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インテル® AMTによる時間
帯を選ばないスキャン
インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用した
リモートサポートと信頼性の高いセキュリティアップデート
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インテル® アクティブ ・ マネジメント ・ テクノロジーを使用したリモートサポートと信頼性の
高いセキュリティアップデート
現状

Security Connected
マカフィーのSecurity Connected
フレームワークは、複数の製品、
サービス、パートナーの統合を可能
にすることで、効率的かつ効果的に
一元的なリスク軽減を実現します。
20年以上の実績を持つセキュリティ
プラクティスを基盤に構築された
Security Connectedアプローチを
通じて、規模やセグメントを問わず、
すべての地域の組織がセキュリティ
体制を改善し、セキュリティを最適化
することでコスト効率を高め、戦略的
にセキュリティとビジネスイニシアチブ
を整合させることが可能になります。
Security Connectedリファレンス
アーキテクチャーは、構想から実装
までの具体的な手法を提供します。
このアーキテクチャーを利用する
ことにより、Security Connectedの
概念をお客様独自のリスク、インフラ
ストラクチャー、ビジネス目標に適合
させることができます。マカフィーは、
常にお客様を保護する新しい方法
を見出すことに専心しています。

社内のエンドポイントをスキャンする頻度は十分ではありません。 でも、 それはあなた
の会社だけではありません。顧客とセキュリティ専門家に対する非公式な調査によると、
多くの会社が「水曜日の午後」にウイルスのフルスキャンを実行しています。 その理由は、
「水曜日には多くの社員が社内にいる」 からです。 少数派ですが、「夜間」 や 「毎日正午」
などの回答もありました。
夜間にスキャンを実行する会社が少ないのは、なぜだと思いますか。 ユーザーが PC を
シャットダウンしてしまうため、 スキャンを実行できないからです。
では、 「毎日」 実行しないのは、 なぜでしょうか。 答えはパフォーマンスです。 システム
がセキュリティ製品に影響されると、 ユーザーからの苦情の原因になります。 不思議な
ことに、 Web ブラウザーのウィンドウを 18 個開いてコンピューターの処理速度が低下
した場合は、 ユーザーから苦情が来ることはありません。 これが、 セキュリティ運用の
管理で直面する問題のひとつです。
課題
社外の規制と社内の期待に応えるためには、エンドユーザーのシステムの更新、パッチの適用、ウイルス
対策が必要ですが、ユーザーからはパフォーマンスへ影響しない、スムーズな利用が求められます。高度
なセキュリティとスムーズな利用を両立するには、ウイルス定義ファイルの更新とフルスキャンを毎日実行
するだけでなく、次のような複雑な要素を考慮しながら、デスクトップシステムの正常な機能を維持し、常に
最新の状態にする必要があります。
• ユーザーへの影響：
ユーザーへの影響 ファイルシステムのスキャンでは、インデックスの検索であってもウイルスのチェック
であっても、I/Oにオーバーヘッドが発生します。そのため、ユーザーへの影響が最も少ない時間帯を
選択する必要があります。このような理由から、ランチタイムが選ばれることが多いのですが、すべての
システムでスキャンを確実に実行できるのであれば、営業時間外の方が適しています。
• 組み込みスケジュールの制限：
組み込みスケジュールの制限 組み込みスケジュールツールでの更新とスキャンは通常、単純作業か
手作業で作成したバッチファイルに限られています。多くの労力が必要とされ、管理とトラブルシューティ
ングのオーバーヘッドが追加されます。
• グリーンコンピューティング：
グリーンコンピューティング 「環境にやさしい」職場を目指す組織の多くがエンドユーザーのシステムに
省電力計画を導入しています。システムの電源が切断されると、予定されていたスキャンが実行されま
せん。
• 規制遵守：
規制遵守 最新の政府および業界の規制では、セキュリティ機能、スキャンおよびウイルスの定義を
最新の状態にすることが義務付けられています。

2

インテル® AMT による時間帯を選ばないスキャン

ITの運用部門が対応しなければならないもうひとつの複雑な問題は、エンドユーザーの問題解決です。
電話によるトラブルシューティングを少しでも経験してみれば、直接デバイスを修正するよりも、はるかに
困難であることがわかります。リモートアクセスのアプリケーションではユーティリティが提供されますが、
大きな制限があります。
• 接続性：
接続性 リモートアクセスにとって、最大の障壁です。リモートアクセスツールの多くは、対象となるシス
テムのネットワークが正常に機能していることが要件となります。ユーザーがネットワークに接続できな
ければ、ITはデスクトップにリモートでアクセスして、セッションの開始、継続はできません。
• 誤った構成：
誤った構成 ファイアウォールのルールが不適切に導入されたり、ユーザーがネットワークアダプターを
無効に（または、最悪の場合は削除）したらどうなるでしょう。
• 再起動の繰り返し：
再起動の繰り返し リモートで電子メールの設定の問題を解決できたとしても、破損したファイルやシステ
ムアップデートの失敗が原因で起動しないシステムは、どのように修正するのでしょう。「適切なイメージ」
で起動しさえすれば解決できる問題もありますが、このような問題は、物理的にシステムの前に行って
修正する必要があるため、リモートでのサポートは困難です。

