. コマンドプロンプトに次のコマンドを入力します。
perfmon

2. ［パフォーマンス］ウィンドウで、グラフを右クリックします。
3. ［Add Counters］を選択します。
4. ［Performance object］ドロップダウンリストで、［共有インサイトキャッシュ］を選択します。
5. 確認したいカウンタを選択し、［追加］をクリックします。
6. ［閉じる］をクリックします。
選択した共有インサイトキャッシュカウンタがパフォーマンスグラフに表示されます。
Windows パフォーマンスモニタの使用について詳しくは、Windows のマニュアルを参照してください。
詳しい情報
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• 共有インサイトキャッシュのトラブルシューティング
• ネットワークベースの共有インサイトキャッシュを使用するために必要な準備

共有インサイトキャッシュのトラブルシューティング
以下の表に、共有インサイト キャッシュに関する問題のトラブルシューティングを行う方法を示します。
Table 201: Shared Insight Cache のトラブルシューティング
問題

説明/対策

キャッシュ結果の問題の発生 サービスを再起動します。次のサイトを参照してください。
ネットワークベースの共有インサイトキャッシュサービスの停止と開始について
共有インサイトキャッシュが 共有インサイトキャッシュは、キャッシュのルックアップが正常に実行されないと、結果なしの応答
「結果なし」という応答を返 を返します。クライアントがキャッシュのルックアップを要求する場合、「結果なし」はファイルを
す
スキャンする必要があることを意味します。
Note: 共有インサイトキャッシュは、キャッシュの更新が正常に実行されないときでも、正常に完了の
応答を戻します。これは、エラーが発生したときに、クライアントが別の処理を実行する必要がない
ためです。
HTTP トラフィックの疑いの HTTP トラフィックのエラーログを確認してください。HTTP トラフィックのエラーは次の場所にある
ある問題
ログに記録されます。

%Windir%\System32\Logfiles\HTTPERR

詳しい情報

• ネットワークベースの共有インサイトキャッシュのログイベント
• ネットワークベースの共有インサイトキャッシュパフォーマンスカウンタの監視

基本イメージへの Virtual Image Exception ツールの使用
仮想マシンを構築する前に、基本イメージに仮想イメージ例外ツールを使えます。仮想イメージ例外ツールを使用して、
クライアントで基本イメージファイルの脅威のスキャンをバイパスできるため、ディスク I/O のリソース負荷を軽減でき
ます。さらに、仮想デスクトップインフラストラクチャの CPU スキャンプロセスのパフォーマンスも向上します。
Symantec Endpoint Protection は、管理下クライアントと管理外クライアントに対する仮想イメージ例外ツールの使用を
サポートしています。
NOTE
非仮想環境では仮想イメージ例外ツールを使えません。
Table 202: 基本イメージへの仮想イメージ例外ツールの使用のプロセス
手順

処理

1

基本イメージに対して、すべてのファイルの完全スキャンを実行し、ファイルがクリーンであること
を確認します。
Symantec Endpoint Protection クライアントが感染ファイルを検疫した場合、検疫ファイルを修復する
か削除して、それらを検疫から除去する必要があります。

2

クライアントの検疫が空であることを確認します。

手順 3

コマンドラインから Virtual Image Exception ツールを実行して、基本イメージファイルをマークしま
す。次のサイトを参照してください。
• 仮想イメージ例外ツールの実行
• vietool
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手順

処理

手順 4

クライアントがスキャンの実行時にマークされたファイルを見つけてバイパスすることを認識するよ
うに、Symantec Endpoint Protection Manager で機能を有効にします。次のサイトを参照してくださ
い。
基本イメージファイルのスキャンをバイパスするための Symantec Endpoint Protection の設定

手順 5

基本イメージから仮想イメージ例外ツールを削除します。

仮想イメージ例外ツールは固定のローカルドライブをサポートしています。このツールは、 NTFS（New Technology
File System）規格に準拠するファイルで機能します。
詳しい情報
仮想イメージ例外ツールのシステム必要条件

仮想イメージ例外ツールのシステム必要条件
仮想イメージ例外ツールは、VMware ESX、Microsoft Hyper-V、Citrix XenDesktop プラットフォームでの使用がサポー
トされます。
クライアントは次のすべての必要条件を満たしている必要があります。

• クライアントは、サポート対象の仮想環境のいずれかにインストールする必要があります。
• クライアントでは、Symantec Endpoint Protection クライアントソフトウェアのバージョン 12.1 以降を実行する必要
があります。

WARNING
クライアントは Virtual Image Exception ツールと同じバージョンである必要があります。
必要条件とサポート対象プラットフォームについての最新情報は、次の Web ページを参照してください。
Endpoint Protection のすべてのバージョンのリリースノート、修正項目、システム要件
詳しい情報
基本イメージへの仮想イメージ例外ツールの使用

仮想イメージ例外ツールの実行
仮想イメージ例外ツールを実行する前に、すべてのシステムの必要条件を満たしていることを確認します。
WARNING
クライアントは Virtual Image Exception ツールと同じバージョンである必要があります。
詳細については、次を参照してください。
仮想イメージ例外ツールのシステム必要条件
仮想イメージ例外ツールを実行するには
1. Symantec Endpoint Protection ツールフォルダのインストールファイルから、次のファイルを基本イメージにダウン
ロードします。
/Virtualization/VirtualImageException/vietool.exe
2. 管理者権限でコマンドプロンプトを開きます。
3. 正しい引数を使用して Virtual Image Exception ツールを実行します。
たとえば、vietool c: --generate と入力します。
詳しい情報
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vietool

基本イメージファイルのスキャンをバイパスするための Symantec Endpoint
Protection の設定
基本イメージファイルに仮想イメージ例外ツールを実行したら、Symantec Endpoint Protection Manager で仮想イメー
ジ例外の使用を有効にできます。この機能を有効にすると、仮想クライアントはツールが挿入した属性を探します。次
に、Symantec Endpoint Protection はその属性を含んでいる基本イメージファイルのスキャンをスキップします。
Auto-Protect スキャンまたは管理者定義のスキャン（手動スキャンや定時スキャンなど）で、未変更の基本イメージファ
イルのスキャンをバイパスできます。
Symantec Endpoint Protection で仮想イメージ例外を使用するように設定して基本イメージ ファイルのスキャン
をバイパスする方法
1. コンソールで、適切なウイルスおよびスパイウェアの対策ポリシーを開きます。
2. ［拡張オプション］で［その他］をクリックします。
3. ［Virtual Images］タブで、有効にするオプションにチェックマークを付けます。
4. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
基本イメージへの仮想イメージ例外ツールの使用

非永続的な仮想デスクトップインフラストラクチャでの Symantec
Endpoint Protection の使用
仮想環境で Symantec Endpoint Protection を設定できます。
Table 203: 非永続的な仮想デスクトップインフラストラクチャで Symantec Endpoint Protection を使用するためのタ
スク
手順

説明

手順 1: 基本イメージを設定し
ます。

基本イメージで Symantec Endpoint Protection クライアントを設定して、非永続的な仮想クライアン
トであると示します。次のサイトを参照してください。
VDI での非永続的なゲスト仮想マシンの基本イメージの設定

手順 2: Symantec Endpoint
Protection Manager で、オフ
ラインの非永続的 VDI クライ
アントに個別のパージ間隔を
設定します。

Symantec Endpoint Protection Manager では、指定した期間を超えてオフラインになっている非永続
的な GVM クライアントは削除されます。この機能により、Symantec Endpoint Protection Manager
での GVM の管理が容易になります。次のサイトを参照してください。
ライセンスを開放するための使われなくなった非永続的 VDI クライアントのパージ

VDI で非永続的なゲスト仮想マシンの基本イメージの設定
Symantec Endpoint Protection Manager を使って非永続的な仮想デスクトップインフラでゲスト仮想マシン（GVM）を
簡単に管理できるように基本イメージを設定できます。
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Table 204: 非永続的なゲスト仮想マシン（GVM）の基本イメージを設定するタスク
手順

説明

手順 1: Symantec Endpoint
詳細については、次を参照してください。
Protection を基本イメージにイ クライアント配備ウィザードを使ったクライアントのインストール方法の選択
ンストールします。
手順 2: レジストリを修正でき
るように、管理サーバーで改
変対策を無効にします。

詳細については、次を参照してください。
改変対策の設定の変更

手順 3: Symantec Endpoint
Protection Manager が非永続
的な仮想クライアントのライ
センス数を正確に算出するこ
とを確認します。

非永続的なクライアントの長所は、配備済みライセンス数にオフラインの非永続的なクライアントを
加算しないことです。オンラインクライアントの数のみを加算します。仮想クライアントを非永続的
なクライアントとしてマーク付けするには、基本イメージでレジストリキーを作成する必要がありま
す。
詳細については、次を参照してください。
非永続的 VDI クライアントのライセンス数の管理方法

手順 4: Symantec Endpoint
Protection Manager で、改変
対策を再び有効にします。

詳細については、次を参照してください。
改変対策の設定の変更

基本イメージの設定が終了した後、Symantec Endpoint Protection Manager で非永続的クライアントに対する個別のパー
ジ間隔を設定できます。次のサイトを参照してください。
ライセンスを開放するための使われなくなった非永続的 VDI クライアントのパージ

ライセンスを開放するための使われなくなった非永続的 VDI クライアント
のパージ
使われなくなったクライアントは、時間の経過とともに Symantec Endpoint Protection Manager データベースに蓄積さ
れることがあります。使われなくなったクライアントとは、Symantec Endpoint Protection Manager に 30 日間接続しな
かったクライアントです。Symantec Endpoint Protection Manager は、デフォルトで 30 日ごとに、使われなくなったク
ライアントをパージします。
使われなくなった非永続的なクライアントがパージされるまで同じ日数を待機しないようにする場合は、これらのクライ
アント用に個別の間隔を設定できます。個別の間隔を設定しないと、オフラインの非永続的な仮想クライアントは、使わ
れなくなった物理クライアントと同じ間隔でパージされます。
オンラインの非永続的なクライアントは、配備済みライセンス数に加算されますが、オフラインの非永続的なクライアン
トは加算されません。次のサイトを参照してください。
非永続的 VDI クライアントのライセンス数の管理方法
また、オフラインの非永続的なクライアントをフィルタ処理して、［クライアント］ページに表示されないようにできま
す。
ライセンスを開放するために使われなくなった非永続的 VDI クライアントをパージするには
1. Symantec Endpoint Protection Manager コンソールの［管理］ページで、［ドメイン］をクリックします。
2. ［ドメイン］ツリーで目的のドメインをクリックします。
3. ［タスク］の下で、［ドメインプロパティの編集］をクリックします。
4. ［ドメインプロパティの編集］>［全般］タブで、［一定期間にわたって接続しなかった非永続的な VDI クライアン
トを削除します］チェックボックスにチェックマークを付けて、［日］の値を必要な数に変更します。
オフラインの非永続的な VDI クライアント用のオプションにアクセスするには、［一定期間にわたって接続しなかっ
たクライアントを削除する］オプションにチェックマークを付ける必要があります。
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5. ［OK］をクリックします。
詳しい情報
非永続的な仮想デスクトップインフラストラクチャでの Symantec Endpoint Protection の使用

非永続的 VDI クライアントのライセンス数の管理方法
管理サーバーはコンピュータがオンラインかオフラインかにかかわらず、物理コンピュータの各クライアントのライセン
スを数えます。仮想クライアントの場合には、管理サーバーはオンラインの非永続的なクライアントのみのライセンスを
数えます。オフラインの非永続的なクライアントは数えません。クライアントよりユーザーが多い場合は仮想クライアン
トを非永続的なクライアントにします。
仮想クライアントを非永続的なクライアントとしてマーク付けするには、基本イメージでレジストリキーを作成する必要
があります。
非永続的 VDI クライアントのライセンス数を管理するには
1. Symantec Endpoint Protection クライアントをインストールし、改変対策を無効にした後、基本イメージでレジスト
リエディタを開きます。次のサイトを参照してください。
改変対策の設定の変更
2. 次のレジストリキーの 1 つに移動します:

• 32 ビットシステムの場合: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\
• 64 ビットシステムの場合: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\SMC\

3. Virtualization という名前の新しいサブキーを作成します。
4. Virtualization サブキーの下に、IsNPVDIClient という名前の DWORD 型のキーを作成し、それに値 1 を割り当て
ます。
詳しい情報

• ライセンスを開放するための使われなくなった非永続的 VDI クライアントのパージ
• VDI での非永続的なゲスト仮想マシンの基本イメージの設定

vietool
vietool
vietool - 仮想イメージ例外ツールを実行します。
概要
vietool.exe volume:

--generate|clear|verify|hash [options ...]

説明
vietool コマンドは、属性を追加して、指定したボリューム上の基本イメージファイルをマークします。

オプション
--generate
指定したボリューム上のすべてのファイルに対して Virtual Image Exception ツールを実行します。このオプショ
ンは --clear オプションと一緒に使用できません。
例: vietool c: --generate
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--verify

--clear

--hash

指定したボリューム上のすべてのファイルに対して Virtual Image Exception が設定されていることを確認しま
す。このオプションは --clear オプションと一緒に使用できません。
例: vietool c: --verify
指定したボリューム上のすべてのファイルの Virtual Image Exception を削除します。
例: vietool.exe c: --clear
特定のファイルを削除するには: vietool.exe c:\Users\Administrator\target.file --clear
ボリューム識別子の代わりに、完全修飾パスを使用して、単一のファイルまたはフォルダの内容の Virtual Image
Exception on を消去できます。コマンドラインあたり、1 つのファイル名、フォルダ名、またはボリューム識別
子のみを使用できます。このコマンドは --generate、--verify、または --hash と一緒に使用できません。
--clear コマンドを実行したら、クライアントを再起動する必要があります。
指定したボリューム上のすべてのファイルのハッシュ値を生成します。
Virtual Image Exception ツールはハッシュを利用して将来のスキャンからローカルファイルを除外します。クラ
イアントはハッシュを個別に計算し、スキャン結果を格納する Shared Insight Cache に送信します。このオプ
ションは --clear オプションと一緒に使用できません。
例: vietool.exe c: --generate --hash

--volume arg
ツールがスキャンするボリュームを指定します。
--clear オプションを使用する場合、このオプションにファイルを指定できます。ボリュームを指定する必要が
ありますが、ボリュームフラグまたは単独で指定できます。たとえば、フラグの場合 vietool.exe --volume
c: --generate、または単独の場合 vietool.exe c: --generate となります。
--verbose
最大量のプログラム実行情報をコンソールに出力します。
--stop

--help

ツールが最初に検出したエラーで停止します。このオプションを使用しない場合、ツールはエラー情報をコン
ソールに書き込み、続行します。
このヘルプメッセージを表示します。

623

Symantec Endpoint Protection のトラブルシューティング
Symantec Endpoint Protection に関する問題のトラブルシューティングを行う方法について説明します。
以下の表に、Symantec Endpoint Protection をインストールしたり使っているときに起きる可能性のある一般的な問題を
示します。
Table 205: トラブルシューティング可能な一般的な問題
タスク

説明

インストールの問題の解
決

Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) をダウンロードして実行すると、インストールの準備ができてい
るかコンピュータに確認できます。このツールはシマンテック社のサポート Web サイトから、管理サー
バーとクライアントのヘルプを通じて提供されます。次のサイトを参照してください。
• Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) を使ったコンピュータの問題のトラブルシューティング
• インストールに失敗した場所の識別

ウイルスアウトブレーク
の処理

脅威によってネットワーク上のコンピュータが攻撃されるのを防ぐことができます。次のサイトを参照し
てください。
• クライアントコンピュータに対するウイルスとスパイウェアの攻撃の防止と処理
• ウイルスとセキュリティリスクの除去
クライアントコンピュータが脅威に攻撃された場合は、その脅威を識別して対処することができます。次
のサイトを参照してください。
ネットワーク上のウイルス駆除とトラブルシューティング

コンテンツ更新の問題の
トラブルシューティング

Symantec Endpoint Protection Manager またはクライアントで最新のウイルス定義が正しく更新されない
場合は、次の記事を参照してください。
Endpoint Protection Manager の LiveUpdate とコンテンツのトラブルシューティング
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection: LiveUpdate トラブルシューティングのフローチャート

通信問題の修正

Symantec Endpoint Protection のすべてのコンポーネント間の通信チャネルが開いている必要がありま
す。これらのチャネルには、サーバーからクライアントへのチャネル、サーバーからデータベースへの
チャネル、サーバーとクライアントから LiveUpdate などのコンテンツ配信コンポーネントへのチャネル
が含まれます。次のサイトを参照してください。
• Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection クライアントの間の接続に
関する問題のトラブルシューティング
• Symantec Endpoint Protection Manager とコンソールまたはデータベース間における通信の問題のト
ラブルシューティング
• グループ更新プロバイダのベストプラクティスとトラブルシューティング

ディザスタリカバリの実
行

データベースが破損したりハードウェア障害が発生した場合でも、データベースのバックアップファイル
があれば、データベースの最新のスナップショットを復元できます。次のサイトを参照してください。
Endpoint Protection のディザスタリカバリのベストプラクティス

データベースの領域の縮
小

データベースのサイズが大きくなりすぎた場合は、データベースで利用可能な領域を増やすことができま
す。次のサイトを参照してください。
データベースの保守

レポートに関する問題の
トラブルシューティング

レポートとログに関するさまざまな問題を解決できます。次のサイトを参照してください。
レポートに関する問題のトラブルシューティング

複製に関する問題のトラ
ブルシューティング

詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection の複製のトラブルシューティングのフローチャート

詳しい情報
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Symantec Endpoint Protection に含まれるツール

SEP および SES がシマンテック社のサーバーへ接続するために許可する
(ホワイトリストに登録する) URL
Symantec Endpoint Protection (SEP) およびクライアント (Symantec エージェント) は、特定の URL と通信して、ライ
センスの検証、不審なファイルのサンプルの提出、オンプレミスの Symantec Endpoint Protection Manager やクラウド
コンソールとの通信など、複数の機能を実行します。お客様の環境で 1 つ以上のプロキシを使用しており、必要なトラ
フィックをシマンテック社のサーバーにリダイレクトする場合は、これらの URL を許可する必要があります。次のサイ
トを参照してください。
SEP および SES がシマンテック社のサーバーへ接続するために許可する URL

Symantec Diagnostic Tool（SymDiag）を使ったコンピュータの問題のト
ラブルシューティング
Symantec Endpoint Protection Manager または Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール時や使用時に
起きる一般的な問題を診断するためのユーティリティをダウンロードできます。
Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール時や使用時に起きる一般的な問題を診断するためのユーティ
リティをダウンロードできます。
サポートツールは次の問題を解決するのに役立ちます。

• 既知の問題を素早く正確に識別できます。
• ツールが問題を認識すると、ツールはユーザーがその問題を自分で解決できるように、リソースを示します。
• 問題が解決しない場合、このツールは、サポートにデータを簡単に送信してさらに診断できるようにします。
Symantec Diagnostic Tool を使用してコンピュータの問題のトラブルシューティングを行う方法
1. 次のいずれかのタスクを行います。

• 次の手順に従います。
•

https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=tech170752
シマンテック製品の問題を検出する Symantec Diagnostic Tool （SymDiag）をダウンロードします。
Symantec Endpoint Protection Manager またはクライアントで、［ヘルプ］、［Symantec Diagnostic Tool のダ
ウンロード］の順にクリックします。

2. 画面の指示に従います。

クライアントインストールに失敗した場所の識別
Windows インストーラとプッシュ配備ウィザードは、インストールが正常に完了したかどうかを確認できるログファイ
ルを作成します。ログファイルには、正常にインストールされたコンポーネントが一覧されているほか、インストール
パッケージに関連するさまざまな詳細情報が記載されています。ログファイルを使えば、インストールの失敗原因となっ
たコンポーネントや処理を識別できます。インストールに失敗した理由を判断できない場合は、ログファイルを保存して
おいてください。Symantec Technical Support からログファイルの提出を指示されることがあります。
NOTE
インストールパッケージが実行されるたびに、ログファイルは上書きされます。
クライアント インストールに失敗した箇所を識別する方法
1. テキストエディタで、インストールで作成されたログファイルを開きます。
2. 障害を探すには、次のエントリを検索します。
Value 3
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このエントリが含まれる行の前に実行した処理が、失敗原因の可能性が高いと思われます。このエントリの後の行
は、インストールに問題があったためにロールバックされたインストールコンポーネントです。
詳しい情報
クライアント配備ウィザードを使ったクライアントのインストール方法の選択

Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint
Protection クライアントの間の接続に関する問題のトラブルシューティン
グ
クライアントとサーバー間の通信に問題がある場合は、ネットワークに問題がないことを最初に確認してください。ま
た、Symantec Technical Support に問い合わせる前に、ネットワークの接続性もチェックしてください。
クライアントと管理サーバー間の通信を、複数の方法でテストできます。
Table 206: 管理サーバーとクライアント間の接続のチェック
チェック項目

