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1 Sophos Enterprise Consoleについて
Sophos Enterprise Consoleは、Windows、Mac OS X、Linux、UNIX 環境のほか、VMware
vShield を使用した仮想環境にインストールされているソフォスのセキュリティ製品を一元
的に管理・アップデートする単一の管理コンソールです。

Enterprise Consoleの主な機能は次のとおりです。
■ マルウェア、危険なファイルタイプやWeb サイト、悪質なネットワークトラフィック、
さらにアドウェアや他の不要と思われるアプリケーションからネットワークを保護する。

■ ユーザーがアクセスできるWeb サイトをコントロール。ネットワークをさらにマルウェ
アから保護し、ユーザーが不適切なWeb サイトにアクセスすることを阻止する。

■ ネットワーク上のアプリケーションの起動許可をコントロールする。
■ クライアントファイアウォールによる各エンドポイントコンピュータの保護を集中管理
する。

■ コンピュータにインストールされていないパッチの評価を行う。
■ 誤って機密情報を転送してしまうなど、過失によるエンドポイントからのデータ流出事
故を削減する。

■ エンドポイントにおける、未認証の外部ストレージデバイスや、無線接続機器の使用を
防止する。

■ ユーザーによる、ソフォスのセキュリティソフトの設定変更、無効化、またはアンイン
ストールを防止する。

注:一部のライセンスには含まれていない機能もあります。利用するには追加購入が必要と
なります。使用可能なライセンスの詳細は、
www.sophos.com/ja-jp/products/enduser-protection-suites/how-to-buy.aspxおよび
www.sophos.com/ja-jp/products/server-security/how-to-buy.aspxを参照してください。

6

Sophos Enterprise Console

http://www.sophos.com/ja-jp/products/enduser-protection-suites/how-to-buy.aspx
http://www.sophos.com/ja-jp/products/server-security/how-to-buy.aspx


2 Enterprise Console の GUI の説明

2.1 GUI のレイアウト
Enterprise Consoleのユーザーインターフェースは、次の領域から構成されています。

ツールバー
ツールバーには、ソフォスのセキュリティソフトの使用・設定に最もよく使われるコマンド
へのショートカットがあります。

詳細は、ツールバーボタン (p. 7) を参照してください。

ダッシュボード
「ダッシュボード」には、ネットワークのセキュリティステータスが一目でわかるよう表
示されます。

詳細は、ダッシュボードのパネル (p. 9) を参照してください。

コンピュータのリスト
コンピュータのリストは、右下に表示されます。次の 2種類のビューがあります。
■ 「エンドポイント」ビューには、画面左下の「グループ」ペインで選択したグループ内
のコンピュータが表示されます。詳細は、「エンドポイント」ビューについて (p. 11) を
参照してください。

■ 「アップデートマネージャ」ビューには、Sophos Update Manager がインストールされ
ているコンピュータが表示されます。詳細は、「アップデートマネージャ」ビューにつ
いて (p. 15) を参照してください。

2.2 ツールバーボタン
ツールバーボタンの説明は次の表を参照してください。ツールバーボタンのなかには、特
定の状況下のみで使用できるものもあります。たとえば、ウイルス対策ソフトやファイア
ウォールソフトをインストールする「保護」ボタンは、「エンドポイント」ビューの「グ
ループ」ペインで、コンピュータのグループを選択している場合のみ使用できます。

説明ツールバーボタン

ネットワーク上のコンピュータを検出し、コンソールに追加する。

詳細は、ネットワーク上のコンピュータを検出する (p. 41) を参照
してください。

コンピュータの検出
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説明ツールバーボタン

コンピュータの新規グループを作成する。

詳細は、グループを作成する (p. 32) を参照してください。

グループの作成

「ポリシー｣ペインで選択したポリシーを開き、編集する。

詳細は、ポリシーを編集する (p. 39) を参照してください。

ポリシーの表示/編集

コンピュータのリストで選択したコンピュータに、ウイルス対策ソ
フトやファイアウォールソフトをインストールする。

詳細は、コンピュータを自動保護する (p.53) を参照してください。

保護

コンピュータのリストで「エンドポイント」ビューに切り替える。

「エンドポイント」ビューには、「グループ」ペインで選択したグ
ループのコンピュータが表示されます。

エンドポイント

詳細は、「エンドポイント」ビューについて (p. 11) を参照してく
ださい。

コンピュータのリストで「アップデートマネージャ」ビューに切り
替える。

「アップデートマネージャ」ビューには、Sophos Update Manager
がインストールされているコンピュータが表示されます。

アップデートマネー
ジャ

詳細は、「アップデートマネージャ」ビューについて (p. 15) を参
照してください。

「ダッシュボード」を表示/非表示にする。

「ダッシュボード」には、ネットワークのセキュリティステータス
が一目でわかるよう表示されます。

ダッシュボード

詳細は、ダッシュボードのパネル (p. 9) を参照してください。

「レポートマネージャ」を開き、ネットワークで発生した警告やイ
ベントに関するレポートを作成する。

詳細は、レポートの作成 (p. 226) を参照してください。

レポート

Sophos Centralを開く。

Sophos Central の詳細は、サポートデータベースの文章 119598を
参照してください。Sophos Central へ移行する方法については、サ
ポートデータベースの文章 122264を参照してください。

Sophos Central

Sophos Mobile Control の URL が設定されている場合は、Sophos
Mobile Control のWeb コンソールが開く。Sophos Mobile Control

Sophos Mobile
Control

は、スマートフォンやタブレット端末上のアプリやセキュリティ設
定を管理する、MDM (モバイルデバイス管理) ソリューションです。
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説明ツールバーボタン

詳細は、Sophos Mobile Control の URL を設定する (p. 51) を参照し
てください。

2.3 ダッシュボードのパネル
ダッシュボードに含まれるパネルは次のとおりです。

説明ダッシュボードのパネル

ネットワーク上のコンピュータの総数のほか、接続されているコンピュー
タ、管理対象コンピュータ、管理対象外のコンピュータの台数が表示され
ます。

管理対象コンピュータ、管理対象外のコンピュータ、接続されているコン
ピュータ、またはすべてのコンピュータの一覧を表示するには、「コン
ピュータ」パネル内の各リンクをクリックします。

コンピュータ

アップデートマネージャのステータスが表示されます。アップデート

管理対象コンピュータのうち、次のようなアイテム/イベントに関する警告
を発したものの数と、その割合が表示されます。

警告を発したコンピュー
タ

既知/未知のウイルス/スパイウェア

疑わしい動作/ファイル

アドウェアや他の不要と思われるアプリケーション

管理対象コンピュータのうち、未対処の警告があるものの一覧を表示する
には、パネルのタイトル「警告を発したコンピュータ」をクリックします。

過去 1週間で、しきい値を超える数のイベントが発生したコンピュータの
台数が表示されます。

デバイスコントロール、データコントロール、アプリケーションコント
ロール、またはファイアウォールに関するイベントが発生したコンピュー

設定レベルを超過するイ
ベントのあるコンピュー
タ

タの一覧を表示するには、「設定レベルを超過するイベントのあるコン
ピュータ」パネル内の各リンクをクリックします。

注: ライセンスによって、一部のイベントタイプは表示されない場合があ
ります。

管理対象コンピュータのうち、グループポリシーに違反しているものや、
ポリシーの比較でエラーが発生したもの数と、その割合が表示されます。

ポリシー

また、コンソールから送信されたポリシーの変更内容に対応済みでないコ
ンピュータも含まれています。

管理対象コンピュータのうち、ポリシーと異なるものの一覧を表示するに
は、パネルのタイトル「ポリシー」をクリックします。
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説明ダッシュボードのパネル

接続されている管理対象コンピュータのうち、最新版の Sophos Endpoint
Security and Control または Sophos Anti-Virus がインストールされていな

保護

いものや、不明な検出データを使用しているものの数と、その割合が表示
されます。

接続されている管理対象コンピュータのうち、最新版が適用されていない
ものの一覧を表示するには、パネルのタイトル「保護」をクリックします。

管理対象コンピュータのうち、検索、アップデート、またはファイアウォー
ルに関する未対処のエラーがあるものの数と、その割合が表示されます。

管理対象コンピュータのうち、未対処のソフォス製品エラーが発生してい
るものの一覧を表示するには、パネルのタイトル「エラー」をクリックし
ます。

エラー

2.4 セキュリティステータスアイコン
ダッシュボードと Enterprise Consoleのステータスバーに表示されるセキュリティステー
タスアイコンの説明は次の表を参照してください。

説明セキュリティステータ
スアイコン

正常

問題のあるコンピュータの割合は、警報レベル未満です。

警告

問題のあるコンピュータの割合は、警報レベルを超えています。

緊急

問題のあるコンピュータの割合は、緊急レベルを超えています。

ダッシュボードパネルのセキュリティステータスアイコン
ダッシュボードパネルのセキュリティステータスアイコンは、各ダッシュボードパネルの
右上部に表示されます。各パネルで扱われている特定のセキュリティエリアの状態を示しま
す。
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ダッシュボードパネルのセキュリティステータスアイコンには、各パネル内のアイコンで
最も深刻なレベルが表示されます。
■ パネルのセキュリティステータスアイコンは、パネル内の少なくとも 1つのアイコンが
「警報」レベルになると、「正常」から「警報」に変わります。

■ パネルのセキュリティステータスアイコンは、パネル内の少なくとも 1つのアイコンが
「緊急」レベルになると、「警報」から「緊急」に変わります。

ネットワーク全体のセキュリティステータスアイコン
ネットワーク全体のセキュリティステータスアイコンは、Enterprise Console ステータス
バーの右端に表示されます。ネットワーク全体のセキュリティ状態を示します。

ネットワーク全体のセキュリティステータスアイコンには、ダッシュボードパネルのアイ
コンで最も深刻なレベルが表示されます。
■ ネットワーク全体のセキュリティステータスアイコンは、ダッシュボード上の少なくと
も 1つのアイコンが「警報」レベルになると、「正常」から「警報」に変わります。

■ ネットワーク全体のセキュリティステータスアイコンは、ダッシュボード上の少なくと
も 1つのアイコンが「緊急」レベルになると、「警報」から「緊急」に変わります。

Enterprise Console をはじめてインストールまたはアップグレードする際、デフォルトの警
報・緊急レベルがダッシュボードに適用されます。警報・緊急レベルを任意に設定する方法
は、ダッシュボードを環境設定する (p. 56) を参照してください。

また、各ダッシュボードパネルで警報・緊急レベルになった場合、特定の宛先にメール警告
を送信するよう設定できます。手順については、ネットワークステータスのメール警告を設
定する (p. 211) を参照してください。

2.5 「エンドポイント」ビューについて

コンピュータのリスト
「エンドポイント」ビューで、コンピュータのリストに、「グループ」ペインで選択したグ
ループ内のエンドポイントコンピュータが表示されます。

このビューには複数のタブがあります。「ステータス」タブには、コンピュータがオンアク
セス検索で保護されているか、グループポリシーに準拠しているか、どの機能が有効になっ
ているか、およびソフトウェアが最新版であるかが表示されます。また、このタブには警告
の有無も表示されます。その他のタブをクリックすると、各項目に関する詳細が表示されま
す。

コンピュータのリストは、「表示」フィルタを使用してフィルタリングすることができま
す。「表示」ドロップダウンリストで、表示するコンピュータを選択します。たとえば、問
題のあるコンピュータを表示するには、「問題があると思われるコンピュータ」を選択しま
す。

コンピュータのリストは、この他に、マルウェア、不要と思われるアプリケーション、また
は疑わしいファイルなどの検出項目名でフィルタリングすることもできます。詳細は、検出
アイテム名でコンピュータをフィルタリングする (p. 14) を参照してください。
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コンピュータは、コンピュータ名、コンピュータの説明、または IP アドレスを使って検索
できます。詳細は、Enterprise Console でコンピュータを検索する (p. 14) を参照してくだ
さい。

コンピュータのリストに表示されるアイコンの説明は、コンピュータのリストのアイコン
(p. 12) を参照してください。

コンピュータのリストに表示される情報は、コピーしたり印刷したりすることができます。
詳細は、Enterprise Console でのデータのコピー、印刷 (p. 239) を参照してください。

「グループ」ペイン
「グループ」ペインでは、グループ を作成し、ネットワーク上のコンピュータを配置し
ます。グループは手動で作成するか、または Active Directory のコンテナを (コンピュータ
の有無に関わらず) インポートすることができます。インポートしたコンテナを Enterprise
Console のコンピュータのグループとして使います。

詳細は、グループを作成、使用する (p. 31) を参照してください。

「グループ外のコンピュータ」フォルダ は、作成したグループに配置されていないコン
ピュータ用のフォルダです。

「ポリシー」ペイン
「ポリシー」ペインでは、コンピュータのグループに適用するポリシーを作成・設定しま
す。詳細は、ポリシーを作成、使用する (p. 34) およびポリシーの設定 (p. 90) を参照して
ください。

2.6 コンピュータのリストのアイコン

警告

説明アイコン

赤い警告アイコンが「ステータス」タブの「警告とエラー」カラムに表示され
た場合は、ウイルス、ワーム、トロイの木馬、スパイウェア、または疑わしい
動作が検出・検知されたことを意味します。

黄色い警告アイコンが「ステータス」タブの「警告とエラー」カラムに表示さ
れた場合は、次のいずれか 1つの問題が発生したことを意味します。

疑わしいファイルが検出された。

アドウェアやその他の不要と思われるアプリケーションが検出された。

エラーが発生した。

黄色い警告アイコンが「ポリシーコンプライアンス」カラムに表示された場合
は、グループ内の他のコンピュータと異なるポリシー (複数の場合もあります)
が適用されていることを意味します。
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コンピュータに複数の警告やエラーがある場合は、優先順位が最も高い警告のアイコンが
「警告とエラー」カラムに表示されます。警告タイプの優先順位は以下のとおりです (降
順)。

1. ウイルス/スパイウェア警告
2. 疑わしい動作警告
3. 疑わしいファイル警告
4. アドウェア/不要と思われるアプリケーション警告
5. ソフトウェアのアプリケーションエラー (インストールエラーなど)

コンピュータに優先順位が同じ警告が複数ある場合は、最も新しい警告がコンピュータのリ
ストに表示されます。

保護が無効、または最新でない
「ステータス」タブの各機能の「ステータス」カラムにグレーの機能アイコンが表示された
場合は、その機能が無効になっていることを意味します。たとえば、「オンアクセス」カラ
ムにグレーの盾アイコン が表示された場合は、オンアクセス検索が非アクティブなこと
を意味します。

「更新状況」カラムに、時計アイコン が表示された場合は、セキュリティ対策ソフトが
最新版でないことを意味します。

コンピュータのステータス

説明アイコン

緑色のコネクタが付いているコンピュータアイコンは、コンピュータが
Enterprise Consoleによって管理されていることを意味します。

黄色い砂時計が付いているコンピュータアイコンは、セキュリティ対策ソフト
のインストールが保留状態であることを意味します。

黄色い下向き矢印が付いているコンピュータアイコンは、セキュリティ対策ソ
フトのインストールが進行中であることを意味します。

グレーのコンピュータアイコンは、コンピュータが Enterprise Consoleによっ
て管理されていないことを意味します。

赤い×印が付いているコンピュータアイコンは、通常、Enterprise Consoleに
よって管理されているコンピュータがネットワークから切断されたことを意味
します。(管理対象外のコンピュータで、接続されていないものは表示されませ
ん。)
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2.7 検出アイテム名でコンピュータをフィルタリングす
る
コンピュータのリストは、マルウェア、不要と思われるアプリケーション、または疑わしい
ファイルなどの検出アイテム名でフィルタリングできます。これには、「管理対象コンピュー
タ:次のアイテムに感染 -...」フィルタを設定します。指定したフィルタは、他のコンピュー
タリストのフィルタと共に、「表示」ドロップダウンリストに表示されます。

フィルタの設定方法は次のとおりです。

1. 「ツール」メニューで、「フィルタの環境設定」をクリックします。
2. 「コンピュータリストのフィルタの環境設定」ダイアログボックスで、フィルタリング
する検出アイテムの名前を入力します。ネットワークで検出されたアイテムのアイテム
名は、次のいずれかの方法で参照できます。
■ 「コンピュータのリスト」ビュー:「警告とエラーの詳細」タブの「検出されたアイ
テム」カラム。

コンピュータで複数のアイテムが検出された場合は、「検出されたアイテム」カラム
に最も日付が新しく、最も優先順位の高いアイテムのうち、最も日付が新しいものの
みが表示されるため、フィルタリングの対象にするアイテムが表示されない場合があ
ります。

■ 「警告とエラーの対処」ダイアログボックス。ダイアログボックスを開くには、コン
ピュータのリストからコンピュータを選択するか、「グループ」ペインでコンピュー
タのグループを選択して、右クリックして「警告とエラーの対処」をクリックしま
す。

■ 「コンピュータの詳細」ダイアログボックス。ダイアログボックスを開くには、感染
したコンピュータをダブルクリックします。そして、スクロールダウンして「未対処
の警告とエラー」セクションを表示します。

■ 「レポート」(例:「警告のサマリー」や「警告とイベント - アイテム名ごと」など):
「レポートマネージャ」を開くには、「ツール」メニューで「レポートの管理」を
クリックします。

ワイルドカード文字を使用できます。任意の 1文字を指定する場合は、「?」を使用し、
任意の文字列を指定する場合は、「*」を使用します。例えば、「Mal*」と入力し、フィ
ルタを適用すると、コンピュータのリストの画面には、「Mal/Conficker-A」や
「Mal/Packer」など「Mal」ではじまる名前を持つマルウェアに感染したコンピュータが
表示されます。

2.8 Enterprise Console でコンピュータを検索する
次のいずれかの条件を指定して、Enterprise Consoleでコンピュータを検索できます。
■ コンピュータ名
■ コンピュータの説明
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■ IP アドレス

1. コンピュータを検索するには、以下の操作のいずれかの手順を実行してください。
■ 「CTRL+F」を押します。
■ 「編集」メニューで、「コンピュータの検索」をクリックします。
■ コンピュータのリスト内で任意の場所を右クリックして、「コンピュータの検索」を
クリックします。

2. 「検索」ダイアログボックスで、検索条件を入力します。
「検索する文字列」フィールドで、大文字と小文字は区別されません。文字列の終わり
には、ワイルドカード文字があるとして処理されるので、指定する必要はありません。

ワイルドカード文字「*」、および「?」を使用できます。

例:

検索結果検索の条件

「uklapt」ではじまる文字列を検索。例: UKlaptop-011、UKlaptop-155、
uklaptop132。

UKlapt

「ukla」ではじまる文字列を検索。ワイルドカード文字は、文字列の終
わりにあるとして処理されるので、指定する必要はありません。検索結
果は、「UKlapt」と同じです。例: UKlaptop-011、UKlaptop-155、
uklaptop132。

Ukla*

「ukla」を含む文字列を検索。例: UKlaptop-011、055uklax、
056-Dukla-sales。

*ukla

「ukl」ではじまり、「t」を含み、任意の文字で終わる文字列を検索。
例: UKlaptop-011、ukLite55。

Ukl*t

任意の 1文字の後に「klap」が続き、任意の文字で終わる文字列を検索。
例: UKlaptop-011、uklapland33。

?klap

「ukl」ではじまり、任意の 2文字の後に「t」が続き、任意の文字で終
わる文字列を検索。例: UKlaptop-011、uklist101。

UKl??t

2.9 「アップデートマネージャ」ビューについて

コンピュータのリスト
「アップデートマネージャ」ビューでは、ソフォスのセキュリティソフトの自動アップデー
ト (ソフォスWeb サイト経由) を設定したり、アップデートマネージャのステータスや詳細
を表示できます。
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コンピュータのリストには、Sophos Update Manager がインストールされているコンピュー
タが表示されます。

ソフトウェアのサブスクリプション
「ソフトウェアのサブスクリプション」ペインでは、ソフトウェアのサブスクリプションを
追加または編集し、ソフォスのサーバーからエンドポイントにダウンロードする、各プラッ
トフォーム版のソフトウェアのバージョンを指定します。
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3 Sophos Enterprise Console の使い方
ネットワークを保護するためには、Enterprise Consoleのインストールと、「セキュリティ
ソフトのダウンロード」ウィザードを完了した後に、いくつかのタスクを実行する必要があ
ります。ここでは、そのタスクの概要について説明します。Enterprise Consoleの使い方に
ついて、詳しくは、後述の関連するセクションやドキュメントを参照してください。

ソフォスのセキュリティソフトの使用や管理に関するベストプラクティスについて、「Sophos
Enterprise Consoleポリシー設定ガイド」を参照することを推奨します。ソフォスの製品ド
キュメントは次のサイトから入手可能です。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/documentation

「セキュリティソフトのダウンロード」ウィザードを完了していない場合は、「セキュリ
ティソフトのダウンロード」ウィザードを起動する (p. 77) を参照してください。

ネットワークを保護するには、次のステップを実行してください。

1. グループを作成する。

グループは手動で個別に作成するか、または Active Directory のコンテナを (コンピュー
タの有無に関わらず) インポートすることができます。インポートしたコンテナを
Enterprise Consoleのコンピュータのグループとして使います。

Active Directory のコンテナをインポートする場合は、Active Directory からコンテナやコ
ンピュータをインポートする (p. 41) を参照してください。はじめに、Active Directory
からコンピュータなしでコンテナをインポートし、次に、Active Directory とグループを
同期するなどの方法で、グループにコンピュータを追加することを推奨します。

グループを手動で作成する方法の詳細は、グループを作成、使用する (p. 31) を参照して
ください。

2. ポリシーを設定する。

Enterprise Consoleには、ネットワークの保護に必要な一連のデフォルトポリシーが用
意されています。デフォルトのアップデートポリシーとウイルス対策および HIPSポリ
シーは、ソフトウェアのインストール完了後、そのまますぐ使えます。ファイアウォー
ルボリシーを設定するには、「ファイアウォールポリシー」ウィザードを使用してくだ
さい。詳細は、基本的なファイアウォールポリシーを設定する (p.126) を参照してくださ
い。

3. ネットワーク上のコンピュータを検出し、コンソールに追加する。

ステップ 1 で Active Directory からコンテナやコンピュータをインポートした場合、こ
こでの手順は必要ありません。それ以外の場合は、ネットワーク上のコンピュータを検
出する (p. 41) を参照してください。
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4. コンピュータを保護する。

ネットワーク上のコンピュータの保護は、次の 2とおりの方法から最も適したものを選
択できます。
■ 「コンピュータの保護ウィザード」を使用する

「グループ外のコンピュータ」フォルダからコンピュータを別のグループにドラッグ
& ドロップすると、ウィザードが起動するので、指示に従ってコンピュータを保護し
てください。詳細は、「コンピュータの保護 (p. 52) 」セクションのコンピュータを
自動保護する (p. 53) や、その他のトピックを参照してください。.

■ Active Directory と同期中、コンピュータを自動保護する

Active Directory との同期を選択した場合、Windows コンピュータの自動保護も選択
できます。これは、「Active Directory の同期ウィザード」または「同期のプロパ
ティ」ダイアログボックスにて指定できます。手順については、同期を利用してコン
ピュータを自動的に保護する (p. 49) を参照してください。

5. コンピュータが保護されていることを確認する。

インストールが完了したら、新規グループのコンピュータの一覧を再確認します。「オ
ンアクセス」カラムに「アクティブ」という表示があれば、コンピュータはオンアクセ
ス検索で保護され、Enterprise Consoleによって管理されています。詳細は、ネットワー
クが保護されているか確認する (p. 55) を参照してください。

6. コンピュータをクリーンアップする。

ネットワーク上で、ウイルス、不要と思われるアプリケーション、またはその他の問題
が検出された場合は、コンピュータを直ちにクリーンアップする (p. 62) の説明に従っ
て、該当するコンピュータをクリーンアップしてください。

追加の保護オプション

デフォルトで Sophos Endpoint Security and Control は、マルウェア (ウイルス、トロイの
木馬、ワーム、スパイウェア)、アドウェアやその他の不要と思われるアプリケーション、
疑わしい動作、および悪質なネットワークトラフィックを検出します。また、マルウェア感
染サイトへのアクセスをブロックし、インターネットからダウンロードしたコンテンツも検
索します。これ以外のセキュリティや生産性に関する機能を有効にすることもできます。詳
細はグループを作成、使用する (p. 31) を参照してください。

管理オプション

Enterprise Consoleでは、複数のロールを設定して権限を追加し、Windows のユーザーや
グループをロールに追加できます。システム管理者ロールには、Sophos Full Administrators
というWindows のグループが含まれています。このロールはフル権限を持っており、初期
設定は必要ありません。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してく
ださい。

IT 資産はサブ管理サイトとして分割できます。作成したサブ管理サイトには、Enterprise
Consoleのコンピュータのグループを追加できます。そして、Windows のユーザーやグルー
プをサブ管理サイトに追加し、サブ管理サイトへのアクセスをコントロールできます。「デ
フォルト」サブ管理サイトには、「グループ外のコンピュータ」を含む、Enterprise Console
のグループがすべて含まれます。サブ管理サイトの詳細はロールとサブ管理サイトを管理す
る (p. 20) を参照してください。
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ヒント: YouTube チャンネル、SophosGlobalSupportの Sophos Enduser Protectionより、
Enterprise Consoleの設定方法や使い方を解説する動画を視聴できます。
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4 Enterprise Console の設定

4.1 ロールとサブ管理サイトを管理する
重要:ロールベースの管理を既に利用している場合、ロールとサブ管理サイトを設定するに
は、「ロールベースの管理」権限が必要です。システム管理者ロールには、Sophos Full
Administrators というWindows のグループが含まれています。このロールはフル権限を持っ
ており、初期設定は必要ありません。詳細は、事前定義済みのロールとは？ (p. 21) および
権限と実行できるタスクについて (p. 25) を参照してください。

複数のロールを設定して権限を追加し、Windows のユーザーやグループに付与すると、コ
ンソールへのアクセスをロールベースで管理できます。たとえば、ヘルプデスク担当者は、
コンピュータのアップデートやクリーンアップを実行できますが、ポリシー設定の権限は与
えられていません。ポリシーの設定は、管理者ロールの役割です。

Enterprise Console を開くには、Sophos Console Administrators グループのメンバーであ
る必要があります。また、そのユーザーを少なくとも 1つの Enterprise Console のロール
と、サブ管理サイトに追加する必要があります。Sophos Full Administrators グループに所
属するユーザーには、Enterprise Console に対するフルアクセス権限が付与されています。

注: リモートや追加の Enterprise Consoleの使用をユーザーに許可するには、新しい
Enterprise Console ユーザーを追加する (p. 30) を参照してください。

ロールは、独自のものを作成したり、あらかじめ定義されているものを使用できます。

個別のユーザー、またはユーザーが所属するWindows グループをロールに追加すること
で、一人のユーザーを任意の数のロールに追加できます。

コンソールの特定のタスクに対する実行権限が与えられていない場合でも、ユーザーはタス
クの設定内容を表示できます。どのロールにも追加されていないユーザーは、Enterprise
Console を開くことができません。

また、ユーザーが操作を実行できるコンピュータやグループを制限することもできます。IT
資産はサブ管理サイトとして分割できます。作成したサブ管理サイトには、Enterprise
Console のコンピュータのグループを追加できます。そして、Windows のユーザーやグルー
プをサブ管理サイトに追加し、サブ管理サイトへのアクセスをコントロールできます。「デ
フォルト」サブ管理サイトには、「グループ外のコンピュータ」を含む、Enterprise Console
のグループがすべて含まれます。

ユーザーは、自分が割り当てられているサブ管理サイトだけ表示できます。複数のサブ管理
サイトに追加されている場合、ユーザーは表示するサブ管理サイトを選択できます。一度に
表示できるサブ管理サイトの数は 1つです。Enterprise Console で開いているサブ管理サイ
トが、アクティブなサブ管理サイトです。各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ
管理サイトに適用されているポリシーだけ編集できます。
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図 1: ロールとサブ管理サイト

4.1.1 事前定義済みのロールとは？
Enterprise Console には、次の 4種類のロールがあらかじめ設定されています。

説明Role

ネットワーク上のソフォスのセキュリティソフト、および Enterprise
Console のロールを管理するために、あらかじめ設定されているロール。

システム管理者

フルコントロール権限が与えられています。システム管理者ロールは、
編集も削除もできません。

ネットワーク上のソフォスのセキュリティソフトを管理するために、あ
らかじめ設定されているロール。ただし、Enterprise Console のロールは

管理者

管理できません。管理者ロールは、名前の変更、編集、および削除がで
きます。

クリーンアップ、コンピュータのアップデートなど、修復権限だけを持
つロール。あらかじめ設定されています。ヘルプデスクロールは、名前
の変更、編集、および削除ができます。

ヘルプデスク

読み取り専用で Enterprise Console を開けるロール。あらかじめ設定さ
れています。ゲストロールは、名前の変更、編集、および削除ができま
す。

ゲスト

管理者ロール、ヘルプデスクロール、ゲストロールを編集したり、または独自のロールを作
成することができます (ロールを作成する (p. 22) を参照)。
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4.1.2 ロールを作成する
ロールベースの管理を既に利用している場合、ここでのタスクを実行するには「ロールベー
スの管理」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照し
てください。

1. 「ツール」メニューで、「ロールとサブ管理サイトの管理」をクリックします。
2. 「ロールとサブ管理サイトの管理」ダイアログボックスの「ロールの管理」タブで、「作
成」をクリックします。

「ロールの作成」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「ロール名」フィールドにロールの名前を入力します。
4. 「権限」ペインで、ロールに追加する権限 (複数可) を選択し、「追加」をクリックしま
す。

5. 「ユーザーとグループ」ペインで「追加」をクリックします。
6. 「ユーザーまたはグループの選択」ダイアログボックスで、ロールに追加するWindows
のユーザーまたはグループの名前を入力します。「OK」をクリックします。

必要に応じて、ステップ 5～6 を繰り返して複数のユーザーやグループをロールに追加
します。

4.1.3 ロールを削除する
ロールベースの管理を既に利用している場合、ここでのタスクを実行するには「ロールベー
スの管理」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照し
てください。

1. 「ツール」メニューで、「ロールとサブ管理サイトの管理」をクリックします。
2. 「ロールとサブ管理サイトの管理」ダイアログボックスの「ロールの管理」タブで、削
除するロールを選択し、「削除」をクリックします。

注: あらかじめ定義されているシステム管理者ロールは削除できません。

4.1.4 ロールを編集する
ロールベースの管理を既に利用している場合、ここでのタスクを実行するには「ロールベー
スの管理」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照し
てください。

1. 「ツール」メニューで、「ロールとサブ管理サイトの管理」をクリックします。
2. 「ロールとサブ管理サイトの管理」ダイアログボックスの「ロールの管理」タブで、編
集するロールを選択し、「編集」をクリックします。

「ロールの編集」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「権限」ペインで、適宜、権限をロールに追加、または既存の権限をロールから削除し
ます。
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4. 「ユーザーとグループ」ペインで、適宜、Windows のユーザーやグループをロールに追
加、または既存のユーザーやグループをロールから削除します。

4.1.5 ロールに権限を付与する
ロールベースの管理を既に利用している場合、ここでのタスクを実行するには「ロールベー
スの管理」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照し
てください。

1. 「ツール」メニューで、「ロールとサブ管理サイトの管理」をクリックします。
2. 「ロールとサブ管理サイトの管理」ダイアログボックスの「ロールの管理」タブで、権
限を追加するロールを選択し、「編集」をクリックします。

「ロールの編集」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「権限」ペインの「利用可能な権限」リストから権限を選択し、「追加」をクリックし
ます。

4.1.6 サブ管理サイトを作成する
ロールベースの管理を既に利用している場合、ここでのタスクを実行するには「ロールベー
スの管理」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照し
てください。

1. 「ツール」メニューで、「ロールとサブ管理サイトの管理」をクリックします。
2. 「ロールとサブ管理サイトの管理」ダイアログボックスの「サブ管理サイトの管理」タ
ブで、「作成」をクリックします。

「サブ管理サイトの作成」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「サブ管理サイト名」フィールドにサブ管理サイトの名前を入力します。
4. 「Enterprise Console グループ」ペインで、サブ管理サイトに追加するグループを選択
します。

5. 「ユーザーとグループ」ペインで、「追加」をクリックし、Windows のユーザーやグ
ループをサブ管理サイトに追加します。

4.1.7 アクティブなサブ管理サイトを変更する
複数のサブ管理サイトに所属しているユーザーは、Enterprise Console を開いたときに表示
するサブ管理サイトを選択できます。または、Enterprise Console を開いているときに、サ
ブ管理サイトの表示を切り替えられます。

一度に表示できるサブ管理サイトの数は 1つです。アクティブなサブ管理サイトを変更する
と、Enterprise Console で選択したサブ管理サイトが読み込まれます。

アクティブなサブ管理サイトを変更する方法は次のとおりです。

1. 「ツール」メニューから「アクティブなサブ管理サイトの選択」を選択します。
2. 「アクティブなサブ管理サイトの選択」ダイアログボックスで、表示するサブ管理サイ
トを選択し、「OK」をクリックします。
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4.1.8 サブ管理サイトを編集する
ロールベースの管理を既に利用している場合、ここでのタスクを実行するには「ロールベー
スの管理」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照し
てください。

1. 「ツール」メニューで、「ロールとサブ管理サイトの管理」をクリックします。
2. 「ロールとサブ管理サイトの管理」ダイアログボックスの「サブ管理サイトの管理」タ
ブで、編集するサブ管理サイトを選択し、「編集」をクリックします。

3. 「サブ管理サイトの編集」ダイアログボックスで、必要に応じて、サブ管理サイトの名
前、サブ管理サイトに含む Enterprise Console のグループ、またはサブ管理サイトへの
アクセスを許可するWindows のユーザーやグループを変更します。「OK」をクリック
します。

4.1.9 サブ管理サイトをコピーする
ロールベースの管理を既に利用している場合、ここでのタスクを実行するには「ロールベー
スの管理」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照し
てください。

1. 「ツール」メニューで、「ロールとサブ管理サイトの管理」をクリックします。
2. 「ロールとサブ管理サイトの管理」ダイアログボックスの「サブ管理サイトの管理」タ
ブで、コピーするサブ管理サイトを選択し、「コピー」をクリックします。

複製したサブ管理サイトが一覧に表示されます。

3. 新しく作成したサブ管理サイトを選択し、「編集」をクリックします。サブ管理サイト
の名前を変更します。必要に応じて、サブ管理サイトに含むコンピュータのグループや、
サブ管理サイトへのアクセスを許可するWindows のユーザー/グループを変更します。

4.1.10 サブ管理サイトを削除する
ロールベースの管理を既に利用している場合、ここでのタスクを実行するには「ロールベー
スの管理」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照し
てください。

1. 「ツール」メニューで、「ロールとサブ管理サイトの管理」をクリックします。
2. 「ロールとサブ管理サイトの管理」ダイアログボックスの「サブ管理サイトの管理」タ
ブで、削除するサブ管理サイトを選択し、「削除」をクリックします。
「デフォルト」サブ管理サイトは削除できません。

4.1.11 ユーザーやグループのロール/サブ管理サイトを表示する
Windows のユーザーやグループが追加されている、ロールおよびサブ管理サイトを表示す
る方法は次のとおりです。

1. 「ツール」メニューで、「ロールとサブ管理サイトの管理」をクリックします。
2. 「ロールとサブ管理サイトの管理」ダイアログボックスで、「ユーザーとグループの表
示」タブを開き、「ユーザーやグループの選択」ボタンをクリックします。
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3. 「ユーザーまたはグループの選択」ダイアログボックスで、追加先のロールおよびサブ
管理サイトを表示する、ユーザーまたはグループを選択し、「OK」をクリックします。

4.1.12 権限と実行できるタスクについて
注: ライセンスによって、一部の権限は適用できない場合があります。

タスク権限

監査の有効化、監査の無効化監査

検索の開始、検索の停止、ネットワークの検索を実行する際の
ドメインの検出、IP アドレス範囲を指定した検索、Active
Directory の検索

コンピュータの検索、保護およびグ
ループ

Active Directory のコンピュータやグループのインポート、
Active Directory のグループのインポート

ファイルからのコンピュータ名のインポート

コンピュータの削除

コンピュータの保護

グループと Active Directory の同期

グループの同期のプロパティの変更

グループの同期の削除

コンピュータの移動

グループの作成

グループ名の変更

グループの移動

グループの削除

グループへのポリシーの適用

データコントロールのルールの作成データコントロール設定

データコントロールのルールの編集

データコントロールのルールのコピー
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タスク権限

データコントロールのルールの削除

データコントロールの対象からファイルを除外

コンテンツコントロールリストの作成

コンテンツコントロールリストの編集

コンテンツコントロールリストのコピー

コンテンツコントロールリストの削除

データコントロールのイベントビューアの表示データコントロールのイベント

コンピュータの詳細へのデータコントロールのイベントの表示

ウイルス対策および HIPS ポリシーの作成ポリシー設定 - ウイルス対策および
HIPS

ウイルス対策および HIPS ポリシーのコピー

ウイルス対策および HIPS ポリシーの名前の変更

ウイルス対策および HIPS ポリシーの編集

ウイルス対策および HIPS の設定をデフォルトに戻す

ウイルス対策および HIPS ポリシーの削除

脅威管理リストの項目の追加/削除

アプリケーションコントロールポリシーの作成ポリシー設定 - アプリケーションコ
ントロール

アプリケーションコントロールポリシーのコピー

アプリケーションコントロールポリシーの名前の変更

アプリケーションコントロールポリシーの編集

アプリケーションコントロールの設定をデフォルトに戻す

アプリケーションコントロールポリシーの削除

データコントロールポリシーの作成ポリシー設定 - データコントロール

データコントロールポリシーのコピー

26

Sophos Enterprise Console



タスク権限

データコントロールポリシーの名前の変更

データコントロールポリシーの編集

データコントロールの設定をデフォルトに戻す

データコントロールポリシーの削除

デバイスコントロールポリシーの作成ポリシー設定 - デバイスコントロー
ル

デバイスコントロールポリシーのコピー

デバイスコントロールポリシーの名前の変更

デバイスコントロールポリシーの編集

デバイスコントロールの設定をデフォルトに戻す

デバイスコントロールポリシーの削除

ファイアウォールポリシーの作成ポリシー設定 - ファイアウォール

ファイアウォールポリシーのコピー

ファイアウォールポリシーの名前の変更

ファイアウォールポリシーの編集

ファイアウォールの設定をデフォルトに戻す

ファイアウォールポリシーの削除

パッチポリシーの作成ポリシー設定 - パッチ

パッチポリシーのコピー

パッチポリシーの名前の変更

パッチポリシーの編集

パッチの設定をデフォルトに戻す

パッチポリシーの削除

タンパープロテクションポリシーの作成ポリシー設定 - タンパープロテク
ション
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タスク権限

タンパープロテクションポリシーのコピー

タンパープロテクションポリシーの名前の変更

タンパープロテクションポリシーの編集

タンパープロテクションの設定をデフォルトに戻す

タンパープロテクションポリシーの削除

アップデートポリシーの作成ポリシー設定 - アップデート

アップデートポリシーのコピー

アップデートポリシーの名前を変更

アップデートポリシーの編集

アップデートの設定をデフォルトに戻す

アップデートポリシーの削除

サブスクリプションの作成

サブスクリプションの編集

サブスクリプション名の変更

サブスクリプションのコピー

サブスクリプションの削除

アップデートマネージャの設定

Web コントロールポリシーの作成ポリシー設定 - Web コントロール

Web コントロールポリシーのコピー

Web コントロールポリシーの名前の変更

Web コントロールポリシーの編集

Web コントロールポリシーの設定をデフォルトに戻す

Web コントロールポリシーの削除
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タスク権限

エクスプロイト対策ポリシーの作成ポリシー設定 - エクスプロイト対策

エクスプロイト対策ポリシーのコピー

エクスプロイト対策ポリシーの名前の変更

エクスプロイト対策ポリシーの編集

エクスプロイト防止の除外の追加

エクスプロイト防止の除外の削除

エクスプロイト対策ポリシーのリセット

エクスプロイト対策ポリシーの削除

検出されたアイテムのクリーンアップ修復 - クリーンアップ

警告の消去

エラーの消去

コンピュータの即時アップデート修復 - アップデートと検索

コンピュータのフル検索の実行

コンピュータへのグループポリシーの強制適用

アップデートマネージャへの環境設定の適用

アップデートマネージャで今すぐアップデート

レポートの作成、編集、または削除レポート環境設定

ロールの作成ロールベースの管理

ロール名の変更

ロールの削除

ロールの権限の変更

ロールへのユーザーやグループの追加

ロールからのユーザーやグループの削除
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タスク権限

サブ管理サイトの管理:サブ管理サイトの作成、サブ管理サイ
ト名の変更、サブ管理サイトの削除、サブ管理サイトのルート
グループの追加、サブ管理サイトのルートグループの削除、サ
ブ管理サイトへのユーザーやグループの追加、サブ管理サイト
からのユーザーやグループの削除

SMTP サーバーの設定の変更、SMTP サーバーの設定のテス
ト、メール警告の受信者の変更

システム環境設定

ダッシュボードの警報・緊急レベルの設定

レポートの設定:データベースの警告の初期化設定、レポート
に表示する会社名の設定

ソフォスへのレポート送信の設定:ソフォスへのレポート送信
の有効/無効の切り替え、ユーザー名の変更、連絡先メールア
ドレスの変更

固定バージョンのソフトウェアパッケージの使用設定

Web のイベントビューアの表示Web のイベント

「コンピュータの詳細」ダイアログボックスへのWeb のイベ
ントの表示

4.1.13 新しい Enterprise Console ユーザーを追加する
Sophos Full Administrators グループに所属するユーザーには、Enterprise Console に対する
フルアクセス権限が付与されています。

他のユーザーに Enterprise Console の使用を許可できます。Enterprise Console を開くこと
ができるユーザーの条件は次のとおりです。
■ Sophos Console Administrators グループのメンバーである。
■ 少なくとも 1つの Enterprise Console ロールに追加されている。
■ 少なくとも 1つの Enterprise Console サブ管理サイトに追加されている。

Sophos Console Administrators グループにユーザーを追加する場合は、Windows の機能を
使ってください。

Enterprise Console のロールやサブ管理サイトにユーザを追加するには、「ツール」メニュー
で、「ロールとサブ管理サイトの管理」をクリックします。ロールとサブ管理サイトの詳細
はロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。
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リモートの管理コンソールや、追加の Enterprise Consoleを使用できるユーザーの条件は
次のとおりです。
■ Enterprise Console の管理サーバーがインストールされているサーバー上の Sophos

Console Administrators グループのメンバーである。
■ Enterprise Console の管理サーバーがインストールされているサーバー上の Distributed

COM Users グループのメンバーである。(Distributed COM Users グループは、「Active
Directory ユーザーとコンピュータ」ツールのビルトインコンテナにあります。)

■ 少なくとも 1つの Enterprise Console ロールに追加されている。
■ 少なくとも 1つの Enterprise Console サブ管理サイトに追加されている。

4.2 グループを作成、使用する
コンピュータの保護・管理を行うためには、まず、グループを作成して、コンピュータを配
置する必要があります。

4.2.1 グループを使用する理由
コンピュータのグループを作成する利点は次のとおりです。
■ グループごとに、個別のアップデート元やスケジュールを設定してアップデートできる。
■ グループごとに、個別のウイルス対策および HIPS、アプリケーションコントロール、
ファイアウォール、および他のポリシーを適用できる。

■ コンピュータの管理がしやすくなる。

ヒント:グループ内にさらにグループを作成し、各グループやサブグループごとに一連のポ
リシーを適用することができます。

4.2.2 グループとは？
グループ は、複数のコンピュータが含まれるフォルダです。

グループは手動で作成するか、または Active Directory のコンテナを (コンピュータの有無
に関わらず) インポートすることができます。インポートしたコンテナを Enterprise Console
のコンピュータのグループとして使います。また、新規コンピュータやコンテナ、および
Active Directory における他の変更内容が Enterprise Console に自動的にコピーされるよう、
Active Directory との同期を設定することもできます。

各グループに対して、アップデート、ウイルス対策および HIPS 機能、ファイアウォールな
どを設定できます。グループ内の各コンピュータは、通常、すべて同じ設定内容 (「ポリ
シー」と呼びます) を使用する必要があります。

1つのグループ内に複数のサブグループを作成することもできます。

4.2.3 「グループ外のコンピュータ」フォルダとは？
Enterprise Console の「グループ外のコンピュータ」フォルダには、グループに配置する前
のコンピュータが入っています。
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次の事柄を実行することはできません。
■ 「グループ外のコンピュータ」フォルダにポリシーを適用する。
■ 「グループ外のコンピュータ」フォルダにサブフォルダを作成する。
■ 「グループ外のコンピュータ」フォルダを移動・削除する。

4.2.4 グループを作成する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには「コンピュータの
検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理す
る (p. 20) を参照してください。

コンピュータの新規グループを作成する方法は次のとおりです。

1. 「エンドポイント」ビューの「グループ」ペイン (コンソール画面の左側) で、グループ
を作成する場所を選択します。
トップレベルのグループを新たに作成するには、ツリー最上部のコンピュータ名をクリッ
クします。サブグループを作成するには、既存のグループをクリックします。

2. ツールバーで、「グループの作成」アイコンをクリックします。

「新規グループ」がリストに追加され、グループ名がハイライト表示されます。

3. グループ名を入力します。

アップデート、ウイルス対策および HIPS、アプリケーションコントロール、ファイアウォー
ル、パッチ、データコントロール、デバイスコントロール、タンパープロテクション、お
よびWeb コントロールポリシーは、新規グループに自動的に適用されます。これらのポリ
シーを編集したり、別のポリシーを適用することもできます。詳細は、ポリシーを編集する
(p. 39) 、またはグループにポリシーを適用する (p. 39) を参照してください。

注: 新規グループがサブグループの場合、初期設定内容は親グループと同じです。

4.2.5 グループにコンピュータを追加する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには「コンピュータの
検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理す
る (p. 20) を参照してください。

1. グループに追加するコンピュータを選択します。たとえば、「グループ外のコンピュー
タ」フォルダをクリックし、表示されるコンピュータを選択します。

2. 新規グループに選択したコンピュータをドラッグ & ドロップします。
保護されていないコンピュータを、「グループ外のコンピュータ」フォルダから自動アッ
プデートが設定されているグループに移動した場合は、ウィザードが開始するので、指
示に従ってコンピュータを保護してください。
グループ内のコンピュータを別のグループに移動した場合、移動したコンピュータには、
移動先グループ内の他のコンピュータと同じポリシーが適用されます。
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4.2.6 グループからコンピュータを削除する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには「コンピュータの
検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理す
る (p. 20) を参照してください。

ネットワーク上に存在しないコンピュータなど、コンピュータをグループから削除すること
ができます。

重要:ネットワーク上のコンピュータを削除すると、削除されたコンピュータはコンソール
画面より表示、または管理されなくなります。

旧バージョンの Enterprise Consoleからアップグレードした場合で、フルディスク暗号化
管理機能が搭載されていた古いバージョンの Enterprise Consoleで暗号化したコンピュー
タがあるときは、これらのコンピュータをコンソールから削除しないでください。削除する
と、暗号化の復旧ができなくなる可能性があります。

コンピュータを削除する方法は次のとおりです。

1. 削除するコンピュータを選択します。
2. 右クリックして、「削除」を選択します。

削除したコンピュータを再表示するには、ツールバーにある「コンピュータの検出」アイコ
ンをクリックします。これらのコンピュータは再起動すると、管理対象コンピュータとして
表示されます。

4.2.7 グループを切り取り、貼り付ける
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには「コンピュータの
検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理す
る (p. 20) を参照してください。

1. 切り取り、貼り付けるグループを選択します。「編集」メニューの「切り取り」をクリッ
クします。

2. 貼り付け先のグループを選択します。「編集」メニューの「貼り付け」をクリックしま
す。

4.2.8 グループを削除する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには「コンピュータの
検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理す
る (p. 20) を参照してください。

グループ削除後、グループ内のコンピュータは、「グループ外のコンピュータ」フォルダに
配置されます。

1. 削除するグループを選択します。
2. 右クリックして、「削除」を選択します。メッセージが表示されたら、グループを削除
することを確認し、サブグループが存在する場合はそれも削除することを確認します。
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4.2.9 グループ名の変更
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには「コンピュータの
検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理す
る (p. 20) を参照してください。

1. 名前を変更するグループを選択します。
2. 右クリックして、「名前の変更」を選択します。

4.2.10 グループに適用されているポリシーを確認する
グループに適用されているポリシーを表示する方法は次のとおりです。
■ 「グループ」ペインで、グループ名を右クリックします。「グループポリシーの詳細の
表示/編集」を選択します。

グループの詳細ダイアログボックスに、現在使用されているポリシーが表示されます。

4.3 ポリシーを作成、使用する
ポリシーは、グループ内のすべてのコンピュータに適用される設定の集まりです。

Enterprise Console をインストールすると、基本的なレベルのセキュリティを提供する「デ
フォルト」ポリシーが作成されます。デフォルトポリシーは、新たに作成するグループすべ
てに適用されます。デフォルトのポリシーを編集したり、または新しいポリシーを作成でき
ます。

注: ライセンスの種類により利用できない機能もあります。

各種類につき、複数のポリシーを作成できます。

複数のグループに同じポリシーを適用することができます。

4.3.1 利用可能なポリシー
注: ライセンスの種類により利用できない機能もあります。
■ アップデートポリシー:新しいセキュリティソフトでコンピュータがアップデートされる
方法を指定します。

■ ウイルス対策および HIPSポリシー:セキュリティソフトがウイルス、トロイの木馬、
ワーム、スパイウェア、アドウェア、および不要と思われるアプリケーションを検索し、
疑わしい動作やファイルを検知・検出する方法を指定します。また、コンピュータをク
リーンアップする方法も指定します。

■ アプリケーションコントロールポリシー:コンピュータでブロック・許可するアプリケー
ションを指定します。

■ ファイアウォールポリシー:ファイアウォールがコンピュータを保護する方法を指定しま
す。

■ データコントロールポリシー:ファイルの内容、名前、または種類に基づいて、ファイル
の転送を監視・制限するルールを指定します。
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■ デバイスコントロールポリシー:クライアントマシンでの使用を認証しないストレージデ
バイスやネットワーク機器を指定します。

■ パッチポリシー:パッチ評価の有効化/無効化、および未適用のパッチがあるかを評価す
る頻度を設定します。

■ タンパープロテクションポリシー:ソフォスのセキュリティソフトの再設定、無効化、
アンインストールを認証済みエンドポイントユーザーに許可するパスワードを指定しま
す。

■ Web コントロールポリシー:ユーザーにアクセスを許可するWeb サイトを指定します。
「ブロック」または「警告」に指定されているWeb サイトにユーザーがアクセスすると
メッセージが表示されます。

■ エクスプロイト対策ポリシー:エクスプロイトから防御するアプリケーションや機能、プ
ロセスを指定します。たとえば、ランサムウェアから文書ファイルを保護したり
(CryptoGuard)、Web ブラウザの重要な機能を保護したり (セーフブラウジング) するこ
とができます。

4.3.2 デフォルトポリシー
Enterprise Console をインストールすると、「デフォルト」というポリシーが作成されま
す。

注: ライセンスの種類により利用できない機能もあります。

アップデートポリシー
Enterprise Console を新規にインストールすると、デフォルトのアップデートポリシーは次
のように設定されます。
■ デフォルトのアップデート元から 10分ごとにコンピュータを自動アップデートする。デ
フォルトのアップデート元は、UNC 共有の \\<コンピュータ名>\SophosUpdateで
す。ここで、<コンピュータ名> は、アップデートマネージャをインストールしたコン
ピュータの名前です。

ウイルス対策および HIPS ポリシー
Enterprise Console を新規にインストールすると、デフォルトのウイルス対策および HIPS
ポリシーは次のように設定されます。
■ ウイルス、トロイの木馬、ワーム、スパイウェア、アドウェア、および不要と思われる
アプリケーション (疑わしいファイルは除く) のオンアクセス検索を実施する。

■ バッファオーバーフローや、システム上で実行されているプログラムの悪意のある、ま
たは疑わしい動作、および悪質なネットワークトラフィックを検知する。

■ マルウェア感染サイトへのアクセスをブロックする。
■ インターネットからダウンロードしたコンテンツを検索する。
■ 問題のあるコンピュータのデスクトップでセキュリティ警告を表示し、イベントログに
追加する。
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Enterprise Console を新規にインストールした場合のウイルス対策および HIPS ポリシーの
デフォルト設定については、サポートデータベースの文章 27267を参照してください。

アプリケーションコントロールポリシー
デフォルトで、すべてのアプリケーションおよびアプリケーションのタイプは許可されてい
ます。ネットワークでの使用制御が必要と思われるアプリケーションのオンアクセス検索
は、デフォルトで無効に設定されています。

ファイアウォールポリシー
デフォルトで、Sophos Client Firewall は有効に設定され、必須のトラフィック以外はすべ
てブロックされます。ネットワーク全体でファイアウォールを使用する前に、必要なアプリ
ケーションの使用を許可するようファイアウォールを設定してください。詳細は、基本的な
ファイアウォールポリシーを設定する (p. 126) を参照してください。

デフォルトのファイアウォール設定について、詳細はサポートデータベースの文章 57757
を参照してください。

データコントロールポリシー
デフォルトで、データコントロールは無効になっています。インターネットを経由したファ
イル転送や、ストレージデバイスへのファイル転送を監視・制限するルールも指定されてい
ません。

デバイスコントロールポリシー
デフォルトで、デバイスコントロールは無効になっています。すべてのデバイスが許可さ
れています。

パッチポリシー
デフォルトでパッチ評価は無効になっています。新しいパッチポリシーについては評価が有
効になります。パッチ評価を有効にすると、コンピュータにインストールされていないパッ
チの有無が毎日 (チェック頻度を変更していない場合) チェックされます。

タンパープロテクションポリシー
デフォルトで、タンパープロテクションは無効になっており、認証済みエンドポイントユー
ザーに、ソフォスのセキュリティソフトの再設定、無効化、アンインストールを許可するパ
スワードは指定されていません。

Web コントロールポリシー
デフォルトで、Web コントロールは無効になっているため、Enterprise Console のWeb
Protection 機能で制限されていない限り、すべてのWeb サイトにアクセスできます。詳細
は、Web Protection (p. 114) を参照してください。
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エクスプロイト対策ポリシー
デフォルトで、エクスプロイト対策は有効になっています。詳細は、エクスプロイト対策ポ
リシー (p. 200) を参照してください。

4.3.3 デフォルト以外のポリシーの必要性について
Enterprise Console をインストールすると、「デフォルト」というポリシーが作成されま
す。デフォルトポリシーは、新たに作成するグループすべてに適用されます。

デフォルトポリシーは、基本的なレベルのセキュリティを提供します。ネットワークアク
セスコントロールやアプリケーションコントロールなどの機能を使用するには、新たにポ
リシーを作成するか、デフォルトポリシーの設定内容を変更する必要があります。

注:デフォルトのポリシーを変更すると、今後新しく作成するポリシーすべてに変更内容が
反映されます。

注:ロールベースの管理を利用している場合、ポリシーを作成または設定するには、該当す
る「ポリシー設定」権限が必要です。たとえば、ウイルス対策および HIPS ポリシーを作成
または設定するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必要です。詳細
は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

アップデートポリシー
デフォルトのアップデートポリシーを適用すると、エンドポイントは、デフォルトのソフト
ウェア配布元 UNC 共有に、「Recommended」サブスクリプションのアップデートがある
かどうかを 10分ごとに確認するようになります。サブスクリプション、アップデート元、
およびその他の設定を変更するには、アップデートポリシーの設定を変更してください。詳
細はアップデートポリシーを設定する (p. 77) を参照してください。

ウイルス対策および HIPS

デフォルトのウイルス対策および HIPS ポリシーは、ウイルスやその他のマルウェアからコ
ンピュータを保護します。他の不要と思われる/疑わしいアプリケーションや動作を検出・
検知するには、新たにポリシーを作成するか、デフォルトポリシーを変更してください。詳
細は、ウイルス対策および HIPS ポリシー (p. 90) を参照してください。

アプリケーションコントロール
未認証のアプリケーションを定義したり、ブロックするには、アプリケーションコントロー
ルポリシーを設定してください。詳細は、アプリケーションコントロールポリシー (p.159)
を参照してください。

ファイアウォールポリシー
正規アプリケーションのネットワークアクセスを許可するには、ファイアウォールポリシー
を設定してください。詳細は、基本的なファイアウォールポリシーを設定する (p.126) を参
照してください。
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データコントロール
デフォルトで、データコントロールは無効になっています。データ漏えいを防止するには、
データコントロールポリシーを設定してください。詳細は、データコントロールポリシー
(p. 162) を参照してください。

デバイスコントロール
デフォルトで、デバイスコントロールは無効になっています。使用を許可するハードウェア
デバイスを制限するには、デバイスコントロールポリシーを設定してください。詳細は、
デバイスコントロールポリシー (p. 180) を参照してください。

パッチ
デフォルトでパッチ評価は無効になっています。新しいパッチポリシーについては評価が有
効になります。パッチ評価を有効にすると、コンピュータにインストールされていないパッ
チの有無が毎日 (チェック頻度を変更していない場合) チェックされます。パッチ評価を有
効/無効に切り替えたり、評価の頻度を変更するには、パッチポリシーを設定してください。
詳細は、パッチポリシー (p. 189) を参照してください。

タンパープロテクション
デフォルトで、タンパープロテクションは無効になっています。タンパープロテクション
を有効にするには、タンパープロテクションポリシーを設定してください。詳細は、タン
パープロテクションポリシー (p. 187) を参照してください。

Web コントロール
デフォルトで、Web コントロールは無効になっています。Web コントロールを有効にし
て、Web コントロールポリシーを設定するには、Web コントロールポリシー (p. 192) を参
照してください。

エクスプロイト対策
デフォルトで、エクスプロイト対策は有効になっています。エクスプロイト対策ポリシーの
設定方法については、エクスプロイト対策ポリシー (p. 200) を参照してください。

4.3.4 ポリシーを作成する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには、該当する「ポリ
シー設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照し
てください。
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ポリシーの作成方法は次のとおりです。

1. 「エンドポイント」ビューの「ポリシー」ペインで、「アップデート」ポリシーなど、
作成するポリシーの種類を右クリックし、「ポリシーの作成」を選択します。

「新規ポリシー」がリストに追加され、ポリシー名がハイライト表示されます。

2. 新しいポリシーの名前を入力します。
3. 新しいポリシーをダブルクリックします。必要に応じて内容を設定します。

各設定の選択方法について詳細は、ポリシー別の設定に関するセクションを参照してく
ださい。

これで、グループに適用できるポリシーが作成されました。

4.3.5 グループにポリシーを適用する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには「コンピュータの
検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理す
る (p. 20) を参照してください。

1. 「ポリシー」ペインで、ポリシー名をハイライト表示します。
2. 選択したポリシーをクリックして、適用するグループの上にドラッグ & ドロップしま
す。確認メッセージが表示されたら、続行することを指定します。

注: または、各グループを右クリックして、「グループポリシーの詳細の表示/編集」を選
択します。表示されるドロップダウンメニューから、そのグループに対するポリシーを選択
できます。

4.3.6 ポリシーを編集する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、各ポリシーに対応する「ポリシー設定」権限が必要で
す。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

グループやグループ内のコンピュータに対するポリシーを編集する方法は次のとおりです。

1. 「ポリシー」ペインで、編集するポリシーをダブルクリックします。
2. ポリシーの内容を編集します。

ポリシーの種類別の設定方法については、各セクションを参照してください。

4.3.7 ポリシー名を変更する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、各ポリシーに対応する「ポリシー設定」権限が必要で
す。

39

ヘルプ



■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
の名前だけ変更できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

注: 「デフォルト」ポリシーの名前を変更することはできません。

ポリシー名の変更方法は次のとおりです。

1. 「ポリシー」ペインで、名前を変更するポリシーを選択します。
2. 右クリックして、「ポリシー名の変更」を選択します。

4.3.8 ポリシーの削除
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、各ポリシーに対応する「ポリシー設定」権限が必要で
す。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ削除できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

注: 「デフォルト」ポリシーを削除することはできません。

ポリシーを削除する方法は次のとおりです。

1. 「ポリシー」ペインで、削除するポリシーを右クリックし、「ポリシーの削除」を選択
します。

2. 削除したポリシーを使用していたグループは、デフォルトポリシーを使用するようにな
ります。

4.3.9 ポリシーが適用されているグループを表示する
各ポリシーが適用されているグループを表示する方法は次のとおりです。
■ 「ポリシー」ペインで、ポリシーを右クリックし、「ポリシー別グループの表示」を選
択します。

選択したポリシーが適用されているグループが表示されます。

4.3.10 コンピュータがグループ固有のポリシーを使用しているか確認す
る
グループ内のコンピュータすべてがポリシーに準拠しているかを確認することができます。

1. 確認するグループを選択します。
2. 「エンドポイント」ビューのコンピュータのリストで、「ステータス」タブを開き、「ポ
リシーコンプライアンス」カラムの表示を確認します。
■ 「ポリシーと一致」と表示されている場合は、コンピュータがグループに適用されて
いるポリシーに準拠していることを意味します。
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■ 黄色い警告アイコン付きで「ポリシーと異なる」と表示されている場合は、グループ
内の他のコンピュータと異なるポリシー (複数の場合もあります) が適用されている
ことを意味します。

コンピュータ上のセキュリティ機能のステータスや、コンピュータに適用されているポ
リシーのステータスの詳細は、「エンドポイント」ビューの各タブをご覧ください (「ウ
イルス対策の詳細」タブなど)。

所属するグループのポリシーをコンピュータに適用する場合は、コンピュータにグループ固
有のポリシーを適用する (p. 41) を参照してください。

4.3.11 コンピュータにグループ固有のポリシーを適用する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには「修復 - アップ
デートと検索」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参
照してください。

