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■導入編 

１はじめに 

１-１ManageEngine Endpoint Central について 

この度は本ガイドをダウンロードしていただき、誠にありがとうございます。 

ManageEngine Endpoint Central は、IT 資産管理やパッチ管理、PC セキュリティの強化などの目的でご利用いただける「統

合エンドポイント管理（UEM）ソフトウェア」です。Windows / Mac / Linux をはじめ、Windows Server や iOS / Android / 

Chrome OS といったマルチ OS の管理に対応しており、設定の一括変更、インベントリ管理、脆弱性パッチ管理などの機能を

圧倒的な低価格で手軽に実現できます。特に、パッチ管理においては Java や Adobe、Web ブラウザーなどサードパーティ製品

のパッチ管理に対応しており、WSUS なしでパッチのインストールを実行できます。スケジューラー機能や自動インストールにも対応

しており、セキュリティの向上と工数削減を同時に達成可能です。 

また、インストールサーバーは物理環境に加えて Amazon Web Services や Azure などのクラウド環境もご利用いただけるため、

お客様の規模や環境に合わせた導入が容易です。管理コンソールは Web ブラウザーで表示するため、非常に使いやすいツール

です。 

 

 

 

 

１-２ 本ガイドの対象ビルドについて 

本ガイドは ManageEngine Desktop Central 10 ビルド 10.0.419 を元に作成しており、現在更新を進めております。 

これ以外のビルドに対しても本ガイドをご使用いただけますが、一部表記や機能に差異がある場合があります。最新のビルドに

もとづくご案内は、以下のナレッジをご参照ください。また、本ガイドの各所に最新ナレッジの URL を記載しています。 

 https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4474 

１-３ 本ガイドの目的と内容 

本書は、Endpoint Central をご使用になる方が、製品概要を手早く理解する手助けとなることを目的としています。 

Endpoint Central の概要を把握したい方は、まず 1 章・2 章をお読みいただき、適宜必要な個所をご参照ください。 

本書でカバーしている範囲は Endpoint Central のインストールから基本的な操作方法までです。 

<導入編>（1 章～6 章）では Endpoint Central の要件、サーバーのセットアップ方法から管理対象へのエージェントのイン

ストールまでの手順を説明しています。<活用編>（7 章～13 章）では、パッチ管理、インベントリ管理やリモートコントロール機

能、USB 制御など、ご利用の多い機能について、基本的な利用方法に絞って説明しています。そのため、本書は Endpoint 

Central 製品の機能を網羅的にご案内する文書ではないことをご承知おきください。 

 

 

マルチ OS のインベントリを一元管理 サードパーティ製品にも対応したパッチ管理 

ソフトウェアの一括配布や 

端末設定の一括変更 
脆弱性検出からパッチ配布までの自動化 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4474
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１-４ FAQ（よくある質問） 

Endpoint Central についてよくお問い合わせいただく内容をご紹介します。詳細につきましては、本文に該当するページ番号を

記しておりますので、合わせてご参照ください。 

管理可能できる OS は何ですか？ 

 Windows / Windows Server / Mac / Linux です。また、モバイルデバイスの管理にも対応しております。詳細はシステム要

件を開き「オンプレミス版」→「エージェントをインストール可能な OS」をご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/products/Endpoint_Central/system-requirements.html#AgentSoftware 

エージェントのインストールは必須ですか？ 

 はい。管理対象へのエージェントインストールが必須です。Endpoint Central で管理可能な対象は、エージェントがインストー

ルできる端末のみとなります。なおエージェントのインストールには様々な方法があり、Active Directory のグループポリシーを使

用した一括インストールも可能です。 

パッチ管理機能において、WSUS との違いは何ですか？併用は可能でしょうか？ 

 WSUS (Windows Server Update Services)との大きな違いは、Microsoft 製ソフトウェア以外のサードパーティ製品のパッ

チ管理が可能な点です。また WSUS との併用も可能ですが、代替することも可能です（Endpoint Central のパッチ配布

機能は WSUS に依存しません）。 

Windows Feature Update/MS Office 2019/MS Office 365(M365 のアプリケーション)の更新管理は可能ですか？ 

 はい。パッチ管理機能において、Windows OS アップデートの種類ごとの管理が可能です。WSUS では配信ができない MS 

C2R 形式の Office のパッチ配布にも対応しております。対応するアプリケーションの詳細につきましては、以下のリンクをご覧

ください。 

https://www.manageengine.jp/products/Desktop_Central/patch_management_supported_application.html  

帯域幅の消費を抑える仕組みはありますか？ 

 Endpoint Central には、帯域幅の消費を抑える以下の仕組みがあります。また Windows 10 Feature Update のような

サイズの大きいパッチは、Endpoint Central サーバー/配信サーバーから配信することでサーバーへの負荷やネットワークの帯域

幅消費を削減します。 

・通信のタイミングを端末ごとに少しずつずらし、通信周期のみ一定とする仕様（「リフレッシュサイクル」） 

  ・管理対象のスキャン結果は、前回との差分のみをサーバーに送信する 

  ・配信サーバーからパッチ・ソフトウェアを配布する 

USB デバイス使用制限で、対象範囲を指定し、仕様を許可する例外デバイスを登録できますか？ 

 はい、可能です。操作手順は 10-5(a)USB デバイス制御をご覧ください。 

操作ログの取得は可能ですか？ 

 Endpoint Central には、操作ログ収集の機能はございません。ManageEngine EventLog Analyzer など、他製品と組み

合わせての使用をご検討ください。 

 

 

 

https://www.manageengine.jp/products/Endpoint_Central/system-requirements.html#AgentSoftware
https://www.manageengine.jp/products/Desktop_Central/patch_management_supported_application.html
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１-５ 本ガイドで使用する用語・製品 UI について 

(A) 本ガイド・製品における表記・用いる用語 

本ガイドでは、文字の書体を次のように区別して記載しています。 

表 1 本ガイドにおける表記 

字体または記号 説明 例 

“AaBbCc123” 
ファイル名、ディレクトリ名、画面上の出力を表示し

ます。 

“ManageEngine_Endpoint Central.exe”を管理者権限に

て実行します。 

‘AaBbCc123‘ 
ユーザーが入力する文字を、画面上のコンピューター

出力と区別して示します。 

アドレスバーに http://host_name:port_number を入力し

ます。 

AaBbCc123 
変数を示します。実際に使用する特定の名前また

は値で置き換えます。 

アドレスバーに http://hostname:portnumber を入力し、ロ

グイン画面を開きます。 

[AaBbCc123] ボタンやタブ、メニュー名を示します。 
[パッチ管理]タブ > [システム]カテゴリ > [システムスキャン]

ページを開き、[すべてスキャン]をクリックします。 

AaBbCc123 本書内の章-節番号やタイトルなどを示します。 3-1,3-2,3-3 および 6 エージェント をご覧ください。 

その他、太字や下線で強調する語句を示します。 

 

また、本ガイド中で使用される用語・表現は、以下の意味で用います。 

コンピューターに関する表現（サーバー/エージェント/管理 PC/管理端末/端末/ログイン端末） 

「サーバー」…Endpoint Central がインストールされ、ManageEngine Endpoint Central サービスが動いている物理/仮想コ

ンピューターを指します。配信サーバーや SQL サーバー、Active Directory サーバーなどと区別する必要がある場合は特に

「Endpoint Central サーバー」と表現します。 

「エージェント」…Endpoint Central の管理対象となる PC にインストールするプログラム、ManageEngine Endpoint 

Central Agent を指します。なお、モバイルデバイス向けエージェントの名称は「MDM アプリ」となります。 

「管理端末」…管理対象となっている、管理される側の PC を「管理端末」と呼びます（クライアントという表現は用いませ

ん）。エージェントがインストール済みの PC を「管理端末」、エージェントのインストール前の PC を「端末」と表現します。 

「ログイン端末」…Web ブラウザーで Endpoint Central の管理コンソールにアクセスしている PC を指します。 

ユーザーに関する表現（ユーザー/管理者） 

「ユーザー」…エージェントがインストールされた端末を使用する人（例：一般社員）を指します。なお、例外としてライセンス 

における「ユーザー数」とは、管理者アカウント数を指します。 

「管理者」…Endpoint Central の管理コンソールにアクセス可能な人（例：システム管理者、情報システム部門の担当

者）を指します。複数の管理者が存在する場合、担当者ごとに役割（ロール）を設定し、管理者ごとに権

限を制限することが可能です。 

インストールに関する表現（配布/展開/インストール） 

 「配布」「展開」…パッチやソフトウェアなどを端末にインストールさせることを「配布」と表現します。 
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(B) ユーザーインターフェースの名称 

ユーザーインターフェースの各部分の名称は以下の通りです。 

 

 
ユーザーインターフェースの名称 

◼ タブ：Endpoint Central のモジュール/機能ごとにタブが分かれており、[構成] [パッチ管理] [ソフトウェア配布] [インベント

リ] [OS 配布] [モバイルデバイス管理] [ツール]のほか、各種サマリーを表示する[ホーム]、設定を行なう[管理]、レポートを出

力する[レポート]、英語サポートコンテンツへのリンクがある[サポート]があります。 

◼ 左メニュー：タブごとに表示が切り替わります。 

◼ 個人設定：表示言語やパスワードの変更、サインアウトはこちらから可能です。 

◼ ライセンス：ライセンスの適用や追加、詳細表示が可能です。隣にビルド番号が表示されます。 

◼ クイックリンク：初回ログイン時にワークフロー図を表示するほか、検索やページ一覧がご利用いただけます。 

◼ テーブル共通の機能 

➢ 検索：一部のカラムに対して、検索機能があります。 

➢ カスタムフィールド：一部の表において、カラムを追加することが可能です。 

➢ 列の選択：表示・非表示を切り替えられます。 

➢ エクスポート：表示されている内容を、pdf, csv, xls 形式でエクスポート可能です。  

タブ 

左メニュー 
ライセンス 

個人設定 

検索 

カスタムフィールド 

列の選択 

エクスポート 

クイックリンク 
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１-６ Endpoint Central の動作環境 

 

Endpoint Central の利用イメージ図 l 

Endpoint Central をご利用いただくためには、次の要件を満たすシステムが必要です。 

(A) Endpoint Central サーバー 

 Endpoint Central サーバー※1 ハードウェア要件 

管理台数 CPU メモリー 
ディスク 

容量※2 
通信速度 

ネットワーク

帯域 

1 - 250 台 
Intel Core i3 (2 core/4 thread) 

2.0 GHz 3 MB cache 

4.0 GB  

以上 

5.0 GB 

以上※2 

1 Gbps 

以上 

1 Mbps 

以上 

（T1 回線） 

251 - 500 台 
Intel Core i3 (2 core/4 thread) 

2.4 GHz 3 MB cache 

4.0 GB  

以上 

10.0 GB 

以上※2 

501 - 1000 台 
Intel Core i3 (2 core/4 thread) 

2.9 GHz 3 MB cache 

4.0 GB  

以上 

20.0 GB 

以上※2 

1000 - 3000 台 
Intel Core i5 (4 core/8 thread) 

2.3 GHz 

8.0 GB  

以上 

30.0 GB 

以上※2 

3001 - 5000 台 
Intel Core i7 (6 core/12 thread) 

3.2 GHz 

8.0 GB  

以上 

40.0 GB 

以上※2 

5001 - 10000 台 
Intel Xeon E5 (8 core/16 thread) 

2.6 GHz 

16.0 GB 

以上 

60.0 GB 

以上※2 

10000 台以上の管理につきましては、別途お問い合わせください。 

※1: Endpoint Central サーバーは、マシン上で他のサービスを起動させない Endpoint Central 専用サーバーとすることを

推奨します。なお、Endpoint Central を仮想サーバー上や、Amazon Web Services、Microsoft Azure をはじめとした

クラウド上に構築していただくことも可能です。 

※2: ディスク容量については、配布するパッチを保存するパッチリポジトリ・配布するソフトウェアを保存するソフトウェアリポ

ジトリの容量は含まれません。また、ログの容量はスキャンの頻度により大きく変動いたします。そのため、上記の値よりも容

量を大きく確保する、あるいは容量不足の際に容量を増やすことができる状態にしておくことを推奨いたします。 



 

  (C) ZOHO Japan Corporation. All rights reserved. 
11 

Endpoint Central サーバー ソフトウェア要件 

項 目 内 容 

OS Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 

ウェブクライアント※3 Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome 

データベース 

PostgreSQL (製品バンドル) 