解決策

クライアントを調べて、
クライアントが管理サー
バーに接続しているかど
うか確認します。

通信設定を検証するためにクライアントでトラブルシューティング ファイルをダウンロードして表示でき
ます。以下を参照してください。
• Symantec Endpoint Protection クライアントの状態アイコン
• クライアントコンピュータの管理サーバーへの接続のチェック
• トラブルシューティングファイルを使った保護の問題の調査

クライアントと管理サー
バー間の接続性をテスト
する

いくつかのタスクを実行して、クライアントと管理サーバーの間の接続性を確認できます。
• 次のサイトを参照してください。
クライアントが管理サーバーに接続しているかどうかを調べるためのアクセスログの有効化と表示
• クライアントコンピュータから管理サーバーに ping を実行する次のサイトを参照してください。
ping コマンドを使用した管理サーバーへの接続性のテスト
• クライアントコンピュータの Web ブラウザを使って管理サーバーに接続する次のサイトを参照してく
ださい。
ブラウザを使用した、Symantec Endpoint Protection Manager クライアントでの Symantec Endpoint
Protection への接続テスト

管理サーバーが正しい
サーバー証明書を使って
いることを確認する

Symantec Endpoint Protection Manager を再インストールした場合は、正しいサーバー証明書を適用して
いるかを調べます。管理サーバーで異なるサーバー証明書を使っていると、サーバーはコンテンツをダウ
ンロードしますがクライアントはコンテンツを読み込めません。 管理サーバーが間違ったサーバー証明書
を使っている場合は、証明書を更新する必要があります。次のサイトを参照してください。
• サーバー証明書の更新または復元
• サーバー証明書を更新してクライアント/サーバー接続を維持するためのベストプラクティス
次のことを調べると、管理サーバーが間違ったサーバー証明書を使っているかを確認できます。
• クライアントのタスクバーに緑色のドットが表示されていない。これは、クライアントが管理サー
バーと通信していないことを示します。次のサイトを参照してください。
クライアントが管理サーバーに接続され、保護されているかどうかの確認
• クライアントがポリシーの更新を管理サーバーから受信しない。
• 管理サーバーがクライアントと接続していないことを示している。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection クライアントの状態アイコン
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チェック項目

解決策

ネットワークに問題があ
るかどうかをチェックす
る

次の項目をチェックすることによって、ネットワークに問題がないことを確認します。
• 最初に、クライアントと管理サーバー間の接続性をテストする。クライアントコンピュータが管理
サーバーに ping または Telnet を実行できない場合、クライアントの DNS サービスを確認してくださ
い。
• クライアントのルーティングパスを調べる
• 管理サーバーにネットワークの問題がないことを確認する
• Symantec Endpoint Protection ファイアウォール（またはサードパーティのファイアウォール）がネッ
トワークの問題を引き起こしていないことをチェックする

クライアントのデバッグ
ログをチェックする

クライアントのデバッグログを使って、クライアントに通信の問題があるかどうかを判断できます。次の
サイトを参照してください。
• クライアントコンピュータのデバッグログのチェック
• 管理サーバーの受信ボックスログのチェック

失われたクライアント通
信を回復する

クライアントが管理サーバーとの通信を失った場合、通信ファイルを回復するためにツールを使うことが
できます。次のサイトを参照してください。
SylinkDrop ツールを使ったクライアントとサーバー間の通信設定の復元

Symantec Endpoint Protection Manager にログ記録エラーまたは HTTP エラー コードが表示された場合は、以下の記事
を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager 通信のトラブルシューティング

クライアントコンピュータの管理サーバーへの接続のチェック
管理下クライアントがある場合は、管理サーバーとの接続を確認できます。管理サーバーに接続されていない場合は、ク
ライアントが接続するよう要求できます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection クライアント間の接続の問題のトラブルシュー
ティング
クライアント コンピュータ上の管理サーバへの接続を確認する方法
1. ［状態］ページで、［ヘルプ］、［トラブルシューティング］の順にクリックします。
2. ［トラブルシューティング］ダイアログボックスで［接続の状態］をクリックします。
3. ［接続の状態］ペインで、最後に試行した接続と最後に成功した接続を確認できます。
4. 管理サーバーとの接続を再確立するには、［Connect Now］をクリックします。

トラブルシューティングファイルを使った保護の問題の調査
クライアントの問題を調査するには、クライアントコンピュータの Troubleshooting.txt ファイルを調べま
す。Troubleshooting.txt ファイルにはポリシー、ウイルス定義、他のクライアント関連データについての情報が含
まれています。
シマンテックテクニカルサポートは Troubleshooting.txt ファイルを電子メールで送るように要求することがありま
す。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection クライアントの間の接続に関する問題のトラブ
ルシューティング
クライアントからトラブルシューティングファイルをエクスポートするには
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1. クライアントコンピュータで、クライアントを開きます。
2. クライアントで、［ヘルプ］>［トラブルシューティング］の順にクリックします。
3. ［管理］ペインの［トラブルシューティングデータ］で、［エクスポート］をクリックします。
4. ［名前を付けて保存］ダイアログボックスで、デフォルトのトラブルシューティングファイル名を受け入れるか、ま
たは新しいファイル名を入力し、［保存］をクリックします。
デスクトップまたは選択したフォルダにファイルを保存できます。
5. テキストエディタを使って Troubleshooting.txt を開き、内容を調べます。

クライアントが管理サーバーに接続しているかどうかを確認するためのアクセスログ
の有効化と表示
管理サーバーで Apache HTTP サーバーのアクセスログを表示し、クライアントが管理サーバーに接続しているかどうか
を確認できます。クライアントが接続している場合、クライアントの接続の問題は、おそらくネットワークの問題ではあ
りません。ネットワークの問題には、ファイアウォールによるアクセスの遮断や、相互に接続していないネットワークの
問題が含まれます。
ログを表示する前に、まず Apache HTTP サーバーのアクセスログを有効にする必要があります。
NOTE
ログは不必要な CPU リソースとハードディスク容量を消費するため、参照後はログを無効にします。
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection クライアントの間の接続に関する問題のトラブ
ルシューティング
NOTE
デフォルトの SEPM_Install のデフォルト値は C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager です。
アクセス ログを有効にして表示する方法
1. Apache HTTP サーバーのアクセスログを有効にするには、テキストエディタで、ファイル SEPM_Install\apache
\conf\httpd.conf を開きます。
2. httpd.conf ファイルで、次の文字列から番号記号（#）を削除し、ファイルを保存します。
#CustomLog "logs/access.log" combined

3. Symantec Endpoint Protection Manager サービスと Apache HTTP サーバを停止し、再開します。次のサイトを参照
してください。
管理サーバーサービスの停止と開始
Apache Web サーバーの停止と開始
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4. Apache HTTP サーバーのアクセスログを表示するには、管理サーバーで、ファイル SEPM_Install\apache\logs
\access.log を開きます。
5. クライアントコンピュータの IP アドレスまたはホスト名を探します。それらがあれば、クライアントが Apache
HTTP サーバーに接続していることを示しています。
6. Apache HTTP サーバーのアクセスログを無効にします。

Apache Web サーバーの停止と開始
Symantec Endpoint Protection Manager をインストールすると、Apache Web サーバーがインストールされま
す。Apache Web サーバーは自動サービスとして実行されます。Apache HTTP サーバーアクセスログを有効にするに
は、Web サーバーを停止して開始することが必要な場合があります。次のサイトを参照してください。
クライアントが管理サーバーに接続しているかどうかを調べるためのアクセスログの有効化と表示
Apache Web サーバを停止および開始する方法
1. Apache Web サーバーを停止するには、コマンドプロンプトから以下のように入力します。
net stop semwebsrv

2. Apache Web サーバーを開始するには、コマンドプロンプトから以下のように入力します。
net start semwebsrv

ping コマンドを使用した管理サーバーへの接続性のテスト
接続性をテストするために、クライアントコンピュータから管理サーバーに ping の実行を試みることができます。次の
サイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection クライアントの間の接続に関する問題のトラブ
ルシューティング
ping コマンドを使用して管理サーバーへの接続性をテストする手順
1. クライアントで、コマンドプロンプトを開きます。
2. ping コマンドを入力します。次に例を示します。
ping name
ここで、 name は管理サーバーのコンピュータ名です。コンピュータ名の代わりにサーバーの IP アドレスを使うこ
とができます。どちらの場合も、コマンドはサーバーの正しい IP アドレスを返します。
ping コマンドが正しいアドレスを返さない場合は、クライアントの DNS サービスを確認し、ルーティングパスを
チェックします。

ブラウザを使用した、Symantec Endpoint Protection Manager クライアントでの
Symantec Endpoint Protection への接続テスト
クライアントコンピュータで Web ブラウザを使って、管理サーバーとクライアントの間の接続性をテストできます。 こ
の方法は、接続、ネットワーク、クライアント自体のいずれかに問題があるかどうかを判断する場合に役立ちます。
次の方法を使って管理サーバーとクライアントコンピュータ間の接続を調べることもできます。

• Symantec Endpoint Protection クライアントの状態アイコンに緑のドットが表示されているかどうかのチェック。次
•

のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection クライアントの状態アイコン
Symantec Endpoint Protection クライアントでの接続の状態のチェック。次のサイトを参照してください。
クライアントコンピュータの管理サーバーへの接続のチェック

ブラウザを使用して、Symantec Endpoint Protection クライアントで Symantec Endpoint Protection Manager
への接続をテストする方法
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1. クライアントコンピュータで Internet Explorer などの Web ブラウザを開きます。
2. ブラウザのコマンドラインに次のコマンドを入力します。
http://<SEPMServer>:8014/secars/secars.dll?hello,secars
ここで、 SEPMServer は管理サーバーの DNS 名、NetBIOS 名、または IP アドレスです。
IP アドレスには IPv4 と IPv6 があります。IPv6 アドレスは次のように角カッコで囲む必要があります: http://
[<SEPMServer>]:<#####>
3. Web ページが表示されたら、次のどちらの結果であるかを確認します。

• OK という単語が表示されている場合、クライアントコンピュータは管理サーバーに接続しています。クライアン
トで問題をチェックしてください。

• OK という単語が表示されていない場合、クライアントコンピュータは管理サーバーに接続していません。クライ

アントのネットワーク接続をチェックし、クライアントコンピュータでネットワークサービスが実行されているこ
とを確認します。クライアントのための DNS サービスを確認し、ルーティングパスをチェックします。次のサイ
トを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection クライアントの間の接続に関する問題の
トラブルシューティング

クライアントコンピュータのデバッグログのチェック
クライアントのデバッグログをチェックできます。クライアントで管理サーバーとの通信に問題があれば、接続の問題に
ついての状態メッセージがログに示されます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection クライアントの間の接続に関する問題のトラブ
ルシューティング
次の方法を使って、デバッグログをチェックできます。

• クライアントの［ヘルプとサポート］メニューの［トラブルシューティング］ダイアログボックスで、［デバッグロ
•

グ設定の編集］をクリックし、ログの名前を入力します。次に、［ログの表示］をクリックします。
Windows レジストリを使ってクライアントのデバッグをオンにできます。
Windows レジストリキーは次の場所にあります。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\smc_debuglog_on

管理サーバーの受信ボックスログのチェック
Windows レジストリキーを使って、管理サーバー受信ボックスの活動についてのログを生成できます。Windows レジス
トリキーを修正するときに、管理サーバーはログ（ersecreg.log と exsecars.log）を生成します。クライアントとサー
バー間の通信の問題を解決するために、これらのログを表示できます。次のサイトを参照してください。

• Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection クライアントの間の接続に関する問題のト
ラブルシューティング

• クライアントコンピュータのデバッグログのチェック
管理サーバーの受信ボックスログをチェックする手順
1. 管理サーバーの HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SEPM の下
で、DebugLevel 値を 3 に設定します。
受信ボックスは管理サーバーコンピュータ上の次に示すデフォルトの場所に置かれています: SEPM_Install\data
\inbox\log
デフォルトの SEPM_Install のデフォルト値は C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager です。
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2. メモ帳を使ってログを開きます。

SylinkDrop ツールを使ったクライアントとサーバー間の通信設定の復元
Sylink.xml ファイルはクライアントと Symantec Endpoint Protection Manager サーバー間の通信設定を含んでいます。
クライアントが管理サーバーとの通信を失った場合、古い Sylink.xml ファイルを新しい Sylink.xml ファイルで置き換
える必要があります。SylinkDrop ツールは新しい Sylink.xml ファイルによって自動的にクライアントコンピュータの
Sylink.xml ファイルを置き換えます。
NOTE
クライアントインストールパッケージを再配備して、Sylink.xml ファイルを置き換えることもできます。多数
のコンピュータ、物理的に容易にはアクセスできないコンピュータ、管理アクセスを必要とするコンピュータ
に対して、この方法を使います。次のサイトを参照してください。
［通信の更新パッケージの配備］を使ったクライアントサーバー通信の復元
SylinkDrop ツールを実行するとき、次のタスクも実行できます。

•
•
•
•
•

新しいドメインか管理サーバーにクライアントを移行するか、または移動する
管理サーバーで修正できないクライアントに対する通信の破損を復元する
1 つのサーバーから複製パートナーではない別のサーバーにクライアントを移動する
1 つのドメインから別のものにクライアントを移動する
管理下クライアントに管理外クライアントを変換する

ツールを使ってスクリプトを記述すると多くのクライアントの通信設定を修正できます。次のサイトを参照してくださ
い。

• 管理下クライアントと管理外クライアントについて
• Symantec Endpoint Protection Manager と Symantec Endpoint Protection クライアントの間の接続に関する問題のト
ラブルシューティング

Windows 用 SylinkDrop ツールを使ってクライアントとサーバー間の通信設定を復元するには
1. コンソールで、クライアントコンピュータを接続する管理サーバーに接続するグループから通信ファイルをエクス
ポートします。通信ファイルは Sylink.xml ファイルです。次のサイトを参照してください。
クライアントとサーバーの通信ファイル（Sylink.xml）の手動によるエクスポート
2. クライアントコンピュータに通信ファイルをコピーします。
ネットワーク上の場所にファイルを保存するか、クライアントコンピュータのユーザーに電子メールで送信するか、
またはリムーバブルメディアにコピーできます。
3. 次のいずれかのタスクを行います。

• Broadcom ダウンロードセンターの完全な製品のインストールファイルで、Tools\SylinkDrop
\SylinkDrop.exe を検索します。

• 管理サーバーを実行するコンピュータで、C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\Version.Number\Bin\SylinkDrop.exe を検索します。

ツールをリモートで実行するか、またはクライアントコンピュータで保存してから実行することができます。コマン
ドラインオプションについて詳しくは、\Tools\SylinkDrop フォルダ内の readme ファイルをクリックして参照し
てください。
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4. ［Sylink Drop］ダイアログボックスで、［参照］をクリックし、ステップ 2 でクライアントコンピュータに配備し
た .xml ファイルを検索します。
5. ［Update Sylink］をクリックします。
6. 確認のダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックします。
7. ［Sylink Drop］ダイアログボックスで、［終了］をクリックします。

Symantec Linux エージェントのトラブルシューティング
以下の表に、Symantec Linux エージェント（14.3 RU1 以降）のトラブルシューティングに関するリソースを示します。
Table 207: Symantec Linux エージェントのトラブルシューティング方法
処理
エージェントの状態の確認。

エージェントパッケージのバー
ジョンの確認。
ログの表示。

説明
エージェントのバージョンおよび接続状態をチェックし、モジュールがロード済みでデーモンが実
行されていることを確認するには、/usr/lib/symantec に移動し、以下のコマンドを実行し
ます。

./status.sh

/usr/lib/symantec に移動し、以下のコマンドを実行します。
./version.sh

Symantec Linux エージェントのログは、以下の場所で確認できます。
• AMD ログ - スキャンに関連する情報を提供します。

/var/log/sdcsslog/amdlog

• CAF ログ - サーバーとの通信、登録、コマンド、イベントなど、エージェントの活動に関連す
る情報を提供します。

/var/log/sdcss-caflog/

• エージェントログ - エージェントの活動に関連する情報を提供します。
/var/log/sdcsslog/SISIDSEvents*.csv

• CVE ログ - Symantec Endpoint Protection Manager とエージェントの間の通信に関連する情報
を提供します。

/var/log/sdcss-caflog/cve.log

ログを zip ファイルに収集。

GetAgentInfo スクリプトを使用して、すべてのログファイルを ZIP ファイルに収集し、カスタ

CVE ログレベルの変更。

デフォルトでは、CVE のログレベルは info です。

マサポートに送信できます。
1. Symantec Linux エージェント システムにログインします。
2. /opt/Symantec/sdcssagent/IPS/tools/ に移動します。
3. root として ./getagentinfo.sh を実行します。
4. /tmp/ ディレクトリに ZIP ファイルが作成されます。
ファイル名は 20201208_184935_0001_CU_mihsan-rhel8.zip のようになります。
-out <directory> を指定して、生成される ZIP ファイルの場所と名前を変更できます。

/opt/Symantec/cafagent/bin/log4j.properties ファイルで、ログ記録レベルを
debug に変更できます。
ファイルを変更した後に、cafagent サービスを再起動する必要があります。
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処理
AMD ログレベルの変更。

説明
デフォルトでは、AMD のログレベルは info です。

/opt/Symantec/sdcssagent/AMD/system/AntiMalware.ini ファイルで、ログレベ
ルを trace、warning、または error に変更できます。
Note: AntiMalware.ini ファイルを修正する前に、sisamdagent を停止します。

service sisamdagent stop
Note: ファイルを変更したら、サービスを再起動します。

service sisamdagent start

Symantec Endpoint Protection Manager とコンソールまたはデフォルト
データベースの間における通信の問題のトラブルシューティング
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールまたはデフォルトデータベースとの接続に問題がある場合、以下のい
ずれかの症状が見られる可能性があります。

•
•
•
•
•

管理サーバーサービス（semsrv）が停止する。
管理サーバーサービスが、開始した状態のままにならない。
［ホーム］、［監視］、［レポート］のページに HTTP エラーが表示される
［ホーム］、［監視］、［レポート］のページが空白である
［ホーム］、［監視］、［レポート］のページには、コンテンツが表示されず、進行バーが連続的に読み込まれて表
示される

これらの問題が生じると、Windows イベントログに Java -1 エラーが示されます。Java -1 エラーの原因を特定するに
は、scm-server ログを調べます。scm-server ログはデフォルトで次の場所にあります。
SEPM_Install\tomcat\logs\scm-server-0.log
デフォルトの SEPM_Install のデフォルト値は C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager
です。
Table 208: コンソールまたはデータベースとの通信の確認
チェック項目

説明

データベースと管理サーバー間の接続性
をテストする。

管理サーバーとデータベースが正しく通信していることを検証できます。次のサイトを参
照してください。
データベースとの接続の検証

管理サーバーのヒープサイズが正しいこ
とを調べる。

管理サーバーのリモートコンソールにログインできない場合、Java のヒープサイズを増
加することが必要になる可能性があります。また scm-server ログにメモリ不足メッセー
ジが表示される場合があります。
デフォルトのヒープ サイズの詳細については、以下を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager のインストール時に選択するネットワーク サイ
ズのデフォルト設定の決定

管理サーバーで複数のバージョンの PHP 管理サーバーで、異なるバージョンの PHP を使っている複数のソフトウェアパッケージ
が実行していないことを調べる。
が実行しているかどうかを確認できます。PHP は、グローバル設定ファイル (php.ini) を
確認します。複数の設定ファイルがある場合は、各製品がそれぞれのインタープリタを使
うように強制する必要があります。各製品が、それぞれに関連付けられている正しいバー
ジョンの PHP を使うと、管理サーバーは正しく動作します。
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チェック項目

説明

システムの必要条件の確認。

クライアントと管理サーバーの両方で、最小のシステム必要条件を実行しているか、また
は推奨のシステム必要条件を実行しているかを確認できます。
最新のシステム必要条件については、次を参照してください。
Endpoint Protection のすべてのバージョンのリリースノート、修正項目、システム要件

管理サーバーのデータベースとの接続の検証
管理サーバーとデータベースが正しく通信していない場合があります。データベースが動作していることを確認してか
ら、サーバーとデータベース間の接続をテストしてください。
Table 209: データベース接続の検証
データベースの種類

以下の手順を実行します

Microsoft SQL Server
Express データベース
(14.3 RU1 以降)

• SQL Server Express サービスが実行されており、sqlserver.exe プロセスが TCP ポート 2638 をリス

埋め込み Sybase データ
ベース (14.3 MP1 以前)

• Symantec Embedded Database サービスが動作しており、dbsrv9.exe プロセスが TCP ポート 2638

リモート Microsoft SQL
Server データベース

ンしていることを確認します。

• ODBC 接続をテストします。

を応答準備していることを確認します。

• ODBC 接続をテストします。
• Symantec Endpoint Protection Manager をインストールし設定したときに、名前付きインスタンスを
•
•
•

指定したことを確認します。
SQL Server が動作し、正しく設定されていることを確認します。
管理サーバーと SQL データベースとの間のネットワーク接続が正しいことを確認します。
ODBC 接続をテストします。

Microsoft SQL Server Express データベースとの通信を検証する方法
1. ［スタート］メニューで、［Microsoft SQL Server 2017］を展開し、［SQL Server 2017 構成マネージャー］をク
リックします。
2. ［SQL Server 構成マネージャー］ダイアログボックスで、［SQL Server ネットワークの構成］を展開
し、［SQLEXPRESS のプロトコル］インスタンスを選択します。
［TCP/IP］フィールドを［有効］に設定する必要があります。
3. ［TCP/IP］を右クリックして［プロパティ］をクリックします。
4. ［IP アドレス］タブで、［IPAll］カテゴリまで下にスクロールします。［TCP ポート］フィールドには、デフォル
トでポート番号 2638 が表示されます。
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埋め込みデータベースとの通信を検証するには
管理サーバーのコンピュータで、［スタート］ > ［コントロールパネル］ > ［管理ツール］を選択します。
［管理ツール］ダイアログボックスで、［データソース (ODBC)］をダブルクリックします。
［データ ソース (ODBC) アドミニストレータ］ダイアログボックスで、［システム DSN］をクリックします。
［システム DSN］タブで、［SymantecEndpointSecurityDSN］をダブルクリックします。
［ODBC］タブで、データ ソースの［名前］ドロップダウンリストが#SymantecEndpointSecurityDSN#になってい
ることを確認し、説明を入力します（省略可能）。
6. ［ログイン］をクリックします。
7. ［ログイン］タブの［ユーザーID］ボックスで、dba と入力します。
8. ［パスワード］テキストボックスに、データベースのパスワードを入力します。
このパスワードは、管理サーバーをインストールしたときにデータベース用に入力したものです。
9. ［データベース］をクリックします。
10. ［データベース］タブの［サーバー名］テキストボックスで、次のように入力します。
\\servername\instancename
英語バージョンの Symantec Endpoint Protection Manager を使用する場合、デフォルトの sem5 を入力します。それ
以外の場合は、［サーバー名］テキストボックスを空白のままにします。
11. ［ODBC］タブで、［テスト接続］をクリックして、成功するかどうかを確認します。
12. ［OK］をクリックします。
13. ［OK］をクリックします。
1.
2.
3.
4.
5.