グループに適用されているポリシーに準拠していないコンピュータを見つけた場合、そのコ
ンピュータにグループ固有のポリシーを適用できます。

1. グループ固有のポリシーに準拠していないコンピュータを選択します。
2. 右クリックして、「ポリシーの適用」を選択します。次に、「グループのウイルス対策
および HIPS ポリシー」など、適切な種類のポリシーを選択します。

4.4 ネットワーク上のコンピュータを検出する
Enterprise Console でコンピュータを管理するには、まず、Enterprise Console に追加する
必要があります。「コンピュータの検出」機能のオプションを使用して、ネットワーク上の
コンピュータを検出し、Enterprise Console に追加することができます。次のオプションが
あります。
■ Active Directory からコンテナやコンピュータをインポートする (p. 41)

■ Active Directory を使用してコンピュータを検出する (p. 42)

■ ネットワーク上のコンピュータを検出する (p. 43)

■ IP アドレス範囲を指定してコンピュータを検出する (p. 43)

■ ファイルからコンピュータ名をインポートする (p. 44)

ロールベースの管理を利用している場合、各コンピュータをコンソールに追加するには「コ
ンピュータの検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サ
イトを管理する (p. 20) を参照してください。

4.4.1 Active Directory からコンテナやコンピュータをインポートする
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには「コンピュータの
検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理す
る (p. 20) を参照してください。

Active Directory からグループをインポートすると、Active Directory のコンテナ構成が取得
され、そのコピーがコンピュータのグループの階層として Enterprise Console に保存され
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ます。グループの階層構造だけをインポートすることも、グループとコンピュータをイン
ポートすることもできます。グループとコンピュータをインポートした場合は、Active
Directory で検出されるコンピュータは、「グループ外のコンピュータ」フォルダではなく、
所属する各グループ内に配置されます。

この製品で作成および管理する「通常」のグループと、Active Directory からインポートし
たグループの両方を持つことができます。また、インポートしたグループを Active Directory
と同期することもできます。

Active Directory からグループをインポートする方法は次のとおりです。

1. ツールバーの「コンピュータの検出」アイコンをクリックします。
2. 「コンピュータの検出」ダイアログボックスの「Active Directory のインポート」ペイ
ンで、「インポート」を選択し、「OK」をクリックします。
あるいは、Active Directory コンテナをインポートするグループを選択し、右クリックし
て、「Active Directory のインポート」を選択します。

「Active Directory のインポートウィザード」が開始します。

3. ウィザードの指示に従います。インポートするアイテムを選択するページで、インポー
ト内容に従い、「コンピュータとコンテナ」または「コンテナのみ」を選択します。

Active Directory からコンテナをインポートした後は、そのグループにポリシーを適用しま
す。詳細は、利用可能なポリシー (p. 34) を参照してください。

グループにポリシーを適用した後は、必要に応じて、グループと Active Directory の同期を
とることができます。手順については、Active Directory と同期する (p. 47) を参照してくだ
さい。

4.4.2 Active Directory を使用してコンピュータを検出する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには「コンピュータの
検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理す
る (p. 20) を参照してください。

Active Directory を使ってネットワーク上のコンピュータを検出し、「グループ外のコン
ピュータ」フォルダに追加することができます。

1. ツールバーの「コンピュータの検出」アイコンをクリックします。
2. 「コンピュータの検出」ダイアログボックスで、「Active Directory の検出」を選択し、
「OK」をクリックします。

3. ユーザー名とパスワードを入力するようメッセージが表示されます。アカウント情報な
しでアクセスできないコンピュータ (例:Windows XP サービスパック 2) の場合は、この
作業を行う必要があります。
ドメイン管理者アカウント、または対象のWindows XP コンピュータに対してフル管理
者権限を持つアカウントを使用してください。
ドメインアカウントを使用している場合は、必ず、ドメイン名\ユーザー名という形式で
ユーザー名を入力してください。

4. 「コンピュータの検出」ダイアログボックスで、検索するドメインを選択します。「OK」
をクリックします。

5. 「グループ外のコンピュータ」フォルダをクリックして、検出されたコンピュータを表
示します。

42

Sophos Enterprise Console



管理を開始するには、これらのコンピュータを選択し、グループにドラッグ & ドロップし
てください。

4.4.3 ネットワーク上のコンピュータを検出する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには「コンピュータの
検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理す
る (p. 20) を参照してください。

Windows ドメイン、およびワークグループで検出されたコンピュータを、「グループ外の
コンピュータ」フォルダに追加する方法は次のとおりです。

1. ツールバーの「コンピュータの検出」アイコンをクリックします。
2. 「コンピュータの検出」ダイアログボックスで、「ネットワークの検出」を選択し、
「OK」をクリックします。

3. 「アカウント情報」ダイアログボックスで、コンピュータの情報を取得する十分な権限
のあるアカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
ドメイン管理者アカウント、または対象のコンピュータに対してフル管理者権限を持つ
アカウントを使用してください。ドメインアカウントを使用している場合は、必ず、ド
メイン名\ユーザー名という形式でユーザー名を入力してください。
対象のコンピュータにアカウント情報なしでアクセスできる場合は、このステップは必
要ありません。

4. 「コンピュータの検出」ダイアログボックスで、検索するドメインやワークグループを
選択します。「OK」をクリックします。

5. 「グループ外のコンピュータ」フォルダをクリックして、検出されたコンピュータを表
示します。

管理を開始するには、これらのコンピュータを選択し、グループにドラッグ & ドロップし
てください。

4.4.4 IP アドレス範囲を指定してコンピュータを検出する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには「コンピュータの
検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理す
る (p. 20) を参照してください。

IP アドレスの範囲を指定してネットワーク上のコンピュータを検出し、「グループ外のコ
ンピュータ」フォルダに追加することができます。

注:  IPv6 アドレスを使用することはできません。

1. ツールバーの「コンピュータの検出」アイコンをクリックします。
2. 「コンピュータの検出」ダイアログボックスで、「IP アドレス範囲を指定して検出」を
選択し、「OK」をクリックします。
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3. 「アカウント情報」ダイアログボックスで、ユーザー名とパスワードを入力するようメッ
セージが表示されます。アカウント情報なしでアクセスできないコンピュータ (例:
Windows XP サービスパック 2) の場合は、この作業を行う必要があります。
ドメイン管理者アカウント、または対象のWindows XP コンピュータに対してフル管理
者権限を持つアカウントを使用してください。
ドメインアカウントを使用している場合は、必ず、ドメイン名\ユーザー名という形式で
ユーザー名を入力してください。
「SNMP」ペインで SNMP コミュニティ名を入力できます。

4. 「コンピュータの検出」ダイアログボックスで、「開始 IP アドレス」と「終了 IP アド
レス」を入力します。「OK」をクリックします。

5. 「グループ外のコンピュータ」フォルダをクリックして、検出されたコンピュータを表
示します。

管理を開始するには、これらのコンピュータを選択し、グループにドラッグ & ドロップし
てください。

4.4.5 ファイルからコンピュータ名をインポートする
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには「コンピュータの
検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理す
る (p. 20) を参照してください。

Enterprise Console で、ファイルからコンピュータ名をインポートし、お使いのコンピュー
タを一覧表示できます。次のようなエントリを含むファイルを作成することができます。

[グループ名1]
ドメイン名1|Windows7|コンピュータ名1
ドメイン名1|Windows2008ServerR2|コンピュータ名2

注: コンピュータを配置するグループの指定は任意です。グループ名として[] (カッコの間
に空白文字は入れません) を入力すると、コンピュータは、「グループ外のコンピュータ」
フォルダに配置されます。

有効な OS 名: WindowsXP、Windows2003、WindowsVista、Windows7、
WindowsServer2008、Windows2008ServerR2、Windows8、WindowsServer2012、
Windows81、WindowsServer2012R2、Windows10、WindowsServer2016、MACOSX、
Linux、Unix

ドメイン名と OS 名は共に任意です。エントリの一例は次のとおりです。

[グループ名1]
コンピュータ名1

コンピュータ名をインポートする方法は次のとおりです。

1. 「ファイル」メニューの「ファイルからコンピュータ名をインポート」をクリックしま
す。

2. 参照ウィンドウでファイルを選択します。
3. 「グループ外のコンピュータ」フォルダをクリックして、検出されたコンピュータを表
示します。
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4. 管理を開始するには、これらのコンピュータを選択し、グループにドラッグ & ドロップ
してください。

4.5 Active Directory と同期する
ここでは Active Directory との同期の概要について説明します。

Active Directory の同期とは？
Active Directory の同期で、Enterprise Console グループと Active Directory コンテナを同期
することができます。Active Directory で検出される新しいコンピュータやコンテナは、
Enterprise Console に自動的にコピーされます。また、検出されたWindows のクライアン
トマシンの自動保護を選択することもできます。これにより、コンピュータが保護されるま
での無防備な時間が短縮され、また、保護の作業負担が軽減されます。

注:  Mac OS、Linux、または UNIX が稼動しているコンピュータは自動保護されません。こ
のようなコンピュータは手動で保護する必要があります。

同期の設定が完了したら、以後、同期中にコンピュータやコンテナが新しく検出された際
に、特定の宛先にメール警告を送信するように設定できます。同期した Enterprise Console
のグループ内のコンピュータを自動保護する場合は、自動保護に失敗した場合に警告を送信
するように設定することもできます。

Active Directory の同期方法
Enterprise Console では、この製品で作成・管理する同期を行わない「通常」のグループ
と、Active Directory と同期するグループの両方を持つことができます。

同期を設定する際に、Active Directory コンテナと常に同期する Enterprise Console グルー
プ (同期ポイント) を選択、または作成します。Active Directory コンテナに含まれるすべて
のコンピュータやサブグループは、Enterprise Console にコピーされ、常に Active Directory
と同期されます。

注: 同期ポイントの詳細については、同期ポイントとは？ (p. 46) を参照してください。同
期したグループの詳細については、同期したグループとは？ (p. 47) を参照してください。

Active Directory との同期の設定が完了すると、同期設定した部分の Enterprise Console の
グループ構成が同期をとる Active Directory のコンテナ構成と全く同じになります。変更は
次のように反映されます。
■ Active Directory コンテナに新規コンピュータが追加されると、Enterprise Console にも
表示されます。

■ Active Directory からコンピュータを削除したり、同期していないコンテナに移動した場
合、それらのコンピュータは、Enterprise Console では「グループ外のコンピュータ」
フォルダに移動されます。

注: 「グループ外のコンピュータ」フォルダに移動されたコンピュータには、新しいポ
リシーが適用されなくなります。

■ 同期するコンテナ間でコンピュータが移動されると、Enterprise Console でもグループ
間でコンピュータが移動されます。
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■ はじめて同期する際に、Enterprise Console のグループ内に既にコンピュータが存在す
る場合は、同期する Active Directory の構成と一致するグループに移動されます。

■ 新しいグループに移動したコンピュータのポリシーが移動先のポリシーと異なる場合は、
当該のコンピュータに新しいポリシーが送信されます。

デフォルトで、同期は 1時間ごとに行われます。同期の間隔は、必要に応じて変更できま
す。

同期の設定にあたって
Active Directory と同期するグループや、設定する同期ポイントの数は自由に決めることが
できますが、作成されるグループのサイズが管理可能な大きさであるかを考慮してくださ
い。無理なくコンピュータにソフトウェアをインストールし、検索・クリーンアップできる
ようにしてください。これは特に、初回のインストールにおいて重要です。

注:  Active Directory の構成が複雑な場合で、ドメインローカルグループやネストされた
Active Directory グループを同期するときは、この機能の有効化の詳細について、サポート
データベースの文章 122529を参照してください。

推奨する方法は次のとおりです。

1. 「Active Directory のインポート」機能を使用して、グループ構成 (コンピュータなし)
をインポートします。手順については、Active Directory からコンテナやコンピュータを
インポートする (p. 41) を参照してください。

2. インポートしたグループ構成を確認して、同期ポイントを選択します。
3. グループポリシーを設定し、グループおよびサブグループに適用します。手順について
は、ポリシーを作成する (p. 38) 、およびグループにポリシーを適用する (p. 39) を参照
してください。

4. 選択した同期ポイントを 1つずつ Active Directory と同期します。手順については、Active
Directory と同期する (p. 47) を参照してください。

4.5.1 同期ポイントとは？
「同期ポイント」とは、Active Directory にあるコンテナ (またはサブツリー) を指定する
Enterprise Console のグループです。1つの同期ポイントには、Active Directory からイン
ポートされた同期したグループが含まれることもあります。

「グループ」ペインで、同期ポイントは次のように表示されます。

同期ポイントは、移動、名前を変更、または削除できます。また、自動保護の設定など、同
期ポイントのポリシーや同期の設定内容を変更することができます。

同期ポイントでサブグループを作成、または削除したり、他のグループを同期ポイントに移
動することはできません。同期ポイントへコンピュータを移動したり、同期ポイントからコ
ンピュータを移動することはできません。
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4.5.2 同期したグループとは？
「同期したグループ」とは、Active Directory からインポートした同期ポイントのサブグルー
プです。

「グループ」ペインで、同期したグループは次のように表示されます。

同期したグループに適用されているポリシーを変更することができます。

グループポリシー以外の同期したグループの設定内容は、変更できません。同期したグルー
プを、名前の変更、移動、または削除することはできません。同期したグループへコンピュー
タを移動したり、同期したグループからコンピュータを移動することはできません。グルー
プ内にサブグループを作成したり、またはグループ内のサブグループを削除することはでき
ません。グループの同期設定を変更することはできません。

4.5.3 Active Directory と同期する
ここでの手順を実行する前に次の項目を確認してください。
■ ロールベースの管理を利用する場合、「コンピュータの検索、保護、およびグループ」
権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してくださ
い。

■ 同期しているグループ内のコンピュータを自動で保護する場合は、セキュリティソフト
をインストールするための準備をする (p. 52) の説明に従い、コンピュータの準備が済ん
でいることを確認してください。

■ Active Directory の構成が複雑な場合で、ドメインローカルグループやネストされた Active
Directory グループを同期するときは、サポートデータベースの文章 122529の説明に
従ってこの機能を有効化してください。

Active Directory と同期する方法は次のとおりです。

1. 同期ポイントとなるグループを選択して右クリックし、「Active Directory の同期」を
選択します。

「Active Directory の同期ウィザード」が開始します。

2. ウィザードの「概要」ページで、「次へ」をクリックします。
3. 「Enterprise Console グループの選択」ページで、Active Directory と常に同期する

Enterprise Console のグループ (同期ポイント) を選択、または作成します。「次へ」を
クリックします。

4. 「Active Directory コンテナの選択」ページで、グループと同期する Active Directory コ
ンテナを選択します。たとえば、次のようにコンテナ名を入力します。
LDAP://CN=Computers,DC=domain_name,DC=local。または、「参照」をクリックして
Active Directory にあるコンテナを参照します。「次へ」をクリックします。

重要: 同期している複数の Active Directory のコンテナに所属するコンピュータがある場
合は、そのコンピュータと Enterprise Consoleとの間で常にメッセージが送受信され、
問題が発生します。Enterprise Consoleのリスト内で、コンピュータが重複しないよう
にしてください。
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5. Windows のクライアントマシンを自動保護する場合は、「コンピュータの自動保護」
ページで、「ソフォスのセキュリティソフトを自動インストールする」チェックボック
スを選択します。そして、インストールするソフトウェアを選択します。

注: ソフトウェアに対するシステム要件の詳細は、ソフォスWeb サイトの「システム要
件」(http://www.sophos.com/ja-jp/products/all-system-requirements.aspx) を参照してく
ださい。
■ Firewallをコンピュータにインストールする前に、必要なトラフィック、アプリケー
ション、およびプロセスを許可するようにファイアウォールを構成していることを確
認します。デフォルトで、ファイアウォールは有効に設定されるため、必須のトラ
フィック以外はすべてブロックされます。詳細は、ファイアウォールポリシー (p.
125) を参照してください。

■ 他社製セキュリティ対策ソフトを自動削除する場合は、「Third-Party Security
Software Detection」を選択したままにしておいてください。他社製のアップデート
ツールをアンインストールする必要がある場合は、他社製セキュリティ対策ソフトを
削除する (p. 52) を参照してください。

同期中に検出されるすべてのWindows のクライアントマシンは自動で保護され、所属す
る各グループのポリシーが適用されます。

重要:  Mac OS、Linux、または UNIX が稼動しているコンピュータは自動保護できませ
ん。このようなコンピュータは手動で保護する必要があります。詳細は「Sophos
Enterprise Consoleアドバンススタートアップガイド」を参照してください。

注: コンピュータの自動保護は、後で有効/無効に切り替えることができます。設定場所
は、「同期のプロパティ」ダイアログボックスです。手順については、同期のプロパティ
を表示・編集する (p. 49) を参照してください。

「次へ」をクリックします。

6. コンピュータの自動保護を選択する場合は、「Active Directory アカウント情報の入力」
ページで、コンピュータにソフトウェアをインストールする際に使用する管理者アカウ
ントの詳細を入力します。「次へ」をクリックします。

7. 「同期の頻度の選択」ページで、Enterprise Console グループと Active Directory コンテ
ナを同期する頻度を選択します。デフォルトは 60分です。

注: 同期の頻度は、後で変更することができます。設定場所は、「同期のプロパティ」
ダイアログボックスです。手順については、同期のプロパティを表示・編集する (p. 49)
を参照してください。

8. 「選択内容の確認」ページで、詳細を確認後、「次へ」をクリックして続行します。
9. ウィザードの最後のページに、同期されたグループやコンピュータの詳細が表示されま
す。

また、同期中にコンピュータやグループが新しく検出された際に、特定の宛先にメール
警告を送信するように設定できます。同期したグループ内のコンピュータを自動保護す
る場合は、自動保護に失敗した場合に警告を送信するように設定することもできます。
「完了」をクリックした後に、「メール警告の環境設定」ダイアログボックスを開くに
は、ウィザードの最後のページにあるチェックボックスを選択します。手順については、
Active Directory との同期のメール警告を設定する (p. 212) を参照してください。

ウィザードを終了するには、「完了」をクリックします。
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4.5.4 同期を利用してコンピュータを自動的に保護する
ここでの手順を実行する前に次の項目を確認してください。
■ ロールベースの管理を利用する場合、「コンピュータの検索、保護、およびグループ」
権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してくださ
い。

■ セキュリティソフトをインストールするための準備をする (p. 52) の説明に従い、コン
ピュータにセキュリティソフトを自動でインストールするための準備を行ったことを確
認してください。

Windows クライアントマシンは、Active Directory との同期中に検出されると自動的に保護
されます。

重要:  Mac OS、Linux、または UNIX が稼動しているコンピュータは自動的に保護されませ
ん。これらのコンピュータは手動で保護する必要があります。詳細は「Sophos Enterprise
Consoleアドバンススタートアップガイド」を参照してください。

同期するグループ内のコンピュータについては、同期を設定しているときや (Active Directory
と同期する (p. 47) を参照)、「同期のプロパティ」ダイアログボックスで同期のプロパティ
を編集するときに、自動的に保護できます。

「同期のプロパティ」を編集して、コンピュータを自動保護する方法は、次のとおりです。

1. 「グループ」ペインで、自動保護を有効にするコンピュータが所属するグループ (同期ポ
イント) を選択します。グループを右クリックし、「同期のプロパティ」を選択します。

2. 「同期のプロパティ」ダイアログボックスで、「ソフォスのセキュリティソフトを自動
インストールする」チェックボックスを選択します。そして、インストールするソフト
ウェアを選択します。
■ Firewallをコンピュータにインストールする前に、必要なトラフィック、アプリケー
ション、およびプロセスを許可するようにファイアウォールを構成していることを確
認します。デフォルトで、ファイアウォールは有効に設定されるため、必須のトラ
フィック以外はすべてブロックされます。詳細は、ファイアウォールポリシー (p.
125) を参照してください。

■ 他社製セキュリティ対策ソフトを自動削除する場合は、「Third-Party Security
Software Detection」を選択したままにしておいてください。他社製のアップデート
ツールをアンインストールする必要がある場合は、他社製セキュリティ対策ソフトを
削除する (p. 52) を参照してください。

3. ソフトウェアのインストールに使用する管理者アカウントのユーザー名とパスワードを
入力します。「OK」をクリックします。

後で自動保護を無効にする場合は、「同期のプロパティ」ダイアログボックスで、「ソフォ
スのセキュリティソフトを自動インストールする」チェックボックスの選択を外します。

4.5.5 同期のプロパティを表示・編集する
ここでの手順を実行する前に次の項目を確認してください。
■ ロールベースの管理を利用する場合、「コンピュータの検索、保護、およびグループ」
権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してくださ
い。
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■ 同期しているグループ内のコンピュータを自動で保護する場合は、セキュリティソフト
をインストールするための準備をする (p. 52) の説明に従い、コンピュータの準備が済ん
でいることを確認してください。

■ Active Directory の構成が複雑な場合で、ドメインローカルグループやネストされた Active
Directory グループを同期するときは、サポートデータベースの文章 122529の説明に
従ってこの機能を有効化してください。

同期のプロパティを表示・編集する方法は次のとおりです。

1. 「グループ」ペインで、同期のプロパティを編集するコンピュータが所属するグループ
(同期ポイント) を選択します。グループを右クリックし、「同期のプロパティ」を選択
します。

「同期のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「Active Directory コンテナ」フィールドに、グループと同期するコンテナが表示され
ます。グループを異なるコンテナと同期する場合は、同期を解除してから「Active
Directory の同期ウィザード」をもう一度起動します。詳細は、同期を有効/無効に切り
替える (p. 51) 、およびActive Directory と同期する (p. 47) を参照してください。

3. 「同期の頻度」フィールドで、同期の頻度を設定します。デフォルトは 60分です。最短
の間隔は 5分です。

4. 新しく検出されたWindows のクライアントマシンを自動保護し、各グループポリシーを
適用するには、「ソフォスのセキュリティソフトを自動インストールする」チェックボッ
クスを選択します。「機能」パネルで、ウイルス対策がデフォルトで選択されています。
ソフォスの他のセキュリティソフトをインストールする場合は、各チェックボックスを
選択します。ソフトウェアのインストールに使用する管理者アカウントのユーザー名と
パスワードを入力します。

注: 自動保護は、Windows のクライアントマシンのみに適用できます。Windows Server
OS、Mac OS、Linux、または UNIX が稼動しているコンピュータは自動保護できません。
このようなコンピュータは手動で保護する必要があります。詳細は「Sophos Enterprise
Consoleアドバンススタートアップガイド」を参照してください。

4.5.6 Active Directory と直ちに同期させる
ここでの手順を実行する前に次の項目を確認してください。
■ ロールベースの管理を利用する場合、「コンピュータの検索、保護、およびグループ」
権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してくださ
い。

■ 同期しているグループ内のコンピュータを自動で保護する場合は、セキュリティソフト
をインストールするための準備をする (p. 52) の説明に従い、コンピュータの準備が済ん
でいることを確認してください。

■ Active Directory の構成が複雑な場合で、ドメインローカルグループやネストされた Active
Directory グループを同期するときは、サポートデータベースの文章 122529の説明に
従ってこの機能を有効化してください。

スケジュール設定されている次回の同期予定を待たずに、Enterprise Console のグループ
(同期ポイント) と Active Directory のコンテナを直ちに手動で同期することができます。
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Active Directory と即時に同期させる方法は次のとおりです。

1. 「グループ」ペインで、Active Directory との同期ポイントとなるグループを選択しま
す。グループを右クリックし、「同期のプロパティ」を選択します。

2. 「同期のプロパティ」ダイアログボックスの内容を適切に変更し、「OK」をクリックし
ます。

4.5.7 同期を有効/無効に切り替える
ここでの手順を実行する前に次の項目を確認してください。
■ ロールベースの管理を利用する場合、「コンピュータの検索、保護、およびグループ」
権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してくださ
い。

■ 同期しているグループ内のコンピュータを自動で保護する場合は、セキュリティソフト
をインストールするための準備をする (p. 52) の説明に従い、コンピュータの準備が済ん
でいることを確認してください。

■ Active Directory の構成が複雑な場合で、ドメインローカルグループやネストされた Active
Directory グループを同期するときは、サポートデータベースの文章 122529の説明に
従ってこの機能を有効化してください。

Active Directory との同期の設定を切り替えるには次の手順を実行します。
■ 同期を有効にするには、Active Directory と同期する (p. 47) の説明に従い、「Active

Directory の同期ウィザード」を実行します。
■ 同期を無効にするには、今後、Active Directory と同期させないグループ (同期ポイント)
を選択して右クリックし、「同期の削除」を選択します。確認メッセージが表示された
ら「はい」をクリックします。

4.6 Sophos Mobile Control の URL を設定する
Sophos Mobile Control は、スマートフォンなどのモバイルデバイス用のデバイス管理ソ
リューションです。モバイルデバイス上のアプリやセキュリティ設定を管理することで企業
データを安全に保ちます。

Enterprise Console でツールバーの「Sophos Mobile Control」ボタンをクリックすると、
Sophos Mobile Control のWeb コンソールを開くことができます。この機能を有効にするに
は、あらかじめ Sophos Mobile Control の URL を設定しておく必要があります。

1. 「ツール」メニューの「モバイルコントロールの URL の設定」をクリックします。
2. 「Sophos Mobile Control の URL」ダイアログボックスに Sophos Mobile Control の

Web コンソールの URL を入力し、「OK」をクリックします。
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5 コンピュータの保護
ソフォスのセキュリティソフトを次のような方法でインストールして、コンピュータを保護
することができます。
■ コンピュータを自動保護するには、Enterprise Console にあるコンピュータの保護ウィ
ザードを使用します。コンピュータを自動保護する (p. 53) を参照してください。

■ また、Active Directory の同期を使用してコンピュータを自動保護することもできます。
Active Directory と同期する (p. 45) を参照してください。

■ コンピュータを手動で保護するには、Enterprise Console で必要なソフトウェアの場所
を探すことができます。手動でコンピュータを保護するためのインストーラの保存場所
を表示する (p. 55) を参照してください。そして、インストール先コンピュータにて、手
動でセキュリティソフトをインストールします。

5.1 セキュリティソフトをインストールするための準備
をする
ソフトウェアを自動インストールするには、基本的なシステム要件が満たされていることを
確認した上で、コンピュータを次のように設定する必要があります。

注:  Mac、Linux および UNIX コンピュータに対して自動インストールを行うことはできま
せん。

Active Directory を使用している場合は、グループポリシーオブジェクト (GPO) を使って
コンピュータの準備を行うことができます。ワークグループを使用している場合は、ローカ
ルで各コンピュータの準備を行う必要があります。

詳細な手順は、ソフォスエンドポイント展開ガイド (英語)を参照してください。このガイ
ドをビデオで視聴するには、サポートデータベースの文章 111180をご覧ください。

5.2 他社製セキュリティ対策ソフトを削除する
現在インストールされているセキュリティソフトを削除する場合は、「コンピュータの保護
ウィザード」の「Third-Party Security Software Detection」オプションを選択してインス
トールする前に、次の操作を行ってください。
■ コンピュータで他社製のウイルス対策ソフトを稼動している場合は、GUI を閉じてくだ
さい。

■ コンピュータで他社製のファイアウォールや HIPS 製品を稼動している場合は、これら
のソフトウェアを無効にするか、またはソフォス製品のインストーラの起動を許可する
ように設定してください。

■ 自動的に再インストールが実行されないように、他社製のソフトウェアだけではなく、
他社製のアップデートツールも削除する場合は、次の手順を実行してください。なお、
コンピュータにアップデートツールがインストールされていない場合、操作は必要あり
ません。
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注:他社製のウイルス対策製品をアンインストールした後は、アンインストールした各コン
ピュータで再起動を行う必要があります。

注: スタンドアロン製品、または Sophos Central の一機能として、HitmanPro.Alert がイン
ストールされていることがあります。HitmanPro.Alert は、Sophos Enterprise Console から
オンプレミス型の管理を適用する前に削除する必要があります。

コンピュータにインストールされている他社製アップデートツールを削除する場合は、「コ
ンピュータの保護ウィザード」の「Third-Party Security Software Detection」オプショ
ンを選択する前に、設定ファイルを変更してください。

注: コンピュータで他社製のファイアウォールや HIPS 製品を稼動している場合は、同製品
用のアップデートツールが今後必要となる可能性があります。詳細は各ベンダの製品ドキュ
メントを参照してください。

設定ファイルを変更する方法は次のとおりです。

1. CID (セントラルインストールディレクトリ) で data.zip ファイルを参照します。
2. data.zip から crt.cfg という設定ファイルを展開します。
3. crt.cfg ファイルを開き、「RemoveUpdateTools=0」という行を「RemoveUpdateTools=1」
に変更します。

4. 変更を保存し、crt.cfg を data.zip と同じディレクトリに保存します。crt.cfg は、data.zip
内には保存しないでください。次に data.zip が更新されたときに上書きされてしまいま
す。

これで、「コンピュータの保護ウィザード」を起動して、「Third-Party Security Software
Detection」を選択すると、変更した設定ファイルによって、他社製のセキュリティ対策ソ
フトとアップデートツールが削除されます。

5.3 コンピュータを自動保護する
コンソールから各コンピュータの保護を開始する前に、次の項目を実行・確認してくださ
い。
■ コンピュータを保護する前に、必ず、コンピュータが所属するグループにアップデート
ポリシーを適用してください。

■ セキュリティソフトをインストールするための準備をする (p. 52) の説明に従い、コン
ピュータにセキュリティソフトを自動でインストールするための準備を行ったことを確
認してください。

■ ロールベースの管理を利用している場合、各コンピュータを保護するには、「コンピュー
タの検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイト
を管理する (p. 20) を参照してください。

Mac、Linux および UNIX コンピュータに対して自動インストールを行うことはできません。
代わりに手動インストールを行ってください。操作方法は、「Sophos Enterprise Console
アドバンススタートアップガイド」を参照してください。

Active Directory の同期を選択し、コンピュータを自動保護する場合は、次の手順を実行す
る必要はありません。詳細は、Active Directory と同期する (p. 45) や他の関連トピックを参
照してください。
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コンピュータを自動保護する方法は次のとおりです。

1. 保護するコンピュータがグループに所属しているかどうかに応じて、次のいずれかの手
順を実行してください。
■ 保護するコンピュータが「グループ外のコンピュータ」フォルダにある場合は、それ
らのコンピュータをグループにドラッグします。

■ 既にグループに所属している場合は、保護するコンピュータを選択して右クリック
し、「コンピュータの保護」をクリックします。

「コンピュータの保護ウィザード」が表示されます。ウィザードの指示に従います。

2. 「機能の選択」ページで、インストールする機能を選択します。

注: ソフトウェアに対するシステム要件の詳細は、ソフォスWeb サイトの「システム要
件」(http://www.sophos.com/ja-jp/products/all-system-requirements) を参照してくださ
い。

ウイルス対策機能など、一部の機能は自動的に選択・インストールされます。また、任
意で次の機能をインストールできます。一部の機能については、ライセンスに含まれて
いる場合だけ利用できます。
■ Firewall

コンピュータにファイアウォールをインストールする前に、必要なトラフィック、ア
プリケーション、およびプロセスを許可するようにファイアウォールを構成している
ことを確認します。デフォルトで、ファイアウォールは有効に設定されるため、必須
のトラフィック以外はすべてブロックされます。詳細は、ファイアウォールポリシー
(p. 125) を参照してください。

■ Patch
■ Exploit Prevention, Sophos Clean

ランサムウェアやエクスプロイトからシステムを防御する機能です。お持ちのライセ
ンスに含まれている場合、この機能はデフォルトで選択された状態になっています。

注: エクスプロイト対策機能 (と Sophos Clean) が利用できるライセンスにアップグ
レードしても、既に管理下にあるコンピュータには、エクスプロイト対策機能は自動
的にインストールされません。インストールするには、もう一度コンピュータを保護
しなおす必要があります。

■ Third-Party Security Software Detection

他社製セキュリティ対策ソフトを自動削除する場合は、「Third-Party Security
Software Detection」を選択したままにしておいてください。他社製セキュリティ対
策ソフトの検出機能は、削除後にインストールする製品と同じ機能を持つソフトウェ
アのみアンインストールします。他社製のアップデートツールをアンインストールす
る必要がある場合は、他社製セキュリティ対策ソフトを削除する (p. 52) を参照して
ください。

3. インストール中に発生した問題はすべて、「保護のサマリー」ページの「保護に関する
問題」カラムに表示されます。インストールで発生した問題に対処するには、Sophos
Endpoint Security and Control のインストールに失敗するを参照してください。または、
問題が発生したコンピュータで手動インストールを実行するには、「Sophos Enterprise
Consoleアドバンススタートアップガイド」を参照してください。「次へ」をクリック
します。

54

Sophos Enterprise Console

http://www.sophos.com/ja-jp/products/all-system-requirements
https://docs.sophos.com/esg/enterprise-console/5-5/help/ja-jp/pdf/sec_55_asgjpn.pdf
https://docs.sophos.com/esg/enterprise-console/5-5/help/ja-jp/pdf/sec_55_asgjpn.pdf


4. 「アカウント情報」ページで、選択したソフトウェアのインストールに使用できるアカ
ウントの詳細を入力します。
このアカウントは、通常、ドメイン管理者アカウントです。次の条件を満たしている必
要があります。
■ 保護するコンピュータへのローカル管理者権限がある。
■ 管理サーバーをインストールしたコンピュータにログオンできる。
■ アップデートポリシーで指定したプライマリサーバーの場所に対する読み取り権限が
ある。詳細は、アップデートサーバーを設定する (p. 79) を参照してください。

注: ドメインアカウントを使用している場合は、必ず、ドメイン名\ユーザー名という
形式でユーザー名を入力してください。

インストール先のコンピュータが同じ Active Directory スキーマ内の異なるドメインにあ
る場合は、代わりに、Active Directory の Enterprise Administrator アカウントを使用して
ください。

5.4 手動でコンピュータを保護するためのインストーラ
の保存場所を表示する
Enterprise Console を使ってウイルス対策、ファイアウォール、パッチ評価の機能を自動イ
ンストールできないコンピュータがある場合は、手動インストールを行ってください。

インストーラの保存場所を表示する方法は次のとおりです。

1. 「表示」メニューの「インストーラの場所」をクリックします。
2. 「インストーラの場所」ダイアログボックスに、各ソフトウェアのサブスクリプション
に対応するインストーラの保存場所、ソフトウェアの対応プラットフォーム、およびソ
フトウェアのバージョンが表示されます。必要なインストーラの保存場所をメモしてく
ださい。

セキュリティソフトを他の OS に手動でインストールする方法については、「Sophos
Enterprise Consoleアドバンススタートアップガイド」を参照してください。

5.5 ネットワークが保護されているか確認する
ネットワークのセキュリティステータスの概要は、ダッシュボードで確認してください。
詳細は、ダッシュボードのパネル (p. 9) およびダッシュボードを環境設定する (p. 56) を
参照してください。

コンピュータのリストのフィルタ機能を使って、問題が発生しているコンピュータをリスト
に表示できます。たとえば、ファイアウォールやパッチ評価機能がインストールされていな
いコンピュータや、対処が必要な警告が発生しているコンピュータを表示できます。詳細
は、コンピュータが保護されていることを確認する (p. 56) 、コンピュータが最新の状態で
あることを確認する (p. 57) 、および問題が発生しているコンピュータを検出する (p. 57)
を参照してください。

また、グループ内のコンピュータすべてがポリシーに準拠しているかを確認することもでき
ます。詳細は、コンピュータがグループ固有のポリシーを使用しているか確認する (p. 40)
を参照してください。
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5.5.1 ダッシュボードを環境設定する
ロールベースの管理を利用している場合、ダッシュボードを設定するには、「システム環境
設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してく
ださい。

ダッシュボードには、未対処の警告、エラー、あるいは前回のアップデート日時に基づいた
セキュリティ警報、または緊急ステータスインジケータが表示されます。

警報・緊急レベルは、任意に設定できます。

1. 「ツール」メニューで、「ダッシュボードの環境設定」をクリックします。
2. 「ダッシュボードの環境設定」ダイアログボックスで、「警報レベル」および「緊急レ
ベル」テキストボックスのしきい値を次のように変更します。

a) 「未対処の警告があるコンピュータ」、「ソフォス製品エラーのあるコンピュータ」、
「コンピュータのポリシーと保護」の各パネルで、各インジケータを「警報」、また
は「緊急」状態に変える、しきい値を入力します。しきい値に指定する値は、管理対
象コンピュータ全体に占める特定の問題のあるコンピュータの割合です。

b) 「イベントが発生したコンピュータ」で、過去 1週間に発生したイベントの件数のし
きい値を入力します。このしきい値に達したときにダッシュボードに警告が表示され
ます。

c) 「ソフォスからの最新版の取得」パネルに、アップデートインジケータの表示を「警
報」または「緊急」に変える、しきい値を入力します。この値は、前回ソフォスの
サーバーに接続し、アップデートを実行してから経過した時間 (単位:時間) です。
「OK」をクリックします。

しきい値をゼロに指定した場合、最初の警告が発生すると直ちに警報が表示されます。

また、各ダッシュボード・パネルで警報・緊急レベルになった場合、特定の宛先にメール警
告を送信するよう設定できます。設定方法は、ネットワークステータスのメール警告を設定
する (p. 211) を参照してください。

5.5.2 コンピュータが保護されていることを確認する
オンアクセス検索および (インストール済みの場合) ファイアウォールを実行している場合、
コンピュータは保護されます。また、完全に保護するためには、ソフトウェアが最新版であ
る必要があります。

注:ファイルサーバーなど、特定の種類のコンピュータでは、オンアクセス検索を実行しな
いよう指定していることも考えられます。この場合は、スケジュール検索が実行され、その
コンピュータが最新版で保護されていることを確認してください。

コンピュータが保護されているかどうかを確認する方法は次のとおりです。

1. 確認するコンピュータのグループを選択します。
2. グループのサブグループ内のコンピュータをチェックする場合は、ドロップダウンリス
トから「このレベル以下」を選択します。
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3. コンピュータのリストの「ステータス」タブを開き、「オンアクセス」カラムの表示を
確認します。

「アクティブ」と表示されている場合は、そのコンピュータでオンアクセス検索が稼動
していることを示します。グレーの盾アイコンが表示されている場合、オンアクセス検
索は稼動していません。

4. ファイアウォールをインストール済みの場合は、「ファイアウォール」カラムを参照し
てください。

「有効」と表示されている場合は、ファイアウォールが有効になっていることを示しま
す。グレーのファイアウォールアイコンと「無効」という文字が表示されている場合
は、ファイアウォールが無効になっていることを意味します。

5. アプリケーションコントロール、データコントロール、またはパッチ評価など、他の機
能を使っている場合は、各カラムのステータスを確認します。

コンピュータが最新の状態であるかどうかを確認する方法については、コンピュータが最新
の状態であることを確認する (p. 57) を参照してください。

コンピュータのリストのフィルタ機能を使って、問題が発生しているコンピュータを検索す
る方法については、問題が発生しているコンピュータを検出する (p. 57) を参照してくださ
い。

5.5.3 コンピュータが最新の状態であることを確認する
推奨方法に従って Enterprise Console を設定した場合、コンピュータはアップデート版を
自動的に入手するように設定されています。

コンピュータが最新の状態であることを確認する方法は次のとおりです。

1. 確認するコンピュータのグループを選択します。
2. サブグループ内のコンピュータを確認する場合は、ドロップダウンリストから「このレ
ベル以下」を選択します。

3. 「ステータス」タブの「更新状況」カラムの表示を確認します。または、「アップデー
トの詳細」タブを開きます。
■ 「更新状況」カラムに「最新」と表示された場合は、コンピュータが最新の状態であ
ることを意味します。

■ 時計アイコンが表示されている場合、コンピュータは最新版で保護されていません。
前回アップデートされた日時が表示されます。

このような最新の状態でないコンピュータのアップデートに関する詳細は、最新版のないコ
ンピュータをアップデートする (p. 88) を参照してください。

5.5.4 問題が発生しているコンピュータを検出する
適切に保護されていないコンピュータや、保護に関する他の問題のあるコンピュータの一覧
を表示する方法は次のとおりです。

1. 確認するコンピュータのグループを選択します。
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2. 「表示」ドロップダウンリストから、「問題があると思われるコンピュータ」など、表
示するコンピュータを選択します。
また、エントリの配下にあるサブエントリを選択すると、発生している問題別にコン
ピュータ (グループポリシーと異なるコンピュータや、未対処の警告のあるコンピュー
タ、またはインストールエラーが発生したコンピュータなど) を表示できます。

3. このグループにサブグループがある場合は、検索対象を「このレベルのみ」または「こ
のレベル以下」のどちらかに指定します。

保護に関する問題のあるコンピュータがすべて表示されます。

コンピュータのリストは、この他に、マルウェア、不要と思われるアプリケーション、また
は疑わしいファイルなどの検出アイテム名でフィルタリングすることもできます。詳細は、
検出アイテム名でコンピュータをフィルタリングする (p. 14) を参照してください。

保護に関する問題の対処方法の詳細は、「トラブルシューティング (p.241) 」セクションの
コンピュータでオンアクセス検索が稼動していない (p.241) やその他のトピックを参照して
ください。

5.6 警告やエラーに対処する
ウイルス、スパイウェア、疑わしいアイテム、アドウェア、または他の不要と思われるアプ
リケーションが検出されると、Enterprise Console の「エンドポイント」ビューの「ステー
タス」タブに警告アイコンが表示されます。

各警告アイコンの説明は、警告アイコンの説明 (p. 58) を選択してください。各種警告の対
処方法は、このセクションの他のトピックを参照してください。

注:ソフトウェアが無効になっている場合や最新版でない場合も、コンソールに警告が表示
されます。この詳細は、ネットワークが保護されているか確認する (p. 55) を参照してくだ
さい。

検出された項目の名前など、警告の詳細については、「警告とエラーの詳細」タブをクリッ
クしてください。

アップデートマネージャの警告に関する詳細は、アップデートマネージャを監視する (p.86)
を参照してください。

5.6.1 警告アイコンの説明

説明アイコン

赤い警告アイコンが「警告とエラー」カラムに表示された場合は、ウイルス、
ワーム、トロイの木馬、スパイウェア、または疑わしい動作が検出・検知され
たことを意味します。

黄色い警告アイコンが「警告とエラー」カラムに表示された場合は、次のいず
れか 1つの問題が発生したことを意味します。

疑わしいファイルが検出された。

アドウェアやその他の不要と思われるアプリケーションが検出された。
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説明アイコン

エラーが発生した。

黄色い警告アイコンが「ポリシーコンプライアンス」カラムに表示された場合
は、グループ内の他のコンピュータと異なるポリシー (複数の場合もあります)
が適用されていることを意味します。

コンピュータに複数の警告やエラーがある場合は、優先順位が最も高い警告のアイコンが
「警告とエラー」カラムに表示されます。警告タイプの優先順位は以下のとおりです (降
順)。

1. ウイルス/スパイウェア警告
2. 疑わしい動作警告
3. 疑わしいファイル警告
4. アドウェア/不要と思われるアプリケーション警告
5. ソフトウェアのアプリケーションエラー (インストールエラーなど)

5.6.2 検出されたアイテムに関する警告に対処する
ロールベースの管理を利用している場合、検出されたアイテムをクリーンアップしたり、コ
ンソールから警告を消去するには、「修復 - クリーンアップ」権限が必要です。詳細は、
ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

コンソールに表示される警告に対処する方法は次のとおりです。

1. 「エンドポイント」ビューで、警告を表示するコンピュータ (複数選択可) を選択しま
す。右クリックして、「警告とエラーの対処」を選択します。

「警告とエラーの対処」ダイアログボックスが表示されます。

2. 警告に対して実行できるアクションは、警告のクリーンアップステータスによって異な
ります。「クリーンアップのステータス」カラムを参照し、実行するアクションを決定
します。

ヒント: 警告は各カラムヘッダをクリックすると並び替えられます。たとえば、クリーン
アップのステータスで警告を並び替えるには、「クリーンアップのステータス」カラムヘッ
ダをクリックします。

説明および実行できるアクションクリーンアップのス
テータス

アイテムを削除することができます。削除するには、警告 (複数可) を選択し、
「クリーンアップ」を選択します。

クリーンアップでき
ます

疑わしいファイル、疑わしい動作、または悪質なネットワークトラフィックな
ど、このタイプのアイテムが検出された場合、コンソールからクリーンアップ

クリーンアップでき
ないタイプの脅威で
す することはできません。アイテムを許可またはブロックするかどうかを決める

必要があります。アイテムを信頼できない場合は、ソフォスへ解析用サンプル
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説明および実行できるアクションクリーンアップのス
テータス

として提出できます。詳細は、検出されたアイテムに関する情報を表示する
(p. 60) を参照してください。

このアイテムはコンソールからクリーンアップできません。アイテムと対処方
法の詳細は、検出されたアイテムに関する情報を表示する (p. 60) を参照して
ください。

クリーンアップでき
ません

クリーンアップは可能ですが、クリーンアップする前に、当該のエンドポイン
トに対して、システムのフル検索を実行する必要があります。手順について
は、今すぐコンピュータを検索する (p. 62) を参照してください。

システムのフル検索
が必要です

アイテムは部分的に削除されていますが、クリーンアップを完了するにはエン
ドポイントの再起動が必要です。

注: エンドポイントは、Enterprise Consoleからではなく、各マシンで再起動
する必要があります。

コンピュータの再起
動が必要です

アイテムを削除できなかったことを示します。手動でクリーンアップしなくて
はならない場合があります。詳細は、クリーンアップに失敗した検出アイテム
に対処する (p. 63) を参照してください。

クリーンアップに失
敗した

クリーンアップが進行中であることを示します。クリーンアップ実行
中 (開始<時刻>)

クリーンアップがタイムアウトしたことを示します。アイテムがクリーンアッ
プされていない可能性があります。この問題は、エンドポイントがネットワー

クリーンアップタイ
ムアウト (開始<時刻
>) クから切断されたり、ネットワークがビジー状態の場合などに、発生すること

があります。しばらくしてから、もう一度、アイテムのクリーンアップを試し
てください。

アイテムを許可する場合は、アドウェアや不要と思われるアプリケーションを認証する (p.
120) 、または疑わしいアイテムを認証する (p. 122) を参照してください。

5.6.3 検出されたアイテムに関する情報を表示する
コンソールに表示されるエンドポイントで検出された脅威や他の項目の詳細情報を表示した
い場合や、それらの項目に対して実行できるアクションに関するアドバイスが必要な場合
は、次のステップを実行してください。

1. 「エンドポイント」ビューのコンピュータのリストで対象のコンピュータをダブルクリッ
クします。

2. 「コンピュータの詳細」ダイアログボックスで、下にスクロールをして「未対処の警告
とエラー」セクションを表示します。検出されたアイテムの一覧で、対象の項目名をク
リックします。

ソフォスWeb サイトが表示され、ここから各項目に関する解析情報や、対処の方法を参
照できます。
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注: または、ソフォスのWeb サイトの「セキュリティ解析」ページ
(http://www.sophos.com/ja-jp/threat-center/threat-analyses/viruses-and-spyware.aspx) を開
き、ドロップダウンリストから項目の種類を選び、検索フィールドに項目名を入力して検索
します。

5.6.4 ランサムウェアの警告を処理する
ロールベースの管理を利用している場合、検出されたアイテムをクリーンアップしたり、コ
ンソールから警告を消去するには、「修復 - クリーンアップ」権限が必要です。詳細は、
ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

CryptoGuard は、ランサムウェアの警告が発生したエンドポイント上のプロセスをブロック
します。ブロックは、警告を消去するまで解除されません。

注:エンドポイントを再起動すると、ブロックが解除されます。感染しているプロセスが起
動すると、新たにランサムウェアの警告が発生します。

注: 検出元のコンピュータで、Sophos Clean を手動で実行する必要があります。実行しな
いと、コンピュータが警告を発し、当該のプロセスが起動するたびに毎回ブロックされま
す。

コンソールに表示されるランサムウェアの警告に対処する方法は次のとおりです。

1. 「エンドポイント」ビューで、警告を表示するコンピュータ (複数選択可) を選択しま
す。右クリックして、「警告とエラーの対処」を選択します。

「警告とエラーの対処」ダイアログボックスが表示されます。

2. 消去するランサムウェアの警告を選択し、「消去」をクリックします。

消去した警告はコンソールに表示されなくなります。プロセスのブロックは解除されま
す。

5.6.5 コンソールからエンドポイントの警告やエラーを消去する
ロールベースの管理を利用している場合、コンソールから警告やエラーを消去するには、
「修復 - クリーンアップ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する
(p. 20) を参照してください。

警告に対処する場合、またはコンピュータが安全なことが確実にわかっている場合は、コン
ソールに表示されている警告アイコンを消去できます。

注: インストールエラーに関する警告を消去することはできません。この種の警告は、
Sophos Endpoint Security and Control がコンピュータに正しくインストールされた場合の
みに非表示になります。

1. 「エンドポイント」ビューで、警告を消去するコンピュータ (複数選択可) を選択しま
す。右クリックして、「警告とエラーの対処」を選択します。

「警告とエラーの対処」ダイアログボックスが表示されます。

2. コンソールから警告やソフォス製品エラーを消去するには、「警告またはエラー」タブ
で、消去する警告やエラーを選択し、「消去」をクリックします。

消去した警告はコンソールに表示されなくなります。
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アップデートマネージャの警告をコンソールから消去する方法は、コンソールからアップ
デートマネージャの警告を消去する (p. 87) を参照してください。

5.7 コンピュータを今すぐ検索、またはクリーンアップ
する

5.7.1 今すぐコンピュータを検索する
次回のスケジュール検索を待たずに、今すぐコンピュータを検索することができます。

ロールベースの管理を利用している場合、各コンピュータを検索するには「修復 - アップ
デートと検索」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参
照してください。

注: Windows、Linux および UNIX を稼動しているコンピュータのみに対して、コンソール
から即時にシステムのフル検索を実行できます。

今すぐコンピュータを検索する方法は次のとおりです。

1. コンピュータの一覧からコンピュータを選択するか、「グループ」ペインに表示される
グループを選択します。右クリックして、「システムのフル検索」を選択します。
または、「アクション」メニューから「システムのフル検索」を選択します。

2. 検索を開始するには、「システムのフル検索」ダイアログボックスで、検索するコン
ピュータの詳細を確認し、「OK」をクリックします。

注: 脅威のコンポーネントがメモリに検出された場合、検索が終了して Enterprise Console
に警告が送信されます。これは検索を続行すると脅威が拡散する恐れがあるためです。もう
一度検索を実行する前に、必ず脅威をクリーンアップしてください。

5.7.2 コンピュータを直ちにクリーンアップする
Windows を実行しているコンピュータや Mac については、ウイルスに感染していたり、不
要と思われるアプリケーションがある場合、即時にクリーンアップできます。

ロールベースの管理を利用している場合、各コンピュータをクリーンアップするには、「修
復 - クリーンアップ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p.20)
を参照してください。

注:  Linux または UNIX コンピュータをクリーンアップするには、コンソールから自動クリー
ンアップを設定する (オンアクセス検索の自動クリーンアップを設定する (p. 95) を参照)
か、またはクリーンアップに失敗した検出アイテムに対処する (p. 63) の説明に従って個別
にコンピュータをクリーンアップします。

アイテム (トロイの木馬や不要と思われるアプリケーションなど) が「部分的に検出」され
た場合、クリーンアップを実行する前に、当該のコンピュータでシステムのフル検索を実行
して、部分的に検出されたアイテムのすべてのコンポーネントを検出する必要があります。
「エンドポイント」ビューのコンピュータのリストで、当該のコンピュータを右クリック
し、「システムのフル検索」をクリックします。詳細は、アイテムが部分的に検出される
(p. 245) を参照してください。
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今すぐコンピュータをクリーンアップする方法は次のとおりです。

1. 「エンドポイント」ビューのコンピュータのリストで、クリーンアップするコンピュー
タを右クリックし、「警告とエラーの対処」をクリックします。

2. 「警告とエラーの対処」ダイアログボックスの「警告」タブで、クリーンアップする各
アイテムのチェックボックスを選択するか、または、「すべて選択」をクリックします。
「クリーンアップ」をクリックします。

クリーンアップに成功すると、コンピュータのリストで警告は表示されなくなります。

依然として警告が表示される場合は、コンピュータを手動でクリーンアップしてください。
詳細は、クリーンアップに失敗した検出アイテムに対処する (p. 63) を参照してください。

注:一部のウイルスをクリーンアップする際にシステムのフル検索が必要になります。この
場合、コンピュータ上のすべてのウイルスにクリーンアップが実行されます。完了までに時
間がかかることがあります。警告の表示は検索の最後に更新されます。

5.7.3 クリーンアップに失敗した検出アイテムに対処する
コンソールからコンピュータをクリーンアップできない場合は、手動でクリーンアップを実
行してください。

1. コンピュータのリストで、感染しているコンピュータをダブルクリックします。
2. 「コンピュータの詳細」ダイアログボックスで、下にスクロールをして「未対処の警告
とエラー」セクションを表示します。検出されたアイテムの一覧で、コンピュータから
削除するアイテムの名前をクリックします。

ソフォスWeb サイトが表示され、ここからコンピュータのクリーンアップ方法を参照で
きます。

3. 各コンピュータで手動でクリーンアップを実行してください。

注: ソフォスWeb サイトより、特定のウイルスやワーム用の駆除ツールをダウンロード
することができます。
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6 コンピュータのアップデート

6.1 アップデートマネージャを設定する
アップデートマネージャでは、ソフォスのWeb サイトからセキュリティソフトを取り込
む、自動アップデートを設定できます。アップデートマネージャは、Enterprise Console と
同時にインストールされ、Enterprise Console のコンソール画面から管理します。

アップデートマネージャは、複数インストールできます。たとえば、ネットワークが異なる
場所に設置されており構成が複雑な場合、離れた場所のネットワークに追加のアップデート
マネージャをインストールできます。詳細は、アップデートマネージャを追加する (p. 70)
を参照してください。

6.1.1 アップデートマネージャの機能
アップデートマネージャの設定が完了すると、次のタスクが実行されます。
■ 設定した一定の頻度で、ソフォスや、社内ネットワーク上のデータ配信用ウェアハウス
に接続する。

■ 脅威検出データのアップデート版をダウンロードし、管理者がサブスクリプションを設
定しているセキュリティソフトを更新する。

■ エンドポイントコンピュータへのインストールに適した形式で、更新されたソフトウェ
アをネットワーク共有 (複数可) に配置する。

アップデートポリシーを適用するなど、コンピュータにインストールされているソフォスの
ソフトウェアが設定されている場合、ネットワーク共有からコンピュータの自動アップデー
トを実行する。

6.1.2 アップデートマネージャの環境設定を表示・編集する
ロールベースの管理を利用している場合、アップデートマネージャを設定するには、「ポリ
シー設定 - アップデート」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する
(p. 20) を参照してください。

1. 「エンドポイント」ビューを表示している場合は、ツールバーの「アップデートマネー
ジャ」ボタンをクリックし、「アップデートマネージャ」ビューを表示します。

2. 一覧から、環境設定を表示、または編集するアップデートマネージャを選択します。右
クリックし、「環境設定の表示/編集」をクリックします。

注: または、アップデートマネージャを選択し、「アクション」メニューから、「アッ
プデートマネージャ」、「環境設定の表示/編集」の順にクリックします。

「アップデートマネージャの環境設定」ダイアログボックスが表示されます。
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3. 次のトピックを参照して環境設定を編集します。
■ アップデートマネージャのアップデート元を選択する (p. 65)

■ ダウンロードするソフトウェアを選択する (p. 66)

■ ソフトウェアの配置場所を指定する (p. 67)

■ アップデートスケジュールを作成・編集する (p. 68)

■ アップデートマネージャのログを設定する (p. 69)

■ アップデートマネージャの自己アップデートを設定する (p. 69)

アップデートマネージャの警告をコンソールから消去する方法は、コンソールからアップ
デートマネージャの警告を消去する (p. 87) を参照してください。

アップデートマネージャの設定が完了したら、アップデートポリシーを設定してエンドポイ
ントコンピュータに適用します。

6.1.3 アップデートマネージャのアップデート元を選択する
ロールベースの管理を利用している場合、アップデートマネージャを設定するには、「ポリ
シー設定 - アップデート」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する
(p. 20) を参照してください。

アップデートマネージャで、セキュリティソフトや、アップデート版をダウンロードする場
所を選択します。ダウンロードしたソフトウェアやアップデート版は、ここからネットワー
ク上の各コンピュータに配布されます。

アップデート元は複数選択できます。リストの一番上に表示されるアップデート元がプライ
マリのアップデート元です。リストの他のアップデート元は、任意で設定する予備のアップ
デート元で、アップデートマネージャが、プライマリのアップデート元からアップデート版
を取得できないときに利用します。

1. 「エンドポイント」ビューを表示している場合は、ツールバーの「アップデートマネー
ジャ」ボタンをクリックし、「アップデートマネージャ」ビューを表示します。

2. アップデート元を選択するには、一覧から対象のアップデートマネージャを選択します。
右クリックし、「環境設定の表示/編集」をクリックします。

3. 「アップデートマネージャの環境設定」ダイアログボックスの「アップデート元」タブ
で、「追加」をクリックします。

4. 「アップデート元の詳細」ダイアログボックスの「アドレス」フィールドに、アップデー
ト元のアドレスを入力します。アドレスには、UNC パスまたは HTTP パスを指定しま
す。

直接ソフォスから、ソフトウェアとアップデート版をダウンロードする場合は、
「Sophos」を選択します。

5. 必要に応じて、「ユーザー名」と「パスワード」フィールドに、アップデート元にアク
セスするためのユーザー名とパスワードを入力します。
■ アップデート元に「Sophos」を指定する場合は、ソフォスから入手したダウンロー
ド用アカウントの詳細を入力します。
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■ アップデート階層のより上部に位置するアップデートマネージャによって作成された
デフォルトの共有フォルダをアップデート元に指定する場合は、「ユーザー名」と
「パスワード」フィールドは、自動的に入力されます。

デフォルトのアップデート元共有フォルダは、UNC 共有の \\<コンピュータ名
>\SophosUpdateです。ここで、<コンピュータ名> は、アップデートマネージャを
インストールしたコンピュータの名前です。

■ アップデート元にネットワーク上のデフォルト以外の共有フォルダを指定する場合
は、当該の共有フォルダへの読み取り権限のあるアカウント情報を入力します。「ユー
ザー名」とドメイン名をあわせて指定する必要がある場合は、ドメイン名\ユーザー
名という形式で入力してください。

6. プロキシサーバー経由でインターネットにアクセスする場合は、「プロキシサーバーを
使用して接続する」を選択します。そして、プロキシサーバーの「アドレス」と「ポー
ト」番号を入力します。プロキシサーバーにアクセスするための「ユーザー名」と「パ
スワード」を入力します。「ユーザー名」とドメイン名をあわせて指定する必要がある
場合は、ドメイン名\ユーザー名という形式で入力してください。「OK」をクリックし
ます。

「アップデートマネージャの環境設定」ダイアログボックスに新しいアップデート元が
表示されます。

アップデートマネージャを別のコンピュータにインストールしている場合は、インストール
済みのアップデートマネージャがソフトウェア/アップデート版をダウンロードする場所が
「アドレス」リストに表示されます。このアドレスを当該のアップデートマネージャのアッ
プデート元として選択することもできます。最後に、「上へ移動」と「下へ移動」ボタンを
使って、プライマリアップデート元に設定するアドレスをリストの一番上に移動します。

6.1.4 ダウンロードするソフトウェアを選択する
ロールベースの管理を利用している場合、アップデートマネージャを設定するには、「ポリ
シー設定 - アップデート」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する
(p. 20) を参照してください。

アップデートマネージャで、最新の状態に保つサブスクリプションを選択する必要がありま
す。

1. 「エンドポイント」ビューを表示している場合は、ツールバーの「アップデートマネー
ジャ」ボタンをクリックし、「アップデートマネージャ」ビューを表示します。

2. ダウンロードするソフトウェアを選択するには、一覧から対象のアップデートマネージャ
を選択します。右クリックし、「環境設定の表示/編集」をクリックします。

3. 「アップデートマネージャの環境設定」ダイアログボックスの「サブスクリプション」
タブで、「選択可能アイテム」リストからソフトウェアのサブスクリプションを選択し
ます。
サブスクリプションに含まれるソフトウェアなどの詳細を表示するには、「詳細の表示」
をクリックします。
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4. 選択したサブスクリプションを「ダウンロードするサブスクリプション」リストに移動
するには、「追加」ボタンをクリックします。

すべてのサブスクリプションを「ダウンロードするサブスクリプション」リストに移動
するには、「すべて追加」ボタンをクリックします。

6.1.5 ソフトウェアの配置場所を指定する
ロールベースの管理を利用している場合、アップデートマネージャを設定するには、「ポリ
シー設定 - アップデート」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する
(p. 20) を参照してください。

ダウンロードするソフトウェアを選択したら、ネットワーク上のソフトウェアの配置場所を
指定します。デフォルトで、ソフトウェアは、UNC 共有の \\<コンピュータ名
>\SophosUpdateに配置されます。ここで、<コンピュータ名> は、アップデートマネー
ジャをインストールしたコンピュータの名前です。

ダウンロードしたソフトウェアは、複数のネットワーク共有フォルダに配布できます。設定
するには、選択可能なネットワーク共有フォルダのリストに、既存のフォルダを追加し、次
の手順で、アップデート版を配置するフォルダのリストに移動します。アップデートマネー
ジャ用ユーザーアカウント (SophosUpdateMgr) に、共有フォルダに対する読み取り権限
が与えられていることを確認してください。
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注: アップデートマネージャ用ユーザーアカウントは、Enterprise Console をインストール
する前に作成したものです。アカウントについての詳細は、「Enterprise Console スタート
アップガイド」を参照してください。

ソフトウェアの配置場所を指定する方法は次のとおりです。

1. 「エンドポイント」ビューを表示している場合は、ツールバーの「アップデートマネー
ジャ」ボタンをクリックし、「アップデートマネージャ」ビューを表示します。

2. ソフトウェアを配布するネットワーク共有フォルダを選択するには、一覧から対象のアッ
プデートマネージャを選択します。右クリックし、「環境設定の表示/編集」をクリック
します。