ソリューション選定の要素
アーキテクチャーには、次のよう
な要素が影響します。
• 実行しなければならない定期
的なスキャン。
• ヘ ルプ デ ス ク チ ー ム に よ る
サポート対象のすべてのマシ
ンへの物理的なアクセス。
• リモートで作業するユーザー。
• 消費電力削減と環境イニシア
チブの実施。

解決策
このような制限はすべて、適切なシステム管理テクノロジーによって解決できます。マカフィーでは、OSに
依存しない、電源をリモートコントロールするアプローチを推奨しています。これには、次のような要件があり
ます。
• 電源へのリモートアクセス：
電源へのリモートアクセス 電源がオフになっているためにスキャンされないシステムの問題を解決する
には、電源オン機能または信頼性に優れたスケジュール機能のあるソリューションが必要です。電源を
オンにし、セキュリティアップデートとウイルス対策のフルスキャンのコマンドを実行してから、システムを
以前の状態に戻すことのできるソリューションなら理想的です。
• コンソールへのリモートアクセス：
コンソールへのリモートアクセス 第三者に対するトラブルシューティングでは、問題のシステムをリモート
で確認できれば簡単に解決することも少なくありません。管理者が常に確認できるように、コンソールレ
ベルのアクセスを許可し、BIOSにアクセスしたり、起動時のエラーメッセージを表示できるようにします。
OSが破損している場合、管理者がソリューションを使用して、共有ディスクイメージでシステムをリモート
で起動することを許可する必要があります。
• OSからの独立：
OSからの独立 多くのOSには、スケジューリングとリモートアクセスの機能が組み込まれています。残念
ながら、これらのツールはさまざまな問題を引き起こす可能性があります。効果的なソリューションはOS
の外側のハードウェアの近くで機能するため、OSの制限によって、セキュリティソリューションの信頼性や
スケジュール設定が制限されることはありません。
• 管理性：
管理性 1つのダッシュボードからすべてのエンドポイントの導入、監視、更新、レポート作成が行える
必要があります。ポリシーが簡単に設定でき、エンドポイント全体に一貫して適用できることも重要です。
また、管理手順のスケジュールを簡単に作成でき、定期とオンデマンドの両方の機能オプションを選択
できる必要性もあります。
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マカフィーのソリューションで使用されているテクノロジー
システムを起動してスキャンを実行することと、リモートの修復機能を提供することは、まったく異なる問題の
ように見えますが、これらはいずれもマカフィーとインテル® vPro® テクノロジーのインテル® アクティブ・マネ
ジメント・テクノロジー（インテル® AMT）を統合することで解決できます。McAfee® ePolicy Orchestrator®
（McAfee ePOTM）エージェントと一元管理環境を利用して、McAfee ePO Deep CommandTMは次世代の
インテル® CoreTM i5 プロセッサーおよびインテル® CoreTM i7 プロセッサーのインテル® vProTM テクノロジー
を搭載したデスクトップPCとノートPCで実行します。

McAfee ePO Deep Commandは、OSの下位で電力管理とリモートアクセスを提供します。
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インテル® アクティブ ・ マネジメント ・ テクノロジー （AMT）
インテル® AMTはビジネス用のノートPCとデスクトップPCで使用するインテル® vProTM テクノロジーのコン
ポーネントです。直接操作せずに、PCの監視、メンテナンス、アップデートおよび修理を安全に行うことができ
ます。インテル® AMTはオンボードのチップセットの一部で、「常時稼動」でもわずかな電力しか消費しません。
インテル® AMTは豊富な機能を備えていますが、ここでは、電力管理とリモートアクセスについて説明します。
インテル® AMTを使用すると、管理者はリモートでシステムの電源のオン、オフまたは再起動行うことが
できます。また、スケジュールに従ってシステムの電源をオンにする機能を備え、セキュリティやOSのアップ
デートに使用できます。
インテル® CoreTM i5 プロセッサーおよびインテル® CoreTM i7 プロセッサーのインテル® vProTM テクノロジー
のインテル® AMTでは、電源の状態に関わらず、いつでもアクセスできるハードウェアベースのキーボード/
ビデオ/マウス（KVM）（VNCのバージョン）が提供されます。このKVMはOSの下位に位置し、コンソールから
直接システムにアクセスできます。この直接アクセスは応答のないシステムのトラブルシューティングには非常
に効果的です。リモートによるBIOSの確認や、起動前のエラーメッセージを検索できます。
また、インテル® AMTではシステム起動のシーケンスをリモートでネットワークのイメージに転送できます。
イメージを再構成するために、ユーザーがシステムを運んだり、発送しなくても、正常なブートイメージを指定
して、リモートでシステムを復旧できます。