635

Microsoft SQL Server データベースとの通信を検証するには
管理サーバーのコンピュータで、［スタート］ > ［コントロールパネル］ > ［管理ツール］を選択します。
［管理ツール］ダイアログボックスで、［データソース (ODBC)］をダブルクリックします。
［データ ソース (ODBC) アドミニストレータ］ダイアログボックスで、［システム DSN］をクリックします。
［システム DSN］タブで、［SymantecEndpointSecurityDSN］をダブルクリックします。
［サーバー］ドロップダウンリストで、正しいサーバーとインスタンスが選択されていることを確認します。
［次へ］をクリックします。
［ログイン ID］に、sa と入力します。
［パスワード］テキストボックスに、データベースのパスワードを入力します。
このパスワードは、管理サーバーをインストールしたときにデータベース用に入力したものです。
9. ［次へ］をクリックして、デフォルトのデータベースに sem5 が選択されていることを確認します。
10. ［次へ］をクリックします。
11. ［完了］をクリックします。
12. ［データソースのテスト］をクリックして、次のような結果を探します。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY!

クライアント/サーバーの通信のファイル
クライアントとサーバー間の通信設定と他のクライアントの設定は、クライアントコンピュータのファイルに保存されま
す。
Table 210: クライアントのファイル
ファイル名

説明

SerDef.dat

場所ごとの通信設定を保存する暗号化ファイル。ユーザーが場所を変更するたびに、SerDef.dat ファイルを読み込
んで新しい場所の適切な通信設定をクライアントに適用します。

sylink.xml

グローバルな通信設定を保存します。このファイルは内部的にのみ使われるので、編集しないでください。ファイ
ルには Symantec Endpoint Protection Manager の設定が含まれています。このファイルを編集しても、次にクライ
アントが管理サーバーに接続するときに、ほとんどの設定は管理サーバーの設定で上書きされます。

SerState.dat

クライアントの画面サイズや、クライアントのネットワークとホスト悪用防止用コンソールが表示されるかどう
か、Windows のサービスが表示されるかどうかなどの、ユーザーインターフェースについての情報を保存する暗号
化ファイルです。クライアントは起動時にこのファイルを読み込み、ユーザーインターフェースを前回停止したと
きと同じ状態に戻します。

レポートに関する問題のトラブルシューティング
レポートを使うときは次の情報に注意してください。

• レポートとログのタイムスタンプ（クライアントスキャン時間を含む）はユーザーの現地時間で表されます。レポー
•
•
•
•

ト用データベースに含まれるイベントの時刻は、グリニッジ標準時（GMT）です。レポートを作成するときに、GMT
の値がレポートを表示するコンピュータのローカル時刻に変換されます。
管理下クライアントのタイムゾーンが管理サーバーとは異なる場合に、［特定日を設定する］フィルタオプションを
使用すると、予想外の結果が起きることがあります。クライアントと管理サーバー両方のデータと時間の精度が影響
を受けることがあります。
サーバーのタイムゾーンを変更する場合は、コンソールからログオフして再びログオンし、ログとレポートの時間が
正確であることを確認してください。
レポートデータは、セキュリティ製品に表示される内容と 1 対 1 で対応していない場合があります。この対応の不足
は、レポートソフトウェアがセキュリティイベントを集計しているために発生します。
セキュリティ向上の目的で、レポート機能で SSL を使うことができます。SSL により、機密性とデータのインテグ
リティが得られ、クライアントとサーバーとの間の認証が行われます。以下の記事を参照してください。
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Symantec Endpoint Protection Manager とそのクライアントの間で SSL 通信を有効化する

• レポートのリスクカテゴリの情報は、シマンテックセキュリティレスポンスの Web サイトから取得されま
•
•
•

•

す。Symantec Endpoint Protection Manager コンソールがこの情報を取得できるまで、生成するレポートのリスクカ
テゴリのフィールドには［不明］が表示されます。
生成するレポートでは、ネットワーク内のセキュリティが低下したコンピュータが正確に示されます。レポートは
Windows のレジストリデータではなく、ログデータに基づきます。
大量のデータを含むレポートを実行するときにデータベースエラーが発生する場合は、データベースのタイムアウト
パラメータを変更します。次のサイトを参照してください。
レポートとログを見直すためのタイムアウトパラメータの変更
CGI エラーまたはプロセス終了エラーが発生する場合、その他のタイムアウトパラメータを変更すると安全です。詳
細については、以下の記事を参照してください。
大量のデータのクエリを実行したときに、SEPM レポートが応答しないか、タイムアウト エラー メッセージが表示
される
コンピュータでループバックアドレスの使用を無効にした場合、レポートページは表示されません。次のサイトを参
照してください。
ループバックアドレスの使用が無効になっている場合のレポートページへのアクセス

レポートとログを見直すためのタイムアウトパラメータの変更
大量のデータが含まれるレポートまたはログを表示しているときにデータベースエラーが発生する場合は、次の変更を行
うことができます。

• データベース接続のタイムアウトの変更
• データベースコマンドのタイムアウトの変更
これらの値のレポートのデフォルトは次のとおりです。

• 接続タイムアウトは 300 秒（5 分）
• コマンドタイムアウトは 300 秒（5 分）
レポートとログを見直すためにタイムアウト パラメータを変更する方法
1. Reporter.php のデータベースのタイムアウト値を変更するには、Symantec Endpoint Protection Manager サーバーで
次のデフォルトのフォルダを参照します。
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Php\Include\Resources
2. メモ帳のようなテキスト形式エディタで、Reporter.php ファイルを開きます。
3. $CommandTimeout という行と $ConnectionTimeout という行を探し、値を増やします（単位は秒）。行が存在し
ない場合は作成します。たとえば、タイムアウト期間を 10 分に延ばすには、この行を次の値に変更します。
$CommandTimeout = 600;
$ConnectionTimeout = 600;

これらの新しい行を ?> の前に追加します。
4. Reporter.php ファイルを保存して閉じます。
NOTE
ゼロを指定するか、フィールドを空白のままにすると、デフォルトの設定が使われます。
CGI エラーまたはプロセス終了エラーが起きる場合は、次のパラメータを変更すると効率的です。

• Php.ini ファイルの max_execution_time パラメータ
• httpd.conf ファイルの Apache タイムアウトパラメータ FcgidIOTimeout、FcgidBusyTimeout、FcgidIdleTimeout
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5. Php.ini の max_execution_time パラメータを変更するには、Symantec Endpoint Protection Manager サーバーで次の
デフォルトのフォルダを参照します。
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Php
6. Php.ini ファイルを右クリックして［プロパティ］をクリックします。
7. ［全般］タブで、［読み取り専用］のチェックマークをはずします。
8. ［OK］をクリックします。
9. メモ帳のようなテキスト形式エディタで、Php.ini ファイルを開きます。
10. max_execution_time というエントリを探し、値を増やします（単位は秒）。たとえば、タイムアウトを 10 分に延
ばすには、この行を次の値に変更します。
max_execution_time=600
11. Php.ini ファイルを保存して閉じます。
12. Php.ini ファイルを右クリックして［プロパティ］をクリックします。
13. ［全般］タブで、［読み取り専用］にチェックマークを付けます。
14. ［OK］をクリックします。
15. httpd.conf の Apache タイムアウトパラメータを変更するには、Symantec Endpoint Protection Manager サーバーで
次のデフォルトのフォルダを参照します。
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\apache\conf
16. メモ帳のようなテキスト形式エディタで、httpd.conf ファイルを開きます。
17. 次の行を探し、値を増やします（単位は秒）。

• FcgidIOTimeout 1800
• FcgidBusyTimeout 1800
• FcgidIdleTimeout 1800
18. httpd.conf ファイルを保存して閉じます。

ループバックアドレスの使用が無効になっている場合のレポートページへ
のアクセス
コンピュータでループバックアドレスの使用を無効にした場合、レポートページは表示されません。Symantec Endpoint
Protection Manager コンソールにログオンしようとしたり、レポート機能にアクセスしようとすると、次のエラーメッ
セージが表示されます。
レポートコンポーネントと通信できません
［ホーム］ページ、［監視］ページ、［レポート］ページは空白です。［ポリシー］ページ、［クライアント］ペー
ジ、［管理］ページは通常どおり表示され、機能します。
ループバックアドレスを無効にしているときに、［レポート］のコンポーネントを表示するには、localhost という語を
コンピュータの IP アドレスに関連付ける必要があります。Windows の hosts ファイルを編集して、localhost を IP アド
レスに関連付けることができます。次のサイトを参照してください。
スタンドアロン Web ブラウザからのレポートへのログオン
Windows を実行しているコンピュータ上で localhost を IP アドレスに関連付けるには
1. ディレクトリを hosts ファイルの場所に変更します。
デフォルトでは、hosts ファイルは %SystemRoot%\system32\drivers\etc
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2. エディタで hosts ファイルを開きます。
3. hosts ファイルに次の行を追加します。
IPAddress localhost

#レポート機能にログオンするため

ここで、 IPAddress は自分のコンピュータの IP アドレスで置き換えます。シャープ記号（#）の後には任意のコメン
トを追加できます。たとえば、次の行を入力できます。
192.168.1.100 localhost # このエントリは、コンソールコンピュータ用の IPv4 です
2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 localhost # このエントリは、コンソールコンピュータ用の IPv6 アドレスです
IPv6 はバージョン 14.2 以降でサポートされます。
4. ファイルを保存して閉じます。

Symantec Endpoint Protection Manager コンソールから Power Eraser
を実行する前に知るべきこと
Power Eraser は、積極的なスキャンと分析を提供し、重度に感染した Windows コンピュータにおける問題の解決を支援
します。Power Eraser の分析は積極的なため、場合によって必要とする重要なファイルに対してフラグを付けることが
あります。Power Eraser はウイルススキャンやスパイウェアスキャンよりも誤認が生じる可能性があります。
WARNING
コンピュータが不安定性を示していたり、持続的な問題があるときなど、緊急の状況においてのみ Power
Eraser を実行することになります。通常、単一のコンピュータまたは小さいグループのコンピュータで Power
Eraser を実行します。他のアプリケーションと同時に実行しないでください。場合によって、通常のスキャン
イベントでも Power Eraser の分析を実行するよう警告が出されます。
Power Eraser を Symantec Endpoint Protection Manager から使うことと SymDiag ツールでローカルで使うことの違
い
Windows クライアントの管理コンソールから Power Eraser をリモートで実行できます。Symantec Endpoint Protection
にはクライアントから Power Eraser を直接起動するオプションは含まれません。ただし、クライアントコンピュータの
ユーザーは SymDiag ツールをダウンロードしてツールから Power Eraser を実行することができます。

• SymDiag ツールを使うと、Power Eraser の検出は Symantec Endpoint Protection Manager ログに表示されません。
• コンソールから Power Eraser を実行する場合、Power Eraser は SymDiag ツールが検査するユーザー固有のロードポ
イント、登録、およびフォルダは検査しません。
NOTE
Power Eraser を、コンソールからとローカルで SymDiag ツールを使って同時に実行しないようにしてくださ
い。同時に実行すると、コンピュータのパフォーマンスが低下する可能性があります。
Power Eraser は多量のコンピューターリソースを消費します。コンピュータで Power Eraser を複数回実行する
と、Power Eraser ファイルがコンピュータ上の容量を大量に消費します。各分析の実行時に、Power Eraser は
Symantec Endpoint Protection のアプリケーションフォルダに格納されるファイルに検出情報を保存します。これらの
ファイルは、クライアントがログをパージするときにパージされます。
Power Eraser がウイルススキャンやスパイウェアスキャンとどう異なるか
Power Eraser は通常のスキャンと次の点で異なります:
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• 完全スキャンと違い、Power Eraser はコンピュータ上の各ファイルをすべてスキャンすることはありません。Power
•
•
•

Eraser はロードポイントとロードポイントのディスクの場所、また実行中のプロセスとインストールされたサービス
を検査します。
Power Eraser の検出は検疫に表示されません。
Power Eraser はウイルススキャンとスパイウェアスキャンよりも優先します。Power Eraser を実行する
と、Symantec Endpoint Protection は進行中のウイルススキャンとスパイウェアスキャンをキャンセルします。
Power Eraser は検出を自動修復しません。スキャンログまたはリスクログの検出のリストを見直し、ログから処理を
選択してください。検出を除去するか、検出を安全としてマーク付け（放置）するか選択できます。除去された検出
を復元する（元に戻す）こともできます。

Power Eraser は通常モードまたはルートキットモードで実行可能です。ルートキットモードはスキャンを開始する前に
再起動する必要があります。また、Power Eraser の検出を除去することを選択した場合、修復を完了するためにコン
ピュータを再起動する必要があります。
Power Eraser を実行する必要があるときに実行する高レベルの手順の概略
コンソールから Power Eraser を実行するときに次の 2 つの高レベルの手順を実行します。

• 単一コンピュータまたは複数コンピュータの小さいグループで Power Eraser の分析を開始します。Power Eraser
は、誤認の可能性を考慮して、検出を自動的に修復しません。

• リスクログまたはスキャンログを使って Power Eraser の検出を見直し、脅威と判断した検出をすべて Power Eraser
が削除するよう手動で指示してください。また、検出を無視して放置するものとして対応することもできます。

コンソールから Power Eraser を実行する方法と、コンソール設定を正しく設定したことを確かめる方法について詳しく
は、ワークフローを確認してください。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールから Power Eraser を実行する必要があるときに実行するタスク
Power Eraser に影響する Symantec Endpoint Protection Manager ポリシー設定の概要
次に Power Eraser に影響するポリシーの設定を示します。

• ユーザー介入のためのスキャン設定

•

•

•

•

ユーザーによるウイルススキャンとスパイウェアスキャンのキャンセルを許可すると、Power Eraser の分析もキャン
セル可能になります。ただし、ユーザーは Power Eraser を一時停止したり休止することはできません。次のサイト
を参照してください。
Windows コンピュータでのユーザーによるスキャンの進行状況の表示とスキャンの操作の許可
例外ポリシー
Power Eraser は次のウイルスとスパイウェアの例外を適用します: ファイル、フォルダ、既知のリスク、アプリケー
ション、および信頼できる Web ドメイン。Power Eraser は拡張子の例外を適用しません。次のサイトを参照してく
ださい。
ウイルスとスパイウェアのスキャンの例外作成
ログの保持設定
検出がログに表示される限り Power Eraser の検出に対して処理を適用することができます。ログはウイルス対策と
スパイウェア対策のポリシーで指定された一定期間後にパージされます。デフォルトでは、ログイベントは 14 日間
利用可能です。ログの保持設定は修正可能で、イベントの期限後に、別のスキャンを実行してログを再ポピュレート
することができます。次のサイトを参照してください。
Windows コンピュータのログ処理と通知設定の修正
再起動オプション
ルートキット検出モードで Power Eraser を実行する選択をする場合、再起動の設定をルートキットの分析に特化し
て行えます。管理者には再起動する権限が必要です。Power Eraser の検出の削除を選択した後、コンピュータはグ
ループの再起動の設定を使います。Power Eraser は再起動と修復を完了するのにルートキットの再起動の設定を使い
ません。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager からのクライアントコンピュータの再起動
評価のクエリー
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•

Power Eraser は、ファイルについてスキャンを実行し決定を行う場合に、クラウドで Symantec Insight サーバーを使
います。評価のクエリーを無効にしたり、クライアントコンピュータが Insight サーバーに接続できない場合、Power
Eraser では Symantec Insight を使うことができません。Symantec Insight がないと、Power Eraser は検出数が少な
くなり、誤認を生じる検出結果を出す可能性が高くなります。評価のクエリーは［脅威検出のインサイトルックアッ
プを許可する］オプションが有効になると有効になります。このオプションはデフォルトで有効になっています。次
のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection が Symantec Insight を使ってファイルに関する決定を下す方法
提出
Symantec Endpoint Protection は［ウイルス対策の検出］オプションが有効の場合に、シマンテック社に Power
Eraser の検出についての情報を送ります。このオプションはデフォルトで有効になっています。次のサイトを参照し
てください。
サーバーデータ収集とクライアント提出、ネットワークのセキュリティにおけるそれらの重要性について

詳しい情報
Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) を使ったコンピュータの問題のトラブルシューティング

Symantec Endpoint Protection Manager コンソールから Power Eraser
を実行する必要があるときに実行するタスク
通常、［リスク］ログが修復の失敗を示し、Power Eraser の実行を推奨するときに、Power Eraser の分析を実行する必
要があります。コンピュータが不安定になり、削除することができないマルウェアまたはウイルスがあるような状態のと
きにも、Power Eraser を実行することになります。
WARNING
Power Eraser は注意して使用してください。この分析は強力で、誤認を導く傾向があります。
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールから Power Eraser を実行する前に知るべきこと
Windows クライアントコンピュータのみで Symantec Endpoint Protection Manager から Power Eraser を実行できま
す。
NOTE
Power Eraser はルートキットの検出なし、ルートキットの検出ありの 2 つのモードの いずれか 1 つで動作し
ます。ルートキットの検出の分析では再起動が必要になります。管理者はルートキットの検出を用いて Power
Eraser を実行するために、再起動する権限がなければなりません。
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Table 211: Symantec Endpoint Protection Manager コンソールから Power Eraser を実行する必要があるときに実行
するタスク
タスク

説明

Power Eraser を実行するための管 Power Eraser をクライアントコンピュータ上で実行するには、管理者は次のコマンドアクセス権
理者権限を設定する
が必要です:
• Power Eraser 分析の開始
• クライアントコンピュータの再起動（ルートキットの検出を用いて Power Eraser を実行する
ために必要）
詳細については、次を参照してください。
管理者アカウントの追加とアクセス権の設定
ログの保持ポリシーを設定します

ログの保持設定は、Power Eraser の修復と復元の処理を実行する際にイベントが利用可能になる
時間の長さに影響します。これらの処理を考慮してより多くの時間が必要な場合はログの保持設
定を修正できます。また、ログを再ポピュレートするために Power Eraser を実行できます。
ログの保持設定はウイルス対策とスパイウェア対策ポリシーのその他のオプションの一部です。
次のサイトを参照してください。
Windows コンピュータのログ処理と通知設定の修正

クライアントにインターネット接
続があることを確認する

クライアントコンピュータは、Power Eraser が潜在的な脅威について決定するために Symantec
Insight 評価データを使えるように、インターネットアクセスが必要です。
インターネットアクセスが断続的または存在しない場合、Power Eraser は Symantec Insight を
使うことができないことになります。Symantec Insight がないと、Power Eraser は検出数が少な
くなり、誤認を生じる検出結果を出す可能性が高くなります。

Symantec Endpoint Protection
Manager からクライアントコン
ピュータ上で Power Eraser 分析
を開始する;