3. 「アップデートマネージャの環境設定」ダイアログボックスの「配布」タブで、リスト
からソフトウェアのサブスクリプションを選択します。

4. 「選択可能アイテム」リストから、ネットワーク共有フォルダを選択し、「>」という追
加ボタンをクリックして「アップデート先」リストに移動します。
デフォルトのネットワーク共有フォルダ \\<コンピュータ名>\SophosUpdateは、常
に、「アップデート先」リストに表示されます。このネットワーク共有フォルダはリス
トから削除できません。

「選択可能アイテム」リストには、Enterprise Consoleで認識され、他のアップデートマ
ネージャで使用されていない、すべてのネットワーク共有フォルダが含まれます。

「選択可能アイテム」リストに既存のネットワーク共有フォルダを追加、またはリスト
から削除するには、「>」という追加ボタンや、「<」という削除ボタンを使います。

5. ネットワーク共有フォルダの詳細や、書き込みに必要なアカウント情報を入力する場合
は、対象のネットワーク共有を選択し、「環境設定」をクリックします。「共有マネー
ジャ」ダイアログボックスで、説明とアカウント情報を入力します。
複数の共有フォルダに対して同じアカウント情報を入力する場合は、「アップデート先」
リストから共有フォルダを選択し、「環境設定」をクリックします。「複数の共有フォ
ルダの環境設定」ダイアログボックスで、共有フォルダに対して書き込みを行うときに
使うアカウント情報を入力します。

6.1.6 アップデートスケジュールを作成・編集する
ロールベースの管理を利用している場合、アップデートマネージャを設定するには、「ポリ
シー設定 - アップデート」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する
(p. 20) を参照してください。

デフォルトで、アップデートマネージャは、10分間隔でソフォスのデータバンクに接続し、
脅威検出データに更新がないかチェックを行います。

このアップデート間隔は変更できます。最短の間隔は 5分で、最長の間隔は、1440分 (24時
間) です。ソフォスから検出データがリリースされた直後に保護を入手できるよう、脅威検
出データのアップデート間隔は、10分に設定することを推奨します。

デフォルトで、アップデートマネージャは、60分間隔でソフォスのデータバンクに接続し、
ソフトウェアに更新がないかチェックを行います。

このアップデート間隔は変更できます。最短の間隔は 10分で、最長の間隔は、1440分 (24
時間) です。
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ソフトウェアのアップデート間隔は、毎日 1時間ごとに設定できるほか、曜日を指定した
り、曜日ごとに時間帯を分けて異なる間隔を指定するなど、きめ細やかにスケジュールを設
定できます。

注: 曜日ごとに異なるスケジュールを作成することもできます。各曜日に適用できるスケ
ジュールは 1つだけです。

1. 「エンドポイント」ビューを表示している場合は、ツールバーの「アップデートマネー
ジャ」ボタンをクリックし、「アップデートマネージャ」ビューを表示します。

2. アップデートスケジュールを作成するには、一覧から対象のアップデートマネージャを
選択します。右クリックし、「環境設定の表示/編集」をクリックします。

3. 「アップデートマネージャの環境設定」ダイアログボックスの「スケジュール」タブで、
脅威検出データのアップデート間隔を入力します。

4. ソフトウェアをアップデートする間隔を入力します。
■ アップデート間隔を毎日 1時間ごとに設定する場合は、「アップデート版のチェッ
ク」オプションの「分ごと」欄に間隔を分単位で入力します。

■ さらに詳細なスケジュールや、曜日ごとに異なるスケジュールを作成する場合は、
「アップデートをスケジュール設定・管理する」オプションを選択し、「追加」をク
リックします。

「アップデートスケジュール」ダイアログボックスで、スケジュールの名前を入力
し、曜日とアップデート間隔を選択します。

6.1.7 アップデートマネージャのログを設定する
ロールベースの管理を利用している場合、アップデートマネージャを設定するには、「ポリ
シー設定 - アップデート」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する
(p. 20) を参照してください。

1. 「エンドポイント」ビューを表示している場合は、ツールバーの「アップデートマネー
ジャ」ボタンをクリックし、「アップデートマネージャ」ビューを表示します。

2. ログを設定するには、一覧から対象のアップデートマネージャを選択します。右クリッ
クし、「環境設定の表示/編集」をクリックします。

3. 「アップデートマネージャの環境設定」ダイアログボックスの「ログ」タブで、ログの
保存日数と最大サイズを選択します。

6.1.8 アップデートマネージャの自己アップデートを設定する
ロールベースの管理を利用している場合、アップデートマネージャを設定するには、「ポリ
シー設定 - アップデート」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する
(p. 20) を参照してください。

1. 「エンドポイント」ビューを表示している場合は、ツールバーの「アップデートマネー
ジャ」ボタンをクリックし、「アップデートマネージャ」ビューを表示します。

2. 自己アップデートを設定するには、一覧から対象のアップデートマネージャを選択しま
す。右クリックし、「環境設定の表示/編集」をクリックします。
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3. 「アップデートマネージャの環境設定」ダイアログボックスの「詳細設定」タブで、最
新の状態に保つアップデートマネージャのバージョンを選択します。
たとえば、「Recommended」(推奨バージョン) を選択すると、常に自動的に、ソフォ
スで「最新バージョン」としてリリースされるアップデートマネージャにアップグレー
ドされます。アップデートマネージャのバージョンが実際に変わります。

6.1.9 今すぐアップデートマネージャでアップデート版をチェックする
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには「修復 - アップ
デートと検索」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参
照してください。

アップデートマネージャの設定を完了すると、設定したスケジュールに従って、アップデー
ト版がチェックされるようになります。アップデート版は、アップデート元からダウンロー
ドされ、自動管理するアップデート版配置用の共有フォルダへ保存されます。アップデート
マネージャで、脅威検出データ、エンドポイントコンピュータ用ソフトウェア、およびアッ
プデートマネージャ用ソフトウェアのアップデート版のチェックとダウンロードを、ただち
に実行するには、次の手順を実行してください。

1. 「エンドポイント」ビューを表示している場合は、ツールバーの「アップデートマネー
ジャ」ボタンをクリックし、「アップデートマネージャ」ビューを表示します。

2. アップデートマネージャのリストから、アップデートするアップデートマネージャを選
択します。右クリックして、「今すぐアップデート」をクリックします。

6.1.10 アップデートマネージャに環境設定を適用する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには「修復 - アップ
デートと検索」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参
照してください。

1. 「エンドポイント」ビューを表示している場合は、ツールバーの「アップデートマネー
ジャ」ボタンをクリックし、「アップデートマネージャ」ビューを表示します。

2. アップデートマネージャのリストから、環境設定を適用するアップデートマネージャを
選択します。右クリックして、「環境設定の適用」をクリックします。

6.1.11 アップデートマネージャを追加する
Sophos Update Manager (SUM) は、必ず、Enterprise Console と同じコンピュータにイン
ストールされます。インストールの際に「カスタムセットアップ」を選択した場合は、管
理サーバーをインストールしたコンピュータにインストールされます。

アップデートマネージャは、1つ以上、ネットワークに追加インストールできます。アップ
デートマネージャを追加インストールすると、既にインストールされているアップデートマ
ネージャの負荷が削減され、アップデート版の配信が効率化されます。追加のアップデート
マネージャは、既にアップデートマネージャがインストールされていないコンピュータにイ
ンストールします。

重要: アップデートマネージャと Enterprise Console の管理サーバーを同じコンピュータに
インストールしている場合は、アップデートマネージャをアンインストールしないでくださ
い。Enterprise Console のすべての機能を使ってネットワークを保護するには、このアップ
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デートマネージャのアップデート元を設定する必要があります。この設定を行うことで、
Enterprise Console で必要な更新情報を取得できるようになります。この情報には、エンド
ポイント用セキュリティソフトの適切なバージョンに関する情報、データコントロール機能
で使う新規・更新版のコンテンツコントロールリスト、新しい管理対象デバイス/アプリ
ケーションのリストなどが含まれます。

追加のアップデートマネージャが、HTTP を通じてソフォスのサーバーや別のアップデート
マネージャに接続し、セキュリティソフトをダウンロードできるようにするには、追加の
アップデートマネージャをインストールするコンピュータの TCP ポート 80 (送信方向) を
開放します。アップデートマネージャが、別のアップデートマネージャの UNC パスに接続
してセキュリティソフトをダウンロードできるようにするには、サーバーの送信方向の各
ポート (UDP 137、UDP 138、TCP 139、および TCP 445) を解放します。

ネットワーク探索機能が搭載されているバージョンのWindows を実行しているコンピュー
タの場合、ネットワーク探索機能が無効になっていれば、有効にしてコンピュータを再起動
します。

コンピュータでユーザーアカウント制御 (UAC) を有効にしている場合、UAC を無効にし、
コンピュータを再起動します。UAC は、アップデートマネージャをインストールし、ソフォ
スアップデートに登録した後で、有効に設定することができます。

コンピュータがドメインに所属している場合は、ドメイン管理者としてログオンします。

コンピュータがワークグループに所属している場合は、ローカル管理者としてログオンしま
す。

アップデートマネージャのインストーラは、Enterprise Console の管理サーバーがインス
トールされているコンピュータにあります。保存場所は、\\サーバー名\SUMInstallSet

です。インストーラの保存場所を表示するには、「表示」メニューの「Sophos Update
Manager のインストーラの場所」をクリックします。

Sophos Update Manager は、Windows のリモートデスクトップ機能を使ってインストール
することもできます。

追加のアップデートマネージャをインストールする方法は次のとおりです。

1. Sophos Update Manager のインストーラ、Setup.exeを起動します。

インストールウィザードが起動します。

2. ウィザードの「ようこそ」ページで、「次へ」をクリックします。
3. 「使用許諾契約」ページで、使用許諾契約を読んだ後、同意する場合は「使用許諾契約
の条項に同意します」をクリックして続行します。「次へ」をクリックします。

4. 「インストール先のフォルダ」ページで、デフォルトのフォルダをそのまま使用するか、
または「変更」をクリックして新しいインストール先フォルダを入力します。「次へ」
をクリックします。
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5. 「Sophos Update Manager のアカウント」ページで、エンドポイントコンピュータが、
デフォルトのアップデート用共有フォルダに接続するためのアカウントを選択します。
この共有フォルダはアップデートマネージャをインストールすると作成されます。(デ
フォルトのアップデート元共有フォルダは、\\<コンピュータ名>\SophosUpdateで
す。ここで、<コンピュータ名> は、アップデートマネージャをインストールしたコン
ピュータの名前です。)このアカウントには、共有フォルダに対する読み取り権限が必要
です。管理者権限は必要ありません。
デフォルトのユーザーや既存のユーザーを選択したり、新しいユーザーを作成できます。
ソフトウェアをインストールすると、デフォルトでSophosUpdateMgrというアカウン
トが作成されます。このアカウントには、デフォルトのアップデート用共有フォルダに
対する読み取り権限と、アカウント情報を入力せずにログオンできる権限が与えられま
す。
後で追加のアップデート用共有フォルダを設定する場合は、既存のアカウントを選択す
るか、共有に対して読み取り権限を持つ新しいアカウントを作成します。これ以外の場
合は、デフォルトで作成されるアカウント、SophosUpdateMgrに共有フォルダに対す
る読み取り権限が与えられていることを確認してください。

6. 「Sophos Update Manager のアカウント情報」ページで、前のステップで選択したオ
プションに応じて、デフォルトユーザー用のパスワード、新しいユーザーのアカウント
情報、または既存のアカウントを選択します。
アカウント用のパスワードは、必ず、パスワードポリシーに適したものを使用してくだ
さい。

7. 「プログラムをインストールする準備ができました」ページにて、「インストール」を
クリックします。

8. インストールが終了したら、「完了」をクリックします。

Sophos Update Manager をインストールしたコンピュータが Enterprise Console の「アッ
プデートマネージャ」ビューに表示されます。(「表示」メニューの「アップデートマネー
ジャ」をクリックします。)

アップデートマネージャを設定するには、アップデートマネージャを選択し、右クリックし
ます。そして、「環境設定の表示/編集」をクリックします。

6.1.12 セキュリティソフトを Web サーバーに配置する
各コンピュータから HTTP 経由でアクセスできるように、ソフォスのセキュリティソフト
をWeb サーバーに配置することもできます。

Web サーバーにセキュリティソフトを配置する方法は次のとおりです。

1. セキュリティソフトのダウンロード先の共有フォルダ (通称、「インストーラの場所」)
へのパスを表示する方法は次のとおりです。

a) Enterprise Consoleで、「表示」メニューの「インストーラの場所」をクリックしま
す。

「インストーラの場所」ダイアログボックスで、「場所」カラムに、各 OS ごとのイ
ンストーラの場所が表示されます。

b) CIDsフォルダまでのパス (CIDs は含まない）をメモします。たとえば、次のように
入力します。
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\\サーバー名\SophosUpdate

2. インストーラの場所 (サブフォルダを含む) をWeb サーバーからアクセス可能にします。
手順については、ソフォスのサポートデータベースの文章 38238を参照してください。

6.2 ソフトウェアのサブスクリプションを設定する
ソフトウェアのサブスクリプションは、各プラットフォームに対して、ソフォスのサーバー
から定期的にダウンロードする、エンドポイント用ソフトウェアのバージョンを指定するも
のです。

「セキュリティソフトのダウンロード」ウィザードでは、「Recommended」(推奨バージョ
ン) というデフォルトのサブスクリプションが設定されます。このサブスクリプションに
は、選択したソフトウェアの推奨バージョンが含まれます。

ソフトウェアをサブスクリプションに追加したり、推奨バージョン以外を定期的にダウン
ロードする場合は、セキュリティソフトのサブスクリプションを設定する (p. 75) の説明に
従ってサブスクリプションを設定してください。

Enterprise Console をインストールした後に、ウィザードを完了していない場合は、「セ
キュリティソフトのダウンロード」ウィザードを起動する (p. 77) を参照してください。

6.2.1 利用可能なアップデート版の種類
各 OS (例: Windows など) に対して、アップデート版の種類やエンドポイントソフトウェア
の各種バージョンに対応した、複数のソフトウェアパッケージがあります。ソフォスからダ
ウンロードし、各エンドポイントコンピュータに配布するソフトウェアのパッケージは、サ
ブスクリプションで次のいずれか 1種類のアップデート版を選択して指定します。

説明アップデート版の種
類

これはデフォルトパッケージです。このパッケージを使用すると、ソフォス
はインストールしたソフトウェアの次の機能を定期的に (通常毎月) アップデー
トします。

Recommended (推
奨バージョン)

お客様が発見した問題点の修正。

一般使用向けにリリースされた新機能。

Enterprise Console をはじめてインストールして、デフォルト設定で設定する
と、このバージョンが指定されます。

このパッケージは IT 担当者やセキュリティ管理者向けです。

このバージョンを使用すると、「Recommended」バージョンでリリースされ
る前に新機能が届けられます。これにより、一般向けにリリースされる前に、
テスト環境などで新機能をテストしたり評価したりすることができます。

Preview (プレビュー
バージョン)

注: 「Preview」パッケージのソフトウェアが「Recommended」パッケージ
の内容と同じである場合もあります。これは、お客様環境でテスト可能な新
機能がないことを意味します。
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説明アップデート版の種
類

「Extended」バージョンは、ネットワークにアップデート版ソフトウェアを
インストールする際の手順が厳格もしくは保守的な環境を対象としています。

このバージョンは、「Recommended」バージョンと同じアップデート版です
が、数か月遅れて届けられます。つまり、ネットワークに製品をインストー

Extended (延長バー
ジョン)

ルする時点では、すでに問題点が発見され、修正されていることを意味しま
す。

最新「Recommended」パッケージの 1つ前のバージョンです。

新バージョンのソフトウェアを実環境にインストールする前に、少し時間を
かけてテスト使用する場合などに、このバージョンは便利です。

Previous
Recommended (1つ
前の推奨バージョン)

最新「Extended」パッケージの 1つ前のバージョンです。

新バージョンのソフトウェアを実環境にインストールする前に、少し時間を
かけてテスト使用する場合などに、このバージョンは便利です。

Previous Extended
(1つ前の延長バー
ジョン)

詳細は、固定バージョンのソフトウェアパッケージ (p. 74) を参照してくださ
い。

固定バージョン

注: 今後、パッケージが変更される可能性もあります。現在利用可能なソフトウェアパッ
ケージの詳細は、ソフォスのサポートデータベースの文章 119216を参照してください。

「セキュリティソフトのダウンロード」ウィザードでは、選択したソフトウェアの
「Recommended」バージョンを指定するサブスクリプションが設定されます。

通常、実際にダウンロードされるバージョンは、毎月、変わります。実際にダウンロードさ
れたソフトウェアバージョンを確認するには、「ソフトウェアのサブスクリプション」ダイ
アログボックスで、確認するパッケージを選択し、「詳細」をクリックします。

6.2.2 固定バージョンのソフトウェアパッケージ
固定バージョンは、脅威検出データで更新されるが、ソフトウェアは毎月リリースされる最
新バージョンに更新されないバージョンです。たとえば、Sophos Endpoint Security and
Control for Windows の固定バージョンの場合は、「10.3.15 VE3.60.0」などと表示されま
す。バージョン番号は、3つのバージョン識別子で構成されます。メジャーリリース識別子
(「10」)、マイナーリリース識別子 (「3」)、メンテナンスリリース識別子 (「15」)、それ
に脅威検出エンジンのバージョン (「VE3.60.0」) が付きます。

固定パッケージの使用
デフォルトで、固定バージョンのソフトウェアパッケージの使用は無効化されています
(「ツール > 固定パッケージの使用設定)。固定パッケージは、「ソフトウェアのサブスクリ
プション」ダイアログに表示されないため、選択することができません。
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以前のバージョンのEnterprise Consoleで固定バージョンのソフトウェアを選択していて、
アップグレードする前にソフトウェアのサブスクリプションを変更しなかった場合は、アッ
プグレードの際に自動で固定パッケージの使用が有効化されます。

ヒント:固定バージョンのソフトウェアを使用している場合は、最適な保護が適用されるよ
う、サブスクリプションを「Recommended」パッケージに変更することを推奨します。ソ
フトウェアパッケージの詳細は、利用可能なアップデート版の種類 (p. 73) を参照してくだ
さい。

これまで固定バージョンのソフトウェアパッケージを選択していなかった場合、固定パッ
ケージを選択できるようにするには、「ツール > 固定パッケージの使用設定」から設定し
ます。固定パッケージの使用を有効化すると、「ソフトウェアのサブスクリプション」ダイ
アログボックスに固定パッケージが表示され、選択できるようになります。

注:ロールベースの管理を利用している場合、固定パッケージの使用を設定するには、「シ
ステム環境設定」権限が必要です。

固定パッケージを選択している状態で、固定パッケージの使用を無効化した場合でも、その
パッケージの選択は解除されず、選択を解除するまでダウンロードされ続けます。ただし、
他の固定パッケージを表示したり、選択したりすることはできなくなります。

別のコンピュータにも管理コンソールをインストールして使用している場合は、それらのリ
モートコンソールのいずれかでこの設定を変更すると、すべての管理コンソールに変更が反
映されます。ソフォスのサポートデータベース 117348の手順に従ってレジストリの設定を
変更して固定パッケージの使用を有効化した場合は、設定を行ったコンピュータのみにレジ
ストリの設定が反映され、この設定が管理コンソールの設定より優先されます。

固定パッケージのライフサイクル
固定バージョンは、ソフォスからダウンロードが可能な限り、ダウンロードされます。固定
バージョンの製品サポートが終了する際は、「アップデートマネージャ」ビューで、当該の
バージョンのサブスクリプションを指定しているアップデートマネージャの横に警告が表示
されます。メール警告が有効になっている場合は、管理者宛てにも警告がメール送信されま
す。

サブスクリプションに選択した固定バージョンの製品サポートが終了すると、Enterprise
Consoleによって、サポート中の製品で最も古い固定バージョンが自動的にサブスクリプ
ションとして選択しなおされます。

ソフォスのエンドポイント製品のライフサイクルポリシーについて詳細は、ソフォスのサ
ポートデータベースの文章 112580を参照してください。

6.2.3 セキュリティソフトのサブスクリプションを設定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ソフトウェアのサブスクリプションを編集するには、「ポリシー設定 - アップデート」
権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているアップデー
トポリシー用のサブスクリプションだけ編集できます。

ロールベースの管理の詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してくだ
さい。
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セキュリティソフトのサブスクリプションを設定する方法は次のとおりです。

1. 「表示」メニューの「アップデートマネージャ」をクリックします。
2. 「ソフトウェアのサブスクリプション」ペインで、変更するサブスクリプションをダブ
ルクリックするか、ペイン上部の「追加」ボタンをクリックし、新しいサブスクリプショ
ンを作成します。
「ソフトウェアのサブスクリプション」ダイアログボックスが表示されます。
または、既にあるサブスクリプションのコピーを作成するには、コピーするサブスクリ
プションを選択して右クリックし、「サブスクリプションの複製」をクリックします。
新しい名前を入力したら、サブスクリプション名をダブルクリックし、「ソフトウェア
のサブスクリプション」ダイアログボックスを開きます。

3. 「ソフトウェアのサブスクリプション」ダイアログボックスで、必要に応じて、サブス
クリプションの名前を変更します。

4. ソフトウェアをダウンロードするプラットフォームの種類を選択します。
5. デフォルトで、「Recommended」(推奨バージョン) パッケージに登録しています。デ
フォルト以外のパッケージを指定することもできます (例:新機能をプレビューする場合
など)。その場合は、パッケージを変更するプラットフォームの横にある「バージョン」
フィールドをクリックし、続けてもう一度クリックします。利用可能なバージョンのド
ロップダウンリストから、ダウンロードするバージョンを選択します (例:「Preview」
(プレビューバージョン))。

その他の利用可能なパッケージについては、利用可能なアップデート版の種類 (p. 73) を
参照してください。

ソフトウェアのサブスクリプションを設定したら、サブスクリプションに関するメール警告
を設定できます。サブスクリプションに関するメール警告の詳細は、ソフトウェアのサブス
クリプションの警告を設定する (p. 204) を参照してください。
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新しいソフトウェアのサブスクリプションを作成した場合は、アップデートマネージャの環
境設定を表示・編集する (p. 64) の説明に従い、作成したサブスクリプションがアップデー
トマネージャによってダウンロードされるように設定します。

6.2.4 「セキュリティソフトのダウンロード」ウィザードを起動する
ロールベースの管理を利用している場合、「セキュリティソフトのダウンロードウィザー
ド」を実行するには、「ポリシー設定 - アップデート」権限が必要です。詳細は、ロールと
サブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

Enterprise Console をインストールした後に、「セキュリティソフトのダウンロードウィ
ザード」を完了していない場合は、次の手順を実行してください。
■ 「アクション」メニューの「セキュリティソフトのダウンロードウィザードの実行」を
クリックします。

「セキュリティソフトのダウンロードウィザード」の画面に従い、ソフトウェアの選択
とダウンロードを行います。

注: ウィザードの完了後は、「アクション」メニューから「セキュリティソフトのダウン
ロードウィザードの実行」オプションが非表示になります。

6.2.5 サブスクリプションを使用しているアップデートポリシーを表示
する
サブスクリプションを使用しているアップデートポリシーを表示する方法は、次のとおりで
す。
■ サブスクリプションを選択して右クリックし、「サブスクリプションの使用状況の表示」
をクリックします。

「ソフトウェアのサブスクリプションの使用状況」ダイアログボックスに、当該のサブ
スクリプションを使用しているアップデートポリシーが表示されます。

6.3 アップデートポリシーを設定する
アップデートポリシーを使って、選択したセキュリティソフトのアップデート版を各コン
ピュータにインストールして最新の状態に保つことができます。Enterprise Console は、
アップデート版をチェックし、指定した間隔でコンピュータをアップデートします。

デフォルトのアップデートポリシーを使うと、「Recommended」(推奨バージョン) サブス
クリプションで指定されるソフトウェアをインストール、アップデートできます。

デフォルトのアップデートポリシーを変更したり、新しいアップデートポリシーを作成する
場合は、これより後のトピックの手順を実行してください。
■ サブスクリプションを選択する (p. 78)

■ アップデートサーバーを設定する (p. 79)

■ アップデートをスケジュール設定する (p. 84)

■ 新規インストール用に別のインストール元を設定する (p. 85)
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■ アップデート活動をログに出力する (p. 86)

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ アップデートポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - アップデート」権限が必要で
す。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

ロールベースの管理の詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してくだ
さい。

6.3.1 サブスクリプションを選択する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ アップデートポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - アップデート」権限が必要で
す。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

サブスクリプションは、各プラットフォームに対して、ソフォスのサーバーから定期的にダ
ウンロードする、エンドポイント用ソフトウェアのバージョンを指定するものです。デフォ
ルトのサブスクリプションは、Windows 用の最新のソフトウェアを含みます。

サブスクリプションを選択する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのアップデートポリシーが指定されているか確
認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「アップデート」をダブルクリックします。次に、変更するポ
リシーをダブルクリックします。
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3. 「アップデートポリシー」ダイアログボックスで、「サブスクリプション」タブをクリッ
クし、最新の状態に保つソフトウェアのサブスクリプションを選択します。

6.3.2 アップデートサーバーを設定する
デフォルトで各コンピュータのアップデート元は、UNC 共有のプライマリロケーション、
\\<コンピュータ名>\SophosUpdateです。ここで、<コンピュータ名>は、アップデート
マネージャをインストールしたコンピュータの名前です。これ以外にセカンダリロケーショ
ンを指定して、移動先でのアップデートのほか、帯域幅の調整を行うこともできます。

エンドポイントコンピュータからプライマリのアップデート元に接続できない場合、セカン
ダリアップデート元からアップデートを試みます (アップデート元が指定されている場合)。
セカンダリアップデート元は、常に指定しておくことを推奨します。

プライマリアップデートサーバーとセカンダリアップデートサーバーのロケーションに
は、ご使用のネットワーク上のアクセス可能なアップデートマネージャの UNC 共有または
HTTP URL を指定できます。セカンダリアップデートサーバーのロケーションは、イン
ターネット (HTTP) 経由でソフォスから直接アップデート版を入手するように設定すること
もできます。
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注:アップデートマネージャの設定内容によっては、配布元となる共有が複数存在する場合
もあります。

6.3.2.1 プライマリサーバー
プライマリサーバーには、自動でデフォルトのプライマリサーバーロケーションが設定さ
れます。デフォルトで各コンピュータのアップデート元は、UNC 共有のプライマリロケー
ション、\\<コンピュータ名>\SophosUpdateです。ここで、<コンピュータ名>は、
Sophos Update Manager がインストールされているコンピュータの名前です。

この共有にアクセスするために、Enterprise Console をインストールした際に入力した
Sophos Update Manager のアカウント情報がコンピュータで使用されます。Enterprise
Console スタートアップガイドで推奨される設定を使用した場合、アカウント名は
「SophosUpdateMgr」です。

アカウント情報を変更する必要がある場合は、プライマリサーバーのアカウント情報を変更
する (p. 82) を参照してください。

プロキシサーバー経由でアップデート元にアクセスする場合は、「プロキシの詳細」をク
リックしてプロキシサーバーの詳細を入力してください。

移動先でのアップデートを有効にする場合は、モバイル PC の移動先でのアップデート (p.
80) を参照してください。

帯域幅の制限を有効化して、コンピュータがアップデートを実行する際に使用する帯域幅を
制限することもできます。アップデートポリシーの「プライマリサーバー」タブで、「詳細
設定」ボタンをクリックします。「詳細設定」ダイアログボックスで、「使用するバンド幅
を制限する」チェックボックスを選択し、定規コントロールを使用して、Kビット/秒単位で
最大バンド幅を指定します。

6.3.2.2 モバイル PC の移動先でのアップデート
ユーザーによっては、モバイル PC を組織の国内・海外各地のオフィスで使用する場合があ
ります。(モバイル PC 用のアップデートポリシーで) 移動先でのアップデートが有効になっ
ている場合、移動先のモバイル PC は、アップデートの遅れやバンド幅への負荷を最小限に
抑えるため、接続しているローカルネットワークの他の (固定) エンドポイントに対してク
エリを実行し、最も近くにあるアップデートサーバーのロケーションを探してアップデート
しようとします。

移動先のモバイル PC は、接続しているローカルネットワークの固定エンドポイントに対し
てクエリを実行して、アップデートサーバーのロケーションやアカウント情報を入手しま
す。複数のロケーションが返された場合は、どれが最も近いロケーションか判断し、それを
使用します。いずれのロケーションにも接続できない場合、モバイル PC は自身のアップ
デートポリシーに定義されているプライマリロケーション (接続できない場合はセカンダリ
ロケーション) を使用します。

注: 固定コンピュータがモバイル PC にアップデートサーバーのロケーションやアカウント
情報を送信する際、パスワードは送信・保管時の両方で曖昧化されます。エンドポイントが
アップデートサーバーのロケーションを読み取るためのアカウントには、制限付きアカウン
トとして、読み取り専用の権限のみを与えるようにしてください。詳細は、ソフトウェアの
配置場所を指定する (p. 67) を参照してください。

移動先でのアップデートの詳細は、移動先でのアップデートの仕組み (p. 81) を参照してく
ださい。
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移動先でのアップデートは、次の環境のみで実行できます。
■ 1つの Enterprise Console が、移動先のモバイルPC と固定エンドポイントの両方を管理
対象にしている。

■ 固定エンドポイントと移動先のモバイル PC で同じソフトウェアのサブスクリプション
を使用している。

■ モバイル PC に適用済みのアップデートポリシーで、プライマリのアップデート元が指
定されている。

■ 他社製のファイアウォールがある場合、アップデートサーバーのロケーションのクエリ
や応答を許可するよう設定されている。通常、UDP ポート 51235 が使用されますが、
変更することもできます。詳細は、ソフォスのサポートデータベースの文章 110371を
参照してください。

移動先でのアップデートの有効化は、アップデート元の設定の一環として行います。移動先
でのアップデート機能は、頻繁に社内外で移動して使用するマシンのグループのみに対して
有効にするようにしてください。移動先でのアップデートを有効にする方法は、プライマリ
サーバーのアカウント情報を変更する (p. 82) を参照してください。

移動先でのアップデートに関するよくある質問は、ソフォスのサポートデータベースの文章
112830を参照してください。

6.3.2.2.1 移動先でのアップデートの仕組み

移動先でのアップデート機能は、モバイル PC 用の高度なアップデート手法で、モバイル
PC のアップデートポリシーに指定されているプライマリ/セカンダリアップデート元だけで
なく、「最適な」アップデート元からアップデートを行います。

移動先でのアップデートが有効になっている場合、次のように動作します。

1. モバイル PC を別のロケーションで使用すると、インストールされている Endpoint
Security and Controlのコンポーネント、Sophos AutoUpdateは、接続先ネットワークの
デフォルトのゲートウェイの MAC アドレスが、前回アップデートのときと異なると判
定します。その後、近接の AutoUpdate 複数にローカルサブネット経由で ICMP ブロー
ドキャストを行います。デフォルトで UDP ポート 51235 が使用されます。

2. 近接の各 AutoUpdate は、同じポート番号を使用して、自身のアップデートポリシーに
基づいて返信します。返信内容には、プライマリのアップデート元のみが含まれます。

Endpoint Security and Controlのインストールは、移動先のアップデートが有効になって
いるかどうかに関わらず、すべてブロードキャストを待機します。

返信に含まれる機密情報は難読化され、各フィールドは整合性を保つためにハッシュ化
されます。

返信メッセージの返信時刻は、メッセージストームを避けるためランダム化されます。
また、返信メッセージは ICMP ブロードキャストされるので、同じ内容を返信する予定
だった他のマシンは、受信したブロードキャストの内容を見て返信しないことを判断で
きます。

3. AutoUpdate は、受信した複数のアップデート元から「最適な」ロケーションを選び、送
信マシンが同じEnterprise Consoleで管理されており、サブスクリプション ID がモバイ
ル PC 上の AutoUpdate で使用されているものと一致するかを確認します。

「最適な」アップデート元は、そこへのアクセスに必要なホップ数に基づいて判断され
ます。
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4. その後、アップデートが実行され、成功した場合、そのアップデート元はキャッシュさ
れます。

モバイル PC には、サブスクリプション ID が同じで、ホップ数が最小のアクセス可能な
アップデート元が、最大 4箇所まで保管されます (保存先ファイル: C:\Program

Files\Sophos\AutoUpdate\data\status\iustatus.xml)。

これらのアップデート元は、AutoUpdate がアップデートを実行するたびにチェックされ
ます。

注: アップデートポリシーで指定されるプライマリ/セカンダリアップデート元を再び使
用する必要がある場合は (ポリシーで指定されているアップデート元からカスタム設定を
ロールアウトする場合など)、移動先でのアップデート機能を無効にしてください。

6.3.2.2.2 移動先でのアップデートを有効にする

ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ アップデートポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - アップデート」権限が必要で
す。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

移動先でのアップデート機能は、頻繁に社内外で移動して使用するマシンのグループのみに
対して有効にするようにしてください。

移動先でのアップデートを有効にする方法は次のとおりです。

1. 「ポリシー」ペインで、「アップデート」をダブルクリックします。次に、変更するアッ
プデートポリシーをダブルクリックします。

2. 「アップデートポリシー」ダイアログボックスの「プライマリサーバー」タブで、「移
動先でのアップデートを許可する」チェックボックスを選択します。

3. 「グループ」ペインで、変更したアップデートポリシーが適用されているグループを選
択します。右クリックし、「ポリシーの適用 - グループのアップデートポリシー」を選
択します。
このアップデートポリシーが適用されている各グループに対してこの操作を繰り返しま
す。

注: 後でアップデートポリシーで指定されるプライマリ/セカンダリのアップデート元を再
び使用する必要がある場合は、移動先でのアップデート機能を無効にしてください。

6.3.2.3 プライマリサーバーのアカウント情報を変更する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ アップデートポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - アップデート」権限が必要で
す。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。
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プライマリサーバーのアカウント情報を変更する方法は次のとおりです。

1. 「ポリシー」ペインで、「アップデート」をダブルクリックします。次に、変更するアッ
プデートポリシーをダブルクリックします。

2. 「アップデートポリシー」ダイアログボックスの「プライマリサーバー」タブで、サー
バーの接続に使う新しいアカウント情報を入力します。必要に応じて他の項目も変更し
ます。

注: プライマリのアップデート元が社内Web サイト上のフォルダで、Internet Information
Services (IIS) を匿名認証で使用している場合でも、「プライマリサーバー」タブで、ア
カウント情報を入力する必要があります。社内Web サーバーへのアクセスに必要ない場
合も含め、「新規インストール元」の UNC 共有フォルダ用のアカウント情報を使用し
てください。「プライマリサーバー」タブで、「ユーザー名」と「パスワード」フィー
ルドを空白のままにしておくと、コンソールからエンドポイントコンピュータを保護す
ることができません。

3. 「グループ」ペインで、変更したアップデートポリシーが適用されているグループを選
択します。右クリックし、「ポリシーの適用 - グループのアップデートポリシー」を選
択します。
このアップデートポリシーが適用されている各グループに対してこの操作を繰り返しま
す。

6.3.2.4 セカンダリアップデートサーバーを設定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ アップデートポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - アップデート」権限が必要で
す。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

セカンダリのアップデートサーバーのロケーションを設定する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのアップデートポリシーが指定されているか確
認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「アップデート」をダブルクリックし、変更するポリシーをダ
ブルクリックします。

3. 「アップデートポリシー」ダイアログボックスで、「セカンダリサーバー」タブをクリッ
クし、「セカンダリサーバーの詳細を指定する」チェックボックスを選択します。

4. 「アドレス (HTTP、UNC)」ボックスで、次のいずれかを実行します。
■ HTTP URL またはアップデートサーバー共有の UNC ネットワークパスを入力しま
す。

■ 「Sophos」を選択します。

重要:  HTTP URL、または集中管理するアップデートマネージャで管理していないネッ
トワーク共有フォルダを指定した場合、Enterprise Console は、指定したソフトウェア
のサブスクリプションがダウンロード可能かどうかをチェックできません。アドレスに、
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指定したソフトウェアのサブスクリプションが存在するかどうかを手動で確認する必要
があります。手動で確認しないと、コンピュータがアップデートされません。

5. ポリシーに Mac エンドポイントが含まれ、「アドレス」フィールドで UNC パスを指定
した場合は、「Mac OS X 用ファイル共有プロトコルの選択」で、アップデート共有フォ
ルダにアクセスするためのプロトコルを選択してください。

6. 必要に応じて、サーバーへのアクセスに使用するアカウントのユーザー名を「ユーザー
名」フィールドに入力します。そして、「パスワード」を入力し、確認入力してくださ
い。Sophos HTTP の場合、これはソフォスのサブスクリプションアカウント情報です。
このアカウントには、先ほどアドレスフィールドに入力した共有に対して、読み取り専
用のアクセス権限のみが与えられている必要があります。

注:「ユーザー名」とドメイン名をあわせて指定する必要がある場合は、ドメイン名\ユー
ザー名という形式で入力してください。Windows ユーザーアカウントを確認する方法に
ついて、詳細はソフォスのサポートデータベースの文章 11637を参照してください。

7. バンド幅を制限するには、「詳細設定」をクリックします。「詳細設定」ダイアログボッ
クスで、「使用するバンド幅を制限する」チェックボックスを選択し、定規コントロー
ルを使用して、Kビット/秒単位で最大バンド幅を指定します。

8. プロキシサーバー経由でアップデート元にアクセスする場合は、「プロキシの詳細」を
クリックしてください。「プロキシの詳細」ダイアログボックスで、「プロキシ経由で
サーバーにアクセスする」チェックボックスを選択します。そして、プロキシサーバー
の「アドレス」と「ポート」番号を入力します。プロキシサーバーにアクセスするため
の「ユーザー名」と「パスワード」を入力します。「ユーザー名」とドメイン名をあわ
せて指定する必要がある場合は、ドメイン名\ユーザー名という形式で入力してくださ
い。

注:インターネットサービスプロバイダの中には、HTTP リクエストをプロキシサーバー
に送信するよう要求するところがあります。

9. 「OK」をクリックして、「アップデートポリシー」ダイアログボックスを閉じます。
10.「グループ」ペインで、ここで変更したアップデートポリシーを使用するグループを右
クリックし、「ポリシーの適用 > グループのアップデートポリシー」をクリックしま
す。
このアップデートポリシーが適用されている各グループに対してこの操作を繰り返しま
す。

6.3.3 アップデートをスケジュール設定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ アップデートポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - アップデート」権限が必要で
す。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

デフォルトで、各エンドポイントコンピュータは 5分ごとにネットワーク共有内のアップ
デート版をチェックします。
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注:各コンピュータが直接ソフォスからアップデート版をダウンロードする場合、ここで設
定するアップデート間隔は適用されません。Sophos PureMessage を稼動しているコン
ピュータは、アップデート版の有無を 15分ごとにチェックします。Sophos PureMessage
を稼動していないコンピュータは、1時間ごとにチェックします。

アップデートの間隔を指定する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのアップデートポリシーが指定されているか確
認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「アップデート」をダブルクリックします。次に、変更するポ
リシーをダブルクリックします。

3. 「アップデートポリシー」ダイアログボックスの「スケジュール」タブで、「ネットワー
ク上のソフォスアップデート版の有無を自動チェックする」を選択します。ソフトウェ
アをアップデートする間隔 (分単位) を入力します。

4. インターネットへのダイヤルアップ接続で、コンピュータをアップデートする場合は、
「ダイヤルアップ時にアップデート版をチェックする」を選択します。

コンピュータをインターネットに接続するたびに、アップデート版のチェックが実行さ
れます。

6.3.4 新規インストール用に別のインストール元を設定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ アップデートポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - アップデート」権限が必要で
す。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

デフォルトで、セキュリティソフトは、「プライマリサーバー」タブで指定した場所からイ
ンストールされ、最新版でアップデートされます。新規インストール用に、これと異なる場
所を指定できます。

注:

ここでの設定内容は、Windows のみに適用されます。

プライマリサーバーが HTTP (Web) アドレスで、コンソールから各コンピュータにインス
トールを行う場合は、必ず、新規インストール用のインストール元を指定するようにしてく
ださい。

新規インストールを別の場所から行う方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのアップデートポリシーが指定されているか確
認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「アップデート」をダブルクリックします。次に、変更するポ
リシーをダブルクリックします。
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3. 「アップデートポリシー」ダイアログボックスの「新規インストール元」タブで、「プ
ライマリサーバーアドレスを使用する」チェックボックスの選択を外します。そして、
使用するインストール元のアドレスを入力します。

6.3.5 アップデート活動をログに出力する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ アップデートポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - アップデート」権限が必要で
す。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

デフォルトで、アップデート活動のログが各コンピュータに記録されます。デフォルトのロ
グの最大サイズは 1MB です。デフォルトのログレベルは「通常」です。

ログの設定を変更する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのアップデートポリシーが指定されているか確
認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「アップデート」をダブルクリックします。次に、変更するポ
リシーをダブルクリックします。

3. 「アップデートポリシー」ダイアログボックスの「ログ」タブで、「Sophos AutoUpdate
のアクティビティをログに出力する」のチェックを付けたままにします。「ログの最大
サイズ」フィールドで、ログファイルの最大容量を MB単位で指定します。

4. 「ログレベル」フィールドで、「通常」または「詳細」を選択します。
詳細ログレベルを指定すると、通常レベルと比較してより多くの活動に関する情報が記
録されるので、ログのサイズは急速に大きくなります。したがって、問題が生じた場合
のみこの設定を使用するようにしてください。

6.4 アップデートマネージャを監視する

アップデートマネージャのステータスをダッシュボードで確認す
る
アップデートマネージャのステータスは、ダッシュボードの「アップデート」パネルに表示
されます。ソフォスからの前回のアップデート日時が表示され、経過時間が警報レベルや緊
急レベルを超えた場合には警告が表示されます。

注:アップデートマネージャが一時的にアップデートを実行できない場合、ダッシュボード
の「アップデート」パネルに警告やエラーは表示されません。警告やエラーは、アップデー
トマネージャの前回アップデートからの経過時間が、ダッシュボードを環境設定する (p.56)
で指定した警報レベルや緊急レベルを超えた場合のみ生成されます。
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アップデートマネージャの警告やエラーを確認する
アップデートマネージャの警告やエラーは、「アップデートマネージャ」ビューの「警告」
や「エラー」カラムにそれぞれ表示されます。

ソフトウェアの固定バージョンにサブスクリプション登録している場合、同バージョンの製
品サポートが終了間近である場合や終了した場合、警告が表示されます。製品ライセンスを
変更した場合も警告が表示されます。

アップデートマネージャの警告やエラーを確認する方法は次のとおりです。

1. 「エンドポイント」ビューを表示している場合は、ツールバーの「アップデートマネー
ジャ」ボタンをクリックし、「アップデートマネージャ」ビューを表示します。

2. アップデートマネージャのリストの「警告」と「エラー」カラムを参照し、問題が発生
していないかどうかを確認します。

3. アップデートマネージャの横に警告やエラーが表示されている場合は、アップデートマ
ネージャを右クリックし、「アップデートマネージャの詳細の表示」をクリックします。

「アップデートマネージャの詳細」ダイアログボックスに、脅威検出データと、ソフト
ウェアの前回更新日時、アップデートマネージャで最新版をダウンロードしているサブ
スクリプション (複数可) のステータス、およびアップデートマネージャのステータスが
表示されます。

4. 特定のアップデートマネージャのステータスや、その対策について、詳細は「説明」カ
ラムのリンクを参照してください。

サブスクリプション登録している製品の製品サポートが終了間近である、または製品ライセ
ンスを変更したため、新しいライセンスの下で特定の製品を使用できなくなった、などサブ
スクリプションを確認、変更する必要がある場合は、セキュリティソフトのサブスクリプ
ションを設定する (p. 75) を参照してください。

ライセンスを変更したことによって新しい機能の使用が可能になった場合、新規ポリシーを
設定してからでないとその機能を使用できない場合があります。新しく使用可能なポリシー
の設定に関する説明は、ポリシーの設定 (p. 90) のセクションを参照してください。

メール警告に登録する
サブスクリプション登録している製品バージョンの製品サポートが終了間近である場合や終
了した場合、またはライセンスを変更したため使用できる機能に変更があった場合などに、
指定した受信者にメール警告を送信するよう設定できます。詳細は、ソフトウェアのサブス
クリプションの警告を設定する (p. 204) を参照してください。

6.4.1 コンソールからアップデートマネージャの警告を消去する
ロールベースの管理を利用している場合、コンソールから警告を消去するには、「修復 - ク
リーンアップ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参
照してください。
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コンソールからアップデートマネージャの警告を消去する方法は次のとおりです。

1. 「アップデートマネージャ」ビューで、警告を消去するアップデートマネージャ (複数選
択可) を選択します。右クリックして、「警告の消去」を選択します。

「アップデートマネージャ警告」ダイアログボックスが表示されます。

2. コンソールから警告を消去するには、該当する警告を選択し、「消去」をクリックしま
す。

消去した警告はコンソールに表示されなくなります。

6.5 最新版のないコンピュータをアップデートする
ロールベースの管理を利用している場合、各コンピュータをアップデートするには、「修復
- アップデートと検索」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p.
20) を参照してください。

アップデートポリシーを設定し、ネットワークに接続しているコンピュータに適用すると、
各コンピュータは自動的に最新の状態に保たれます。アップデートに関する問題が発生しな
い限り、コンピュータを手動でアップデートする必要はありません。

「エンドポイント」ビューのコンピュータのリストで、「ステータス」タブを開きます。
「更新状況」カラムに時計アイコンが表示されているコンピュータは、インストールされて
いるセキュリティソフトが最新版ではありません。前回アップデートされた日時が表示され
ます。

コンピュータに最新版がない原因として、次のいずれかが考えられます。
■ コンピュータがサーバーからアップデート版を取得することに失敗した。
■ サーバー自体に最新のソフォス製品がない。

問題点を診断し、コンピュータをアップデートする方法は次のとおりです。

1. 「エンドポイント」ビューで、最新版のないコンピュータを含むグループを選択します。
2. 「ステータス」タブで、「更新状況」カラムヘッダをクリックし、更新状況順にコン
ピュータを並び替えます。

3. 「アップデートの詳細」タブをクリックし、「プライマリサーバー」カラムを参照しま
す。

各コンピュータのアップデート元ディレクトリが表示されます。

4. 次に、同じディレクトリからアップデートしているコンピュータすべてを順に参照しま
す。
■ 最新版のないコンピュータと、あるコンピュータの両方が存在する場合、各々のコン
ピュータに問題があることを意味します。コンピュータを選択し、右クリックして、
「今すぐコンピュータをアップデート」をクリックしてください。

■ 最新版のあるコンピュータが 1台もない場合、ディレクトリに問題があると考えられ
ます。「表示」メニューの「アップデートマネージャ」をクリックします。最新版が
ない可能性のあるディレクトリを管理するアップデートマネージャを選択し、右ク
リックして「今すぐアップデート」をクリックします。次に、「表示」メニューの
「エンドポイント」をクリックします。最新版のないコンピュータを選択し、右ク
リックして、「今すぐコンピュータをアップデート」をクリックしてください。
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複数のアップデートマネージャがあり、どれが最新版のないディレクトリを管理してい
るかわからない場合は、「アップデート階層」レポートで各アップデートマネージャが
管理している共有フォルダを確認します。「アップデート階層」レポートを表示するに
は、「ツール」メニューの「レポートの管理」をクリックします。「レポートの管理」
ダイアログボックスで、「アップデート階層」を選択し、「実行」をクリックします。
「アップデートマネージャが管理する共有フォルダ」のセクションを確認します。
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7 ポリシーの設定

7.1 ウイルス対策および HIPS ポリシー
ウイルス対策および HIPSポリシーでは次の設定が可能です。
■ ユーザーがコピー、移動、または開こうとしたファイルに、既知・未知のウイルス、ト
ロイの木馬、ワーム、またはスパイウェアが含まれている場合に、これらのアイテムを
自動的に検出する。

■ アドウェアや他の不要と思われるアプリケーションを検索する。
■ 疑わしいファイルやルートキットを検索する。
■ 悪質なネットワークトラフィック (エンドポイントコンピュータと、ボットネットやその
他のマルウェア攻撃に関わっている C＆C サーバー間の通信) を検知する。

■ ウイルスや他の脅威が発見されると直ちにコンピュータを自動クリーンアップする。

自動クリーンアップの設定の変更に関する詳細は、オンアクセス検索の自動クリーンアッ
プを設定する (p. 95) を参照してください。

■ システムで起動しているプログラムの動作を解析する。

詳細は、動作監視 (p. 107) を参照してください。

■ 指定した日時にコンピュータを検索する。

詳細は、スケジュール検索を作成する (p. 99) を参照してください。

各コンピュータのグループに対して異なる検索設定を適用できます。検索の環境設定につい
ての詳細は、次のトピックを参照してください。
■ オンアクセス検索を環境設定する (p. 92)

■ スケジュール検索を環境設定する (p. 100)

Mac、Linux、または UNIX コンピュータに適用されない検索およびクリーンアップのオプ
ションについての詳細は、Mac、Linux、UNIX に適用されない設定 (p. 90) を参照してくだ
さい。

Sophos Anti-Virus for VMware vShieldに適用されない検索やクリーンアップのオプション
について詳細は、ソフォスのサポートデータベースの文章 121745を参照してください。
Sophos Anti-Virus for VMware vShieldバージョン 2.x については、「Sophos Anti-Virus
for VMware vShield設定ガイド」もあわせて参照してください。
www.sophos.com/ja-jp/support/documentation/sophos-anti-virus-for-vmware-vshield

7.1.1 Mac、Linux、UNIX に適用されない設定
Windows コンピュータでは、すべての種類の検索およびクリーンアップを Enterprise Console
で完全に管理できるのに対して、Mac、Linux、または UNIX では、適用されない設定がい
くつかあります。
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Mac OS X

Mac 環境に適用するウイルス対策および HIPS ポリシーの設定についての詳細は、ソフォ
スのサポートデータベースの文章 118859を参照してください。

Linux

次の自動クリーンアップオプションは、Linux コンピュータでは適用されず無視されます。

オンアクセス検索の自動クリーンアップオプション
■ アクセスを拒否し、デフォルトの場所に移動する

■ アクセスを拒否し、次の場所に移動する

スケジュール検索の自動クリーンアップオプション
■ デフォルトの場所に移動する

■ 次の場所に移動する

自動クリーンアップ設定についての詳細は、オンアクセス検索の自動クリーンアップ設定
(p.96) 、およびスケジュール検索の自動クリーンアップ設定 (p.103) を参照してください。

Linux 環境に適用されるウイルス対策および HIPS ポリシーの設定についての詳細は、ソ
フォスのサポートデータベースの文章 117344を参照してください。

UNIX

■ Enterprise Console では、UNIX コンピュータのオンアクセス検索は実行できません。

スケジュール検索、警告、ログ、およびアップデートは、Enterprise Console で一括設
定が可能です。

注: これらの機能には、Enterprise Console では設定できないパラメータもあります。
このようなパラメータは、Sophos Anti-Virus コマンドラインインターフェースを使っ
て、各 UNIX コンピュータでローカル設定してください。パラメータは Enterprise Console
では無視されます。

また、オンデマンド検索も、Sophos Anti-Virus コマンドラインインターフェースを使っ
て、各 UNIX コンピュータでローカル設定できます。

その他のパラメータ設定や Sophos Anti-Virus for UNIX のローカル設定についての詳細
は、「Sophos Anti-Virus for UNIX 環境設定ガイド」を参照してください。

■ 次のスケジュール検索の自動クリーンアップオプションは、UNIX コンピュータでは適
用されず無視されます。
■ デフォルトの場所に移動する

■ 次の場所に移動する

スケジュール検索の自動クリーンアップのオプションに関する詳細は、スケジュール検
索の自動クリーンアップ設定 (p. 103) を参照してください。

UNIX 環境に適用されるウイルス対策および HIPS ポリシーの設定についての詳細は、ソ
フォスのサポートデータベースの文章 117344を参照してください。
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7.1.2 オンアクセス検索

7.1.2.1 オンアクセス検索のベストプラクティス
ここではオンアクセス検索を最適な設定で使用するための推奨事項について説明します。

オンアクセス検索のデフォルト設定は、保護機能とシステムパフォーマンスのバランスが考
慮されているため、この設定の使用を推奨します。オンアクセス検索の推奨設定について、
詳細はソフォスサポートデータベースの文章 114345 を参照してください。
(http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/114345.aspx)

ソフォスのセキュリティソフトの使用や管理に関するベストプラクティスについて、「Sophos
Enterprise Consoleポリシー設定ガイド」を参照することを推奨します。ソフォスの製品ド
キュメントは次のサイトから入手可能です。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/documentation

7.1.2.2 オンアクセス検索を環境設定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

注意:特定の暗号化ソフトがインストールされている場合、オンアクセス検索でウイルスが
検出されないことがあります。コンピュータのスタートアッププロセスを変更し、オンア
クセス検索が開始するとファイルが復号化されるように設定してください。暗号化ソフトが
インストールされている環境でのウイルス対策および HIPS ポリシーの使用について、詳細
はソフォスのサポートデータベースの文章 12790を参照してください。

オンアクセス検索を設定するには次の操作を行ってください。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定さ
れているかを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「オンアクセス検索」パネルで、「オンアクセス検索を有効にする」の横にある「環境
設定」をクリックします。
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5. オンアクセス検索の動作を変更するには、「ファイル検索のタイミング」パネルで、以
下の説明に従ってオプションを選択します。

説明オプション

読み取ったとき ファイルをコピー、移動、開いたときに検
索を実行します。

プログラムを起動したときに検索を実行し
ます。

ファイル名を変更したときに検索を実行します。名前の変更

ファイルを保存、作成したときに検索を実行し
ます。

書き込んだとき

6. 「検索するアイテム」パネルで、次の説明に従ってオプションを設定します。

説明オプション

アドウェアや不要と思われるアプリケーション アドウェアはポップアップメッセージなど
広告を表示するプログラムで、ユーザーの
生産性やシステム効率に影響を与える可能
性があります。

不要と思われるアプリケーションは、悪質
ではないものの一般的に企業ネットワーク
には不適切と考えられているアプリケーショ
ンです。

疑わしいファイルは、通常マルウェアで見られ
る (ただしマルウェアには限定されない) 特徴
(動的にデータを展開するコードを含むなど) を
持ちます。しかし、それは、ファイルが新種の
マルウェアとして検出されるには至りません。

注: このオプションは、 Sophos Endpoint
Security and Control for Windows のみに適用さ
れます。

疑わしいファイル

93

ヘルプ



7. 「その他の検索オプション」パネルで、次の説明に従ってオプションを設定します。

説明オプション

感染している起動可能なリムーバブルメディア
またはデバイス (ブータブル CD、フロッピー
ディスク、または USB メモリなど) へのアクセ
スを許可します。

このオプションはソフォステクニカルサポート
から指示があった場合のみに使います。

ブートセクタが感染しているドライブへのアク
セスを許可する

アーカイブファイルや圧縮ファイルを管理対象
コンピュータにダウンロードしたり、管理対象
コンピュータからメール送信したりする前に、
その中身を検索します。

しかしながら、検索スピードが著しく低下する
ため、このオプションを無効に設定することを
推奨します。

このオプションが無効になっていても、ユーザー
はアーカイブや圧縮ファイル内の脅威から保護
されます。マルウェアの可能性があるアーカイ
ブや圧縮ファイルのコンポーネントは、以下の
ようにオンアクセス検索でブロックされます。

圧縮ファイル内を検索する

圧縮ファイルから解凍したファイルをユー
ザーが開くと検索が実行されます。

ダイナミック圧縮ユーティリティ (PKLite、
LZEXE、Diet) を使って圧縮されたファイル
の検索が実行されます。

コンピュータのシステムメモリ (OS が使用する
メモリ) に潜むマルウェアを検出するバックグ
ラウンド検索を毎時間実行します。

システムメモリを検索する

7.1.2.3 オンアクセス検索を有効/無効に切り替える
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

デフォルトで、Sophos Endpoint Security and Controlは、ユーザーがファイルにアクセス
しようとするとマルウェア検索を実行し、ファイルが感染していない場合のみアクセスを許
可します。
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Exchange サーバーや、パフォーマンス低下の恐れがある他のサーバーにおいて、オンアク
セス検索を無効にするケースもあります。この場合は、サーバーを特定のグループに配置
し、次の手順に従って、そのグループに適用されているウイルス対策および HIPS ポリシー
を変更してください。

オンアクセス検索を有効/無効に切り替える方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのウイルス対策および HIPS ポリシー
が指定されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。次に、
変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「オンアクセス検索」パネルで、「オンアクセス検索を有効にする」チェックボックス
を選択するか、または選択を外します。

重要:サーバーでオンアクセス検索を無効にした場合は、該当する各コンピュータにてスケ
ジュール検索を設定することを推奨します。スケジュール検索の設定方法については、スケ
ジュール検索を作成する (p. 99) をご覧ください。

7.1.2.4 オンアクセス検索の自動クリーンアップを設定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

デフォルトで、Sophos Endpoint Security and Controlは、ウイルスや他の脅威が発見され
るとすぐにコンピュータを自動的にクリーンアップします。自動クリーンアップの設定は、
次の説明に従って変更できます。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定さ
れているかを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「オンアクセス検索」パネルで、「オンアクセス検索を有効にする」の横にある「環境
設定」をクリックします。

5. 「オンアクセス検索の設定」ダイアログボックスで「クリーンアップ」タブをクリック
します。

6. オンアクセス検索の自動クリーンアップ設定 (p. 96) の説明に従ってオプションを設定し
ます。
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7.1.2.5 オンアクセス検索の自動クリーンアップ設定

ウイルス/スパイウェア
「ウイルス/スパイウェアを含むアイテムを自動クリーンアップする」チェックボックスを
選択するか、または選択を外します。

クリーンアップに失敗した場合のアイテムへの対処方法も指定できます。
■ アクセス拒否のみ

■ 削除する

■ アクセスを拒否し、デフォルトの場所に移動する

■ アクセスを拒否し、次の場所に移動する (UNC フルパスで指定)

注:「アクセスを拒否し、デフォルトの場所に移動する」および「アクセスを拒否し、次の
場所に移動する」の設定内容は、Linux または UNIX コンピュータには適用されません。

疑わしいファイル
注: ここでの設定内容は、Windows コンピュータのみに適用されます。

疑わしいファイルが検出された場合の対処方法も指定できます。
■ アクセス拒否のみ

■ 削除する

■ アクセスを拒否し、デフォルトの場所に移動する

■ アクセスを拒否し、次の場所に移動する (UNC フルパスで指定)

7.1.2.6 オンアクセス検索のファイル拡張子を指定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

オンアクセス検索の対象にするファイル拡張子を指定できます。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定さ
れているかを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。
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4. 「オンアクセス検索」パネルで、「オンアクセス検索を有効にする」の横にある「環境
設定」をクリックします。

5. 「拡張子」タブをクリックし、次のようにオプションを設定します。

ファイルの拡張子に関わらず、すべてのファイ
ルを検索します。このオプションを有効にする
と、「拡張子」タブにある他のオプションは無
効になります。

すべてのファイルを検索するとコンピュータの
パフォーマンスに影響を与えるため、このオプ
ションは、週に一度のスケジュール検索だけで
実行することを推奨します。

すべてのファイルを検索する

実行ファイルなど感染の可能性があるファイル
のみを検索する 拡張子が実行ファイル形式のファイルすべ

て (.exe、.bat、.pif など)、または感染の恐
れがあるファイル (.doc、.chm、.pdf など)
を検索します。

すべてのファイルの構造をすばやくチェッ
クし、実行ファイル形式の場合、検索しま
す。

ファイルの種類を追加するには、「追加」をク
リックして、「拡張子」ボックスに拡張子を入
力します (例:PDF)。任意の一文字を表すワイル
ドカード文字「?」を使用できます。

ファイルの種類を検索の対象から外すには、リ
ストからファイルの拡張子を選択し、「削除」
をクリックします。

ファイルの種類を変更するには、リストからファ
イルの拡張子を選択し、「編集」をクリックし
ます。

追加で検索するファイル拡張子

拡張子のないファイルはマルウェアである可能
性があるので、このオプションを選択したまま
にしておくことを推奨します。

拡張子のないファイルも検索する

オンアクセス検索から特定のファイルの種類を
除外するには、「追加」をクリックして、「拡
張子」ボックスに拡張子を入力します (例:
PDF)。

ファイルの種類を再び検索の対象にするには、
リストからファイルの拡張子を選択し、「削除」
をクリックします。

ファイルの種類を変更するには、リストからファ
イルの拡張子を選択し、「名前の変更」をクリッ
クします。

除外
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7.1.2.7 オンアクセス検索の対象から項目を除外する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

オンアクセス検索の対象から項目を除外することができます。

注:

これらのオプションは、Windows、Mac OS X および Linux コンピュータのみに適用されま
す。

Enterprise Console では、UNIX コンピュータのオンアクセス検索は実行できません。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定さ
れているかを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。次に、
変更するポリシーをダブルクリックします。
「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「オンアクセス検索」パネルで、「環境設定」ボタンをクリックします。
4. 「Windows での除外」、「Mac での除外」、または「Linux/UNIX での除外」タブをク
リックします。項目をリストに追加するには、「追加」をクリックして、「アイテムの
除外」ダイアログボックスにフルパスを入力します。

除外できる項目の種類は、コンピュータの OS によって異なります。詳細は、検索の対
象から除外できる項目 (p. 117) を参照してください。

ローカルドライブに保存されていないファイルを除外するには、「リモートファイルを
除外する」チェックボックスを選択します。信頼できる場所に保存されているリモート
ファイルへのアクセス速度を高める場合などに、この項目を選択してください。