Microsoft SQL Server 2012 / 2014 / 2016 / 2017 / 2019 

※3: 管理コンソール画面をご覧いただく場合の推奨解像度は 1280 x 1024 以上です。 

(B) Endpoint Central エージェント（管理可能な PC） 

Endpoint Central エージェント要件 

項 目 内 容 

ハードウェア要件 

CPU Intel Pentium 1.0GHz 以上 

メモリー 512.0 MB 以上 

ディスク容量 3.0 GB 以上 

エージェント OS 

Windows: 10 / 11 

Windows Server: 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 

Mac OS: 10.15 / 11 / 12 / 13  

Linux OS※4 : Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, 

Debian, Linux Mint, OpenSUSE, SUSE Enterprise Linux, Oracle 

Linux, Pardus 

※4: 詳細なバージョンは以下のページをご覧ください。 

http://manageengine.jp/products/Endpoint_Central/system-requirements.html 

 

(C) モバイルデバイス 

Endpoint Central モバイルデバイス要件 

モバイル OS サポート対象 

iOS 4.0 以上 

Android 4.0 以上 

Windows Phone 8.1 以上 

Chrome OS 57.0 以上 

macOS 10.7 以上 

tvOS 7.0 以上 

 

 

 

その他の要件は以下の URL をご参照ください。 

 https://manageengine.jp/products/Endpoint_Central/system-requirements.html 

 

http://manageengine.jp/products/Endpoint_Central/system-requirements.html
https://manageengine.jp/products/Endpoint_Central/system-requirements.html
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１-７ Endpoint Central で使用するポート 

通信ポートについてはこちらのナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=10 

 

 

 

  

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=10
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１-８ 機能一覧 

(A) 機能一覧 / Linuxディストリビューションの機能差異について 

Endpoint Central でご利用いただける主な機能は以下の通りです。また、Mac/Linux 向け機能には一部制限があります。 

 

W=Windows/M=Mac/L=Linux  〇=対応/△=一部対応/×=非対応/―=該当機能なし 

主な機能 

カテゴリ 機能概要 W M L カテゴリ 機能概要 W M L 

パッチ 

管理 

Windows サービスパックのインストール 〇 ― ― 

構成 

USB デバイス制御 〇 △ △ 

OS パッチのインストール ― 〇 〇 EXE のブロック 〇 × × 

サードパーティ製品パッチのインストール 〇 〇 〇 ユーザー/グループの追加/削除 〇 × × 

ユーザーによるインストールの延期許可 〇 〇 × ファイルの追加/移動/削除 〇 × × 

ユーザーによる再起動の延期許可 〇 〇 × プリンターの追加/削除 〇 × × 

Windows Defender/McAfee 定義 

ファイルの更新管理 
〇 ― ― 

フォルダーのバックアップ作成 〇 × × 

レジストリ/環境変数/パスの編集 〇 ― ― 

パッチテスト（テスト環境への適用） 〇 〇 〇 ファイアウォール/Wifi 設定 〇 ― ― 

パッチ管理の自動化 〇 〇 〇 ネットワークドライブの割り当て 〇 ― ― 

パッチの拒否 〇 〇 × タスクスケジューラ 〇 ― ― 

Mac OS のアップグレード ― 〇 ― カスタムスクリプト実行 〇 〇 〇 

インベン

トリ管理 

定期スキャンによるインベントリ（ハード

ウェア・ソフトウェア情報）の収集 
〇 〇 〇 

スリープ移行時間の制限 〇 〇 × 

システム環境設定の制限 ― 〇 ― 

インベントリ変更をトリガーとする 

アラートのメール通知 
〇 〇 〇 

ログインウィンドウのカスタマイズ ― 〇 ― 

スタートアップ時のメッセージ表示 〇 〇 〇 

禁止ソフトウェアの登録 〇 × × 

レポート 

パッチレポート 〇 〇 〇 

ソフトウェア使用時間の計測 〇 〇 × インベントリレポート 〇 〇 〇 

ライセンスの管理 〇 〇 〇 セキュリティーレポート 〇 〇 × 

ソフト 

ウェア 

配布 

MSI / MSP / EXE / APPX / MSIEXEC 

/ MSU 形式のインストール 
〇 ― ― 

ユーザーログイン時間のレポート 〇 × × 

Active Directory レポート 〇 × × 

PKG / APP 形式のインストール ― 〇 ― USB デバイス使用履歴レポート 〇 × × 

DEB ベースアプリケーションのインストール ― ― 〇 クエリレポート 〇 

配布前後の自動実行（既存ソフトウェ

ア/レジストリ/空き容量の確認、パスや

ショートカット、フォルダー、レジストリ編

集、スクリプト実行など） 

〇 × × 

レポートのスケジュール出力 〇 

その他 

WAN 経由での管理 〇 〇 〇 

配信サーバーによる負荷分散 〇 

管理者の追加 〇 

セルフサービスポータル 〇 〇 × 役割ベースの権限管理 〇 

ツール 

リモートコントロール(画面共有) 〇 〇 ※1 二要素認証 〇 

ファイル転送 〇 × × Active Directory との同期 〇 

チャット、音声通話、動画通話 〇 × × Active Directory 認証 〇 

デフラグ、チェックディスク、クリーンアップ 〇 × × フィールドの追加と CSV インポート ※2 

電源管理（Wake on LAN） 〇 × × 
アドオン 

モバイルデバイス管理 ― 

電源管理(リモートシャットダウン) 〇 〇 × OS 配布 〇 × × 

※1 Linux へのリモートコントロールは、X Window System の GUI コンポーネントが利用できる場合に限ります。 

※2 フィールドの追加は、インベントリ管理に関するテーブルに限ります。 
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(B) ManageEngine Patch Manager Plusとの機能差異 

Patch Manager Plus は、ManageEngine シリーズのパッチ管理に特化したソフトウェアです。Endpoint Central のパッチ管理機

能のみを切り出した製品となっており、Endpoint Central は Patch Manager Plus のパッチ管理機能を全て揃えています。 

Endpoint Central ユーザーは Patch Manager Plus を別途ご購入いただく必要はございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

※Patch Manager Plus の詳細は以下の URL をご覧いただくか、お問い合わせください。 

  

・ソフトウェア配布 

・インベントリ管理 

・USB 制御 

・モバイルデバイス管理 

・リモートシャットダウン/再起動 

・ソフトウェア自動更新の無効化 

・パッチ管理    

・レポート 

・OS 配布 

・スクリプト実行 

・遠隔操作ツール 

・構成 

Patch Manager Plus と Endpoint Central の比較 

https://manageengine.jp/products/Patch_Manager_Plus/ 

https://manageengine.jp/products/Patch_Manager_Plus/
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２ タブの内容と機能概要 

2 章では、タブの画面構成と機能概要について説明します。Endpoint Central のモジュール/機能ごとにタブが分かれており、

[構成] [パッチ管理] [ソフトウェア配布] [インベントリ] [OS 配布] [モバイルデバイス管理] [ツール]のほか、各種サマリーを表示す

る[ホーム]、設定を行なう[管理]、レポートを出力する[レポート]、英語サポートコンテンツへのリンクがある[サポート]があります。 

２-１ ホームタブ 

[ホーム]タブはログイン直後の画面です。可視化した脆弱性やインベントリ情報のサマリー、管理端末に適用した構成の成功/

失敗状況などを確認できます。 

 
ホームタブ 

２-２構成タブ 

[構成]タブは、Endpoint Central で設定できる構成の操作や、適用した構成の履歴確認などが可能です。 

 
構成タブ 
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２-３ パッチ管理タブ 

[パッチ管理]タブでは、管理端末のパッチの適用状況やパッチの配布操作を設定します。 

 
パッチタブ 

 

[パッチ]左メニュー …パッチごとにインストール状況を確認できます。 

  ・欠落パッチ…インストールされていないパッチの一覧です。 

  ・インストール済みパッチ…インストールされたパッチの一覧です。 

  ・適用可能なパッチ…欠落パッチおよびインストール済みパッチです。 

  ・重大な脆弱性…Meltdown や Spectre などの重大な脆弱性やゼロデイ脆弱性

に対するパッチの一覧です。 

  ・サポート済みパッチ…Endpoint Central で管理可能なパッチの一覧です。 

  ・最新のパッチ…サポート済みパッチのうち、最新版の一覧です。 

  ・パッチ拒否…適用しないパッチをあらかじめ設定しておくことが可能です。 

 
 

 [システム]左メニュー …管理端末ごとにインストール状況を確認できます。 

重要度ごとの欠落パッチの数に応じて、管理対象を{非常に脆弱/脆弱/正常}に分

類します（この分類基準は[システムステータスポリシー]から変更可能です）。 

  ・非常に脆弱なシステム…重要なパッチが多数欠落している端末の一覧です。 

  ・脆弱なシステム…重要なパッチが欠落している端末の一覧です。 

  ・正常なシステム…重要なパッチが適用された端末の一覧です。 

  ・管理中のシステム…管理対象のコンピューターの一覧です。 

  ・システムスキャン…パッチスキャンを実行します。 

  ・再起動が必要なシステム…再起動が必要なパッチの配布が完了し、再起動待

ちの状態になっている端末です。 

  ・システムステータスポリシー…分類基準を変更します。 

 
 

 
 システム左メニュー 

パッチ左メニュー 
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２-４ ソフトウェア配布タブ 

MSI および EXE パッケージのリポジトリを作成し、ネットワーク内の Windows/Mac/Ubuntu/Debian 端末にソフトウェアをイン

ストールできます。 

 
ソフトウェア配布タブ 

２-５ インベントリタブ 

[インベントリ]タブでは、ソフトウェアおよびハードウェアの情報を取得し、詳細を表示します。ソフトウェアライセンスの管理と、禁止

ソフトウェアのブロック、アラート通知についても管理できます。

 
インベントリタブ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
管理端末へインストールされたソフトウェアの数が把握できるため、

ライセンスの過不足やコンプライアンス違反の回避が可能です。 

管理端末へインストールされたソフトウェアの詳細が確認 

できます。 

ライセンス管理 ソフトウェア管理 
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２-６ OS 配布タブ 

管理端末の OS イメージの作成・配布ができます（ご利用になる場合は追加アドオンのご購入が必要です）。 

 
配布タブ 

２-７ モバイルデバイス管理タブ 

モバイルデバイスの管理はこのタブから実行します。パスコード強制化やアプリの使用制限、Wifi、ウェブページの閲覧制限といっ

た端末設定のほか、リモートワイプなど様々な機能があります。また、監査機能も充実しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モバイルデバイス管理タブ 

MDM 監査 
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２-８ ツールタブ 

[ツール]タブでは、リモートデスクトップやリモートレジストリエディター・シャットダウン・Wake On LAN などの遠隔操作、チャット・メッ

セージを表示させるアナウンスなど管理者とユーザーのコミュニケーションツール、ディスクのクリーンアップなどのシステムツールが直接

Endpoint Central を開いた Web ブラウザー画面から実行可能です。 

 
ツールタブ 

２-９ レポートタブ 

各種レポートを出力可能です。プリセットのレポートのほか、Active Directory にもとづくレポート、クエリを入力するクエリレポート

や日時を設定するスケジュールレポートが利用可能です。 

 
レポートタブ 

 
 
 
 

リモートデスクトップ 

プロセス・サービス・コマンドプロンプト 

・レジストリ・イベントビューアなど 

チェックディスク・ディスクの 

クリーンアップ・ディスクデフラグ 
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２-１０ エージェントタブ 

エージェントタブでは、管理対象の追加や削除、エージェントインストーラーのダウンロードやリモートオフィスの作成などの操作が可

能です。 

２-１１ 管理タブ 

管理タブは、環境に合わせて製品をカスタマイズするのに役立ちます。管理対象の定義、ドメイン内の非アクティブなユーザーの

管理、MSI / EXE ファイルおよびスクリプトの管理に役立ちます。その他各種設定項目ページへのリンクがまとまったタブです。こ

のタブは[管理]タブ → [グローバル設定] → [ユーザー管理] において、フルコントロール権限を持っている管理者のユーザーのみ

アクセス可能です。 

 
管理タブ 

    