Power Eraser を通常モードまたはルートキットモードのどちらで実行するか選択します。
Symantec Endpoint Protection Manager の複数の場所から Power Eraser コマンドを発行できま
す。
• ［クライアント］ページ
• コンピュータ状態ログ
• リスクログ
Note: クライアントコンピュータのユーザーは Power Eraser をクライアントユーザーインター
フェースから直接実行できません。Power Eraser は SymDiag ツールの一部として利用可能で
す。ただし、クライアントユーザーがツールを実行すると、Power Eraser の検出を含んでいる結
果ログは Symantec Endpoint Protection Manager に送信されません。
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager からの Power Eraser の分析の開始
コンピュータの状態ログのコマンドの状態を表示できます。見やすくするため Power Eraser コ
マンドだけを表示するようにログをフィルタ処理することができます。
Power Eraser の実行後、スキャンログまたはリスクログに結果を表示します。スキャンログはス
キャン結果が保留中であるかどうか示します。

クライアントコンピュータ上の
Power Eraser コマンドをキャンセルするには、コマンド状態のログを使います。
Power Eraser コマンドまたは処理
Note: 再起動を求めるプロンプトがクライアントコンピュータに表示された後は、ルートキット
をキャンセルする
モードで実行中の Power Eraser の実行を取り消すことはできません。再起動後、ウイルス対策
とスパイウェア対策ポリシーによってユーザーによるスキャンのキャンセルが許可されると、コ
ンピュータのユーザーだけが Power Eraser をキャンセルできます。
Power Eraser コマンドをキャンセルすると、修復や取り消しの処理も含めた、すべての Power
Eraser 分析に関連付けされているあらゆる保留状態の処理もキャンセルされます。
詳細については、次を参照してください。
コンソールを使った、クライアントコンピュータでのコマンドの実行
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タスク
ログから Power Eraser の検出を
表示する

説明
Power Eraser の検出を Symantec Endpoint Protection Manager の次のログから表示できます。
• スキャンログ
スキャンログには Power Eraser の結果だけ表示する［スキャンの種類］フィルタがありま
す。この表示でスキャン結果が保留中であるかどうか示されます。フィルタ処理された表示
で［検出］を選択して［Power Eraser の検出］を表示することができます。
• リスクログ
リスクログにも Power Eraser の検出用の同じようなフィルタがあります。ただし、リスクロ
グではスキャン結果が保留状態であるかどうか示されません。
• コンピュータ状態ログ
コンピュータの状態ログでは［感染］列にレポートのアイコンが含まれる場合があります。
イベントの詳細のアイコンは修復できない現存するすべての脅威を示すレポートにリンクし
ます。レポートにはログ記録のみの検出と未解決の検出が含まれています。レポートがいく
つかのコンピュータ上で Power Eraser を実行することを推奨する場合があります。
Power Eraser アイコンは、管理者の処理を必要とするコンピュータ上のすべての Power
Eraser の検出を示すレポートにリンクします。
これらのアイコンは［クライアント］ページの［健全性状態］の列にも表示されます。
詳細については、次を参照してください。
ログの表示

クライアントコンピュータで
デフォルトでは、管理者は通常のスキャンで感染を修復できない場合で、Power Eraser が推奨さ
Power Eraser を実行するよう推奨 れるときに通知を受信します。［監視］ > ［通知］ページで［Power Eraser を推奨］の通知を
する通知を確認する
確認できます。次のサイトを参照してください。
通知の表示と対応
［コマンドの状態］ページで
Power Eraser の検出を表示する

［コマンドの状態］ページで Power Eraser の検出についてのレポートにアクセスできます。
イベントの詳細のアイコンは［完了状態］列に表示されます。アイコンは［Power Eraser の分
析の開始］コマンドおよび他のスキャンコマンドによってなされた検出の情報を示すレポートに
リンクします。
コマンドの状態の詳細オプションは、特定のスキャンについての情報を提示します。イベントの
詳細のアイコンをクリックして、特定のクライアントコンピュータについての情報を入手できま
す。次のサイトを参照してください。
コンソールを使った、クライアントコンピュータでのコマンドの実行

［クライアント］タブから Power ［クライアント］ページの［クライアント］タブから Power Eraser の検出についてのレポート
Eraser の検出を表示する
にアクセスできます。
レポートのアイコンは利用可能な情報がある場合に［健全性状態］列に表示されます。イベント
の詳細のアイコンは修復できない現存するすべての脅威を示すレポートにリンクします。レポー
トには Power Eraser 検出が含まれます。
Power Eraser アイコンは、管理者の処理を必要とするコンピュータ上のすべての Power Eraser
の検出を示すレポートにリンクします。
アイコンはコンピュータの状態ログにも表示されます。
詳細については、次を参照してください。
クライアントコンピュータの保護状態の表示
Symantec Endpoint Protection
Manager のスキャンログやリスク
ログから Power Eraser の検出を
修復または復元する

他の Symantec Endpoint Protection スキャンとは異なり、Power Eraser は検出された脅威を自動
的に修復しません。Power Eraser の分析は強力で、多くの誤認検出をする可能性があります。検
出に修復が必要だと判断した後に、手動で修復を開始してください。
修復した Power Eraser の検出を元に戻す（復元する）こともできます。
詳細については、次を参照してください。
Power Eraser の検出の対処
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Symantec Endpoint Protection Manager からの Power Eraser の分析の
開始;
単一コンピュータまたはコンピュータのグループ上の永続的な脅威を分析して検出するために Power Eraser を実行でき
ます。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールから Power Eraser を実行する前に知るべきこと
Power Eraser が潜在的なリスクを検出した後、リスクを表示し、どのリスクが脅威であるか判断します。Power Eraser
はリスクを自動修復しません。脅威と判断したリスクを修復するには手動で Power Eraser を実行する必要があります。
また他の保護機能が検出する特定の脅威に対しても Power Eraser を実行できます。Power Eraser は検出と関連付けされ
ているコンピュータで実行します。次のサイトを参照してください。

• Symantec Endpoint Protection Manager コンソールから Power Eraser を実行する必要があるときに実行するタスク
• Power Eraser の検出の対処
NOTE
Power Eraser をルートキットモードで実行して、再起動オプションのメッセージがクライアントコンピュータ
上で表示されると、管理者またはユーザーが Power Eraser をキャンセルすることはできません。再起動後、ウ
イルス対策とスパイウェア対策ポリシーによってユーザーによるスキャンのキャンセルが許可されると、ユー
ザーは Power Eraser をキャンセルできます。
Symantec Endpoint Protection Manager から Power Eraser の分析を開始する方法
1. Symantec Endpoint Protection Manager の［クライアント］ページから Power Eraser の分析を開始するには、［ク
ライアント］ページで、［クライアント］タブで、分析するコンピュータを選択します。
多数のコンピュータを選択すると、ネットワークのパフォーマンスが低下する可能性があります。
2. ［タスク］で、［コンピュータでコマンドを実行する］をクリックし、次に［Power Eraser 分析の開始］をクリッ
クします。
3. ［Power Eraser スキャンの種類の選択］ダイアログで、Power Eraser をルートキットモードで実行するかしないか
を選択します。ルートキットモードの場合は、再起動オプションを設定できます。再起動オプションを設定し、ルー
トキットスキャンを実行するには管理者権限が必要です。
4. ［OK］をクリックします。
Power Eraser が選択したコンピュータで実行します。［監視］ページの［コマンドの状態］タブでコマンドをキャン
セルすることができます。
5. Symantec Endpoint Protection Manager の［コンピュータの状態］ログから Power Eraser の分析を開始するには、
コンソールのサイドバーで、［監視］をクリックし、［ログ］タブを選択します。
6. ［ログの種類］リストボックスで［コンピュータ状態］ログを選択して、［ログの表示］をクリックします。
7. Power Eraser を実行するコンピュータを選択し、［コマンド］ドロップダウンリストから［Power Eraser の分析の
開始］を選択します。
多数のコンピュータを選択すると、ネットワークのパフォーマンスが低下する可能性があります。
8. ［開始］をクリックします。
9. ［Power Eraser スキャンの種類の選択］ダイアログで、Power Eraser をルートキットモードで実行するかしないか
を選択します。ルートキットモードの場合は、再起動オプションを設定できます。再起動オプションを設定し、ルー
トキットスキャンを実行するには管理者権限が必要です。
10. ［OK］をクリックします。
Power Eraser が選択したコンピュータで実行します。［コマンドの状態］タブでコマンドをキャンセルすることがで
きます。
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11. Symantec Endpoint Protection Manager の［リスク］ログから Power Eraser の分析を開始するには、コンソールの
サイドバーで、［監視］をクリックし、［ログ］タブを選択します。
12. ［ログの種類］リストボックスで［リスク］ログを選択して、［ログの表示］をクリックします。
13. Power Eraser を実行する対象のリスクを選択します。［イベント処理］列に、 Power Eraser を実行するよう求める
警告が表示される場合があります。
ログのすべてのリスクに対して Power Eraser を実行できます。
14. ［処理］ドロップダウンまたは［処理］列から［Power Eraser の分析の開始］を選択します。
15. ［開始］をクリックします。
16. ［Power Eraser スキャンの種類の選択］ダイアログで、Power Eraser をルートキットモードで実行するかしないか
を選択します。ルートキットモードの場合は、再起動オプションを設定できます。再起動オプションを設定し、ルー
トキットスキャンを実行するには管理者権限が必要です。
17. ［OK］をクリックします。
Power Eraser は選択したリスクで感染しているコンピュータ上で実行します。［コマンドの状態］タブでコマンドを
キャンセルすることができます。

Power Eraser の検出の対処
Power Eraser は、その積極的な検出機能により誤認が発生するため、スキャン中に検出内容を修復しません。検出内容
を確認し、修復するかまたはそのままにしておくかを決定した上で、ログから検出イベントの修復を要求する必要があり
ます。修復を選択すると、Power Eraser は検出に関連するファイルを削除します。ただし、削除したファイルはログが
パージされるまで復元可能です。
Power Eraser イベントの利用可能期間はログの保持ポリシーにより決定します。デフォルトでは、イベントの利用可能
期間は 14 日間です。
詳細については、次を参照してください。

• Symantec Endpoint Protection Manager コンソールから Power Eraser を実行する必要があるときに実行するタスク
• Symantec Endpoint Protection Manager コンソールから Power Eraser を実行する前に知るべきこと
Power Eraser の検出に対処するには
1. Power Eraser の分析が完了したことを確認します。

• コンピュータの状態ログには、スキャンが完了したことを示すアイコンがあります。
• スキャンログは Power Eraser が分析を終了したかどうかを示します。
2. リスクログまたは［スキャンログ］ > ［検出の表示］ページで、1 つの検出または複数の検出を選択して処理を適用
します。

• ［処理］列で、［潜在的なリスクが見つかりました（管理の処理の保留）］というラベルが付いている特定のリス
•

クの横にあるプラスアイコンをクリックします。
［潜在的なリスクが見つかりました（管理の処理の保留）］というラベルが付いているリスクを複数選択し、［処
理］ドロップダウンメニューから処理を選択します。

3. 次の処理のいずれかを選択します。

• Power Eraser が検出したリスクを削除する
•

リスクをコンピュータから削除することでリスクの修復を行います。Power Eraser は、復元可能な安全なバック
アップファイルを作成します。
Power Eraser が検出したリスクを無視する
検出内容を確認した上でリスクを修復しないことを肯定します。
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NOTE
この処理は管理コンソールのログのみでイベント処理を「管理者による放置」に変更します。この指定
では、クライアント上の対応のイベント処理が更新されません。クライアントログの表示では、イベン
ト処理が継続的に「分析保留」として表示されます。
4. ［処理］ドロップダウンメニューから処理を選択した場合は、［適用］をクリックします。
［Power Eraser が検出したリスクを無視する］を選択した場合、検出が［潜在的なリスクが見つかりました（放
置）］として表示されます。
［潜在的なリスクが見つかりました（削除）］というラベルの付いた削除済みの検出は、［Power Eraser が削除したリ
スクを復元する］処理を選択することで復元できます。
Table 212: Power Eraser の検出状態の概略
検出の状態

説明

管理の処理の保留

Power Eraser が潜在的な脅威としてリスクを検出しました。リスクを確認して、Power Eraser
にそのリスクを修復させるか、そのまま放置するかを決定します。

復元

管理者が Power Eraser にリスクの修復を要求したときに、移動したすべてのファイルを修復し
た状態です。

削除

管理者がリスクの修復と削除を Power Eraser に要求した状態です。Power Eraser は、リスクを
削除するときにリスクに関連するファイルを削除しますが、復元可能な安全なバックアップコ
ピーを作成します。後で削除済みのリスクが実際にはリスクではないと判別したときに、削除済
みのリスクを復元できます。ファイルは、ログイベントがパージされるまで復元可能です。

管理者による放置

管理者が Power Eraser にリスクの放置を要求した状態です。
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付録
クライアント機能の比較、ツール、コマンド ライン オプション、サードパーティ インストール ツールに関するリファ
レンス情報を提供します。
このセクションでは、クライアントの機能比較、Symantec Endpoint Protection に含まれるツール、クライアントのコマ
ンドラインオプション、サードパーティツールを使った Windows インストールなどを説明します。

プラットフォームに基づく Symantec Endpoint Protection の機能
詳細については、以下のトピックを参照してください。

•
•
•
•
•
•
•
•
•

プラットフォームに基づくクライアントの保護機能
プラットフォームに基づく管理機能
プラットフォームに基づく自動更新の差異
プラットフォームに基づくウイルスとスパイウェアの対策ポリシーの設定
プラットフォームに基づく侵入防止およびメモリ エクスプロイト緩和機能ポリシーの設定
プラットフォームに基づく LiveUpdate ポリシー設定
プラットフォームに基づく Web とクラウドのアクセス保護 ポリシー設定（統合から Network Traffic Redirection に変
更）
プラットフォームに基づくポリシー設定
プラットフォーム別 Device Control の差異

関連項目：

• クライアントのインストールの種類を選択する方法
• Windows クライアント用の Symantec Endpoint Protection 機能の依存関係（12.1.x から 14.x）
プラットフォームに基づくクライアントの保護機能
Table 213: プラットフォームに基づくクライアントの保護機能
クライアント機能
ウイルス対策とスパイウェア対
策

Windows
はい

Mac

Linux

はい

はい

ネットワークとホスト悪用防止 はい
• ネットワーク脅威防止 (侵入
防止とファイアウォール)
• メモリエクスプロイト緩和機
能 (14 では汎用エクスプロイ
ト緩和機能として導入)

• ファイアウォール (14.2 以

【※No※】

プロアクティブ脅威防止
はい
• アプリケーションとデバイス
制御
• SONAR

Device Control のみ (14 現在)

【※No※】

ホストインテグリティ

はい

【※No※】

【※No※】

他の保護
• システムロックダウン
• 改変対策

はい

【※No※】

【※No※】

•

降)
侵入防止 (12.1.4 以降)
Mac の侵入防止はカスタム
シグネチャをサポートしま
せん。
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詳細については、次を参照してください。

• アプリケーション制御、システムロックダウン、デバイス制御について
• ホストインテグリティの仕組み
プラットフォームに基づく管理機能
Table 214: プラットフォームに基づく管理機能
管理機能

Windows

Symantec Endpoint
Protection Manager からの
クライアントのリモート配
備
• Web リンクと電子メー
ル
• リモートプッシュ
はい
• パッケージの保存
管理サーバーからクライア
ントのコマンド実行

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

スキャン
コンテンツの更新
コンテンツの更新とスキャン
Power Eraser 分析の開始
(12.1.5 現在)
クライアントコンピュータの
再起動
Auto-Protect を有効にする
ネットワーク脅威防止を有効
にする
ネットワーク脅威防止を無効
にする
ダウンロードインサイトを有
効にする
ダウンロードインサイトを無
効にする
ファイルフィンガープリント
リストを収集する (12.1.6 現
在)
検疫から削除**
すべてのスキャンを中止**

Mac

Linux

はい

はい（［Web リンクと電子メー
ル］、［パッケージの保存］の
み）

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

スキャン
コンテンツの更新
コンテンツの更新とスキャン
クライアントコンピュータの
再起動（ハード再起動のみ）
Auto-Protect を有効にする
ネットワーク脅威防止を有効
にする (12.1.4 現在)
ネットワーク脅威防止を無効
にする (12.1.4 現在)

スキャン
コンテンツの更新
コンテンツの更新とスキャン
Auto-Protect を有効にする

学習済みアプリケーション はい
とネットワークアプリケー
ション監視を有効にする

【※No※】

【※No※】

場所を作成して場所別に
はい
適用するセキュリティポリ
シーを設定する

はい

【※No※】
コマンドラインを使ってクライア
ントの場所を表示できますが、ク
ライアントは特定の基準に基づい
て場所を自動的に切り替えませ
ん。

クライアントの再起動オプ はい
ションを設定する

【※No※】

【※No※】

648

管理機能
クイックレポートと定時レ
ポート

Windows

Mac

Linux

• 監査
• コンピュータの状態
• 監査
• アプリケーションとデバイス • ネットワークとホスト悪用防 • コンピュータの状態
制御
止
• リスク
• コンプライアンス
• リスク
• スキャン
• コンピュータの状態
• スキャン
• システム
• ディセプション (14.0.1)
• ネットワークとホスト悪用防

•
•
•
クライアントコンピュータ •
で保守管理されるログのサ •
イズと保存期間を設定する •
•
•
•

止
リスク
スキャン
システム

システム
セキュリティとリスク
セキュリティ
トラフィック
パケット
制御

• システム
• セキュリティとリスク
• セキュリティ

• システム
• セキュリティとリスク

クライアントを保護するパ はい
スワード

クライアントをアンインストール 【※No※】
する (14.0.1)

SylinkDrop ツールを実行
はい
し、異なる管理サーバーに
クライアントを移動する

はい

【※No※】

［通信の更新パッケージの はい
配備］オプションでクライ
アントパッケージを再配備
し、異なる管理サーバーに
クライアントを移動する

はい

【※No※】

シマンテック社に匿名セ
はい
キュリティ情報のクライア
ント提出を設定する

(12.1.4 以降)
【※No※】
提出の設定はウイルス対策の検出
情報のみを制御します。
クライアントで侵入防止提出の有
効と無効を手動で切り替えること
ができます。次のサイトを参照し
てください。
Symantec Endpoint Protectionで
の Mac クライアント用 IPS デー
タ提出を無効にする方法

匿名システムと使用状況の はい
情報を安全に送信するため
のクライアントの設定

【※No※】

【※No※】

管理サーバーとクライアン はい
トの間の外部通信を管理す
る

LiveUpdate のみ

【※No※】
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管理機能
クライアント通信設定を管
理する

Windows

Mac

Linux

• 管理サーバーリスト
• 管理サーバーリスト
• 管理サーバーリスト
• 通信モード（プッシュ型転送 • 通信モード（プッシュ型転送 • 通信モード（プッシュ型転送
またはプル型転送）

またはプル型転送）

アップロードする

設定する

またはプル型転送）

• ハートビート間隔を設定する • ハートビート間隔を設定する • ハートビート間隔を設定する
• 学習済みアプリケーションを • ダウンロードのランダム化を
• 重要なイベントをすぐにアッ • 再接続の環境を設定する
•
•

プロードする
ダウンロードのランダム化を
設定する
再接続の環境を設定する

専用サーバー (12.1.6) を使 はい
うようにクライアントを設
定する
• Insight ルックアップお
よび提出用のエンドポ
イントの検出とレスポ
ンスサーバー
• Insight ルックアップ用
の専用インサイトサー
バー

【※No※】

【※No※】

自動更新によって
はい
Symantec Endpoint
Protection クライアントを
自動的にアップグレードす
る

はい (14)

【※No※】

既存のサードパーティ製セ はい
キュリティソフトウェアを
自動的にアンインストール
する

【※No※】

【※No※】

問題のある Symantec
はい (14)
Endpoint Protection クライ
アントを自動的にアンイン
ストールする

【※No※】

【※No※】

Symantec Endpoint
Protection Manager のログ
オンの認証

• Symantec Endpoint Protection なし
•
•
•
•

Manager 認証
2 要素認証 (14.2)
RSA SecurID 認証
ディレクトリ認証
スマートカード (PIV/CAC) 認
証 (14.2)

なし

** Symantec Endpoint Protection Manager でログを表示するには、これらのコマンドを実行するしかありません。
詳細については、次を参照してください。

•
•
•
•
•

クライアントコンピュータで実行できるコマンドについて
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールから Power Eraser を実行する必要があるときに実行するタスク
クライアントコンピュータで動作するアプリケーションとサービスの監視
クライアントとサーバー間の接続の管理
［通信の更新パッケージの配備］を使ったクライアントサーバー通信の復元
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プラットフォームに基づく自動更新の差異
Table 215: プラットフォームに基づく自動更新の差異
機能

Windows

Mac

デルタパッケージ

標準およびダークネットワーククライアントは、Symantec Endpoint Mac クライアントは、常にアッ
Protection Manager が生成する差分のアップグレードパッケージを プグレードの完全なインストール
受信します。埋め込みクライアントは、アップグレードの完全なイ パッケージを受信します。
ンストールパッケージを受信します。

