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脅威の増加と
攻撃手法の多様化

サポート契約更新時に移行する場合

【アクティベーションコード（AC）発行方法】

PCの負荷増大と
パフォーマンス低下 IT環境の変化

ウイルスバスターTM コーポレートエディション Plus
クライアント / サーバのセキュリティ対策

軽快さと高い防御力を兼ね備えた
企業のエンドポイントセキュリティプラットホーム

お客様の課題

解決：ウイルスバスターTM コーポレートエディション Plusの特徴とメリット

既存保有製品からの移行方法

ラインナップ別 機能対応表 / Trend Micro Reliable Security License 標準価格表

● サポート契約更新時に、ウイルスバスター Corp Plusの“更新”としてご注文ください。 ● 移行パック（￥10,000）をご購入いただくことにより残契約をウイルスバスター Corp 
Plusへ切り替えることができます。

● ウイルスバスター Corp plus へ移行により、新たに追加された機能をご利用いただくためには新しいACが必要になります。
● サポートの更新あるいは移行パックの購入手続きを行った後、ライセンス証書到着後から5営業日以降を目安に、以下のサイトからAC発行手続きを行ってください。

※ TRSLは、Trend Micro Reliable Security Licenceの略称です。
● サポート更新時あるいは移行パック購入時にはアクティベーションコード（以下AC）は発行されません。別途、ウイルスバスター Corp. 用アクティベーション発行フォームより、AC発行の手続きを行っていただく必要があります。
● 新しいACが発行された場合は、これまでご使用いただいていたACは使用できなくなりますのでご注意ください。

※上記価格は一般企業向け新規標準価格（税別）となります。　※次年度更新価格は、新規標準価格の50％となります。　※Trend Micro Mobile Securityスタンダードを単体で購入する場合は、同アドバンス版の50％の価格となります。　
※上記標準価格は1 年間のスタンダードサポートサービス提供を含む1ライセンスあたりの使用許諾料金であり、バージョンアップ、パターンファイルのダウンロード等のサポートサービス継続をご希望の場合は1 年ごとに契約の更新が必要です。

※SPNは、Trend Micto Smart Protection Network の略

1 サポート契約期間中に移行する場合2

step 1
【契約者ご自身で手続きを行う場合】
●法人カスタマーサイト
https://inet.trendmicro.co.jp/ecs/login.aspへ
ログイン後に「ウイルスバスター Corp. 用
アクティベーションコード発行フォーム」をクリック

【販売代理店が手続きを代行する場合】
●パートナーポータル
https://trendmicro-pertner.jp/へログイン後に、
左横メニューの「問い合わせ情報」から
「ウイルスバスター Corp. 用アクティベーションコード
発行フォーム」をクリック

各ポータルサイトへログイン step 2 AC発行手続き
【ウイルスバスター Corp. 用アクティベーションコード発行フォームにて
  発行手続き】
① 一必要事項を記入（ライセンスID、
　 旧アクティベーションコード、
　 メールアドレス）
② 入力事項の確認
③ 確認メール配信
④ 確認メールのURLクリック
　（web画面の発行ボタンを押す）
⑤ AC発行メール配信

step 3 発行されたACを使って機能を有効化
発行されたACをウイルスバスター Corp. 管理コンソールから入力。プラグインマネージャか
ら必要な機能を追加していただくことで、新しい機能がご利用いただけるようになります。

【新機能の有効化1（Webレピュテーション/スパイウェア対策/ダメージクリーンナップ）】
Webレピュテーション、スパイウェア対策、
ダメージクリーンナップの機能を有効化
する場合は、ウイルスバスター Corp. 管理
サーバのTOPページ左側メニューの
「管理」→「製品ライセンス」をクリックして、
対象となるサービスへ
アクティベーションコードを入力して下さい。
（※全ての機能を有効化する場合は、
全ての項目にOS-のACを入力して
いただく必要があります）