1. グローバル設定 

ユーザー管理では管理者ユーザーの追加/削除や役割、ログイン時の 2 段階認証の有効化などを設定します。その他

カスタムグループやドメイン、管理者情報の追加/削除などの管理もグローバル設定で行ないます。 

2. SoM 設定 

管理対象の登録やエージェントのインストール、エージェント設定などを扱います。リモートオフィスに配信サーバーを設置

する場合は、複製ポリシーを設定します。 

3. 統合化 

ServiceDesk Plus など ManageEngine 製品をはじめ、様々な製品・サービスとの API 連携機能を用いた製品統合が

可能です。 
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4. サーバー設定 

メンテナンスなど、Endpoint Central のサーバーに関する設定を行ないます。 

5. セキュリティ設定 

Endpoint Central サーバーのセキュリティに関する設定を確認・変更可能です。 

6. データベースの設定 

データベースのバックアップ設定や、Microsoft SQL サーバーを設置する場合の設定が変更可能です。 

7. パッチ設定 

プロキシ設定やパッチ DB との同期時刻の設定、システム正常性のしきい値を決めます。Red Hat Enterprise Linux や

SUSE Linux のパッチを管理する場合は、ノミネート PC の必要事項を登録します。 

8. 構成の設定 

配布ポリシーや[構成]タブの設定について管理します。 

9. インベントリの設定 

インベントリスキャンのスケジュールやアラートの設定を管理します。 

10. リポジトリ 

ソフトウェア配布やカスタムスクリプトの配布で使用するファイルは、リポジトリに格納されます。リポジトリのパスの変更

などを設定します。 

11. 監査 

Endpoint Central の管理者が操作した履歴を確認できます。 

12. レポート 

レポートや AD を利用したレポートの設定を変更可能です。 

13. ツールの設定 

遠隔操作ツールの設定を管理できます。 

14. OSD 設定 

OS 配布機能に関する設定を確認できます。 

２-１２ サポートタブ 

 [サポート]タブは、英語の各種コンテンツへのリンク、および製品ご購入後の技術サポートページへのリンクがご利用いただ

けます。 

 
サポートタブ 
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３ Endpoint Central のインストール・アンインストール 

Endpoint Central のインストーラー入手からインストールまでの流れを説明します。なお、最新バージョンでの手順は以下のナレッ

ジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4474 

３-１ Endpoint Central のダウンロード 

サーバーまたはサーバーにリモートアクセス可能な PC から Web ブラウザーで次の URL を開き、必要事項を入力し、インストーラー

をダウンロードします。 

 

 

３-２ Endpoint Central のインストール手順 

インストール完了までは以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4474 

1. （Endpoint Central を起動するにチェックを入れた場合）Web ブラウザーでログイン画面が開きます。 

 

ログイン画面 

 

2. Endpoint Central サーバーのインストールディレクトリをアンチウイルスソフトのスキャン対象から除外するよう設定します。デフ

ォルトのインストールディレクトリのパスは以下の通りです。 

 

 

 

 

ここでは例として、Windows Defender における例外登録の手順を説明します（サーバーの OS によっては一部の手順が異な

る場合があります）。 

https://www.manageengine.jp/products/Desktop_Central/download.html 

C:\Program Files\DesktopCentral_Server 

（ビルド 10.0.389 以前の旧バージョンは C:\ManageEngine\DesktopCentral_Server） 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4474
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4474
https://www.manageengine.jp/products/Desktop_Central/download.html
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1. Windows スタート画面 > 設定 > 更新とセキュリティ > Windows Defender > [除外] で、[除外を追加する] を選

択します。 

2. [フォルダーを除外する]を選択し、Endpoint Central サーバーのインストールされたフォルダーを登録します。 

 

Windows Defender の除外登録 

メモ：Amazon EC2 インスタンスに Endpoint Central をインストールする場合は、インスタンスの IP アドレスが変化すること

を防ぐため、Elastic IP アドレスに設定することを推奨します。また、以下のナレッジも合わせてご確認ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3459 

 

３-３ アンインストール 

1. すべてのエージェントがインストールされていることを確認します。 

2. コントロールパネル → プログラム → プログラムのアンインストール を開きます。 

3. ManageEngine Endpoint Central – Server を選択し、 アンインストール をクリックします。 

4. 画面の指示に従い、アンインストール作業を進めます。 

 

３-４ アップグレード（バージョンアップ） 

ManageEngine Endpoint Central は、アップグレードも簡単に実行できます。ここでは概要のみを説明します。 

サーバーのバージョンアップは、サービスを一時的に停止し、契約中のお客様にご案内するサービスパックを適用後、サービスを再

起動するだけで完了します（詳細な手順につきましてはナレッジベース「アップデート手順」をご参照ください）。 

また、エージェントのバージョンアップは、サーバーの更新後、自動的に実行されます。 

メモ：日本国内向けにリリースされたビルド以外へのアップグレードはお止めください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=834 

コンソール画面上に表示されるポップアップは、日本国内向けリリースではございません。ご注意ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2976 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3459
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=834
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2976
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４ Endpoint Central の起動と停止 

Endpoint Central の起動方法を説明します。 

４-１ サーバーの起動 

1. コントロールパネル → 管理ツール → サービスを開き、[ManageEngine UEMS - Server]をクリックします。 

2. サービスの開始 をクリックします。 

 

サービスの起動 

3. ManageEngine Endpoint Central サービスが起動します。 

 

４-２ サーバーの停止 

1. コントロールパネル → 管理ツール → サービスを開き、[ManageEngine UEMS - Server]をクリックします。 

 
サービス一覧からの停止 

2. [サービスの停止]をクリックします。 
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５ Endpoint Central の初期設定 

Endpoint Central を使用してパッチ管理を行うために必要な設定について、流れを説明します。なお、最新バージョンでの操作

は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4474#setup 

５-１ Endpoint Central へのアクセス 

1. サービスを起動すると自動的に Web ブラウザーが起動し、ログイン画面が起動します。 

2. （Web ブラウザーが起動しない場合）Web ブラウザーを起動しアドレスバーに http://[サーバー名]:[ポート番号] を入力

し、移動します。 

例：http://DC-server :8020（デフォルトのポート番号は 8020 です） 

メモ：上記の方法でリモートマシン上の Endpoint Central にアクセスできないときは、Endpoint Central がインストールされ

ているマシン上の Web ブラウザーから http://localhost:8020 にアクセスできるかどうかをご確認ください。 

3. 管理者として Endpoint Central にログインするには、初期ユーザー名として ‘admin’、パスワードとして ’admin’ と入力

して[Sign in]をクリックします。 

 

Endpoint Central へのログイン 

 

メモ：AWS Marketplace から Endpoint Central を購入した場合、管理者アカウントの初期パスワードは AWS の 

インスタンス ID となります。 

 

 

 

 

 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4474#setup
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５-２ ドメイン / ワークグループの追加 

Endpoint Central は Active Directory と同期し、ドメイン/OU/グループ/ユーザー/コンピューターなどのオブジェクトを読み込みま

す。はじめに管理対象が含まれるドメイン/ワークグループを設定します（ワークグループ環境でも Endpoint Central をご利用いた

だけます）。詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1855 

 

1. [管理]タブ → [グローバル設定] の [ドメイン] をクリックします。 

 

グローバル設定 

 

2. [+ドメインの追加] をクリックし、各項目を入力して [ドメインの追加] をクリックします。 

 

ドメインの追加 

  

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1855
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3. 各項目を入力し、[ドメインの追加]をクリックします。 

 

Active Directory ドメインの追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1…ドメインに属するすべてのコンピューターで管理者特権を持つドメインユーザー名である必要があります。パスワードポリシー

が “Never Expire”に設定されている Endpoint Central 専用のドメイン管理ユーザーアカウントを持つことをお勧めします。 

※2…複数のドメインコントローラーがある場合は、Endpoint Central サーバーに最も近いドメインコントローラーの名前を指定し

ます。 

※3…ワークグループに所属し、かつ Endpoint Central の管理対象となるすべての端末に対して管理者権限を持っている必

要があります。そのようなユーザーが存在しない場合は、各端末の管理者ごとにワークグループを追加するか、各端末で新た

な管理者ユーザーを作成する必要があります。 

  

表 2 

項 目 内 容 

ドメイン名 任意の名称 

ネットワークタイプ Active Directory を選択 

ドメインユーザー名※1 ドメイン管理者権限を持つユーザー名 

パスワード 上記ユーザーのパスワード 

AD ドメイン名 Active Directory のドメイン名 

ドメインコントローラー名※2 ドメインコントローラーのホスト名 

LDAP SSL 必要に応じて選択 

 

表 3 

項 目 内 容 

ドメイン名 任意の名称 

ネットワークタイプ ワークグループを選択 

管理者のユーザー名※3 管理対象すべての端末に共通して

管理者権限を持つユーザー名 

パスワード 上記ユーザーのパスワード 

DNS サフィックス 必要に応じて選択 

 

Workgroup の追加 
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５-３ その他の設定項目 

Endpoint Central のご利用にあたり、便利な機能やよく利用される機能をご紹介します。 

(A) 権限/範囲を制限した管理者の追加 

Endpoint Central では、管理者を追加し、タブごとの実行/閲覧権限を別個に付与・管理対象の範囲を指定する機能が

あります。そのため、例えば「超管理者以外のリモートコントロール機能を制限する」「監査用の閲覧専用ユーザーを追加する」

といった運用も可能です。なおユーザー追加には、管理者を追加する「ユーザー追加オプション」ライセンスが人数分必要です。 

詳細は次のナレッジをご覧ください。 https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1859 

1. [管理]タブ → [グローバル設定] → [ユーザー管理]ページ → [役割] 小タブを開き、役割を確認します。既定の役

割で不十分な場合は、[役割の追加]をクリックして新規役割を作成し、権限を編集します。 

2. [ユーザー]小タブを開き、[ユーザーの追加]をクリックします。 

3. ユーザー名/パスワードや、役割の選択、連絡先、管理対象の範囲について設定します。 

 

役割の追加 

 

(B) DB のスケジュールバックアップ 

Endpoint Central には、DB を定期的にバックアップする機能があります。 

1. [管理]タブ → [データベースの設定] → [データベースのバックアップ] をクリックします。 

2. バックアップを作成する時刻、保持するバックアップの数、保存先（共有フォルダーなど）、通知メールアドレス（任意）、

パスワード（任意）を入力し、[保存]をクリックします。 

メモ：バックアップを手動で取ることも可能です。また、バックアップをリストアする場合は、バックアップファイルと Endpoint 

Central サーバーのビルド番号を一致させる必要があります。詳細は、以下のナレッジをご覧ください。 

 

 

 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=860 

ユーザーの追加 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1859
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=860
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DB バックアップのスケジュール設定 

3. 保存先に指定したフォルダーに、Endpoint Central サーバーへの書き込み権限を設定します。フォルダーをエクスプローラー上

で右クリックし、プロパティ → 共有タブ → 詳細な共有 → “このフォルダーを共有する”にチェックを入れます。 

4. 続いて[アクセス許可]をクリック → “グループまたはユーザー”欄の[追加]をクリック → “オブジェクトの種類の選択”欄で[オ

ブジェクトの追加]をクリック → “コンピューター”にチェックを入れ（無い場合は他のオブジェクトにチェックを入れる）、[OK]

をクリックします。 

5. [アクセス許可]に戻り、コンピューターに”フルコントロール”権限を与え、OK をクリックします。 

6. ウィンドウを全て閉じます。 

 

共有フォルダーへのアクセス許可 
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(C) サーバーメンテナンス 

Endpoint Central サーバーのメンテナンスについて、スケジュール設定が可能です。DB 内の全テーブルの再インデックス化（”

データベースのメンテナンス”）および不要となった古いファイルの削除（”サーバーの最適化”）を自動的に実行します。なお、

実施に際しては、以下注意事項をご確認の上、ナレッジもあわせてご覧ください。 

 https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1000 

<注意事項> 

・ サーバーメンテナンスは毎週の実施を推奨します。また、メンテナンスプロセスは中断しないようにご注意ください。 

・ サーバーメンテナンス中、Endpoint Central は一時的にサービスがダウンします。そのため業務時間外の時間帯での

実施を推奨します。サーバーメンテナンスが開始されると Endpoint Central サービスが自動的に停止し、メンテナンス

終了後自動的にサービスが起動されます。所要時間は環境にもよりますが、平均して 30 分程度必要です。 

・ MSSQL データベースを利用している場合は、データベースのメンテナンスのみを有効化してください。 

 

1. [管理]タブ → [サーバー設定] → [サーバーメンテナンス]をクリックして開き、サーバーメンテナンスの有効化にチェックを

入れます。 

2. メンテナンスを実施する週・曜日・開始時刻を入力します。必要に応じて”メンテナンス前に毎回通知”にチェックを入

れ、メールアドレスを入力します。実行するタスクで必要なものにチェックを入れ、[保存]をクリックします。 

 

メンテナンスの設定 

(D) Active Directoryとの同期 

Active Directory 上にコンピューターオブジェクトが追加/削除された際の動作を指定、または同期するドメイン/OU の指定や

同期スケジュールを指定できます。詳細は、[管理]タブ → SoM 設定 → [管理対象ポリシー]ページ をご覧ください。 

  

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1000
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(E) パッチのクリーンアップ設定 

Endpoint Central は、配布するパッチを Endpoint Central サーバーに保存するため、パッチファイルが蓄積されてフォルダサ

イズが大きくなることがあります。パッチのクリーンアップを有効にすると、毎朝 5 時にクリーンアップが実行され、使用しないパッ

チや一定期限の過ぎたパッチを定期的に削除します。 

 