重要: 「Windows での除外」タブで「リモートファイルを除外する」を選択すると、メー
ルクライアント、Web ブラウザ、IM (インスタントメッセージング) クライアントなどの監
視対象アプリケーションを使用してネットワーク内の場所からアップロードまたは添付され
たファイルは、データコントロールで検索されません。データコントロールでは、Sophos
Anti-Virus オンアクセススキャナと同じ除外設定を使用するため、リモートファイルの検索
が無効になっている場合、すべてのリモートファイルはデータコントロールによるチェック
を受けないことになります。ストレージデバイスの監視はこの制限の対象ではありません。

Windows で検索から除外する項目の一覧をファイルにエクスポートした後、それを別のポ
リシーにインポートすることができます。詳細は、オンアクセス検索から除外する項目をイ
ンポートまたはエクスポートする (p. 99) を参照してください。

98

Sophos Enterprise Console



7.1.2.8 オンアクセス検索から除外する項目をインポートまたはエクスポートする
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

Windows でオンアクセス検索から除外する項目の一覧をファイルにエクスポートした後、
それを別のポリシーにインポートすることができます。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定さ
れているかを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「オンアクセス検索」パネルで、「オンアクセス検索を有効にする」の横にある「環境
設定」をクリックします。

5. 「Windows での除外」タブで、「エクスポート」または「インポート」をクリックし
ます。

7.1.3 オンデマンド検索とスケジュール検索
「ウイルス対策および HIPS」ポリシーの「オンデマンド検索」パネルでは次の項目を設定
できます。
■ スケジュール検索の設定。
■ 検索オプションの設定。すべてのタイプのオンデマンド検索に対する拡張子や除外、各
コンピュータにおけるすべてのスケジュール検索、システムのフル検索、デフォルトの
オンデマンド検索など。

7.1.3.1 スケジュール検索を作成する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。
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指定した日時に Sophos Endpoint Security and Controlでコンピュータを検索するには、ス
ケジュール検索を作成してください。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定さ
れているかを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「オンデマンド検索」パネルの「スケジュール検索の設定・管理」で、「追加」をクリッ
クします。

「スケジュール検索の設定」ダイアログボックスが表示されます。

5. 「検索名」ボックスに、検索名を入力します。
6. 「検索するアイテム」で、検索するアイテムのチェックボックスを選択します。デフォ
ルトでは、すべてのローカルハードディスクおよびマウントされた UNIX ファイルシス
テムが検索されます。

7. 「検索のタイミング」で、検索を実行する曜日のチェックボックスを選択します。
8. 検索を実行する時刻を指定するには、「追加」をクリックします。

■ 時刻を変更するには、「検索を実行する時間」リストで時刻を選択し、「編集」をク
リックします。

■ 時間を削除するには、「検索を実行する時間」リストで時刻を選択し、「削除」をク
リックします。

注:脅威のコンポーネントがメモリに検出された場合で、当該の検索に対して自動クリーン
アップを設定していないときは、検索が終了して Enterprise Consoleに警告が送信されま
す。これは検索を続行すると脅威が拡散する恐れがあるためです。もう一度検索を実行する
前に、必ず脅威をクリーンアップしてください。

検索およびクリーンアップの設定を変更するには、次のトピックを参照してください。
■ スケジュール検索を環境設定する (p. 100)

■ スケジュール検索の自動クリーンアップを設定する (p. 102)

7.1.3.2 スケジュール検索を環境設定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。
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スケジュール検索を環境設定する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定さ
れているかを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「スケジュール検索の設定・管理」リストで検索を選択し、「編集」をクリックします。
5. 「スケジュール検索の設定」ダイアログボックスで、「環境設定」をクリックします。
6. 「検索するアイテム」パネルで、次の説明に従ってオプションを設定します。

説明オプション

アドウェアや不要と思われるアプリケーション アドウェアはポップアップメッセージなど
広告を表示するプログラムで、ユーザーの
生産性やシステム効率に影響を与える可能
性があります。

不要と思われるアプリケーションは、悪質
ではないものの一般的に企業ネットワーク
には不適切と考えられているアプリケーショ
ンです。

疑わしいファイルは、通常マルウェアで見られ
る (ただしマルウェアには限定されない) 特徴
(動的にデータを展開するコードを含むなど) を
持ちます。しかし、それは、ファイルが新種の
マルウェアとして検出されるには至りません。

注: この設定は、 Sophos Endpoint Security and
Control for Windows のみに適用されます。

疑わしいファイル

ルートキットは、コンピュータのユーザーや管
理者から、悪意のあるオブジェクト (プロセス、
ファイル、レジストリキー、ネットワークポー
ト) の存在を隠すために使われるトロイの木馬
またはテクノロジーです。

ルートキット
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7. 「その他の検索オプション」パネルで、次の説明に従ってオプションを設定します。

説明オプション

アーカイブやその他の圧縮ファイルのコンテン
ツを検索します。

検索時間が大幅に増加するので、スケジュール
検索時には、アーカイブファイル内を検索する
ことは推奨しません。代わりに、オンアクセス
検索 (読み取ったとき、および書き込んだとき)
を実行してネットワークを保護することを推奨
します。解凍していないアーカイブ内のマルウェ
アコンポーネントは、読み取ったときまたは書
き込んだときに実行されるオンアクセス検索機
能により、アクセス時にブロックされます。

少数のコンピュータ上のアーカイブすべてをス
ケジュール検索する場合は、次の手順で実行す
ることを推奨します。

圧縮ファイル内を検索する

専用のスケジュール検索を作成します。

「環境設定 > オンデマンド検索の設定」ダ
イアログボックスの「拡張子」タブで、検
索する拡張子のリストに圧縮ファイルの拡
張子のみを追加します。

「すべてのファイルを検索する」が無効に
なっていることを確認します。

これにより、検索時間を最小限に抑えつつ、アー
カイブファイルを検索できます。

コンピュータのシステムメモリ (OS が使用する
メモリ) に潜むマルウェアを検出します。

システムメモリを検索する

Windows Vista 以降では、低いプライオリティ
でスケジュール検索を実行し、ユーザーが実行
するアプリケーションへの影響を最小限に抑え
ることができます。

低いプライオリティで検索を実行する

デフォルトのスケジュール検索の設定の調整について、詳細はソフォスのサポートデータ
ベースの文章 63985を参照してください。

7.1.3.3 スケジュール検索の自動クリーンアップを設定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。
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デフォルトで、Sophos Endpoint Security and Controlは、ウイルスや他の脅威が発見され
るとすぐにコンピュータを自動的にクリーンアップします。自動クリーンアップの設定は、
次の説明に従って変更できます。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定さ
れているかを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「スケジュール検索の設定・管理」リストで検索を選択し、「編集」をクリックします。
5. 「検索・クリーンアップ設定内容の変更」の横にある「環境設定」をクリックします。

「検索・クリーンアップ設定」ダイアログボックスが表示されます。

6. 「クリーンアップ」タブをクリックします。
7. スケジュール検索の自動クリーンアップ設定 (p.103) の説明に従ってオプションを設定し
ます。

7.1.3.4 スケジュール検索の自動クリーンアップ設定

ウイルス/スパイウェア
「ウイルス/スパイウェアを含むアイテムを自動クリーンアップする」チェックボックスを
選択するか、または選択を外します。

クリーンアップに失敗した場合のアイテムへの対処方法も指定できます。
■ ログのみを生成する

■ 削除する

■ デフォルトの場所に移動する

■ 次の場所に移動する (UNC フルパスで指定)

注
■ 実行ファイルは移動することで実行される可能性が低くなります。
■ 複合感染の各コンポーネントを自動的に移動することはできません。

アドウェアや不要と思われるアプリケーション
「アドウェアや不要と思われるアプリケーションを自動クリーンアップする」を選択しま
す。

注
■ ここでの設定内容は、Windows コンピュータのみに適用されます。
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疑わしいファイル
疑わしいファイルが検出された場合の対処方法も指定できます。
■ ログのみを生成する

■ 削除する

■ デフォルトの場所に移動する

■ 次の場所に移動する (UNC フルパスで指定)

注
■ ここでの設定内容は、Windows コンピュータのみに適用されます。
■ 実行ファイルは移動することで実行される可能性が低くなります。
■ 複合感染の各コンポーネントを自動的に移動することはできません。

7.1.3.5 オンデマンド検索とスケジュール検索のファイル拡張子を指定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

オンデマンド検索とスケジュール検索の対象にするファイル拡張子を指定できます。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定さ
れているかを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「オンデマンド検索」パネルで、「環境設定」をクリックします。

「オンデマンド検索の設定」ダイアログボックスが表示されます。
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5. 「拡張子」タブで、次のようにオプションを設定します。

ファイルの拡張子に関わらず、すべてのファイ
ルを検索します。このオプションを有効にする
と、「拡張子」タブにある他のオプションは無
効になります。

すべてのファイルを検索するとコンピュータの
パフォーマンスに影響を与えるため、このオプ
ションは、週に一度のスケジュール検索だけで
実行することを推奨します。

すべてのファイルを検索する

実行ファイルなど感染の可能性があるファイル
のみを検索する 拡張子が実行ファイル形式のファイルすべ

て (.exe、.bat、.pif など)、または感染の恐
れがあるファイル (.doc、.chm、.pdf など)
を検索します。

すべてのファイルの構造をすばやくチェッ
クし、実行ファイル形式の場合、検索しま
す。

ファイルの種類を追加するには、「追加」をク
リックして、「拡張子」ボックスに拡張子を入
力します (例:PDF)。任意の一文字を表すワイル
ドカード文字「?」を使用できます。

ファイルの種類を検索の対象から外すには、リ
ストからファイルの拡張子を選択し、「削除」
をクリックします。

ファイルの種類を変更するには、リストからファ
イルの拡張子を選択し、「編集」をクリックし
ます。

追加で検索するファイル拡張子

拡張子のないファイルはマルウェアである可能
性があるので、このオプションを選択したまま
にしておくことを推奨します。

拡張子のないファイルも検索する

スケジュール検索から特定のファイルの種類を
除外するには、「追加」をクリックして、「拡
張子」ボックスに拡張子を入力します (例:
PDF)。

ファイルの種類を再び検索の対象にするには、
リストからファイルの拡張子を選択し、「削除」
をクリックします。

ファイルの種類を変更するには、リストからファ
イルの拡張子を選択し、「名前の変更」をクリッ
クします。

除外

スケジュール検索用の拡張子の設定の詳細は、ソフォスのサポートデータベースの文章
63985を参照してください。

105

ヘルプ

http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/63985.aspx
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/63985.aspx


7.1.3.6 オンデマンド検索やスケジュール検索の対象から項目を除外する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

オンデマンド検索やスケジュール検索の対象から項目を除外することができます。

注:

スケジュール検索に対する「除外されたアイテム」の設定は、コンソールから実行するシス
テムのフル検索と、ネットワーク上のコンピュータで実行する「ローカルディスクの検索」
にも適用されます。詳細は、今すぐコンピュータを検索する (p. 62) を参照してください。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定さ
れているかを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。次に、
変更するポリシーをダブルクリックします。

3. 「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。「オンデ
マンド検索」パネルで、「環境設定」をクリックします。

4. 「Windows での除外」、「Linux/UNIX での除外」、または「Mac での除外」タブをク
リックします。項目をリストに追加するには、「追加」をクリックして、「アイテムの
除外」ダイアログボックスにフルパスを入力します。
除外できる項目の種類は、コンピュータの OS によって異なります。詳細は、検索の対
象から除外できる項目 (p. 117) を参照してください。

Windows で検索から除外する項目の一覧をファイルにエクスポートした後、それを別のポ
リシーにインポートすることができます。詳細は、Windows でのオンデマンド検索やスケ
ジュール検索の除外項目をインポート/エクスポートする (p. 106) を参照してください。

7.1.3.7 Windows でのオンデマンド検索やスケジュール検索の除外項目をインポー
ト/エクスポートする
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。
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Windows でオンデマンド検索やスケジュール検索から除外する項目の一覧をファイルにエ
クスポートした後、それを別のポリシーにインポートすることができます。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定さ
れているかを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「オンデマンド検索」パネルで、「環境設定」をクリックします。
5. 「Windows での除外」タブで、「エクスポート」または「インポート」をクリックし
ます。

7.1.4 動作監視
Sophos Behavior Monitoring は、オンアクセス検索の一機能でWindows コンピュータを未
知の「ゼロデイ脅威」および疑わしい動作から保護します。

ランタイム検知では実行前に検出できないセキュリティ脅威が阻止されます。動作監視機能
は次のランタイム検知技術で脅威をインターセプトします。
■ 悪意のある/疑わしい動作の検知
■ Malicious Traffic Detection (MTD - 悪質なトラフィックの検知)

■ バッファオーバーフローの検知

悪意のある/疑わしい動作の検知
疑わしい動作の検知は、ソフォスのホスト侵入防止システム (HIPS) を駆使して、コンピュー
タで実行されているすべてのプログラムの動作を動的に解析し、悪意を持つ可能性のある動
作を検知・ブロックします。疑わしい動作の中には、コンピュータの再起動時にウイルスの
自動実行を可能にするレジストリの変更などがあります。

疑わしい動作の検知は、すべてのシステムのプロセスを監視し、レジストリへの疑わしい書
き込みやファイルの複製など、アクティブなマルウェアがないかどうかを検知します。この
機能を設定し、管理者に警告を送信および/またプロセスをブロックできます。

悪意のある動作の検知は、コンピュータで実行されているすべてのプログラムの動作を動的
に解析し、既知の悪質な動作を検知・ブロックします。

Malicious Traffic Detection (MTD - 悪質なトラフィックの検知)

Malicious Traffic Detection (MTD - 悪質なトラフィックの検出) は、エンドポイントコンピュー
タと、ボットネットやその他のマルウェア攻撃に関わっているコマンドアンドコントロー
ルサーバー間の通信を検知します。

注:  Malicious Traffic Detection 機能を使用するには、Sophos Live Protection を有効化して
オンラインのデータベース検索と必要なデータの取得を行う必要があります。(デフォルト
で、Sophos Live Protection は有効になっています。)
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バッファオーバーフローの検知
バッファオーバーフローの検知はゼロデイ攻撃を防御するうえで重要な機能です。

システム上で実行されているプログラムの動作を動的に分析し、バッファーオーバーフロー
による、それらのプロセスを悪用する動きを検知します。OS およびアプリケーションのセ
キュリティの脆弱性を狙った攻撃が検知されます。

7.1.4.1 動作監視を有効/無効に切り替える
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

デフォルトで、動作監視は有効になっています。

動作監視を有効/無効に切り替える方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのウイルス対策および HIPS ポリシー
が指定されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「オンアクセス検索」パネルで、「動作監視を有効にする」チェックボックスを選択/選
択解除します。

7.1.4.2 悪意のある動作を検知する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

悪意のある動作の検知は、コンピュータで実行されているすべてのプログラムの動作を動的
に解析し、既知の悪質な動作を検知・ブロックします。

デフォルトで、悪意のある動作の検知は有効になっています。
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悪意のある動作の検知、レポートの設定を変更する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのウイルス対策および HIPS ポリシー
が指定されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「オンアクセス検索」パネルで、「動作監視を有効にする」チェックボックスが選択さ
れていることを確認します。

5. 「動作監視を有効にする」の横にある「環境設定」をクリックします。
6. 「動作監視の環境設定」ダイアログボックスで次の操作を行います。

■ 悪意のある動作をブロックし、管理者に警告を送信するには、「悪意のある動作を検
知する」チェックボックスを選択してください。

■ 悪意のある動作を無効にするには、「悪意のある動作を検知する」チェックボックス
を選択から外します。

注: 悪意のある動作の検知を無効にすると、悪質なトラフィックの検知と疑わし動作
の検知も無効になります。

7.1.4.3 悪質なトラフィックを検知する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

■ Malicious Traffic Detection 機能を使用するには、Sophos Live Protection を有効にする必
要があります。(デフォルトで、Sophos Live Protection は有効になっています。)

Malicious Traffic Detection (MTD - 悪質なトラフィックの検出) は、エンドポイントコンピュー
タと、ボットネットやその他のマルウェア攻撃に関わっているコマンドアンドコントロー
ルサーバー間の通信を検知します。

注: 悪質なトラフィックの検出には、Sophos Anti-Virus オンアクセススキャナと同じ除外
設定が使用されます。オンアクセス検索の対象から項目を除外する方法の詳細は、オンアク
セス検索の対象から項目を除外する (p. 98) を参照してください。

悪質なトラフィックの検知は、Enterprise Console 5.3 以降の新規インストールに対して、
デフォルトで有効になっています。Enterprise Consoleの旧バージョンからアップグレード
した場合は、悪質なトラフィックの検知機能を使用するには、有効化する必要があります。
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悪質なトラフィックの検知の設定を変更する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのウイルス対策および HIPS ポリシー
が指定されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「オンアクセス検索」パネルで、「動作監視を有効にする」チェックボックスが選択さ
れていることを確認します。

5. 「動作監視を有効にする」の横にある「環境設定」をクリックします。
6. 「動作監視の環境設定」ダイアログボックスで、「悪意のある動作を検知する」チェッ
クボックスが選択されていることを確認します。

7. 悪質なトラフィックの検知を有効/無効に切り替えるには、「悪質なトラフィックを検知
する」チェックボックスを選択/選択解除します。

7.1.4.4 疑わしい動作を検知する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

疑わしい動作の検知は、すべてのシステムのプロセスを監視し、レジストリへの疑わしい書
き込みやファイルの複製など、アクティブなマルウェアがないかどうかを検知します。この
機能を設定し、管理者に警告を送信および/またプロセスをブロックできます。

デフォルトで、疑わしい動作は検知されレポートされますが、ブロックはされます。

疑わしい動作の検知、レポートの設定を変更する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのウイルス対策および HIPS ポリシー
が指定されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「オンアクセス検索」パネルで、「動作監視を有効にする」チェックボックスが選択さ
れていることを確認します。

5. 「動作監視を有効にする」の横にある「環境設定」をクリックします。
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6. 「動作監視の環境設定」ダイアログボックスで、「悪意のある動作を検知する」チェッ
クボックスが選択されていることを確認します。
■ 疑わしいプロセスをブロックし、管理者に警告を送信するには、「疑わしい動作を検
知する」チェックボックスを選択し、「疑わしい動作を警告するが、ブロックしな
い」チェックボックスを選択から外します。

■ 管理者に警告を送信するが、疑わしいプロセスをブロックしない場合は、「疑わしい
動作を検知する」チェックボックスと「疑わしい動作を警告するが、ブロックしな
い」チェックボックスの両方を選択します。

最高の保護レベルに設定するため、疑わしいファイルの検索を有効にすることを推奨しま
す。詳細は、オンアクセス検索を環境設定する (p. 92) を参照してください。

7.1.4.5 バッファオーバーフローを検知する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

バッファオーバーフローの検知は、システム上で実行されているプログラムの動作を動的に
分析し、バッファーオーバーフローを利用したプロセスを悪用する動きを検知します。

デフォルトで、バッファオーバーフローは検知され、ブロックされます。

バッファオーバーフロー攻撃の検知、レポートの設定を変更する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのウイルス対策および HIPS ポリシー
が指定されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「オンアクセス検索」パネルで、「動作監視を有効にする」チェックボックスが選択さ
れていることを確認します。

5. 「動作監視を有効にする」の横にある「環境設定」をクリックします。「動作監視の環
境設定」ダイアログボックスで次の操作を行います。
■ バッファオーバーフローをブロックし、管理者に警告を送信するには、「バッファ
オーバーフローを検知する」チェックボックスを選択し、「警告するが、ブロックし
ない」チェックボックスを選択から外します。

■ バッファオーバーフローをブロックせず、管理者に警告だけ送信するには、「バッ
ファオーバーフローを検知する」チェックボックスと「警告するが、ブロックしな
い」チェックボックスの両方を選択します。
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7.1.5 Sophos Live Protection

Sophos Live Protection は、オンラインベースのテクノロジーを駆使し、疑わしいファイル
が脅威であるかを瞬時に解析し、ウイルス対策および HIPS ポリシーで設定されているアク
ションを実行します。

誤検知のリスクを抑え、高い精度で新種マルウェアを検出します。既知のマルウェアに関す
る最新データをリアルタイムに照会することが特長です。新種マルウェアとして検出された
場合、ソフォスから脅威定義ファイルのアップデート版を数秒内に受信できます。

Sophos Live Protection の機能を最大限に活用するには、次のオプションを有効に設定する
必要があります。
■ Live Protection を有効にする

エンドポイントコンピュータのオンアクセス検索機能が検出した疑わしいファイルが、
問題のないファイルか、または悪意のあるファイルか、ローカルの脅威定義ファイル
(IDE ファイル) に基づいて判断できない場合は、チェックサムなどのファイルの特徴を
ソフォスに送信して、解析に役立てることができます。オンラインベースのチェックで
は、疑わしいファイルがソフォスラボのデータベースと照合されます。ファイルが未感
染または悪質であると判断された場合、結果がローカルコンピュータに返信され、ファ
イルのステータスが自動的に更新されます。

重要:  Malicious Traffic Detection 機能とダウンロードレピュテーション機能を使用する
には、SophosLabs のオンラインデータベースにリアルタイムに照会して最新の脅威デー
タやレピュテーションデータを取得するために、Live Protection を有効化する必要があ
ります。

■ オンデマンド検索での Live Protection を有効にする

オンアクセス検索と同じクラウドベースのチェックをオンデマンド検索でも実行する場
合は、このオプションを選択します。

■ サンプルファイルをソフォスに自動送信する

悪意のあるファイルである可能性があるものの、ファイルの特徴のみからは悪意のある
ファイルと判定できない場合、Sophos Live Protection で、ソフォスへのサンプルファイ
ルの送信が要求されます。Sophos Live Protection が有効になっている場合、ソフォスに
当該のファイルのサンプルがなければ、ファイルが自動的にソフォスに送信されます。

ソフォスは、このようなサンプルファイルの送信を通じて、誤検出のリスクを抑えたマ
ルウェア検出率の継続的な向上に取り組んでいます。

注: サンプルの最大サイズは 10MB です。サンプルをアップロードする際のタイムアウ
トは 30秒です。速度の遅いネットワーク (56Kbps 未満) 経由でサンプルを自動送信する
ことは推奨しません。

重要: ご使用のWeb フィルタリングソリューションで、ファイルデータ送信先のソフォス
のドメインが信頼できるドメインに指定されている必要があります。詳細は、サポートデー
タベースの文章 62637 を参照してください
(http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/62637.aspx)。

WS1000 Web Appliance などのソフォスWeb フィルタリングソリューションをご使用の場
合、ソフォスのドメインは信頼できるドメインに既に指定されているので、何も操作は必要
ありません。
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7.1.5.1 Sophos Live Protection を有効/無効に切り替える
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

Sophos Live Protection では、SophosLabs のデータベースの最新データを照会して疑わし
いファイルがチェックされます。

デフォルトで、Sophos Live Protection は、チェック用のファイルデータ (チェックサムな
ど) をソフォスに送信しますが、解析用のサンプルファイルは送信しません。Sophos Live
Protection の機能を最大限に活用するには、サンプルファイルの送信オプションを選択する
必要があります。

Sophos Live Protection のオプションを有効/無効に切り替える方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのウイルス対策および HIPS ポリシー
が指定されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。次に、
変更するポリシーをダブルクリックします。

3. 「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスで、「Sophos Live
Protection」ボタンをクリックします。

4. 「Sophos Live Protection」ダイアログボックスで次の操作を行います。
■ 「Live Protection を有効にする」チェックボックスを選択するか、または選択を外
します。これにより、オンアクセス検索の Live Protection がオン/オフに切り替わり
ます。

重要:  Malicious Traffic Detection 機能とダウンロードレピュテーション機能を使用す
るには、SophosLabs のオンラインデータベースにリアルタイムに照会して最新の脅
威データやレピュテーションデータを取得するために、Live Protection を有効化する
必要があります。

■ 「オンデマンド検索での Live Protection を有効にする」チェックボックスを選択す
るか、または選択を外します。これにより、オンデマンド検索の Live Protection がオ
ン/オフに切り替わります。

■ 「サンプルファイルをソフォスに自動送信する」チェックボックスを選択するか、ま
たは選択を外します。

サンプルファイルは、Live Protection が有効化されている場合のみ送信できます。

注:  Live Protection を実行するためにサンプルファイルがソフォスに送信されると、
チェックサムなどのファイルデータも同時に送信されます。
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7.1.6 Web Protection

Web Protection は、Web サイトの脅威に対する保護機能を強化します。含まれる機能は次
のとおりです。
■ ライブ URL フィルタリング
■ ダウンロードしたコンテンツのスキャン
■ ダウンロードしたファイルのレピュテーションのスキャン

ライブ URL フィルタリング
ライブ URL フィルタリングは、マルウェア感染サイトへのアクセスをブロックします。ソ
フォスのオンラインデータベースをリアルタイムで照会し、感染サイトかどうかを判定しま
す。

注: ユーザーがアクセスすることで組織が法的責任を問われる可能性があるWeb サイトへ
のアクセスなど、ユーザーにアクセスを許可するWeb サイトをより詳細にコントロールす
る場合は、Web コントロール機能を使用してください。詳細は、Web コントロールポリ
シー (p. 192) を参照してください。

コンテンツスキャン
コンテンツスキャンは、インターネット (またはイントラネット) からダウンロードしたデー
タやファイルを検索し、悪意のあるコンテンツをプロアクティブに検出します。感染サイト
データベースに登録されていないものも含め、コンテンツがホストされている場所に関わら
ずスキャンを実行できます。

ダウンロードレピュテーション
ダウンロードのレピュテーションは、ファイルの古さ、提供元、発生する頻度、詳細なコン
テンツ解析、およびその他の特徴を基に算出されます。

注: ダウンロードレピュテーション機能は、Windows 7 以降のみに対応しています。

ユーザーがレピュテーションの低いファイルまたは不明なファイルをダウンロードしようと
すると、デフォルトで警告が表示されます。このようなファイルはダウンロードしないこと
を推奨します。ファイルの提供元や発行元を信頼する場合は、ファイルのダウンロードを選
択してください。選択したアクションとファイルの URL は、検索ログに記録されます。

注: ダウンロードのレピュテーションは、SophosLabs のクラウドデータベースにあるデー
タに基づいて算出されます。データベースを照会してデータを取得するには、Sophos Live
Protection が有効になっている必要があります。(デフォルトで、Sophos Live Protection は
有効になっています。)

ダウンロードレピュテーションについて詳細は、サポートデータベースの文章 121319を参
照してください。
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Web Protection の設定
デフォルトで、Web Protection は有効になっています。つまり、悪意のあるWeb サイトへ
のアクセスはブロックされ、ダウンロードされたコンテンツはスキャンされ、ダウンロード
されたファイルのレピュテーションはチェックされます。

Web Protection の設定とその変更方法の詳細は、Web Protection のオプションを設定する
(p. 115) を参照してください。

対応している Web ブラウザ
Web Protection は次のWeb ブラウザに対応しています。
■ Internet Explorer

■ Microsoft Edge

■ Google Chrome

■ Firefox (ダウンロードレピュテーションは非対応)

■ Safari (ダウンロードレピュテーションは非対応)

■ Opera

対応していないブラウザ経由でアクセスしたWeb コンテンツはフィルタされず、ブロック
されません。

Web Protection のイベント
悪意のあるWeb サイトへのアクセスがブロックされるとイベントがログに記録され、「Web
- イベントビューア」またはイベントが発生したエンドポイントコンピュータの「コンピュー
タの詳細」に表示されます。Web コントロール機能を使用すると、Web Protection のイベ
ントとWeb コントロールのイベントの両方が、「Web - イベントユーザー」および「コン
ピュータの詳細」に表示されます。詳細は、Web のイベントを表示する (p.222) および最新
のWeb のイベントを表示する (p. 223) を参照してください。

7.1.6.1 Web Protection のオプションを設定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

Web Protection を有効/無効に切り替える方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのウイルス対策および HIPS ポリシー
が指定されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
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3. 変更するポリシーをダブルクリックします。
4. 「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスで、「Web Protection」ボ
タンをクリックします。

5. 「Web Protection」ダイアログボックスの「マルウェア対策」の下で、「悪意のある
Web サイトへのアクセスブロック」を「有効」または「無効」に選択して、悪意のある
Web サイトへのアクセスをブロックしたり、ブロックを解除したりします。このオプ
ションはデフォルトで有効になっています。

特定のWeb サイトを認証する詳細は、Web サイトを認証する (p.124) を参照してくださ
い。

6. ダウンロードしたデータやファイルのスキャンを有効または無効にするには、「コンテ
ンツスキャン」の横で「オンアクセス検索の設定と同じ」、「有効」または「無効」を
選択します。
デフォルトでは、「オンアクセス検索の設定と同じ」が指定されており、オンアクセス
検索の有効/無効設定が、コンテンツスキャンにも適用されます。

7. レピュテーションの低いまたは不明なファイルをユーザーがダウンロードしようとした
場合のアクションを変更するには、「ダウンロードレピュテーション」下の「アクショ
ン」を「ユーザーに通知」(デフォルト) または「ログのみを生成する」に指定してくだ
さい。

注: ダウンロードレピュテーション機能を使用するには、Sophos Live Protection を有効
にする必要があります。(デフォルトで、Sophos Live Protection は有効になっています。)

■ 「ユーザーに通知」を選択すると、ユーザーがレピュテーションの低いファイルをダ
ウンロードしようとするたびに、警告が表示され、ダウンロードをブロックするか、
または許可するかどうか確認を求めるメッセージが表示されます。このようなファイ
ルはダウンロードしないことを推奨します。ファイルの提供元や発行元を信頼する場
合は、ファイルのダウンロードを選択してください。ダウンロードのブロックと許可
のどちらを選択したか、およびファイルの URL は、検索ログに記録されるほか、
Enterprise ConsoleのWeb のイベントログとしても記録されます。

■ 「ログのみを生成する」を選択した場合、警告は表示されません。また、ダウンロー
ドが許可され、検索ログに記録されるほか、Enterprise ConsoleのWeb のイベント
ログとしても記録されます。

8. レピュテーションスキャンのレベルは、「しきい値」に対して「推奨」(デフォルト) ま
たは「高レベル」を選択します。
■ 「推奨」を選択すると、ユーザーがレピュテーションの低いまたは不明なファイルを
ダウンロードしようとするたびに警告が表示され、また、ログとイベントが作成され
ます。

■ 「高レベル」を選択すると、ユーザーがレピュテーションの低いファイルや不明な
ファイルのほか、レピュテーションが中レベルのファイルをダウンロードしようとす
るたびに警告が表示され、また、ログとイベントが作成されます。

7.1.7 検索するファイルの種類と除外
Sophos Endpoint Security and Controlでは、デフォルトで、ウイルスに感染しやすい種類
のファイルに対して検索が実行されます。デフォルトで検索されるファイルの種類は、OS
によって異なるだけでなく、製品アップデート時にも変更されることがあります。

116

Sophos Enterprise Console



デフォルトで検索されるファイルの種類の一覧を表示するには、該当する OS を稼動してい
るコンピュータから、Sophos Endpoint Security and Controlまたは Sophos Anti-Virusを開
き、「拡張子」環境設定ページを開きます。

また、別の種類のファイルを検索したり、特定の種類のファイルを検索から除外したりする
こともできます。

Windows

Windows コンピュータでデフォルトで検索されるファイルの種類の一覧を表示するには、
次の手順を実行します。

1. Sophos Endpoint Security and Controlを開きます。
2. 「ウイルス対策および HIPS」で、「ウイルス対策および HIPS の環境設定」をクリック
し、さらに「拡張子＆除外リスト (オンデマンド検索)」をクリックします。

Windows コンピュータで、別の種類のファイルを検索したり、特定の種類のファイルを検
索から除外したりする設定の詳細は、次のトピックを参照してください。
■ オンアクセス検索のファイル拡張子を指定する (p. 96)

■ オンデマンド検索とスケジュール検索のファイル拡張子を指定する (p. 104)

Mac OS X

Sophos Anti-Virus for Mac OS Xのオンアクセス検索では、すべてのファイル拡張子に対し
て検索が実行されます。スケジュール検索の設定を変更するには、オンデマンド検索とスケ
ジュール検索のファイル拡張子を指定する (p. 104) を参照してください。

Linux または UNIX

Linux コンピュータでは、「Sophos Anti-Virus for Linux 環境設定ガイド」に説明のある
savconfigコマンドおよびsavscanコマンドを使用して設定を変更することができます。

UNIX コンピュータでは、「Sophos Anti-Virus for UNIX 環境設定ガイド」で説明されてい
る savscanコマンドを使用して設定を変更することができます。

7.1.7.1 検索の対象から除外できる項目
コンピュータの種類によって、検索の対象から除外できる項目は異なります。

Windows

Windows 環境では、ドライブ、フォルダおよびファイルを除外できます。

ワイルドカード文字「*」、および「?」を使用できます。

ワイルドカード文字「?」は、ファイル名や拡張子の指定のみに使用できます。通常、任意
の 1文字を表します。しかし、ファイル名や拡張子の末尾に使用した場合は、任意の 1文
字、または文字のない状態と一致します。たとえば、「file??.txt」は、「file.txt」や
「file1.txt」、および「file12.txt」に一致しますが、「file123.txt」には一致しません。
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ワイルドカード文字「*」は、ファイル名や拡張子に対して、[ファイル名].*、または *.[拡張
子] という形式だけで使用できます。つまり、「file*.txt」、「file.txt*」、および「file.*txt」
などは無効です。

詳細や例については、Windows での検索の除外を指定する (p. 118) を参照してください。

Mac OS X

Mac OS X 環境では、ファイル、フォルダ、およびボリュームを除外できます。

除外項目の前や末尾に「/」を付け加えたり、除外項目の末尾に「//」を付け加えたりするこ
とにより、除外する項目を指定できます。

詳細は、Sophos Anti-Virus for Mac OS Xヘルプを参照してください。

Linux または UNIX

Linux や UNIX では、ディレクトリやファイルを除外できます。

ファイルやディレクトリであるかに関わらず、POSIX パスを指定できます。例: /フォルダ
名/ファイル名。ワイルドカード文字「?」および「*」が使用できます。

注:  Enterprise Console では、Linux および UNIX コンピュータに対しては、パスの指定に
よる方法のみで除外を設定できます。他のタイプの除外は、直接、管理対象コンピュータか
ら設定できます。この場合、正規表現を使用したり、ファイルの種類やファイルシステムを
除外できます。操作方法の詳細は、「Sophos Anti-Virus for Linux 環境設定ガイド」または
「Sophos Anti-Virus for UNIX 環境設定ガイド」を参照してください。

管理対象の Linux または UNIX コンピュータで、パスの指定による別の除外を設定した場
合、そのコンピュータはグループポリシーと異なるコンピュータとしてコンソール画面にレ
ポートされます。

検索の対象から項目を除外する方法の詳細は、次のトピックを参照してください。
■ オンアクセス検索の対象から項目を除外する (p. 98)

■ オンデマンド検索やスケジュール検索の対象から項目を除外する (p. 106)

7.1.7.2 Windows での検索の除外を指定する

標準的な命名規則
Sophos Anti-Virusで、ファイル名やパスは、標準的な命名規則に照合して認証されます。
たとえば、フォルダ名にスペース文字を含めることはできますが、スペース文字のみで構成
することはできません。

二重拡張子
二重拡張子を持つファイル名は、最終拡張子のみ拡張子として扱われ、それ以外の拡張子は
ファイル名の一部として扱われます。

MySample.txt.doc = ファイル名 [MySample.txt] + 拡張子 [.doc]
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特定のファイル、フォルダ、ドライブの除外

コメント例説明除外の種類

除外が常に正しく適用される
ようにするには、ファイル名

C:\Documents\CV.doc

\\Server\Users\
Documents\CV.doc

特定のファイルを除外するに
は、パスとファイル名の両方
を指定します。パスには、ド
ライブ文字やネットワークの

特定のファイ
ル

やフォルダ名を長い名前と短
い名前 (8.3 形式) の両方の形
式で指定してください。
C:\Program
Files\Sophos\Sophos
Anti-Virus

\\Server\Users\Documents\CV.doc
共有フォルダ名を含めること
ができます。

C:\Progra~1\Sophos\Sophos~1

詳細は、サポートデータベー
スの文章 13045を参照して
ください。

spacer.gifファイルシステム上にある特
定のファイル名のファイルす

特定のファイ
ル名のファイ
ルすべて べてを除外するには、パスな

しでファイル名を指定しま
す。

ネットワーク共有を指定する
場合は、共有名の後にバック
スラッシュを付けます。

C:

\\サーバー名\<共有名
>\

特定のドライブやネットワー
ク共有フォルダ内のアイテム
すべてを除外するには、ドラ
イブ文字やネットワークの共
有フォルダ名を指定します。

特定のドライ
ブやネット
ワーク共有
フォルダ内の
アイテムすべ
て

フォルダ名の後にバックス
ラッシュを入力します。

D:\Tools\logs\特定のフォルダとそのサブ
フォルダ内のアイテムすべて
を除外するには、ドライブ文

特定のフォル
ダ

字やネットワーク共有フォル
ダ名を使用してフォルダパス
を指定します。

ドライブ文字やネットワーク
共有フォルダ名直前までのパ

\Tools\logs\

(次のフォルダが除外さ
れます。

すべてのドライブやネット
ワーク共有フォルダにある、
特定のフォルダとそのサブ
フォルダ内のアイテムすべて

特定のフォル
ダ名のフォル
ダすべて スすべてを指定する必要があ

ります。この例で、\logs\C:\Tools\logs\、
\\Server\Tools\logs\)を除外するには、ドライブ文

字やネットワーク共有フォル
ダ名を使用せずにフォルダパ
スを指定します。

と指定しても何も除外されま
せん。
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ワイルドカード文字
ワイルドカード文字「?」、および「*」を使用できます。

ファイル名や拡張子で任意の 1文字を指定するには、ワイルドカード文字「?」を使用しま
す。

ファイル名や拡張子の末尾に使用した場合は、任意の 1文字、または文字のない状態と一致
します。たとえば、「file??.txt」は、「file.txt」や「file1.txt」、および
「file12.txt」に一致しますが、「file123.txt」には一致しません。

ワイルドカード文字「*」は、ファイル名や拡張子に対して、[ファイル名].*、または*.[拡
張子]という形式で使用します。

正:

file.*

*.txt

誤:

file*.txt

file.txt*

file.*txt

7.1.8 使用するアイテムを認証する

7.1.8.1 アドウェアや不要と思われるアプリケーションを認証する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

Sophos Endpoint Security and Controlで、アドウェアや他の不要と思われるアプリケーショ
ン (PUA) の検出を有効にした場合、必要なアプリケーションの使用がブロックされること
があります。

アドウェアや不要と思われるアプリケーションを認証する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定さ
れているかを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。
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4. 「認証」をクリックします。

「認証マネージャ」ダイアログボックスが表示されます。

5. 「アドウェアや不要と思われるアプリケーション」タブで、「既知アドウェアや不要と
思われるアプリケーション」リストから、認証するアプリケーションを選択します。
認証するアプリケーションが表示されない場合は、既知アドウェアや不要と思われるア
プリケーションのリストに手動で追加することができます。操作方法の詳細は、アドウェ
アや不要と思われるアプリケーションを事前に認証する (p. 121) を参照してください。

6. 「追加」をクリックします。

追加したアドウェアや不要と思われるアプリケーションは、「認証済みアドウェアや不要と
思われるアプリケーション」リストに表示されます。

7.1.8.2 アドウェアや不要と思われるアプリケーションを事前に認証する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

Sophos Endpoint Security and Controlでアドウェアや不要と思われるアプリケーションと
して分類されていないアプリケーションの使用を許可するには、そのアプリケーションを、
認証済みアドウェア/不要と思われるアプリケーションのリストに手動で追加することによ
り、事前に認証することができます。

1. ソフォスWeb サイトのアドウェアと不要なアプリケーションページ
(http://www.sophos.com/ja-jp/threat-center/threat-analyses/adware-and-puas.aspx) を開
きます。

2. 事前に認証するアプリケーションの名前を検索し、コピーします。
3. 設定するコンピュータのグループに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定さ
れているかを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

4. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
5. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

6. 「認証」をクリックします。

「認証マネージャ」ダイアログボックスが表示されます。

7. 「アドウェアや不要と思われるアプリケーション」タブで、「新規エントリ」をクリッ
クします。

8. 「アドウェアや不要と思われるアプリケーションの追加」ダイアログボックスに、ステッ
プ 2 でコピーしたアプリケーション名を貼り付けます。

追加したアドウェアや不要と思われるアプリケーションは、「認証済みアドウェアや不要と
思われるアプリケーション」リストに表示されます。
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操作を誤った場合や、「認証マネージャ」からアプリケーションを削除したい場合は、既知
アドウェアや不要と思われるアプリケーションのリストから削除できます。

1. 「認証済みアドウェアや不要と思われるアプリケーション」リストで、削除するアプリ
ケーションを選択します。

2. 「削除」をクリックします。
3. 「既知アドウェアや不要と思われるアプリケーション」リストで、削除するアプリケー
ションを選択します。

4. 「エントリの削除」をクリックします。

7.1.8.3 認証済みアドウェアや不要と思われるアプリケーションをブロックする
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

一度認証したアドウェアや不要と思われるアプリケーションの実行をブロックする方法は次
のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定さ
れているかを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。次に、
変更するポリシーをダブルクリックします。

3. 「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスで、「認証」ボタンをクリッ
クします。

4. 「アドウェアや不要と思われるアプリケーション」タブで、「認証済みアドウェアや不
要と思われるアプリケーション」リストから、ブロックするアプリケーションを選択し
ます。

5. 「削除」をクリックします。

7.1.8.4 疑わしいアイテムを認証する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。
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1つ以上の HIPS オプション (疑わしい動作の検知、バッファオーバーフローの検知、また
は疑わしいファイルの検出など) を有効にしており、必要なアイテムが検出された場合、次
のようにアイテムを認証すると使用できるようになります。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのウイルス対策および HIPS ポリシー
が指定されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「認証」をクリックします。

「認証マネージャ」ダイアログボックスが表示されます。

5. 検出された動作の種類に対応するタブをクリックします。
この例では、「バッファオーバーフロー」を使用します。

6. 「既知アプリケーション」リストで、認証するアプリケーションを選択します。
認証するアプリケーションが表示されない場合は、認証済みアプリケーションのリスト
に手動で追加できます。操作方法の詳細は、疑わしいと思われるアイテムを事前に認証
する (p. 123) を参照してください。

7. 「追加」をクリックします。

疑わしいアプリケーションが「認証済みアプリケーション」のリストに表示されます。

7.1.8.5 疑わしいと思われるアイテムを事前に認証する
Sophos Endpoint Security and Controlで疑わしいと思われるアイテムとして分類されてい
ないアプリケーションやファイルの使用を許可するには、そのアプリケーションやファイル
を、認証済みアイテムのリストに手動で追加することにより、事前に認証することができま
す。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのウイルス対策および HIPS ポリシー
が指定されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「認証」をクリックします。

「認証マネージャ」ダイアログボックスが表示されます。

5. 検出された動作の種類に対応するタブをクリックします。
この例では、「バッファオーバーフロー」を使用します。

6. 「新規エントリ」をクリックします。

「ファイルを開く」ダイアログボックスが表示されます。
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7. アプリケーションを参照し、それをダブルクリックします。

疑わしいアプリケーションが「認証済みアプリケーション」のリストに表示されます。

操作を誤った場合や、「認証マネージャ」からアプリケーションを削除したい場合は、既知
ファイルのリストから削除できます。

1. 「認証マネージャ」ダイアログボックスで、検出された動作の種類に対応するタブをク
リックします。

この例では、「疑わしいファイル」を使用します。

2. 「認証済みファイル」リストで、ファイルを選択します。
3. 「削除」をクリックします。
4. 「既知ファイル」リストで、ファイルを選択します。
5. 「エントリの削除」をクリックします。

7.1.8.6 Web サイトを認証する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

ソフォス製品で悪意のあるサイトとして分類されるWeb サイトを認証するには、対象のサ
イトを認証するサイトへ追加します。Web サイトを認証すると、認証したWeb サイトの
URL はソフォスのオンラインWeb フィルタリングサービスで検証されなくなります。

注意: ソフォス製品で悪意のあるサイトとして分類されているWeb サイトを認証すると、
ユーザーのコンピュータが脅威に感染する可能性が高くなります。このため、サイトを認証
する前に、閲覧しても安全であることを必ず確認してください。

Web サイトを認証する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定さ
れているかを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」をダブルクリックします。
3. 変更するポリシーをダブルクリックします。

「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「認証」をクリックします。

「認証マネージャ」ダイアログボックスが表示されます。
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5. 「Web サイト」タブで、「追加」をクリックします。
■ Web サイトを編集するには、「認証済みWeb サイト」の一覧でWeb サイトを選択
して、「編集」をクリックします。

■ Web サイトを削除するには、「認証済みWeb サイト」の一覧でWeb サイトを選択
して、「削除」をクリックします。

「認証済みWeb サイト」の一覧に、追加したWeb サイトが表示されます。

注
■ ダウンロードスキャンを有効にしている場合、脅威を含むWeb サイトにユーザーがアク
セスすると、認証済みWeb サイトに指定されていても同サイトへのアクセスはブロック
されます。

■ Web コントロール機能を使用している場合、既にWeb コントロールポリシーでブロッ
ク済みのWeb サイトを、ここでの操作で認証してもアクセスできるようにはなりませ
ん。アクセスを許可するには、ウイルス対策および HIPS ポリシーで認証するだけでな
く、Web コントロール機能で、例外Web サイトに指定し、許可する必要があります。
Web コントロールの詳細は、Web コントロールポリシー (p.192) を参照してください。

7.2 ファイアウォールポリシー
ファイアウォールポリシーでは、ファイアウォールによってコンピュータがどのように保護
されるかを設定します。

デフォルトで、Sophos Client Firewall は有効に設定され、必須のトラフィック以外はすべ
てブロックされます。ネットワーク全体でファイアウォールを使用する前に、必要なアプリ
ケーションの使用を許可するようファイアウォールを設定してください。詳細は、基本的な
ファイアウォールポリシーを設定する (p. 126) を参照してください。

デフォルトのファイアウォール設定について、詳細はサポートデータベースの文章 57757
を参照してください。

注: Windows 8 以降対応版の Sophos Client Firewall 3.0 では、複数の機能が廃止されてい
ます。これらの機能は、Windows 7 以前が稼動しているコンピュータのみで利用できます。
削除された機能は以下のとおりです。
■ 対話型モード
■ 隠しプロセス検知
■ メモリの変更検知
■ RAW ソケットアプリケーション (RAW ソケットは他の接続と同様に処理されます)

■ 非ステートフルルール
■ TCP ルールに対するコンカレント接続オプション
■ ローカルポートがリモートポートと同じ場合オプション

125

ヘルプ

https://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/57757.aspx


7.2.1 ファイアウォールの基本設定

7.2.1.1 基本的なファイアウォールポリシーを設定する
デフォルトで、ファイアウォールは有効に設定されるため、必須のトラフィック以外はすべ
てブロックされます。したがって、必要なアプリケーションが許可されるよう設定し、テス
トを行ってから、ネットワーク上のすべてのコンピュータにインストールしてください。詳
細は「Sophos Enterprise Consoleポリシー設定ガイド」を参照してください。

デフォルトのファイアウォール設定について、詳細はソフォスのサポートデータベースの文
章 57757を参照してください。

ネットワークのブリッジ接続の防止について、詳細はデバイスコントロールポリシー (p.
180) を参照してください。

重要:新しいポリシーや、更新したポリシーをコンピュータに適用すると、新しいポリシー
が完全に適用されるまでの短い間、適用前に起動が許可されていたアプリケーションがブ
ロックされることがあります。新しいポリシーを適用する際は、前もってその旨をユーザー
に通知してください。

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

ロールベースの管理の詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してくだ
さい。

基本的なファイアウォールポリシーを設定する方法は次のとおりです。

1. 「ポリシー」ペインで、「ファイアウォール」をダブルクリックします。
2. 「デフォルト」ポリシーをダブルクリックして編集します。

「ファイアウォールポリシー」ウィザードが表示されます。画面の指示に従います。一
部のオプションについての追加情報は以下のとおりです。

3. 「ファイアウォールの環境設定」ページで、接続先の種類を設定します。
■ デスクトップなど、常に社内ネットワークに接続されているコンピュータに対して
は、「1種類の設定 (固定マシン用)」を選択します。

■ 社内ネットワークや社外など、コンピュータを使う場所に応じて、異なるファイア
ウォールの設定を使い分ける場合は、「2種類の設定 (モバイル PC 用)」を選択しま
す。「2種類の設定 (モバイル PC 用)」は、モバイル PC に適しています。
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4. 「操作モード」ページで、ファイアウォールが送受信トラフィックを処理する方法を選
択します。

説明モード

送受信トラフィックをブロックする デフォルト設定。最高レベルのセキュリティ
を提供します。

必要なトラフィックのみを許可し、チェッ
クサムを使用してアプリケーションの認証
を行います。

組織内でよく使うアプリケーションに対し
て、ファイアウォール経由での接続を許可
するには、「信頼」ボタンをクリックしま
す。詳細は、アプリケーションの信頼につ
いて (p. 135) を参照してください。

受信トラフィックをブロックし、送信トラフィッ
クを許可する

「送受信トラフィックをブロックする」モー
ドよりも低いセキュリティレベルを提供し
ます。

特定のルールを作成することなく、ご使用
のコンピュータは、ネットワークとインター
ネットにアクセスできます。

すべてのアプリケーションは、ファイア
ウォール経由での接続が許可されています。

監視する 設定したルールをネットワークトラフィッ
クに適用します。一致するルールのないト
ラフィックは、管理コンソールにレポート
され、送信方向の場合のみ許可されます。

ネットワーク情報を収集し、各コンピュー
タにファイアウォールをインストールする
前に、集めた情報に基づいて適切なルール
を作成できます。詳細は、監視モードの使
用について (p. 128) を参照してください。

5. コンピュータ間のプリンタやフォルダの共有を許可する場合は、「ファイルとプリンタ
の共有」ページで、「ファイルとプリンタの共有を許可する」を選択します。

ファイアウォールの設定を完了すると、「ファイアウォール - イベントビューア」で、ファ
イアウォールでブロックされたアプリケーションなど、ファイアウォールのイベントを表示
できます。詳細は、ファイアウォールのイベントを表示する (p.217) を参照してください。

また、過去 1週間で、しきい値を超える数のイベントが発生したコンピュータの台数がダッ
シュボードに表示されます。
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7.2.1.2 監視モードの使用について
テスト用コンピュータで監視モードを有効にして、「ファイアウォール - イベントビュー
ア」を使って、使用されているトラフィック、アプリケーション、およびプロセスを表示で
きます。

表示されるトラフィック、アプリケーションおよびプロセスを許可/ブロックするルールは、
イベントビューアで簡単に作成できます。詳細は、ファイアウォールのイベントのルールを
作成する (p. 131) を参照してください。

注: 「ファイアウォール - イベントビューア」を使って、ルールを作成し、ファイアウォー
ルポリシーに追加する際は、ファイアウォールの操作モードが「監視」から「カスタム」に
変わります。

デフォルトで不明なトラフィックを許可しないようにする場合は、対話型モードを利用でき
ます。

対話型モードでは、ルールが指定されていないアプリケーションやトラフィックに対して、
許可/ブロックするかを選択するようメッセージが表示されます。詳細は、対話型モード (p.
133) を参照してください。

7.2.1.3 信頼するアプリケーションを追加する
注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

信頼できるアプリケーションには、インターネットを含む、ネットワークへのフルアクセス
が無条件に許可されています。

ファイアウォールポリシーに信頼するアプリケーションを追加する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのファイアウォールポリシーが指定されている
か確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ファイアウォール」をダブルクリックし、変更するポリシー
をダブルクリックします。

3. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「操作モード」ページで、「信頼」をク
リックします。

「ファイアウォールポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「追加」をクリックします。

「ファイアウォールポリシー - 信頼できるアプリケーションの追加」ダイアログボック
スが表示されます。
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5. 「検索期間」フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックし、アプリケーションのイ
ベントを表示する対象期間を選択します。
「過去 24時間」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、任意の開始・
終了期間や時刻を指定することができます。

6. 特定の種類のアプリケーションのイベントを表示するには、「イベントタイプ」フィー
ルドで、ドロップダウン矢印をクリックし、イベントの種類を選択します。

7. 特定のファイルに関するアプリケーションのイベントを表示するには、「ファイル名」
フィールドにファイル名を入力します。
フィールドを空欄のままにすると、すべてのファイルに関するアプリケーションのイベ
ントが表示されます。
このフィールドはワイルドカード文字に対応しています。任意の 1文字を指定する場合
は、「?」を使用し、任意の文字列を指定する場合は、「*」を使用します。

8. 「検索」をクリックし、アプリケーションのイベントの一覧を表示します。
9. アプリケーションのイベントを選択し、「OK」をクリックします。

「信頼する」アプリケーションとして、ファイアウォールポリシーにアプリケーションが
追加されます。

7.2.1.4 LAN 上のトラフィックすべてを許可する
注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

LAN (ローカルエリアネットワーク) 上のコンピュータ間のトラフィックすべてを許可する
方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのファイアウォールポリシーが指定されている
か確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ファイアウォール」をダブルクリックし、変更するポリシー
をダブルクリックします。

3. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ファイルとプリンタの共有」ページで、
「カスタム設定を使用する」を選択し、「カスタム」をクリックします。

4. 「LAN の設定」リストで、ネットワークに対して、「信頼」チェックボックスを選択し
ます。

注:  LAN 上のコンピュータ間のトラフィックすべてを許可すると、ファイルとプリンタの
共有も許可することになります。
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7.2.1.5 ファイルとプリンタの共有を許可する
注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

コンピュータ間のプリンタやフォルダの共有を許可する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのファイアウォールポリシーが指定されている
か確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ファイアウォール」をダブルクリックし、変更するポリシー
をダブルクリックします。

3. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ファイルとプリンタの共有」ページで、
「ファイルとプリンタの共有を許可する」を選択します。

7.2.1.6 ファイルとプリンタの共有の許可を詳細に設定する
注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

社内ネットワーク上のファイルとプリンタの共有を詳細に設定する (片方向の NetBIOS ト
ラフィックなど) には、次のようにします。
■ 「LAN の設定」リストに記載されていない LAN (ローカルエリアネットワーク) に対し
てファイルとプリンタの共有を許可します。これにより、このような LAN 上の NetBIOS
トラフィックがファイアウォールのルールで処理されるようになります。

■ 適切な NetBIOS ポートやプロトコルの場合、ホストとの双方向の通信を許可する設定で
優先度の高いルールを作成します。不要なファイルとプリンタの共有トラフィックは、
デフォルトのルールで処理するのではなく、すべて明示的にブロックすることを推奨し
ます。

「LAN の設定」リストに記載されていない LAN (ローカルエリアネットワーク) LAN に対し
てファイルとプリンタの共有を許可する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのファイアウォールポリシーが指定されている
か確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ファイアウォール」をダブルクリックし、変更するポリシー
をダブルクリックします。
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3. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ファイルとプリンタの共有」ページで、
「カスタム設定を使用する」を選択し、「カスタム」をクリックします。

4. 「他のネットワークに対するファイルとプリンタの共有をブロックする」チェックボッ
クスの選択を外します。

7.2.1.7 不要なファイルとプリンタの共有をブロックする
注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

「LAN の設定」リストに記載されていない LAN 上のファイルとプリンタの共有をブロック
するには、「LAN」タブで次の操作を行います。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのファイアウォールポリシーが指定されている
か確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ファイアウォール」をダブルクリックし、変更するポリシー
をダブルクリックします。

3. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ファイルとプリンタの共有」ページで、
「カスタム設定を使用する」を選択し、「カスタム」をクリックします。

4. 「他のネットワークに対するファイルとプリンタの共有をブロックする」チェックボッ
クスを選択します。

7.2.1.8 ファイアウォールのイベントのルールを作成する
注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

「変更されたメモリ」以外のすべてのファイアウォールイベントに対してルールを作成でき
ます。

ファイアウォールのイベントのルールを作成する方法は次のとおりです。

1. 「イベント」メニューの「ファイアウォールのイベント」をクリックします。
2. 「ファイアウォール - イベントビューア」ダイアログボックスで、ルールを作成するア
プリケーションのイベントを選択し、「ルールの作成」をクリックします。

3. 表示されるダイアログボックスで、アプリケーションに適用するオプションを選択しま
す。
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4. ルールを適用するロケーション (プライマリ、セカンダリ、またはその両方) を選択しま
す。ルールの適用先をセカンダリロケーションまたは両方のロケーションにした場合は、
セカンダリロケーションが設定されているポリシーのみにルールが追加されます。「OK」
をクリックします。

注: 「新規アプリケーション」と「変更されたアプリケーション」イベントは、両方の
ロケーションが共有するチェックサムを追加するため、どちらかのロケーションに依存
するものではありません。このため、これらのイベントに対してロケーションを選択す
ることはできません。

5. ファイアウォールポリシーの一覧から、ルールを適用するポリシー (複数可) を選択しま
す。「OK」をクリックします。

注: 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリ
シーにだけルールを追加できます。

注:「ファイアウォールの詳細ポリシー」の設定ページで、ファイアウォールポリシーから
直接アプリケーションルールを作成する場合は、ファイアウォールポリシーからアプリケー
ションルールを作成する (p. 150) を参照してください。

7.2.1.9 ファイアウォールを一時的に無効にする
注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

デフォルトで、ファイアウォールは有効になっています。しかし、保守作業やトラブルシュー
ティングのために、ファイアウォールを一時的に無効化し、有効に戻さなければならないこ
ともあります。

各コンピュータのグループに対して、ファイアウォールを無効にする方法は次のとおりで
す。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのファイアウォールポリシーが指定されている
か確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ファイアウォール」をダブルクリックします。次に、変更す
るポリシーをダブルクリックします。

「ファイアウォールポリシー」ウィザードが表示されます。

3. ウィザードの「ようこそ」ページで、次のいずれかを実行します。
■ 設定したすべてのロケーション (プライマリロケーション、および設定した場合はセ
カンダリロケーション) でファイアウォールを無効にする場合は、「次へ」をクリッ
クします。「ファイアウォールの環境設定」ページで、「すべてのトラフィックを許
可する (ファイアウォールを無効にする)」を選択します。ウィザードを完了します。
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■ いずれかのロケーション (プライマリ、またはセカンダリ) でファイアウォールを無
効にする場合は、「ファイアウォールの詳細ポリシー」ボタンをクリックします。表
示される「ファイアウォールポリシー」ダイアログボックスで、「プライマリロケー
ション」または「セカンダリロケーション」の横にある「すべてのトラフィックを許
可する」を選択します。「OK」をクリックします。「ファイアウォールポリシー」
ウィザードを完了してください。

ファイアウォールを無効にすると、再度有効にするまでコンピュータは保護されません。
ファイアウォールを有効にするには、「すべてのトラフィックを許可する」チェックボック
スを選択から外します。

7.2.2 ファイアウォールの詳細設定

7.2.2.1 詳細設定ページを開く
注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

より柔軟かつ詳細にファイアウォールを設定するには、「ファイアウォールの詳細ポリシー」
の設定ページを使います。

ファイアウォールの詳細設定ページを開く方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

7.2.2.2 対話型モード
対話モードは、Windows 7 以前を実行しているコンピュータで使用できます。対話型モー
ドでは、登録されていないアプリケーションやサービスがネットワークアクセスを要求する
たびに、エンドポイントコンピュータにファイアウォールの対話型ダイアログが表示されま
す。対話型ダイアログには、トラフィックを許可する、トラフィックをブロックする、ある
いはそのタイプのトラフィックを処理する共通ルールを作成するといった内容の選択肢が表
示されます。

注: Windows 8 以降では、対話型モードは使用できません。特定のポリシールールを追加
して、アプリケーションを許可/ブロックする必要があります。「ファイアウォール - イベ
ントビューア」を利用すれば、対話型モードと同じ要領でアプリケーションのルールを作成
することができます。詳細は、ファイアウォールのイベントのルールを作成する (p.131) を
参照してください。
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7.2.2.2.1 対話型モードを有効にする

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

ファイアウォールを対話型モードに設定すると、検出したトラフィックの処理方法につい
て、ユーザーに確認するメッセージが表示されます。詳細は、対話型モード (p.133) を参照
してください。

各コンピュータのグループに対して、ファイアウォールを対話型モードに切り替える方法は
次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのファイアウォールポリシーが指定されている
か確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ファイアウォール」をダブルクリックし、変更するポリシー
をダブルクリックします。

3. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

4. 「環境設定」パネルで、設定するロケーション用の「環境設定」をクリックします。
5. 「全般」タブの「動作モード」パネルで、「対話型」をクリックします。

7.2.2.2.2 非対話型モードに変更する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

非対話型モードには次の 2とおりがあります。
■ 規定で許可
■ 規定でブロック

ファイアウォールの非対話型モードでは、指定されているルールでネットワークトラフィッ
クが自動的に処理されます。ルールと一致しないネットワークトラフィックは、すべて許可
(送信方向の場合)、またはすべてブロックされます。

各コンピュータのグループに対して、ファイアウォールを非対話型モードに切り替える方法
は次のとおりです。

1. 「ポリシー」ペインで、「ファイアウォール」をダブルクリックし、変更するポリシー
をダブルクリックします。

2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。
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3. 「環境設定」パネルで、設定するロケーション用の「環境設定」をクリックします。
4. 「全般」タブをクリックします。
5. 「動作モード」パネルで、「規定で許可」または「規定でブロック」をクリックします。

7.2.2.3 ファイアウォールを設定する
7.2.2.3.1 アプリケーションの信頼について

ファイアウォールは、認証されていないアプリケーションのトラフィックをブロックし、コ
ンピュータを守ります。しかし、社内でよく使われるアプリケーションがブロックされ、日
常業務に支障をきたすこともあります。

このようなアプリケーションは信頼することで、ファイアウォール経由での接続が可能にな
ります。信頼できるアプリケーションには、ネットワークおよびインターネットへのフルア
クセスが無条件に許可されています。

注: より安全を期すには、アプリケーションのルールを適用して (複数可)、アプリケーショ
ンの実行を許可する条件を指定できます。操作方法の詳細は、アプリケーションルール (p.
149) を参照してください。

