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まえがき

Windows 用 Cloud Agent へようこそ。このユーザガイドでは、ネットワーク内のホストに 
Cloud Agent をインストールする方法について説明します。

Qualys について

Qualys, Inc.（NASDAQ: QLYS）は、セキュリティおよびコンプライアンスを目的とするク
ラウドベースソリューションのパイオニアであり、リーディングカンパニーです。Qualys の
製品は、「Forbes Global 100」および「Fortune 100」の大多数を占める、世界 100 か国の 
9,300 を超える顧客に採用されています。Qualys クラウドプラットフォームおよび統合され
たアプリケーションスイートは、重要なセキュリティインテリジェンスをオンデマンドで提
供し、IT システムと Web アプリケーションの監査、コンプライアンス、および保護の全範囲
を自動化することにより、ビジネスにおけるセキュリティ業務の簡略化とコンプライアンス
のコスト削減を支援します。1999 年の創立以来、Qualys は、Accenture、BT、Cognizant 
Technology Solutions、富士通、HCL Comnet、HPE、InfoSys、NTT、Optiv、
SecureWorks、Tata Communications、Verizon、Wipro などのマネージドサービスプロバイ
ダやコンサルティング企業との戦略的パートナーシップを構築してきました。Qualys は、
CSA（Cloud Security Alliance）の創立メンバーでもあります。詳細については、
www.qualys.com をご覧ください。

Qualys サポートへの問い合わせ

Qualys は綿密なサポートを提供します。不明な点には、オンラインドキュメント、電話サ
ポート、および E メールによる直接サポートを通じて、可能な限り迅速にお答えします。弊
社は 24 時間年中無休でサポートを提供します。サポート情報については、
www.qualys.com/support/ をご覧ください。 

https://cloudsecurityalliance.org/
https://cloudsecurityalliance.org/
www.qualys.com
www.qualys.com
http://www.qualys.com/support/
http://www.qualys.com/support/
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はじめに

Qualys Cloud Agent にご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。 

本書では、Windows 用の Qualys Cloud Agent のインストールについて詳しく説明します。
具体的には、要件、インストール手順、プロキシサポート、証明書サポート、アンチウィル
スおよび HIPS の除外 / ホワイトリスト登録、ベストプラクティスなどについて説明します。

Qualys Cloud Agent の紹介

Qualys クラウドプラットフォームには、お客様のグローバル IT アセットのすべてを継続的
に安全に保護するために必要なあらゆる手段が用意されています。今回、Qualys Cloud 
Agent では、軽量設計の Cloud Agent をあらゆる場所のあらゆるホスト（ラップトップ、デ
スクトップ、仮想マシンなど）に短時間でインストールすることにより、ネットワークを安
全に保護するための新しい画期的な方法が提供されるようになりました。

概要を見る

Qualys Cloud Agent（CA）についての説明を見る

Qualys コミュニティのビデオ

Cloud Agent プラットフォームの概要（2 分 10 秒）

操作チュートリアル（4 分 58 秒）

Qualys コミュニティの情報

CA プラットフォームの発表

操作ガイド
Verity Confidential

https://www.qualys.com/videos/platform/cloud-agent/
https://www.qualys.com/videos/platform/cloud-agent/intro/
https://community.qualys.com/blogs/qualys-tech/2015/04/21/introducing-the-new-groundbreaking-qualys-cloud-agent-platform
https://www.qualys.com/videos/platform/cloud-agent/intro/
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Windows で利用できる Cloud Agent プラットフォーム
Windows で利用できる Cloud Agent プラットフォーム