こちらに記入

ユーザ数

商品名 エンドポイント エンドポイント オプション モバイル

￥9,550
￥9,260
￥8,630
￥7,520
￥5,240
￥3,900

5クライアント
クライアント
ハードウェア数

ウイルスバスター
Corp Plus

Client/Server
Suite Premium

Client/Server Suite
※新規・新規優待
受注終了

Trend Micro
脆弱性対策
オプション

Trend Micro
Mobile Security
アドバンス

Trend Micro
情報漏えい対策オプション

for Endpoint
Trend Micro

VDI オプション

￥14,900
￥13,900
￥13,000
￥10,900
 ￥8,350
 ￥5,500

10クライアント
クライアント
ハードウェア数

￥9,480
￥8,860
￥8,200
￥7,400
￥5,690
￥3,750

10クライアント
クライアント
ハードウェア数

￥2,820
￥2,600
￥2,200
￥1,690
￥1 ,550
￥1 ,420

5クライアント
クライアント
ハードウェア数

￥3,900
￥3,660
￥3,480
￥3,320
￥3,130
￥2,910

5クライアント
クライアント
ハードウェア数

￥1 ,9 10
￥1,860
￥1 ,730
￥1 , 5 10
￥1,050
   ￥7 1 0

5クライアント
クライアント
ハードウェア数

￥9,000
￥7,200
￥6,940
￥6,580
￥6,220
￥5,680

5クライアント
クライアント
ハードウェア数

更新
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お客様のIT環境を脅かすウイルスや不正な
Webサイトなどの脅威威は近年も増加の一途
を辿り、また、その攻撃手段も多様化しており
ます。

ウイルスバスターTM コーポレートエディション Plusは、トレンドマイクロのクラウド型セキュリティ基盤「Trend Micro Smart Protection Network」
(SPN)との連携により、クライアントPCを脅かす様々な脅威に対して階層ごとに最適な処理を行うことで、低負荷で高い防御力を実現します。

脅威の増加はそのままパターンファイルサイズ
の肥大化に繋がるので、クライアントPCのパ
フォーマンスにも大きく影響してきます。

AndroidやiOSなどのモバイル端末の業務利用
やVDI環境の浸透など、企業内のIT環境もPC中
心の従来環境から大きく変化してきております。

課題1 課題2 課題3

不正なWebサイトへのアクセスを
自動的に遮断して、

ウイルス感染リスクを大幅に低減

クラウド技術を使って
PCの負荷を低減しつつ

高いセキュリティ防御力を実現

スマートフォン・タブレット・VDI、
新たに増えたデバイス環境にも
最適なセキュリティ対策を

TRSL  Client / Server Suite更新
150ライセンス

TRSL  ウイルスバスター 
コーポレートエディション Plus 150ライセンス

TRSL  ウイルスバスター 
コーポレートエディション Plus 
200ライセンス

契約更新 移行パックを
購入

契約
期間

TRSL  Client / Server Suite更新
200ライセンス

情報漏えい
対策

ファイア
ウォール

脆弱性
対策 統合管理VDI環境での

最適化
Client / Server
Suite Premium

※Client / Server Suiteは新規・新規優待の受注を終了しています。

Client / Server
Suite※

オプション対応

ウイルスバスター
コーポレート
エディション Plus

情報漏えい
対策

ファイア
ウォール

脆弱性
対策 統合管理VDI環境での

最適化

ウイルス対策

ウイルス対策

ウイルス対策

情報漏えい
対策

脆弱性
対策 統合管理Android

ウイルス対策
VDI環境での
最適化

スパイウェア
対策

Mac OS
対策

Android
ウイルス対策

感染時の
自動復旧

Web
レビュテーション

スパイウェア
対策

Mac OS
対策

Android
ウイルス対策

感染時の
自動復旧

Web
レビュテーション

脅威情報の収集

脅威の特定・分析

お客さまの保護

世界各国から脅威情報を収集

分析した脅威情報をもとに、
クラウドからソリューション提供

※2013年 11月～2014年 2月の結果の平均
出典：AV-TEST(http://www.av-test.org/en/home/)
2013年 1 1月～4月に行われた防御力、検出力、パ
フォーマンステスト
トレンドマイクロ製品はウイルスバスター コーポレー
トエディション 10.6 SP3を用いています 100806040200