McAfee ePO Deep Command
McAfee ePO Deep Commandでは、ITとセキュリティ管理においてインテル ®AMTの機能を全社規模
で活用できます。まず、McAfee ePO内で自動タスクを実行し、環境内でインテル ®AMTを有効化したシス
テムのインベントリーを作成します。それによって、インテル®AMTはePOで管理できるようになります。他の
ePOの運用と同様に、ePOのタスクのスケジュールも設定できます。McAfee ePO Deep Commandの
一般的なタスクは、システムの電源オン、最新のウイルス定義ファイルのダウンロード、システムのフルスキャ
ン、システムのシャットダウンなどです。
このタスクは、スケジュールを指定した定期的なイベントや、ウイルスの発生や重大な脅威に対応するため
の臨時のイベントとして実行することができます。特定の脅威に対するセキュリティアップデートを受信す
るために、各ユーザーがシステムの電源を入れるまで待機しなくても、すべてのシステムを起動して、アップ
デートした後、シャットダウンすることができます。このような制御機能によって、セキュリティを最新の状態
にし、規制の要件を満たし、環境イニシアチブも支援できます。
また、McAfee ePOコンソールを使用すると、ネットワーク上のISOアーカイブファイルからシステムを起動
して、攻撃や損害を受けたシステムのイメージを再構築または修復できます。これは、システムを選択して、
コンテキストメニューから転送のオプションを指定するだけで行えます。
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McAfee ePolicy Orchestrator （McAfee ePO）
McAfee ePOは、マカフィー製品とマカフィーパートナーの多くのソリューションを一元管理するプラット
フォームです。McAfee ePOのレポートを使用して、ネットワークがMcAfee ePO Deep Commandの
導入に対応できる状態であるか評価します。デフォルトのレポートは、実行しているインテル ® AMTの
バージョン、システムのプロビジョニングの完了/未完了、KVMを完全にサポートしているインテル ®AMTの
バージョンがインストールされたシステムなどで構成されています。
McAfee ePOエージェントでは、McAfee ePOコンソールとチップのインテル®AMTの機能の間の通信が
常時確保されます。McAfee ePOエージェントが直接インテル ®AMTと通信して、起動時間、情報のアップ
デート、他のメンテナンスタスクの実行のスケジュールを設定します。

導入効果
この文書の冒頭で、企業が直面する深刻な問題について説明しました。システムの継続的なパッチの
適用、保護、および省電力のガイドラインへの対応、リモートユーザーの問題のサポートなどです。
McAfee ePO Deep Commandとインテル®AMTを使用すると、組織内の電力消費とコストを削減できる
と同時に、システムを最新の状態に維持できます。また、システムの電源が切断された営業時間外にスキャ
ンの時間を変更できます。インテル®AMTで指定した時間にシステムを起動して、McAfee ePOエージェン
トで定義ファイルの更新とフルスキャンを実行してからシャットダウンします。システムのセキュリティも確保
されるため、ユーザーからの苦情も減ります。
インテル ®AMTでは、OSに依存せずに管理できます。KVMでシステムにアクセスして、自分の机の上に
あるかのように操作できます。また、McAfee ePO Deep Commandでは、ネットワーク経由でイメージ
からシステムを起動して、リモートでシステムのイメージを再構築できます。
インテル ®AMTは優れたツールですが、その利点を組織内で活用するには、管理インフラストラクチャー
が必要です。また、McAfee ePOの強みは、中央から数十万のシステムを管理できることにあります。イン
テル ®AMTの管理機能をMcAfee ePOで使用することによって、インテルインテル ® vProチップセットで
提供するツールのすべての利点を活用できます。ただし、残念ながら、Webブラウザーで18個のウィンドウ
と45通の電子メールを開いても停止しないソリューションは含まれていません。
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Q&A
どのシステムがインテル ® AMT の最新バージョンをサポートしていますか。
第2世代のインテル® CoreTM i5プロセッサーおよびインテル® CoreTM i7 プロセッサーは最新のインテル®
AMTバージョンをサポートしているため、この文書で説明したすべての機能にアクセスできます。
インテル ® AMT の通信チャネルは安全ですか。
インテル® AMTでは、さまざまな方法でTLS-PSK、Kerberosなどの通信の安全が確保されます。

インテル® AMT による時間帯を選ばないスキャン
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追加情報
www.mcafee.com/japan/products/epo-deep-command.asp
www.mcafee.com/japan/products/epolicy_orchestrator.asp
www.intel.com/vPro （英語）
＊本書は 2012 年 10 月時点での情報です。 仕様等の変更が生じる場合や、 一部、 日本未発売の製品も含まれています。
詳細はお問い合わせください。
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ルートキットの拡散、 一般的なコンピューターユーザーの自衛の方法などについて解説しています。
セキュリティでは 20 年近い経験があり、 マカフィーに入社する前は、 Entercept Security の SE として活躍
していました。 同社はシステムと API コールの遮断によるホスト侵入防止を提供した最初の企業です。 それ以
前には、 Fortune 100 社の企業、 独立系デザイン事務所、 広告会社など、 さまざまな企業でセキュリティと
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