1. [管理]タブ → [パッチ設定] → [クリーンアップ設定] をクリックして開きます。 

2. 必要に応じてチェックを入れ、[保存]をクリックします。 

 
パッチのクリーンアップ 

 

・ 保存しているパッチの容量が一定以上になった場合に通知メールを送信させる場合は、”ダウンロード設定”の”パッチリ

ポジトリが次で指定した容量以上になった場合に通知”にチェックを入れて、しきい値を設定します。 

・ “クリーンアップ設定”では、クリーンアップで削除するパッチを選択します。既に新しいバージョンのパッチがリリースされ、

最新版ではなくなったパッチ（=「更新済みパッチ」）を削除する場合は”更新済みパッチ”にチェックを入れます。 

パッチの保存期間を設定する場合は”次より古いパッチを削除”にチェックを入れ、期間を選択します。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1571 

(F) セキュリティ設定 

Endpoint Central のセキュリティをより強固にするために、様々な設定項目があります。詳細は、[管理]タブ → [セキュリ

ティ設定] → [セキュリティ設定]ページおよび以下のナレッジをご覧ください。 

  https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2629 

 

(G) ManageEngine Endpoint Central API について 

ManageEngine Endpoint Central は、ManageEngine Service Desk Plus をはじめ、他の製品との API 連携が可能で

す。API については、[管理]タブ → [統合化] の各項目と合わせ、以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4157 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1571
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2629
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4157
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６ エージェントのインストール 

Endpoint Central は管理対象へのエージェントインストールが必須となります。エージェントはスキャンの実行、スキャン結果のサ

ーバーへの送信、設定した構成をサーバーから取得し反映、パッチやソフトウェアのインストール実行などを担う、軽量のソフトウェア

です。Windows/Mac/Linux 各プラットフォーム向けに 3 種類のエージェントがあります。 

この章ではエージェントの機能およびインストール方法について説明しています。多数の管理対象へエージェントをインストールする

にあたって、いくつかの簡単なインストール方法が用意されています。環境によってはインストールできない場合あるため、複数の方

法を試すことをお勧めします。 

 

６-１ エージェントについて / リフレッシュサイクルについて 

Endpoint Central エージェントは以下の機能を持ちます。 

・ パッチスキャン、インベントリスキャンを実行し、結果をサーバーに送信する 

・ エージェントは設定した内容をサーバーにアクセスして確認し、適用する。実行結果をサーバーに送信する 

・ サーバーのアップグレード後、自動的にエージェント自身をアップグレードする 

・ 設定した「構成」をサーバーから取得し、管理対象に反映する 

また、Windows トレイアイコンや Mac ステータスメニューのアイコンから、構成の適用、スキャンの実施、トラブルシューティングツー

ル(Windows のみ)、セルフサービスポータルといった機能がご利用いただけます。 

 

エージェントとサーバーが通信するタイミングは、「リフレッシュサイクル」に基づきます。 

Endpoint Central は、エージェントがサーバーへアクセスする時刻を管理端末ごとに少しずつずらし、90 分間に 1 回の頻度で

アクセスする仕様になっています。このサーバーへのアクセスやアクセス周期を「リフレッシュサイクル」と呼び、サーバーへの負荷が

集中することを防ぎます。リフレッシュサイクルの具体的な通信時刻や、周期を変更することはできません。 

ユーザーに対する構成は、リフレッシュサイクルに加えてユーザーのログオン時に、コンピューターに対する構成はリフレッシュサイク

ルに加えてコンピューター起動時にエージェントがサーバーと通信して取得します。 

リフレッシュサイクルについては、以下のナレッジをご覧ください。 

 https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1287 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1287
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６-２エージェント設定 

[管理]タブ → SoM 設定 → [エージェント設定] → [一般設定]小タブ を開き、必要に応じて設定を変更します（デフォル

トの状態でもご使用可能ですが、要件に応じて各設定を変更します）。詳細は次のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3440 

 
エージェントの設定 

1. IP アドレスの自動更新にチェックが入っていることを確認します。 

この項目がオンになっていると、Endpoint Central サーバーの IP アドレスが変更された際、エージェントが自動的に新しいサ

ーバーIP を検出し、更新します。この項目をオフにした状態で Endpoint Central サーバーの IP が変更された場合、サーバー

とエージェントとの通信が失敗します。 

2. エージェントセキュリティの設定において、ユーザーによる Windows 向けエージェントのアンインストール禁止や、サービス停止

禁止を設定することが可能です。必要に応じて編集アイコンをクリックし、設定します。 

3. エージェントのインストール後に実行するアクションにおいて、動作を選択します。 

パッチスキャンの実行、インベントリスキャンの実行、ファイアウォール設定の有効化にチェックが入っていることを確認し、[保

存]をクリックします。 

 

 

 

次節では、Windows/Windows Server へのエージェントインストールについて説明します。 

Mac/Linux へのインストールは、それぞれ 6-4 エージェントのインストール(Mac)   6-5 エージェントのインストール(Linux)  

をご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3440
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６-３ エージェントのインストール（Windows / Windows Server） 

Endpoint Central は、エージェント型のエンドポイント管理ソフトウェアです。そのため、管理対象へのエージェントのインストールが

必ず必要になります。本節では Endpoint Central エージェントを Windows 端末にインストールする方法について説明します。

エージェントは OS ごとに種類・方法が異なっており、Mac や Linux 端末へインストールする手順については、それぞれ 6-4 エー

ジェントのインストール(Mac)、6-5 エージェントのインストール(Linux)を参照してください。 

 

Endpoint Central のエージェントを Windows 端末へインストールする方法は、以下の 2 種類があります。 

(A) Windows GPO を用いたインストール 

(B) 手動でのインストール 

 

メモ：ファイアウォールによりポートがブロックされている場合は、アラートが表示されます。アラートの指示に従い、ポートを開放

します。 

 
ポートのブロックに関するアラート 

 

メモ：エージェントインストールに関する機能をご紹介します。詳細はナレッジベース等をご覧ください。 

・配信サーバー/リモートオフィスへのエージェントのインストール 

配信サーバーを使用する場合は、リモートオフィスの設定を行ないます。配信サーバーを介して Endpoint Central からフ

ァイルを受信する管理対象は、リモートエージェントをインストールします。配信サーバーのインストールおよびエージェントのイ

ンストールを一括して自動的に実行することが可能です。 

・Active Directory 連携によるコンピューターへのエージェント自動追加/自動削除 

Active Directory に連携することで、ドメインに追加/削除されたコンピューターに対して自動的にエージェントをインスト

ール/アンインストールすることが可能です。 
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(A) Windows GPOを用いたエージェントのインストール（Windows） 

詳細な手順は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=6888 

 

(B) 手動でのインストール（Windows） 

管理対象の台数が少ない場合や、他の方法でインストールに失敗する場合は、手動でインストールを実行します。 

1. [管理]タブ → SoM 設定 → [管理対象] → PC → エージェントをダウンロードする をクリックし、ローカルエージェント

(LAN) → Windows のローカルエージェント を選択します。 

 

Windows のローカルエージェント 

2. FTP 等を用いて、管理対象となる PC にダウンロードされた exe ファイルを送付します。 

3. exe ファイルを管理者として実行します。 

4. 表示される 4 桁の数字を入力して OK をクリックします。 

5. インストーラーの指示に沿って進めます。 

詳細な手順は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1388#wd 

 

(C) アンインストール（Windows） 

PC を管理対象から外す場合は[PC の削除]を、エージェントのアンインストールのみを実行する場合は[アンインストール]を実施し

ます。 ※管理画面からエージェントのアンインストールを成功させるためには、名前解決ができる環境である必要があります。 

詳細な手順は以下のナレッジをご覧ください。 

 https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1157 

 

(α) アンインストール 

1. [管理]タブ → SoM 設定 → [管理対象]ページ → [PC]小タブ を開きます。 

2. エージェントをアンインストールする対象を選択し、エージェント操作 → [アンインストール] をクリックします。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=6888
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1388#wd
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1157


 

  (C) ZOHO Japan Corporation. All rights reserved. 
36 

 

図 1 Windows エージェントのアンインストール・PC の削除 

3. “エージェントをアンインストールする”確認画面が表示され、OK をクリックします。 

4. しばらく待ち、備考欄が”エージェントのアンインストールに成功しました”となるのを確認します。 

(β) PC の削除 

1. [管理]タブ → SoM 設定 → [管理対象]ページ → [PC] を開きます。 

2. エージェントをアンインストールする対象を選択し、 [PC の削除] をクリックします。 

3. “PC を削除”確認画面が表示され、[OK]をクリックします。 

4. 90 分以内にエージェントがアンインストールされ、選択した PC が管理対象から削除されます。 

メモ：ユーザー側でエージェントを削除することも可能です。なお、インストール時の設定でユーザーにエージェントのアンインストー

ル権限の制限をしない設定である必要があります。 

1. スタートメニューを右クリック → コントロールパネル → プログラムのアンインストール を選択します。 

2. ManageEngine UEMS - Agent を選択し、アンインストールをクリックします。  
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６-４ エージェントのインストール（Mac） 

Mac エージェントのインストール方法は、以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=840 

Mac エージェントのアンインストール方法は、以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1157 

６-５ エージェントのインストール（Linux） 

Linux エージェントのインストール方法は、以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1220 

Linux エージェントのアンインストール方法は、以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1157 

 

６-６リモートオフィスと配信サーバーの設定 

Endpoint Central サーバーが置かれている拠点から、WAN を経由して接続されている拠点を「リモートオフィス」と呼びます。リ

モートオフィスを設定する場合は、(A) 配信サーバーを設置する場合と (B) 配信サーバーを設置しない場合があり、設定内容が

異なります。ここでは、(A) 配信サーバーを設置し、自動インストールを実行する手順について説明します。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1669 

なお、LAN 内に配信サーバーを設置する場合は、配信サーバーおよび配信サーバー経由で通信する管理端末が含まれるサブネ

ットを「リモートオフィス」として考えます。 

1. [管理]タブ → SoM 設定 → [管理対象]ページを開き、[リモートオフィス]小タブ → [+リモートオフィスの追加] をク

リックし、各項目を入力します。 

 
リモートオフィスの追加 

2. 複製ポリシーを設定します。配信サーバーが 20 台以下の場合は、レプリケーション間隔をデフォルトの 2 分とします。 

わかりやすい名称を入力します。 

配信サーバーのドメイン名です。 

配信サーバーのホスト名です。 

配信サーバーの固定 IP アドレスです。 

配信サーバーをパブリック DNS に 

登録している場合のみ入力します。 

ポートを変更する場合は編集します。 

配信サーバー(DS)によるを選択します。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=840
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1157
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1220
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1157
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1669
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3. プロキシがある場合はチェックを入れ、各項目を入力します。 

4. リモート制御の圧縮率および色深度を指定します。 

5. リモートオフィスで OS 配布を実施する場合はチェックを入れます。 

6. 配信サーバーおよびリモートエージェント（WAN エージェント）をインストールするため、”配信サーバーの自動インストール”

および”WAN エージェントの自動インストール”にチェックを入れます。 

7. ドメインの資格情報を入力し、続いて[+PC の追加]をクリックして管理対象となる PC をドメインツリーから選択します。 
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■ 活用編 

７ パッチ管理 

この章では管理端末のパッチ管理の流れについて説明します。 

 

パッチ管理のアーキテクチャ 

ZOHO はパッチ情報を収集したパッチ DB を管理しており、次のように 

(1)Endpoint Central サーバーがパッチ DB と定期的に同期することで最新の脆弱性情報を入手します。→7-1 

(2)Endpoint Central エージェントは管理対象のインストール済みパッチをスキャンして結果を送信します。→7-2 

(3)Endpoint Central サーバーはパッチスキャン結果と脆弱性情報を突合させて欠落しているパッチを特定します。 

(4)Endpoint Central サーバーは必要なパッチを各ベンダーサイトから自動的にダウンロードします。 

(5)管理者の指定した日時・条件にもとづいて対象にパッチを配布します。→7-3,7-4,7-5,7-6 

メモ：Endpoint Central はパッチ DB やベンダーと通信して脆弱性情報やパッチをダウンロードするため、通常の構成ではイ

ンターネット接続を必要とします。インターネットへ接続する際にプロキシを経由する場合は、プロキシの設定が必要です。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=760 

1. [管理]タブ → パッチ設定 → [プロキシ設定] → “プロキシ”をクリックし、”手動で設定する”を選択します。 

2. HTTP プロキシホスト、HTTP プロキシポートを入力します（構成によってはユーザー名、パスワードも入力します）。 

3. “Endpoint Central サーバー” → [接続性を試験する] をクリックし、インターネット接続を確認します。 

 
プロキシの設定 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=760
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７-１ パッチ DB の設定 