設定オプション

カスタムインストールフォルダや、既存のセキュリティソフトウェ
アをアンインストールするオプションが用意されています。

再起動とアップグレード用の
み。インストールフォルダはカ
スタマイズできません。インス
トールのログ記録は常に /tmp/
sepinstall.log に書き込ま
れます。

［クライアントインストー Windows クライアントコンピュータを再起動しないためのオプショ
ルの設定］でのアップグ
ンが用意されています。
レードの完了後の再起動オ
プション

再起動しないようにするオプショ
ンは用意されていません。Mac ク
ライアントコンピュータは、アッ
プグレードが完了すると常に再起
動します。

［クライアントをパッケー Windows クライアントでは機能セットを変更できます。
ジでアップグレード］ウィ
ザード

Mac クライアントで設定する機能
は修正できません。

以前のバージョンからの
アップグレード

バージョン 12.1.6.x 以前からの
アップグレードではサポートさ
れません。たとえば、自動更新を
使って 12.1.6.4 から 14 にアップ
グレードすることはできません。

サポート対象のアップグレードパスに基づいて以前のバージョンか
ら最新版に Symantec Endpoint Protection をアップグレードできま
す。

詳細については、次を参照してください。

• 自動更新によるクライアントソフトウェアのアップグレード
• Symantec Endpoint Protection 14.x の最新バージョンへのサポート対象アップグレードパス
• クライアントのインストールの種類を選択する方法
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プラットフォームに基づくウイルスとスパイウェアの対策ポリシーの設定
Table 216: プラットフォームに基づくウイルスとスパイウェアの対策ポリシーの設定
ポリシー設定
管理者定義のスキャン

Windows

Mac

Linux

• 定時スキャン (アクティブ、完 • 定時スキャン（カスタム）
全、カスタム)
• オンデマンドスキャン
• オンデマンドスキャン
• 未実行提示スキャンの再試行
• トリガのスキャン
• 起動時スキャン
• 未実行提示スキャンの再試行
• ランダム化された定時スキャ

• 定時スキャン（カスタム）
• オンデマンドスキャン
• 未実行提示スキャンの再試行

• Auto-Protect を有効にする
• すべてのファイルをスキャン

• Auto-Protect を有効にする
• 感染ファイルを自動的に修復

• Auto-Protect を有効にする
• すべてのファイルをスキャン

• 選択した拡張子のみをスキャ

• 修復できないファイルを検疫

• 選択した拡張子のみをスキャ

• ファイルの内容を調べること

• 圧縮ファイルをスキャン
• すべてのファイルをスキャン

•

ン

Auto-Protect

する

ンする

によって種類を判断する

• セキュリティリスクをスキャ
ンする

• リモートコンピュータ上で

ファイルをスキャンする (14)

• ファイルにアクセス、修正、
•

•
•
•
•
電子メールスキャン

バックアップが発生した場合
にスキャンする
ブートウイルスを削除する
か、単にログに記録すること
にとどめるオプションを指定
した上でフロッピーディスク
をスキャンし、ブートウィル
スを検出する
感染ファイルまたはセキュリ
ティリスクが新たに発生した
場合、常に削除する
ファイルの時刻を保持する
スキャン速度またはアプリ
ケーション速度のスキャンパ
フォーマンスを調整する
パックされたマルウェアのエ
ミュレータ (14)

する
する

する
• 選択したフォルダのみをス
キャンする
• 選択したフォルダを除くすべ
ての場所をスキャンする
• セキュリティリスクをスキャ
ンする
現在のクライアントのマウントを
スキャンする
• データディスク
• 他のすべてのディスクとデバ
イス
レガシークライアントのマウント
のスキャンする（12.1.3 以前）:
• 音楽ディスクまたはビデオ
ディスク
• iPod プレーヤー
• スキャン中に進行状況を表示
する

• Microsoft Outlook Auto-Protect 【※No※】
• インターネット電子メール
•

する

•
•
•
•

ンする
(14.3 RU1 で削除)
リムーバブルメディアをス
キャンする
セキュリティリスクをスキャ
ンする
リモートコンピュータ上で
ファイルをスキャンする
ファイルがアクセスされた
か、修正されたときにスキャ
ンする
圧縮ファイルの内部をスキャ
ンする

【※No※】

Auto-Protect (14.2 RU1 で削
除)
Lotus Notes Auto-Protect (14.2
RU1 で削除)
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ポリシー設定

Windows

•
•
•
•
•
•
•
ユーザー定義のスキャン •
(クライアント)
•
•

Mac

Linux

追加の場所
メモリ
選択したフォルダ
選択した拡張子
ストレージ移行場所
圧縮ファイル内のファイル
セキュリティリスク

• すべてのフォルダまたは選択

アクティブスキャン
完全スキャン
個々のフォルダ、ファイル、
拡張子のカスタムスキャン

• 完全スキャン
• 個々のフォルダとファイルの

• 完全スキャン
• 個々のフォルダとファイルの

検出の修復処理を定義す
る

• 消去（マルウェアにのみ適用

• 感染ファイルを修復する
• 修復できないファイルを検疫

(14.3 MP1 以前)
• 消去（マルウェアにのみ適用
する）
• 検疫
• 削除
• 放置する（ログのみ）

スキャンの実行中に行う
処理を設定する

•
•
•
•

(12.1.4)
• スキャンを停止する
• スキャンを一時停止する
• 開始前にスキャンを休止する
• 進行中のスキャンを休止する
(12.1.6x のみ)
• コンピュータがアイドル状態
のときだけスキャンする

【※No※】

ダウンロードインサイト

はい

【※No※】

【※No※】

脅威検出のインサイト
ルックアップ

はい

【※No※】

【※No※】

Bloodhound

はい

【※No※】

【※No※】

SONAR

はい
リモートコンピュータのスキャン
(14)
疑わしい動作の検出 (14)

【※No※】

【※No※】

早期起動マルウェア対策
ドライバ

Windows 8 以降、Windows Server 【※No※】
2012 以降

【※No※】

Power Eraser

はい (12.1.5)

【※No※】

【※No※】

エンドポイントの検出と
レスポンスの有効化

はい (12.1.6)

【※No※】

【※No※】

Shared Insight Cache

はい
vShield 対応 (12.1.6 以降)

【※No※】

【※No※】

仮想イメージの例外

はい

【※No※】

【※No※】

スキャン対象

する）
• 検疫
• 削除
• 放置する（ログのみ）
この処理は、シマンテック社が
定期的に更新するカテゴリのマル
ウェアとセキュリティリスクに適
用されます。
スキャンを停止する
スキャンを一時停止する
スキャンを休止する
コンピュータがアイドル状態
のときだけスキャンする

•
•

したフォルダ
ハードディスクドライブとリ
ムーバブルドライブ
圧縮ファイル内のファイル

カスタムスキャン

する

• すべてのファイル
• すべてのフォルダまたは選択
したフォルダ

• 選択した拡張子
• 圧縮ファイル内のファイル
• セキュリティリスク

カスタムスキャン

詳細については、次を参照してください。

• クライアントコンピュータに対するウイルスとスパイウェアの攻撃の防止と処理
• Symantec Endpoint Protection の仮想インフラストラクチャでの使用
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プラットフォームに基づく侵入防止およびメモリ エクスプロイト緩和機能ポリシーの設定

Table 217: プラットフォームに基づく侵入防止ポリシーの設定
ポリシー設定
侵入防止シグネチャの例外

Windows
はい

Mac (12.1.4)
はい

Note: カスタム例外はブラウザ保護シグネチャ
ではサポートされません。
ユーザー通知の表示/非表示

はい

はい

除外ホストの有効と無効を切り替
える

はい

はい

カスタム IPS シグネチャ

はい

【※No※】

ネットワーク侵入防止の有効と無
効を切り替える

はい

はい

LiveUpdate が IPS コンテンツを
更新する

はい

はい

管理サーバーが IPS コンテンツを はい
更新する

いいえ **

クライアントパッケージは IPS を はい
含みます

はい

ネットワーク侵入防止

はい

はい

ブラウザの侵入防止

はい
• ログのみのモード（12.1.6）

【※No※】

除外ホスト (ネットワーク侵入防
止)

はい

はい

** LiveUpdate コンテンツのリバースプロキシとして Symantec Endpoint Protection Manager とともにインストールする
Apache Web サーバーを設定できます。
詳細については、次を参照してください。

• Mac および Linux クライアントがリバースプロキシとして Apache Web サーバーを使用して、LiveUpdate 内容をダ
•

ウンロードすることを有効にすること
侵入防止の管理

Table 218: プラットフォームに基づくメモリエクスプロイト緩和機能ポリシーの設定
ポリシー設定
メモリエクスプロイト緩和機能
汎用エクスプロイト緩和機能 (14
MPx)

Windows

Mac (12.1.4)

はい (14)
【※No※】
誤検知の微調整
(14.0.1)
•
• カスタムアプリケーション (14.1、クラウド
のみ)

詳細については、次を参照してください。
メモリエクスプロイト緩和機能ポリシーを使用した、メモリ改ざんの試みに対する Windows クライアントの強化
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プラットフォームに基づく LiveUpdate ポリシー設定

Table 219: プラットフォームに基づく LiveUpdate ポリシー設定
ポリシー設定
デフォルト管理サーバー
を使う

Windows
はい

Mac

Linux

いいえ **

いいえ **

LiveUpdate サーバーを使 はい
う（内部または外部）

はい

はい

GUP（Group Update
Provider）を使います

はい

【※No※】

【※No※】

サードパーティコンテン
ツ管理を有効にする

はい

【※No※】

【※No※】

定義の有効化/無効化

はい

はい

【※No※】

縮小サイズの定義
（12.1.6）

はい

【※No※】

【※No※】

Intelligent Updater を実行
して内容を更新

• ウイルス定義とスパイウェア

ウイルス定義とスパイウェア定義

ウイルス定義とスパイウェア定義

•
•

定義
SONAR (12.1.3 以降)
IPS 定義（12.1.3 以降）

LiveUpdate プロキシの設 はい
定

• 頻度
• ダウンロードランダム化

• 頻度
• 再試行時間帯
• ダウンロードランダム化

標準 HTTP ヘッダーを使 デフォルトで可能
用 (12.1.6 以前)

デフォルトで可能

デフォルトで可能

クライアントのセキュリ
ティパッチ

はい (14)

【※No※】

【※No※】

アプリケーション制御の
コンテンツ

サポート対象 (14.2)

【※No※】

【※No※】

LiveUpdate のスケジュー
ル設定

•
•
•
•

ただし、LiveUpdate のポリシーで はい
設定されません。この設定を行う
には、［クライアント］>［ポリ
シー］>［外部通信の設定］の順
に選択します。

•

頻度
再試行時間帯
ダウンロードランダム化
コンピュータがアイドル状態
のときに実行
LiveUpdate をスキップするオ
プション

** LiveUpdate コンテンツのリバースプロキシとして Symantec Endpoint Protection Manager とともにインストールする
Apache Web サーバーを設定できます。
詳細については、次を参照してください。

• Mac および Linux クライアントがリバースプロキシとして Apache Web サーバーを使用して、LiveUpdate 内容をダ
•
•
•

ウンロードすることを有効にすること
クライアントのインストールの種類を選択する方法
クライアント上のコンテンツと定義を更新する方法
Intelligent Updater ファイルを使用した Symantec Endpoint Protection クライアントのコンテンツの更新
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プラットフォームに基づく Web とクラウドのアクセス保護 ポリシー設定
統合ポリシーは、バージョン 14.0.1 MP1 以降で利用できます。統合ポリシーは、14.3 RU1 で Network Traffic
Redirection ポリシーに、14.3 RU2 で Web とクラウドのアクセス保護 に名前が変更されました。
ポリシー設定
PAC ファイル方式
• ローカルプロキシ
サービス

Windows
はい

Mac

Linux

はい
いいえ
• 14.2 RU2 以降でサポートされ
ています。

トンネル方式 (14.3 RU1) はい、64 ビット版 Windows 10 の 【※No※】
み

詳細については、次を参照してください。
Web とクラウドのアクセス保護 の設定
プラットフォームに基づくポリシー設定

Table 220: プラットフォームに基づくポリシー設定
ポリシー設定
サーバーベースの例外

Windows

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

クライアントの制限 (エ
ンドユーザーがクライア
ントコンピュータに追加
できる制限事項を制御)

アプリケーション
監視するアプリケーション
拡張子
ファイル
フォルダ
既知のリスク
信頼できる Web ドメイン
改変対策例外
DNS またはホストファイルの
変更例外
証明書 (14.0.1)

はい

Mac

Linux

• ファイルまたはフォルダのセ

• フォルダ
• 拡張子

【※No※】

【※No※】

キュリティリスクの例外

詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection の例外の管理
プラットフォーム別 Device Control の差異
アプリケーション制御は Windows コンピュータのみで実行されます。
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Table 221: プラットフォーム別 Device Control の差異
Windows

Mac

Device Control はクラス ID （GUID）とデバイス ID にのみ基づい Device Control はファイルシステムレベルで働きます。ボリュー
て働きます。
ムレベルタスク（コマンドラインやディスクユーティリティを
使って実行できるボリュームレベルタスクなど）は影響を受けま
せん。
Device Control は、星印（アスタリスク（*））が付いたクラス
ID やデバイス ID でワイルドカードの照合を実行します。

ハードウェアデバイスのリストには、デフォルトで多くの種類の
共通デバイスが記載されています。

Device Control は、正規表現 (regexp) の照合を実行し、次の特定
の操作に限定されます。
• . (ドット)
• \ （バックスラッシュ）
• [set], [^Set] （セット）
• * （星印（アスタリスク））
• + （プラス）
次の 5 種類のデバイスから選択できます。
• Thunderbolt
• CD/DVD
• USB
• FireWire
• SD カード
ハードウェアデバイスのリストは使いません。

クラス ID またはデバイス ID 別のハードウェアデバイスのリスト カスタムデバイスは追加できません。
にカスタムデバイスを追加できます。
遮断する（または遮断から除外する）デバイスは、ハードウェア
デバイスのリストからのみ派生します。リストには、追加したカ
スタムデバイスとそれらのデフォルトの共通デバイスの種類が記
載されています。

遮断する（または遮断から除外する）デバイスは、前述のデバイ
スの種類から選択します。製造元、モデル、シリアル番号は空白
にすることも、正規表現（regexp）のクエリーで定義することも
できます。製造元、モデル、シリアル番号の範囲などが異なる似
たようなデバイスの範囲を定義する場合に正規表現を使うことが
できます。

一度に複数の種類のデバイスを追加できます。

一度に追加できるデバイスの種類は 1 つのみです。

遮断、または遮断から除外する（遮断からの除外を許可する）処
理を実行します。

遮断、またはマウント権限で遮断から除外する（遮断からの除外
を許可する）処理を実行します。
次のマウント権限がサポートされます。
• 読み込み専用
• 読み込みと書き込み
• 読み込みと実行
• 読み込み、書き込み、実行

デバイス制御のクライアント通知をカスタマイズできます。

デバイス制御のクライアント通知をカスタマイズできません。

詳細については、次を参照してください。
デバイス制御の管理

Windows クライアント用の Symantec Endpoint Protection 機能の依存関
係
一部のポリシー機能は、互いに Windows クライアントコンピュータで完全な保護を提供するように要求します。
WARNING
シマンテック社では、Insight ルックアップを無効にしないことを推奨しています。
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Table 222: 保護機能の依存関係
機能

相互運用性に関するメモ

ダウンロード保護

ダウンロード保護は Auto-Protect の一部で、URL を追跡する機能を Symantec Endpoint
Protection に付与します。URL 追跡はいくつかのポリシー機能のために必要です。
ダウンロード保護なしで Symantec Endpoint Protection をインストールすると、ダウンロードイ
ンサイトの機能は限定されたものになります。ブラウザの侵入防止と SONAR にはダウンロード
保護が必要です。
［イントラネット Web サイトからダウンロードしたファイルを自動的に信頼する］オプション
にもダウンロード保護が必要です。

ダウンロードインサイト

ダウンロードインサイトには次の依存関係があります。
• Auto-Protect の有効化が必要
自動保護を無効にしている場合、ダウンロードインサイトが有効になっていてもダウンロー
ドインサイトは機能できません。
• Insight ルックアップの有効化が必要
シマンテック社では、インサイトルックアップオプションを有効のままにしておくことを推
奨しています。このオプションを無効にすると、ダウンロードインサイトは完全に無効にな
ります。
Note: 基本的なダウンロード保護がインストールされていない場合、クライアントのダウンロー
ドインサイトはレベル 1 で動作します。ポリシーで設定したどのレベルも適用されません。ま
た、ユーザーは感度を調整できません。
ダウンロードインサイトを無効にしても、［イントラネット Web サイトからダウンロードした
ファイルを自動的に信頼する］オプションは引き続き機能します。
ダウンロードインサイトを無効にすると、ポータル検出も無効になります。これにより、自動保
護スキャンと定時スキャンとオンデマンドスキャンはすべてのファイルをポータル以外のファイ
ルとして評価し、シマンテック社が設定した感度レベルを使うことになります。次のサイトを参
照してください。
ダウンロードインサイト検出の管理

インサイトルックアップ (12.1.x
クライアント) とクラウド保護

インサイトルックアップは、クラウドの Symantec Insight 評価データベースを使ってサポート対
象のポータルからダウンロードしたファイルについて判断をします。
14 以降:
• インサイトルックアップの機能は、標準クライアントと埋め込み/VDI クライアントで自動保
護スキャン、定時スキャン、オンデマンドスキャンの一部として自動的に動作します。標準
クライアントと埋め込み/VDI クライアントはクラウド対応コンテンツをサポートします。
• 12.1.x クライアントのスキャン設定でインサイトルックアップを有効または無効にすること
ができますが、インサイトルックアップに対して特定の感度レベルを設定することはできな
くなります。レガシーのインサイトルックアップは、ダウンロードインサイトポリシーで設
定される感度レベルを使います。
詳細については、次を参照してください。
Windows クライアントがクラウドから定義を受け取る方法
クラウドスキャンと 12.1.x インサイトルックアップには次の機能依存関係があります。
• Insight ルックアップが有効になっている必要があります。そうでない場合、クラウドスキャ
ンとインサイトルックアップは機能できません。
• ファイルをポータルファイルとしてマーク付けできるように、ダウンロードインサイトを有
効にする必要があります。
• ダウンロードインサイトが無効の場合、クラウドスキャンとインサイトルックアップは引き
続き機能します。最も悪意のあるファイルのみを検出するシマンテック社が自動的に設定す
る感度レベルを使用します。
Note: (12.1.x クライアントのみ) クラウドルックアップは、クライアントコンピュータのフォル
ダまたはドライブを右クリックして実行するスキャンに適用されません。ただし、クラウドルッ
クアップは、選択したポータルファイルを右クリックして実行するスキャンに適用されます。
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機能

相互運用性に関するメモ

SONAR

SONAR には次の依存関係があります。
• ダウンロード保護がインストールされている必要があります。
• Auto-Protect が有効になっている必要があります。
Auto-Protect が無効な場合、SONAR はいくつの検出機能を使用できず、クライアントで誤動
作しているかのように見受けられます。ただし、SONAR は Auto-Protect が無効な場合でも
ヒューリスティック脅威を検出できます。
• Insight ルックアップが有効になっている必要があります。
Insight ルックアップを使わない場合、SONAR は実行されますが検出を行うことができませ
ん。まれに、SONAR はインサイトルックアップを使わずに検出することができる場合があり
ます。Symantec Endpoint Protection が特定のファイルに関する評価情報を以前にキャッシュ
に保存している場合、SONAR はキャッシュに保存された情報を使う場合があります。
詳細については、次を参照してください。
SONAR の管理

ブラウザの侵入防止

ダウンロード保護がインストールされている必要があります。ダウンロードインサイトは有効と
無効のどちらにもできます。

信頼できる Web ドメインの例外

例外は、ダウンロード保護がインストールされている場合にのみ適用されます。

カスタム IPS シグネチャ

ファイアウォールを使用します。次のサイトを参照してください。
カスタム侵入防止シグネチャの管理

Power Eraser

インサイトルックアップを使用します。
Power Eraser は評価情報を使い、ファイルを検査します。Power Eraser にはデフォルトの評価
感度設定があります。これは変更できません。オプションの［脅威検出のインサイトルックアッ
プを許可する］を無効にした場合、Power Eraser は Symantec Insight からの評価情報を利用で
きません。インサイトなしでは、Power Eraser はわずかしか検出できず、検出した場合も誤認で
ある可能性が高くなります。
Note: Power Eraser は Symantec Endpoint Protection Manager では設定できない独自の評価しき
い値を使用します。Power Eraser はダウンロードインサイト設定を使用しません。
詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールから Power Eraser を実行する前に知るべき
こと

メモリエクスプロイト緩和機能
(バージョン 14 では汎用エクスプ
ロイト緩和機能)

侵入防止がインストールされている必要があります。侵入防止は有効と無効のどちらにもできま
す。

詳しい情報
クライアントにインストールするセキュリティ機能の選択

Symantec Endpoint Protection に含まれるツール
この記事では、Symantec Endpoint Protection に含まれるツールとその使用方法について説明します。