7.2.2.3.2 ファイアウォールポリシーにアプリケーションを追加する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

ファイアウォールポリシーにアプリケーションを追加する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのファイアウォールポリシーが指定されている
か確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ファイアウォール」をダブルクリックし、変更するポリシー
をダブルクリックします。

3. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

4. 「環境設定」パネルで、設定するロケーション用の「環境設定」をクリックします。
5. 「アプリケーション」タブをクリックします。
6. 「追加」をクリックします。

「ファイアウォールポリシー - アプリケーションの追加」ダイアログボックスが表示さ
れます。

7. 「検索期間」フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックし、アプリケーションのイ
ベントを表示する対象期間を選択します。
「過去 24時間」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、任意の開始・
終了期間や時刻を指定することができます。

135

ヘルプ



8. 特定の種類のアプリケーションのイベントを表示するには、「イベントタイプ」フィー
ルドで、ドロップダウン矢印をクリックし、イベントの種類を選択します。

9. 特定のファイルに関するアプリケーションのイベントを表示するには、「ファイル名」
フィールドにファイル名を入力します。
フィールドを空欄のままにすると、すべてのファイルに関するアプリケーションのイベ
ントが表示されます。
このフィールドはワイルドカード文字に対応しています。任意の 1文字を指定する場合
は、「?」を使用し、任意の文字列を指定する場合は、「*」を使用します。

10.「検索」をクリックし、アプリケーションのイベントの一覧を表示します。
11.アプリケーションのイベントを選択し、「OK」をクリックします。

■ 「信頼する」アプリケーションとして、ファイアウォールポリシーにアプリケーション
が追加されます。

■ このアプリケーションのチェックサムが許可するチェックサムのリストに追加されます。

7.2.2.3.3 ファイアウォールポリシーからアプリケーションを削除する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

ファイアウォールポリシーからアプリケーションを削除する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのファイアウォールポリシーが指定されている
か確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ファイアウォール」をダブルクリックし、変更するポリシー
をダブルクリックします。

3. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

4. 「環境設定」パネルで、設定するロケーション用の「環境設定」をクリックします。
5. 「アプリケーション」タブをクリックします。
6. リストに表示されるアプリケーションを選択し、「削除」をクリックします。

7.2.2.3.4 アプリケーションを信頼する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。
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グループ内のコンピュータのアプリケーションを信頼する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのファイアウォールポリシーが指定されている
か確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ファイアウォール」をダブルクリックし、変更するポリシー
をダブルクリックします。

3. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

4. 「環境設定」パネルで、設定するロケーション用の「環境設定」をクリックします。
5. 「アプリケーション」タブをクリックします。
アプリケーションがリストにない場合は、ファイアウォールポリシーにアプリケーショ
ンを追加する (p. 135) の手順に従って追加します。

6. リストに表示されるアプリケーションを選択し、「信頼」をクリックします。

■ 「信頼する」アプリケーションとして、ファイアウォールポリシーにアプリケーション
が追加されます。

■ このアプリケーションのチェックサムが許可するチェックサムのリストに追加されます。

信頼できるアプリケーションには、インターネットを含む、ネットワークへのフルアクセス
が無条件に許可されています。より安全を期すには、アプリケーションのルールを適用して
(複数可)、アプリケーションの実行を許可する条件を指定できます。
■ アプリケーションルールを作成する (p. 149)

■ アプリケーションにプリセットルールを適用する (p. 152)

7.2.2.3.5 ファイアウォールイベントビューアを使用して信頼するアプリケーションを登録する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

ファイアウォールが不明なアプリケーションを検知したり、ネットワーク上のコンピュータ
のアプリケーションをブロックすると、「ファイアウォール - イベントビューア」にイベン
トが表示されます。このトピックでは、「ファイアウォール - イベントビューア」から信頼
するアプリケーションを登録する方法や、任意のファイアウォールポリシーに新しいルー
ルを適用する方法について説明します。

「ファイアウォール - イベントビューア」で、検知またはブロックされたアプリケーション
の詳細を表示し、それらのアプリケーションを信頼するアプリケーションとして登録する方
法、および新しいルールを作成する方法は次のとおりです。

1. 「イベント」メニューの「ファイアウォールのイベント」をクリックします。
2. 「ファイアウォール - イベントビューア」ダイアログボックスで、信頼する、または新
しいルールを作成するアプリケーションのエントリを選択し、「ルールの作成」をクリッ
クします。
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3. 表示されるダイアログボックスで、アプリケーションを信頼するか、または既存のプリ
セットルールを使って、アプリケーションに対してルールを作成するかを選択します。

4. ファイアウォールポリシーの一覧から、ルールを適用するファイアウォールポリシーを
選択します。すべてのファイアウォールにルールを適用するには、「すべてを選択」を
クリックして「OK」をクリックします。

■ チェックサムを使用している場合は、許可されているチェックサムの一覧へのアプリケー
ションのチェックサムの追加が必要になることがあります。詳細は、アプリケーション
のチェックサムを追加する (p. 140) を参照してください。

■ また、「ファイアウォールの詳細ポリシー」の設定ページで、信頼するアプリケーショ
ンを直接ファイアウォールポリシーに追加することもできます。詳細は、ファイアウォー
ルポリシーからアプリケーションルールを作成する (p. 150) を参照してください。

7.2.2.3.6 アプリケーションをブロックする

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

グループ内のコンピュータのアプリケーションをブロックする方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのファイアウォールポリシーが指定されている
か確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ファイアウォール」をダブルクリックし、変更するポリシー
をダブルクリックします。

3. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

4. 「環境設定」パネルで、設定するロケーション用の「環境設定」をクリックします。
5. 「アプリケーション」タブをクリックします。
アプリケーションがリストにない場合は、ファイアウォールポリシーにアプリケーショ
ンを追加する (p. 135) の手順に従って追加します。

6. リストに表示されるアプリケーションを選択し、「ブロック」をクリックします。

7.2.2.3.7 アプリケーションが隠しプロセスを起動することを許可する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

アプリケーションは、ネットワークにアクセスするため、別の隠しプロセスを起動すること
があります。
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悪意のあるアプリケーションは、この手法を利用してファイアウォールを迂回することがあ
ります。つまり、自身ではなく信頼できるアプリケーションを起動してネットワークに接続
します。

アプリケーションに対して隠しプロセスの起動を許可するには、次の手順を実行してくださ
い。

注: Windows 8 以降の環境では、Sophos Anti-Virus の HIPS テクノロジーによって自動処
理されるため、このオプションを使用することはできません。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「プロセス」タブをクリックします。
5. ダイアログボックスの上部で、「追加」をクリックします。

「ファイアウォールポリシー - アプリケーションの追加」ダイアログボックスが表示さ
れます。

6. 「検索期間」フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックし、アプリケーションのイ
ベントを表示する対象期間を選択します。
「過去 24時間」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、任意の開始・
終了期間や時刻を指定することができます。

7. 特定のファイルに関するアプリケーションのイベントを表示するには、「ファイル名」
フィールドにファイル名を入力します。
フィールドを空欄のままにすると、すべてのファイルに関するアプリケーションのイベ
ントが表示されます。
このフィールドはワイルドカード文字に対応しています。任意の 1文字を指定する場合
は、「?」を使用し、任意の文字列を指定する場合は、「*」を使用します。

8. 「検索」をクリックし、アプリケーションのイベントの一覧を表示します。
9. アプリケーションのイベントを選択し、「OK」をクリックします。

ファイアウォールの対話型モードを有効にしている場合、新たなランチャが検出された際
に、エンドポイントコンピュータ上に対話型ダイアログを表示することができます。詳細
は、対話型モードを有効にする (p.134) を参照してください。Windows 8 以降の環境で対話
型モードを使用することはできません。

7.2.2.3.8 アプリケーションが RAW ソケットを使用することを許可する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

139

ヘルプ



アプリケーションのなかには、RAW ソケットを使用してネットワークにアクセスできるも
のもあります。RAW ソケットを使用すると、ネットワークを介して送信するデータのあら
ゆる点を制御することができます。

悪意のあるアプリケーションは、IP アドレスを偽ったり、破損したメッセージを故意に送
信するなど、RAW ソケットを悪用することができます。

アプリケーションに対して RAW ソケットを使用したネットワークへのアクセスを許可する
には、次の手順を実行してください。

注: Windows 8 以降の環境でこのオプションを使用することはできません。ファイアウォー
ルは、通常のソケットと同様に RAW ソケットを処理します。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「プロセス」タブをクリックします。
5. ダイアログボックスの下部で、「追加」をクリックします。

「ファイアウォールポリシー - アプリケーションの追加」ダイアログボックスが表示さ
れます。

6. 「検索期間」フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックし、アプリケーションのイ
ベントを表示する対象期間を選択します。
「過去 24時間」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、任意の開始・
終了期間や時刻を指定することができます。

7. 特定のファイルに関するアプリケーションのイベントを表示するには、「ファイル名」
フィールドにファイル名を入力します。
フィールドを空欄のままにすると、すべてのファイルに関するアプリケーションのイベ
ントが表示されます。
このフィールドはワイルドカード文字に対応しています。任意の 1文字を指定する場合
は、「?」を使用し、任意の文字列を指定する場合は、「*」を使用します。

8. 「検索」をクリックし、アプリケーションのイベントの一覧を表示します。
9. アプリケーションのイベントを選択し、「OK」をクリックします。

ファイアウォールの対話型モードを有効にしている場合、RAW ソケットが検出された際
に、エンドポイントコンピュータ上に対話型ダイアログを表示することができます。詳細
は、対話型モードを有効にする (p. 134) を参照してください。

7.2.2.3.9 アプリケーションのチェックサムを追加する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。
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各アプリケーションがバージョンごとに持つ固有のチェックサム。ファイアウォールはこの
チェックサムを使用して、アプリケーションが許可されているかどうかを判断できます。

デフォルトでファイアウォールは、実行される各アプリケーションのチェックサムを確認し
ます。チェックサムが不明、または変更された場合、ファイアウォールは当該アプリケー
ションをブロックします。

許可されているアプリケーションのチェックサムのリストにチェックサムを追加する方法は
次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「チェックサム」タブをクリックします。
4. 「追加」をクリックします。

「ファイアウォールポリシー - アプリケーションチェックサムの追加」ダイアログボッ
クスが表示されます。

5. 「検索期間」フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックし、アプリケーションのイ
ベントを表示する対象期間を選択します。
「過去 24時間」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、任意の開始・
終了期間や時刻を指定することができます。

6. 「イベントタイプ」欄のドロップダウン矢印をクリックし、変更されたアプリケーショ
ンのチェックサムチェックサムを追加するか、または新しいアプリケーションを追加す
るかを選択します。

7. 特定のファイルに関するアプリケーションのイベントを表示するには、「ファイル名」
フィールドにファイル名を入力します。
フィールドを空欄のままにすると、すべてのファイルに関するアプリケーションのイベ
ントが表示されます。
このフィールドはワイルドカード文字に対応しています。任意の 1文字を指定する場合
は、「?」を使用し、任意の文字列を指定する場合は、「*」を使用します。

8. 「検索」をクリックし、アプリケーションのイベントの一覧を表示します。
9. チェックサムを追加するアプリケーションのイベントを選択し、「OK」をクリックしま
す。

「ファイアウォールポリシー」ダイアログボックスにある、許可されているアプリケーショ
ンのチェックサムのリストに、アプリケーションのチェックサムが追加されます。

ファイアウォールの対話型モードを有効にしている場合、新規または変更されたアプリケー
ションが検出された際に、エンドポイントコンピュータ上に対話型ダイアログを表示するこ
とができます。詳細は、対話型モードを有効にする (p. 134) を参照してください。

7.2.2.3.10 変更されたプロセスのブロックを有効/無効にする

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。
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詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

マルウェアは、ファイアウォールを迂回するため、信頼するプログラムが開始したメモリ内
のプロセスを変更し、変更したプロセスを通じてネットワークに接続することがあります。

メモリで変更されたプロセスを検出し、ブロックするよう、ファイアウォールを設定するこ
とができます。

変更されたプロセスのブロックを有効/無効にする方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「全般」タブの「ブロック」で、「他のアプリケーションによるメモリの変更があった
場合プロセスをブロックする」チェックボックスを選択から外して、変更されたプロセ
スのブロックを無効にします。
変更されたプロセスのブロックを有効にするには、チェクボックスを選択します。

メモリでプロセスに変更が加えられたことをファイアウォールが検出した場合、変更された
プロセスがネットワークにアクセスしないよう、ルールが追加されます。

注

■ 変更されたプロセスのブロックは、常時無効に設定しておかないことを推奨します。必
要な場合のみ無効にするようにしてください。

■ 変更されたプロセスのブロックは、64ビット版のWindows やWindows 8 以降の環境に
は対応していません。Windows 8 以降の環境では、Sophos Anti-Virus の HIPS テクノロ
ジーで自動処理されます。

■ 変更されたプロセスのみがブロックされます。変更されたプログラムのネットワークア
クセスはブロックされません。

7.2.2.3.11 チェックサムの使用を有効/無効にする

ファイアウォールでは、デフォルトでアプリケーションの認証にチェックサムが使用されま
す。アプリケーションを信頼するときや、ブロックするときに、アプリケーションはその
チェックサムによって自動的に識別されます (チェックサムは手動でも追加できます)。チェッ
クサムに一致しないアプリケーションは、ブロックされます。

このオプションを無効にした場合、アプリケーションは、そのファイル名に基づいて識別さ
れます。

チェックサムを使用したアプリケーションの認証を有効/無効にする方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「全般」タブの「ブロック」で、「チェックサムを使用してアプリケーションを認証す
る」チェックボックスを選択するか、または選択を外します。
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7.2.2.3.12 IPv6 パケットを許可/ブロックする

IPv6 パケットを許可/ブロックする方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「全般」タブの「ブロック」で、「IPv6 パケットをブロックする」チェックボックスを
選択するか、または選択を外します。

7.2.2.3.13 ICMP メッセージをフィルタリングする

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

ICMP (Internet Control Message Protocol) を使用して、ネットワーク上のコンピュータ間
で、互いのエラーやステータス情報を共有することができます。送信または受信する ICMP
メッセージを種類ごとに許可/ブロックすることができます。

ICMP メッセージのフィルタリングは、ネットワークプロトコルに関する知識がある場合の
み行ってください。各種 ICMP メッセージについての説明は、ICMP メッセージの種類の説
明 (p. 143) を参照してください。

ICMP メッセージをフィルタリングする方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「ICMP」タブで、特定のタイプの受信メッセージや送信メッセージを認証するには、そ
れぞれ、「In」または「Out」チェックボックスを選択します。

7.2.2.3.14 ICMP メッセージの種類の説明

相手の応答や状態を確認するメッセージ。ホストは「エコー要求」
を送信して、相手先からの「エコー応答」を待機します。通常
pingコマンドで実行することができます。

エコー要求、エコー応
答

IP データグラムを配信できない場合、ルーターから送信される
メッセージ。データグラムは、TCP/IP ネットワークで配信される
データやパケットの単位です。

宛先に到達不能、エ
コー応答
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処理不能なスピードでデータを受信したときにホストまたはルー
ターから送信されるメッセージ。データグラムの転送スピードを
遅くするよう送信元に要求するメッセージです。

発信元の抑制

別のルーターに送信されるべきデータグラムを受信したときにルー
ターから送信されるメッセージ。メッセージには、データグラム

リダイレクトメッセー
ジ

を以後送信する際に使用すべき正しい送信先アドレスが含まれま
す。ネットワークトラフィックの転送を最適化するために使用さ
れます。

ホストにルーターの存在を通知するメッセージ。ルーターは、
「ルーター通知」メッセージを定期的に送信して自身のアドレス

ルーター通知、ルー
ター選択

をブロードキャストします。ホストが「ルーター選択」メッセー
ジを送信してルーターのアドレスを要求する場合もあり、その場
合、ルーターは、「ルーター通知」メッセージで応答します。

データグラムがルーター通過用に設定されている時間を超えたと
きにルーターから送信されるメッセージ。

時間超過

データグラムの送信中に問題が発生し、処理を終了できない場合
にルーターから送信されるメッセージ。この問題の原因として、
無効なデータグラムのヘッダなどがあります。

パラメータ問題

ホスト間の時刻同期を行い、転送時間を予測するために使用する
メッセージ。

タイムスタンプ要求、
タイムスタンプ応答

現在使用されていません。ホストのネットワークアドレスを検出
するために使用されていましたが、現在では、古い機能とみなさ
れているので使用しないでください。

情報要求、情報応答

サブネットのマスク (どのアドレスビットがネットワークアドレ
スを定義するのか) を検索するために使用するメッセージ。ホス

アドレスマスク要求、
アドレスマスク応答

トマシンは、ルーターに「アドレスマスク要求」を送信し、「ア
ドレスマスク応答」を受信します。

7.2.2.4 ファイアウォールのルール
グローバルルール

グローバルルールは、既にアプリケーションルールが指定されている場合も含め、すべて
のネットワーク接続およびアプリケーションに適用できます。

アプリケーションルール

各アプリケーションに対して、1つまたは複数のルールを指定することができます。ソフォ
ス作成のプリセットルールを使用するか、カスタムルールを作成して、各アプリケーション
に対して許可するアクセスを詳細に設定することができます。

グローバルルールやアプリケーションルールのデフォルトの設定については、ソフォスの
サポートデータベースの文章 57757を参照してください。
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7.2.2.4.1 ルールの適用順序

RAW ソケットを使用する接続の場合、グローバルルールのみがチェックされます。

RAW ソケットを使用しない接続では、「LAN」タブで指定したネットワークアドレスへの
接続がどうかによってチェックされるルールが異なります。

ネットワークアドレスが「LAN」タブに表示されている場合、次のルールがチェックされ
ます。
■ アドレスが「信頼」と指定されている場合、これ以外のチェックなしで接続が許可され
ます。

■ アドレスが NetBIOSと指定されている場合、次の条件を満たす接続すべてにおいて、
ファイルとプリンタの共有が許可されます。

範囲ポート接続

137～139 または 445リモートTCP

137～139 または 445ローカルTCP

137 または 138リモートUDP

137 または 138ローカルUDP

ネットワークアドレスが「LAN」タブに表示されていない場合は、他のファイウォールの
ルールが次の順にチェックされます。

1. 「LAN」タブのチェックで接続が許可されなかった NetBIOSトラフィックは、「他の
ネットワークに対するファイルとプリンタの共有をブロックする」チェックボックスが
選択されている/いないかによって、次のように処理されます。
■ チェックボックスが選択されている場合、トラフィックはブロックされます。
■ チェックボックスが選択されていない場合、トラフィックは残りのルールに従ってブ
ロックされます。

2. 最優先のグローバルルールは、リストに表示されている順にチェックされます。
3. 接続にまだルールが適用されていない場合、アプリケーションルールがチェックされま
す。

4. それでもなお接続が処理されていない場合、通常のグローバルルールが表示されている
順にチェックされます。

5. 接続を処理できるルールが存在しない場合、処理方法は次のとおりです。
■ 「規定で許可」モードの場合:送信方向のトラフィックを許可。
■ 「規定でブロック」モードの場合:トラフィックをブロック。
■ 「対話型」モードの場合:ユーザーに処理方法を確認。Windows 8 以降の環境でこの
モードを使用することはできません。

注: ファイアウォールの動作モードは、デフォルトで「規定でブロック」です。
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7.2.2.4.2 ローカルネットワークの検出

注: Windows 8 以降の環境でこの機能を使用することはできません。

コンピュータのローカルネットワークは、ファイアウォールのルールで指定できます。

ファイアウォールは起動すると、コンピュータのローカルネットワークを判断し、実行中、
変更がないか監視します。変更を検出すると、ファイアウォールはローカルネットワークの
ルールを更新して、新しいローカルネットワークアドレスの範囲を指定します。

注意: セカンダリロケーションの設定でローカルネットワークルールを使用する場合は、
十分な注意が必要です。社外で使用するモバイル PC の場合、不明なローカルネットワーク
に接続することがあります。この場合、セカンダリロケーションに対するファイアウォール
ルールで、アドレスとしてローカルネットワークを使用するものがあると、不明なトラフィッ
クが許可されてしまう恐れがあります。

7.2.2.4.3 グローバルルール
7.2.2.4.3.1 グローバルルールを作成する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

重要: グローバルルールの作成は、ネットワークプロトコルに関する知識がある場合のみ
行うことを推奨します。

グローバルルールは、既にルールが指定されていないすべてのネットワーク接続およびア
プリケーションに適用できます。

グローバルルールを作成する方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「グローバルルール」タブをクリックします。
5. 「追加」をクリックします。
6. 「ルール名」にルールの名前を入力します。
リスト内のルール名は一意でなければなりません。つまり、同じ名前のグローバルルー
ルを 2つ作成することはできません。

7. 他のアプリケーションルールや普通の優先順位のグローバルルールより優先して適用す
るには、「最優先ルール」チェックボックスをクリックします。
ルールの適用順序の詳細は、ルールの適用順序 (p. 145) を参照してください。

8. 「ルールを適用するイベントを選択します」で、発生時にルールを適用するイベントを
選択します。
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9. 「ルールが実行するアクションを選択します」ボックスで、「許可する」または「ブロッ
クする」を選択します。

10.次のいずれかの手順を実行してください。
■ 接続の確立中に、同じリモートアドレスから、または同じリモートアドレスへの接続
を許可するには、「コンカレント接続」を選択します。

注: このオプションは、TCP のルールに対してのみ利用できます。同ルールは、デ
フォルトでステートフルインスペクションが有効になっています。

■ 初回の接続に基づいた判断により、リモートコンピュータからの応答を許可するに
は、「ステートフル・インスペクション」を選択します。

注: このオプションは、UDP ルールと IP ルールに対してのみ使用できます。

注:

Windows 8 以降の環境では常に、ステートフルインスペクションが使用され、また「コ
ンカレント接続」に対応していないため、このオプションは適用されません。

11.「ルールの説明」で、下線の付いた文字列をクリックします。たとえば、「TCP (ステー
トフル)」リンクをクリックすると、「プロトコルの選択」ダイアログボックスが開きま
す。

7.2.2.4.3.2 グローバルルールを編集する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

重要: グローバルルールの変更は、ネットワークプロトコルに関する知識がある場合のみ
行うことを推奨します。

グローバルルールを編集する方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「グローバルルール」タブをクリックします。
5. 「ルール」リストで、編集するルールをクリックします。
6. 「編集」をクリックします。
グローバルルールの設定に関する詳細は、ソフォスのサポートデータベースの文章 57757
を参照してください。

147

ヘルプ

http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/57757.aspx


7.2.2.4.3.3 グローバルルールをコピーする

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

グローバルルールをコピーして、ルールのリストに追加する方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「グローバルルール」タブをクリックします。
5. 「ルール」リストで、コピーするルールをクリックします。
6. 「コピー」をクリックします。

7.2.2.4.3.4 グローバルルールを削除する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「グローバルルール」タブをクリックします。
5. 「ルール」リストで、削除するルールをクリックします。
6. 「削除」をクリックします。

7.2.2.4.3.5 グローバルルールを適用する順序を変更する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。
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グローバルルールは、ルールのリストでの表示に従って、上から順番に適用されます。

グローバルルールを適用する順序を変更する方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「グローバルルール」タブをクリックします。
5. 「ルール」リストで、リスト内で上へ移動、または下へ移動するルールをクリックしま
す。

6. 「上へ移動」または「下へ移動」をクリックします。

7.2.2.4.4 アプリケーションルール
7.2.2.4.4.1 アプリケーションルールを作成する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

カスタムルールを作成して、各アプリケーションに対して許可するアクセスを詳細に設定す
る方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「アプリケーション」タブをクリックします。
5. リストに表示されるアプリケーションを選択し、「カスタム」をクリックします。
6. 「アプリケーションのルール」ダイアログボックスで、「追加」をクリックします。
7. 「ルール名」にルールの名前を入力します。
リスト内のルール名は一意でなければなりません。同じ名前のアプリケーションルール
を 2つ作成することはできませんが、同じ名前のルールを 2つの異なるアプリケーショ
ンに指定することはできます。

8. 「ルールを適用するイベントを選択します」で、発生時にルールを適用するイベントを
選択します。

9. 「ルールが実行するアクションを選択します」ボックスで、「許可する」または「ブロッ
クする」を選択します。
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10.次のいずれかの手順を実行してください。
■ 接続の確立中に、同じリモートアドレスから、または同じリモートアドレスへの接続
を許可するには、「コンカレント接続」を選択します。

注: このオプションは、TCP のルールに対してのみ利用できます。同ルールは、デ
フォルトでステートフルインスペクションが有効になっています。

■ 初回の接続に基づいた判断により、リモートコンピュータからの応答を許可するに
は、「ステートフル・インスペクション」を選択します。

注: このオプションは、UDP ルールと IP ルールに対してのみ使用できます。

注:

Windows 8 以降の環境では常に、ステートフルインスペクションが使用され、また「コ
ンカレント接続」に対応していないため、このオプションは適用されません。

11.「ルールの説明」で、下線の付いた文字列をクリックします。たとえば、「TCP (ステー
トフル)」リンクをクリックすると、「プロトコルの選択」ダイアログボックスが開きま
す。

7.2.2.4.4.2 ファイアウォールポリシーからアプリケーションルールを作成する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

「ファイアウォールの詳細ポリシー」の設定ページにて、ファイアウォールポリシーから、
直接アプリケーションルールを作成することができます。

ファイアウォールポリシーからアプリケーションルールを作成する方法は次のとおりです。

1. 変更するポリシーをダブルクリックします。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」ボタンをクリックします。

3. 表示される「ファイアウォールポリシー」ダイアログボックスで、ファイアウォールを
設定するロケーション用の「環境設定」ボタンをクリックします。

4. 次のいずれかの手順を実行してください。
■ ファイアウォールポリシーにアプリケーションを追加する場合は、表示されるダイア
ログボックスの「アプリケーション」タブで、「追加」をクリックします。

■ アプリケーションが隠しプロセスを起動することを許可する場合は、「プロセス」タ
ブの上部パネルで「追加」をクリックします。

■ アプリケーションが RAW ソケットを使用してネットワークにアクセスすることを許
可する場合は、「プロセス」タブの下部パネルで「追加」をクリックします。

「ファイアウォールポリシー - アプリケーションの追加」ダイアログボックスが表示さ
れます。
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5. アプリケーションを追加する場合は、「イベントタイプ」ボックスで、追加するアプリ
ケーションのタイプ (変更されたアプリケーション、新規アプリケーション、またはファ
イアウォールポリシーでルールが未設定のアプリケーション) を選択します。

6. 追加するアプリケーション、隠しプロセスの起動を許可するアプリケーション、または
RAW ソケットの使用を許可するアプリケーションを一覧から選択し、「OK」をクリッ
クします。

ファイアウォールポリシーにアプリケーションが追加されます。

「アプリケーション」タブで、アプリケーションは、信頼できるアプリケーションとして追
加されます。随時、アプリケーションをブロックしたり、カスタムルールを作成できます。

7.2.2.4.4.3 アプリケーションルールを編集する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「アプリケーション」タブをクリックします。
5. リストに表示されるアプリケーションを選択し、「カスタム」をクリックします。
6. 「アプリケーションのルール」ダイアログボックスで、「編集」をクリックします。
7. 「ルール名」にルールの名前を入力します。
リスト内のルール名は一意でなければなりません。同じ名前のアプリケーションルール
を 2つ作成することはできませんが、同じ名前のルールを 2つの異なるアプリケーショ
ンに指定することはできます。

8. 「ルールを適用するイベントを選択します」で、発生時にルールを適用するイベントを
選択します。

9. 「ルールが実行するアクションを選択します」ボックスで、「許可する」または「ブロッ
クする」を選択します。

10.次のいずれかの手順を実行してください。
■ 接続の確立中に、同じリモートアドレスから、または同じリモートアドレスへの接続
を許可するには、「コンカレント接続」を選択します。

注: このオプションは、TCP のルールに対してのみ利用できます。同ルールは、デ
フォルトでステートフルインスペクションが有効になっています。

■ 初回の接続に基づいた判断により、リモートコンピュータからの応答を許可するに
は、「ステートフル・インスペクション」を選択します。

注: このオプションは、UDP ルールと IP ルールに対してのみ使用できます。
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注:

Windows 8 以降の環境では常に、ステートフルインスペクションが使用され、また「コ
ンカレント接続」に対応していないため、このオプションは適用されません。

11.「ルールの説明」で、下線の付いた文字列をクリックします。たとえば、「TCP (ステー
トフル)」リンクをクリックすると、「プロトコルの選択」ダイアログボックスが開きま
す。

7.2.2.4.4.4 アプリケーションにプリセットルールを適用する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

プリセットはあらかじめ設定されているアプリケーションルールの集まりです。各アプリ
ケーション用ルールのリストにプリセットルールを追加する方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「アプリケーション」タブをクリックします。
5. リストに表示されるアプリケーションを選択し、「カスタム」をクリックします。
6. 「プリセットからのルールの追加」にカーソルを合わせて、いずれかのプリセットルー
ルをクリックします。

7.2.2.4.4.5 アプリケーションルールをコピーする

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

アプリケーションルールをコピーして、ルールのリストに追加する方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「アプリケーション」タブをクリックします。
5. リストに表示されるアプリケーションを選択し、「カスタム」をクリックします。
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6. 「アプリケーションのルール」ダイアログボックスで、コピーするルールを選択し、「コ
ピー」をクリックします。

7.2.2.4.4.6 アプリケーションルールを削除する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「アプリケーション」タブをクリックします。
5. リストに表示されるアプリケーションを選択し、「カスタム」をクリックします。
6. 「アプリケーションのルール」ダイアログボックスで、削除するルールを選択し、「削
除」をクリックします。

7.2.2.4.4.7 アプリケーションルールを適用する順序を変更する

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

アプリケーションルールは、ルールのリストでの表示に従って、上から順番に適用されま
す。

アプリケーションルールを適用する順序を変更する方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「アプリケーション」タブをクリックします。
5. リストに表示されるアプリケーションを選択し、「カスタム」をクリックします。
6. 「アプリケーションのルール」ダイアログボックスの「ルール」リストで、リスト内で
上へ移動、または下へ移動するルールをクリックします。

7. 「上へ移動」または「下へ移動」をクリックします。
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7.2.2.5 接続先の検出機能
接続先の検出機能は、接続先に応じてコンピュータの各ネットワークアダプタに異なるファ
イアウォールの設定を適用する Sophos Client Firewallの機能です。

この機能は主に自宅勤務者が使用するモバイル PC に対して使います。自宅勤務者は以下の
ような 2種類のネットワーク接続を同時利用します。
■ 業務利用: VPN クライアントおよび仮想ネットワークアダプタを通じて社内ネットワー
クに接続します。

■ 業務外の利用:ネットワークケーブルおよび物理ネットワークアダプタを通じて個々の
ISP に接続します。

このような場合、仮想オフィスの接続には業務用の設定を適用し、業務外の ISP 接続には
業務外用の設定 (通常、厳しい制限をかけます) を適用する必要があります。

注:業務外用の設定には、「仮想オフィス」の接続を許可するための詳細なルールが必要で
す。

7.2.2.5.1 接続先の検出機能の設定について

1. プライマリロケーションのゲートウェイ MAC アドレスまたはドメイン名のリストを作
成します。通常、どちらも社内ネットワークのものです。

2. プライマリロケーションで使用するファイアウォールの設定を作成します。通常、セカ
ンダリロケーションに比べ少ない制限を設定します。

3. セカンダリロケーション用のファイアウォールの設定を作成します。通常、プライマリ
ロケーションに比べ厳しい制限を設定します。

4. 適用する設定を選択します。

お使いの検出方法に応じて、コンピュータのネットワークアダプタの DNS アドレスまたは
ゲートウェイアドレスをファイアウォールが取得し、作成したアドレスのリストと照合しま
す。
■ ネットワークアダプタと一致するアドレスがリストにある場合、そのアダプタにはプラ
イマリロケーション用の設定が適用されます。

■ ネットワークアダプタと一致するアドレスがリストにない場合は、そのアダプタにはセ
カンダリロケーション用のポリシーが適用されます。

重要:セカンダリロケーション用の設定では、次のいずれの条件にも該当する場合、「対話
型」モードから「規定でブロック」モードに切り替えられます。
■ 両方の接続先がアクティブな状態である。
■ プライマリロケーション用の設定が対話型モードになっていない。

7.2.2.5.2 プライマリロケーションを定義する

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「接続先の検出」タブをクリックします。
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5. 「検出方法」パネルで、プライマリロケーションを定義するオプションを選択し、横に
ある「環境設定」をクリックします。

各プライマリロケーションのドメイン名と、対
応する IP アドレスをリストに追加します。

DNS 参照を使用する

各プライマリロケーションのゲートウェイの
MAC アドレスをリストに追加します。

ゲートウェイの MAC アドレスを使用する

6. 画面の指示に従います。

7.2.2.5.3 セカンダリロケーション用の設定を作成する

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「セカンダリロケーションを設定する」チェックボックスを選択します。

セカンダリロケーション用の設定を行ってください。操作方法の詳細は、ファイアウォール
を設定する (p. 135) を参照してください。

注意: セカンダリロケーションの設定でローカルネットワークルールを使用する場合は、
十分な注意が必要です。社外で使用するモバイル PC の場合、不明なローカルネットワーク
に接続することがあります。この場合、セカンダリロケーションに対するファイアウォール
ルールで、アドレスとしてローカルネットワークを使用するものがあると、不明なトラフィッ
クが許可されてしまう恐れがあります。

7.2.2.5.4 適用する設定を選択する

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。
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4. 「全般」タブの「コンピュータの接続先と設定内容」セクションで次のいずれかのオプ
ションをクリックします。

説明オプション

ファイアウォールは、接続先の検出機能の設定
内容に応じて、各ネットワーク接続に対してプ
ライマリロケーションまたはセカンダリロケー
ション用の設定を適用します (接続先の検出機
能の設定について (p. 154) を参照)。

検出された接続場所に応じた設定内容

ファイアウォールは、すべてのネットワーク接
続に対してプライマリロケーション用の設定を
適用します。

プライマリロケーション用の設定内容

ファイアウォールは、すべてのネットワーク接
続に対してセカンダリロケーション用の設定を
適用します。

セカンダリロケーション用の設定内容

7.2.2.6 ファイアウォールのレポート機能
デフォルトで、エンドポイントコンピュータ上のファイアウォールは、Enterprise Console
に、ステータスの変化、イベント、およびエラーをレポートします。

ファイアウォールのステータスの変更

ファイアウォールのステータスの変更の種類は次のとおりです。
■ 動作モードの変更
■ ソフトウェアバージョンの変更
■ すべてのトラフィックを許可する設定の変更
■ ファイアウォールのポリシーコンプライアンスの変更

対話型モードでファイアウォールを使用している場合、Enterprise Consoleから適用される
ポリシーと異なった設定内容がローカルマシンに適用されることがあります。この場合、特
定のファイアウォール設定に変更を加えた際、Enterprise Consoleに「ポリシーと異なる」
という警告が送信されないよう設定することができます。

詳細は、ローカルマシンで行った変更のレポートを有効/無効にする (p.157) を参照してくだ
さい。

ファイアウォールのイベント

エンドポイントコンピュータ上の OS や不明なアプリケーションが、ネットワークを介して
他のコンピュータと通信しようとすることをイベントと言います。

ファイアウォールが、イベントをEnterprise Consoleにレポートしないよう設定できます。

詳細は、不明なネットワークのレポートを無効にする (p. 157) を参照してください。
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7.2.2.6.1 ローカルマシンで行った変更のレポートを有効/無効にする

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

エンドポイントコンピュータのファイアウォールの環境設定がポリシーと異なる場合は、
ローカルマシンで行った変更のレポートを無効にすることができます。

注: Windows 8 以降の環境でこのオプションを使用することはできません。

ローカルマシンで行った変更のレポートを無効にすると、グローバルルール、アプリケー
ション、プロセス、またはチェックサムがローカルマシンで変更された際、Enterprise
Consoleに「ポリシーと異なる」という警告が送信されなくなります。ここで設定する内容
は、対話型ダイアログボックスを使って変更可能なので、対話型モードで操作を行う場合な
ど、この設定を行うと便利です。

エンドポイントコンピュータのファイアウォールの環境設定をポリシーに準拠させる必要が
ある場合は、ローカルマシンで行った変更のレポートを有効にしてください。

ローカルマシンで行った変更のレポートを無効にする方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「全般」タブをクリックします。
5. 「レポート」パネルで次のいずれかを実行します。

■ ローカルマシンで行われた変更のレポートを有効にするには、「グローバルルール、
アプリケーション、プロセス、またはチェックサムがローカルマシンで変更された場
合、管理コンソールに警告を表示する」チェックボックスを選択します。

■ ローカルマシンで行われた変更のレポートを無効にするには、「グローバルルール、
アプリケーション、プロセス、またはチェックサムがローカルマシンで変更された場
合、管理コンソールに警告を表示する」チェックボックスの選択を外します。

7.2.2.6.2 不明なネットワークのレポートを無効にする

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。
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エンドポイントコンピュータのファイアウォールが、不明なネットワークを Enterprise
Consoleにレポートしないよう設定できます。ファイアウォールは、どのルールにも該当し
ないトラフィックを不明と見なします。

エンドポイントコンピュータのファイアウォールが、不明なネットワークを Enterprise
Consoleにレポートしないよう設定する方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「全般」タブをクリックします。
5. 「ブロック」パネルで、「チェックサムを使用してアプリケーションを認証する」チェッ
クボックスを選択します。

6. 「レポート」パネルで、「管理コンソールに不明なアプリケーションとトラフィックを
レポートする」チェックボックスを選択から外します。

7.2.2.6.3 ファイアウォールエラーのレポートを無効にする

重要:ファイアウォールエラーのレポートは、常時無効に設定しておかないことを推奨しま
す。レポートは、必要な場合のみ無効にするようにしてください。

エンドポイントコンピュータ上のファイアウォールが、エラーを Enterprise Console にレ
ポートしないようにする方法は次のとおりです。

1. 変更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。
2. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

3. 「環境設定」パネルで、設定するファイアウォールのロケーションに対応する「環境設
定」をクリックします。

4. 「全般」タブをクリックします。
5. 「レポート」パネルで、「管理コンソールにエラーをレポートする」チェックボックス
を選択から外します。

7.2.2.7 ファイアウォールの設定をインポート、エクスポートする
注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ファイアウォールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - ファイアウォール」権限
が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

ファイアウォールの全般的な設定やルールを、環境設定ファイル (*.conf) としてインポー
ト、エクスポートすることができます。この機能を使って実行できる操作は次のとおりで
す。
■ ファイアウォールの環境設定のバックアップを作成し、復旧できるようにする。
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■ 1台のコンピュータで作成したアプリケーションルールをインポートし、それを使用し
て、同じアプリケーションの組み合わせを実行している他のコンピュータに対するポリ
シーを作成する。

■ 数台のコンピュータで作成して設定内容を結合し、ネットワーク上の 1つまたは複数の
コンピュータのグループに対して有効なポリシーを作成する。

ファイアウォールの設定をインポート、エクスポートする方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのファイアウォールポリシーが指定されている
か確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「ファイアウォール」をダブルクリックし、インポートまたは
エクスポートするポリシーをダブルクリックします。

3. 「ファイアウォールポリシー」ウィザードの「ようこそ」ページで、「ファイアウォー
ルの詳細ポリシー」をクリックします。

4. 「ファイアウォールポリシー」ダイアログボックスで、「全般」タブの「環境設定の管
理」パネルで、「インポート」または「エクスポート」をクリックします。

7.3 アプリケーションコントロールポリシー
Enterprise Console では、アプリケーションコントロール機能で「管理対象アプリケーショ
ン」、すなわち、セキュリティ脅威はもたらさないものの、管理者が業務上の使用は不適切
と判断する正規のアプリケーションを検知・ブロックすることができます。このようなアプ
リケーションには、インスタントメッセージング (IM) クライアント、VoIP クライアント、
デジタル画像ソフト、メディアプレーヤー、ブラウザプラグインなどがあります。

注: このオプションは、 Sophos Endpoint Security and Control for Windows のみに適用さ
れます。

各グループごとにフレキシブルに、アプリケーションをブロックしたり、認証できます。た
とえば、社内で使用しているデスクトップに対してVoIP の実行をブロックしつつ、社外で
使用しているモバイル PC に対しては、その使用を認証することができます。

管理対象アプリケーションのリストは、ソフォスが定期的に更新し、提供しています。お客
様自身でリストに新しいアプリケーションを追加することはできません。新たな正規アプリ
ケーションをアプリケーションコントロールの対象にする必要がある場合は、ソフォスまで
ご連絡ください。

詳細は、サポートデータベースの文章 63656を参照してください。

ここでは、社内ネットワークでの使用をコントロールするアプリケーションを選択する方法
や、そのようなアプリケーションの検索を設定する方法について説明します。

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ アプリケーションコントロールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - アプリケー
ションコントロール」権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

ロールベースの管理の詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してくだ
さい。
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アプリケーションコントロールのイベント
ネットワークでの管理対象アプリケーションの検出など、アプリケーションコントロール
に関するイベントが発生すると、アプリケーションコントロールのイベントログに書き込
まれます。ログは、Enterprise Console で表示できます。詳細は、アプリケーションコン
トロールのイベントを表示する (p. 215) を参照してください。

過去 1週間で、しきい値を超える数のイベントが発生したコンピュータの台数は、ダッシュ
ボードに表示されます。

また、アプリケーションコントロールのイベントが発生した場合に、特定の受信者に警告
を送信するよう設定できます。詳細は、アプリケーションコントロールの警告やメッセー
ジを設定する (p. 208) を参照してください。

7.3.1 管理対象アプリケーションを選択する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ アプリケーションコントロールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - アプリケー
ションコントロール」権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

デフォルトで、すべてのアプリケーションが許可されています。アプリケーションコント
ロール機能で、使用をコントロールするアプリケーションを選択する方法は次のとおりで
す。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのアプリケーションコントロールポ
リシーが適用されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「アプリケーションコントロール」をダブルクリックします。
次に、変更するポリシーをダブルクリックします。

3. 「アプリケーションコントロールポリシー」ダイアログボックスで、「認証」タブをク
リックします。

4. 「アプリケーションの種類」(たとえば「ファイル交換」など) を選択します。
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選択したタイプに属するアプリケーションの一覧が「認証済み」リストに表示されます。
■ 特定のアプリケーションをブロックするには、それを選択して、以下のような「追
加」ボタンをクリックし、「ブロック」リストへ移動します。

■ 今後ソフォスによって追加される特定のタイプの新規アプリケーションすべての使用
をブロックする場合は、「今後ソフォスが追加するアプリケーションすべて」を「ブ
ロック」リストに移動します。

■ 特定の種類のアプリケーションすべてをブロックするには、以下のような「すべて追
加」ボタンをクリックして、すべてのアプリケーションを「認証済み」リストから
「ブロック」リストへ移動します。

5. 「アプリケーションコントロールポリシー」ダイアログボックスの「検索」タブで、管
理対象アプリケーションの検索が有効になっていることを確認してください。(詳細は、
管理対象アプリケーションを検索する (p. 161) を参照してください。)「OK」をクリッ
クします。

7.3.2 管理対象アプリケーションを検索する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ アプリケーションコントロールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - アプリケー
ションコントロール」権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

Sophos Endpoint Security and Control を設定して、ネットワーク上で使用をコントロール
するアプリケーションをオンアクセス検索できます。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのアプリケーションコントロールポ
リシーが適用されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「アプリケーションコントロール」をダブルクリックします。
次に、変更するポリシーをダブルクリックします。

「アプリケーションコントロールポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「検索」タブで、オプションを次のように設定します。
■ オンアクセス検索を有効にするには、「オンアクセス検索を有効にする」チェック
ボックスを選択します。アプリケーションの検出はするものの、オンアクセスでのブ
ロックは実行しない場合は、「検出するが、実行は許可する」チェックボックスを選
択します。

■ オンデマンド/スケジュール検索を有効にするには、「オンデマンド/スケジュール検
索を有効にする」チェックボックスを選択します。
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注: ウイルス対策および HIPS ポリシーの設定内容で、検索するファイルが指定されま
す (拡張子と除外の設定など)。

ネットワークに接続されているコンピュータで検出された管理対象アプリケーションを削除
する場合は、不要な管理対象アプリケーションをアンインストールする (p.162) の説明に従っ
てください。

また、グループ内のコンピュータでアプリケーションコントロール機能で管理対象アプリ
ケーションが検出された場合、特定のユーザーにメールで警告を送信することができます。
手順については、アプリケーションコントロールの警告やメッセージを設定する (p.208) を
参照してください。

7.3.3 不要な管理対象アプリケーションをアンインストールする
管理対象アプリケーションのアンインストールを開始する前に、必ず、管理対象アプリケー
ションのオンアクセス検索を無効にしてください。オンアクセス検索では、アプリケーショ
ンのインストールやアンインストールに使用するプログラムがブロックされるので、無効に
しない場合、アンインストールが実行できなくなる恐れがあります。

アプリケーションは、次のいずれか 1つの方法でアンインストールできます。
■ 各コンピュータで、対象の製品用のアンインストーラを実行する。通常、Windows の
「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」から実行できます。

■ サーバーから、通常使用しているスクリプトや管理ツールを使用して、ネットワーク上
のコンピュータにて、対象の製品用のアンインストーラを実行する。

次に、管理対象アプリケーションのオンアクセス検索を有効にします。

7.4 データコントロールポリシー
注:この機能はすべてのライセンスには含まれていません。利用するには追加購入が必要と
なります。詳細は、http://www.sophos.com/ja-jp/products/complete/comparison.aspxを参照
してください。

データコントロールは、機密情報を含むファイルの転送を監視・制限し、クライアントマシ
ンからのデータ流出事故を防止する機能です。機能を有効にするには、データコントロール
のルールを作成し、データコントロールポリシーに追加します。

特定のデバイス (リムーバブルストレージデバイスなど) へのデータ転送や、特定のアプリ
ケーション (メールクライアント、Web ブラウザなど) によるデータ転送を監視・コント
ロールできます。

データコントロールポリシーは、SophosLabs (ソフォスラボ) が作成・管理する機密データ
の定義ライブラリ (コンテンツコントロールリスト) を利用することで、迅速に定義・ロー
ルアウトできます。ライブラリには、主に個人を特定できる情報の定義データが収録されて
いますが、他の一般的なデータ構造も含まれています。Enterprise Console におけるコンテ
ンツコントロールリストの使用方法については、次の説明を参照してください。
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7.4.1 データコントロールの機能
データコントロールは、主に人為的ミスなどで生じる機密情報の流出事故を検知する機能で
す。たとえば、Web ベースのメール機能で、機密情報が含まれるファイルを自宅に送信す
る行為などが対象になります。

データコントロール機能で、コンピュータから、ストレージデバイスやインターネットに接
続するアプリケーションへのファイルの転送を監視・制御することができます。
■ ストレージデバイス:データコントロール機能は、Windows エクスプローラを使って監
視対象ストレージデバイスにコピーされるすべてのファイルをブロックします (Windows
のデスクトップでファイルをコピーした場合も同様です)。ただし、Microsoft Word な
ど、アプリケーションから直接ファイルを保存した場合や、コマンドプロンプトでファ
イルを転送した場合は、ブロックされません。

管理対象ストレージデバイスへのファイル転送を、すべてWindows エクスプローラを
使って実行させるようにするには、「ユーザーの同意で転送を許可し、イベントをログ
に記録する」アクション、または「転送をブロックし、イベントをログに記録する」ア
クションを利用します。どちらの場合でも、アプリケーションから直接ファイルを保存
しようとしたり、コマンドプロンプトでファイルを転送しようとすると、データコント
ロール機能でブロックされます。そして、Windows エクスプローラを使ってファイル転
送を行うよう、デスクトップ警告が表示されます。

データコントロールポリシーで、「ファイル転送を許可し、イベントをログに記録す
る」アクションに関するルールのみが設定されている場合は、アプリケーションで直接
ファイルを保存しようとしたり、コマンドプロンプトからファイルを転送しようとして
も、ファイルはブロックされません。この設定では、ユーザーが制限なしでストレージ
デバイスを使うことができます。しかし、Windows エクスプローラを使ってファイル転
送を行ったときは、データコントロールのイベントが記録されます。

注: アプリケーションの監視はこの制限の対象ではありません。

■ アプリケーション:ユーザーが実行するファイルのアップロードだけを監視するため、一
部のシステムファイルの保存先は、データコントロールによる監視の対象から除外され
ています。これによって、ユーザーがファイルをアップロードしたときではなく、アプ
リケーションが環境設定ファイルを開いたときに、データコントロールのイベントが生
成される可能性が大幅に削減されます。

重要: アプリケーションによって環境設定ファイルが開かれるために誤ったイベントが
生成される場合は、通常、除外するパスを追加したり、データコントロールのルールを
緩和することで問題は解決します。詳細はソフォスのサポートデータベースの文章 113024
を参照してください。

注: オンアクセス検索の除外は、常にデータコントロールに適用されません。

オンアクセス検索の除外設定がデータコントロールに適用される
条件とは？
ウイルス対策および HIPS ポリシーで設定したオンサクセス検索の除外は、どのようにファ
イルがコピー/移動されたか、あるいはどの場所へコピー/移動されたかに応じて、データコ
ントロールに適用されます。
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たとえば、メールクライアント、Web ブラウザ、IM (インスタントメッセージング) など、
監視対象のアプリケーションを使用してファイルがアップロードされたときや、添付された
ときに、オンアクセス検索の除外設定がデータコントロールに適用されます。オンアクセス
検索の対象から項目を除外する方法の詳細は、オンアクセス検索の対象から項目を除外する
(p. 98) を参照してください。

重要: オンアクセス検索の対象からリモートファイルを除外した場合、ネットワーク上の
ファイルを監視対象アプリケーション (メールクライアントやWeb ブラウザなど) にアップ
ロードしたり、添付したりした際、それらのファイルに対してデータコントロールで検索が
実行されません。詳細について、アップロードされたファイルや添付ファイルが、データコ
ントロールで検索されない (p. 248) も参照してください。

Windows エクスプローラを使用してファイルをコピー/移動した場合、オンアクセス検索の
除外設定はデータコントロールに適用されません。結果として、たとえば、USB などのス
トレージデバイスにファイルをコピーした場合や、ネットワーク上にファイルをコピー/移
動した場合、これらのファイルに対して検索が実行されます。オンアクセス検索の対象から
リモートファイルを除外していたとしても、すべてのファイルに対して検索が実行されま
す。

注: 圧縮ファイルをネットワークにコピー/移動する際、処理に時間がかかることがありま
す。ネットワークの接続状況にもよりますが、100MB のデータを処理するのに 1分以上か
かることもあります。これは、圧縮ファイルの検索は、通常のファイルの検索に比べ、時間
がかかるためです。

データコントロールポリシー
データコントロール機能でファイルの転送を監視・制御するには、データコントロールポ
リシーで対象となるファイルを定義し、ネットワーク上の各コンピュータのグループに適用
します。

重要: データコントロール機能は、Windows 2008 の Server Core には対応していないた
め、この OS を実行しているコンピュータでは無効に設定する必要があります。Windows
2008 の Server Core を実行するコンピュータをデータコントロールの対象から除外するに
は、データコントロールを無効に設定したデータコントロールポリシーが適用されている
グループに配置してください。詳細は、データコントロールを有効/無効にする (p.168) を参
照してください。

データコントロールポリシーには、1つ以上のルールが含まれており、データコントロール
の対象や、ルールが一致したときに実行するアクションなどを設定します。1つのデータコ
ントロールのルールは、複数のポリシーに追加できます。

複数のルールを含むデータコントロールポリシーの場合、ポリシー内のルールのどれか 1
つにでも一致したファイルは、ポリシーに準拠していないと判定されます。

データコントロールのルールの条件
データコントロールのルールの条件には、転送先、ファイル名、ファイル拡張子、ファイル
タイプ、またはファイルコンテンツなどがあります。

転送先には、デバイス (例: USB フラッシュメモリなどのリムーバブルストレージデバイ
ス) や、アプリケーション (例:インターネットブラウザおよびメールクライアント) があり
ます。
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ファイルコンテンツの一致条件は、コンテンツコントロールリストで定義されています。
このリストは、データを XML 形式のデータ構造としてまとめたものです。SophosLabs (ソ
フォスラボ) は、データコントロールのルールに利用できる豊富な内容の各種コンテンツコ
ントロールリストを提供しています。

ファイルに適用するデータコントロールのルールと条件について、詳細はデータコントロー
ルのルールについて (p. 166) を参照してください。

ファイルコンテンツを定義するコンテンツコントロールリスト (CCL) について、詳細はコ
ンテンツコントロールリストについて (p. 166) を参照してください。

図 2: データコントロール

データコントロールのルールのアクション
データコントロールで、ルールで設定されている条件すべてが検出されると、ルールで指定
されているアクションが実行され、イベントがログに記録されます。次のいずれかのアク
ションを指定できます。
■ ファイル転送を許可し、イベントをログに記録する
■ ユーザーの同意で転送を許可し、イベントをログに記録する
■ 転送をブロックし、イベントをログに記録する

あるファイルが 2つのデータコントロールのルールに一致し、それぞれのルールで異なるア
クションが設定されている場合は、より制限の厳しいアクションを含むルール適用されま
す。ユーザーの同意で転送を許可するルールよりも、転送をブロックするルールの方が優先
されます。ファイル転送を許可するルールよりも、ユーザーの同意で転送を許可するルール
の方が優先されます。

デフォルトで、ルールに一致しファイル転送がブロックされた場合や、ファイル転送にユー
ザーの同意が必要な場合は、エンドポイントコンピュータのデスクトップにメッセージが表
示されます。メッセージには、適用されたルールが表示されます。ファイル転送の際や、転
送をブロックした際に表示する確認メッセージには、オリジナルのメッセージを付け加える
こともできます。詳細は、データコントロールの警告やメッセージを設定する (p.209) を参
照してください。
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7.4.2 データコントロールのルールについて
データコントロールのルールには、検出条件、ルールが一致したときに実行するアクショ
ン、および除外するファイルを指定します。

ルールは、独自のものを作成したり、あらかじめ用意されているものを使用できます。複数
用意されている定義済みのデータコントロールのルールは、そのまますぐ使うことはもちろ
ん、要件に合わせて設定を変更することもできます。これらのルールはサンプルとして用意
されているため、更新されることはありません。

データコントロールのルールは 2種類あります。1つはファイルのマッチルールで、もう 1
つはコンテンツルールです。

ファイルのマッチルール
ファイルのマッチルールは、ユーザーが特定のファイル名や種類 (スプレッドシートなど正
式なファイルタイプのカテゴリ) のファイルを、特定の場所に転送しようとした場合に実行
するアクション (リムーバブルストレージデバイスへのデータ転送のブロックなど) を指定
します。

データコントロール機能では、150種類以上のファイル形式に対応するファイルタイプが定
義されています。今後、時折、新たな対応ファイルタイプが追加される可能性もあります。
この場合、新しいファイルタイプは、該当するカテゴリが使用されているすべてのデータコ
ントロールのルールに自動的に追加されます。

正式に定義されていないファイルタイプを認識する場合は、ファイル拡張子を使います。

コンテンツルール
コンテンツルールは、1つ以上のコンテンツコントロールリストを含むルールで、ユーザー
がすべてのコンテンツコントロールリストに一致するデータを、特定の場所に転送しよう
とした場合に実行するアクションを設定します。

7.4.3 コンテンツコントロールリストについて
コンテンツコントロールリスト (CCL)は、ファイルコンテンツのデータ構造のパターンを
まとめたリストです。コンテンツコントロールリストでは、1種類のデータタイプ (住所や
社会保障番号など) や、数種類のデータタイプの組み合わせ (「confidential」という用語を
含むプロジェクト名など) を指定できます。

あらかじめ定義されている SophosLabs コンテンツコントロールリストをそのまま使用
することはもちろん、独自のコンテンツコントロールリストを作成することもできます。

SophosLabs コンテンツコントロールリストでは、クレジットカード番号、社会保障番号、
住所、メールアドレスなど、一般的な財務関連情報や個人情報のデータタイプが詳細に定義
されています。チェックサムなどの高度な技術で機密情報をより正確に検出できます。

お客様自身で SophosLabs コンテンツコントロールリストを編集することはできません。
SophosLabs コンテンツコントロールリストに変更を加える必要がある場合は、ソフォス
までご連絡ください。詳細は、ソフォスのサポートデータベースの文章 51976を参照して
ください。
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注: 現バージョンのコンテンツコントロールリストでは、日本語、中国語などの 2バイト
文字には正式に対応していません。しかし、コンテンツコントロールリストのエディタ
に、2バイト文字を入力することは可能です。

SophosLabs コンテンツコントロールリストに対してデータ量を
設定する
ほとんどの SophosLabs コンテンツコントロールリストでは、データ量が指定されていま
す。

データ量はコンテンツコントロールリストにおける主要なデータタイプの量のことで、設
定値がファイルで検出されると、コンテンツコントロールリストが照会されます。
SophosLabs コンテンツコントロールリストのデータ量は、対象のリストが属するコンテ
ンツルールで編集できます。

データ量を使ってデータコントロールのルールを詳細に設定することで、機密情報を含まな
いドキュメント (例: 1件の住所または 1件以上の電話番号を含むレターなど) のブロックを
防止できます。検索対象のデータ量を 1つの住所にすると、数千件のドキュメントがルール
と一致する可能性があり、結果としてデータコントロールのイベントが発生します。顧客リ
ストの流出を防止する場合は、50件を超える住所を含む場合のみ、ドキュメントのデータ
転送を検出するなどの対策が必要です。ただし、クレジットカードなど他の項目に関して
は、検索対象のデータ量を 1件に設定することを推奨します。

7.4.4 データコントロールのイベントについて
データコントロールのイベント (機密情報を含むファイルの USB メモリへのコピーなど) が
発生すると、Enterprise Console に情報が送信されます。送信されたイベントは、「データ
コントロール - イベントビューア」で表示できます。イベントは各エンドポイントのローカ
ルディスクにもログ出力され、適切な権限がある場合は、Sophos Endpoint Security and
Control で表示できます。

注: 各エンドポイントコンピュータが Enterprise Console に送信できるデータコントロール
イベントの件数は、1時間につき最大 50件です。すべてのイベントは、各エンドポイントコ
ンピュータのローカルディスクにログ出力されます。

「データコントロール - イベントビューア」ダイアログボックスでは、必要な情報をフィル
タで抽出できます。また、データコントロールのイベントの一覧をファイルに出力できま
す。詳細は、データコントロールのイベントを表示する (p.216) 、およびイベントの一覧を
ファイルに出力する (p. 224) を参照してください。

過去 1週間で、データコントロールのイベントが、しきい値を超えて発生したコンピュータ
の台数は、ダッシュボードに表示されます。しきい値の設定方法については、ダッシュボー
ドを環境設定する (p. 56) を参照してください。

また、データコントロールのイベントが発生した場合に、特定の受信者に警告を送信するよ
う設定できます。詳細は、データコントロールの警告やメッセージを設定する (p.209) を参
照してください。
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7.4.5 データコントロールを有効/無効にする
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ データコントロールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - データコントロール」
権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

デフォルトで、データコントロールは無効になっています。ネットワーク経由のファイル転
送を監視・制限するルールも指定されていません。

データコントロールを有効にする方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのデータコントロールポリシーが適用
されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「データコントロール」をダブルクリックします。次に、変更
するポリシーをダブルクリックします。

「データコントロールポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「ポリシーのルール」タブで、「データコントロールを有効にする」チェックボックス
を選択します。

4. 「ルールの追加」ボタンをクリックします。「データコントロールルールの管理」ダイ
アログボックスで、ポリシーに追加するルールを選択し、「OK」をクリックします。

重要: データコントロールのルールが全く追加されていない場合は、追加するまでファ
イル転送の監視や制限は実行されません。

後で、データコントロールを無効にする場合は、「データコントロールを有効にする」チェッ
クボックスの選択を外します。

7.4.6 ファイルのマッチルールを作成する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ データコントロールのルールを作成、または編集するには、「データコントロール設定」
権限が必要です。

■ データコントロールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - データコントロール」
権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

ファイルのマッチルールの概要は、データコントロールのルールについて (p.166) を参照し
てください。
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ファイルのマッチルールを作成し、データコントロールポリシーに追加する方法は次のと
おりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのデータコントロールポリシーが適用
されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。
または、「ツール」メニューからルールを作成し、ポリシー (複数可) に追加することも
できます。「ツール」メニューで、「データコントロールの管理」にカーソルを合わせ
て「データコントロールのルール」をクリックします。そして、ステップ 4～10 を実行
します。

2. 「ポリシー」ペインで、「データコントロール」をダブルクリックします。次に、変更
するポリシーをダブルクリックします。

3. 「データコントロールポリシー」ダイアログボックスの「ポリシーのルール」タブで、
「データコントロールを有効にする」チェックボックスが選択されていることを確認し、
「ルールの管理」をクリックします。

4. 「データコントロールルールの管理」ダイアログボックスで、「ファイルのマッチルー
ルの追加」ボタンをクリックします。

5. 「ファイルのマッチルールの作成」ダイアログボックスの「ルール名」欄にルールの名
前を入力します。

6. 必要に応じて、「ルールの説明 (任意)」欄にルールの説明を入力します。
7. 「ルールの条件を指定します」欄で、ルールの条件を選択します。
転送先の条件項目は自動的に選択されますが、この項目の設定は必須です。
デフォルトで、すべてのファイルタイプが検索されます。特定の種類のファイルだけを
検索する場合は、「ファイルタイプ」を選択します。そして、ステップ 10 の説明に従っ
て条件を設定します。

8. 「ルールと一致した場合のアクションを指定します」欄で、アクションを選択します。
9. データコントロールの対象から一部のファイルを除外する場合は、「対象から除外する
ファイルを選択します」欄で、「ファイル名」または「ファイルタイプ」チェックボッ
クスを選択します。
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10.「ルールの内容」欄で、下線が付いている各項目をクリックし、ルールの条件を設定し
ます。
たとえば、「転送先の選択」をクリックすると、「転送先タイプのマッチ条件」ダイア
ログボックスが開き、データ転送を制限するデバイスやアプリケーションを選択できま
す。