防御力の比較テスト結果第三者テスト機関による
比較テスト※でも、
全ての項目において
高く評価されています。

100806040200

検出力の比較テスト結果

6.05.04.03.02.01.00.0

パフォーマンスの比較テスト結果

マイクロソフト社  71.5%

マイクロソフト社  87.3% マイクロソフト社  4.8

マカフィー社  97.3%

マカフィー社  100.0% マカフィー社  3.3

シマンテック社  99.8%

シマンテック社  99.8% シマンテック社  3.5

トレンドマイクロ社  100.0%

トレンドマイクロ社  100.0% トレンドマイクロ社  5.8

2013 2014 2015 2013 2014 2015

パターン
ファイル肥大、
メモリ負荷増

移行パックを使って移行した場合、サポート制約期間に
つきましては元のサポート契約期間に準じます。

 A 5～ 24
 B 25～ 49
 C 50～ 99
 D 100～ 249
 E 250～ 499
 F 500～ 999
  1000以上
新規最低購入数量

ライセンス対象

お問い合わせください

多様な環境におけるユーザ保護

製品サポートページ
www.go-tm.jp/esup/corp

キャンセル



負荷の重い対策

負荷の軽い対策

脅威情報の収集

脅威の特定・分析

お客さまの保護

世界各国から脅威情報を収集

分析した脅威情報をもとに、
クラウドからソリューション提供

脅威情報の収集

脅威の特定・分析

お客さまの保護

世界各国から脅威情報を収集

分析した脅威情報をもとに、
クラウドからソリューション提供

Trend Micro
脆弱性対策オプション

Trend Micro
情報漏えい対策オプション

Trend Micro Mobile Security
スタンダード ／ アドバンス

Trend Micro VDIオプション Trend Micro Security for Mac

ウイルスバスターTM コーポレートエディション Plusのオプション製品

日々発見されるOS やアプリケーションの脆弱性。メーカーから修正
パッチが公開されたとしても社内における検証やサーバを止めての適
用作業など、システム管理者には大きな負担となっております。Trend 

Micro 脆弱性対オプションは、推奨設定検索により適用するべき脆弱
性を自動的に発見して、必要な仮想パッチを自動的に適用しますので、
煩雑なパッチ検証/ 適用作業においてシステム管理者の負担を軽減し
ます。

機密情報や個人情報などの重要なデータを、どうやって漏えいの危険
から守るかは企業にとって大きな課題となります。ウイルスバスター
Corp. にTrend Micro 情報漏えい対策オプションとして機能追加する
ことで、既存のシステム環境を変えずに情報漏えい対策機能を強化す
ることができ、またウイルスバスター Corp. 管理サーバによる一元管
理をすることができます。

Trend Micro Mobile Security は、スマートフォン・タブレット端末の
セキュリティ対策とデバイス管理の機能をワンストップで提供する企業
向けの包括的なモバイルセキュリティソリューションです。リモートロッ
クやリモートワイプなど端末の紛失・盗難時の情報漏えい対策から、不
正プログラムや不正Web サイトブロックなど企業に必要なセキュリ
ティ対策を行うことができます。
※ウイルスバスター Corp Plus をご契約中のお客様は、Trend Micro Mobile Security アドバンスを新規優待価格で
ご購入できます。

仮想デスクトップ環境においては、従来のセキュリティ対策とは異なる仮
想環境特有の新たな課題があります。朝、一斉に仮想デスクトップが起
動することによってネットワーク負荷が急に高くなる午前9時問題もそ
の一つですが、Trend Micro VDI オプションはアップデートのタイミン
グを調整する負荷分散機能やキャッシュ機能によるスキャンの効率化を
図ることができ、サーバ自体のストレスを大幅に削減できます。