• インストールファイルに含まれているツール
• Symantec Endpoint Protection Manager と一緒にインストールされるツール
インストールファイルに含まれているツール
以下のツールとマニュアルは、Broadcom Download Management ページからダウンロードする Symantec Endpoint
Protectionインストール ファイルの \Tools フォルダにあります。
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ApacheReverseProxy （12.1.4 以降）
CentralQ （12.1.6 以前）
CleanWipe
ContentDistributionMonitor （SEPMMonitor）
ディセプション （14.0.1）
DeviceInfo （14）、DevViewer
統合 （WebServicesDocumentation）
IT Analytics
JAWS
LiveUpdate Administrator
サポート外 > MoveClient
サポート外 > Qextract
サポート外 > SEPprep（12.1.6 以前）
OfflineImageScanner（12.1.6 以前）
PushDeploymentWizard
SylinkDrop
SymDiag （SymHelp）
仮想化
WebServicesDocumentation （統合）

Symantec Endpoint Protection のすべてのバージョンの製品ガイド
ApacheReverseProxy （12.1.4 以降）
このツールを使って、Symantec Endpoint Protection Manager で Apache Web サーバーを設定して、Mac クライアント
と Linux クライアントが Web サーバーを介して LiveUpdate コンテンツをダウンロードできるようにします。新しいコ
ンテンツが公開されるたびに、Apache Web サーバーが Symantec Endpoint Protection Manager と連動して、Mac と
Linux クライアント用の LiveUpdate コンテンツをローカルにダウンロードしてキャッシュに保存します。
このツールは、クライアント数が少ないネットワークに適しています。
CentralQ （12.1.6 以前）
Symantec Endpoint Protection では、感染ファイルとそれらの関連する副作用が格納されたパッケージをローカル検疫か
ら中央検疫に自動的に転送できます。中央検疫を使うと、より簡単に犯跡情報を収集できます。このツールを使うと、感
染したコンピュータに直接にアクセスせずに、そのコンピュータからサンプルを取得できます。
次の場合に、Symantec Endpoint Protection 環境で検疫サーバーを使います。

• Symantec Endpoint Protection から疑わしい脅威サンプルを取得する。
• これらのサンプルをセキュリティレスポンスに自動的に提出する。
• 検疫サーバーにのみ提出された疑わしい脅威に固有のラピッドリリース定義をダウンロードする。これらの定義は、
脅威の発生元である Symantec Endpoint Protection クライアントにプッシュされません。次のサイトを参照してくだ
さい。
ラピッドリリースウイルス定義

詳細については、次を参照してください。
Symantec Endpoint Protection 環境で検疫サーバを使用する際のベスト プラクティス
CleanWipe
CleanWipe は Symantec Endpoint Protection 製品をアンインストールします。CleanWipe は、Windows のコントロール
パネルなどその他のアンインストール方法が失敗した後の最終手段としてのみ使ってください。次のサイトを参照してく
ださい。
Symantec Endpoint Protection のアンインストール
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このツールは次の場所（64 ビット）にあります。C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\Tools
ContentDistributionMonitor （SEPMMonitor）
ContentDistributionMonitor ツールを使うと、お使いの環境で複数のグループ更新プロバイダ (GUP) を管理、監視できま
す。このツールは、GUP の健全性とコンテンツの配布状態をグラフィックで表示します。次のサイトを参照してくださ
い。
「Symantec Endpoint Protection コンテンツ配布監視ツール」を参照してください。
ディセプション （14.0.1）
「ディセプタ」を使用しているエンドポイントで、ディセプションを使用して敵対者の活動を検出します。このアプロー
チは、攻撃者がネットワークの基本的な防御をすでに突破し、環境で偵察を行っているということを根底で仮定していま
す。攻撃者は、ドメインコントローラやデータベースの資格情報のような重要な資産を見つけようとします。
DeviceInfo （14）、DevViewer
DeviceInfo（ Mac 用、バージョン 14 現在）と DevViewer（Windows 用）を使って、特定のデバイスのデバイス製造
元、モデルまたはシリアル番号を取得します。この情報をハードウェアデバイスリストに追加します。次にデバイス ID
をデバイス制御ポリシーに追加して、クライアントコンピュータのデバイスを許可または遮断します。
以下の場所にある「Attachments」から DevViewer をダウンロードします。
DevViewer を使用して Endpoint Protection でデバイスの遮断に使用するハードウェア デバイス ID を見つける
詳細については、次を参照してください。

• ハードウェアデバイスリストへのハードウェアデバイスの追加
• Endpoint Protection におけるデバイスのブロックまたは許可
統合 （WebServicesDocumentation）
バージョン 14 で、Integration フォルダの名前が WebServicesDocumentation に変更されました。次のサイトを参照
してください。
ハードウェアデバイスリストへのハードウェアデバイスの追加
IT Analytics
IT Analytics ソフトウェアは、カスタムレポートとカスタムクエリーの作成を可能にすることで、Symantec Endpoint
Protection の組み込みレポートを拡張します。 Symantec Endpoint Protection Manager データベースに含まれるデータに
基づいた多次元分析とグラフィカルレポート作成機能を提供します。この機能により、データベースやサードパーティレ
ポート作成ツールに関する高度な知識なしで、独自にデータを攻略できます。
JAWS
JAWS スクリーンリーダープログラムとスクリプトセットにより、Symantec Endpoint Protection のメニューとダイアロ
グの閲覧が容易になります。JAWS は第 508 条の製品アクセシビリティに準拠する補助技術です。
LiveUpdate Administrator
Symantec LiveUpdate Administrator は Symantec Endpoint Protection と別途のスタンドアロン Web アプリケーションで
す。LiveUpdate Administrator は LiveUpdate 公開サーバーのコンテンツをミラー化し、そのコンテンツを内蔵 Web サー
バーを介してシマンテック製品に内部的に提供します。
LiveUpdate Administrator は Symantec Endpoint Protection のオプションコンポーネントです。Symantec Endpoint
Protection クライアントの更新には必要ありません。デフォルトで、Symantec Endpoint Protection Manager は
LiveUpdate Administrator ではなく LiveUpdate 技術を使って、シマンテック社の LiveUpdate 公開サーバーからコンテン
ツを直接にダウンロードします。
LiveUpdate Administrator は一部の状況で使うことができます。たとえば、多数の非 Windows クライアントにコンテン
ツをダウンロードしたり、Symantec Endpoint Protection Manager がコンテンツをダウンロードできない場合にクライア
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ントにコンテンツをダウンロードしなければならない場合があります。したがって、LiveUpdate Administrator サーバー
をインストールしてから、コンテンツをダウンロードするように Symantec Endpoint Protection Manager を設定するこ
とができます。次のサイトを参照してください。
LiveUpdate Administrator を使う場合
LiveUpdate Administrator とマニュアルをダウンロードするには、以下を参照してください。

• LiveUpdate Administrator （LUA）のダウンロード
• LiveUpdate Administrator のリリース ノートと修正メモ
サポート外 > MoveClient
MoveClient は、クライアントのホスト名、ユーザー名、IP アドレス、またはオペレーティングシステムに基づいて
Symantec Endpoint Protection Manager グループ間でクライアントを移動する Visual Basic スクリプトです。クライアン
トのユーザーモードとコンピュータモードを切り替えます。次のサイトを参照してください。
Windows クライアントのユーザーモードとコンピュータモードの切り替え
サポート外 > Qextract
Qextract は、クライアントのローカル検疫からファイルを抽出して復元します。このツールが必要になるのは、 クラ
イアントで検疫されたファイルが誤認であるとわかった場合です。
サポート外 > SEPprep（12.1.6 以前）
SEPprep は、競合他社のウイルス対策製品を自動的にアンインストールするサポート対象外のツールです。ノートンか
ら Symantec Endpoint Protection に移行する場合、SEPprep はシマンテック社の Norton ™ 製品もアンインストールしま
す。
競合他社の製品をアンインストールするスクリプトに SEPprep をパッケージ化して、Symantec Endpoint Protection イ
ンストーラを自動的かつサイレントに起動できます。
競合他社の製品をアンインストールするには、SEPprep ではなく、クライアント配備ウィザードを使います。ウィザー
ドの［クライアントインストールの設定］タブで［既存のサードパーティのセキュリティソフトウェアを自動的にアンイ
ンストール］をクリックします。
詳細については、次を参照してください。

• 既存のセキュリティソフトウェアをアンインストールするためのクライアントパッケージの設定
• SEPprep を使用したサードパーティ製セキュリティソフトウェアのアンインストール
クライアント配備ウィザードでアンインストールされる製品のリストについては、以下を参照してください。
Endpoint Protection 14 でのサードパーティ製セキュリティソフトウェアの削除
SEPprep はシマンテック製品をアンインストールしません。ただし、バージョン 14 以降では、CleanWipe がクライア
ント配備ウィザードに組み込まれて、Symantec Endpoint Protection クライアントを含むその他のシマンテック製品を削
除できるようになりました。
OfflineImageScanner（12.1.6 以前）
このツールは、オフラインの VMware 仮想ディスク（.vmdk ファイル）をスキャンして、脅威を検出します。次のサイ
トを参照してください。
Symantec Offline Image Scanner ツールについて
PushDeploymentWizard
プッシュ配備ウィザードを使って、Symantec Endpoint Protection クライアントインストールパッケージを対象コン
ピュータに配備します。プッシュ配備ウィザードは、Symantec Endpoint Protection Manager のクライアント配備ウィ
ザードに相当します。通常、このウィザードはコンピュータまたはリモートコンピュータの小規模なグループに配備する
ときに使います。次のサイトを参照してください。
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詳しくは、「Overview of the Push Deployment Wizard in Symantec Endpoint Protection」を参照してください。
SylinkDrop
Sylink.xml ファイルには Windows クライアントまたは Mac クライアントと Symantec Endpoint Protection Manager
間の通信設定が含まれています。クライアントと Symantec Endpoint Protection Manager との通信が切断された場合
は、SylinkDrop ツールを使って、クライアントコンピュータの既存の Sylink.xml ファイルを新しい Sylink.xml ファイル
で置き換えます。
Sylink.xml ファイルの置換では次のタスクが実行されます。

•
•
•
•
•

管理下クライアントに管理外クライアントを変換する
新しいドメインか管理サーバーにクライアントを移行するか、または移動する
管理サーバーで修正できないクライアントに対する通信の破損を復元する
1 つのサーバーから複製パートナーではない別のサーバーにクライアントを移動する
1 つのドメインから別のものにクライアントを移動する

このツールは Windows クライアント専用として使うこともできます。このツールは次の場所に配置されています（64
ビット版）。C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools
詳細については、次を参照してください。
SylinkDrop ツールを使ったクライアントとサーバー間の通信設定の復元
SymDiag （SymHelp）
バージョン 14 で、SymHelp ツールの名前が Symantec Diagnostic (SymDiag) に変更されました。
SymDiag は、よくある問題を特定して、サポートが支援するトラブルシューティングのためのデータを収集し、他のお
客様の自力での解決やサポートリソースへのリンクを提供するマルチ製品診断ツールです。SymDiag では、シマンテッ
ク製品や潜在的なマルウェアの発見に役立つ脅威分析スキャンのライセンスとメンテナンスの状態も提供します。
仮想化
この仮想ツールは、仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）環境にインストールされているクライアントのス
キャンパフォーマンスを向上します。

• SecurityVirtualAppliance (12.1.6 以前)

•

•

シマンテック社のセキュリティ仮想アプライアンスには、VMware vShield インフラストラクチャで使う vShield 対応
の共有インサイトキャッシュが含まれます。次のサイトを参照してください。
– セキュリティ仮想アプライアンスのインストールに必要なタスク
– Symantec Endpoint Protection のセキュリティ仮想アプライアンスのインストール
SharedInsightCache
共有インサイトキャッシュツールは、Symantec Endpoint Protection クライアントがクリーンであると判断したファ
イルをスキャンしないことによって、仮想化された環境のスキャンパフォーマンスを向上します。クライアントが
ファイルの脅威をスキャンし、それがクリーンであると判断すると、クライアントはファイルについての情報を共有
インサイトキャッシュに提出します。
その後で別のクライアントが同じファイルのスキャンを試みたときは、そのクライアントが共有インサイトキャッ
シュに照会して、ファイルがクリーンかどうかを確認できます。ファイルがクリーンな場合、クライアントはその特
定ファイルをスキャンしません。ファイルがクリーンでない場合、クライアントはファイルのウイルスをスキャンし
て、その結果を共有インサイトキャッシュに提出します。
共有インサイトキャッシュはクライアントとは独立して実行する Web サービスです。ただし、クライアントが共有
インサイトキャッシュと通信できるように、Symantec Endpoint Protection を設定して共有インサイトキャッシュの
場所を指定する必要があります。Shared Insight Cache は HTTP または HTTPS によってクライアントと通信しま
す。クライアントの HTTP 接続は、スキャンが終了するまで維持されます。次のサイトを参照してください。
SEP 共有インサイトキャッシュのインストールと設定
仮想イメージの例外
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VDI 環境のパフォーマンスとセキュリティを向上するための一般的な手段では、必要に応じて基本イメージを使っ
て仮想マシンセッションを構築します。シマンテック社の仮想イメージ例外ツールを使うと、Symantec Endpoint
Protection クライアントで基本イメージファイルの脅威のスキャンをバイパスできるため、ディスク I/O のリソース
負荷を軽減できます。さらに、VDI 環境の CPU スキャンプロセスのパフォーマンスも向上します。次のサイトを参
照してください。
Symantec 仮想イメージ例外ツールについて
WebServicesDocumentation （統合）
12.1.6 以前の場合、このツールは \Tools\Integration フォルダにあります。
Symantec Endpoint Protection には、リモート監視および管理 (RMM) アプリケーションのサポートを提供するた
め、Web サービスの形式で公開 API のセットが含まれています。これらの Web サービスはクライアントと管理サー
バー上で機能を提供します。Symantec Endpoint Protection Web サービスに対するすべての呼び出しは OAuth を使って
認証され、認証済みの Symantec Endpoint Protection 管理者のアクセスのみを許可します。開発者は、これらの API を
使って、所属する会社のサードパーティネットワークセキュリティソリューションを Symantec Endpoint Protection 管理
サーバーとクライアントと統合します。
リモート管理とリモート監視のサポートを提供します。リモート管理は、サードパーティのソリューションまたはカスタ
ムコンソールに基本的なクライアントと管理サーバーの機能を統合できる、Web サービス形式の公開 API を使って提供
されます。リモート監視は公式にサポートされているレジストリキーと Windows イベントログ記録を使って提供されま
す。
リモート管理用の Web サービスは次のタスクを実行できます。

• Windows イベントログへのライセンス状態の報告に加えて、Web サービス呼び出し別に管理サーバーのライセンス
状態とコンテンツ状態を報告する。

• 更新、更新とスキャン、再起動などのコマンドをクライアントに送信する。
• クライアントに配布されるポリシーを管理する。ポリシーは別の管理サーバーからインポートしたり、別の管理サー
バーのグループまたは場所に割り当てたりできます。

Symantec Endpoint Protection Manager と一緒にインストールされるツール
次のツールは Symantec Endpoint Protection Manager と一緒に次の場所にインストールされます。C:\Program Files
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools

•
•
•
•
•
•

CleanWipe
CollectLog
データベース検証
SetSQLServerTLSEncryption
SylinkDrop
Symantec Endpoint Protection Manager API リファレンス

CollectLog
CollectLog.cmd は Symantec Endpoint Protection Manager ログを圧縮 .zip ファイルにアーカイブします。この .zip ファ
イルは、トラブルシューティングの目的でシマンテック社のサポートまたは別の管理者に送信します。
このツールは次の場所（64 ビット）にあります。C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\Tools
データベース検証
dbvalidator.bat を使って、Symantec Endpoint Protection Manager を実行するデータベースの問題に対するサポートの診
断を支援します。
このツールは次の場所（64 ビット）にあります。C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\Tools
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SetSQLServerTLSEncryption（14）
Symantec Endpoint Protection Manager は、デフォルトで暗号化されたチャネル上で Microsoft SQL Server と通信しま
す。このツールを使うと、管理サーバーと Microsoft SQL Server 間の通信で TLS 暗号化を無効または有効にできます。
バージョン 14 では、このツールは Microsoft SQL Server データベースを使うように設定した管理サーバーインストール
で使うことができます。
このツールは、Symantec Endpoint Protection Manager と共に次の場所（64 ビット）にインストールされます。C:
\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools
Symantec Endpoint Protection Manager API リファレンス (14)
Symantec Endpoint Protection Manager には、Endpoint Detection and Response (EDR) から Symantec Endpoint
Protection Manager に接続して操作する一連の REST API が含まれています。 Symantec Endpoint Protection Manager
にアクセスできない場合は、これらの API を使います。マニュアルは次の場所にあります。

• Symantec Endpoint Protection Manager サーバー上の次のアドレス（URL 内の SEPM-IP は Symantec Endpoint

•

Protection Manager サーバーの IP アドレスです）
https://SEPM-IP:8446/sepm/restapidocs.html
IP アドレスには IPv4 と IPv6 があります。IPv6 アドレスは次のように角カッコで囲む必要があります: http://
[<SEPMServer>]:<#####>
API ドキュメント。次のサイトを参照してください。
Endpoint Security REST API のマニュアル

Symantec Endpoint Protection と Symantec Endpoint Security での
Windows クライアントサービス smc のコマンド
smc (または smc.exe) コマンドラインインターフェースを使って Windows クライアントサービスを実行できます。smc
コマンドは、クライアントをリモートで実行するスクリプトで使うことができます。たとえば、1 つのアプリケーション
を複数のクライアントにインストールするためにクライアントを停止する必要があります。スクリプトを使って一度にす
べてのクライアントを停止または再起動できます。
クライアントサービスは smc -start パラメータを除いてコマンドラインパラメータを使って実行する必要があります。
コマンドラインパラメータは、大文字と小文字を区別しません。一部のパラメータでは、パスワードが必要になることが
あります。クライアントは、UNC パスをサポートしません。
smc コマンド ライン インターフェースを使用して Windows コマンドを実行する方法

1. クライアントコンピュータで、［開始］ > ［実行］をクリックし、cmd と入力します。
2. ［コマンド プロンプト］ウィンドウで、以下のいずれかのタスクを実行します。
– パラメータでパスワードが必要ない場合は、以下を入力します。
smc -parameter
ここで、 parameter はパラメータです。
– パラメータでパスワードが必要な場合は、以下を入力します。
• smc -p password -parameter
例: smc -p password -exportconfig c:\profile.xml
NOTE
コマンドの前に smc サービスのインストールパスを入力する必要があります。たとえば、Symantec
Endpoint Protection がデフォルトの場所にインストールされている 64 ビット Windows システムでは、
以下を入力します。
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe
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Table 223: smc のパラメータ
パラメータ

説明

適用先

smc -start *

クライアントサービスを開始します。
0 または -1 が返されます。

すべてのサポート対象バー
ジョン

smc -stop *†

クライアントサービスを停止し、メモリからアンロードします。
このコマンドがパスワードで保護されている場合、エンドユーザーが正
しいパスワードを入力してから 1 分以内にクライアントが無効になりま
す。
0 または -1 が返されます。

すべてのサポート対象バー
ジョン

smc -cloudmanaged
クラウド管理のデバイスを別のクラウドドメインまたはテナントに移動 14.2 RU1 現在
path\to
します。
\Symantec_Agent_Setup.exe
クライアントコンピュータを Symantec Endpoint Protection Manager 管
理からクラウドコンソール管理に移動します。
移動先のクラウドドメインまたはテナント
に、Symantec_Agent_Setup.exe インストールファイルが必要で
す。このファイルはクラウドコンソールからダウンロードします。次の
サイトを参照してください。
smc を使用したデバイスのテナントまたはドメインの変更
smc -enable -ntp
smc -disable -ntp †

Symantec Endpoint Protection ファイアウォールと侵入防止システムを
有効/無効にします。

すべてのサポート対象バー
ジョン
14.2 RU1 以降、disable ではパスワード
が必要

smc -enable -mem *
smc -disable -mem *

Symantec Endpoint Protection メモリエクスプロイト緩和機能システム
を有効/無効にします。

バージョン 14 MP1 現在

Symantec Endpoint Protection 汎用メモリエクスプロイト緩和機能シス
テムを有効/無効にします。
この機能は、以降のバージョンではメモリエクスプロイト緩和機能と呼
ばれます。

バージョン 14 のみ

smc -dismissgui

クライアントユーザーインターフェースを閉じます。
クライアントは引き続き動作し、クライアントコンピュータを保護しま
す。
0 が返されます。

すべてのサポート対象バー
ジョン

smc -exportconfig *†

クライアントの設定ファイルを .xml ファイルにエクスポートします。設 すべてのサポート対象バー
定ファイルには、次の管理サーバー設定が含まれています。
ジョン
• ポリシー
• グループ
• セキュリティの設定
• ユーザーインターフェースの設定
パス名とファイル名を指定する必要があります。たとえば、以下のコマ
ンドを入力できます。
smc -exportconfig C:\My Documents\MyCompanyprofile.xml
0、-1、-5、-6 のいずれかが返されます。