下線付きの各項目に対して条件を選択、または入力します。

「OK」をクリックします。

新しいルールが「データコントロールルールの管理」ダイアログボックスに表示されま
す。

11.ルールをポリシーに追加するには、ルール名の横のチェックボックスを選択し、「OK」
をクリックします。

データコントロールポリシーにルールが追加されます。

データコントロールポリシーに適用されているルールに一致した際に、当該のユーザーに
警告とメッセージを送信するよう設定できます。詳細は、データコントロールの警告やメッ
セージを設定する (p. 209) を参照してください。
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7.4.7 コンテンツルールを作成する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ データコントロールのルールや、コンテンツコントロールリストを作成、または編集す
るには、「データコントロール設定」権限が必要です。

■ データコントロールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - データコントロール」
権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

コンテンツルールとコンテンツコントロールリストの概要は、データコントロールのルー
ルについて (p. 166) を参照してください。

コンテンツルールを作成し、データコントロールポリシーに追加する方法は次のとおりで
す。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのデータコントロールポリシーが適用
されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。
または、「ツール」メニューからルールを作成し、ポリシー (複数可) に追加することも
できます。「ツール」メニューで、「データコントロールの管理」にカーソルを合わせ
て「データコントロールのルール」をクリックします。そして、ステップ 4～13 を実行
します。

2. 「ポリシー」ペインで、「データコントロール」をダブルクリックします。次に、変更
するポリシーをダブルクリックします。

3. 「データコントロールポリシー」ダイアログボックスの「ポリシーのルール」タブで、
「データコントロールを有効にする」チェックボックスが選択されていることを確認し、
「ルールの管理」をクリックします。

4. 「データコントロールルールの管理」ダイアログボックスで、「コンテンツルールの追
加」ボタンをクリックします。

5. 「コンテンツルールの作成」ダイアログボックスの「ルール名」欄にルールの名前を入
力します。

6. 必要に応じて、「ルールの説明 (任意)」欄にルールの説明を入力します。
7. 「ルールの条件を指定します」欄では、ファイルコンテンツと転送先の条件項目が自動
的に選択されています。どちらも必須設定項目です。

8. 「ルールと一致した場合のアクションを指定します」欄で、アクションを選択します。
9. データコントロールの対象から一部のファイルを除外する場合は、「対象から除外する
ファイルを選択します」欄で、「ファイル名」または「ファイルタイプ」チェックボッ
クスを選択します。

10.「ルールの内容」欄で、下線付きの「含まれるデータ」をクリックします。
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11.「コンテンツコントロールリストの管理」ダイアログボックスで、ルールに含めるコン
テンツコントロールリストを選択します。
SophosLabs のコンテンツコントロールリストを追加する場合は、必要な国それぞれに
対するリストを選択します。

ヒント: すべての国に対応する必要がなければ、グローバルのコンテンツコントロール
リストは選択しないでください。対応が必要な国のみに対するコンテンツコントロール
リストを選択してください。このようにすることにより、スキャンの所要時間が大幅に
減少するばかりでなく、誤一致のリスクも削減できます。

新しいコンテンツコントロールリストを作成する場合は、簡単なコンテンツコントロー
ルリストを作成・編集する (p.176) 、または詳細なコンテンツコントロールリストを作
成・編集する (p. 177) を参照してください。
「OK」をクリックします。

12. SophosLabs のコンテンツコントロールリストに指定されているデータ量を変更する場
合は、「ルールの内容」欄で、適切な下線付きの「データ量」という値 (「一致: n件以
上」など) をクリックします。「データ量エディタ」ダイアログボックスで、新しいデー
タ量を入力します。詳細は、SophosLabs コンテンツコントロールリストに対してデー
タ量を設定する (p. 167) を参照してください。
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13.「ルールの内容」欄で、残りの下線が付いている項目に対して、条件を選択、または入
力します。

「OK」をクリックします。

新しいルールが「データコントロールルールの管理」ダイアログボックスに表示されま
す。

14.ルールをポリシーに追加するには、ルール名の横のチェックボックスを選択し、「OK」
をクリックします。

データコントロールポリシーにルールが追加されます。

データコントロールポリシーに適用されているルールに一致した際に、当該のユーザーに
警告とメッセージを送信するよう設定できます。詳細は、データコントロールの警告やメッ
セージを設定する (p. 209) を参照してください。

7.4.8 データコントロールのルールをポリシーに追加する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - データコントロール」権限が必要で
す。
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■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

データコントロールのルールをポリシーに追加する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのデータコントロールポリシーが適用
されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「データコントロール」をダブルクリックします。次に、変更
するポリシーをダブルクリックします。

「データコントロールポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「ポリシーのルール」タブで、「ルールの追加」をクリックします。

「データコントロールルールの管理」ダイアログボックスが表示されます。

4. ポリシーに追加するルールを選択し、「OK」をクリックします。

7.4.9 データコントロールのルールをポリシーから削除する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - データコントロール」権限が必要で
す。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

データコントロールのルールをポリシーから削除する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのデータコントロールポリシーが適用
されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「データコントロール」をダブルクリックします。次に、変更
するポリシーをダブルクリックします。

「データコントロールポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「ポリシーのルール」タブで、削除するルールを選択し、「ルールの削除」をクリック
します。

7.4.10 データコントロールの対象からファイルやファイルタイプを除外
する
ロールベースの管理を利用している場合、データコントロールの対象からファイルを除外す
るには、「データコントロール設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを
管理する (p. 20) を参照してください。

データコントロールの対象から特定のファイルやファイルタイプを除外するには、データコ
ントロールのルールに除外を設定します。
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ファイルやファイルタイプをデータコントロールの対象から除外する際は、最も優先度の高
いルールに対して除外を設定してください。このようにすることで、最も制限の厳しいアク
ションを指定できます。

データコントロールの対象からファイルやファイルタイプを除外する方法は次のとおりで
す。

1. 「ツール」メニューで、「データコントロールの管理」にカーソルを合わせて「データ
コントロールのルール」をクリックします。

2. 「データコントロールルールの管理」ダイアログボックスで、編集するルールを選択
し、「編集」をクリックするか、「ファイルのマッチルールの追加」ボタンや、「コン
テンツルールの追加」ボタンをクリックして新しいルールを作成します。

3. ファイルをデータコントロールの対象から除外するには、「ルールエディタ」ダイアロ
グボックスの「対象から除外するファイルを選択します」欄で、「ファイル名」チェッ
クボックスを選択します。

4. 「ルールの内容」欄で、該当する下線付きの項目をクリックし、除外するファイル名を
指定します。

5. 「ファイル名を使用した除外の条件」ダイアログボックスで、「追加」をクリックし、
対象から除外するファイル名を指定します。

ワイルドカード文字「*」、および「?」を使用できます。

ワイルドカード文字「?」は、ファイル名や拡張子の指定のみに使用できます。通常、任
意の 1文字を表します。しかし、ファイル名や拡張子の末尾に使用した場合は、任意の
1文字、または文字のない状態と一致します。たとえば、「file??.txt」は、「file.txt」や
「file1.txt」、および「file12.txt」に一致しますが、「file123.txt」には一致しません。

ワイルドカード文字「*」は、ファイル名や拡張子に対して、[ファイル名].*、または *.[拡
張子] という形式だけで使用できます。つまり、「file*.txt」、「file.txt*」、および
「file.*txt」などは無効です。

6. 特定のファイルタイプをデータコントロールの対象から除外するには、「ルールエディ
タ」ダイアログボックスの「対象から除外するファイルを選択します」欄で、「ファイ
ルタイプ」チェックボックスを選択します。

7. 「ルールの内容」欄で、該当する下線付きの項目をクリックし、除外するファイルタイ
プを指定します。

8. 「ファイルタイプを使用した除外の条件」ダイアログボックスで、除外するファイルタ
イプを選択し、「OK」をクリックします。

7.4.11 データコントロールのルールをインポート・エクスポートする
ロールベースの管理を利用している場合、データコントロールのルールをインポート、また
はエクスポートするには、「データコントロール設定」権限が必要です。詳細は、ロールと
サブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

データコントロールのルールは、XML ファイルとして Enterprise Console へインポートし
たり、Enterprise Console からエクスポートできます。

データコントロールのルールをインポート・エクスポートする方法は次のとおりです。

1. 「ツール」メニューで、「データコントロールの管理」にカーソルを合わせて「データ
コントロールのルール」をクリックします。
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2. 「データコントロールルールの管理」ダイアログボックスで、「インポート」または
「エクスポート」をクリックします。
■ ルールをインポートする場合は、「インポート」ダイアログボックスで、インポート
するルールを参照し、選択します。そして、「開く」をクリックします。

■ ルールをエクスポートする場合は、「エクスポート」ダイアログボックスで、ファイ
ルの出力先を参照し、選択します。そして、出力するファイルの名前を入力し、「保
存」をクリックします。

7.4.12 簡単なコンテンツコントロールリストを作成・編集する
ロールベースの管理を利用している場合、コンテンツコントロールリストを作成するに
は、「データコントロール設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理
する (p. 20) を参照してください。

コンテンツコントロールリストの概要は、コンテンツコントロールリストについて (p.
166) を参照してください。

コンテンツコントロールリストを作成・編集する方法は次のとおりです。

1. 「ツール」メニューで、「データコントロールの管理」にカーソルを合わせて「データ
コントロールのコンテンツコントロールリスト」をクリックします。

2. 「コンテンツコントロールリストの管理」ダイアログボックスで、「追加」をクリック
して新しいコンテンツコントロールリストを作成します。または、既存のコンテンツ
コントロールリストを選択して「編集」をクリックします。

3. 「コンテンツコントロールリストの追加」ダイアログボックスの「名前」フィールド
に、コンテンツコントロールリストの名前を入力します。

4. 必要に応じて、「説明」フィールドにコンテンツコントロールリストの説明を入力しま
す。

5. コンテンツコントロールリストに追加されているタグを追加、または編集する場合は、
「タグ」フィールドの横にある「変更」をクリックします。
タグを追加すると、コンテンツコントロールリストの種類や適用地域が識別されます。

6. 「コンテンツコントロールリストのタグの編集」ダイアログボックスの「利用可能なタ
グ」リストから、追加するタグを選択し、「指定済みタグ」リストに移動します。「OK」
をクリックします。

7. 「コンテンツマッチの検索」セクションで、検索条件を選択し (「次のいずれかの用語
に一致」、「次のすべての用語に一致」、または「この用語に完全一致」)、ドキュメン
トに対して検索する用語を空白で区切って入力します。「OK」をクリックします。

注: 検索では大文字と小文字は区別されません。

簡単なコンテンツコントロールリストは、引用符を使用した検索に対応していません。
完全に一致する用語を検索するには、「この用語に完全一致」条件を選択してください。

さらに複雑な検索条件を設定するには、詳細なコンテンツコントロールリストを作成・
編集する (p.177) の説明に従って、コンテンツコントロールリストの詳細設定エディタを
使用してください。

新しいコンテンツコントロールリストが「コンテンツコントロールリストの管理」ダイ
アログボックスに表示されます。
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例

説明例検索条件

「confidential」または「secret」の
どちらかを含むドキュメントと一
致。

confidential, secret次のいずれかの用語に一
致

「project」と「confidential」の両方
を含むドキュメントと一致。

project, confidential次のすべての用語に一致

「for internal use only」を含むドキュ
メントと一致。

for internal use onlyこの用語に完全一致

次に、コンテンツコントロールリストをコンテンツルールに追加します。

7.4.13 詳細なコンテンツコントロールリストを作成・編集する
ロールベースの管理を利用している場合、コンテンツコントロールリストを作成するに
は、「データコントロール設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理
する (p. 20) を参照してください。

コンテンツコントロールリストの概要は、コンテンツコントロールリストについて (p.
166) を参照してください。

コンテンツコントロールリストには、1つ以上の正規表現と 1つの基準スコアを設定できま
す。設定には詳細設定エディタを使います。

詳細設定エディタを使って、コンテンツコントロールリストを作成・編集する方法は次の
とおりです。

1. 「ツール」メニューで、「データコントロールの管理」にカーソルを合わせて「データ
コントロールのコンテンツコントロールリスト」をクリックします。

2. 「コンテンツコントロールリストの管理」ダイアログボックスで、「追加」をクリック
して新しいコンテンツコントロールリストを作成します。または、既存のコンテンツ
コントロールリストを選択して「編集」をクリックします。

3. 「コンテンツコントロールリストの追加」ダイアログボックスの「名前」フィールド
に、コンテンツコントロールリストの名前を入力します。

4. 必要に応じて、「説明」フィールドにコンテンツコントロールリストの説明を入力しま
す。

5. コンテンツコントロールリストに追加されているタグを追加、または編集する場合は、
「タグ」フィールドの横にある「変更」をクリックします。
タグを追加すると、コンテンツコントロールリストの種類や適用地域が識別されます。

6. 「コンテンツコントロールリストのタグの編集」ダイアログボックスの「利用可能なタ
グ」リストから、追加するタグを選択し、「指定済みタグ」リストに移動します。「OK」
をクリックします。
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7. 「詳細設定」ボタンをクリックします。
8. 「詳細設定」ペインで、「作成」をクリックし、新しい条件式を作成するか、または既
存の条件式を選択して「編集」をクリックします。

9. 「コンテンツコントロールリスト - 詳細設定」ダイアログボックスで、Perl 5 の正規表
現を入力します。

Perl 5 の正規表現について、詳細は Perl のドキュメントや、
http://www.boost.org/doc/libs/1_34_1/libs/regex/doc/syntax_perl.html (英語) を参照して
ください。

10.「条件式のスコア」フィールドに、正規表現が一致するたびに、コンテンツコントロー
ルリストの合計スコアに加算される数値を入力します。

11.「最大件数」フィールドに、合計スコアとして加算される正規表現の最大一致件数を入
力します。
たとえば、条件式のスコアが 5 で、最大件数が 2 の場合、最大 10 がコンテンツコント
ロールリストの合計スコアに追加されます。条件式が 3回検出された場合でも、合計ス
コアに 10 が加算されます。

「OK」をクリックします。

12.コンテンツコントロールリストに追加する正規表現の数に応じて、ステップ 5～11 を
繰り返します。

13.「基準スコア」フィールドに正規表現のマッチ回数を入力します。この値を超えると、
コンテンツコントロールリストが照合されます。

たとえば、基準スコアが 8 で、3つの条件式 (A、B、および C) を持つコンテンツコント
ロールリストに、次のようなスコアと最大件数が設定されているとします。

最大件数スコア条件式

25条件式 A

13条件式 B

51条件式 C

この場合、データコントロールで、条件式 A に 2回マッチした場合、または条件式 A に
1回マッチしてかつ条件式 B にも 1回マッチした場合、または条件式 B に 1回マッチし
てかつ条件式 C にも 5回マッチした場合、コンテンツコントロールリストが照合され
ます。

「OK」をクリックします。

新しいコンテンツコントロールリストが「コンテンツコントロールリストの管理」ダイ
アログボックスに表示されます。

正規表現の例
(?i)\b[a-ceghj-npr-tw-z][a-ceghj-npr-tw-z]\s?\d{2}\s?\d{2}\s?\d{2}\s?[abcd]?\b
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上記の正規表現は、英国の国民保険番号 (例: AA 11 11 11 A) にマッチします。

大文字小文字を区別しない。(?i)

単語の境界にマッチする。\b

範囲内の文字列 (この例では、A～C E G H J～NP R～T W～Z) のいずれ
か 1文字にマッチする。

[a-ceghj-npr-tw-z]

直前の文字が 0個または 1個ある場合にマッチする。?

0個または 1個の空白文字にマッチする。\s?

2桁の数値にマッチする。\d{2}

[ ] の中の任意の1文字にマッチする (この例では、A、B、C、D のいずれ
か)。

[abcd]

次に、コンテンツコントロールリストをコンテンツルールに追加します。

7.4.14 コンテンツコントロールリストをインポート・エクスポートす
る
ロールベースの管理を利用している場合、コンテンツコントロールリストをインポート、
またはエクスポートするには、「データコントロール設定」権限が必要です。詳細は、ロー
ルとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

コンテンツコントロールリストは、XML ファイルとして Enterprise Console へインポート
したり、Enterprise Console からエクスポートできます。コンテンツコントロールリスト
に対応している他のソフォス製品でもリストを使用できます。

注:  SophosLabs コンテンツコントロールリストをエクスポートすることはできません。

コンテンツコントロールリストをインポート・エクスポートする方法は次のとおりです。

1. 「ツール」メニューで、「データコントロールの管理」にカーソルを合わせて「データ
コントロールのコンテンツコントロールリスト」をクリックします。

2. 「コンテンツコントロールリストの管理」ダイアログボックスで、「インポート」また
は「エクスポート」をクリックします。
■ コンテンツコントロールリストをインポートする場合は、「インポート」ダイアロ
グボックスで、インポートするリストを参照し、選択します。そして、「開く」をク
リックします。

■ コンテンツコントロールリストをエクスポートする場合は、「エクスポート」ダイ
アログボックスで、ファイルの出力先を参照し、選択します。そして、出力するファ
イルの名前を入力し、「保存」をクリックします。
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7.5 デバイスコントロールポリシー
注:この機能はすべてのライセンスには含まれていません。利用するには追加購入が必要と
なります。詳細は、http://www.sophos.com/ja-jp/products/complete/comparison.aspxを参照
してください。

重要: ソフォスのデバイスコントロール機能は、他社製デバイスコントロールソフトがイ
ンストール済みの環境にはインストールしないでください。

デバイスコントロール機能では、各コンピュータにおける、認証されていない外付けのハー
ドディスク機器、リムーバブルストレージメディア、および無線接続機器の使用を防止す
ることができます。これによって、事故などによるデータ流出リスクを大幅に削減すること
ができ、また、ユーザーによる社内ネットワークへのソフトウェアの持ち込みを制限できま
す。

また、リムーバブルストレージデバイス、光学ディスクドライブ、およびフロッピーディ
スクドライブに対して、読み取り専用の制限を設けることもできます。

また、デバイスコントロール機能では、企業ネットワークと外部ネットワーク間におけるブ
リッジ接続のリスクを大幅に削減できます。ワイヤレス接続、モデム接続のどちらでも、
「ブリッジ接続をブロックする」モードを利用できます。この動作モードは、エンドポイン
トが物理的なネットワーク (通常、イーサネットで接続) に接続した際に、ワイヤレスアダ
プタかモデムのどちらかが無効になることで作動します。エンドポイントを物理的なネット
ワークから切り離すと、シームレスにワイヤレスアダプタやモデムは再度有効になります。

デフォルトで、デバイスコントロールは無効になっています。すべてのデバイスが許可さ
れています。

はじめてデバイスコントロール機能を有効にする際は、次のように設定することを推奨しま
す。
■ 使用をコントロールするデバイスの種類を選択する。
■ デバイスをブロックせずに検出する。
■ デバイスコントロールのイベントを使って、どの種類のデバイスをブロックし、どの種
類のデバイスを対象から除外するか (必要な場合) を決定する。

■ デバイスを検知・ブロックするか、またはストレージデバイスに対して読み取り専用の
制限を設ける。

デバイスコントロールの推奨設定について、詳細は「Sophos Enterprise Consoleポリシー
設定ガイド」を参照してください。

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ デバイスコントロールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - デバイスコントロー
ル」権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。
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7.5.1 デバイスコントロールのイベントについて
デバイスコントロールのイベント (リムーバブルストレージデバイスがブロックされたな
ど) が発生すると、Enterprise Console に情報が送信されます。送信されたイベントは、「デ
バイスコントロール - イベントビューア」で表示できます。

「デバイスコントロール - イベントビューア」ダイアログボックスでは、必要な情報をフィ
ルタで抽出できます。また、デバイスコントロールのイベントの一覧をファイルに出力でき
ます。詳細は、デバイスコントロールのイベントを表示する (p.216) 、およびイベントの一
覧をファイルに出力する (p. 224) を参照してください。

また、デバイスコントロールのイベント設定ページで、デバイスコントロールのポリシーに
対して、特定のデバイスやデバイスモデルを対象から除外するよう設定できます。デバイス
の除外の詳細は、デバイスを特定のポリシーの対象から除外する (p.185) 、またはデバイス
をすべてのポリシーの対象から除外する (p. 184) を参照してください。

過去 1週間で、デバイスコントロールのイベントが、しきい値を超えて発生したコンピュー
タの台数は、ダッシュボードに表示されます。しきい値の設定方法については、ダッシュ
ボードを環境設定する (p. 56) を参照してください。

また、デバイスコントロールのイベントが発生した場合に、特定の受信者に警告を送信する
よう設定できます。詳細は、デバイスコントロールの警告やメッセージを設定する (p. 210)
を参照してください。

7.5.2 制御可能なデバイスの種類
デバイスコントロールでブロックできるデバイスは、ストレージデバイス、ネットワークデ
バイス、短距離無線通信デバイス、メディアデバイスです。

ストレージデバイス
■ リムーバブルストレージデバイス (USB フラッシュドライブ、PC カードリーダ、外付
けハードディスクドライブなど)

■ 光学メディアドライブ (CD-ROM/DVD/Blu-ray ドライブ)

■ フロッピーディスクドライブ
■ セキュリティ搭載リムーバブルストレージデバイス (ハードウェア暗号化機能搭載 USB
メモリなど)

サポートされているセキュリティ搭載リムーバブルストレージデバイスの一覧は、ソフォ
スのサポートデータベースの文章 63102を参照してください。

ヒント: セキュアなリムーバブルストレージのカテゴリを使うと、他のリムーバブルスト
レージデバイスをブロックしつつ、カテゴリに該当するセキュアなリムーバブルストレー
ジデバイスの使用を簡単に許可できます。

ネットワークデバイス
■ モデム
■ ワイヤレス機器 (Wi-Fi インターフェース、802.11 規格)
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また、ネットワークインターフェースに対して、「ブリッジ接続をブロックする」モードを
選択すると、企業ネットワークと外部ネットワーク間におけるブリッジ接続のリスクを大幅
に削減できます。この動作モードは、エンドポイントが物理的なネットワーク (通常、イー
サネットで接続) に接続した際に、ワイヤレスアダプタかモデムのどちらかが無効になるこ
とで作動します。エンドポイントを物理的なネットワークから切り離すと、シームレスにワ
イヤレスアダプタやモデムは再度有効になります。

短距離無線通信デバイス
■ Bluetooth インターフェース
■ 赤外線 (IrDA 赤外線インターフェース)

デバイスコントロールでは、内蔵型と外付け両方のデバイス/インターフェースがブロック
されます。たとえば、Bluetooth インターフェースをブロックするポリシーは、次のどちら
のインターフェースもブロックします。
■ コンピュータに内蔵されている Bluetooth インターフェース
■ コンピュータに接続されている USB ベースの Bluetooth アダプタ

メディアデバイス
■ MTP/PTP

MTP (メディア転送プロトコル) や PTP (画像転送プロトコル) を使用してコンピュータ
に接続する、携帯電話、タブレット端末、デジタルカメラ、メディアプレーヤー、およ
びその他のデバイスが含まれます。

7.5.3 コントロールするデバイスの種類を選択する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ デバイスコントロールポリシーを編集するには、「ポリシー設定 - デバイスコントロー
ル」権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

重要: Wi-Fi 経由で集中管理しているコンピュータがある場合、当該のコンピュータにおけ
るWi-Fi 接続はブロックしないでください。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのデバイスコントロールポリシーが適
用されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「デバイスコントロール」をダブルクリックします。次に、変
更するポリシーをダブルクリックします。

3. 「デバイスコントロールポリシー」ダイアログボックスの「環境設定」タブで、「スト
レージ」項目から使用をコントロールするストレージデバイスを選択します。
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4. 「タイプ」の隣の「ステータス」カラムをクリックし、表示されるドロップダウン矢印
をクリックします。許可するアクセスの種類を選択します。
デフォルトで、デバイスにはフルアクセスが許可されています。リムーバブルストレー
ジデバイス、光学ディスクドライブ、およびフロッピーディスクドライブについては、
「ブロック」または「読み取り専用」に変更できます。セキュアなリムーバブルスト
レージデバイスについては、「ブロック」に変更できます。

5. 「ネットワーク」の項目から、ブロックするネットワークデバイスの種類を選択します。
6. ネットワークデバイスタイプの隣の「ステータス」カラムをクリックし、表示されるド
ロップダウン矢印をクリックします。
■ ブロックするデバイスタイプに対して、「ブロック」を選択します。
■ 企業ネットワークと外部ネットワーク間のブリッジ接続を阻止するには、「ブリッジ
接続をブロックする」を選択します。このデバイスタイプは、エンドポイントが物理
的なネットワーク (通常、イーサネットで接続) に接続した際にブロックされます。
エンドポイントを物理的なネットワークから切り離すと、同デバイスタイプは再度有
効になります。

7. 「短距離無線通信デバイス」の項目から、ブロックする短距離無線通信デバイスの種類
を選択します。デバイスタイプの隣りの「ステータス」カラムで、「ブロック」を選択
します。
「OK」をクリックします。

8. 携帯電話、タブレット端末、デジタルカメラ、メディアプレーヤーなど、MTP (メディ
ア転送プロトコル) や PTP (画像転送プロトコル) を使用してコンピュータに接続するメ
ディアデバイスをブロックするには、「メディアデバイス」で「MTP/PTP」を選択して
ください。「ステータス」カラムで、「ブロック」を選択します。

7.5.4 デバイスをブロックせずに検出する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ デバイスコントロールポリシーを編集するには、「ポリシー設定 - デバイスコントロー
ル」権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

デバイスはブロックすることなく検出できます。このオプションを利用すると、デバイスの
ブロックを有効にする前に、デバイスを検出し、必要なものをデバイスコントロールの対象
から除外できるので便利です。

デバイスをブロックせずに検出するには、デバイスコントロールポリシー内でデバイスコ
ントロールを有効に設定し、検出のみモードを有効にします。検出するデバイスのステータ
スを「ブロック」に変更します。これにより、ポリシーに反する動作があった際に、各エン
ドポイントコンピュータで使用されるデバイスをブロックすることなく、デバイスのイベン
トが生成されます。

デバイスコントロールのイベントの詳細は、デバイスコントロールのイベントを表示する
(p. 216) を参照してください。
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デバイスをブロックせずに検出する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのデバイスコントロールポリシーが適
用されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「デバイスコントロール」をダブルクリックします。次に、変
更するポリシーをダブルクリックします。

3. 「デバイスコントロールポリシー」ダイアログボックスの「環境設定」タブで、「デバ
イスコントロールを有効にする」を選択します。

4. 「デバイスを検出するが、ブロックしない」を選択します。
5. まだ未設定の場合は、検出するデバイスのステータスを「ブロック」に変更します。(詳
細は、コントロールするデバイスの種類を選択する (p. 182) を参照してください。)

「OK」をクリックします。

7.5.5 デバイスを検出・ブロックする
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ デバイスコントロールポリシーを編集するには、「ポリシー設定 - デバイスコントロー
ル」権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのデバイスコントロールポリシーが適
用されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「デバイスコントロール」をダブルクリックします。次に、変
更するポリシーをダブルクリックします。

3. 「デバイスコントロールポリシー」ダイアログボックスの「環境設定」タブで、「デバ
イスコントロールを有効にする」チェックボックスを選択します。

4. 「デバイスを検出するが、ブロックしない」チェックボックスの選択を外します。
5. まだ未設定の場合は、ブロックするデバイスのステータスを「ブロック」に変更します。

(詳細は、コントロールするデバイスの種類を選択する (p. 182) を参照してください。)

「OK」をクリックします。

7.5.6 デバイスをすべてのポリシーの対象から除外する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ デバイスコントロールポリシーを編集するには、「ポリシー設定 - デバイスコントロー
ル」権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。
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デフォルトのポリシーを含む、すべてのポリシーの対象からデバイスを除外できます。この
除外設定は、以後、作成するすべてのポリシーに適用されます。

デバイスは個別に除外するか (「このデバイスのみ」)、または特定のデバイスモデルを除外
できます (「このモデル ID のデバイスすべて」)。1台のデバイスに対して、除外の設定は、
必ず、個別かモデル ID 別か、どちらか 1つで設定してください。両方設定した場合、個別
のデバイスの設定が優先されてしまいます。

デバイスをすべてのデバイスコントロールポリシーの対象から除外する方法は次のとおり
です。

1. 「イベント」メニューの「デバイスコントロールのイベント」をクリックします。

「デバイスコントロール - イベントビューア」ダイアログボックスが表示されます。

2. 特定のイベントだけを表示する場合は、「検索の条件」ペインで、適宜フィルタを設定
します。そして、「検索」をクリックしてイベントを表示します。
詳細は、デバイスコントロールのイベントを表示する (p. 216) を参照してください。

3. ポリシーから除外するデバイスのエントリを選択し、「デバイスの除外」をクリックし
ます。
「デバイスの除外」ダイアログボックスが表示されます。「デバイスの詳細」に、デバ
イスのタイプ、モデル、モデル ID、およびデバイス ID が表示されます。「除外の詳細」
の「スコープ」の下に、「すべてのポリシー」と表示されます。

注: 除外の対象にしたいデバイス (エンドポイントコンピュータの内蔵型 CD/DVD ドラ
イブなど) のイベントがない場合は、当該のデバイスのあるコンピュータに移動し、「デ
バイスマネージャ」でデバイスを有効にします。(「デバイスマネージャ」を開くには、
「マイコンピュータ」を右クリックし、「管理」をクリックします。そして、「デバイ
スマネージャ」をクリックします。)これにより、「ブロック」イベントが発生し、「デ
バイスコントロール - イベントビューア」ダイアログボックスに表示されます。このス
テップのはじめに説明した方法で、デバイスを除外します。

4. このデバイスのみ除外するか、または、このモデル ID のデバイスすべてを除外するか選
択します。

5. デバイスに対して、フルアクセス、または読み取り専用のアクセスを許可します。
6. 必要に応じて、「コメント」フィールドにコメントを入力します。たとえば、除外設定
の申請者名などを入力できます。

7. 「OK」をクリックします。

7.5.7 デバイスを特定のポリシーの対象から除外する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ デバイスコントロールポリシーを編集するには、「ポリシー設定 - デバイスコントロー
ル」権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

特定のデバイスをデバイスコントロールポリシーの対象から除外できます。
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デバイスは個別に除外するか (「このデバイスのみ」)、または特定のデバイスモデルを除外
できます (「このモデル ID のデバイスすべて」)。1台のデバイスに対して、除外の設定は、
必ず、個別かモデル ID 別か、どちらか 1つで設定してください。両方設定した場合、個別
のデバイスの設定が優先されてしまいます。

デバイスをポリシーの対象から除外する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのデバイスコントロールポリシーが適
用されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「デバイスコントロール」をダブルクリックします。次に、変
更するポリシーをダブルクリックします。

3. 「デバイスコントロールポリシー」ダイアログボックスの「環境設定」タブで、「除外
の追加」をクリックします。

「デバイスコントロール - イベントビューア」ダイアログボックスが表示されます。

4. 特定のイベントだけを表示する場合は、「検索の条件」ペインで、適宜フィルタを設定
します。そして、「検索」をクリックしてイベントを表示します。
詳細は、デバイスコントロールのイベントを表示する (p. 216) を参照してください。

5. ポリシーから除外するデバイスのエントリを選択し、「デバイスの除外」をクリックし
ます。
「デバイスの除外」ダイアログボックスが表示されます。「デバイスの詳細」に、デバ
イスのタイプ、モデル、モデル ID、およびデバイス ID が表示されます。「除外の詳細」
の「スコープ」の下に、「このポリシーのみ」と表示されます。

注: 除外の対象にしたいデバイス (エンドポイントコンピュータの内蔵型 CD/DVD ドラ
イブなど) のイベントがない場合は、当該のデバイスのあるコンピュータに移動し、「デ
バイスマネージャ」でデバイスを有効にします。(「デバイスマネージャ」を開くには、
「マイコンピュータ」を右クリックし、「管理」をクリックします。そして、「デバイ
スマネージャ」をクリックします。)これにより、「ブロック」イベントが発生し、「デ
バイスコントロール - イベントビューア」ダイアログボックスに表示されます。このス
テップのはじめに説明した方法で、デバイスを除外します。

6. このデバイスのみ除外するか、または、このモデル ID のデバイスすべてを除外するか選
択します。

7. デバイスに対して、フルアクセス、または読み取り専用のアクセスを許可します。
8. 必要に応じて、「コメント」フィールドにコメントを入力します。たとえば、除外設定
の申請者名などを入力できます。

9. 「OK」をクリックします。

7.5.8 管理対象外のデバイスのリストを表示/編集する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ デバイスコントロールポリシーを編集するには、「ポリシー設定 - デバイスコントロー
ル」権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。
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詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

管理対象外のデバイスのリストを表示/編集する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのデバイスコントロールポリシーが適
用されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「デバイスコントロール」をダブルクリックします。次に、変
更するポリシーをダブルクリックします。

3. 「デバイスコントロールポリシー」ダイアログボックスの「環境設定」タブで、除外を
表示する管理対象外のドライブの種類 (例:光学ドライブなど) を選択します。「除外の
表示」をクリックします。

「<デバイスタイプ> の除外」ダイアログボックスが表示されます。除外の対象が特定の
モデル ID のデバイスすべての場合は、「デバイス ID」フィールドには何も表示されま
せん。

4. 管理対象デバイスのリストを編集する場合は、次のいずれかの手順を実行します。
■ 除外を追加する場合は、「追加」をクリックします。詳細は、デバイスを特定のポリ
シーの対象から除外する (p. 185) を参照してください。

■ 除外を編集する場合は、編集する除外を選択し、「編集」をクリックします。「デバ
イスの除外」ダイアログの設定を適宜編集します。

■ 除外を削除する場合は、除外項目を選択し、「削除」をクリックします。

これにより、編集中のポリシーから当該の除外項目が削除されます。他のポリシーか
らも当該の除外項目を削除する場合は、各ポリシーに対して同じステップを繰り返し
てください。

7.6 タンパープロテクションポリシー
タンパープロテクションは、許可されていないユーザー (ローカルアドミニストレータや専
門知識のないユーザーなど) や既知のマルウェアによって、ソフォスのセキュリティソフト
がアンインストールされたり、Sophos Endpoint Security and Controlの GUI から無効に設
定されたりすることを防止する機能です。

注:この機能は詳しい専門知識を持つユーザーから製品を保護するものではありません。ま
た、検出を避けるために OS を妨害するマルウェアから製品を保護するものでもありませ
ん。このタイプのマルウェアは、脅威検索や疑わしい動作検索のみで検出されます。(詳細
は、ウイルス対策および HIPS ポリシー (p. 90) を参照してください。)

タンパープロテクションを有効にし、タンパープロテクションのパスワードを作成する
と、パスワードが与えられていない SophosAdministrator グループのメンバーは次の操作が
できなくなります。
■ Sophos Endpoint Security and Control でオンアクセス検索や疑わしい動作の検知を再設
定する。

■ タンパープロテクションを無効にする。
■ Sophos Endpoint Security and Controlのコンポーネント (Sophos Anti-Virus、Sophos

Client Firewall、Sophos AutoUpdate、Sophos Remote Management System) をアンイ
ンストールする。
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SophosAdministrator グループのメンバーに上記のタスクの実行を許可するには、タンパー
プロテクションのパスワードを通知する必要があります。ユーザーはまずパスワード認証を
行います。

SophosUser および SophosPowerUser グループのメンバーは、タンパープロテクション機
能による影響を受けません。タンパープロテクションを有効にした場合、これらのユーザー
は、タンパープロテクションのパスワードを入力せずに、通常、実行を許可されているタ
スクすべてを実行できます。

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ タンパープロテクションポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - タンパープロテ
クション」権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

タンパープロテクションのイベント
たとえば、未認証のユーザーがエンドポイントコンピュータから Sophos Anti-Virust をアン
インストールしようとした操作をブロックするなど、タンパープロテクションのイベント
が発生すると、イベントログに記録されます。記録されたログは Enterprise Console で表
示できます。詳細は、タンパープロテクションのイベントを表示する (p.218) を参照してく
ださい。

タンパープロテクションのイベントには次の 2種類があります。
■ タンパープロテクションの認証に成功したときに記録されるイベント。認証済みのユー
ザーの名前と認証した日時が表示されます。

■ ソフォス製品を改変しようとする操作が失敗したときに記録されるイベント。当該のソ
フォス製品またはコンポーネントの名前、発生日時、操作を行ったユーザーの名前が表
示されます。

7.6.1 タンパープロテクションを有効/無効に切り替える
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ タンパープロテクションポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - タンパープロテ
クション」権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

タンパープロテクションを有効/無効に切り替える方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのタンパープロテクションポリシー
が適用されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「タンパープロテクション」をダブルクリックします。次に、
変更するポリシーをダブルクリックします。
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3. 「タンパープロテクションポリシー」ダイアログボックスで、「タンパープロテクショ
ンを有効にする」チェックボックスを選択するか、または選択を外します。
はじめてタンパープロテクション機能を有効にする際は、「パスワードボックス」で
「セット」をクリックします。「タンパープロテクションのパスワード」ダイアログ
ボックスに、パスワードを入力し、確認入力します。

ヒント:パスワードは、大文字、小文字、数字を組み合わせ、8文字以上指定することを
推奨します。

7.6.2 タンパープロテクションのパスワードを変更する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ タンパープロテクションポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - タンパープロテ
クション」権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

タンパープロテクションのパスワードを変更する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのタンパープロテクションポリシー
が適用されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「タンパープロテクション」をダブルクリックします。次に、
変更するポリシーをダブルクリックします。

3. 「タンパープロテクションポリシー」ダイアログボックスで、「パスワード」ボックス
の「変更」をクリックします。「タンパープロテクションのパスワード」ダイアログ
ボックスに、パスワードを入力し、確認入力します。

ヒント:パスワードは、大文字、小文字、数字を組み合わせ、8文字以上指定する必要が
あります。

7.7 パッチポリシー
注:この機能はすべてのライセンスには含まれていません。利用するには追加購入が必要と
なります。詳細は、http://www.sophos.com/ja-jp/products/complete/comparison.aspxを参照
してください。

Enterprise Console では、お使いのコンピュータに最新のセキュリティパッチが適用されて
いるかどうかをチェックできます。

SophosLabs が定義する緊急度から、最も深刻なセキュリティパッチがどれであるかがわか
るため、緊急性の高い問題にすばやく対処できます。最新の攻撃情報をもとに算出している
ため、SophosLabs が指定するパッチの緊急度は他のベンダーによる深刻度評価と異なる場
合があります。

パッチ評価機能を利用する前に、ネットワーク上のコンピュータにパッチエージェントをイ
ンストールする必要があります。パッチエージェントは、パッチの評価を実行してその結果
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を Enterprise Console に送信します。インストールには「コンピュータの保護ウィザード」
を使用します。詳細は、コンピュータを自動保護する (p. 53) を参照してください。

ここでの説明はパッチエージェントがインストール済みであることを想定しています。

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ パッチポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - パッチ」権限が必要です。
■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

ロールベースの管理の詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してくだ
さい。

7.7.1 パッチ評価の仕組み
パッチ評価はデフォルトのポリシーで無効に設定されています。パッチ評価を有効化する
と、コンピュータで評価が開始されます。これには数分かかることがあります。以後、ポリ
シーで設定されている頻度に基づいて (デフォルトで一日一回) 評価が行われます。

注:  Enterprise Console がソフォスからパッチの評価データを一度もダウンロードしない状
態でコンピュータの評価を実行した場合、パッチ評価のイベントビューアに結果は表示され
ません。ダウンロードには数時間かかることがあります。ダウンロードが完了したかどうか
を確認するには、「イベント - パッチ評価のイベント」の「パッチ情報」フィールドを参照
します。

何らかの理由で、Enterprise Console からパッチエージェントが更新されなかった場合は、
前回ダウンロードしたパッチ検出データに基づいてコンピュータの評価が実施されます。

セキュリティパッチが適用されているかどうかの評価は、コンピュータにインストール済み
のソフトウェアのみに対して実施されます。既存のバッチを置き換える新たなパッチがリ
リースされると、古い方のパッチが適用されているかどうかはチェックされなくなります。
新しいパッチのみに対して評価が実施されます。

7.7.1.1 パッチの置き換えとは？
過去にリリースされたパッチはベンダーによって置き換えられることがありますが、この新
しいパッチを「置き換え後のパッチ」といいます。置き換えられる古いパッチは、「置き換
え前のパッチ」といいます。

コンピュータを最新の状態に保つには、置き換え後のパッチを適用することを推奨します。

例:「virusX」というウイルスに対する修正を含むパッチ「P01」が、「P02」に置きかえら
れた場合、「P02」をインストールすることを推奨します。

7.7.2 パッチ評価のイベントについて
パッチ評価のイベント (パッチがインストールされていないコンピュータの検出など) が発
生すると、Enterprise Console にイベントの情報が送信されます。送信されたイベントは、
「パッチ評価 - イベントビューア」で表示できます。

「パッチ評価 - イベントビューア」で、フィルタを使用して確認したいイベントのみを表示
することができます。またパッチ評価のイベントのリストをファイルに出力することもでき
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ます。詳細は、パッチ評価のイベントを表示する (p.219) 、およびイベントの一覧をファイ
ルに出力する (p. 224) を参照してください。

7.7.3 パッチ評価を有効/無効に切り替える
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ パッチポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - パッチ」権限が必要です。
■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

パッチ評価を有効/無効に切り替える方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのパッチポリシーが指定されているかを確認し
てください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「パッチ」をダブルクリックします。次に、変更するポリシー
をダブルクリックします。

3. 「パッチポリシー」ダイアログボックスで、「パッチ評価を有効にする」チェックボッ
クスを選択から外します。そして、「OK」をクリックします。

7.7.4 パッチ評価の頻度を選択する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ パッチポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - パッチ」権限が必要です。
■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

パッチ評価の頻度を選択する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループに、どのパッチポリシーが指定されているかを確認し
てください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「パッチ」をダブルクリックします。次に、変更するポリシー
をダブルクリックします。

3. 「パッチポリシー」ダイアログボックスで、「未適用パッチの評価」フィールドのドロッ
プダウン矢印をクリックして適切な評価頻度を選択します。「OK」をクリックします。
ここで選択した頻度で評価を実施するには、ポリシーでパッチ評価を有効に設定する必
要があります。
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7.8 Web コントロールポリシー
注:この機能はすべてのライセンスには含まれていません。利用するには追加購入が必要と
なります。詳細は、http://www.sophos.com/ja-jp/products/complete/comparison.aspxを参照
してください。

Enterprise Consoleでは、デフォルトで、Web コントロールポリシーは無効になっていま
す。「Web コントロールを有効にする」を選択すると、次のいずれか 1つのポリシーオプ
ションを指定できます。
■ 不適切なWeb サイトのコントロール:この基本的なWeb コントロールのオプションで
は、14種類の基本的なカテゴリに基づいて設定を行うことができます。このオプション
は、ユーザーがアクセスすることで、組織が法的責任を問われる可能性があるWeb サイ
トに対して指定できます。詳細は、不適切なWeb サイトのコントロール (p. 193) を参照
してください。

■ 高度なWeb コントロール:全機能に対応した包括的なポリシー (50種類以上のWeb サイ
トカテゴリに対応) を適用します。このオプションを利用するには、Sophos Web
Appliance、Sophos Management Appliance (共に日本では未提供)、または Sophos UTM
アプライアンス (バージョン 9.2 以降) が必要です。これらのアプライアンスと連携して
エンドポイントとの同期を行い、ポリシーのアップデートを配信したり、Web の活動履
歴を収集します。詳細は、高度なWeb コントロール (p. 198) を参照してください。

「不適切なWeb サイトのコントロール」オプションを使用する場合、既存のWeb コント
ロールポリシーを編集するか、新しいポリシーを作成することができます。詳細は、ポリ
シーを作成する (p.38) を参照してください。各カテゴリをそれぞれ「ブロック」、「警告」
または「許可」に指定できます。Web コントロールのステータスとWeb のイベントは、
Enterprise Consoleに表示されます。Web イベントの詳細は、Web のイベントを表示する
(p. 222) を参照してください。

「高度なWeb コントロール」ポリシーを使用している場合、Enterprise Consoleでは、詳
細なWeb コントロールポリシーを設定するWeb Appliance、UTM アプライアンス、また
は Management Appliance のロケーション情報、およびアプライアンスとEnterprise Console
との間でセキュア通信を行うために共有鍵が必要となります。「高度なWeb コントロー
ル」ポリシーが選択されると、ほとんどのレポート・監視はアプライアンスで行われるよう
になります。ただし、Sophos Endpoint Security and Controlのライブ URL フィルタリング
(Web Protection (p. 114) ) 機能でスキャン・評価されたWeb サイトは Enterprise Consoleに
Web のイベントとして表示されます。

Web コントロールについての詳細は、エンドポイントにおけるWeb コントロール概要ガイ
ドを参照してください。

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ Web コントロールポリシーを編集するには、「ポリシー設定 - Web コントロール」権
限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

ロールベースの管理の詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してくだ
さい。
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7.8.1 不適切な Web サイトのコントロール
注:この機能はすべてのライセンスには含まれていません。利用するには追加購入が必要と
なります。詳細は、http://www.sophos.com/ja-jp/products/complete/comparison.aspxを参照
してください。

基本的なWeb サイトのコントロールを使用すると、14種類のWeb サイトのカテゴリに基
づいて、ユーザーのWeb アクセスをコントロールできます。各カテゴリに対してデフォル
トのアクションが指定されていますが (Web サイトのカテゴリについて (p.194) を参照)、必
要に応じて別のアクション (Web サイトのカテゴリに対する操作を選択する (p.196) を参照)
を選択できます。

制限付きWeb サイトへのユーザーアクセスをブロックすることができます。イベントが作
成され、ユーザーに対して表示され、Enterprise Consoleに送信されます。

また、ユーザーが制限付きサイトにアクセスすると、警告が表示されるように設定すること
もできます。ユーザーが操作を続行しない場合でも、警告イベントが作成されます。警告が
表示されたにも関わらず、ユーザーが操作を続行してサイトを表示すると、イベントがさら
にもう 1つ作成され Enterprise Consoleに送信されます。

注: 対応している全種類のWeb ブラウザで、HTTP サイトと HTTPS サイトの両方がコン
トロールされますが、URL が HTTP か HTTPS によってユーザー通知の方法は異なります。
HTTP サイトの場合、「ブロック」または「警告」に指定されたカテゴリに属するサイトに
アクセスすると、ユーザーに通知ページが表示されます。HTTPS サイトの場合、サイトが
「ブロック」されている場合のみユーザーに通知が表示され、通知は、バルーンヒントと
してWindows システムトレイに表示されます。「警告」に指定された HTTPS サイトにア
クセスしても、ユーザー通知が行われることはなく、ログにも記録されません。代わりに、
要求したページへのユーザーアクセスの続行が許可され、そのイベントは、Enterprise
Consoleで「続行」されたアクションとしてログに記録されます。

特定のWeb サイトのカテゴリに対して「許可」を選択した場合、例外Web サイトが指定
されていない限り、ユーザーはそのカテゴリに属するWeb サイトすべてにアクセスするこ
とができます。「不適切なWeb サイトのコントロール」を選択している場合、「許可」に
指定されたサイトへのアクセスはログに記録されません。

注: なお、許可されたWeb サイトも、Sophos Endpoint Security and Controlのライブ URL
フィルタリング (Web Protection) 機能でスキャン・評価されます。

7.8.1.1 不適切な Web サイトのコントロールを有効にする
Enterprise ConsoleでWeb コントロールを有効にし、不適切なWeb サイトのコントロール
ポリシーを使用するには、次の手順を実行してください。

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ Web コントロールポリシーを編集するには、「ポリシー設定 - Web コントロール」権
限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

ロールベースの管理の詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してくだ
さい。
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不適切なWeb サイトのコントロールを有効にする方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのWeb コントロールポリシーが適用
されているか確認してください。詳細は、グループに適用されているポリシーを確認す
る (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「Web コントロール」をダブルクリックします。次に、変更す
るポリシーをダブルクリックします。

「Web コントロールポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「全般」タブで、「Web コントロールを有効にする」を選択します。

「不適切なWeb サイトのコントロール」ポリシーが表示されます。14種類の各カテゴ
リに対してデフォルトのアクションが指定されていますが、別のアクションを指定する
こともできます。詳細は、Web サイトのカテゴリに対する操作を選択する (p. 196) を参
照してください。

7.8.1.2 Web サイトのカテゴリについて
「不適切なWeb サイトのコントロール」を選択し、14種類のWeb サイトのカテゴリを設
定して、Web ブラウザ経由でユーザーがアクセスできるインターネットのコンテンツをコ
ントロールすることができます。詳細は、不適切なWeb サイトのコントロール (p. 193) を
参照してください。

以下で説明するWeb サイトのカテゴリがコントロールの対象となります。各カテゴリに対
するデフォルトの操作は、括弧内を参照してください。各カテゴリに対して、「ブロック」、
「警告」または「許可」を指定できます。「許可」を選択すると、そのカテゴリに属するす
べてのWeb サイトに対するアクセスをユーザーに許可します。操作を変更するには、Web
サイトのカテゴリに対する操作を選択する (p. 196) を参照してください。
■ アダルト/ポルノ (ブロック):このカテゴリには、性具、CD-ROM およびビデオなどのア
ダルド製品のサイト、児童ポルノおよび小児性愛 (インターネット監視財団 (IWF) のブ
ラックリストを含む) のサイト、ビデオチャット、エスコートサービス、ストリップクラ
ブなどのアダルトサービスのサイト、エロチックな話や性行為の文章による描写のある
サイト、性描写のある漫画やアニメーションのサイト、性的に露骨なニュースグループ
やフォーラムなどのオンライングループのサイト、性的関連、エロチックなフルまたは
部分的ヌードのあるサイト、性的に使用されている動物や無生物を含む、性行為の描写
や画像のあるサイト、性的搾取または性的暴力を表す文章または画像のあるサイト、ボ
ンデージ、フェティシズム、性器ピアスに関するサイト、ヌード画像のあるナチュリス
トサイト、およびヌードを含むアダルト/フェティシズム写真のあるサイトが含まれま
す。

注:性の健康、乳ガン、または性感染症に関するサイトは対象外です (写実的な画像のあ
るサイトは対象になります)。

■ アルコール、タバコ (警告):このカテゴリには、アルコールやタバコ製品を無償または有
償で促進/頒布するサイトが含まれます。

■ 匿名プロキシ (ブロック):このカテゴリには、リモートプロキシや匿名ネットサーフィン
に関するサイト、フィルタ処理を回避する検索エンジンのキャッシュ、およびフィルタ
リングを回避するWeb ベースの翻訳サイトが含まれます。
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■ 犯罪行為 (ブロック):このカテゴリには、違法行為の実行を支持/指示/助言するサイト、
法執行を回避するためのヒント、ピッキングおよび窃盗手法についてのサイトが含まれ
ます。

■ ギャンブル (警告):このカテゴリには、現実の通貨や仮想通貨の使用を誘うオンライン
ギャンブルや宝くじサイト、賭け方や、宝くじ・ギャンブル・富くじへの参加に関する
情報やアドバイスのあるサイト、仮想カジノやオフショアギャンブルのサイト、スポー
ツピックやくじのサイト、賞金が高額、または賭け金が高額の仮想スポーツリーグやシ
ミュレーションリーグのサイトが含まれます。

■ ハッキング (ブロック):このカテゴリには、パスワードのハッキング、ウイルスの作成、
または他のコンピュータやコンピュータ化された通信システムへのアクセス取得を目的
として、機器やソフトウェアを疑わしい方法または不法に使用することの促進、指示、
または助言を提供するサイト、フィルタリングソフトに関する指示や回避策を提供する
サイト、クラッキングしたソフトおよび情報サイト、海賊版ソフトおよびマルチメディ
アのダウンロードサイト、およびコンピュータ犯罪サイトが含まれます。

■ 違法薬物 (ブロック):このカテゴリには、工業利用以外の目的で違法薬物を製造/栽培す
るための方法/指示/キットを提供するサイト、アルコール、タバコ、違法薬物、およびそ
の他未成年者に違法である薬物の使用を美化/奨励/指示したり、またはその使用を隠すこ
とについてのサイト、シンナー遊び、処方薬の誤用、および他の合法薬物のの乱用を含
む、「合法ドラッグ」に関する情報のあるサイト、違法薬物の無償または有償での頒布、
麻薬道具の表示/販売およびその使用に関する記述のあるサイトが含まれます。

■ 不寛容、差別問題 (ブロック) :このカテゴリには、宗教、人種、国籍、性別、年齢、身
体障害、または性的指向などに基づいて、特定の集団や団体に対する中傷や攻撃を奨励
または扇動するサイト、人種、宗教、国籍、性別、年齢、身体障害、または性的指向に
基づく、本質的に至上主義であり排他的な政治的/社会的な課題を奨励するサイト、ホロ
コースト修正主義/否認サイト、および憎悪を促進する他の修正主義サイト、ギャング1

またはカルト2への入団を強制・勧誘するサイト、好戦性・過激派サイト、反対意見や信
念を認識・尊重しないなど、甚だしく無神経/不快なコンテンツのあるサイトが含まれま
す。

注:上記の条件を含む、ニュース、歴史的事件、プレス記事などは対象外です (写実的な
画像のあるサイトは対象になります)。
1ギャングとは、重罪の犯罪行為を主な活動内容とし、通称や独自のサインやマークを持
ち、所属メンバが個人または集団でその団体の名の下に犯罪行為に関与する団体として
定義されます。
2カルトは、団員の性格や行動を変えるような不当な影響を与えて、団員をごまかし、
巧みに入団させ維持している団体として定義されます。また、指導者が全権を握り、観
念体系は全体主義で、個人の意思は団体に支配され、団体自体が、社会から団体を隔絶
します。

■ フィッシング、詐欺 (ブロック):このカテゴリには、フィッシングや電話詐欺を行うサイ
ト、電話サービス盗難の助言サイト、研究論文の販売サイトを含む、盗用・不正行為サ
イトが含まれます。

■ スパム URL (ブロック):このカテゴリには、特に、コンピュータ、金融・株、エンター
テイメント、ゲーム、健康・医療、ユーモア・ノベルティ、出会い系、製品・サービス、
ショッピング、トラベルなどに関するスパムに含まれる URL が含まれます。
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■ スパイウェア (ブロック):このカテゴリには、悪質な実行可能ファイルやウイルス、サー
ドパーティの監視や他の未承諾商用ソフトウェア、スパイウェアおよびマルウェアの
「無断アクセス」の宛先など、エンドユーザーや組織に知られずに、またはエンドユー
ザーや組織の明示的な同意を得ずに、情報収集または追跡機能を提供または助長するサ
イトが含まれます。

■ 悪趣味、不快 (警告):このカテゴリには、冗談、マンガ、風刺などを通じて、不快または
暴力的な言葉を使用するサイト、冒涜的な言葉やわいせつなコンテンツの過剰使用のあ
るサイトが含まれます。

■ 暴力 (警告):このカテゴリには、人間、動物、または団体に対する暴行を描写、記述、ま
たは奨励するサイト、拷問、切断、流血、恐ろしい死についての記述のあるサイト、摂
食障害や依存症を含む、自殺または自傷の支持、奨励、描写のあるサイト、爆弾や他の
有害または破壊的な装置を作成するための手順、材料、またはセットについての説明す
るサイト、テロ行為を奨励するサイト、ビデオゲームやオンラインゲームを含む、過剰
に暴力的なスポーツやゲームのサイトが含まれます。

注: 上記の条件を含む可能性がある、ニュース、歴史的事件、プレス記事などはブロッ
クされません (写実的な画像のあるサイトは対象になります)。

■ 武器 (警告):このカテゴリには、価格表や販売店の所在地を含む、オンラインでの購買ま
たは注文情報のあるサイト、銃、武器、弾薬、毒物の販売に関するコンテンツを主に含
むか、そのようなコンテンツへのリンクを提供するページまたはサイト、銃、武器、弾
薬、毒物の表示または使用法の詳しい説明のあるサイト、機関銃、自動火器、および他
の攻撃用武器や狙撃手の訓練を提供するクラブのサイトが含まれます。

注: 武器は、障害、打倒、または破壊に使用されるもの (こん棒、刃物、または銃など)
として定義されます。

7.8.1.3 Web サイトのカテゴリに対する操作を選択する
Web コントロールを有効にし、「不適切なWeb サイトのコントロール」ポリシーを選択す
ると、各Web サイトのカテゴリに対するアクションを設定できます。また、デフォルトの
ポリシーに基づいた新規ポリシーを作成することもできます。詳細は、ポリシーを作成する
(p. 38) を参照してください。
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Web サイトのカテゴリに対する操作を選択する方法は次のとおりです。

1. 「全般」タブで、Web サイトのカテゴリの横にあるドロップダウンリストから、次のい
ずれか 1つのアクションを選択してください。
■ ブロック:選択したカテゴリに属するWeb サイトへのユーザーアクアセスを阻止す
る。HTTP Web ページの場合、ブロック通知、およびその理由がユーザーに対して
表示されます。HTTPS ページの場合は、バルーンヒントがユーザーのWindows シ
ステムトレイに表示されます。

■ 警告:社内のWeb 使用ポリシーに違反する恐れがあることをユーザーに警告するが、
続行を許可する。HTTP Web ページの場合、警告通知がユーザーに対して表示され、
同サイトへのアクセスを続行することに対して注意を促します。HTTPS ページの場
合は、通知がユーザーに対して表示されず、同サイトへのアクセスの続行が許可され
ます。このイベントは、「続行」イベントとして Enterprise Consoleに記録されま
す。

■ 許可:選択したカテゴリに属するWeb サイトへのユーザーアクアセスを許可する。こ
のイベントはログに記録されません。

2. 「OK」をクリックします。

7.8.1.4 例外 Web サイトを管理する
「不適切なWeb サイトのコントロール」ポリシーを選択済みの場合、「ブロック」および
「警告」アクションの例外を作成できます。Web コントロールの対象から除外するには
Web サイトを「許可するWeb サイト」リストまたは「ブロックするWeb サイト」リスト
に追加します。除外する項目は、IP アドレスやドメイン名で指定します。また、既存のエ
ントリを編集したり、リストからWeb サイトを削除したりすることもできます。

注:ブロックリストと許可リストの間で重複や整合性のとれない項目がある場合は、常にブ
ロックリストの項目が優先されます。たとえば、ブロックリストと許可リストの両方に同じ
IP アドレスが指定された場合、そのWeb サイトはブロックされます。さらに、ブロックリ
ストにあるドメインのサブドメインが許可リストで指定された場合は、許可リストの設定は
無視され、ドメインとそのサブドメインすべてがブロックされます。

例外Web サイトを追加する方法は次のとおりです。

1. 「例外Web サイト」タブで、「許可するWeb サイト」または「ブロックするWeb サ
イト」テキストボックスの横にある「追加」ボタンをクリックします。

2. 「許可するWeb サイトの追加」ダイアログボックスで、「ドメイン名」、「IP アドレ
スとサブネットマスク」、または「IP アドレス」をクリックします。各形式の例は、該
当するテキストボックスの上部に表示されます。

3. テキストボックスに、許可またはブロックするWeb サイトのドメイン名や IP アドレス
を入力します。

4. 「OK」をクリックします。

Web サイトを編集したり、リストから削除したりする場合は、該当するWeb サイトを選択
して、「編集」または「削除」をクリックします。
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7.8.2 高度な Web コントロール
注:この機能はすべてのライセンスには含まれていません。利用するには追加購入が必要と
なります。詳細は、http://www.sophos.com/ja-jp/products/complete/comparison.aspxを参照
してください。

Sophos Web Appliance、Sophos Management Appliance (どちらも国内未販売)、または
Sophos UTM アプライアンス (バージョン 9.2 以降) を導入している場合は、Enterprise
Consoleを使用して、ユーザーにアプライアンスベースのポリシーを適用することができ
ます。

エンドポイントコンピュータは、「不適切なWeb サイトのコントロール」ポリシーを選択
した場合と同様に Enterprise Consoleと通信しますが、Web コントロールのルールおよび
Web のイベントのログは、指定したアプライアンスと同期されます。ポリシーはエンドポ
イントコンピュータに保存され、最新のソフォスのデータに基づいて適用されます。

ユーザーアクセスは、Web コントロールポリシーに基づいて、「ブロック」、「警告」、
「許可」されます。ユーザーアクセスのデータは、Web Applianceまたは Management
Applianceでは「レポート」および「検索」機能から、UTM アプライアンスでは「ログと
レポート > Web プロテクション」オプションから表示できます。Web コントロールのイベ
ントはアプライアンスのログに記録されます。一方、Sophos Endpoint Security and Control
のライブ URL フィルタリング (Web Protection) 機能でスキャン・評価されたサイトは、
Enterprise ConsoleにWeb のイベントとして記録されます。

注: 対応している全種類のWeb ブラウザで、HTTP サイトと HTTPS サイトの両方がコン
トロールされますが、URL が HTTP か HTTPS によってWeb Appliance や Management
Appliance のユーザー通知の方法は異なります。HTTP サイトの場合、「ブロック」または
「警告」に指定されたカテゴリに属するサイトにアクセスすると、ユーザーに通知ページが
表示されます。HTTPS サイトの場合、サイトが「ブロック」されている場合のみユーザー
に通知が表示され、通知は、バルーンヒントとしてWindows システムトレイに表示されま
す。「警告」に指定された HTTPS サイトにアクセスしても、ユーザー通知もログへの記録
も行われません。代わりに、要求したページへのユーザーアクセスの続行が許可され、その
イベントは、Web Applianceまたは Management Applianceで「続行」されたアクション
としてログに記録されます。

UTM アプライアンスでは、エンドポイントコンピュータの監視と保護にクラウドベースの
集中管理サービス、Sophos LiveConnect が使用されます。LiveConnect により、ローカル
ネットワーク上のエンドポイント、支社・支店、外出の多いユーザーのエンドポイントなど
常にすべてのエンドポイントを管理できます。社内からネットワークに接続していない場合
でも、ポリシーの更新内容がユーザーに配信され、エンドポイントコンピュータからレポー
トデータがアップロードされます。

Web Applianceまたは Management Applianceを使用している場合は、エンドポイントは
直接または Sophos LiveConnect 経由でアプライアンスと通信を行えます。

「高度なWeb コントロール」を選択すると、詳細機能に対応したWeb コントロールポリ
シーを使用することができます。高度なWeb コントロール機能には、基本的なWeb コン
トロール機能と比較して次のようなメリットがあります (使用しているアプライアンスによ
り異なります)。
■ 50種類を超える URL のカテゴリに基づいて、ユーザーアクセスを警告またはブロック
できる。

■ 「特別の時間帯」用の専用のポリシーを適用できる。

198

Sophos Enterprise Console

http://www.sophos.com/ja-jp/products/complete/comparison.aspx


■ デフォルトまたは特定の時間帯用のポリシーにおける、ユーザーやグループごとの例外
を指定する追加ポリシーを複数使用できる。

■ 詳細なログやレポートをWeb Appliance、Management Applianceまたは UTM アプライ
アンスで表示できる。

■ ユーザーがリモート接続する場合でも、LiveConnect を使用して、アップデート版ポリ
シーを適用したり、レポートデータをアップロードしたりできる。

■ ブロックされた URL の処理に関するコメントをユーザーが送信できる。
■ 企業ロゴを含むカスタマイズした通知ページや、固有のテキストをユーザーに対して表
示できる。詳細は「Sophos Web Appliance」の製品ドキュメントを参照してください。

■ SafeSearch が有効になっている場合、一般的な検索エンジン経由で、ユーザーが不適切
なWeb サイトにアクセスすることが自動的にブロックされる。

詳細なWeb Applianceポリシーの設定に関する情報は、Sophos Web Applianceの製品ド
キュメントを参照してください。 http://wsa.sophos.com/docs/wsa/.