社内にあるMac 端末に対してセキュリティ対策は行われていますか？ 

ブラウザから不正なWebサイトでアクセスした時には不正プログラム
をダウンロードしてしまう危険性もあります。またその不正プログラム
が、ネットワークやUSBなどを使って社内のWindows 端末に感染する
ことも考えられます。社内のセキュリティホールを作らないためにも、
Trend Micro Security for Macを是非ご検討ください。

1

4

2

3

推奨設定検索を実行して脆弱性を検出 仮想パッチが自動的に適用される

正規パッチの検証作業を実施
正規のセキュリティパッチを適用
→仮想パッチが外れる

脆弱性

【検証待ち】【検証作業中】【検証済み】

脆弱性

許可済
リムーバブル
ストレージ

● 不正プログラム対策
● Web 脅威対策　
● 着信、SMSフィルタ

● リモートロック / リモート消去 / リモート検索
● パスワードポリシー　● 機能ロック
● アプリケーションコントロール
● デバイスプロビジョニング

● ダッシュボード　● イベントリー管理　
● ポリシー管理　● ログ管理　● レポート

未許可
リムーバブル
ストレージ

USBメモリ

USBメモリ

セキュリティ対策 モバイルデバイス管理

集中管理

※管理できる項目は端末のOS の種類により異なります。

ウイルスバスターTM コーポレートエディション Plus 構成イメージ

ウイルスバスター TM コーポレートエディション Plusのコアテクノロジ

ウイルスバスターTM コーポレートエディションは、トレンドマイクロのクラウド型セキュリティ基盤「Trend Micro Smart Protection Network

（SPN）」との連携により、クライアントPCを脅かす様々な脅威に対して階層ごとに最適な処理を行うことで、低負荷で高い防御力を実現します。

オプション

オプション

オプション

オプション

4

2

5

3

1

2

3

4 5侵入前の対策

侵入中の対策

侵入後の対策

脅威 ＝

ウイルス・スパイウェア対策 (VSAPI/SSAPI)
スマートスキャン
亜種対策 (InteliTrap)
ヒューリスティック検索

挙動監視 (AEGIS)
未知のファイル実行制御メモリ検索 (DCE)
標的型サイバー攻撃対策 (WRS/NCIE)

Web レピュテーション
クライアントファイアウォール
USBデバイス制御 (AEGIS)
仮想パッチ

SPN

SPN

SPN

管理者

実行されたプログラムの
不正な挙動をブロック

ファイルレベルの対策で
脅威の侵入をブロック

脅威の入口への
アクセスを大幅に削減

標準同梱

標準同梱

Windowsサーバ/クライアントやスマートフォン/Mac端末などの多様なデ
バイスを、ウイルスバスターTM コーポレートエディション管理サーバにお
いて一元管理をすることが出来ます。また、プラグインマネージャより、必
要な機能を柔軟に追加することが出来ます。
昨今のサイバー攻撃など、OSやアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃

からクライアントPCを守る「脆弱性対策オプション」や、社内で使用できる
USBをコントロールすることで情報漏えいのリスクを低減する「情報漏え
い対策オプション」など、エンドポイントにおいて必要とされるセキュリティ
機能を追加することが出来ると共に、これらの機能はウイルスバスターTM 

コーポレートエディション管理サーバから一元管理することが出来ます。

Webレピュテーション（WRS)
クラウド上にあるWeb評価データベースをリアルタイムで参照することで、
不正なWebサイトへのアクセスを自動的に遮断することができる機能です。

スマートスキャン
最新の脅威をクラウド上で、既存の脅威とその亜種をローカルで対応し、クライ
アントPCへの負荷を軽減して効率的で強固なセキュリティ対策を実現する先
進的な検索方式です。

1

※VSAPIは、Virus-Scanning Application Programming Interfaceの略　SSAPIは、Spyware Scan Application Programming Interfaceの略　DCEはDamage Cleanup Engineの略　
WRSはWeb Reputation Serviceの略　NCIEは、Network Content Inspection Engineの略