バージョン 14: smc enable -gem *
バージョン 14: smc disable -gem *
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パラメータ

説明

適用先

smc -exportlog

ログのコンテンツ全体を .txt ファイルにエクスポートします。
すべてのサポート対象バー
ジョン
ログをエクスポートするには、次の構文を使います。
smc -exportlog log_type 0 -1 output_file
前述の引数について説明します。
log_type は次のとおりです。
• 0 = システムログ
• 1 = セキュリティログ
• 2 = トラフィックログ
• 3 = パケットログ
• 4 = 制御ログ
たとえば、以下のような構文を入力できます。
smc -exportlog 2 0 -1 c:\temp\TrafficLog
ここで、0 はファイルの先頭を意味し、-1 はファイルの末尾を意味
します。
エクスポートできるのは、制御ログ、パケットログ、セキュリティロ
グ、システムログ、トラフィックログのみです。
名前 output_file は、エクスポート先のファイルに割り当てるパス名と
ファイル名です。
0、-2、-5 のいずれかが返されます。

smc -exportadvrule *†

クライアントのファイアウォールルールを .xml ファイルにエクスポー
すべてのサポート対象バー
トします。エクスポートされたルールは管理対象外クライアントまたは ジョン
クライアント制御モードと混合モードの管理下クライアントにのみイン
ポートできます。サーバー制御モードの管理下クライアントでは、これ
らのルールは無視されます。
パス名とファイル名を指定する必要があります。たとえば、以下のコマ
ンドを入力できます。
smc -exportadvrule C:\myrules.xml
0、-1、-5、-6 のいずれかが返されます。
設定ファイルとファイアウォールルールをインポートするときには、次
のルールが適用される点に注意してください。
• 設定ファイルまたはファイアウォールルールファイルは、マップした
ネットワークドライブから直接インポートすることはできません。
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パラメータ

説明

適用先

smc -importadvrule *†

ファイアウォールルールをクライアントにインポートします。インポー すべてのサポート対象バー
トしたルールは、既存のルールを上書きします。次のルールをインポー ジョン
トできます。
• smc -exportadvrule を通じてエクスポートした .xml 形式のルー
ル
• クライアントユーザーインターフェースからエクスポートした .sar
形式のルール
クライアントが管理対象外である場合、または管理下クライアントがク
ライアント制御モードあるいは混合モードである場合にのみ、ファイア
ウォールルールをインポートできます。サーバー制御モードの管理下ク
ライアントでは、これらのルールは無視されます。
ファイアウォールルールをインポートするには、.xml または .sar ファイ
ルをインポートします。たとえば、以下のコマンドを入力できます。
smc -importadvrule C:\myrules.xml
ルールをインポートすると、システムログにエントリが追加されます。
0、-1、-5、-6 のいずれかが返されます。
ルールを上書きするのではなく追加するには、クライアントユーザーイ
ンターフェース内から［ルールのインポート］を使用します。
詳細については、次を参照してください。
• ユーザーによるクライアントのユーザーインターフェースの変更を防
止、許可
• クライアント上でのファイアウォールルールのエクスポートまたはイ
ンポート

smc -importconfig *†

インポートされた設定ファイルでクライアントの現在の設定ファイルの すべてのサポート対象バー
コンテンツを置換し、クライアントのポリシーを更新します。設定ファ ジョン
イルのコンテンツをインポートするには、クライアントが実行中である
必要があります。
パス名とファイル名を指定する必要があります。たとえば、以下のコマ
ンドを入力できます。
smc -importconfig C:\My Documents\MyCompanyprofile.xml
0、3、-1、-5、-6 のいずれかが返されます。

smc -importsylink path クライアント通信ファイル（sylink.xml）をインポートします。
\to\sylink.xml †
-sepmmanaged と同等です。

すべてのサポート対象バー
ジョン

smc -enable -wss
smc -disable -wss

Web とクラウドのアクセス保護 を有効化または無効化します。

バージョン 14.0.1 MP1 現
在

smc -p password †

パスワードを必要とするコマンドとともに使用され、password は必須パ すべてのサポート対象バー
スワードです。次に例を示します。
ジョン
smc -p password -importconfig

smc -report

クライアントで発生したクラッシュや論理エラーを含んでいるダンプ
バージョン 14 以降
ファイル (.dmp) を作成します。ファイルは Symantec Technical Support
に自動的に送信されます。エラーの診断でサポートを受けるには、テク
ニカルサポートに連絡します。
ダンプファイルは、次の場所にあります。

<SEP_Install>\Data\LocalDumps

ここで、 SEP_Install はインストールフォルダです。デフォルトで
は、このパスは C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\version］の順にクリックします。
smc -runhi

ホストインテグリティ検査を実行します。
0 が返されます。

すべてのサポート対象バー
ジョン

smc -sepmmanaged

クライアント管理をクラウドコンソールから、以前管理していた
Symantec Endpoint Protection Manager に戻します。

14.2 RU1 現在
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パラメータ

説明

適用先

クライアント管理を SyLink.xml ファイルで指定された Symantec
Endpoint Protection Manager に更新します。
-importsylink と同等です。

14.2 RU1 現在

smc -showgui

クライアントユーザーインターフェースを表示します。
0 が返されます。

すべてのサポート対象バー
ジョン

smc -updateconfig

クライアントとサーバーの通信を開始して、クライアントの設定ファイ
ルが最新であることを確認します。
クライアントの設定ファイルが古い場合は、updateconfig は最
新の設定ファイルをダウンロードして、これと既存の設定ファイル
（serdef.dat）を置換します。
0 が返されます。

すべてのサポート対象バー
ジョン

smc -image

Symantec Agent （Symantec Endpoint Protection クライアント）の登録 14.3 RU1 以降（Symantec
を解除し、未登録の状態を維持します。
Endpoint Security のみ）
通常の登録解除との違いは、ハードウェアキーと永続化ハードウェア
キー情報が削除される点です。

smc -configure customer-id <id> domain-id <id> customer-secret-key
<cc ####> -serveraddress <###########
URL>

デバイスを登録し、そのデバイスの既存のプロキシオプションを使用し
ます。
すべての登録パラメータは必須です。

14.3 RU1 現在

smc -configure -proxy- 登録パラメータと共に使用され、クライアントが必要なプロキシ設定を
mode <###>
使用して登録できるようにします。無効なプロキシオプションを修正す
るためにも使用できます。
有効なモードは、system、manual、none です。
プロキシアドレスを指定すると、自動的に manual モードに切り替わり
ます。manual を指定しても、プロキシホストを指定しない場合、この
モードは無視されます。
Symantec Endpoint Protection Manager で管理されているクライアント
ではサポートされません。
詳細については、次を参照してください。
プロキシ設定の組み合わせ

14.3 RU1 現在

smc -configure -proxy- プロキシホストまたはプロキシアドレスを手動で指定できます。
address <###### IP>
プロキシモードが manual に設定されている場合は必須です。

14.3 RU1 現在

smc -configure -proxy- プロキシポートを手動で指定できます。
port <#####>
HTTP および HTTPS 接続の両方に同じポートが使用されます。
ポートが指定されていない場合、HTTP の場合は 80、HTTPS の場合は
443 に自動的に設定されます。

14.3 RU1 現在

smc -configure -proxy- HTTP 接続のプロキシポートを手動で指定できます。
port-http <#####>
デフォルトの HTTP ポートまたは smc -configure -proxy-portで
指定されたポートを上書きします。

14.3 RU1 現在

smc -configure -proxy- HTTPS 接続のプロキシポートを手動で指定できます。
port-https <#####>
デフォルトの HTTPS ポートまたは smc -configure -proxyportで指定されたポートを上書きします。

14.3 RU1 現在

smc -sepmmanaged path
\to\sylink.xml

smc -configure -proxy- 有効な認証モードは basic、ntlm です。
auth-mode basic
デフォルトの認証モードは basic です。
smc.exe -configure proxy-user-name <##>

プロキシユーザーを手動で指定できます。
ntlm の場合、ドメイン/ユーザーを指定する必要があります。

14.3 RU1 現在
14.3 RU1 現在

669

パラメータ

説明

適用先

smc -configure -proxy- プロキシパスワードを手動で指定できます。
14.3 RU1 現在
password <#########>
最大長は NULL なしで 255 文字です。パスワードの大文字と小文字は区
別されます。
smc -reset-state クライアントを登録解除し、新しいデバイスとして再登録します。
configure -customer必須の -configure 登録オプションはすべて指定する必要があります。
id <epmp id> -domainid <epmp id> -serveraddress <######## URL>
smc -tags "<csv ###### 登録タグを手動で指定できます。
>"
最大長は NULL なしで 1024 文字です。
登録パラメータと共に指定する必要があります。

14.3 RU1 現在

14.3 RU1 現在

smc -checkinstallation と smc -checkrunning はサポートされなくなりました。

* 次の条件が満たされた場合に管理者グループのメンバーのみが使うことのできるパラメータ

• Windows /Vista または Windows Server 2008 が実行されているクライアントで、ユーザーが Windows Administrators
グループのメンバーである場合
Windows Vista が実行されているクライアントで User Account Control が有効になっている場合は、ユーザーは自動
的にグループ Administrators と Users のメンバーになります。

† パスワードが必要なパラメータ。Symantec Endpoint Protection Manager クライアントをパスワードで保護します。
Table 224: コマンドプロンプトで入力されるプロキシ設定の組み合わせ
プロキシ設定の組み合わせ

処理

proxyuser-name

proxypassword

proxyaddress

proxy-port

system

no

no

no

no

システムプロキシの使用

system

yes

no

no

no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(パスワードが指定されていません)

system

no

yes

no

no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(ユーザーが指定されていません)

system

no

no

yes

no

システムプロキシの使用
(サーバーを無視)

system

yes

yes

no

no

認証にシステムプロキシを使用

system

yes

yes

yes

no

認証にシステムプロキシを使用
(サーバーを無視)

system

yes

yes

yes

yes

認証にシステムプロキシを使用
(サーバーおよびポートを無視)

manual

no

no

no

no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

manual

yes

no

no

no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

manual

no

yes

no

no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

manual

no

no

yes

no

デフォルトポートで「manual」 (カスタム)
プロキシが有効

manual

yes

yes

no

no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

manual

yes

yes

yes

no

デフォルトポートで「manual」 (カスタム)
プロキシが有効

proxy-mode
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処理

proxyuser-name

proxypassword

proxyaddress

proxy-port

manual

yes

yes

yes

yes

manual

yes

no

yes

yes ま
たは no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(パスワードなし)

manual

no

yes

yes

yes ま
たは no

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(ユーザーなし)

なし

no

no

no

no

「none」プロキシが有効

なし

yes

no

no

no

「none」プロキシが有効

なし

no

yes

no

no

「none」プロキシが有効

なし

no

no

yes

no

「none」プロキシが有効

なし

yes

yes

no

no

「none」プロキシが有効

なし

yes

yes

yes

no

「none」プロキシが有効

なし

yes

yes

yes

yes

「none」プロキシが有効

no

no

no

no

no

プロキシ設定なし

no

yes

no

no

no

プロキシ設定なし
(ユーザーを無視)

no

no

yes

no

no

プロキシ設定なし
(パスワードを無視)

no

no

no

yes

no

デフォルトポートで「manual」 (カスタム)
プロキシが有効

no

yes

yes

no

no

プロキシ設定なし
(追加オプションを無視)

no

yes

yes

yes

no

デフォルトポートで「manual」 (カスタム)
プロキシが有効

no

yes

yes

yes

yes

「manual」 (カスタム) プロキシが有効

proxy-mode

「manual」 (カスタム) プロキシが有効

詳しい情報
コマンドエラーコード

smc.exe コマンドエラーコード
以下の表に、必須パラメータが無効であるか見つからない場合に smc.exe コマンドが返すエラー コードを示します。
Table 225: smc.exe コマンドエラーコード
エラー
コード

説明

0

コマンドは正常に実行されました。

-1

ユーザーが Windows Administrators グループまたは Windows Power Users グループに属していません。Windows Vista
が実行されているクライアントの場合は、ユーザーが Windows Administrators グループのメンバーではありません。

-2

無効なパラメータです。
パラメータを正しく入力しなかったか、またはパラメータの後に間違ったスイッチを追加した可能性があります。

-3

smc クライアントサービスがインストールされていません。

-4

smc クライアントサービスが実行されていません。
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エラー
コード

説明

-5

入力ファイルが無効です。
たとえば、importconfig、exportconfig、updateconfig、importadv、exportadvrule、exportlog の各パラ
メータでパス名とファイル名を正しく指定する必要がある場合です。

-6

入力ファイルが存在しません。
たとえば、importconfig、updateconfig、importadvrule の各パラメータでパス名、設定ファイル名（.xml）、
ファイアウォールルールファイル名（.sar）を正しく指定する必要がある場合です。

詳しい情報
Endpoint Protection クライアントサービスの Windows のコマンド

サードパーティツールを使った Windows クライアントソフトウェアのイ
ンストール
管理サーバーにインストールされているツール以外のサードパーティツールを使って、クライアントをインストールでき
ます。大規模なネットワークがある場合は、シマンテック製クライアントソフトウェアをインストールするために、これ
らのオプションを使うことにより、大きいメリットが見込まれます。
さまざまな種類のサードパーティ製品を使って、クライアントをインストールできます。これらの製品には、Microsoft
Active Directory、Tivoli、Microsoft Systems Management Server（SMS）、Novell ZENworks が含まれます。Symantec
Endpoint Protection は Novell ZENworks、Microsoft Active Directory、Microsoft SMS をサポートします。
Symantec Software Management Solution powered by Altiris で管理する環境で、Symantec Endpoint Protection を配
備することもできます。次のポリシーの 1 つを使って、Software Management Solution スイートの 1 つから Symantec
Endpoint Protection を配備できます。

• 管理下ソフトウェア配布のポリシー
• クイック配信のポリシー
詳しくは、Software Management Solution スイートの製品のヘルプを参照するか、または次を参照してください。
Symantec Software Management Solution の製品のランディングページ
Table 226: クライアントをインストールするサードパーティツール
ツール

説明

Windows インストーラのコマ シマンテック製クライアントソフトウェアのインストールパッケージは Windows インストーラ
ンドラインツール
（MSI）ファイルであり、標準の Windows インストーラオプションを使って設定できます。Active
Directory や Tivoli など、MSI の配備をサポートする環境管理ツールを使って、ネットワークにクライ
アントをインストールできます。Windows セキュリティセンターと管理外クライアントが連携する方
法を設定できます。次のサイトを参照してください。
• クライアントインストール機能とプロパティについて
• MSI コマンド文字列の設定について
• setaid.ini の設定について
• Symantec Endpoint Protection クライアントのコマンドライン機能
• Symantec Endpoint Protection クライアントのコマンドラインインストールプロパティ
• Windows インストーラのパラメータ
• Windows クライアントをインストールする場合のコマンドラインの例
• Windows セキュリティセンターのプロパティ
Microsoft SMS 2003

Microsoft SMS を使ってクライアントをインストールできます。次のサイトを参照してください。
Microsoft SCCM/SMS を使った Windows クライアントのインストール
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ツール

説明

Windows Active Directory

クライアントコンピュータが Windows Active Directory ドメインのメンバーの場合は、Windows
Active Directory Group Policy Object を使うことができます。また、クライアントコンピュータは、サ
ポートされる Windows オペレーティングシステムを使う必要があります。次のサイトを参照してく
ださい。
• Active Directory Group Policy Object (GPO) を使った Windows クライアントのインストール
• Active Directory Group Policy Object を使ったクライアントソフトウェアのアンインストール

仮想化ソフトウェア

仮想環境でクライアントをインストールできます。次のサイトを参照してください。
サポート対象の仮想インストールと仮想化製品

詳しい情報
クライアントインストールパッケージのエクスポート

クライアントインストール機能とプロパティについて
インストール機能とプロパティは、テキストファイルやコマンドラインに文字列として表示されます。テキストファイ
ルとコマンドラインはすべてのクライアントソフトウェアのインストールの間に処理されます。インストール機能はどの
コンポーネントをインストールするかを制御します。インストールプロパティはインストール後に有効または無効にする
サブコンポーネントを制御します。インストール機能とプロパティは、Symantec Endpoint Protection ライアントソフト
ウェアのみで利用できます。また、Windows オペレーティングシステムでも利用できます。インストール機能とプロパ
ティは Symantec Endpoint Protection Manager のインストールでは利用できません。
インストール機能とプロパティは、Setaid.ini ファイルの行と Windows インストーラ（MSI）コマンドの値の方法で指定
します。MSI コマンドは、Windows インストーラの文字列とカスタム配備の Setaid.ini で指定できます。Windows イン
ストーラコマンドと setaid.ini は、必ずすべての管理下クライアントソフトウェアのインストールで処理されます。異な
る値が指定された場合、Setaid.ini の値が常に優先されます。

MSI コマンド文字列の設定について
Symantec Endpoint Protection インストールソフトウェアは Windows インストーラ（MSI）3.1 以降のパッケージを使っ
てインストールと配備を行います。コマンドラインを使ってパッケージを配備する場合は、インストールをカスタマイズ
できます。Windows の標準インストーラパラメータおよび Symantec 固有の機能とプロパティを使うことができます。
Windows インストーラを使うには、システム特権が必要です。システム特権がないままインストールしようとすると、
インストールは通知なく失敗します。
シマンテック製品のインストール コマンドとパラメータの最新のリストについては、以下の記事を参照してください。
Symantec Endpoint Protection の MSI コマンド ライン リファレンス
NOTE
Windows インストーラのアドバタイズ機能はサポートされていません。setaid.ini で指定されている機能やプロ
パティは、MSI で指定された機能やプロパティよりも優先されます。MSI コマンドの機能名とプロパティ名は
大文字と小文字を区別します。次のサイトを参照してください。
setaid.ini の設定について

setaid.ini の設定について
Setaid.ini はすべてのインストールパッケージに含まれ、どの機能がインストールされるかなどの、インストールに関す
るさまざまな側面を制御します。Setaid.ini は、インストールの開始に使われる MSI コマンド文字列に表示されるすべて
の設定よりも必ず優先されます。Setaid.ini は setup.exe と同じディレクトリ内にあります。単一の .exe ファイルにエク
スポートする場合は、Setaid.ini を設定できません。ただし、コンソールから Symantec Endpoint Protection クライアン
トインストールファイルをエクスポートする場合は、このファイルが自動的に設定されます。
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次の行は、setaid.ini で設定できるオプションをいくつか示しています。
[CUSTOM_SMC_CONFIG]
InstallationLogDir=
DestinationDirectory=
[FEATURE_SELECTION]
Core=1
SAVMain=1
Download=1
OutlookSnapin=1
Pop3Smtp=0
NotesSnapin=0

PTPMain=1
DCMain=1
TruScan=1

NOTE
機能は階層を示すためにインデントされています。setaid.ini ファイル内ではインデントされません。setaid.ini
の機能名は大文字と小文字を区別します。
値が 1 に設定されている機能はインストールされます。値が 0 に設定されている機能はインストールされません。クラ
イアント機能を正しくインストールするには、親機能を指定してインストールする必要があります。
また、Symantec Endpoint Protection クライアントインストールで MSI プロパティにマップされる、以下の setaid.ini の
設定についても注意してください。

• PRODUCTINSTALLDIR にマップされる DestinationDirectory
• MIGRATESETTINGS にマップされる KeepPreviousSetting
• ADDSTARTMENUICON にマップされる AddProgramIntoStartMenu
詳しい情報

• Symantec Endpoint Protection クライアントのコマンドライン機能
• Symantec Endpoint Protection クライアントのコマンドラインインストールプロパティ
• Windows インストーラのパラメータ

Symantec Endpoint Protection クライアントのコマンドラインインス
トールプロパティ
これらのインストールプロパティは、MSI コマンドラインインストールで使用します。
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Table 227: Symantec Endpoint Protection クライアントのインストールプロパティ
プロパティ

説明

RUNLIVEUPDATE=val

LiveUpdate をインストールの一部として実行するかどうかを決定します。ここで、 val は次
のいずれかの値です。
• 1: インストール中に LiveUpdate を実行します（デフォルト）。
• 0: インストール中に LiveUpdate を実行しません。
デフォルトでは、グループのすべての Symantec Endpoint Protection クライアントはすべて
のコンテンツとすべての製品の更新の最新版を受け取ります。管理サーバーから更新を取
得するように設定したクライアントは、サーバーがダウンロードした更新だけを受け取り
ます。LiveUpdate Content policy ですべての更新の受け取りが許可されていても、管理サー
バーがすべての更新をダウンロードしない場合には、クライアントはサーバーがダウンロー
ドする更新のみを受け取ります。