パッチ DB から取得する脆弱性情報の種類や、同期する時刻の設定を行います。詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2255 

 

1. [パッチ管理]タブ → [設定] → [パッチ DB の設定] 、または [管理]タブ → [パッチ設定] → [パッチ DB の設

定] を開きます。 

 

2. 必要に応じて Endpoint Central で管理するパッチの種類を選択します。デフォルトではすべての選択 Windows パッ

チが選択されており、サービスパックや Feature Update など、種類/深刻度の大きさを指定した管理も可能です。サー

ドパーティパッチや、Mac/Linux のパッチを管理する場合もここで選択します。 

 
管理するパッチの種類の選択 

  

 

3. スケジュールパッチ・データベースの更新 にて スケジュールを有効化にチェックを入れ、続いてパッチ DB を同期する時

刻を設定します。必要に応じて DB 更新の通知を受け取るメールアドレスを入力します。 

 

 

 
パッチ DB 更新のスケジューラー設定 

 

4. スケジュール設定した時刻以外でパッチ DB を更新する場合は、[パッチ管理]タブ → [更新]ページを開き、[更新] を

クリックします。 

パッチ DB 同期レポート 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2255
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メモ：Red Hat パッチ管理には、有効なサブスクリプションの認証情報の登録と Red Hat マシンのカテゴリ―（サーバー/ワー

クステーション/デスクトップ）ごとの「指定システム」の設定が必要です。詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=992 
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2624 

 

メモ：パッチ DB に関しては、以下の情報も合わせてご確認ください。 

・パッチ DB にパッチ情報が追加されるまでの時間について 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4866 

・【Desktop Central ビルド 10.1.2137.11 以降】パッチ管理機能の仕様変更、強化 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=6576 

 

  

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=992
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2624
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4866
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=6576
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７-２ パッチスキャン 

1. [パッチ管理]タブ → [システム] → [システムスキャン] を開きます。 

 
パッチスキャン 

2. PC 一覧よりスキャンを行う対象にチェックを入れ、 [システムスキャン] をクリックします。すべての PC をスキャンする場

合は [すべてスキャン] をクリックします。 

3. スキャンを完了するとスキャン結果の概要が表示されます。各 PC 名をクリックすると、その PC に関するスキャン結果

を表示します。またパッチタブの各ページでは、パッチ単位で見た場合の各 PC の結果を表示します。 

 
 

パッチスキャン結果 

 
 

パッチスキャンに関する詳細は、以下のナレッジをご覧ください。 

・手動パッチスキャン 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3858 

・スケジュールパッチスキャンのタイミング 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1517 
 
 

クリック 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3858
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1517
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７-３ 配布ポリシー 

配布ポリシーは、パッチを端末へ配布する日時・スケジュールや配布前後の動作（ユーザーへの通知・ユーザーによる延期の許

可・再起動）などについての設定です。複数のポリシーを登録しておくことで、柔軟な運用が可能になります。パッチやソフトウェ

アを配布する際は、必ず配布ポリシーを一つ選択します。仕様および手順は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1527 

 

７-４パッチテストと承認設定 

パッチ管理のワークフローにおいて、本番環境に適用する前に管理者がテスト環境に対してパッチテストを実施することを推奨して

います。Endpoint Central は、各パッチに「承認ステータス」を設けており、デフォルトではステータスが“未承認”となっています。パ

ッチを配布するには、本番環境に適用してもよいと管理者が認めたパッチのステータスを“承認”にする必要があります。 

詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パッチテストを実施する場合は、 A.手動承認モード を、パッチテストを実施しない場合は B.自動承認モード を選択します。 

デフォルトでは A.手動承認モードになっており、A.手動承認モードを選択した場合はさらにパッチの承認作業を手動で実施する 

A-1.手動実施 または、パッチテスト/リリースから一定日数が過ぎた段階で自動的に承認する A-2.自動実施 を選択します。 

 

 

 

 

手動承認モード （  A-1. 自動実施   A-2. 自動実施  ） 

手動認証モードでは、はじめにパッチテストを実施する対象となるテストグループを作成します。テスト用端末を準備していただ

き、カスタムグループ機能からテストグループに登録します。 

 

1. [パッチ管理]タブ → [配布] → [パッチテストと承認設定] を開き、パッチの承認方法を パッチテストと承認設定 

に変更します。管理対象にすでにインストールされているパッチは、デフォルトでは“承認済”となっています。“未承認”に

する場合は[未承認に変更]にラジオボタンを移動させます。完了したら保存をクリックし、続いて[グループの追加]をクリ

ックします。 

A.手動承認モード 

テスト環境にパッチを適用し 

問題が無いか確認 

A-1.手動実施 確認済パッチを選択 

A-2.自動実施 パッチテスト/リリースから 

指定日数後に自動的に承認 

B.自動承認モード 

リリースから指定日数後に自動的に承認(適用しないパッチには拒否を設定) 

1. パッチテストの実施 2. パッチの承認     パッチ配布 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1527
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1095


 

  (C) ZOHO Japan Corporation. All rights reserved. 
44 

 
テストグループの作成 

2. タスクの定義において、プラットフォームを 1 つ選択し、テストの対象となるグループを選択します。 

既存のカスタムグループを選択するか、新しいカスタムグループを作成します。 

既存のカスタムグループを選択する場合は、グループ名を入力します。カスタムグループを新規に作成する場合は、 [+] 

をクリックし、カスタムグループの作成ページを開きます（詳細は p.46 のメモをご覧ください）。完了したら、カスタムグ

ループを選択： において、グループを選択します。 

 
カスタムグループの設定 

 

 

3. 配布オプションで、配布するパッチの種類を指定します。 

 
パッチの種類の指定 

カスタムグループの新規追加 

（ブラウザーの新規タブでカスタムグループ作成ページが開きます） 
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4. 配布設定で、配布ポリシーを選択します。 

5. 必要に応じて、通知設定で通知を有効化し、通知メール送付先のメールアドレスを入力します。 

 
配布ポリシーの選択と通知メールアドレス 

 

6. 必要に応じて、テスト済みパッチの承認モードにチェックを入れます。この項目を無効にすると  A-1. 手動実施  とな

り、パッチテスト実施後にパッチを手動で承認する必要があります。 

この項目を有効にすると、 A-2. 自動実施  となり、“次の期間を過ぎた場合、テスト済みのパッチを自動的に承認

する”に日数を入力します。テストグループにパッチを適用して指定日数が経過すると自動的にパッチが”承認済み”とな

ります。 

 
手動実施/自動実施の選択 

7.  [作成] をクリックします。 

メモ：管理者がパッチを手動で承認する手順は以下の通りです。 

1. [パッチ管理]タブ → [配布可能なパッチ] を開く 

2. 承認するパッチにチェックを入れる 

3. “ステータスの変更”をクリックし、承認済みを選択する 

 
パッチの承認 
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メモ：カスタムグループの作成の手順は、以下の通りです。詳細は次のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1097 

1. [管理]タブ → [グローバル設定] → [カスタムグループ]を開き、[+新しいグループの作成] をクリックします。 

 
新しいカスタムグループの作成 

2. グループ名を入力し、カテゴリを選択します。 

ユーザーやコンピューターを一つのグループにのみ所属させ、他のグループに所属させない場合は”ユニーク”を、条件を

指定して自動的にユーザーやコンピューターを追加する場合は”動的”を、その他の場合は”静的”を選択します。 

 
グループカテゴリの選択 

3. 続いてツリーまたは一覧、および追加のいずれかから PC を追加します。 

“静的” “ユニーク”を選択した場合は、ドメイン、グループタイプを選択し、続いてツリーまたは一覧から対象の PC に

チェックを入れ、[>>]をクリックします。[ツリー]や[一覧]に表示されない場合は、「追加」から PC 名を入力し、

[>>]をクリックして追加します。 

“動的”を選択した場合は条件を指定します。列、基準を選択し、値を入力します。 

 
静的/ユニークグループの作成 

        

 

4. [グループの作成]をクリックし、カスタムグループを作成します。 

 

条件の追加 

値の入力補完 

動的グループの作成 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1097
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B. 自動承認モード 

自動承認モードの場合、パッチテストを実施せずにパッチを「承認済み」にします。なお、パッチの承認から配布までの一連の流れ

を自動化する場合は、7-5. パッチの手動配布、7-6. パッチ配布の自動化も合わせてご参照ください。 

 

1. [パッチ管理]タブ → [配布] → [パッチテストと承認設定] を開き、”パッチの承認方法：パッチテストと承認設定” 

→ 変更 をクリックします。 

 
自動承認モードへの変更 

 

2. “パッチの承認方法”において、 “自動承認（パッチテストなし）” を選択し、 [保存] をクリックします。 

 
自動承認モードへの変更 

 

メモ：B. 自動承認モード と 7-6.パッチ自動配布を組み合わせることで、パッチ管理の自動化が可能です。なお、適用させ

ないパッチ/アプリケーションがある場合は「パッチの拒否」を設定する必要があります。 
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７-５ パッチの手動配布 

パッチを一つずつ確認して適用する運用やテストグループにパッチテストを実施する場合などの場合に、手動配布を実行します。 

パッチを手動で配布するには、配布対象となるパッチ/配布ターゲットを指定する必要があります。パッチ/ターゲットのどちらか一

方を指定することで、もう一方は自動的に選択されます。どちらの方法でも配布するパッチ/配布ターゲット PC を変更可能で

す。詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2262 

 

A. PC 単位で適用可能なパッチを複数配布する 

B. パッチを指定して複数の PC に配布する  

 

A. PC 単位で適用可能なパッチを配布する 

1. [パッチ管理]タブ → システム → 管理中のシステム をクリックします。 

 
管理中の PC 一覧 

 

2. パッチを配布する対象の PC にチェックを入れ、[欠落パッチのインストール]または[承認済みパッチのインストール]をクリ

ックします。[欠落パッチのインストール]を選択すると、選択した PC で欠落しているパッチが全て選択されます。[承認済

みパッチをインストール]をクリックすると、承認ステータスが承認済みとなっているパッチのみが選択されます。 

 
対象の選択 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2262
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3. 配布タスクに名前を設定します。 

 
配布タスク名の入力 

 

4. 操作の種類が”パッチのインストール”になっていることを確認し、続いてパッチの一覧で配布するパッチを確認します。必

要なパッチは自動的に選択されますが、特定のパッチを配布しない場合は [アクション]カラム → × をクリックして削

除します。パッチを追加する場合は [パッチの追加] をクリックし、配布するパッチを選択します。 

 
パッチの選択 

 

5. 必要に応じて、スケジューラー設定を行ないます。 

タスクの開始時刻を設定する場合は 指定した日時以降にインストールする にチェックを入れ、 日付を入力または 

 をクリックして開始日を選択肢、開始時間を入力して設定します。タスクの有効期限を設定する場合は 適用の

有効期限 にチェックを入れ、同様に終了日と終了時間を入力します。 

       
スケジューラー設定 

 

メモ：スケジューラー設定を用いることで、具体的な日時を指定したパッチのインストールを実施できます。 

 

6. 配布設定にて、配布ポリシーを選択します。特に詳細を指定する必要がない場合は、DC Default Policy を選択し

ます。配布ポリシーの設定内容を確認する場合は 詳細表示 を、新たにポリシーを設定する場合は ポリシーの作成/

変更 をクリックします（作成後、 をクリックしてリフレッシュします）。 

一部のパッチがダウンロードできない場合でも配布を続行する場合は、配布ルールにチェックを入れます。 

 
配布ポリシーの選択と設定 

配布対象から削除 
配布対象に追加 



 

  (C) ZOHO Japan Corporation. All rights reserved. 
50 

7. 配布/適用対象の設定では、（最初に PC を選択しているため）パッチ配布対象となる PC が選択されています。 

必要に応じて、対象の追加や除外を行います（ドメイン・OU・グループ等の単位で指定が可能です）。 

 
対象の設定 

8. 配布が失敗した場合の再試行回数を入力します（デフォルトでは以下の通り、2 回となっています）。 

必要に応じて、通知の有効化にチェックを入れ、通知の宛先メールアドレスと間隔を指定します。 

 
再試行回数・通知設定 

9. [配布]または[今すぐ配布]をクリックします。 

メモ：[今すぐ配布]について 

 スケジューラー設定または配布ポリシーで時間帯を限定していない場合に[今すぐ配布]をクリックすると、パッチがただちに対

象の PC にインストールされます。なお、[今すぐ配布]を実行しても反映がされない場合は、対象として選択した PC の通知

領域にある Endpoint Central エージェントトレイアイコン（Mac はメニューバーのステータスメニューにあるエージェントアイコ

ン）を右クリックし、”設定を適用”/”Apply Configuration”をクリックします。以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2420 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2427#apply_configuration 