UTM アプライアンスの製品ドキュメントは、次のサイトから入手可能です。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/documentation/sophos-utm.aspx

7.8.2.1 高度な Web コントロールを有効にする
注: 以下の説明は、Sophos Web Appliance、Sophos Management Appliance、または Sophos
UTM アプライアンス (バージョン 9.2 以降) がインストール・設定済みで、それが正常に動
作しており、さらにエンドポイントにおけるWeb アクセス制御を使用していることを想定
しています。

デフォルトで、Web コントロールポリシーは無効になっています。次の手順を実行して、
Web コントロールを有効にし、「高度なWeb コントロール」ポリシーを使用してくださ
い。

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ Web コントロールポリシーを編集するには、「ポリシー設定 - Web コントロール」権
限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

ロールベースの管理の詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してくだ
さい。

高度なWeb コントロールを有効にする方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのWeb コントロールポリシーが適用
されているか確認してください。詳細は、グループに適用されているポリシーを確認す
る (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「Web コントロール」をダブルクリックします。次に、変更す
るポリシーをダブルクリックします。

「Web コントロールポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「全般」タブで、「Web コントロールを有効にする」をクリックします。
4. 「高度なWeb コントロール」を選択します。
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5. 「設定」パネルで、「アプライアンスのホスト名」および「Policy Exchange 用セキュ
リティキー」を入力します。
■ Web Applianceまたは Management Applianceの場合、完全修飾ホスト名を入力する
必要があります。セキュリティキーは、アプライアンスの「Endpoint Web Control」
ページで表示されているキーと一致する必要があります。

■ UTM の場合は、UTM で使用されている Sophos LiveConnect のブローカーのホスト
名と共有鍵を入力します。これらの情報は、UTM 管理インターフェースのWebAdmin
で確認できます。「Endpoint Protection > コンピュータ管理 > 詳細」タブを開き、
「SEC 情報」の下の「Sophos LiveConnect – 登録」というセクションを参照しま
す。

詳細は、Sophos Web Applianceの製品ドキュメント (http://wsa.sophos.com/docs/wsa/)
を参照するか、または UTM アプライアンスの製品ドキュメント
(http://www.sophos.com/ja-jp/support/documentation/sophos-utm.aspx) を参照してくだ
さい。

6. 任意で「Web サイトのカテゴリを識別できない場合は、閲覧をブロックする」を選択す
ることもできます。Web サイトのカテゴリに関するデータをエンドポイントコンピュー
タで取得できない場合、その機能が回復するまで、分類できない URLへのアクセスはブ
ロックされます。
デフォルトで、このチェックボックスは選択されていません。分類機能が動作していな
い場合でも、ユーザーはWeb サイトにアクセスすることができます。

7. 「OK」をクリックします。

Enterprise Consoleは、Web Appliance、Management Appliance、または UTM で使用
される Sophos LiveCennect ブローカーと通信できるよう、エンドポイントコンピュー
タを再設定します。

7.9 エクスプロイト対策ポリシー
注:この機能はすべてのライセンスには含まれていません。利用するには追加購入が必要と
なります。詳細は、http://www.sophos.com/ja-jp/products/complete/comparison.aspxを参照
してください。

エクスプロイト対策の主な機能は次のとおりです。
■ ランサムウェアから文書ファイルを保護する (CryptoGuard)。
■ Web ブラウザの重要な機能を保護する (セーフブラウジング)。
■ エクスプロイトを防止する。Java アプリケーションなど、最もマルウェアに悪用されや
すいアプリケーションを保護します。

■ プロセス書き換え攻撃から防御する。
■ 信頼できないフォルダから .DLL ファイルが読み込まれることを阻止する。
■ CPU のブランチトレースから保護する。

デフォルトでは、エクスプロイト対策機能とすべてのエクスプロイト対策のオプションは有
効になっています。

重要:エクスプロイト対策機能が利用できるライセンスにアップグレードしても、既に管理
下にあるコンピュータには、エクスプロイト対策機能は自動的にインストールされません。
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インストールするには、もう一度コンピュータを保護しなおす必要があります。詳細は、コ
ンピュータを自動保護する (p. 53) を参照してください。

特定のアプリケーションをエクスプロイト対策の対象から除外するように設定できます。除
外を設定した場合でも、CryptoGuard およびセーフブラウジングによる保護は解除されませ
ん。

エクスプロイト対策の推奨設定について、詳細は「Sophos Enterprise Consoleポリシー設
定ガイド.」を参照してください。

注: ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ エクスプロイト対策ポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - エクスプロイト対策」
権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

HitmanPro.Alert とポリシーのアップデート
HitmanPro.Alert は、エンドポイントに存在するセキュリティ保護が必要なアプリケーショ
ンを検出します。検出されたアプリケーションは、Sophos Enterprise Console のサーバー
にレポートされます。サーバーでは、保護を要するアプリケーションの照合が行われ、2時
間ごとに新しいアプリケーションのデータがポリシーに統合されます。更新されたポリシー
は、サーバーからエンドポイントに配信され、保護を要するアプリケーションのリストが提
供されます。

7.9.1 エクスプロイト対策を有効/無効に切り替える
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ エクスプロイト対策ポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - エクスプロイト対策」
権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

注:エクスプロイト対策機能とそのすべてのオプションは、デフォルトで有効になっていま
す。

エクスプロイト対策を有効/無効に切り替える方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのエクスプロイト対策ポリシーが適用
されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「エクスプロイト対策」をダブルクリックします。次に、変更
するポリシーをダブルクリックします。

3. 「エクスプロイト対策ポリシー」ダイアログボックスの「保護対策の設定」タブで、「エ
クスプロイト対策を有効にする」チェックボックスを選択するか、または選択を外しま
す。
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4. 「ランサムウェアから文書ファイルを保護する (CryptoGuard)」チェックボックスを選
択するか、または選択を外します。
リモートで実行されるランサムウェアからの防御機能も有効/無効にできます (64ビット
のエンドポイントのみ)。

5. 「Web ブラウザの重要な機能を保護する (セーフブラウジング)」チェックボックスを選
択するか、または選択を外します。

6. 「脆弱なアプリケーションにおけるエクスプロイトを防止する」チェックボックスを選
択するか、または選択を外します。
エクスプロイトから防御するアプリケーションの種類 (Microsoft Office アプリケーショ
ンなど) を選択することもできます。

7. 「プロセス書き換え攻撃を防止する」チェックボックスを選択するか、または選択を外
します。

8. 「信頼できないフォルダからの DLL の読み込みを防止する」チェックボックスを選択す
るか、または選択を外します。

9. 「CPU のブランチトレースを有効にする」チェックボックスを選択するか、または選択
を外します。

10.「OK」をクリックします。

特定のアプリケーションをエクスプロイト対策の対象から除外するように設定できます。な
お、除外を設定しても、CryptoGuard およびセーフブラウジングのオプションが選択されて
いる場合、これらの保護は解除されません。詳細は、エクスプロイト対策の対象からアプリ
ケーションを除外する (p. 202) を参照してください。

7.9.2 エクスプロイト対策の対象からアプリケーションを除外する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ エクスプロイト対策ポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - エクスプロイト対策」
権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

重要:攻撃の対象になりやすいアプリケーションは、デフォルトで保護されます。エクスプ
ロイト対策の対象からアプリケーションを除外する際は注意が必要です。除外を設定した場
合でも、CryptoGuard およびセーフブラウジングによる保護は解除されません (エクスプロ
イト対策を有効/無効に切り替える (p. 201) を参照)。

特定のアプリケーションをエクスプロイト対策の対象から除外するように設定できます。以
前に除外したアプリケーションを保護の対象に含めることもできます。

アプリケーションを除外する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのエクスプロイト対策ポリシーが適用
されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「エクスプロイト対策」をダブルクリックします。次に、変更
するポリシーをダブルクリックします。
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3. 「エクスプロイト対策ポリシー」ダイアログボックスの「除外」タブで、「保護対象ア
プリケーション」リストから除外するアプリケーションを選択し、「除外」をクリック
します。

選択したアプリケーションが「除外するアプリケーション」リストに移動します。

4. 以前に除外したアプリケーションを保護の対象に含めるには、「除外するアプリケーショ
ン」リストから保護するアプリケーションを選択し、「保護」をクリックします。

5. 「OK」をクリックします。
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8 警告およびメッセージの設定
Enterprise Consoleには複数の種類の警告が表示されます。
■ コンソール画面に表示される警告

コンピュータで対処が必要なアイテムが発見されたり、エラーが生じた場合、Sophos
Endpoint Security and Control から Enterprise Console に警告が送信されます。警告は
コンピュータリストに表示されます。これらの警告の対処方法については、検出された
アイテムに関する警告に対処する (p. 59) を参照してください。

この警告は、随時、表示されるので、設定の必要はありません。

■ コンソール画面に表示されるイベント

アプリケーションコントロール、ファイアウォール、パッチ評価、Web、データコント
ロール、デバイスコントロール、またはタンパープロテクションに関連するイベント
(ファイアウォールでアプリケーションがブロックされたなど) がエンドポイントコン
ピュータで発生すると、Enterprise Console に情報が送信されるため、該当するイベン
トビューアでイベントを参照できます。

■ 指定した受信者に管理コンソールから送信される警告やメッセージ

コンピュータでアイテムが発見されると、デフォルトで、メッセージがコンピュータの
デスクトップに表示され、Windows イベントログにエントリが追加されます。アプリ
ケーションコントロール、データコントロール、またはデバイスコントロールのイベン
トが発生すると、当該のコンピュータのデスクトップにメッセージが表示されます。

注:ユーザーが任意に定義したデスクトップメッセージは、Windows 8 以降のコンピュー
タでは表示されません。

さらに、管理者用のメール警告や SNMP メッセージを設定することもできます。

注: メール警告の送信にあたり、プロキシサーバーで認証を行う場合は、ソフォスサ
ポートデータベースの文章 113780を参照してください。

ここでは、指定した受信者に送信される警告の設定方法について説明します。

8.1 ソフトウェアのサブスクリプションの警告を設定す
る
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには、「システム環境
設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してく
ださい。

Enterprise Console では、アップデートマネージャが生成する警告が、「アップデートマ
ネージャ」ビューの「警告」カラムに表示されます。ソフトウェアの固定バージョンにサブ
スクリプション登録している場合、同バージョンの製品サポートが終了間近である場合や終
了した場合、警告が表示されます。製品ライセンスを変更した場合も警告が表示されます。
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固定バージョンのソフトウェアにサブスクリプション登録している場合で、「ソフォスのサ
ポートが終了した固定バージョンのソフトウェアを自動アップグレードする」オプションを
選択している場合、サブスクリプションが自動的にアップグレードされます。

自動アップグレードオプションを選択していない場合、サブスクリプションを変更するよう
警告が表示されます。

重要:製品サポートが終了しているソフトウェアを使用している場合、新しいセキュリティ
脅威から保護されないことに注意してください。サポート中の製品への早急なアップグレー
ドを推奨します。

また、サブスクリプション登録している製品バージョンのサポートが終了間近である場合
や、サポートが終了した場合に、特定の宛先にメール警告を送信するよう設定できます。

1. 「ツール」メニューの「メール警告の環境設定」を選択します。

「メール警告の環境設定」ダイアログボックスが表示されます。

2. SMTP 設定が設定されていない場合や、設定を表示したり変更したい場合は、「環境設
定」をクリックします。
「SMTP の設定」ダイアログボックスで、次のように詳細を設定します。

a) 「サーバーアドレス」テキストボックスに、SMTP サーバーのホスト名や IP アドレ
スを入力します。

b) 「送信者」テキストボックスに、バウンスメールや配信不能レポート (NDR) の送信
先アドレスを入力します。

c) 接続をテストする場合は、「テスト」をクリックします。

3. 「受信者」パネルで、「追加」をクリックします。

「メール警告受信者の追加」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「メールアドレス」フィールドに、受信者のアドレスを入力します。
5. 「言語」フィールドから、送信するメール警告の言語を選択します。
6. 「サブスクリプション」ペインで、指定した受信者に送信する「ソフトウェアのサブス
クリプション」のメール警告を選択します。選択できる警告は次の 3種類です。
■ ソフトウェアのサブスクリプションに、サポート終了が間近なバージョンの製品が含
まれている

■ ソフトウェアのサブスクリプションに、既に配信が終了しているバージョンの製品が
含まれている

この警告は、サブスクリプション登録している製品の製品サポートが終了した場合、
または製品ライセンスを変更したため、新しいライセンスの下で特定の製品を使用で
きなくなった場合などに送信されます。

■ ソフォス製品のライセンス情報が更新されたため、製品の機能が変更されている可能
性がある。
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8.2 ウイルス対策および HIPS のメール警告を設定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

グループ内のコンピュータで、ウイルス、疑わしい動作、不要と思われるアプリケーショ
ン、またはエラーが発見された場合、特定のユーザーにメールで警告を送信できます。

重要:  Mac OS X コンピュータでは、複数のアドレスにメール警告を送信することはできま
せん。

1. 「ポリシー」ペインで、変更するウイルス対策および HIPS ポリシーをダブルクリック
します。

2. 「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスで、「メッセージング」を
クリックします。

3. 「メッセージング」ダイアログボックスで、「メール警告」タブを開き、「メール警告
を送信する」を選択します。

4. 「送信するメールの内容」パネルで、メール警告を送信するイベントの種類を選択しま
す。

注: 「疑わしい動作の検知」、「疑わしいファイルの検出」、「アドウェアや不要と思
われるアプリケーションの検出・クリーンアップ」、および「その他のエラー」の設定
内容は、Windows コンピュータにのみに適用されます。

5. 「受信者」パネルで、「追加」または「削除」ボタンをクリックして、メール警告の受
信者アドレスを追加・削除します。追加したメールアドレスを変更するには、「名前の
変更」をクリックします。

重要:  Mac OS X コンピュータの場合、リスト最上部の受信者のみにメール警告が送信
されます。

6. SMTP サーバーの設定内容や、メール警告で使用する言語を変更するには、「SMTP の
設定」をクリックします。

7. 「SMTP の設定」ダイアログボックスで、次のように詳細を設定します。
■ 「SMTP サーバー」テキストボックスに、SMTP サーバーのホスト名、または IP ア
ドレスを入力します。テスト用メール警告を送信する場合は、「テスト」をクリック
します。

■ 「SMTP 送信者アドレス」テキストボックスに、バウンスメールや配信不能レポート
の送信先アドレスを入力します。

■ 「SMTP 返信先アドレス」テキストボックスに、このメール警告に対する返信先アド
レスを入力できます。メール警告は無人の送信専用メールボックスから送信されま
す。

■ 「言語」パネルで、ドロップダウン矢印をクリックして、メール警告で使用する言語
を選択します。
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8.3 ウイルス対策および HIPS の SNMP メッセージを設
定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

グループ内のコンピュータでウイルスやエラーが発見された場合、特定のユーザーに SNMP
メッセージを送信することができます。

注: ここでの設定内容は、Windows コンピュータのみに適用されます。

1. 「ポリシー」ペインで、変更するウイルス対策および HIPS ポリシーをダブルクリック
します。

2. 「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスで、「メッセージング」を
クリックします。

3. 「メッセージング」ダイアログボックスで、「SNMP メッセージング」タブを開き、
「SNMP メッセージを送信する」を選択します。

4. 「送信するメールの内容」パネルで、Sophos Endpoint Security and Control から SNMP
メッセージを送信するイベントの種類を選択します。

5. 「SNMP トラップの宛先」テキストボックスに、受信者の IP アドレスを入力します。
6. 「SNMP コミュニティ名」テキストボックスに、SNMP コミュニティ名を入力します。

8.4 ウイルス対策および HIPS のデスクトップメッセー
ジを設定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

デフォルトでは、ウイルス、疑わしいアイテム、または不要と思われるアプリケーションが
検出されたコンピュータにデスクトップメッセージが表示されます。これらのメッセージは
環境設定できます。

1. 「ポリシー」ペインで、変更するウイルス対策および HIPS ポリシーをダブルクリック
します。

2. 「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスで、「メッセージング」を
クリックします。

207

ヘルプ



3. 「メッセージング」ダイアログボックスで、「デスクトップメッセージ」タブをクリッ
クします。
デフォルトで、「デスクトップメッセージを送信する」と、「送信するメールの内容」
パネルのオプションすべてが選択されています。必要な場合は、これらの設定を編集し
ます。

注: 「疑わしい動作の検知」、「疑わしいファイルの検出」、および「アドウェアや不
要と思われるアプリケーションの検出」の設定内容はWindows のみに適用されます。

4. 「ユーザー定義メッセージ」テキストボックスには、標準のメッセージの終わりに追加
するテキストを入力できます。

注: ユーザーが定義したデスクトップメッセージは、Windows 8 以降のコンピュータで
は表示されません。

8.5 アプリケーションコントロールの警告やメッセー
ジを設定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ アプリケーションコントロールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - アプリケー
ションコントロール」権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

管理対象アプリケーションが検出された際に、特定のユーザーに対してメッセージを送信す
ることができます。

1. 「ポリシー」ペインで、変更するアプリケーションコントロールポリシーをダブルク
リックします。

2. 「アプリケーションコントロールポリシー」ダイアログボックスで、「メッセージン
グ」タブを開きます。
「メッセージング」パネルの「デスクトップメッセージを送信する」チェックボックス
は、デフォルトで選択されています。未認証の管理対象アプリケーションがオンアクセ
ス検索で検出・ブロックされた場合、デスクトップメッセージを表示し、アプリケーショ
ンがブロックされたことをユーザーに通知します。

3. 「メッセージの内容」ボックスに、標準のデスクトップメッセージの終わりに追加され
るテキストを入力します。

注: ユーザーが定義したデスクトップメッセージは、Windows 8 以降のコンピュータで
は表示されません。

4. 検出された管理対象アプリケーションに関するメール警告を送信する場合は、「メール
警告を送信する」チェックボックスを選択します。
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5. SNMP メッセージを送信する場合は、「SNMP メッセージを送信する」チェックボック
スを選択します。

注: メール警告および SNMP メッセージングの設定内容および受信者は、ウイルス対策
および HIPS ポリシーによって指定されます。詳細は、ウイルス対策および HIPS の
SNMP メッセージを設定する (p. 207) を参照してください。

8.6 データコントロールの警告やメッセージを設定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ データコントロールポリシーを設定するには、「ポリシー設定 - データコントロール」
権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

Enterprise Console で、機密情報の転送が検知またはブロックされると、イベントやメッ
セージが生成されます。

データコントロールポリシーとイベントの詳細は、データコントロールポリシー (p. 162)
を参照してください。

データコントロールを有効にした場合に、記録されるイベントや、表示されるメッセージは
次のとおりです。
■ データコントロールのイベントログがクライアントマシンに記録されます。
■ データコントロールのイベントが Enterprise Console に送信され、「データコントロー
ル - イベントビューア」で表示できます。(イベントビューアを開くには、「イベント」
メニューの「データコントロールのイベント」をクリックします。)

注: 各エンドポイントコンピュータが Enterprise Console に送信できるデータコントロー
ルイベントの件数は、1時間につき最大 50件です。

■ 過去 1週間で、データコントロールのイベントが、しきい値を超えて発生したコンピュー
タの台数は、ダッシュボードに表示されます。

■ デスクトップメッセージがクライアントマシンに表示されます。

また、次のメッセージを送信するよう、Enterprise Console を設定することもできます。

指定した受信者にメール警告を送信します。メール警告

ウイルス対策および HIPS ポリシーの設定で指定した受信者に
SNMP メッセージを送信します。

SNMP メッセージ

データコントロールのメッセージを設定する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのデータコントロールポリシーが適用
されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。
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2. 「ポリシー」ペインで、「データコントロール」をダブルクリックします。次に、変更
するポリシーをダブルクリックします。

「データコントロールポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「データコントロールポリシー」ダイアログボックスで、「メッセージング」タブを開
きます。デスクトップメッセージはデフォルトで有効になっています。また、「一致し
たルールをメッセージに含める」が選択されています。

4. ファイルが転送された際や、ファイルの転送をブロックした際に、確認メッセージを表
示する場合は、標準のメッセージに付け加えるメッセージとして入力します。
最大半角 100文字まで入力可能です。また、メッセージには、<a
href="http://www.sophos.com/ja-jp">About Sophos</a> といった HTML 形式のリンクを
追加することもできます。

注: ユーザーが定義したデスクトップメッセージは、Windows 8 以降のコンピュータで
は表示されません。

5. メール警告を有効にするには、「メール警告を送信する」チェックボックスを選択しま
す。「メール受信者」フィールドに、受信者のメールアドレスを入力します。複数の受
信者名はセミコロン「;」で区切ってください。

6. SNMP メッセージの送信を有効にするには、「SNMP メッセージを送信する」チェック
ボックスを選択します。
メールサーバーと SNMP トラップの宛先は、ウイルス対策および HIPS ポリシーで設定
します。

8.7 デバイスコントロールの警告やメッセージを設定す
る
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ デバイスコントロールポリシーを編集するには、「ポリシー設定 - デバイスコントロー
ル」権限が必要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

Enterprise Console で、管理対象デバイスが検出またはブロックされると、イベントやメッ
セージが生成されます。

デバイスコントロールポリシーとイベントの詳細は、デバイスコントロールポリシー (p.
180) を参照してください。

デバイスコントロールを有効にした場合に、記録されるイベントや、表示されるメッセージ
は次のとおりです。
■ デバイスコントロールのイベントログがクライアントマシンに記録されます。
■ デバイスコントロールのイベントが Enterprise Console に送信され、「デバイスコント
ロール - イベントビューア」で表示できます。(イベントビューアを開くには、「イベン
ト」メニューの「デバイスコントロールのイベント」をクリックします。)
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■ 過去 1週間で、デバイスコントロールのイベントが、しきい値を超えて発生したコン
ピュータの台数は、ダッシュボードに表示されます。

■ デスクトップメッセージがクライアントマシンに表示されます。

また、次のメッセージを送信するよう、Enterprise Console を設定することもできます。

指定した受信者にメール警告を送信します。メール警告

ウイルス対策および HIPS ポリシーの設定で指定した受信者に
SNMP メッセージを送信します。

SNMP メッセージ

デバイスコントロールのメッセージを設定する方法は次のとおりです。

1. 設定するコンピュータのグループ (複数可) に、どのデバイスコントロールポリシーが適
用されているか確認してください。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 「ポリシー」ペインで、「デバイスコントロール」をダブルクリックします。次に、変
更するポリシーをダブルクリックします。

3. 「デバイスコントロールポリシー」ダイアログボックスの「メッセージ」タブで、デス
クトップメッセージの表示がデフォルトで選択されています。メッセージの送信方法を
詳細に設定するには、次の手順を実行してください。
■ デスクトップに表示するメッセージの内容を入力するには、「メッセージの内容」
ボックスに、標準のメッセージの終わりに追加するテキストを入力します。

最大半角 100文字まで入力可能です。また、メッセージには、<a
href="http://www.sophos.com/ja-jp">About Sophos</a> といった HTML 形式のリンク
を追加することもできます。

注: ユーザーが定義したデスクトップメッセージは、Windows 8 以降のコンピュータ
では表示されません。

■ メール警告を有効にするには、「メール警告を送信する」チェックボックスを選択し
ます。「メール受信者」フィールドに、受信者のメールアドレスを入力します。複数
の受信者名はセミコロン「;」で区切ってください。

■ SNMP メッセージの送信を有効にするには、「SNMP メッセージを送信する」チェッ
クボックスを選択します。

メールサーバーと SNMP トラップの宛先は、ウイルス対策および HIPS ポリシーで設定
します。

8.8 ネットワークステータスのメール警告を設定する
ロールベースの管理を利用している場合、ネットワークステータスのメール警告を設定する
には、「システム環境設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する
(p. 20) を参照してください。
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各ダッシュボード・パネルで警報・緊急レベルがしきい値を超えた場合、特定の宛先にメー
ル警告を送信するように設定できます。

1. 「ツール」メニューの「メール警告の環境設定」を選択します。

「メール警告の環境設定」ダイアログボックスが表示されます。

2. SMTP 設定が設定されていない場合や、設定を表示したり変更したい場合は、「環境設
定」をクリックします。「SMTP の設定」ダイアログボックスで、次のように詳細を設
定します。

a) 「サーバーアドレス」テキストボックスに、SMTP サーバーのホスト名や IP アドレ
スを入力します。

b) 「送信者」テキストボックスに、バウンスメールや配信不能レポート (NDR) の送信
先アドレスを入力します。

c) 接続をテストする場合は、「テスト」をクリックします。

3. 「受信者」パネルで、「追加」をクリックします。

「メール警告受信者の追加」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「メールアドレス」フィールドに、受信者のアドレスを入力します。
5. 「言語」フィールドから、送信するメール警告の言語を選択します。
6. 「送信するメール警告の種類」ペインで、指定した受信者に送信するメール警告を「警
報レベルのしきい値の超過」と「緊急レベルのしきい値の超過」から選択します。

8.9 Active Directory との同期のメール警告を設定する
ロールベースの管理を利用している場合、Active Directory との同期のメール警告を設定す
るには、「システム環境設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理す
る (p. 20) を参照してください。

Active Directory との同期中にコンピュータやグループが新しく検出された際に、特定の宛
先にメール警告を送信するように設定できます。同期したグループ内のコンピュータを自動
保護する場合は、自動保護に失敗した場合に警告を送信するように設定することもできま
す。

1. 「ツール」メニューの「メール警告の環境設定」を選択します。

「メール警告の環境設定」ダイアログボックスが表示されます。

2. SMTP 設定が設定されていない場合や、設定を表示したり変更したい場合は、「環境設
定」をクリックします。
「SMTP の設定」ダイアログボックスで、次のように詳細を設定します。

a) 「サーバーアドレス」テキストボックスに、SMTP サーバーのホスト名や IP アドレ
スを入力します。

b) 「送信者」テキストボックスに、バウンスメールや配信不能レポート (NDR) の送信
先アドレスを入力します。

c) 接続をテストする場合は、「テスト」をクリックします。
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3. 「受信者」パネルで、「追加」をクリックします。

「メール警告受信者の追加」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「メールアドレス」フィールドに、受信者のアドレスを入力します。
5. 「言語」フィールドから、送信するメール警告の言語を選択します。
6. 「送信するメール警告の種類」ペインで、指定した受信者に送信するメール警告を「Active

Directory の同期」から選択します。

「Active Directory の同期」のメール警告の種類は次のとおりです。
■ 新規グループの検出
■ 新規コンピュータの検出
■ コンピュータの自動保護の失敗

8.10 Windows のイベントログを設定する
ロールベースの管理を利用している場合は次の点に注意してください。
■ ここでのタスクを実行するには、「ポリシー設定 - ウイルス対策および HIPS」権限が必
要です。

■ 各ユーザーは、ユーザーごとのアクティブなサブ管理サイトに適用されているポリシー
だけ編集できます。

詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

デフォルトで、Sophos Endpoint Security and Control は、ウイルス/スパイウェアを検出/ク
リーンアップしたとき、疑わしい動作/ファイルを検知したとき、またはアドウェア/不要と
思われるアプリケーションを検出/クリーンアップしたときに、Windows のイベントログに
警告を追加します。

これらの設定内容を編集する方法は次のとおりです。

1. 「ポリシー」ペインで、変更するウイルス対策および HIPS ポリシーをダブルクリック
します。

2. 「ウイルス対策および HIPS ポリシー」ダイアログボックスで、「メッセージング」を
クリックします。

3. 「メッセージング」ダイアログボックスで、「イベントログ」タブを開きます。
デフォルトで、イベントログは有効になっています。必要に応じて設定内容を編集しま
す。
「検索エラー」には、Sophos Endpoint Security and Control で検索しようとしたアイテ
ムへのアクセスが拒否された場合も含まれます。

8.11 ソフォスへのフィードバック送信を有効/無効に切
り替える
ロールベースの管理を利用している場合、ソフォスへのフィードバック送信を有効/無効に
切り替えるには、「システム環境設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイト
を管理する (p. 20) を参照してください。
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Enterprise Console では、定期的にソフォスにレポートが送信されます。送信されるレポー
トは、製品の使用状況を反映した、製品やサービスの品質向上に役立てられます。収集され
る情報の種類や取り扱いに関する詳細は、以下よりソフォスのエンドユーザー使用許諾契約
書 (EULA) や個人情報保護方針を参照してください。http://www.sophos.com/ja-jp/legal

EULA や個人情報保護方針に記載のとおり、送信される情報には任意のものと必須のものが
あります。任意の情報については、「ソフォスへのフィードバック送信」設定を変更するこ
とで随時オプトアウト (情報の提供を停止) できます。

デフォルトで、ソフォスへのフィードバック送信は有効になっています。これは、Sophos
Enterprise Console インストールウィザードでコンソールをインストール、アップグレー
ドする際、無効にすることができます。

インストール後、ソフォスへのフィードバック送信を有効/無効に切り替える場合は、次の
操作を行ってください。

1. 「ツール」メニューで、「ソフォスへのフィードバック送信」をクリックします。
2. 「ソフォスへのフィードバック送信」ダイアログボックスで、ソフォスへのフィードバッ
ク送信を有効または無効に設定できます。
■ ソフォスへのフィードバック送信を有効に設定する場合は、利用規約をお読みにな
り、同意される場合は、「同意する」チェックボックスを選択してください。

■ ソフォスへのフィードバック送信を無効に設定する場合は、「同意する」チェック
ボックスの選択を外してください。

214

Sophos Enterprise Console

http://www.sophos.com/ja-jp/legal


9 イベントの表示
アプリケーションコントロール、データコントロール、デバイスコントロール、ファイア
ウォール、パッチ評価、タンパープロテクション、Web コントロール、またはエクスプロ
イト対策に関連するイベント (ファイアウォールでアプリケーションがブロックされたなど)
がエンドポイントコンピュータで発生すると、Enterprise Console に情報が送信されるた
め、該当するイベントビューアでイベントを参照できます。

イベントビューアを利用して、ネットワークで発生したイベントを調査できます。また、任
意に設定できるフィルタを使ってイベントの一覧を表示できます。たとえば、特定のユー
ザーが過去 1週間に発したデータコントールのイベントの一覧などを表示できます。

過去 1週間で、しきい値を超える数のイベントが発生したコンピュータの台数は、ダッシュ
ボードに表示されます (タンパープロテクションのイベントは、ダッシュボードには表示さ
れません)。しきい値の設定方法については、ダッシュボードを環境設定する (p. 56) を参照
してください。

また、イベントが発生した場合に特定の受信者に警告を送信するよう設定できます。詳細
は、警告およびメッセージの設定 (p. 204) を参照してください。

9.1 アプリケーションコントロールのイベントを表示
する
アプリケーションコントロールのイベントを表示する方法は次のとおりです。

1. 「イベント」メニューの「アプリケーションコントロールのイベント」をクリックしま
す。

「アプリケーションコントロール - イベントビューア」ダイアログボックスが表示され
ます。

2. 「検索期間」フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックし、イベントを表示する対
象期間を選択します。
「過去 24時間」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、任意の開始・
終了期間や時刻を指定することができます。

3. 特定のユーザーやコンピュータに関するイベントを表示するには、各フィールドに名称
を入力します。
フィールドを空欄のままにすると、すべてのユーザーおよびコンピュータに関するイベ
ントが表示されます。
各フィールドはワイルドカード文字に対応しています。任意の 1文字を指定する場合は、
「?」を使用し、任意の文字列を指定する場合は、「*」を使用します。

4. 特定のアプリケーションの種類に関するイベントを表示するには、「アプリケーション
のタイプ」フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックし、アプリケーションの種類
を選択します。
デフォルトで、イベントビューアには、すべての種類のアプリケーションに関するイベ
ントが表示されます。
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5. 「検索」をクリックし、イベントの一覧を表示します。

アプリケーションコントロールのイベントの一覧は、ファイルに出力できます。詳細は、
イベントの一覧をファイルに出力する (p. 224) を参照してください。

9.2 データコントロールのイベントを表示する
注: ライセンスにデータコントロールが含まれない場合は、この機能は利用できません。

ロールベースの管理を利用している場合、Enterprise Consoleでデータコントロールのイベ
ントを表示するには、「データコントロールのイベント」権限が必要です。ロールベースの
管理の詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

データコントロールのイベントを表示する方法は次のとおりです。

1. 「イベント」メニューの「データコントロールのイベント」をクリックします。

「データコントロール - イベントビューア」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「検索期間」フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックし、イベントを表示する対
象期間を選択します。
「過去 24時間」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、任意の開始・
終了期間や時刻を指定することができます。

3. 特定のユーザー、コンピュータ、またはファイルに関するイベントを表示するには、各
フィールドに名称を入力します。
フィールドを空欄のままにすると、すべてのユーザー、コンピュータ、およびファイル
に関するイベントが表示されます。
各フィールドはワイルドカード文字に対応しています。任意の 1文字を指定する場合は、
「?」を使用し、任意の文字列を指定する場合は、「*」を使用します。

4. 特定のルールに関するイベントを表示するには、「ルール名」フィールドで、ドロップ
ダウン矢印をクリックし、ルール名を選択します。
デフォルトで、イベントビューアには、すべてのルールに関するイベントが表示されま
す。

5. 特定のファイルの種類に関するイベントを表示するには、「ファイルタイプ」フィール
ドで、ドロップダウン矢印をクリックし、ファイルの種類を選択します。
デフォルトで、イベントビューアには、すべての種類のファイルに関するイベントが表
示されます。

6. 「検索」をクリックし、イベントの一覧を表示します。

データコントロールのイベントの一覧は、ファイルに出力できます。詳細は、イベントの一
覧をファイルに出力する (p. 224) を参照してください。

9.3 デバイスコントロールのイベントを表示する
デバイスコントロールのイベントを表示する方法は次のとおりです。

1. 「イベント」メニューの「デバイスコントロールのイベント」をクリックします。

「デバイスコントロール - イベントビューア」ダイアログボックスが表示されます。
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2. 「検索期間」フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックし、イベントを表示する対
象期間を選択します。
「過去 24時間」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、任意の開始・
終了期間や時刻を指定することができます。

3. 特定のデバイスの種類に関するイベントを表示するには、「デバイスタイプ」フィール
ドで、ドロップダウン矢印をクリックし、デバイスの種類を選択します。
デフォルトで、イベントビューアには、すべての種類のデバイスに関するイベントが表
示されます。

4. 特定のユーザーやコンピュータに関するイベントを表示するには、各フィールドに名称
を入力します。
フィールドを空欄のままにすると、すべてのユーザーおよびコンピュータに関するイベ
ントが表示されます。
各フィールドはワイルドカード文字に対応しています。任意の 1文字を指定する場合は、
「?」を使用し、任意の文字列を指定する場合は、「*」を使用します。

5. 「検索」をクリックし、イベントの一覧を表示します。

「デバイスコントロール - イベントビューア」ダイアログボックスでは、デバイスコント
ロールポリシーの対象からデバイスを除外できます。詳細は、デバイスをすべてのポリシー
の対象から除外する (p. 184) を参照してください。

デバイスコントロールのイベントの一覧は、ファイルに出力できます。詳細は、イベントの
一覧をファイルに出力する (p. 224) を参照してください。

9.4 ファイアウォールのイベントを表示する
エンドポイントで発生するファイアウォールのイベントは一度だけコンソールに送信されま
す。同じイベントが異なるエンドポイントで発生した場合は、「ファイアウォール - イベン
トビューア」にまとめて表示されます。異なるエンドポイントで発生したイベント数の合計
は、「カウント数」カラムに表示されます。

ファイアウォールのイベントを表示する方法は次のとおりです。

1. 「イベント」メニューの「ファイアウォールのイベント」をクリックします。

「ファイアウォール - イベントビューア」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「検索期間」フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックし、イベントを表示する対
象期間を選択します。
「過去 24時間」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、任意の開始・
終了期間や時刻を指定することができます。

3. 特定の種類のイベントを表示するには、「イベントタイプ」フィールドで、ドロップダ
ウン矢印をクリックし、イベントの種類を選択します。
デフォルトで、イベントビューアには、すべての種類のイベントが表示されます。

4. 特定のファイルに関するイベントを表示するには、「ファイル名」フィールドにファイ
ル名を入力します。
フィールドを空欄のままにすると、すべてのファイルに関するイベントが表示されます。
このフィールドはワイルドカード文字に対応しています。任意の 1文字を指定する場合
は、「?」を使用し、任意の文字列を指定する場合は、「*」を使用します。
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5. 「検索」をクリックし、イベントの一覧を表示します。

「ファイアウォール - イベントビューア」ダイアログボックスでは、ファイアウォールの
ルールを作成できます。詳細は、ファイアウォールのイベントのルールを作成する (p. 131)
を参照してください。

ファイアウォールのイベントの一覧は、ファイルに出力できます。詳細は、イベントの一覧
をファイルに出力する (p. 224) を参照してください。

9.5 タンパープロテクションのイベントを表示する
タンパープロテクションのイベントには次の 2種類があります。
■ タンパープロテクションの認証に成功したときに記録されるイベント。認証済みのユー
ザーの名前と認証した日時が表示されます。

■ ソフォス製品を改変しようとする操作が失敗したときに記録されるイベント。当該のソ
フォス製品またはコンポーネントの名前、発生日時、操作を行ったユーザーの名前が表
示されます。

タンパープロテクションのイベントを表示する方法は次のとおりです。

1. 「イベント」メニューの「タンパープロテクションのイベント」をクリックします。

「タンパープロテクション - イベントビューア」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「検索期間」フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックし、イベントを表示する対
象期間を選択します。
「過去 24時間」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、任意の開始・
終了期間や時刻を指定することができます。

3. 特定の種類のイベントを表示するには、「イベントタイプ」フィールドで、ドロップダ
ウン矢印をクリックし、イベントの種類を選択します。
デフォルトで、イベントビューアには、すべての種類のイベントが表示されます。

4. 特定のユーザーやコンピュータに関するイベントを表示するには、各フィールドに名称
を入力します。
フィールドを空欄のままにすると、すべてのユーザーおよびコンピュータに関するイベ
ントが表示されます。
各フィールドはワイルドカード文字に対応しています。任意の 1文字を指定する場合は、
「?」を使用し、任意の文字列を指定する場合は、「*」を使用します。

5. 「検索」をクリックし、イベントの一覧を表示します。

イベントの一覧は、ファイルに出力できます。詳細は、イベントの一覧をファイルに出力す
る (p. 224) を参照してください。

9.6 パッチ評価のイベント
注: ライセンスにパッチ評価が含まれない場合は、この機能は利用できません。

「パッチ評価 - イベントビューア」にはセキュリティパッチやパッチ評価の結果に関する情
報がすべて表示されます。
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「パッチ情報」フィールドには、パッチ情報のダウンロードのステータスが表示されます。
次のいずれか 1つのステータスメッセージが表示されます。
■ ダウンロードされていません:パッチ情報がダウンロードされていない、または、パッチ
機能を使用できるライセンスがないことを意味します。

■ ダウンロード中です:インストール後の初回のダウンロードが進行中であることを意味し
ます。

■ 最新です:最新のパッチ情報があることを意味します。
■ 最新ではありません:過去 72時間以内にパッチデータのアップデートが正常に実行され
ていないことを意味します。通常このステータスは、ネットワーク接続の問題が原因で
SEC が最新でない場合に表示されます。また、パッチ機能を含む SEC のライセンスか
ら含まないライセンスに変更した場合に表示されることもあります。このステータスメッ
セージは、アップデートが部分的に実行された場合にも表示されることがあります。

「パッチ評価 - イベントビューア」のタブは次のとおりです。

パッチの緊急度ごと
デフォルトで、このタブには、未適用のパッチが表示されます。各パッチに対して、その
パッチが適用されていないコンピュータの数、およびパッチに関連付けされている脅威と脆
弱性が表示されます。なお、適用が必要なパッチの一覧、およびそれが未適用のコンピュー
タの数もフィルタリング表示できます。

未適用のパッチがあるコンピュータ
パッチ評価のステータスがコンピュータごとに表示されます。各コンピュータと未適用の
パッチが表示されます。1台のコンピュータに複数の未適用パッチがある場合は、同じコン
ピュータが複数回表示されます。

9.6.1 パッチ評価のイベントを表示する
パッチ評価のイベントを表示する方法は次のとおりです。

1. 「イベント」メニューの「パッチ評価のイベント」をクリックします。

「パッチ評価 - イベントビューア」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「パッチの緊急度ごと」または「未適用のパッチがあるコンピュータ」のいずれかのタ
ブをクリックします。各タブの詳細は、パッチ評価のイベント (p.218) を参照してくださ
い。

3. 「検索条件」パネルで、特定のパッチに関するイベントを、パッチ名、コンピュータ名、
脅威、または脆弱性ごとに表示するには、各欄に必要事項を入力します。利用可能な条
件はタブに表示される情報と対応しています。
フィールドを空欄のままにすると、すべてのパッチ名、パッチ ID、およびコンピュータ
名に関するイベントが表示されます。
各フィールドはワイルドカード文字に対応しています。任意の 1文字を指定する場合は、
「?」を使用し、任意の文字列を指定する場合は、「*」を使用します。
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4. 特定のパッチに関するイベントを、ステータス、パッチの緊急度、ベンダ、グループ、
またはリリース日ごとに表示するには、該当するフィールドのドロップダウン矢印をク
リックして適切なオプションを選択します。利用可能な条件はタブに表示される情報と
対応しています。
デフォルトで、イベントビューアには、未適用のパッチの脅威レベル、ベンダ、グルー
プ、脅威およびパッチ名が表示されます。

5. 「検索」をクリックし、パッチ評価のイベントの一覧を表示します。

表示される結果については、検索結果のカテゴリ (p. 220) を参照してください。

各ハイパーリンクを右クリックすると、名前をコピーできます。また、「Ctrl+C」を押す
と、パッチ評価のイベントの行をクリップボードにコピーできます。

パッチ評価のイベントの一覧は出力できます。詳細は、イベントの一覧をファイルに出力す
る (p. 224) を参照してください。

特定のパッチの詳細を表示するには、対応するリンクをクリックします。詳細は、パッチ、
脅威、脆弱性の詳細を表示する (p. 220) を参照してください。

9.6.2 パッチ、脅威、脆弱性の詳細を表示する
パッチ、脅威、脆弱性の詳細を表示する方法は次のとおりです。

1. 「イベント」メニューの「パッチ評価のイベント」をクリックします。

「パッチ評価 - イベントビューア」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「パッチの緊急度ごと」または「未適用のパッチがあるコンピュータ」のいずれか 1つ
のタブをクリックし、必要なオプションを選択し、「検索」をクリックしてイベントの
一覧を表示してください。

表示される結果については、検索結果のカテゴリ (p. 220) を参照してください。

3. 詳細情報を表示するパッチ名をクリックします。
4. 「パッチの詳細」ダイアログボックスで、パッチの説明、修正される脆弱性や、その脆
弱性を悪用する脅威に関する情報を表示できます。次の操作もできます (利用可能な場
合)。
■ パッチ名をクリックし、Web ブラウザでベンダが提供するパッチ情報を参照する。
■ 脅威名をクリックし、Web ブラウザでソフォスの脅威解析情報やアドバイスを参照
する。

■ 脆弱性名をクリックし、Web ブラウザで共通脆弱性識別子 CVE (Common
Vulnerabilities and Exposures) を参照する。

■ 「置き換え前のパッチ名」カラムのパッチ名をクリックし、Web ブラウザからベン
ダーが提供するパッチの置き換え情報を参照する。

リストは、脅威名のアルファベット順、次に脆弱性のアルファベット順にソートされます。

9.6.3 検索結果のカテゴリ
検索結果は、各カテゴリに基づいて次のタブに表示されます。
■ パッチの緊急度ごと (p. 221)
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■ 未適用のパッチがあるコンピュータ (p. 221)

9.6.3.1 パッチの緊急度ごと
検索結果は、次のカテゴリに基づいて表示されます。
■ 脅威::脅威とは、ウイルス、トロイの木馬、ワーム、スパイウェア、悪意のあるWeb サ
イトのほか、アドウェアやその他の業務上不要と思われるアプリケーションの総称です。
脅威名をクリックし、Web ブラウザでソフォスの脅威解析情報やアドバイスを参照する
ことができます。

■ 脆弱性:脆弱性は、攻撃者に悪用される可能性のあるソフトウェアの弱点を指します。悪
用されたことにより発生する被害は、脆弱性の種類や影響を受けたソフトウェアによっ
て異なります。これ以上悪用されることがないよう、脆弱性を修正するためパッチは提
供されます。脆弱性名をクリックし、Web ブラウザで共通脆弱性識別子 CVE (Common
Vulnerabilities and Exposures) を参照できます。

■ パッチの緊急度:パッチの緊急度は SophosLabs で指定されます。

注: 未適用のパッチは、その緊急度に関わらず、すべて適用することを推奨します。
■ 緊急:修正される脆弱性のうち、1つ以上が悪用されることが、ほぼ確実なパッチで
す。

■ 高:修正される脆弱性のうち、1つ以上が高い確率で悪用されるパッチです。
■ 中:修正される脆弱性のうち、1つ以上が悪用される可能性のあるパッチです。
■ 低:修正される脆弱性が悪用される可能性の低いパッチです。

■ パッチ名:パッチの名前を表示します。パッチ名をクリックすると、ベンダーが提供する
パッチ情報をWeb ブラウザに表示できます。

■ ベンダ:パッチを公開したベンダの名前を表示します。
■ コンピュータ:パッチが未適用のコンピュータの数を表示します。パッチが未適用のコン
ピュータがある場合は、その数をクリックして、「未適用のパッチがあるコンピュータ」
タブで詳細を表示できます。ハイフン (-) が表示されている場合は、パッチ評価が行われ
ていないことを示します。

■ 置き換え後のパッチ名:置き換え後のパッチ名を表示します。パッチ名をクリックする
と、「パッチの詳細」ダイアログボックスが表示され、置き換え後のパッチに関する情
報が参照できます。

■ リリース日:パッチのリリース日を表示します。

9.6.3.2 未適用のパッチがあるコンピュータ
検索結果は、次のカテゴリに基づいて表示されます。
■ コンピュータ:パッチが未適用のコンピュータの名前を表示します。
■ パッチの緊急度:パッチの緊急度は SophosLabs で指定されます。

注: 未適用のパッチは、その緊急度に関わらず、すべて適用することを推奨します。
■ 緊急:修正される脆弱性のうち、1つ以上が悪用されることが、ほぼ確実なパッチで
す。

■ 高:修正される脆弱性のうち、1つ以上が高い確率で悪用されるパッチです。
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■ 中:修正される脆弱性のうち、1つ以上が悪用される可能性のあるパッチです。
■ 低:修正される脆弱性が悪用される可能性の低いパッチです。

■ パッチ名:パッチの名前を表示します。パッチ名をクリックすると、ベンダーが提供する
パッチ情報をWeb ブラウザに表示できます。

■ 置き換え後のパッチ名:置き換え後のパッチ名を表示します。パッチ名をクリックする
と、「パッチの詳細」ダイアログボックスが表示され、置き換え後のパッチに関する情
報が参照できます。

■ 前回の評価日時:未適用のパッチがあるか前回コンピュータを評価した日時を表示しま
す。

■ ベンダ:パッチを公開したベンダの名前を表示します。
■ リリース日:パッチのリリース日を表示します。
■ グループ:コンピュータが所属するグループの名前を表示します。

9.7 Web のイベントを表示する
注: ライセンスにWeb コントロールが含まれない場合は、この機能は利用できません。

ロールベースの管理を利用している場合、Enterprise ConsoleでWeb のイベントを表示す
るには、「Web のイベント」権限が必要です。ロールベースの管理の詳細は、ロールとサ
ブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

「Web - イベントビューア」で表示できるWeb のイベントは次のとおりです。
■ 「ウイルス対策および HIPS 」ポリシーのWeb Protection 機能でブロックされた悪意の
あるWeb サイト。

■ Web コントロールのイベント (Web コントロール機能を使用した場合)。

Web のイベントの表示方法は、選択したWeb コントロールポリシーによって異なります。
両方のポリシーモードでWeb のイベントビューアを使用できますが、表示される内容は異
なります。

「不適切なWeb サイトのコントロール」ポリシーを選択した場合、「ブロック」および
「警告」に指定されたサイトすべてにアクセスできます。なお、「警告」に指定されている
HTTPS サイトにアクセスした場合、それは「続行」イベントとしてログに記録されます。
Sophos Endpoint Security and Control において、HTTP サイトと HTTPS サイトの処理方法
は異なります (不適切なWeb サイトのコントロール (p. 193) を参照)。

「高度なWeb コントロール」を選択した場合、イベントはアプライアンスに表示されま
す。
■ Sophos Web Appliance や Management Appliance (共に日本では未販売) の場合、「レ
ポート」および「検索」機能で閲覧履歴を表示できます。「ブロック」、「警告」、「許
可」に関するイベントすべてが表示されます。なお、「警告」に指定されている HTTPS
サイトにアクセスした場合、それは「続行」イベントとして表示されます。Sophos
Endpoint Security and Control において、HTTP サイトと HTTPS サイトの処理方法は異
なります (高度なWeb コントロール (p. 198) を参照)。

■ UTM の場合、「ログとレポート > Web プロテクション > Webs使用状況レポート」ペー
ジを使用します。このページには、Web サイトが (安全であるとして) クライアントに配
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信されたか、アプリケーションコントロールのルールによってブロックされたか、ユー
ザーがオーバーライド機能を使用してブロックされたページにアクセスしたかなどの動
作が表示されます。

注: 選択したポリシーに関わらず、Sophos Endpoint Security and Control のライブ URL
フィルタリング (Web Protection (p. 114) ) 機能でスキャン・評価されたWeb サイトは
Enterprise ConsoleにWeb のイベントとして表示されます。

Web のイベントを表示する方法は次のとおりです。

1. 「イベント」メニューの「Web のイベント」をクリックします。

「Web - イベントビューア」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「検索期間」ボックスで、ドロップダウン矢印をクリックし、イベントを表示する対象
期間を選択します。
「過去 24時間」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、任意の開始・
終了期間や時刻を指定することができます。

3. 特定のユーザーやコンピュータに関するイベントを表示するには、各フィールドに名称
を入力します。
フィールドを空欄のままにすると、すべてのユーザーおよびコンピュータに関するイベ
ントが表示されます。
各フィールドはワイルドカード文字に対応しています。任意の 1文字を指定する場合は、
「?」を使用し、任意の文字列を指定する場合は、「*」を使用します。

4. 特定のアクションに関連したイベントを表示するには、「アクション」フィールドで、
ドロップダウン矢印をクリックし、アクションの種類を選択します。

5. 特定のドメインに関連したイベントを表示するには、ドメイン名を「ドメイン」フィー
ルド入力します。

6. 特定の「理由」が原因で発生したイベントを表示するには、ドロップダウン矢印をクリッ
クして、理由を選択します。

7. 「検索」をクリックし、イベントの一覧を表示します。

Web のイベントの一覧は、ファイルに出力できます。詳細は、イベントの一覧をファイル
に出力する (p. 224) を参照してください。

9.7.1 最新の Web のイベントを表示する
最近ブロックしたWeb サイトなど、エンドポイントコンピュータで対処したイベントを新
しいものから 10件表示できます。

最新のWeb のイベントを表示する方法は次のとおりです。

1. 「エンドポイント」ビューのコンピュータのリストで、イベントを表示するコンピュー
タをダブルクリックします。

2. 「コンピュータの詳細」ダイアログボックスで、スクロールダウンして「最新のWeb
のイベント」セクションを表示します。

またレポートを作成して、イベントの数を各ユーザーごとに表示することもできます。詳細
は、「ユーザーごとのイベント」レポートを設定する (p. 232) を参照してください。
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9.8 エクスプロイト対策のイベントを表示する
注: ライセンスにエクスプロイト対策が含まれない場合、この機能は利用できません。

ロールベースの管理を利用している場合、Enterprise Consoleでエクスプロイト対策のイベ
ントを表示するには、「エクスプロイト対策のイベント」権限が必要です。ロールベースの
管理の詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

エクスプロイト対策のイベントを表示する方法は次のとおりです。

1. 「イベント」メニューの「エクスプロイト対策」をクリックします。

「エクスプロイト対策 - イベントビューア」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「検索期間」ボックスで、ドロップダウン矢印をクリックし、イベントを表示する対象
期間を選択します。
「過去 24時間」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、任意の開始・
終了期間や時刻を指定することができます。

3. 特定のユーザーやコンピュータに関するイベントを表示するには、各フィールドに名称
を入力します。
フィールドを空欄のままにすると、すべてのユーザーおよびコンピュータに関するイベ
ントが表示されます。
各フィールドはワイルドカード文字に対応しています。任意の 1文字を指定する場合は、
「?」を使用し、任意の文字列を指定する場合は、「*」を使用します。

4. 特定のタイプのイベントを表示するには、「タイプ」フィールドで、ドロップダウン矢
印をクリックし、アクションの種類を選択します。

5. 「検索」をクリックし、イベントの一覧を表示します。

エクスプロイト対策のイベントの一覧は、ファイルに出力できます。詳細は、イベントの一
覧をファイルに出力する (p. 224) を参照してください。

9.9 イベントの一覧をファイルに出力する
アプリケーションコントロール、データコントロール、デバイスコントロール、ファイア
ウォール、パッチ評価、タンパープロテクション、Web のイベント、またはエクスプロイ
ト対策のイベントの一覧は、CSV 形式のファイル (カンマ区切り) に出力できます。また、
パッチ評価のイベントの一覧を PDF ファイルに出力できます。

1. 出力するイベントの種類に応じて、「イベント」メニューから、適切な「イベント」オ
プションをクリックします。

「イベントビューア」ダイアログボックスが表示されます。
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2. 特定のイベントだけを表示する場合は、「検索の条件」ペインで、適宜フィルタを設定
します。そして、「検索」をクリックしてイベントを表示します。
詳細は、次のリンクを参照してください。
■ アプリケーションコントロールのイベントを表示する (p. 215)

■ データコントロールのイベントを表示する (p. 216)

■ デバイスコントロールのイベントを表示する (p. 216)

■ ファイアウォールのイベントを表示する (p. 217)

■ パッチ評価のイベントを表示する (p. 219)

■ タンパープロテクションのイベントを表示する (p. 218)

■ Web のイベントを表示する (p. 222)

■ エクスプロイト対策のイベントを表示する (p. 224)

3. 「エクスポート」をクリックします。
4. 「名前を付けて保存」ウィンドウでファイルの出力先を参照して「ファイル名」ダイア
ログボックスにファイル名を入力し、「ファイルの種類」ダイアログボックスからファ
イルの種類を選択します。

5. 「保存」をクリックします。
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10 レポートの作成
レポートは、ご使用のネットワークのセキュリティ・ステータスに関する多様な情報を、文
字やグラフで提供します。

レポートは、「レポートマネージャ」で表示できます。「レポートマネージャ」では、既存
のテンプレートを使用してレポートを迅速に作成したり、既存のレポートの設定を変更した
り、一定の頻度でレポートを実行できます。また、作成したレポートを指定したメール受信
者に添付ファイルとして送信することができます。また、レポートを印刷したり、複数の形
式でエクスポートすることもできます。

ソフォスでは、そのまますぐ使えるレポートや、ニーズに合わせてカスタマイズできるレ
ポートなどを用意しています。レポートの種類は次のとおりです。
■ 警告とイベントの履歴
■ 警告のサマリー
■ 警告とイベント - アイテム名ごと
■ 警告とイベント - 期間ごと
■ 警告とイベント - 場所ごと
■ ポリシー非準拠マシン
■ ユーザーごとのイベント
■ 管理対象エンドポイントの保護
■ アップデート階層

レポートとロールベースの管理
ロールベースの管理を利用している場合、レポートを作成・編集・削除するには、「レポー
ト環境設定」権限が必要です。この権限がない場合は、レポートの実行のみが可能です。
ロールベースの管理の詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してくだ
さい。

レポートには、アクティブなサブ管理サイトからのデータのみを含めることができます。複
数のサブ管理サイトを対象にしたレポートを作成することはできません。デフォルトのレ
ポートは、デフォルトのサブ管理サイトから、作成した新しいサブ管理サイトにコピーされ
ません。

サブ管理サイトを削除すると、当該のサブ管理サイトにあるレポートもすべて削除されま
す。

10.1 レポートを新規作成する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには、「レポート環境
設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してく
ださい。
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レポートの作成方法は次のとおりです。

1. ツールバーにある「レポート」アイコンをクリックします。
2. 「レポートマネージャ」ダイアログボックスで、「作成」をクリックします。
3. 「レポートの新規作成」ダイアログボックスで、レポートテンプレートを選択し、「OK」
をクリックします。
選択したテンプレートごとに表示される各ウィザードの指示に従ってレポートを作成し
ます。
ウィザードを使用したくない場合は、「レポートの新規作成」ダイアログボックスで、
「ウィザードを使ってレポートを作成する」チェックボックスを選択から外します。そ
の後、レポートの「プロパティ」ダイアログボックスで、新規レポートを設定できます。
詳細は、各レポートの設定に関する説明を参照してください。

10.2 「警告とイベントの履歴」レポートを設定する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには、「レポート環境
設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してく
ださい。

「警告とイベントの履歴」レポートは、一定のレポート期間における警告とイベントを表示
します。

1. ツールバーにある「レポート」アイコンをクリックします。
2. 「レポートマネージャ」ダイアログボックスで、「警告とイベントの履歴」を選択し、
「プロパティ」をクリックします。

3. 「警告とイベントの履歴のプロパティ」ダイアログボックスの「環境設定」タブで、オ
プションを指定します。

a) 「レポートの詳細」パネルで、随時、レポートの名称と説明を編集します。

b) 「レポート期間」パネルの「期間」テキストボックスで、ドロップダウン矢印をク
リックして期間を選択します。
「先月」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、「開始日」・「終
了日」ボックスに期間を指定することができます。

c) 「レポート場所」パネルで、「コンピュータのグループ」または「各コンピュータ」
をクリックします。そして、ドロップダウン矢印をクリックして、グループ名やコン
ピュータ名を指定します。

d) 「対象にする警告やイベントの種類」パネルで、レポートに含める警告とイベントの
種類を選択します。
デフォルトで、全種類の警告とイベントがレポートの対象になります。
または、特定の警告とイベントのみを表示することも可能です。特定の警告やイベン
ト 1つを指定するには、「詳細設定」をクリックし、リストより警告名またはイベン
ト名をクリックします。複数指定する場合は、テキストボックスで、ワイルドカード
文字を使用して名前を入力します。名前の 1文字を指定する場合は、「?」を使用し、
複数の文字を指定する場合は、「*」を使用します。例:「W32/*」と入力すると、
W32/ で始まるウイルス名すべてが指定されます。
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4. 「表示オプション」タブで、警告とイベントの並び替え順序を選択します。
デフォルトで、「警告名とイベント名」順に警告とイベントの詳細が表示されます。な
お、「コンピュータ名」、コンピュータの「グループ名」、あるいは「日時」順に並び
替えることもできます。

5. 一定の頻度でレポートを実行し、指定したメール受信者に添付ファイルとして送信する
には、「スケジュール」タブで、「このレポートをスケジュール設定する」を選択しま
す。開始日時とレポート作成の頻度を入力し、出力ファイルの形式および言語を指定し、
レポート受信者のメールアドレスを入力します。

10.3 「警告のサマリー」レポートを設定する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには、「レポート環境
設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してく
ださい。

「警告のサマリー」レポートには、ネットワークの総合的なセキュリティステータスの集
計結果が表示されます。

1. ツールバーにある「レポート」アイコンをクリックします。
2. 「レポートマネージャ」ダイアログボックスで、「警告のサマリー」を選択し、「プロ
パティ」をクリックします。

3. 「警告のサマリーのプロパティ」ダイアログボックスの「環境設定」タブで、オプショ
ンを指定します。

a) 「レポートの詳細」パネルで、随時、レポートの名称と説明を編集します。

b) 「レポート期間」パネルの「期間」テキストボックスで、ドロップダウン矢印をク
リックして期間を選択します。
「先月」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、「開始日」・「終
了日」ボックスに期間を指定することができます。

4. 「表示オプション」タブの「結果の表示間隔」で、1時間や 1日など、警告の頻度を算出
する期間を指定する場合は、ドロップダウン矢印をクリックして期間を選択します。