ENABLEAUTOPROTECT=val

インストールの完了後に、ファイルシステム Auto-Protect を有効にするかどうかを決定しま
す。ここで、 val は次のいずれかの値です。
• 1: インストール後に Auto-Protect を有効にします（デフォルト）。
• 0: インストール後に Auto-Protect を無効にします。

CACHE_INSTALLER=val

インストールファイルをクライアントのキャッシュに保存するかどうかを決めます。 val は
次のいずれかの値です。
• 1: インストールファイルをキャッシュに保存する（デフォルト）。
• 0: インストールファイルをキャッシュに保存しない。

MIGRATESETTINGS=val

アップグレードシナリオに設定を保存する状態を決めます。 val は次のいずれかの値です。
• 0: 設定やログを保存しない。
• 1: すべての設定とログを保存する。
• 2: Sylink.xml とログのみを保存する。

ADDSTARTMENUICON=val

スタートメニューのフォルダにプログラムを追加するかどうかを決めます。 val は次のいず
れかの値です。
• 0: スタートメニューのフォルダにプログラムを追加しない。
• 1: スタートメニューのフォルダにプログラムを追加する（デフォルト）。

コマンドラインを使った Symantec Endpoint Protection クライアント機
能のインストール
保護機能を Setaid.ini ファイルと MSI コマンドで指定してインストールできます。ほとんどの機能には親子の関係があり
ます。親機能を持つ子機能をインストールしたい場合は、親機能もインストールする必要があります。たとえば、ファイ
アウォール機能のインストールを指定して NTPMain のインストールを指定しない場合、ファイアウォールはインストー
ルされません。
Table 228: Symantec Endpoint Protection クライアントの機能
機能

説明

必要な親機能

Core

クライアントと Symantec Endpoint Protection
Manager 間の通信に使うファイルをインストールし
ます。この機能は必須です。

なし

ADDefense

Endpoint Threat Defense for Active Directory コン
ポーネントをインストールします。

Core

DCMain

アプリケーション制御とデバイス制御機能をインス
トールします。

PTPMain
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機能

説明

必要な親機能

ダウンロード

ダウンロードされるファイルに対する完全な保護を
インストールします。ダウンロードインサイトによ
る完全に機能する評価スキャンが含まれます。

SAVMain

ファイアウォール

ファイアウォール機能をインストールします。

NTPMain

ITPMain

ネットワークの侵入防止とブラウザ侵入防止の機能
をインストールします。

NTPMain

LANG1033

英語のリソースをインストールします。

Core

NotesSnapin

Lotus Notes Auto-Protect 電子メール機能をインス
SAVMain
トールします。
14.2 RU1 より前のバージョンにのみ適用されます。

NTPMain

ネットワークとホスト悪用防止コンポーネントをイ
ンストールします。

Core

NTR

ネットワークトラフィックリダイレクトのコンポー
ネントをインストールします。

Core

OutlookSnapin

Microsoft Exchange Auto-Protect 電子メール機能をイ SAVMain
ンストールします。

Pop3Smtp

POP3 と SMTP のメールに対する保護をインストー SAVMain
ルします。32 ビットシステムでのみ利用可能です。
14.2 RU1 より前のバージョンにのみ適用されます。

PTPMain

プロアクティブ脅威防止コンポーネントをインス
トールします。

Core

SAVMain

ウイルス、スパイウェア、基本的なダウンロードの
保護をインストールします。サブ機能で追加の保護
がインストールされます。

Core

TruScan

動作分析 (SONAR) 機能をインストールします。

PTPMain

Windows インストーラのパラメータ
Symantec Endpoint Protection クライアントインストールパッケージは、標準の Windows インストーラパラメータに加
え、コマンドラインによるインストールや配備では拡張セットも使います。
標準の Windows インストーラパラメータの使い方の詳細については、Windows インストーラのマニュアルを参照してく
ださい。また、コマンドラインから msiexec.exe を実行すれば、すべてのパラメータの一覧を表示できます。
Table 229: Windows インストーラのパラメータ
パラメータ

説明

Sep.msi （32 ビット）
Symantec Endpoint Protection クライアントのインストールファイル。ファイル名にスペースが含まれて
Sep64.msi （64 ビット） いる場合に /I や /x で使うにはファイル名を引用符で囲みます。
必要なディスク容量
Msiexec

Windows インストーラの実行可能ファイル。
必要なディスク容量

/I ".msi file name"

指定したファイルをインストールします。ファイル名にスペースが含まれている場合は、ファイル名
を引用符で囲みます。ファイルが Msiexec を実行するディレクトリと同じディレクトリにない場合は
パス名を指定します。パス名にスペースが含まれている場合は、パス名を引用符で囲みます。たとえ
ば、msiexec.exe /I "C:\path to\Sep.msi" のようにします。
必要なディスク容量
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パラメータ
/qn

説明
サイレントでインストールします。
Note: サイレント配備を使う場合には、Symantec Endpoint Protection にプラグインする Microsoft
Outlook などのアプリケーションをインストール後に再起動する必要があります。

/x ".msi file name"

指定したコンポーネントをアンインストールします。
省略可能

/qb

インストールの進捗状況を示す基本のユーザーインターフェースでインストールします。
省略可能

/l*v logfilename

詳細なログファイルを作成します。 logfilename は、作成するログファイルの名前です。
省略可能

PRODUCTINSTALLDIR=path
対象コンピュータのカスタムパスを指定します。ここで、 path は指定された対象ディレクトリです。パ
スにスペースが含まれる場合は、パスを引用符で囲んでください。
Note: 32 ビットコンピュータのデフォルトのディレクトリは、C:\Program Files\Symantec\Symantec
Endpoint Protection です。64 ビットコンピュータのデフォルトのディレクトリは、C:\Program Files
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection です。
省略可能
SYMREBOOT=value

インストール後のコンピュータの再起動を制御します。ここで、 value は有効な引数です。
有効な引数は次のとおりです。
• Force: コンピュータを再起動する必要があります。アンインストールの場合も必要です。
• Suppress: ほとんどの再起動を実行しません。
• ReallySuppress: インストールプロセスのすべての再起動を実行しません。サイレントインストールの
場合も実行しません。
省略可能
Note: Symantec Endpoint Protection クライアントのアンインストールをサイレントで実行する場合に再
起動を抑制するには、ReallySuppress を使います。

ADDLOCAL= feature

インストールするカスタム機能を選択します。ここで、 feature は指定されたコンポーネントまたはコン
ポーネントのリストです。このプロパティを使用しない場合、適用できるすべての機能がデフォルトでイ
ンストールされます。また、Auto-Protect 電子メールクライアントは電子メールプログラムが検出された
場合のみインストールされます。
クライアントインストールに適切なすべての機能を追加するには、ADDLOCAL=ALL のように ALL コマン
ドを使います。次のサイトを参照してください。
Symantec Endpoint Protection クライアントのコマンドライン機能
Note: インストールする新しい機能を指定するとき、インストール済みでそのまま使いたい機能はそれら
の名前も含める必要があります。使用したい機能を指定しない場合、Windows インストーラはそれらを削
除します。既存の機能を指定しても、インストール済みの機能が上書きされることはありません。既存の
機能をアンインストールするには、REMOVE コマンドを使います。
省略可能

REMOVE=feature

以前にインストールしているプログラムやインストール済みのプログラムから特定の機能をアンインス
トールします。ここで、 feature は次のいずれかです。
• 機能対象コンピュータから機能または一連の機能をアンインストールします。
• ALL: プログラムおよびインストール済みのすべての機能をアンインストールします。機能が指定され
ていない場合、ALL がデフォルトです。
省略可能

Windows セキュリティセンターのプロパティ
Windows セキュリティセンター (WSC) のプロパティは、Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール
時にカスタマイズできます。これらのプロパティは管理外のクライアントにのみ適用されます。Symantec Endpoint
Protection Manager は、管理下クライアントではこれらのプロパティを制御します。
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NOTE
これらのプロパティは Windows XP Service Pack 3 にのみ適用されます。WSCAVUPTODATE プロパティを除
いて、Windows Vista または Windows 7 以降を実行するクライアントには適用されません。
Windows セキュリティセンターは、Windows 7/8 では「アクション センター」に、Windows 10 では「セキュリティと
メンテナンス」に名前が変更されました。
Table 230: Windows セキュリティセンターのプロパティ
プロパティ

説明

WSCCONTROL=val

WSC を制御します。ここで、 val は次のいずれかの値です。
• 0: 制御しない（デフォルト）
• 1: 最初の検出時にいったん無効にする
• 2: 常に無効にする
• 3: 無効な場合に復元する

WSCAVALERT=val

WSC のウイルス対策警告を設定します。ここで、 val は次のいずれかの値です。
• 0: 有効にする
• 1: 無効にする（デフォルト）
• 2: 制御しない

WSCFWALERT=val

WSC のファイアウォール警告を設定します。ここで、 val は次のいずれかの値です。
• 0: 有効にする
• 1: 無効にする（デフォルト）
• 2: 制御しない

WSCAVUPTODATE=val WSC にウイルス対策定義の期限を設定します。ここで、 val は次のいずれかの値です。
1 から 90: 日数（デフォルトは 30）
DISABLEDEFENDER=valインストール中に Windows Defender を無効にするかどうかを判断します。ここで、 val は次のいずれかの
値です。
• 1: Windows Defender を無効にする（デフォルト）
• 0: Windows Defender を無効にしない

Windows クライアントをインストールする場合のコマンドラインの例
Table 231: コマンドラインの例
タスク

コマンドライン

Symantec Endpoint Protection クライアントコンポーネントのす
べてをデフォルト設定で C:\SFN ディレクトリにサイレントでイ
ンストールします。
コンピュータの再起動を抑止し、詳細なログファイルを作成しま
す。

msiexec /I SEP.msi PRODUCTINSTALLDIR=C:\SFN
SYMREBOOT=ReallySuppress /qn /l*v c:\temp\msi.log

ウイルス対策とスパイウェア対策、侵入防止とファイアウォール
が有効な Symantec Endpoint Protection クライアントをサイレン
トでインストールします。
コンピュータを強制的に再起動し、詳細なログファイルを作成し
ます。

msiexec /I SEP.msi
ADDLOCAL=Core,SAVMain,OutlookSnapin,
Pop3Smtp,ITPMain,Firewall SYMREBOOT=Force /qn /
l*v c:\temp\msi.log
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Microsoft SCCM/SMS を使った Windows クライアントのインストール
Microsoft System Center Configuration Manager （SCCM）を使ってシマンテック製クライアントソフトウェアをインス
トールできます。SCCM を使うシステム管理者は、これまでに SCCM を使ってソフトウェアをインストールしたことが
あると想定されます。そのため、ここでは SCCM を使ったシマンテック製クライアントソフトウェアのインストールに
関する詳しい説明は不要であると見なします。
NOTE
このトピックは、Microsoft Systems Management Server（SMS）にも適用されます。
NOTE
この注意は SMS バージョン 2.0 以前にも適用されます。SMS を使う場合、［SMS プログラムモニタ］でクラ
イアントに対する［システムアクティビティすべてのステータスアイコンをタスクバー上に表示する］機能を
オフにします。状況によっては、［SMS プログラムモニタ］で使用中の共有ファイルを Setup.exe で更新する
必要がある場合もあります。ファイルが使用中の場合は、インストールが失敗します。
SCCM/SMS パッケージでは、MSI を直接起動するのではなく、Setup.exe を起動することをお勧めします。この方法で
はインストーラのログ記録が有効になります。パッケージウィザード機能の代わりに、SCCM/SMS のカスタムパッケー
ジ作成機能を使用して、カスタムパッケージを作成します。
WARNING
Symantec Endpoint Protection Manager からエクスポートした管理下クライアントインストールパッケージを
使います。製品ダウンロードまたはインストールファイルのクライアントインストールパッケージを使う場合
は、管理外クライアントを配備することになります。管理外クライアントは、デフォルト設定でインストール
され、管理サーバーとの通信を行いません。次のサイトを参照してください。
パッケージの保存を使った Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール
Table 232: Microsoft System Center Configuration Manager/Systems Management Server を使ったクライアントの
インストールの処理
手順

説明

1

クライアントコンピュータにインストールするソフトウェアとポリシーが含まれる Symantec Endpoint
Protection Manager から管理下クライアントインストールパッケージをエクスポートする。デフォルトに
より、管理下クライアントインストールパッケージには、クライアントを管理するサーバーを識別する
Sylink.xml という名前のファイルが含まれます。

2

ソースディレクトリを作成し、シマンテック製クライアントインストールパッケージをこのソースディレクト
リにコピーする。たとえば、ソースディレクトリを作成し、Symantec Endpoint Protection Manager からエク
スポートした Setup.exe ファイルをそこにコピーします。

手順 3

SCCM/SMS で、パッケージを作成し、パッケージに名前を付け、ソースディレクトリをこのパッケージの一部
として識別する。

手順 4

パッケージのプログラムのダイアログボックスで、インストールプロセスを開始する実行可能ファイルを指定
し、状況に応じて MSI のパラメータを指定する。

手順 5

アドバタイズで特定のコレクションにソフトウェアを配布する。

SCCM/SMS の使用について詳しくは、お使いのバージョンに該当する Microsoft のマニュアルを参照してください。
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Active Directory Group Policy Object （GPO）を使った Windows クラ
イアントのインストール
Windows Active Directory Group Policy Object を使って Windows クライアントをインストールできます。手順では、こ
のソフトウェアがインストールされ、Active Directory Group Policy Object を使ったクライアントソフトウェアのインス
トールに Windows Active Directory を使うことを前提にしています。
シマンテック製クライアントのインストールでは、標準の Windows インストーラ（MSI）ファイルを使います。その結
果、MSI のプロパティを持つクライアントインストールをカスタマイズできます。次のサイトを参照してください。
MSI コマンド文字列の設定について
配備する前に DNS サーバーが正しく設定されていることを確認してください。Active Directory では、コンピュータ通信
を DNS サーバーに依存しているため、正しく設定されている必要があります。設定をテストするには、Windows Active
Directory コンピュータに ping を実行し、次に逆方向に ping を実行する方法があります。完全修飾ドメイン名を使用し
てください。コンピュータ名のみを使用すると、新しい DNS ルックアップが呼び出されません。次の形式を使います。
ping computername］の順にクリックします。fullyqualifieddomainname.com
WARNING
Symantec Endpoint Protection Manager からエクスポートした管理下クライアントインストールパッケージを
使います。製品ダウンロードまたはインストールファイルのクライアントインストールパッケージを使う場合
は、管理外クライアントを配備することになります。管理外クライアントは、デフォルト設定でインストール
され、管理サーバーとの通信を行いません。次のサイトを参照してください。
パッケージの保存を使った Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール
Table 233: Active Directory Group Policy Object を使ったクライアントソフトウェアのインストール手順
手順

処理

1

［個々のファイル（.MSI に必要）］オプションを使って管理下クライアントインストールパッケージをエクスポートし
ます。次のサイトを参照してください。
パッケージの保存を使った Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール

2

インストールファイルのフォルダのステージングを行います。たとえば、アクセスを許可するための正しい権限を設定
している共有フォルダに管理下クライアントインストールパッケージをコピーします。

手順 3

GPO ソフトウェア配布の作成
実働配備の前に、少ない数のコンピュータで GPO によるインストールをテストすることも必要です。DNS を正しく設
定しないと、GPO によるインストールが 1 時間以上かかる可能性があります。次のサイトを参照してください。
GPO ソフトウェア配布の作成

手順 4

コンピュータの組織単位への追加次のサイトを参照してください。
組織単位にコンピュータを追加してソフトウェアをインストールする

詳しい情報
Active Directory Group Policy Object を使ったクライアントソフトウェアのアンインストール

組織単位にコンピュータを追加してソフトウェアをインストールする
GPO によって Symantec Endpoint Protection がインストールされる組織単位にコンピュータを追加できます。コン
ピュータを再起動すると、クライアントソフトウェアのインストールプロセスが開始します。ユーザーがコンピュータに
ログオンすると、クライアントソフトウェアのインストールプロセスが完了します。ただし、グループポリシーの更新は
瞬時には終わらず、このポリシーが伝播するのに時間がかかる場合があります。次の処理には、ポリシーをオンデマンド
で更新するためにクライアントコンピュータで実行できるコマンドがあります。次のサイトを参照してください。
Active Directory Group Policy Object (GPO) を使った Windows クライアントのインストール
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組織単位にコンピュータを追加してソフトウェアをインストールするには
1. Windows のスタートメニューで［すべてのプログラム］ > ［管理ツール］ > ［Active Directory ユーザーとコン
ピュータ］の順に選択します。
2. ［Active Directory ユーザーとコンピュータ］ウィンドウのコンソールツリーで、GPO によるインストールのために
選択した組織単位に追加する 1 つ以上のコンピュータを見つけます。
コンピュータは、初めに［コンピュータ］組織単位に表示されます。
3. インストールのために選択または作成した組織単位にコンピュータをドラッグアンドドロップします。
4. ［Active Directory ユーザーとコンピュータ］ウィンドウを閉じます。
5. クライアントコンピュータでオンデマンドで GPO を更新するには、クライアントコンピュータでコマンドプロンプ
トを開きます。
6. gpupdate と入力して Enter キーを押します。
完了すると、コマンドプロンプトウィンドウにポリシーの更新が正常に完了したことを伝えるメッセージが表示され
ます。エラーメッセージが表示された場合は、画面上の指示に従って詳細を確認してください。
7. コマンドプロンプトウィンドウを閉じます。

Sylink.xml ファイルをコピーして管理下インストールパッケージにする
Symantec Endpoint Protection Manager をインストールすると、各クライアントグループ用の Sylink.xml ファイルが作
成されます。Symantec Endpoint Protection クライアントは、このファイルの内容を読み取って、どの管理サーバーがク
ライアントを管理するかを確認します。シマンテック社から入手したインストールファイルからクライアントをインス
トールする場合、管理外クライアントをインストールすることになります。ただし、インストール前にこのフォルダに
Sylink.xml ファイルをコピーすると管理下クライアントをインストールできます。
NOTE
Symantec Endpoint Protection Manager コンソールでエクスポートしたパッケージは管理対象であ
り、Sylink.xml ファイルを含んでいます。Group Policy Object で配備できる新しい管理下パッケージをエク
スポートするには、クライアント配備ウィザードを使います。メッセージが表示されたら［パッケージの保
存］をクリックし、［個々のファイル (.MSI に必要)］にチェックマークを付けます。次のサイトを参照してく
ださい。
パッケージの保存を使った Symantec Endpoint Protection クライアントのインストール
Sylink.xml ファイルを製品インストールファイルにコピーして管理下インストールパッケージにするには
1. Symantec Endpoint Protection Manager から正しいクライアントグループの Sylink.xml ファイルをエクスポートして
コンピュータにコピーします。
NOTE
Sylink.xml ファイルをエクスポートする前に、管理コンソールで新しいグループを少なくとも 1 つ作成して
ください。これを行わないとデフォルトのグループにクライアントが表示されます。
詳細については、次を参照してください。

• グループの追加
• クライアントとサーバーの通信ファイル（Sylink.xml）の手動によるエクスポート
2. ダウンロードしたインストールファイルにあるインストールフォルダを、コンピュータ上の任意のフォルダにコピー
します。フォルダ SEP は 32 ビットのクライアントを含み、フォルダ SEPx64 は 64 ビットのクライアントを含んで
います。
個別のファイルとして以前にエクスポートした管理外クライアントパッケージのインストールフォルダを使うことも
できます。
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3. Sylink.xml をインストールフォルダにコピーします。メッセージが表示されたら既存の Sylink.xml ファイルを置換し
ます。

Active Directory Group Policy Object を使ったクライアントソフトウェ
アのアンインストール
Active Directory を使ってインストールしたクライアントソフトウェアをアンインストールできます。次のサイトを参照
してください。
Symantec Endpoint Protection for Windows クライアントのアンインストール
Active Directory Group Policy Object を使ってクライアントソフトウェアをアンインストールするには
1. Windows のスタートメニューで［すべてのプログラム］、［管理ツール］、［グループ ポリシーの管理］の順に選
択します。
お使いの Windows のバージョンによってはスタートメニューで［すべてのプログラム］の代わりに［プログラ
ム］を表示することがあります。
2. ［グループポリシーの管理］ウィンドウのコンソールツリーでドメインを展開し、［コンピュータの構成］、［ソフ
トウェアの設定］の順に展開し、［ソフトウェアインストール］を右クリックしてから［プロパティ］をクリックし
ます。
3. ［詳細設定］タブで、［管理の対象でなくなったときは、このアプリケーションをアンインストールする］にチェッ
クマークを付けてから［OK］をクリックします。
4. 右ペインで、ソフトウェアパッケージを右クリックしてから［削除］をクリックします。
5. ［ソフトウェアの削除］ダイアログボックスで、［直ちに、ソフトウェアをユーザーとコンピュータからアンインス
トールする］にチェックマークを付けてから［OK］をクリックします。
6. ［グループポリシーオブジェクトエディタ］ウィンドウを閉じてから、［グループポリシーの管理］ウィンドウを閉
じます。
クライアントコンピュータを再起動すると、ソフトウェアがアンインストールされます。
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