 

メモ：「システムステータスポリシー」について 

管理中のシステム ページでは Endpoint Central が管理している PC の一覧を表示します。Endpoint Central は、欠落パ

ッチの深刻度と欠落数に応じて、管理対象の各 PC を 正常なシステム・脆弱なシステム・非常に脆弱なシステム に分類

し、パッチ管理 → システム内の各ページに表示します。PC 単位でパッチをインストールする際は、対象を絞り込む条件に合

ったページからパッチをインストールします。なお、この分類基準は、 [パッチ管理]タブ → [システム] → [システムステータス

ポリシー] にて変更可能です。詳細は次のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4068 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2420
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2427#apply_configuration
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4068
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B. パッチを指定して複数の PC に配布する 

 

1. [パッチ管理]タブ → [パッチ] →[適用可能なパッチ] をクリックし、”欠落システム”のカラムを表示させる。 

 
適用可能なパッチ 

 

メモ：手動でのパッチ配布において、承認ステータスが”未承認”となっているパッチにチェックを入れて選択すると、未承認の

パッチであってもインストールすることが可能です。 

 

メモ：検索アイコンをクリックすると、各カラムに対してフィルタリングを設定することができます。 

表アイコンをクリックすると、表示するカラム（項目）を選択したり、カラムの順番を変更したりすることができます。 

各カラム名をクリックすると、そのカラムについてレコードを降順・昇順に並べ替えて表示します。 

 

  
テーブル検索             テーブルの表示変更 

 

 

メモ：パッチ ID や掲示板 ID をクリックすると、当該パッチについて詳細情報を確認できます。同様に、欠落システムの数字

をクリックすると、当該パッチが欠落している PC の名前が表示されます。  



 

  (C) ZOHO Japan Corporation. All rights reserved. 
52 

2. インストールしたいパッチにチェックを入れ、 [パッチのインストール] をクリックします。 

 
パッチのインストール 

 
 
 

3. まず、配布タスクに名前を設定します。 

 
配布タスク名の入力 

 
 
 

4. パッチの一覧において、配布するパッチを確認します。パッチを追加する場合は [パッチの追加] をクリックし、配布す

るパッチを選択します。一部のパッチを配布しない場合は [アクション]カラム → × をクリックします。 

 
パッチの確認 

 
 

5. 必要に応じて、スケジューラー設定を行ないます。 

タスクの開始時刻を設定する場合は 指定した日時以降にインストールする にチェックを入れ、 日付を入力または 

 をクリックして開始日を選択肢、開始時間を入力して設定します。タスクの有効期限を設定する場合は 適用の

有効期限 にチェックを入れ、同様に終了日と終了時間を入力します。 
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スケジューラー設定 

 

メモ：パッチを手動配布する場合は、このスケジューラー設定で時間帯を指定することも可能ですが、配布ポリシーで時間帯

指定をすると、配布の都度時間帯を指定する必要がなくなります。 

（配布ポリシーの作成については、7-3.配布ポリシー をご参照ください）。 

 

6. 配布設定にて、配布ポリシーを選択します。特に詳細を指定する必要がない場合は、DC Default Policy を選択し

ます。配布ポリシーの設定内容を確認する場合は 詳細表示 を、新たにポリシーを設定する場合は ポリシーの作成/

変更 をクリックします（作成後、 をクリックしてリフレッシュします）。 

一部のパッチがダウンロードできない場合でも配布を続行する場合は、配布ルールにチェックを入れます。 

 
配布ポリシーの選択と設定 

 

メモ：パッチ配布の時間帯で指定するのは、パッチのインストーラーの起動を許可する時間帯となります。そのため、インストー

ル完了が期限を過ぎた時間になる可能性があります。 

パッチ配布を自動化する場合は、スケジューラー設定ではなく配布ポリシーで時間帯を指定します。配布ポリシーの作成につ

いては、7-3. 配布ポリシー をご参照ください。 

 

7. 配布/適用対象の設定では、パッチ配布対象となる PC が自動的に選択されます。必要に応じて、対象の追加や削

除を行います（ドメイン・OU・グループ等の単位で指定が可能です）。 

 

 
対象の設定 
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8. 配布が失敗した場合の再試行について、回数を入力します。必要に応じて、通知メールの送信先と間隔を指定しま

す。 

 

 
再試行回数・通知設定 

9. 配布（または今すぐ配布）をクリックします。 

  



 

  (C) ZOHO Japan Corporation. All rights reserved. 
55 

７-６ パッチの自動配布（パッチ配布の自動化） 

以下のナレッジも併せてご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4744 

1. [パッチ管理]タブ → [配布] → [パッチ配布の自動化] を開き、[+ タスクの作成] をクリックし、パッチを配布する

対象の OS を選択します。 

 
種類の選択 

 

2． パッチ配布自動化の対象とするパッチの種類と重要度をそれぞれ OS、サードパーティ製品について選択します。また、

特定のアプリケーションについてパッチを適用しない/特定のアプリケーションのみパッチを適用する場合はアプリケーショ

ン名を選択します。 

 

         

                   
Microsoft・サードパーティ製品パッチの選択 

 

3. アンチウイルスソフトの定義ファイルを Endpoint Central で更新する場合はチェックを入れます（Windows のみ、一

部のアンチウイルスソフトのみ対応）。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4744
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アンチウイルスソフトの定義ファイル更新 

 

4. パッチ配布を実行するタイミングを指定します。リリースからの日数またはパッチを承認してからの日数を入力し、 [次] 

をクリックします。 

 
配布タイミングの指定 

5. 配布ポリシーを選択します。必要に応じて、自動化配布タスクの有効期限を設定し、 [次へ] をクリックします。 

 
配布ポリシーの選択 

6. パッチを配布する対象を選択し、[次へ]をクリックします。 
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対象の定義 

 

7. 必要に応じて、ダウンロード・配布が失敗した場合の通知、配布終了後のステータス通知を送信するかどうかを設定し

ます。完了したら保存をクリックします。 

 
通知設定 

 

 

メモ：パッチの拒否設定 

パッチを適用させないアプリケーションや、特定のバージョンなどがある場合は「パッチの拒否」を設定します。「パッチの拒否」を

することで、パッチ配布を自動化した場合でも、パッチを配布しない運用が可能になります。 

[パッチ管理]タブ → パッチ → 適用可能なパッチ において、パッチを選択し[ステータスの変更] → “拒否済み”を選択

するか、または[パッチ管理]タブ → パッチ → パッチの拒否 において、拒否するアプリケーションを指定します。詳細は次の

ナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2157 

 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2157
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８ インベントリ管理 

本章では Endpoint Central のインベントリ管理機能の使い方について説明します。インベントリ管理機能では、インベントリス

キャンによる詳細なハードウェア情報やインストールされているソフトウェア情報の取得、ライセンスの管理、ソフトウェアや実行ファイ

ルのブロック、ソフトウェア利用状況の測定などの機能がご利用いただけます。インベントリ管理については、以下のナレッジをご

覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2413 

８-１ インベントリスキャン 

インベントリスキャンを実行して、管理端末のソフトウェア情報/ハードウェア情報を取得します。 

・取得可能な情報（例） 

システム情報 

 OS バージョン, OS ライセンスの種類, OS の製品 ID, メーカー, サービスタグシリアル番号, モデル名 など 

ハードウェア 

 BIOS, ディスク情報, キーボード, モニター, マザーボード, NIC, 物理メモリー, CPU, ビデオコントローラー など 

ソフトウェア 

 デスクトップアプリケーション一覧, Microsoft Store App 

セキュリティ 

 BitLocker ステータス, アンチウイルスソフトの種類とステータス, ファイアウォールのステータス, 欠落パッチ 

その他 

 USB デバイスの使用履歴, ドライバー一覧, ユーザーログイン履歴 など 

 

※OS/機種によっては、インベントリ情報の一部を取得できない場合があります。 

 

インベントリスキャンを実施する方法は、以下の 2 種類があります。 

(A) 手動スキャン 

(B) スケジュールスキャン 

(A) 手動スキャン 

1. [インベントリ]タブ → アクション設定 → [システムスキャン] をクリックします。 

2. スキャンを実施するコンピューターを選択後に[システムスキャン]をクリック、または[すべてスキャン]をクリックします。 

 
手動スキャン 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2413
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(B) スケジュールスキャン 

1. [インベントリ]タブ → アクション設定 → [スキャンのスケジューラー設定] を開き、[スケジューラーの設定] をクリック

します。 

 
スケジュールスキャンの有効化 

 

2. スケジュールの有効化 にチェックを入れます。 

3. 間隔、開始日時、頻度、メール通知先を指定して、[保存]をクリックします。 

 
スケジュールスキャンの詳細設定 
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スキャン完了後、社内 PC のハードウェア/ソフトウェア情報一覧やコンピューターごとの情報など、情報を表示できます。 

 
社内 PC 一覧 

 
社内のインストール済みソフトウェア一覧 

 
コンピューターごとの詳細情報 
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８-２ ライセンス管理 

ライセンス管理機能は、管理端末にインストールされているソフトウェア数をカウントします。ソフトウェアライセンスを管理すること

で、過剰なライセンスの削減やライセンス不足によるコンプライアンス違反の回避が可能になります。詳細は次のナレッジをご覧く

ださい。https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1162 

ソフトウェアライセンスを管理するためには、はじめに自社で所有するライセンス数を入力する必要があります。入力方法は、手

動または CSV ファイルのインポートから選択できます。手順は以下の通りです。 

 

1. インベントリタブ → ライセンス管理  → [ライセンスの追加] をクリックします。 

 
ライセンスの追加 

 

2. ソフトウェア情報の各項目を入力します。 

 
ソフトウェアの詳細情報の入力 

 

メモ：ライセンスの追加は、以下のような CSV ファイルをインポートすることでも対応できます。 

（例） 

PRODUCT_NAME,MANUFACTURER,VERSION,LICENSE_OWNER,NO_OF_LICENSES_PURCHASED,LICENSE_NA

ME,LICENSED_TO,PURCHASED_DATE,EXPIRED_DATE,LICENSE_KEY 

Zeal,Zeal Developers,0.1.1,ZOHO Corp.,100,Zeal Licenses,,,,A1J33443I56AV00AAZCS 

Adobe Photoshop CC,Adobe,-,ZOHO UX,19,Adobe Photoshop,,1/4/2020,31/12/2022,  

 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1162
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3. ライセンス詳細の各項目を入力します。 

 
ライセンスの詳細情報の入力 

 

4. ライセンス数と管理端末を関連付けます。(任意) 

5. [追加]をクリックします。 

 
ライセンスと管理端末の関連付け 

 

ライセンス追加後、ライセンス一覧と、所持ライセンス数に応じたライセンスの対応ステータス（ライセンス過剰、ライセンス不足、

ライセンス準拠）などの情報を一覧で確認できます。なお、複数のバージョンをまとめて管理する場合は「グループソフトウェア」を

設定します。 

 
ライセンス確認画面 
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８-３ 禁止ソフトウェア 

禁止ソフトウェアでは、管理端末にインストール済みのソフトウェア一覧から、対象ソフトウェアを「禁止ソフトウェア」として登録し、

管理者へのアラート通知/自動アンインストールを実施できます（Windows のみ対応）。詳細は次のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3787 

1. [インベントリ]タブ → アプリケーション制御 → [禁止ソフトウェア] → [禁止ソフトウェアの追加] をクリックします。 

 
禁止ソフトウェアの設定 

2. インストール済みのソフトウェア一覧からソフトウェアを選択し、[>>]ボタンをクリックして、[更新]をクリックます。 

 
禁止ソフトウェアの選択 

 

禁止ソフトウェア追加後、追加した禁止ソフトウェアと、管理コンピューターのインストール数などの情報を一覧で確認できます。 

 
禁止ソフトウェアの一覧 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3787
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８-４ 実行ファイルのブロック 

実行ファイルのブロックでは、悪影響を及ぼす可能性のある実行ファイルや、ユーザーに利用させたくないソフトウェアの実行ファイ

ルを追加し、コンピューター上での実行を防ぎます。詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3285 

1. [インベントリ]タブ → アプリケーション制御 → [実行ファイルのブロック] → [ポリシーの追加] をクリックします。 

 
実行ファイルのブロックポリシーの追加 

2. 事前に作成したカスタムグループを指定し、[実行ファイルの追加] をクリックします。 

 
実行ファイルの追加 

3. 任意のアプリケーション名、ブロックルール(パス/ハッシュ)、実行ファイル名を指定し、[追加] をクリックします。 

 
実行ファイルの追加 

4. [保存] をクリックします。 

 
ポリシーの保存 

メモ：ブロックルールでハッシュを指定した場合、実行ファイル名が変更された場合でもファイルの実行をブロックできます。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3285
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８-５ ソフトウェア利用状況測定 