5. 一定の頻度でレポートを実行し、指定したメール受信者に添付ファイルとして送信する
には、「スケジュール」タブで、「このレポートをスケジュール設定する」を選択しま
す。開始日時とレポート作成の頻度を入力し、出力ファイルの形式および言語を指定し、
レポート受信者のメールアドレスを入力します。

10.4 「警告とイベント - アイテム名ごと」レポートを設
定する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには、「レポート環境
設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してく
ださい。

「警告とイベント - アイテム名ごと」レポートは、指定した期間における、すべてのコン
ピュータでのすべての警告とイベントに関する情報をアイテム名ごとにグループ分けして表
示します。
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レポートの設定方法は次のとおりです。

1. ツールバーにある「レポート」アイコンをクリックします。
2. 「レポートマネージャ」ダイアログボックスで、「警告とイベント - アイテム名ごと」
を選択し、「プロパティ」をクリックします。

3. 「警告とイベント - アイテム名ごとのプロパティ」ダイアログボックスの「環境設定」
タブで、オプションを指定します。

a) 「レポートの詳細」パネルで、随時、レポートの名称と説明を編集します。

b) 「レポート期間」パネルの「期間」テキストボックスで、ドロップダウン矢印をク
リックして期間を選択します。
「先月」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、「開始日」・「終
了日」ボックスに期間を指定することができます。

c) 「レポート場所」パネルで、「コンピュータのグループ」または「各コンピュータ」
をクリックします。そして、ドロップダウン矢印をクリックして、グループ名やコン
ピュータ名を指定します。

d) 「対象にする警告やイベントの種類」パネルで、レポートに含める警告とイベントの
種類を選択します。
デフォルトで、全種類の警告とイベントがレポートの対象になります。

4. 「表示オプション」タブの「表示」で、レポートで表示する警告とイベントを選択しま
す。

デフォルトで、すべての警告とイベント、および各発生件数が表示されます。

また、次の条件に一致した警告とイベントのみを表示するようにレポートを環境設定す
ることもできます。
■ 発生数の多い上位 n件の警告とイベント (nは任意の数値)、または
■ m件以上の発生件数を上回った警告とイベント (mは任意の数値)

5. 「並べ替え順序」で、警告とイベントをアイテム数、または名前で並び替えるかを指定
します。
デフォルトで、発生件数の多い順に警告とイベントが表示されます。

6. 一定の頻度でレポートを実行し、指定したメール受信者に添付ファイルとして送信する
には、「スケジュール」タブで、「このレポートをスケジュール設定する」を選択しま
す。開始日時とレポート作成の頻度を入力し、出力ファイルの形式および言語を指定し、
レポート受信者のメールアドレスを入力します。

10.5 「警告とイベント - 期間ごと」レポートを設定する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには、「レポート環境
設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してく
ださい。

「警告とイベント - 期間ごと」レポートは、警告とイベントを一定の期間ごとにまとめて表
示します。

1. ツールバーにある「レポート」アイコンをクリックします。
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2. 「レポートマネージャ」ダイアログボックスで、「警告とイベント - 期間ごと」を選択
し、「プロパティ」をクリックします。

3. 「警告とイベント - 期間ごとのプロパティ」ダイアログボックスの「環境設定」タブで、
オプションを指定します。

a) 「レポートの詳細」パネルで、随時、レポートの名称と説明を編集します。

b) 「レポート期間」パネルの「期間」テキストボックスで、ドロップダウン矢印をク
リックして期間を選択します。
「先月」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、「開始日」・「終
了日」ボックスに期間を指定することができます。

c) 「レポート場所」パネルで、「コンピュータのグループ」または「各コンピュータ」
をクリックします。そして、ドロップダウン矢印をクリックして、グループ名やコン
ピュータ名を指定します。

d) 「対象にする警告やイベントの種類」パネルで、レポートに含める警告とイベントの
種類を選択します。
デフォルトで、全種類の警告とイベントがレポートの対象になります。
または、特定の警告とイベントのみを表示することも可能です。特定の警告やイベン
ト 1つを指定するには、「詳細設定」をクリックし、リストより警告名またはイベン
ト名をクリックします。複数指定する場合は、テキストボックスで、ワイルドカード
文字を使用して名前を入力します。名前の 1文字を指定する場合は、「?」を使用し、
複数の文字を指定する場合は、「*」を使用します。例:「W32/*」と入力すると、
W32/ で始まるウイルス名すべてが指定されます。

4. 「表示オプション」タブで、毎時や毎日など、警告とイベントの頻度を算出する期間を
指定する場合は、ドロップダウン矢印をクリックして期間を選択します。

5. 一定の頻度でレポートを実行し、指定したメール受信者に添付ファイルとして送信する
には、「スケジュール」タブで、「このレポートをスケジュール設定する」を選択しま
す。開始日時とレポート作成の頻度を入力し、出力ファイルの形式および言語を指定し、
レポート受信者のメールアドレスを入力します。

10.6 「警告とイベント - 場所ごと」レポートを設定する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには、「レポート環境
設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してく
ださい。

「警告とイベント - 場所ごと」レポートは、指定した期間における、すべてのコンピュータ
でのすべての警告に関する情報を場所ごとに分けて表示します。

1. ツールバーにある「レポート」アイコンをクリックします。
2. 「レポートマネージャ」ダイアログボックスで、「警告とイベント - 場所ごと」を選択
し、「プロパティ」をクリックします。
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3. 「警告とイベント - 場所ごとのプロパティ」ダイアログボックスの「環境設定」タブで、
オプションを指定します。

a) 「レポートの詳細」パネルで、随時、レポートの名称と説明を編集します。

b) 「レポート期間」パネルの「期間」テキストボックスで、ドロップダウン矢印をク
リックして期間を選択します。
「先月」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、「開始日」・「終
了日」ボックスに期間を指定することができます。

c) 「レポート場所」パネルで、「コンピュータ」をクリックすると、コンピュータごと
の警告数が表示され、「グループ」をクリックすると、コンピュータグループごとの
警告が表示されます。

d) 「対象にする警告やイベントの種類」パネルで、レポートに含める警告とイベントの
種類を選択します。
デフォルトで、全種類の警告とイベントがレポートの対象になります。
または、特定の警告とイベントのみを表示することも可能です。特定の警告やイベン
ト 1つを指定するには、「詳細設定」をクリックし、リストより警告名またはイベン
ト名をクリックします。複数指定する場合は、テキストボックスで、ワイルドカード
文字を使用して名前を入力します。名前の 1文字を指定する場合は、「?」を使用し、
複数の文字を指定する場合は、「*」を使用します。例:「W32/*」と入力すると、
W32/ で始まるウイルス名すべてが指定されます。

4. 「表示オプション」タブの「表示」で、レポートで表示する場所を選択します。

デフォルトで、すべてのコンピュータとグループ、および各発生件数が表示されます。
次の情報のみを表示することもできます。
■ 警告とイベント数の多かった場所上位 n件 (nは任意の数値)、または
■ 警告とイベントが m件以上発生した場所 (mは任意の数値)

5. 「並べ替え順序」で、場所を検出アイテム数、または場所名で並び替えるかを指定しま
す。
デフォルトで、警告とイベント数の多い順 (アイテム数順) に場所が表示されます。場所
をアルファベット順で表示する場合は、「場所」を選択してください。

6. 一定の頻度でレポートを実行し、指定したメール受信者に添付ファイルとして送信する
には、「スケジュール」タブで、「このレポートをスケジュール設定する」を選択しま
す。開始日時とレポート作成の頻度を入力し、出力ファイルの形式および言語を指定し、
レポート受信者のメールアドレスを入力します。

10.7 「ポリシー非準拠マシン」レポートを設定する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには、「レポート環境
設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してく
ださい。

「ポリシー非準拠マシン」レポートは、所属するグループのポリシーに準拠していないコン
ピュータの割合または台数を、一定の期間ごとにまとめて表示します。

1. ツールバーにある「レポート」アイコンをクリックします。
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2. 「レポートマネージャ」ダイアログボックスで、「ポリシー非準拠マシン」を選択し、
「プロパティ」をクリックします。

3. 「ポリシー非準拠マシンのプロパティ」ダイアログボックスの「環境設定」タブで、オ
プションを指定します。

a) 「レポートの詳細」パネルで、随時、レポートの名称と説明を編集します。

b) 「レポート期間」パネルの「期間」テキストボックスで、ドロップダウン矢印をク
リックして期間を選択します。
「先月」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、「開始日」・「終
了日」ボックスに期間を指定することができます。

c) 「表示」パネルで、レポートで表示するポリシーを選択します。デフォルトで、「ウ
イルス対策および HIPS 」ポリシーのみが選択されています。

4. 「表示オプション」タブの「結果の表示間隔」で、1時間や 1日など、警告の頻度を算出
する期間を指定する場合は、ドロップダウン矢印をクリックして期間を選択します。

5. 「結果の表示方法」で、結果を割合または件数として表示することを指定します。
6. 一定の頻度でレポートを実行し、指定したメール受信者に添付ファイルとして送信する
には、「スケジュール」タブで、「このレポートをスケジュール設定する」を選択しま
す。開始日時とレポート作成の頻度を入力し、出力ファイルの形式および言語を指定し、
レポート受信者のメールアドレスを入力します。

10.8 「ユーザーごとのイベント」レポートを設定する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには、「レポート環境
設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してく
ださい。

「ユーザーごとのイベント」レポートは、アプリケーションコントロール、ファイアウォー
ル、データコントロール、デバイスコントロール、およびWeb サイトに関するイベントを
ユーザーごとに分けて表示します。

1. ツールバーにある「レポート」アイコンをクリックします。
2. 「レポートマネージャ」ダイアログボックスで、「ユーザーごとのイベント」を選択し、
「プロパティ」をクリックします。

3. 「ユーザーごとのイベントのプロパティ」ダイアログボックスの「環境設定」タブで、
オプションを指定します。

a) 「レポートの詳細」パネルで、随時、レポートの名称と説明を編集します。

b) 「レポート期間」パネルの「期間」テキストボックスで、ドロップダウン矢印をク
リックして期間を選択します。
「先月」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、「開始日」・「終
了日」ボックスに期間を指定することができます。

c) 「対象にするイベントの種類」パネルで、イベントとして表示したいコンポーネント
を選択します。
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4. 「表示オプション」タブの「表示」で、レポートで表示するユーザーを選択します。

デフォルトで、すべてのユーザーと各イベント数が表示されます。次の情報のみを表示
することもできます。
■ イベント数の多かったユーザー上位 n件 (nは任意の数値)、または
■ イベントが m件以上発生したユーザー (mは任意の数値)

5. 「並べ替え順序」で、ユーザーをイベント数、またはユーザー名で並び替えるかを指定
します。
デフォルトで、イベント数の多い順にユーザーが表示されます。ユーザーをアルファベッ
ト順で表示する場合は、「ユーザー」を選択してください。

6. 一定の頻度でレポートを実行し、指定したメール受信者に添付ファイルとして送信する
には、「スケジュール」タブで、「このレポートをスケジュール設定する」を選択しま
す。開始日時とレポート作成の頻度を入力し、出力ファイルの形式および言語を指定し、
レポート受信者のメールアドレスを入力します。

10.9 「管理対象エンドポイントの保護」レポートを設定
する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには、「レポート環境
設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してく
ださい。

「管理対象エンドポイントの保護」レポートは、保護対象コンピュータの割合または台数
を、一定の期間ごとにまとめて表示します。

1. ツールバーにある「レポート」アイコンをクリックします。
2. 「レポートマネージャ」ダイアログボックスで、「管理対象エンドポイントの保護」を
選択し、「プロパティ」をクリックします。

3. 「管理対象エンドポイントの保護のプロパティ」ダイアログボックスの「環境設定」タ
ブで、オプションを指定します。

a) 「レポートの詳細」パネルで、随時、レポートの名称と説明を編集します。

b) 「レポート期間」パネルの「期間」テキストボックスで、ドロップダウン矢印をク
リックして期間を選択します。
「先月」など、固定期間を選択したり、「カスタム」を選択して、「開始日」・「終
了日」ボックスに期間を指定することができます。

c) 「表示」パネルで、レポートで表示するコンポーネントを選択します。

4. 「表示オプション」タブの「結果の表示間隔」で、1時間や 1日など、警告の頻度を算出
する期間を指定する場合は、ドロップダウン矢印をクリックして期間を選択します。

5. 「結果の表示方法」で、結果を割合または件数として表示することを指定します。
6. 一定の頻度でレポートを実行し、指定したメール受信者に添付ファイルとして送信する
には、「スケジュール」タブで、「このレポートをスケジュール設定する」を選択しま
す。開始日時とレポート作成の頻度を入力し、出力ファイルの形式および言語を指定し、
レポート受信者のメールアドレスを入力します。
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10.10 アップデート階層レポート
「アップデート階層」レポートは、ネットワークにあるアップデートマネージャ、それに
よって管理されるアップデート共有フォルダ、および同共有フォルダをアップデート元とす
るコンピュータの数を表示します。

「アップデート階層」レポートを環境設定することはできません。レポートの実行方法は、
レポートを実行する (p. 234) を参照してください。

10.11 レポートをスケジュール設定する
ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには、「レポート環境
設定」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してく
ださい。

一定の頻度でレポートを実行し、指定したメール受信者に添付ファイルとして送信するよう
設定することができます。

1. ツールバーにある「レポート」アイコンをクリックします。
2. 「レポートマネージャ」ダイアログボックスで、スケジュール設定したいレポートを選
択し、「スケジュール」をクリックします。

3. 表示されるダイアログボックスの「スケジュール」タブで、「このレポートをスケジュー
ル設定する」を選択します。

4. レポート作成の開始日時、および頻度を入力します。
5. 出力ファイルの形式、および言語を指定します。
6. レポートの受信者のメールアドレスを入力します。

10.12 レポートを実行する
1. ツールバーにある「レポート」アイコンをクリックします。
2. 「レポートマネージャ」ダイアログボックスで、実行したいレポートを選択し、「実行」
をクリックします。

「レポート」ウィンドウに、レポートが表示されます。

レポートのレイアウトを変更したり、レポートを印刷したり、ファイルに出力することがで
きます。

10.13 レポートを表またはグラフとして表示する
レポートの中には、表またはグラフのいずれかとして表示できるものがあります。この場
合、レポートを表示する「レポート」ウィンドウに、「表」および「グラフ」という 2つの
タブが表示されます。

1. ツールバーにある「レポート」アイコンをクリックします。
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2. 「レポートマネージャ」ダイアログボックスで、「警告とイベント - 場所ごと」など、
実行したいレポートを選択し、「実行」をクリックします。

「レポート」ウィンドウに、レポートが表示されます。

3. レポートを表、またはグラフとして表示するには、該当するタブを選択してください。

10.14 レポートを印刷する
レポートを印刷する場合は、レポート上部のツールバーにある「印刷」アイコンをクリック
します。

10.15 レポートをファイルへエクスポートする
レポートをファイルへエクスポートする方法は次のとおりです。

1. レポート上部のツールバーにある「エクスポート」アイコンをクリックします。

2. 「レポートのエクスポート」ダイアログボックスで、レポートをエクスポートするドキュ
メントやスプレッドシートの種類を選択します。
選択できるオプションの種類は次のとおりです。
■ PDF - Acrobat

■ HTML

■ Microsoft Excel

■ Microsoft Word

■ リッチテキスト形式 - RTF

■ カンマ区切り - CSV

■ XML

3. 「ファイル名」の「参照」ボタンをクリックして、場所を選択します。そしてファイル
名を入力します。「OK」をクリックします。

10.16 レポートのレイアウトを変更する
レポートのページレイアウトを変更することが可能です。たとえば、レポートを横方向 (幅
の広いページ) に表示することができます。

1. レポート上部のツールバーにある「ページレイアウト」アイコンをクリックします。

2. 「ページ設定」ダイアログボックスで、用紙サイズ、印刷の向き、および余白を指定し
ます。「OK」をクリックします。

レポートは、ここで指定したページ設定を使用して表示されます。
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これらの設定情報は、レポートを印刷したり、エクスポートする際にも使用されます。
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11 監査
監査機能を使用すると、Enterprise Console の環境設定の変更、ユーザーやシステムによる
アクションを監視することができます。この情報を、法令順守やトラブルシューティングに
利用したり、また悪質な行為が発覚した際にはフォレンジック分析に利用したりすることが
できます。

デフォルトで監査は無効になっています。監査を有効にすると、特定の環境設定に変更が生
じたり、特定のアクションが実行された場合に、監査データベースに監査エントリが書き込
まれます。

注: ロールベースの管理を利用している場合、監査を有効化または無効化するには、「監
査」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してくだ
さい。

監査エントリには以下の情報が含まれます。
■ 実行されたアクション
■ アクションを実行したユーザー
■ ユーザーのコンピュータ名
■ ユーザーのサブ管理サイト
■ アクションの実行日時

成功および失敗したアクションの両方が監査され、監査エントリには、システムでアクショ
ンを実行したユーザー名、および正しく終了しなかったアクションを開始したユーザー名が
表示されます。

監査対象のアクションは次のとおりです。

アクションカテゴリ

警告およびエラーの消去/解決、コンピュータの保護、コンピュータのアッ
プデート、コンピュータの削除、コンピュータでのシステムのフル検索の
実行

コンピュータによるアク
ション

グループの作成、グループの削除、グループの移動、グループ名の変更、
グループへのコンピュータの割り当て

コンピュータグループの
管理

ポリシーの作成、ポリシー名の変更、ポリシーの複製、ポリシーの編集、
コンピュータへのポリシーの割り当て、ポリシーの製品出荷時へのリセッ
ト、ポリシーの削除

ポリシーの管理

ロールの作成、ロールの削除、ロール名の変更、ロールの複製、ロールへ
のユーザーの追加、ロールからのユーザーの削除、ロールからの権限の削
除

ロールの管理
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アクションカテゴリ

アップデートマネージャのアップデート、アップデートマネージへの環境
設定の適用、警告の消去、アップデートマネージャの消去、アップデート

アップデートマネージャ
の管理

マネージャの環境設定、新しいソフトウェアのサブスクリプションの追加、
ソフトウェアのサブスクリプションの削除、ソフトウェアのサブスクリプ
ション名の変更、ソフトウェアのサブスクリプションの編集、ソフトウェ
アのサブスクリプションの複製

監査の有効化、監査の無効化システムイベント

監査データベースに保存されているデータは、Microsoft Excel、Microsoft Access、Microsoft
SQL Server Reporting Services や Crystal Reports などの他社製プログラムを使用してアク
セスし、解析できます。監査エントリの表示方法についての詳細は、「Sophos Enterprise
Console監査ユーザーガイド」を参照してください。

11.1 監査を有効/無効に切り替える
ロールベースの管理を利用している場合、監査を有効化または無効化するには、「監査」権
限が必要です。詳細は、ロールとサブ管理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

監査を有効/無効に切り替える方法は次のとおりです。

1. 「ツール」メニューで「監査の管理」をクリックします。
2. 「監査の管理」ダイアログボックスで、「監査を有効にする」チェックボックスを選択
または選択解除して、監査を有効/無効に切り替えます。このオプションはデフォルトで
無効になっています。
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12 Enterprise Console でのデータのコ
ピー、印刷

12.1 コンピュータのリストのデータをコピーする
「エンドポイント」ビューのコンピュータのリストに表示されるデータは、クリップボード
にコピーし、タブ区切り形式で他のドキュメントに貼り付けることができます。

1. 「エンドポイント」ビューの「グループ」ペインで、データをコピーするコンピュータ
のグループを選択します。

2. 「表示」ドロップダウンリストから、「問題があると思われるコンピュータ」など、表
示するコンピュータを選択します。

3. 対象のグループにサブグループがある場合は、検索対象を「このレベルのみ」または「こ
のレベル以下」のどちらかに指定します。

4. コンピュータのリストで、「ウイルス対策の詳細」など、表示するタブを選択します。
5. コンピュータのリストをクリック (リスト内ならどこでもよい) します。これでリストが
選択されたことになります。

6. 「編集」メニューの「コピー」をクリックし、クリップボードにデータをコピーします。

12.2 コンピュータのリストのデータを印刷する
「エンドポイント」ビューのコンピュータのリストに表示される情報を印刷できます。

1. 「エンドポイント」ビューの「グループ」ペインで、データを印刷するコンピュータの
グループを選択します。

2. 「表示」ドロップダウンリストから、「問題があると思われるコンピュータ」など、表
示するコンピュータを選択します。

3. 対象のグループにサブグループがある場合は、検索対象を「このレベルのみ」または「こ
のレベル以下」のどちらかに指定します。

4. コンピュータのリストで、「ウイルス対策の詳細」など、表示するタブを選択します。
5. コンピュータのリストをクリック (リスト内ならどこでもよい) します。これでリストが
選択されたことになります。

6. 「ファイル」メニューの「印刷」をクリックします。

12.3 コンピュータの詳細をコピーする
「コンピュータの詳細」ダイアログボックスに表示される情報は、クリップボードにコピー
し、他のドキュメントに貼り付けることができます。この情報には、コンピュータ名、OS、
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インストールされているセキュリティソフトのバージョン、未対処の警告とエラー、更新状
況などが含まれます。

1. 「エンドポイント」ビューのコンピュータのリストで、データをコピーするコンピュー
タをダブルクリックします。

2. 「コンピュータの詳細」ダイアログボックスで、「コピー」をクリックし、クリップボー
ドにデータをコピーします。

12.4 コンピュータの詳細を印刷する
「コンピュータの詳細」ダイアログボックスから、コンピュータに関する情報を印刷するこ
とができます。この情報には、コンピュータ名、OS、インストールされているセキュリティ
ソフトのバージョン、未対処の警告とエラー、更新状況などが含まれます。

1. 「エンドポイント」ビューのコンピュータのリストで、データを印刷するコンピュータ
をダブルクリックします。

2. 「コンピュータの詳細」ダイアログボックスで、「印刷」をクリックします。
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13 トラブルシューティング

13.1 コンピュータでオンアクセス検索が稼動していない
オンアクセス検索が稼動していないコンピュータがある場合は、次の点を確認してくださ
い。

1. 各コンピュータに、どのウイルス対策および HIPS ポリシーが指定されているか確認し
ます。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 同ポリシー内でオンアクセス検索が有効になっており、コンピュータがそのポリシーに
準拠していることを確認します。
詳細は、オンアクセス検索を有効/無効に切り替える (p. 94) 、およびコンピュータにグ
ループ固有のポリシーを適用する (p. 41) を参照してください。

13.2 ファイアウォールが無効になっている
ファイアウォールが無効になっているコンピュータがある場合は、次の点を確認してくださ
い。

1. 各コンピュータで使用しているファイアウォールポリシーを確認します。
詳細は、グループに適用されているポリシーを確認する (p. 34) を参照してください。

2. 同ポリシー内でファイアウォールが有効になっており、コンピュータがそのポリシーに
準拠していることを確認します。
詳細は、ファイアウォールを一時的に無効にする (p.132) 、およびコンピュータにグルー
プ固有のポリシーを適用する (p. 41) を参照してください。

13.3 ファイアウォールがインストールされていない
注: ロールベースの管理を利用している場合、ファイアウォールをインストールするには
「コンピュータの検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、ロールとサブ管
理サイトを管理する (p. 20) を参照してください。

エンドポイントコンピュータにクライアントファイアウォールをインストールする前に、各
コンピュータでWindows クライアント OS を稼働していることを確認してください。

注: サーバー OS やWindows Vista Starter を稼動しているコンピュータに、Sophos Client
Firewall をインストールすることはできません。

ファイアウォールをインストールするコンピュータがある場合は、次の操作を行ってくださ
い。

1. コンピュータを選択し、右クリックして、「コンピュータの保護」を選択します。
「コンピュータの保護ウィザード」が表示されます。「次へ」をクリックします。
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2. 機能を選択するようメッセージが表示されるので、「Firewall」を選択します。ウィザー
ドを完了します。

引き続きこの問題が発生する場合は、ソフォステクニカルサポートへお問い合わせくださ
い。

13.4 コンピュータに未対処の警告がある
■ ウイルスや、使用を許可したくないアプリケーションのあるコンピュータがある場合は、
コンピュータを直ちにクリーンアップする (p. 62) を参照してください。

■ 使用したいアドウェア/不要と思われるアプリケーションのあるコンピュータがある場合
は、アドウェアや不要と思われるアプリケーションを認証する (p.120) を参照してくださ
い。

■ 最新版のないコンピュータがある場合は、最新版のないコンピュータをアップデートす
る (p. 88) を参照して、問題の解析・解決に役立ててください。

注:警告の表示は、必要なくなった時点で消去することができます。警告のあるコンピュー
タを選択し、右クリックして、「警告とエラーの対処」を選択してください。警告またはエ
ラーを消去するには、「修復 - クリーンアップ」権限が必要です。

13.5 コンピュータがコンソールの管理下にない
Windows、Mac、Linux、および UNIX コンピュータのアップデート・監視を行うためには、
Enterprise Console を使って管理する必要があります。

注:  Active Directory との同期 (Active Directory と同期する (p. 45) を参照) を行っていない
場合、コンソールはネットワークに新しく追加されたコンピュータを自動的に表示・管理し
ません。ツールバーで「コンピュータの検出」をクリックして、追加したコンピュータを検
索し、「グループ外のコンピュータ」フォルダに配置してください。

管理対象外のコンピュータの詳細は、「ステータス」タブでグレーアウト表示されていま
す。

管理対象外のコンピュータを管理下におくには、次の操作を行ってください。

1. 「表示」ドロップダウンリストで、「管理対象外のコンピュータ」を選択します。
2. 次のいずれかの手順を実行してください。

■ 管理対象外のコンピュータが、「グループ外のコンピュータ」フォルダにある場合、
そのコンピュータを選択し、配置先のグループにドラッグ & ドロップして配置しま
す。「コンピュータの保護ウィザード」が起動されるので、指示に従ってコンピュー
タを保護してください。

■ コンピュータがすでにグループに属している場合は、そのコンピュータを選択して右
クリックし、「コンピュータの保護」を選択して、管理対象バージョンの Sophos
Endpoint Security and Control をインストールします。
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3. Enterprise Console が Sophos Endpoint Security and Control を自動的にインストールで
きないコンピュータがある場合は、手動インストールを行ってください。
「コンピュータの保護ウィザード」を使用した自動インストールは、Windows コンピュー
タのみで実行できます。Mac、Linux または UNIX のコンピュータを保護する場合は、手
動でソフトウェアをインストールしてください。

Mac やWindows コンピュータを手動で保護する方法については、「Sophos Enterprise
Consoleアドバンススタートアップガイド」を参照してください。

Linux または UNIX コンピュータを保護する方法については、「Sophos Enterprise Console
スタートアップガイド Linux/UNIX 版」を参照してください。

13.6 「グループ外のコンピュータ」フォルダにあるコン
ピュータを保護することができない
「グループ外のコンピュータ」フォルダには、ユーザーが作成したグループに配置されてい
ないコンピュータだけが入っています。これらのコンピュータにポリシーを適用することは
できません。グループに配置するまで、コンピュータを保護することはできません。

13.7 Sophos Endpoint Security and Control のインストー
ルに失敗する
「コンピュータの保護ウィザード」で、コンピュータに Sophos Endpoint Security and
Control をインストールできない場合は、次のような原因が考えられます。
■ 各コンピュータでどの OS を稼動しているか Enterprise Console が把握していない。こ
れは、コンピュータの検索を行う際、ドメイン名\ユーザー名という形式でユーザー名を
入力しなかったためと考えられます。

■ 使用している OS で自動インストールを実行することができない。この場合は、手動で
インストールを行います。操作方法は、「Sophos Enterprise Consoleアドバンススター
トアップガイド」を参照してください。

■ コンピュータで他のファイアウォールが起動している。
■ Windows XP コンピュータ上の「簡易ファイルの共有」が無効になっていない。
■ Windows Vista コンピュータで、「共有ウィザードを使用する」オプションが無効になっ
ていない。

■ コンピュータの OS でサポートされていない機能をインストールしようとした。

Sophos Endpoint Security and Control の機能のシステム要件の一覧は、ソフォスWeb サイ
トのシステム要件ページ (http://www.sophos.com/ja-jp/products/all-system-requirements) を
参照してください。

13.8 コンピュータがアップデートされない
最新版のないコンピュータをアップデートする (p. 88) を参照して、問題の解析・解決に役
立ててください。

243

ヘルプ

https://docs.sophos.com/esg/enterprise-console/5-5/help/ja-jp/pdf/sec_55_asgjpn.pdf
https://docs.sophos.com/esg/enterprise-console/5-5/help/ja-jp/pdf/sec_55_asgjpn.pdf
https://docs.sophos.com/esg/enterprise-console/5-5/help/ja-jp/pdf/sec_55_sgjpn.pdf
https://docs.sophos.com/esg/enterprise-console/5-5/help/ja-jp/pdf/sec_55_sgjpn.pdf
https://docs.sophos.com/esg/enterprise-console/5-5/help/ja-jp/pdf/sec_55_asgjpn.pdf
https://docs.sophos.com/esg/enterprise-console/5-5/help/ja-jp/pdf/sec_55_asgjpn.pdf
http://www.sophos.com/ja-jp/products/all-system-requirements


13.9 ウイルス対策の設定が Mac に適用されない
ウイルス対策設定の中には、Mac に適用されないものもあります。この場合は、設定を行
うページに警告が記載されます。

Mac 環境に適用するウイルス対策および HIPS ポリシーの設定についての詳細は、ソフォ
スのサポートデータベースの文章 118859を参照してください。

13.10 ウイルス対策の設定が Linux または UNIX コンピュー
タに適用されない
ウイルス対策設定の中には、Linux または UNIX コンピュータに適用されないものもありま
す。この場合は、設定を行うページに警告が記載されます。

Linux コンピュータでは、「Sophos Anti-Virus for Linux 環境設定ガイド」に説明のある
savconfigコマンドおよびsavscanコマンドを使用して設定を変更することができます。

UNIX コンピュータでは、「Sophos Anti-Virus for UNIX 環境設定ガイド」に説明のある
savscanコマンドを使用して設定を変更することができます。

13.11 Linux または UNIX コンピュータにポリシーが指定
されていない
CID でコーポレート環境設定ファイルを使用し、そのファイルにポリシーと競合する環境設
定の値が含まれている場合、そのコンピュータは、「ポリシーと異なる」として表示されま
す。

「ポリシーの適用」オプションを指定しても、CID ベースの環境設定がコンピュータに再適
用されるまでの間、一時的にポリシーが適用されるに過ぎません。

この問題を解決するには、コーポレート環境設定ファイルを再検討し、可能な限り、コン
ソールベースの環境設定で置き換えてください。

13.12 予期しない新規検索が Windows コンピュータに表
示される
Windows コンピュータにある Sophos Endpoint Security and Control の「検索」の一覧を参
照すると、ユーザーが作成していないにもかかわらず、新しく「実行可能な検索」が表示さ
れている場合があります。

この新規検索は、コンソール画面で設定したスケジュール検索です。削除しないようにして
ください。

13.13 接続速度が遅い、またはタイムアウトになる
Enterprise Console とネットワークコンピュータ間の通信速度が遅くなったり、コンピュー
タが反応しなくなる場合は、接続速度に問題があることが考えられます。

244

Sophos Enterprise Console

http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/118859.aspx
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/118859.aspx
https://www.sophos.com/ja-jp/medialibrary/PDFs/documentation/savl_9_cgeng.pdf
https://www.sophos.com/ja-jp/medialibrary/PDFs/documentation/savu_9_cgeng.pdf


ソフォスネットワーク通信レポートを表示して、コンピュータと Enterprise Console 間の
現在の通信状況の概要を参照してください。このレポートを表示するには、問題の発生した
コンピュータで次の操作を行います。タスクバーで、「スタート」ボタンをクリックし、
「すべてのプログラム - Sophos - Sophos Endpoint Security and Control」を選択しま
す。次に、「ソフォスネットワーク通信レポートの表示」をクリックします。

レポートは、問題の可能性がある領域を表示し、問題が検知された場合は、その対処方法を
表示します。

13.14 アドウェアや不要と思われるアプリケーションが検
出されない
アドウェアや他の不要と思われるアプリケーションが検出されない場合、次の点を確認して
ください。
■ 検出が有効に設定されている。詳細は、オンアクセス検索を環境設定する (p. 92) を参照
してください。

■ アプリケーションがWindows コンピュータにある。

13.15 アイテムが部分的に検出される
Sophos Endpoint Security and Control は、アイテム (例:トロイの木馬や不要と思われるア
プリケーション) の「部分的な検出」をレポートすることがあります。これは、アプリケー
ションに含まれるすべてのコンポーネントが検出されなかったことを意味します。

検出されなかった他のコンポーネントを検索するには、対象のコンピュータでシステムのフ
ル検索を実行する必要があります。Windows コンピュータでは、対象のコンピュータを選
択し、右クリックして、「システムのフル検索」を選択してください。また、アドウェアや
他の不要と思われるアプリケーションに対するスケジュール検索を設定することもできま
す。詳細は、オンアクセス検索を環境設定する (p. 92) およびスケジュール検索を作成する
(p. 99) を参照してください。

この操作を行っても、依然としてアプリケーションの全コンポーネントが検出されない場合
は、次の原因が考えられます。
■ 十分なアクセス権限がない
■ アプリケーションのコンポーネントが含まれるコンピュータ上の一部のドライブまたは
フォルダが検索から除外されている

2つ目の理由が原因と思われる場合、検索から除外する項目のリストを確認してください (オ
ンアクセス検索の対象から項目を除外する (p. 98) を参照)。リストに項目がある場合はリス
トから削除し、再度コンピュータの検索を実行してください。

Sophos Endpoint Security and Control は、アドウェアや他の不要と思われるアプリケーショ
ンのコンポーネントがネットワークドライブ上にインストールされている場合、そのアプリ
ケーションの全部分を検出・削除できないことがあります。

ご不明の点は、ソフォステクニカルサポートへお問い合わせください。
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13.16 不要と思われるアプリケーションに関する警告を頻
繁に受信する
同じアプリケーションに対して複数のレポートが表示されるなど、不要と思われるアプリ
ケーションに関する警告を頻繁に受信することがあります。

この現象は、一部の不要と思われるアプリケーションがファイルを「監視」し、頻繁にアク
セスを試みることが原因の場合があります。オンアクセス検索が有効になっている場合、
Sophos Endpoint Security and Control によって各ファイルアクセスが検出され、そのたび
に警告が送信されます。

次のいずれかの方法で対処してください。
■ アドウェアや不要と思われるアプリケーションのオンアクセス検索を無効にする。代わ
りにスケージュール検索を実行することができます。

■ アプリケーションを認証する (不要と思われるアプリケーションをコンピュータで実行す
る場合)。詳細は、アドウェアや不要と思われるアプリケーションを認証する (p. 120) を
参照してください。

■ コンピュータをクリーンアップし、認証していないアプリケーションを削除する。詳細
は、コンピュータを直ちにクリーンアップする (p. 62) を参照してください。

13.17 クリーンアップに失敗した
Sophos Endpoint Security and Control がアイテムをクリーンアップしようとして失敗する
(「クリーンアップに失敗しました」) 場合、考えられる原因は次のいずれかです。
■ 複合型アイテムのすべてのコンポーネントが検出されなかった。残りのコンポーネント
を検出するには、コンピュータでシステムのフル検索を実行してください。詳細は、今
すぐコンピュータを検索する (p. 62) を参照してください。

■ アイテムのコンポーネントが含まれる一部のドライブまたはフォルダが検索から除外さ
れている。検索から除外するアイテムを確認してください (オンアクセス検索の対象から
項目を除外する (p. 98) を参照)。リストにアイテムがある場合はリストから削除してく
ださい。

■ 十分なアクセス権限がない。
■ クリーンアップできないタイプのアイテムである。
■ ウイルスそのものではなくウイルスフラグメントが発見された。
■ アイテムが書き込み禁止のフロッピーディスクや CD 上にある。
■ アイテムが書き込み禁止の NTFS ボリューム (Windows) 上にある。

13.18 ウイルスの副作用から復旧する
クリーンアップにより、ウイルスはコンピュータから削除されますが、その副作用は元の状
態に戻されないこともあります。
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感染による影響をまったく残さないウイルスもありますが、データを変更したり破壊するウ
イルスもあり、このようなウイルスは検出が困難です。次のいずれかの方法で対処してくだ
さい。
■ 「ヘルプ」メニューで、「セキュリティ情報の表示」をクリックしてください。ソフォ
スWeb が表示され、ウイルス解析情報を参照することができます。

■ オリジナルコピーまたはバックアップを使用し、感染したプログラムを置き換えます。
感染前の安全なバックアップコピーがない場合は、将来の感染に備え、作成または入手
しておくことを推奨します。

ウイルスによって破壊されたディスクからデータを復旧できる場合もあります。ソフォスで
は、一部のウイルスの破壊活動から復旧するためのユーティリティを提供しています。ソ
フォステクニカルサポートに問い合わせてください。

13.19 アプリケーションの副作用から復旧する
クリーンアップにより不要と思われるアプリケーションはコンピュータから削除されます
が、その副作用は元の状態に戻されないこともあります。

アプリケーションには、インターネット接続の設定を変更するなど OS に変更を加えるもの
もあります。このような場合、Sophos Endpoint Security and Control がすべての設定を元
の状態に戻せないこともあります。たとえば、アプリケーションがブラウザのホームページ
の設定を変更した場合、Sophos Endpoint Security and Control は変更前のホームページが
何であったか判断することはできません。

また、dll ファイルや .ocx ファイルなどコンピュータにユーティリティをインストールする
アプリケーションもあります。ユーティリティが、言語ライブラリなど、安全であり (つま
り、不要と思われるアプリケーションの要素をもたない)、かつアプリケーションの中核機
能でない場合、Sophos Endpoint Security and Control がアプリケーションの一部として検
出しないこともあります。この場合、クリーンアップを実行してもファイルはコンピュータ
から削除されません。

アドウェアなどのアプリケーションは、ユーザーによって意図的にインストールされたプロ
グラムの一部で、プログラムの実行に必要な場合があります。このようなアプリケーション
を削除すると、プログラムが停止することがあります。

次の項目を実行する必要があります。
■ 「ヘルプ」メニューで、「セキュリティ情報の表示」をクリックしてください。ソフォ
スWeb が表示され、アプリケーションの解析情報を参照することができます。

■ バックアップを使用してシステム設定または使用するプログラムを元の状態に戻します。
感染前の安全なバックアップコピーがない場合は、将来の感染に備え、作成または入手
しておくことを推奨します。

アドウェアや不要と思われるアプリケーションによる副作用の復旧に関する詳細情報、ある
いはご相談は、ソフォステクニカルサポートまでお問い合わせください。
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13.20 内蔵ブラウザを使用してアップロードされたファイ
ルがデータコントロールによって検出されない
データコントロールは、スタンドアロン型Web ブラウザを使用してアップロードされたド
キュメントに割り込みます。他社製アプリケーション (例: Lotus Notes など) に内蔵されて
いるブラウザを使用してアップロードされたドキュメントには割り込みません。ブラウザが
内蔵されている他社製アプリケーションをご使用で、アップロードされたドキュメントすべ
てを監視する場合は、外部ブラウザが起動されるよう、同アプリケーションを設定する必要
があります。

13.21 アップロードされたファイルや添付ファイルが、
データコントロールで検索されない
監視対象アプリケーション (メールクライアント、Web ブラウザ、IM (インスタントメッ
セージング) クライアントなど) を使用してネットワーク内の場所からアップロードまたは
添付されたファイルがデータコントロールで検索されない場合は、ウイルス対策および HIPS
ポリシーで、リモートファイルがオンアクセス検索から除外されるよう設定していることが
原因のことがあります。この場合、データコントロールにオンアクセススキャナと同じ除
外設定が適用されるため、リモートファイルの検索が無効になっていると、データコント
ロール機能でリモートファイルがまったくチェックされません。

オンアクセス検索の対象から項目を除外する方法の詳細は、オンアクセス検索の対象から項
目を除外する (p. 98) を参照してください。

注: Windows エクスプローラを使用してファイルをコピー/移動した場合、オンアクセス検
索の除外設定はデータコントロールに適用されません。この場合、ファイルをリムーバブル
ストレージデバイスにコピーしたり、データを光学メディアドライブに書き込んだりする
など、ネットワークの場所から監視対象ストレージデバイスにファイルを転送しようとする
と、データコントロール機能でブロックされます。

13.22 アンインストールしたアップデートマネージャがコ
ンソールに表示される
追加のアップデートマネージャをアンインストールした後も、Enterprise Console の「アッ
プデートマネージャ」ビューに表示されることがあります。

アップデートマネージャをコンソールで非表示にするには、アップデートマネージャを選択
し、右クリックします。そして、「削除」をクリックします。
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14 用語集

Active Directory と同期中に発生するイベント。Active Directory の同
期のイベント

「グループ」ペインに表示されるサブ管理サイト。アクティブなサブ管理
サイト

ユーザー定義のコンテンツコントロールリストを作成するための
エディタ。コンテンツコントロールリストは、スコア、最大件

コンテンツコントロー
ルリスト - 詳細設定エ
ディタ 数、正規表現、コンテンツコントロールリストが照合される基準

スコアで構成されます。

Sophos Client Firewall でブロックされたアプリケーションの起動
を許可、またはそのアプリケーションに対して新しいルールを作
成するダイアログボックス。

アプリケーションマ
ネージャ

Enterprise Console の環境設定の変更、ユーザーやシステムによ
るアクションを監視する機能。

監査

Enterprise Console から、Active Directory コンテナ内の各コン
ピュータにセキュリティ対策ソフトを展開 (ソフトウェアのイン
ストールとポリシーの強制的な適用) すること。

自動保護

SophosLabs コンテンツコントロールリストの分類に使われるタ
グ。リストは、種類、コンテンツを定義するルール、または適用
する地域などに応じて分類されます。

カテゴリ

ファイルコンテンツを示す条件をまとめたリスト。たとえば、ク
レジットカードやデビットカードの番号、銀行の口座番号、また

コンテンツコントロー
ルリスト (CCL)

はその他の個人情報などです。コンテンツコントロールリストは
2種類あります。1つは「SophosLabs コンテンツコントロールリ
スト」で、もう 1つは「カスタムコンテンツコントロールリス
ト」です。

1つまたは複数のコンテンツコントロールリストを持つルール。
ルール内のコンテンツコントロールリストすべてにマッチする

コンテンツルール

データを、ユーザーが特定の場所に転送しようとした際に実行す
るアクションが定められています。

生産性やネットワークパフォーマンスの低下を避けるために、社
内で使用すると検出・ブロックされる悪意のないアプリケーショ
ン。

管理対象アプリケー
ション

データコントロールの条件にマッチするファイル。管理対象データ
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デバイスコントロールの対象となるデバイス。管理対象デバイス

アイテムのセキュリティステータスが「緊急」に変わる値。緊急レベル

ユーザーが独自に作成したコンテンツコントロールリスト。ユー
ザー定義のコンテンツコントロールリストを作成する方法は、2

ユーザー定義のコンテ
ンツコントロールリス
ト とおりあります。1つは、簡単な検索用語リストを作成し、検索の

条件 (「このいずれかの用語にマッチ」など) を指定する方法で
す。もう1つは、コンテンツコントロールリストの詳細設定エ
ディタを使う方法です。

ネットワークのセキュリティステータスが一目でわかるように表
示されるビュー。

ダッシュボード

ダッシュボードのセキュリティインジケータの値が緊急レベルを
超えるイベント。ダッシュボードイベントが発生すると、メール
警告が生成されます。

ダッシュボードイベン
ト

クライアントマシンからのデータ流出事故を防止する機能。クラ
イアントマシンのユーザーが、データコントロールポリシーや

データコントロール

ルールで指定されている条件にマッチするファイルを転送しよう
とするとアクションが実行されます。たとえば、ユーザーが、顧
客データを含むスプレッドシートをリムーバブルストレージデバ
イスにコピーしようとしたり、社外秘のドキュメントをWeb メー
ルのアカウントにアップロードしようとした場合、転送をブロッ
クできます (設定が必要です)。

「データコントロール」を参照。データ流出防止 (DLP)

Sophos Enterprise Console のコンポーネント。ネットワーク上の
コンピュータに関する情報を保存します。

データベース

グループツリー、および「グループ外のコンピュータ」フォルダ
のサーバーのルートノードをルートとして持つサブ管理サイト。

デフォルトのサブ管理
サイト

デフォルトで、Enterprise Console をはじめて開いたときに表示
されます。

クライアントマシンからのデータ流出事故を防止し、ユーザーに
よる社内ネットワークへのソフトウェアの持ち込みを制限する機

デバイスコントロール

能。この機能は、ユーザーがクライアントマシンで認証されてい
ないストレージデバイスや、ネットワークデバイスを使おうとす
ると動作します。

インターネットからダウンロードしたファイルのレピュテーショ
ン。レピュテーションは、ファイルの古さ、提供元、発生する頻

ダウンロードレピュ
テーション

度、詳細なコンテンツ解析、およびその他の特徴を基に算出され
ます。ファイルが安全であるか、危険で、ダウンロードするとユー
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ザーのコンピュータに害を与える恐れがあるかを判断する必要が
あります。

「IT 資産」を参照。管理サイト

デバイスコントロールの対象から明示的に除外されたデバイス。除外対象デバイス

「正規表現」を参照。条件式

ユーザーが特定の場所に指定されている名前や種類のファイルを
転送しようとした場合に、実行されるアクションを指定するルー

ファイルのマッチルー
ル

ル。例:リムーバブルストレージデバイスへのデータベース転送
をブロックする。

Sophos Enterprise Console で定義されている管理対象のコンピュー
タのグループ。

グループ

ダッシュボードのセクションやダッシュボード上のアイテムにつ
いて、セキュリティの状態を表すアイコン、またはネットワーク
の総合的なセキュリティステータス。

セキュリティインジ
ケータ

疑わしいファイル、ウイルス定義ファイルがリリースされていな
いウイルス、および疑わしい動作からコンピュータを保護するセ
キュリティ技術。

ホスト侵入防止システ
ム (HIPS)

コンピュータ、ネットワークなどの社内の IT 環境。IT 資産

感染したコンピュータと攻撃者のコマンドアンドコントロール
サーバー間の通信を検知する機能。

Malicious Traffic
Detection (MTD - 悪質
なトラフィックの検知)

Remote Management System (RMS) がインストールされていて、
Sophos Enterprise Console がレポート送信や、ソフトウェアのイ
ンストール・アップデートを行えるコンピュータ。

管理対象コンピュータ

各コンピュータを集中管理・保護する Sophos Enterprise Console
のコンポーネント。

管理コンソール

ネットワークに接続されているコンピュータのアップデート・通
信処理を行う Sophos Enterprise Console のコンポーネント。

管理サーバー

合計スコアとして加算される正規表現の最大一致件数。最大件数

最新のソフォス製品がインストールされていないコンピュータ。最新版のないコン
ピュータ

コンピュータにインストールされているパッチ、および未適用の
パッチを評価します。

パッチ評価
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アップデートの設定など、各設定の集まり。コンピュータのグルー
プ (複数可) に適用します。

ポリシー

本質的には悪質ではないものの、一般的に、ほとんどの企業ネッ
トワークには不適切と判断されているアプリケーション。

不要と思われるアプリ
ケーション (PUA)

ファイルとコンテンツコントロールリストの照合に必要な最小限
のリストキーのデータ型。

データ量

コンテンツコントロールリストで定義するデータのキー型。
「データ量」の設定内容が適用されます。たとえば、クレジット/

データ量のキー

デビットカード番号を含むコンテンツコントロールリストの場
合、「データ量」で指定した件数を超えるクレジット/デビット
カード番号がファイルに検出されると、コンテンツコントロール
リストが照合されます。

SophosLabs コンテンツコントロールリストの適用範囲。コンテ
ンツコントロールリストを適用する国名 (国別のコンテンツコン

地域

トロールリストの場合)。すべての国に共通するグローバルコン
テンツコントロールリストの場合は、「グローバル」と表示され
ます。

特殊な文字で表された検索文字列。文字列のパターンマッチに使
います。データコントロール機能では、Perl 5 と同じ構文の正規
表現が使用されています。

正規表現

Enterprise Console で特定のタスクを実行するための権限。権限

Enterprise Console で許可する操作の権限をグループ化したもの。ロール

ユーザーの組織内の役割に応じて、アクセスできるコンピュータ
や、実行できるタスクを指定できる機能。

ロールベースの管理

コンピュータのユーザーや管理者から、悪意のあるオブジェクト
(プロセス、ファイル、レジストリキー、ネットワークポート) の
存在を隠すために使われるトロイの木馬またはテクノロジー。

ルートキット

ファイルが特定の条件にマッチしたときに実行されるアクション
を指定するルール。データコントロールのルールには、ファイル
のマッチルールとコンテンツルールの 2種類あります。

ルール

正規表現に一致するたびに、コンテンツコントロールリストの合
計スコアに加算される数値。

スコア

「グループ外のコンピュータ」フォルダを含む「グループ」ペイ
ンで、グループツリー階層の最上に位置するノード。

サーバーのルートノー
ド
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オンラインベースのテクノロジーを使って、疑わしいファイルが
脅威であるかを瞬時に解析する機能。ソフォスのウイルス対策の
クリーンアップ機能で設定されているアクションを実行します。

Sophos Live
Protection

ソフォスのセキュリティソフトとアップデート版をソフォスや他
のアップデートサーバーからダウンロードし、共有フォルダに配
置するプログラム。

Sophos Update
Manager (SUM)

あらかじめ設定されているルールのサンプル。ソフォスによるプ
リセットルールの更新はありません。

プリセットルール

ソフォスが提供・管理するコンテンツコントロールリスト。
SophosLabs コンテンツコントロールリストは、ソフォスによっ

SophosLabs コンテン
ツコントロールリスト

て更新・新規作成されます。最新のリストは、Enterprise Console
からダウンロードできます。なお、SophosLabs コンテンツコン
トロールリストの内容は編集できません。ただし、各コンテンツ
コントロールリストで「データ量」を設定することはできます。

コンピュータやグループの一部を含む、特定の IT 資産。サブ管理サイト

処理の実行が可能なコンピュータやグループを制限する機能。サブ管理サイトの管理

様々なプラットフォーム用のソフトウェアバージョンの集まり。
ユーザーが選択し、Update Manager によってダウンロードされ、

ソフトウェアのサブス
クリプション

常に最新の状態に保たれます。Windows に「Recommended」を
指定するなど、対応プラットフォームごとに異なるバージョンを
設定できます。

システム上で起動している全プログラムの振る舞いの動的な解析。
悪意があると思われる動作を検知・ブロックします。

疑わしい動作の検知

ウイルスによく見られる特徴を持ちながらウイルスに限定されな
い特徴も持つファイル。

疑わしいファイル

Enterprise Console の同期ポイントを選択した Active Directory コ
ンテナと同期する間隔。

同期の頻度

同期をすることによって、選択した Active Directory コンテナの内
容 (グループとコンピュータ、またはグループのみ) が追加される

同期ポイント (Active
Directory ツリー用)

Sophos Enterprise Console のグループ。コンテナの構成は保った
まま追加されます。

Active Directory の組織単位 (OU: Organizational Unit) またはコン
テナを Sophos Enterprise Console のグループへ一方向同期する
こと。

同期: Active Directory
との同期

同期ポイントより下方に位置するグループすべて。同期したグループ
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ネットワーク上のソフォスのセキュリティソフト、および
Enterprise Console のロールを管理するために、あらかじめ設定
されているロール。フルコントロール権限が与えられています。

システム管理者

システム管理者ロールは削除もすることも、その権限や名前を変
更することもできません。また、このロールからWindows のグ
ループ「Sophos Full Administrators」を削除することもできませ
ん。他のユーザーやグループは、このロールに追加したり、削除
できます。

SophosLabs コンテンツコントロールリストが持つ記述子。コン
テンツコントロールリストの内容や適用範囲が記されています。
タグは 3種類あります。タイプ、規約、および地域です。

タグ

既知のマルウェアや未認証のユーザー (ローカルアドミニストレー
タや専門知識のないユーザーなど) が、ソフォスのセキュリティ

タンパープロテクショ
ン

ソフトをアンインストールしたり、Sophos Endpoint Security and
Control の GUI を通じて無効に設定することを防止する機能です。

アイテムのセキュリティステータスが「警報」または「緊急」に
変わる値。

しきい値レベル

コンテンツコントロールリストの内容にマッチすると加算される
スコアの合計。

合計スコア

正規表現のマッチ回数。この値を超えると、コンテンツコント
ロールリストが照合されます。

基準スコア

ファイル拡張子にかかわらず、ファイルの構造を解析することに
よって判定されたファイルタイプ。より信頼性の高い方法です。

判定ファイルタイプ

SophosLabs コンテンツコントロールリストの分類タイプ。たと
えば、パスポートの内容、住所、またはメールアドレスを持つコ
ンテンツコントロールリストは、個人情報として分類されます。

タイプ

「Sophos Update Manager」を参照。アップデートマネー
ジャ

アイテムのセキュリティステータスが「警報」に変わる値。警報レベル

社内のWeb アクセスポリシーの設定、施行、およびWeb 閲覧履
歴のレポート表示を行う機能。特定のWeb カテゴリの閲覧を許

Web コントロール

可またはブロックしたり、ポリシーに違反するWeb サイトを識
別し、ブラウザに警告を表示したりできます。

Web ページに存在する脅威を検出する機能。この機能は過去に悪
質なコンテンツを含んでいたことのあるWeb サイトをブロック

Web Protection

したり、悪意のあるダウンロードを防止したりします。Web
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Protection 機能は「ウイルス対策および HIPS」ポリシーに含まれ
ています。
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15 テクニカルサポート
ソフォス製品のテクニカルサポートは、次のような形でご提供しております。
■ ユーザーコミュニティサイト「Sophos Community」(英語) (community.sophos.com/)
のご利用。さまざまな問題に関する情報を検索できます。

■ ソフォスサポートデータベースのご利用。www.sophos.com/ja-jp/support.aspx/

■ 製品ドキュメントのダウンロード。www.sophos.com/ja-jp/support/documentation.aspx

■ オンラインでのお問い合わせ。
https://secure2.sophos.com/ja-jp/support/contact-support/support-query.aspx
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Sophos、Sophos Anti-Virusおよび SafeGuardは、Sophos Limited、Sophos Groupおよび
Utimaco Safeware AGの登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は、各社の
登録商標または商標です。

ACE™, TAO™, CIAO™, DAnCE™, and CoSMIC™

ACE™, TAO™, CIAO™, DAnCE™, and CoSMIC™ (henceforth referred to as "DOC software")
are copyrighted by Douglas C. Schmidt and his research group at Washington University,
University of California, Irvine, and Vanderbilt University, Copyright (c) 1993-2014, all rights
reserved. Since DOC software is open-source, freely available software, you are free to use,
modify, copy, and distribute—perpetually and irrevocably—the DOC software source code
and object code produced from the source, as well as copy and distribute modified versions
of this software.You must, however, include this copyright statement along with any code
built using DOC software that you release. No copyright statement needs to be provided if
you just ship binary executables of your software products.

You can use DOC software in commercial and/or binary software releases and are under no
obligation to redistribute any of your source code that is built using DOC software. Note,
however, that you may not misappropriate the DOC software code, such as copyrighting it
yourself or claiming authorship of the DOC software code, in a way that will prevent DOC
software from being distributed freely using an open-source development model.You needn't
inform anyone that you're using DOC software in your software, though we encourage you
to let us know so we can promote your project in the DOC software success stories.

The ACE, TAO, CIAO, DAnCE, and CoSMIC web sites are maintained by the DOC Group at
the Institute for Software Integrated Systems (ISIS) and the Center for Distributed Object
Computing of Washington University, St. Louis for the development of open-source software
as part of the open-source software community. Submissions are provided by the submitter
"as is" with no warranties whatsoever, including any warranty of merchantability,
noninfringement of third party intellectual property, or fitness for any particular purpose. In no
event shall the submitter be liable for any direct, indirect, special, exemplary, punitive, or
consequential damages, including without limitation, lost profits, even if advised of the possibility
of such damages. Likewise, DOC software is provided as is with no warranties of any kind,
including the warranties of design, merchantability, and fitness for a particular purpose,
noninfringement, or arising from a course of dealing, usage or trade practice. Washington
University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, and students shall have no
liability with respect to the infringement of copyrights, trade secrets or any patents by DOC
software or any part thereof. Moreover, in no event will Washington University, UC Irvine, or
Vanderbilt University, their employees, or students be liable for any lost revenue or profits or
other special, indirect and consequential damages.

DOC software is provided with no support and without any obligation on the part of Washington
University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, or students to assist in its use,
correction, modification, or enhancement. A number of companies around the world provide
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commercial support for DOC software, however. DOC software is Y2K-compliant, as long as
the underlying OS platform is Y2K-compliant. Likewise, DOC software is compliant with the
new US daylight savings rule passed by Congress as "The Energy Policy Act of 2005," which
established new daylight savings times (DST) rules for the United States that expand DST
as of March 2007. Since DOC software obtains time/date and calendaring information from
operating systems users will not be affected by the new DST rules as long as they upgrade
their operating systems accordingly.

The names ACE™, TAO™, CIAO™, DAnCE™, CoSMIC™, Washington University, UC Irvine,
and Vanderbilt University, may not be used to endorse or promote products or services derived
from this source without express written permission from Washington University, UC Irvine,
or Vanderbilt University.This license grants no permission to call products or services derived
from this source ACE™, TAO™, CIAO™, DAnCE™, or CoSMIC™, nor does it grant permission
for the name Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University to appear in their
names.

If you have any suggestions, additions, comments, or questions, please let me know.

Douglas C. Schmidt

Apache

The Sophos software that is described in this document may include some software programs
that are licensed (or sublicensed) to the user under the Apache License. A copy of the license
agreement for any such included software can be found at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Boost Software License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to
use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare
derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished
to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license
grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software,
in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative
works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language
processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND
NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

Common Public License

The Sophos software that is referenced in this document includes or may include some
software programs that are licensed (or sublicensed) to the user under the Common Public
License (CPL), which, among other rights, permits the user to have access to the source
code. The CPL requires for any software licensed under the terms of the CPL, which is
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distributed in object code form, that the source code for such software also be made available
to the users of the object code form. For any such software covered under the CPL, the source
code is available via mail order by submitting a request to Sophos; via email to
support@sophos.co.jp or via the web at
https://www.sophos.com/ja-jp/support/contact-support.aspx. A copy of the license agreement
for any such included software can be found at http://opensource.org/licenses/cpl1.0.php

ConvertUTF

Copyright 2001–2004 Unicode, Inc.

This source code is provided as is by Unicode, Inc. No claims are made as to fitness for any
particular purpose. No warranties of any kind are expressed or implied. The recipient agrees
to determine applicability of information provided. If this file has been purchased on magnetic
or optical media from Unicode, Inc., the sole remedy for any claim will be exchange of defective
media within 90 days of receipt.

Unicode, Inc. hereby grants the right to freely use the information supplied in this file in the
creation of products supporting the Unicode Standard, and to make copies of this file in any
form for internal or external distribution as long as this notice remains attached.

Loki

The MIT License (MIT)

Copyright © 2001 by Andrei Alexandrescu

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software
and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished
to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Microsoft Public License (MS-PL)

This license governs use of the accompanying software. If you use the software, you accept
this license. If you do not accept the license, do not use the software.

1. Definitions

The terms "reproduce," "reproduction," "derivative works," and "distribution" have the same
meaning here as under U.S. copyright law.

A "contribution" is the original software, or any additions or changes to the software.

A "contributor" is any person that distributes its contribution under this license.

"Licensed patents" are a contributor's patent claims that read directly on its contribution.
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2. Grant of Rights

(A) Copyright Grant- Subject to the terms of this license, including the license conditions
and limitations in section 3, each contributor grants you a non-exclusive, worldwide,
royalty-free copyright license to reproduce its contribution, prepare derivative works of its
contribution, and distribute its contribution or any derivative works that you create.

(B) Patent Grant- Subject to the terms of this license, including the license conditions and
limitations in section 3, each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free
license under its licensed patents to make, have made, use, sell, offer for sale, import,
and/or otherwise dispose of its contribution in the software or derivative works of the
contribution in the software.

3. Conditions and Limitations

(A) No Trademark License- This license does not grant you rights to use any contributors'
name, logo, or trademarks.

(B) If you bring a patent claim against any contributor over patents that you claim are
infringed by the software, your patent license from such contributor to the software ends
automatically.

(C) If you distribute any portion of the software, you must retain all copyright, patent,
trademark, and attribution notices that are present in the software.

(D) If you distribute any portion of the software in source code form, you may do so only
under this license by including a complete copy of this license with your distribution. If you
distribute any portion of the software in compiled or object code form, you may only do so
under a license that complies with this license.

(E) The software is licensed "as-is." You bear the risk of using it. The contributors give no
express warranties, guarantees or conditions.You may have additional consumer rights
under your local laws which this license cannot change. To the extent permitted under
your local laws, the contributors exclude the implied warranties of merchantability, fitness
for a particular purpose and non-infringement.

A copy of the MS-PL terms can be found at https://opensource.org/licenses/MS-PL.

OpenSSL Cryptography and SSL/TLS Toolkit

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL
License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license
texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license
issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL license

Copyright © 1998–2016 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgment:
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“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or
promote products derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL”
appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit (http://www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).This
product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay license

Copyright © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The
implementation was written so as to conform with Netscape’s SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions
are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included
with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be
removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the
author of the parts of the library used.This can be in the form of a textual message at program
startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgement:

“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”

The word “cryptographic” can be left out if the routines from the library being used are not
cryptographic related :-).
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4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory
(application code) you must include an acknowledgement:

“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The license and distribution terms for any publically available version or derivative of this code
cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution
license [including the GNU Public License.]

WilsonORMapper

Copyright © 2007, Paul Wilson

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Windows Template Library (WTL)

Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.

The use and distribution terms for this software are covered by the Common Public License.
Source code for this component is available here: https://sourceforge.net/projects/wtl/files/
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zlib data compression library

Copyright © 1995–2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote
the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the
product documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented
as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org

Mark Adler madler@alumni.caltech.edu
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