ソフトウェア利用状況測定では、追加したソフトウェアの実行時間を測定できます。こちらの機能と 8-2 ライセンス管理機能を

組み合わせることで、ソフトウェアライセンスの割り当ての最適化を実現できます。 

1. [インベントリ]タブ → [アクション設定] → [ソフトウェア利用状況測定] → [ルールの追加] をクリックします。 

 
測定ルールの追加 

2. [ソフトウェア名を選択する] より利用状況を測定したいソフトウェアを指定します。 

3. ルールの名称 に任意のルール名を入力します。 

4. ファイル名 にてソフトウェアの実行ファイル名を入力して、[保存] をクリックします。 

 
ファイル名の追加 

 

ソフトウェアを追加後、以下のようにコンピューターごとのソフトウェア利用時間を確認できるようになります。 

 
ソフトウェア利用時間の計測 
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９ ソフトウェア配布 

ソフトウェア配布機能は、ソフトウェアを管理端末へリモートインストール/アンインストールできる機能です。インストールの前後にス

クリプト実行やレジストリ編集することも可能です。 

また、管理者がソフトウェアカタログを作成・公開し、ユーザーは必要に応じて各自でインストールする「セルフサービスポータル」機

能もあります（各ユーザーは管理者権限なしでソフトウェアをインストール可能です）。本章では Endpoint Central のソフトウェ

ア配布機能の使い方について説明します。 

詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2562 

 

９-１ ソフトウェアリポジトリ 

ソフトウェア配布機能利用するためには、ソフトウェアリポジトリを設定する必要があります。 

ソフトウェアリポジトリとして、以下の 2 種類を設定できます。 

1. ネットワーク共有 

2. HTTP リポジトリ 

 

(A) ネットワーク共有 

ネットワーク共有とは、ソフトウェアのバイナリファイルを配置するファイルサーバーなどの共有フォルダーを指定します。 

1. [ソフトウェア配布]タブ → 設定 → [ソフトウェアリポジトリ] をクリックします。 

 
ソフトウェアリポジトリ 

 

 

2. ネットワーク共有の作成 または 既存の共有 を選択し、必要に応じてパラメーターを入力します。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2562
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ネットワーク共有の設定 

 

メモ： 

指定したネットワーク共有パスに対して、管理コンピューターからアクセス可能にし、”読み取りと実行”権限を”Everyone”に付

与する、または図 163 の画面にて指定する資格情報に、”読み取りと実行”権限を付与する必要があります。 

 
 

(B) HTTPリポジトリ 

Endpoint Central の管理画面から、ソフトウェアのバイナリファイルのアップロード先を指定します。 

 

1. [ソフトウェア配布]タブ → 設定 → [ソフトウェアリポジトリ] を開き、[HTTP リポジトリ]小タブ をクリックします。 

2. 必要に応じて、ディレクトリを変更して、[保存] をクリックします。 

 
HTTP リポジトリ 
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９-２ パッケージの追加 

ソフトウェアをリモートインストールするためには、パッケージを追加する必要があります。パッケージとは、ソフトウェアのバイナリファイ

ルと、サイレントインストールオプションから構成されます。その他、インストール/アンインストール前後の動作(スクリプトの実行や、

レジストリ設定、サービス開始/停止など)をパッケージ内に組み込むことが可能です。 

パッケージの追加方法は、以下の 2 種類があります。 

(A) 手動追加 

(B) テンプレートから自動追加 

 

(A) 手動追加 

1. ソフトウェア配布タブ → パッケージ → [パッケージの追加] → Windows または Mac をクリックします。 

 
パッケージの追加 

 

2. 各項目(パッケージ名、パッケージの種類、ライセンスの種類、リポジトリの選択)を入力/選択します。 

※HTTP リポジトリを選択した場合、ソフトウェアのバイナリファイルをアップロードする必要があります。(最大 7GB) 

 

 
パッケージ詳細の入力 

 

3. サイレントインストール/アンインストールオプションを指定します。(例:/S /SILENT など) 

 
オプションの指定 
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4. 必要に応じて、配布前の動作/配布後の動作を設定します。 

 

配布前後の動作設定 

5. [パッケージの作成]をクリックします。 

 

メモ： 

Endpoint Central のソフトウェア配布機能でインストール可能なのは、基本的にはサイレントインストールに対応したアプリケ

ーションのみとなります。なお、サイレントインストールに対応しない一部アプリケーションでもインストール可能なものがあります。

詳細はお問い合わせください。 

 

メモ： 

Endpoint Central の構成はユーザーオブジェクトに対する構成とコンピューターオブジェクトに対する構成の 2 種類あります。

Windows 端末にソフトウェアをインストールする際は、ユーザーに対するインストールとコンピューターに対するインストールの 2 種

類が利用可能です。 

 

(B) テンプレートから自動追加 

1. ソフトウェア配布タブ → テンプレート をクリックします。 

 
テンプレート 
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2. 画面右上の虫眼鏡アイコンをクリックし、任意の項目で検索します。 

 
テンプレートの検索 

3. パッケージを選択し、[パッケージを作成する] ボタンをクリックします。 

 

 
パッケージの作成 

4. [パッケージを作成する] ボタンをクリックします。 

 
パッケージの作成 
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９-３ ソフトウェアのインストール/アンインストール 

9-2 パッケージの追加で作成したパッケージを用いて、ソフトウェアのリモートインストール/アンインストールを実行します。 

1. ソフトウェア配布タブ → ソフトウェアのインストール/アンインストール を開き、プラットフォーム(Windows/Mac/Linux)と構

成の種類(ユーザー/コンピューター) の中で要件に合うものを選択します。 

 
プラットフォーム/構成の種類の選択 

2. 構成の名前/説明の入力、パッケージ設定 を構成します。 

 
構成の設定 

3. 各項目を入力し、[配布]または[今すぐ配布]をクリックします。 

 
構成の設定 
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９-４ セルフサービスポータル 

セルフサービスポータルでは、管理者が作成したソフトウェアカタログからユーザーがソフトウェアのインストール/アンインストールを実

行できます。カスタムグループごとに公開するカタログの内容を変えることが可能です。詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2437 

 

<管理者側の操作> 

1. [ソフトウェア配布]タブ → [セルフサービスポータル] → [パッケージの公開] → [コンピューター]/[ユーザー] を選択します。 

 
パッケージの公開 

2. 配布対象となるカスタムグループを入力/選択し、公開するソフトウェアをドラッグ＆ドロップしたら[公開]をクリックします。 

 
カスタムグループ/ソフトウェアの選択 

 

 

 

  

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2437
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<ユーザー側の操作> 

1. Windows: デスクトップ画面右下の通知領域（Mac: メニューバーのステータスメニュー）のにあるエージェントアイコンを右

クリックし、Self Service Portal をクリックします。 

  
Self Service Portal 

 

2. 公開されたソフトウェアカタログから、ソフトウェアをインストール/アンインストールします。 

 
Self Service Portal からのインストール 

 

 

メモ： 

セルフサービスポータルはユーザーに管理者権限がなくてもインストール/アンインストールが可能です。そのため、社内の Mac

端末の管理者権限をユーザーに与えない運用も可能になります。 
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10  ツール（リモート制御） 

ツール機能には、リモート制御、システムマネージャー、リモートシャットダウン、Wake On LAN、チャット、アナウンス、システムツール

があります。本章では代表的なツールの使い方について説明します。詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2444 

１０-１ リモート制御 

リモート制御機能は、Windows、Mac、Linux に対応しており、コンピューターにリモート接続し、画面を共有します。接続中にユー

ザー側の画面ブラックアウト/マウスやキーボードの操作無効化オプションもあるため、トラブルシューティングには非常に使いやすく

なっています。また、複数モニターへの対応や、複数管理者による同一端末への同時アクセスや管理者側の操作を無効化する

「表示のみモード」も可能です。 

 

1. [ツール]タブ → [リモート制御] をクリックします。 

 
リモート制御 

 

2. 接続先コンピューターのアクションカラムにある[接続]をクリックします。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2444


 

  (C) ZOHO Japan Corporation. All rights reserved. 
75 

 
対象への接続 

 

3. 理由メッセージを入力し、[接続] をクリックします 

 
図 2 接続の理由 

接続後、別ウインドウが起動され、接続先コンピューターのログイン画面が表示されます。 

 
画面の共有 

 

接続を切断する場合、同ウィンドウの[×]をクリックする、または管理画面で[切断] をクリックします。 
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画面共有の切断 

 
 

メモ：リモート制御機能は、RDP プロトコルを使用せずに画面を共有します。なお Linux へのリモート制御は、X Window 

System が必要です。 

１０-２ システムマネージャー 

システムマネージャーでは、管理画面から Windows 管理端末に対して、実行中のプロセスの確認/強制終了、サービスの開始/

停止、コマンドプロンプトの起動、レジストリエディタ、ファイルマネージャー、イベントビューア、デバイスマネージャーなどをご利用いた

だけます。本機能を利用することで、リモート制御を使用せず、簡易的なトラブルシューティングや障害原因の切り分けが可能で

す。（Windows のみ対応）詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3565 

(A) コマンドプロンプト 

1. ツールタブ → システムマネージャー をクリックします。 

 
システムマネージャー 

2. 接続先コンピューターのアクションカラムにある管理をクリックします。 

 
管理ツールの選択 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3565
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3. コマンドプロンプトをクリックします。 

 
コマンドプロンプトの起動 

 

4. 管理画面上で、接続先コンピューターのコマンドプロンプトを起動し、任意のコマンドを実行できます。 

 
コマンドプロンプト 

メモ：リモートコマンドプロンプト実行中、ユーザー側の画面には特に何も表示されないため、ユーザーに意識させず、トラブル

シューティング可能です。 

 
 
 

(B) レジストリエディタ 

1. [ツール]タブ → [システムマネージャー] をクリックします。 

2. 接続先コンピューターのアクションカラムにある管理をクリックします。 

3. レジストリをクリックします。 
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レジストリ 

 

管理画面上で、接続先コンピューターのレジストリエディタを起動し、レジストリを編集できます。 
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１０-３ リモートシャットダウン 

リモートシャットダウン機能は、Windows/Mac に対応しており、コンピューターに対してシャットダウン/再起動/休止モード/スタン

バイ/画面ロックを実施できます。実施方法は、以下の 2 種類があります。 

(A) 1 クリックで即時実施 

(B) スケジュール設定で実施 

詳細は次のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2444#shutdown_tool 
 

(A) 1クリックで即時実施 

1. [ツール]タブ → [リモートシャットダウン] をクリックします。 

 
リモートシャットダウン 

 

2. 操作を実行したいコンピューターにチェックを入れ、 [シャットダウン]または[アクション]から実施したい操作を選択します。 

 

 

シャットダウンの実行 

(B) スケジュール設定で実施 

1. [ツール]タブ → [リモートシャットダウン] をクリックします。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2444#shutdown_tool
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2. [シャットダウンのスケジュール] → [シャットダウンのタスクを追加する] → プラットフォーム をクリックします。 

 
シャットダウンタスクの追加 

3. タスク名、実施する操作、各オプションを入力/選択します。 

 
シャットダウンタスクの詳細 

 

4. タスクを実施する対象を設定します。 

 
対象の設定 

5. スケジューラーを設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  [タスクの保存] をクリックします。 

スケジューラー設定 
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メモ： 

シャットダウン等をスキップ・延期できる設定にしている場合、 

ユーザーのデスクトップ画面に、このような通知画面が表示 

されます。 

 

  

１０-４ アナウンス 

アナウンス機能は、コンピューターにログインしているユーザーに対して、メッセージを表示する機能です。 

参考情報として次のナレッジをご参照ください。https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4684 

1. [ツール]タブ → [アナウンス] をクリックします。 

 
アナウンス 

2. [アナウンスの作成] をクリックします。 

 
アナウンスの作成 

シャットダウン通知 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=4684
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3. 各項目(アナウンス件名、メッセージ、表示時刻/間隔、対象ユーザー)を設定し、[保存] をクリックします。 

 
アナウンス内容の編集 

メモ： 

アナウンスを公開すると、ユーザーのデスクトップ 

画面に、次のようなポップアップが表示されます。 

 

 

 

 

  

 

  

アナウンス画面 
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11  構成 

構成機能は、コンピューター/ユーザーに対して、各種設定を一括配布できる機能です。管理端末の設定を統一することができる

ため、キッティングの代替や企業のセキュリティ基準の確実な実施に役立ちます。 

本章では OS ごとに代表的な構成機能の使い方について説明します。 

 

１１-１ 構成(Windows) 

Windows の構成機能は、USB デバイス制御、カスタムスクリプト、Windows ファイアウォールの設定、ファイル配布、レジストリ設

定、プリンター設定、メッセージボックスなど、35 種類の以上の構成をご利用いただけます。 

 
構成一覧（Windows） 

このうち、(A) USB デバイス制御、(B) レジストリ設定機能 について説明します。 

 

(A) USBデバイス制御 

詳細は次のナレッジをご覧ください。 https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1633 

1. [構成]タブ → [構成] → [Windows] → [USB 制御] → [ユーザー]または[コンピューター] をクリックします。 

 
USB 制御 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1633
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2. 各項目（構成名、デバイス種類ごとのブロック可否）を入力/選択します。 

 
デバイスの種類ごとのブロック可否 

 

3. 適用対象の設定、実行設定を行い、[配布]または[今すぐ配布]をクリックします。 

 
対象の設定・実行設定 
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メモ：除外デバイスの登録 

デバイスのインスタンス ID（シリアル番号）を指定することで、 

ブロックの対象から除外できます。そのため、「管理者が登録 

したデバイスのみ利用を許可する」といった運用が可能です。 

なお、インスタンス ID は デバイスマネージャー → 各デバイス 

のプロパティ → 詳細タブ を開くことで確認できます。 

 

 

 

  

(B) レジストリ設定 

メモ：レジストリ操作は、システムが起動しなくなる等の可能性があるため、検証環境で確認してから実施してください。 

詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=6262 

1. 構成タブ → 構成 → Windows → レジストリ → 対象(ユーザー/コンピューター) をクリックします。 

 
レジストリ設定 

2. 各項目(構成名、レジストリ設定)を入力/選択します。 

図 3 除外デバイスの登録 

除外デバイスの登録 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=6262
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レジストリ設定の詳細 

3. 適用対象の設定、実行設定を行い、[配布]をクリックします。 

 
レジストリ設定の配布 

１１-２ 構成(Mac)  

Mac の構成機能は、カスタムスクリプト、ゲートキーパー、システム環境設定、メッセージボックスなど、12 種類の構成をご利用い

ただけます。 

 
構成一覧（Mac） 

 

上記の中で、メッセージボックス機能について説明します。 

1. [構成]タブ → [構成] → [Mac] → [メッセージボックス]→ [ユーザー]または[コンピューター] をクリックします。 
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メッセージボックス 

 

2. 各項目(構成名、メッセージ内容、メッセージの表示間隔)を入力/選択します。 

 
メッセージボックス 

 
 
 
 

3. 適用対象の設定、実行設定を行い、[配布]または[今すぐ配布]をクリックします。 
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メッセージの配布 

 
 
 
 
 
 

１１-３ 構成(Linux)  

Linux の構成機能は、パッチインストール、ソフトウェアインストール、カスタムスクリプト、メッセージボックスがご利用いただけます。

 
構成一覧（Linux） 

 

ここでは、カスタムスクリプト機能について説明します。詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2836 

 

1. [構成]タブ → [構成] → [Linux] → [カスタムスクリプト] → [コンピューター] をクリックします。 

 
カスタムスクリプト 

2. 各項目(構成名、スクリプトの内容)を入力/選択します。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2836
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カスタムスクリプト 

3. 適用対象の設定、実行設定を行い、[配布]または[今すぐ配布]をクリックします。 

 
カスタムスクリプトの配布 
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１１-４ 構成ステータス 

適用した構成ステータスの確認方法について説明します。 

 

[構成]タブ をクリックすると、今までに適用した構成一覧を表示できます。 

 
構成一覧 

構成名をクリックすると、構成の詳細情報を確認できます。 

 
構成の詳細情報 

[設定の詳細]タブでは、適用した構成の内容を確認できます。 

 
構成の内容 
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[実行状態]タブでは、構成の適用ステータスの詳細を確認できます。 

 
構成の実行状態 

 

メモ： 

備考カラムでは、適用ステータスが失敗/適用不可の場合の原因が表示されます。 

詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2922 

 
 
 
 

１１-５ テンプレート 

Endpoint Central では、よく用いられる構成をデフォルトでテンプレートとして公開しています。テンプレートを用いることで、1 クリ

ックで簡単に構成を作成できます。また作成した構成をテンプレートとして保存することも可能です。詳細は以下のナレッジをご

覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3281 

 

1. [構成]タブ → [テンプレート] → [構成の作成]をクリックします。 

 
テンプレート 

2. 必要項目が入力済の状態で構成が作成されるため、適用対象、実行設定を構成して、[配布]ボタンをクリックします。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=2922
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3281
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テンプレートの対象・実行設定 
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12  レポート 

レポート機能では、Active Directory レポート、ユーザーログインレポート、パッチレポート、インベントリレポートなど、デフォルトで

100 種類以上利用できます。 

またレポートを定期的に出力/受信するスケジュールレポート機能、出力するデータを選択してカスタマイズするカスタムレポート機

能、データベースから直接データを抽出/出力するクエリレポート機能もご利用いただけます。 

 

１２-１ Active Directory レポート 

Active Directory レポートでは、Active Directory で管理しているオブジェクトをレポートとして一覧で表示できます。 

例えば以下の図のように、無効なユーザーアカウントの棚卸しなども可能です。詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3581 
 

 

 
Active Directory のユーザーレポート 

 

 
無効なユーザーアカウント一覧 

 

  

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3581
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<Active Directory レポート設定方法> 

1. [管理]タブ → グローバル設定 → [ドメイン] → [ドメインの追加] をクリックし、各項目を入力後、[ドメインの追加]を

クリックします（既に 5-2 ドメイン/ワークグループの追加 でドメインを追加している場合は必要ありません。）。 

 
 ドメインの追加 

 

2. [レポート]タブ → [Active Directory のレポート] をクリックします。 

 

3. 手動でドメインを即時に同期する場合は、同期するドメインにチェックを入れ、[変更事項のみ同期]または[すべて同期]を

クリックします。 

4. ドメイン同期のスケジューラーを有効化する場合は、[編集]をクリックします。 

 
ドメインの選択と同期 

 

5. スケジューラーを有効化し、各項目(ドメイン選択、スキャンモード、スケジューラー設定、メール通知)を入力/選択後、[保存]

をクリックします。 

 
AD 同期スケジューラー設定 

 
 
 
 

ドメインの選択・即時同期 

同期スケジューラーの有効化 
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１２-２ スケジュールレポート 

スケジュールレポートでは、スケジュールを設定して定期的にレポートを出力/受信できます。詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3400 
 

<スケジュールレポート設定方法> 

1. [レポート]タブ → [スケジュールレポート] → [スケジュールレポートの追加] をクリックします。 

 
スケジュールレポートの作成 

2. 各項目(スケジュール名、レポートの選択)を入力/選択します。 

 
スケジュールレポートの設定 

3. 各項目(送信形式、受信者、頻度、ユーザー同意)を設定して、[保存]をクリックします。 

 
スケジュールレポートの設定 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3400
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１２-３ カスタムレポート 

カスタムレポートでは、指定した条件をもとに、指定したフィールドに関する情報をレポートとして一覧で表示できます。詳細は以

下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3629 
 

1. [レポート]タブ → [カスタムレポート]→ [新規カスタムレポート] をクリックします。 

         
カスタムレポートの作成 

2. 各項目(レポート名、サブモジュール、条件、列)を入力/選択し、[実行＆保存] または [実行]ボタンをクリックします。 

 
カスタムレポートの作成 

１２-４ クエリレポート 

クエリレポートでは、クエリを直接実行して、必要なデータを抽出できます。詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1726 

1. [レポート]タブ → [クエリレポート] → [新規クエリレポート] をクリックします。 

2. 各項目(レポート名、クエリ、表示数)を入力/選択し、[実行＆保存] または [実行]ボタンをクリックします。 

 
クエリレポートの作成 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=3629
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=1726
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13  ライセンス・お問い合わせ 

１３-１ 評価版の試用 

Endpoint Central は 30 日間すべての機能を試用可能な評価版を無料で提供しています（評価期間の延長を希望される

場合は営業担当へお問い合わせください）。評価期間中は製品のすべての機能、技術サポートがご利用いただけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

なお、製品をご購入いただいた場合は、評価版の環境にライセンスを適用していただくことで、構築した設定・環境をそのままご

利用可能です。 

 

１３-２ ライセンスの種類・価格 

(A) ライセンスの種類 

Endpoint Central には「通常ライセンス」と「年間ライセンス」の 2 つのライセンス形態があります。 

 

通常ライセンスと年間ライセンスの比較 

種 類 内 容 特 長 

通常ライセンス ■ 無期限の製品ライセンス 

（初年度のみ年間保守サポートサービスが含まれる） 

■ 製品の納品日から保守サービスが開始され、以後 1 年

ごとに年間保守サポートサービス契約を更新する 

■ 導入の翌年以降は年間保守サポー

ト費のみ 

■ 3 年を超えるご利用で、トータルの費

用が年間ライセンスより少額 

年間ライセンス ■ 1 年間利用可能な製品ライセンス 

（年間保守サポートサービスが含まれる） 

■ 1 年ごとに年間ライセンス契約を更新する 

■ 毎年定額 

■ 初期費用が少額 

 

 
通常ライセンスと年間ライセンスの比較 

評価版ダウンロード・評価期間中の技術サポート 

https://www.manageengine.jp/products/Endpoint_Central/download.html 

https://www.manageengine.jp/products/Desktop_Central/download.html
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(B) ライセンスの価格 

ライセンスの価格は、管理対象（PC・モバイルデバイス）の台数、および管理者の人数によって決まります。まずライセンスの種

類をお選びいただき、管理対象となる PC の台数を選択後、必要に応じてモバイルデバイス台数・ユーザー数のオプションを追加

します。 

1. ライセンスの種類（通常ライセンス/年間ライセンス）を選択 

2.  管理対象となるエンドポイント数を確認し、価格表からライセンスを選択 

3.  製品コンソール画面にアクセスする IT 管理者※１の人数に応じて、オプションを追加※２ 

 

 

 

 

 

※１ 価格表においては製品コンソール画面にアクセスする製品ユーザー（役割に関わらず）を「ユーザー数」と表記していま

す。なお管理者ユーザーの数とは同時ログイン数ではなく、管理者アカウントの数となります（複数人でアカウントを使いまわすこ

とはできません）。 

 

※２ OS 配布アドオンにつきましては、日本法人によるサポートを現在提供しておりません。作成した OS イメージの配布ター

ゲットとなる PC 台数に応じた料金体系となります。配布ターゲットとなる PC の MAC アドレスに紐づくライセンスとなり、同一マ

シンに対しては何度でも OS イメージの配布が可能です。詳細や金額等につきましては、別途お問い合わせください。 

 

※３ お見積りに関しては営業窓口（jp-mesales@zohocorp.com）までお問い合わせください。 

 

 

１３-３ ライセンスの適用 

ライセンスをご購入いただいた場合、ご登録いただいたメールアドレスにライセンスファイルを送付いたします。以下の手順にしたが

い、評価版の環境（またはライセンス更新対象の環境）にライセンスを適用します。詳細は以下のナレッジをご覧ください。 

https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=51 

 

ライセンスの適用方法 

1. 製品を起動し、対応する Web ブラウザーでコンソール画面にログインします。 

2. 画面右上の ライセンス をクリックします。 

 
ライセンスの適用 

 

3. 表示される「ライセンス詳細」画面から、[ファイルを選択]ボタンをクリックします。送付されたライセンスファイルを選

択して適用します。 

ライセンス価格表 

https://www.manageengine.jp/products/Desktop_Central/pricing.html 

mailto:jp-mesales@zohocorp.com
https://www.manageengine.jp/support/kb/Desktop_Central/?p=51
https://www.manageengine.jp/products/Desktop_Central/pricing.html
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１３-４ お問い合わせ 

 

評価版の使用期間 / 製品ご購入後の技術サポートは、以下のリンクよりご利用ください。 

 

評価版サポート 

https://www.manageengine.jp/support/trial.html 

製品ご購入後のサポート 

https://www.manageengine.jp/support/purchased.html 

 

 

 

Endpoint Central に関するご質問・ご購入は、下記までお問い合わせください。 

 

製品提供元 

ゾーホージャパン株式会社 

神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-6-1 みなとみらいセンタービル 13 階 

Tel:        045-319-4612（ManageEngine 営業担当） 

Web サイト:  https://www.manageengine.jp/products/Endpoint_Central/ 

E-mail:      jp-mesales@zohocorp.com  

 

©ZOHO Japan Corporation. All rights reserved. 

 

https://www.manageengine.jp/support/trial.html
https://www.manageengine.jp/support/purchased.html
https://www.manageengine.jp/products/Endpoint_Central/
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