最新のリリース : 1.6.0.246, 2.0.2.192*

サポートが終了したバージョン : 1.3.0.18、1.4.0.x

*FIM や IOC を有効にしている顧客に対する最新のリリース

サポートされているプラットフォーム サポートされている Qualys モジュール / エージェントの
バージョン

ベンダ オペレーティング 
システム

アーキテクチャ インス
トーラ

インベントリ VM PC FIM IOC

Microsoft Windows XP SP  
3 以降

x86_64 
（1.6 の場合）
x86_32 
（旧バージョン

の場合）

（.exe） 1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

2.0.2.192 2.0.2.192

Microsoft Windows Vista x86_64 
（1.6 の場合）
x86_32 
（旧バージョン

の場合）

（.exe） 1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

2.0.2.192 2.0.2.192

Microsoft Windows 7 x86_64 
（1.6 の場合）
x86_32 
（旧バージョン

の場合）

（.exe） 1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

2.0.2.192 2.0.2.192

Microsoft Windows 8/8.1 x86_64 
（1.6 の場合）
x86_32 
（旧バージョン

の場合）

（.exe） 1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

2.0.2.192 2.0.2.192

Microsoft Windows 10
（1511、1607、
1703、1709）

x86_64 
（1.6 の場合）
x86_32 
（旧バージョン

の場合）

（.exe） 1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

2.0.2.192 2.0.2.192

Microsoft Windows Server 
2003 SP2 以降

x86_64 
（1.6 の場合）
x86_32 
（旧バージョン

の場合）

（.exe） 1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

2.0.2.192 2.0.2.192

Microsoft Windows Server 
2008/R2*

x86_64 
（1.6 の場合）
x86_32 
（旧バージョン

の場合）

（.exe） 1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

2.0.2.192 2.0.2.192
6 Windows 用 Qualys Cloud Agent
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Windows で利用できる Cloud Agent プラットフォーム
* すべてのエディションと Server Core を含む

重要情報 : Cryptography Next Generation（CNG）Suite B アルゴリズム（SHA2 を含む）に対応していない      

Windows XP および Windows Server 2003 は、このマトリックスのオペレーティングシステムには含まれて      

いません。Qualys の認証では、SHA2-512 を使用しており、そのような認証に対して実行する検証では、プ  

ラットフォームがアルゴリズムに対応していないことが原因となり、インストールされている証明書を検証

したり、証明書をインストールしたりすることはできません。ホットフィックスをインストールし、システ

ムに必要な SHA2-256/318/512 を追加して対応できるようにする必要があります。

必要なホットフィックスを入手するには、ここをクリックします。

Microsoft Windows Server 
2012/R2*

x86_64（1.6 
の場合）

x86_32（旧

バージョンの

場合）

（.exe） 1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.4.5.232-
1.6.2.19、
2.0.2.192

2.0.2.192 2.0.2.192

Microsoft Windows Server 
2016*

x86_64（1.6 
の場合）

x86_32（旧

バージョンの

場合）

（.exe） 1.5.6.46
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.5.6.46
1.6.2.19、
2.0.2.192

1.5.6.46
1.6.2.19、
2.0.2.192

2.0.2.192 2.0.2.192

サポートされているプラットフォーム サポートされている Qualys モジュール / エージェントの
バージョン

ベンダ オペレーティング 
システム

アーキテクチャ インス
トーラ

インベントリ VM PC FIM IOC
Windows 用 Qualys Cloud Agent 7
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考慮すべき事項
考慮すべき事項

Cloud Agent の要件

- ホストから HTTPS ポート 443 経由で Qualys クラウドプラットフォーム（または Qualys プライ         

ベートクラウドプラットフォーム）にアクセスできる必要があります。Qualys クラウドプラット 

フォームにログインし、「ヘルプ」→「一般情報」を選択して、ホストのアクセスに必要な URL を  
確認します。

- Windows 用 Cloud Agent をインストールするには、ホストに対するローカル管理者権限が必要で     

す。プロキシ設定がサポートされています。詳細

インストール手順

Cloud Agent の UI の手順に従って、ホストにエージェントをインストールします。エージェント    

をインストールしたら、エージェント設定ツールを使用してエージェントの準備を行う必要があり

ます。 

トラブルシューティングの際のヘルプ

次の場所にあるエージェントのログファイルを調べてみることをお勧めします。

C:\ProgramData\Qualys\QualysAgent

XP および Server 2003 では、ログファイルは次の場所にあります。

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Qualys\QualysAgent

Qualys オンラインヘルプにも役立つ情報があります。

Qualys ヘルプ

トラブルシューティング

エラーメッセージ
8 Windows 用 Qualys Cloud Agent

https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/portal-help/en/ca/agents/troubleshoot.htm
https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/portal-help/en/ca/agents/errors.htm
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インストール

Windows 用 Cloud Agent は簡単にインストールできます。表示される手順に従ってくださ
い。

注意 - お使いの環境によっては、ネットワーク上のエージェントホストと Qualys クラウドプ
ラットフォーム間の通信をサポートするための手順が必要になる場合もあります。

ヒントとベストプラクティス

Cloud Agent プラットフォームの Windows に必要なホットフィックス

エージェントイメージをダウンロードする方法

インストール手順

プロキシ設定

証明書サポート

アンチウィルスおよび HIPS の除外 / ホワイトリスト登録

Cloud Agent のアンインストール
Verity Confidential
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ヒントとベストプラクティス
ヒントとベストプラクティス

アクティブ化キーとはエージェントのインストールには、エージェントのアクティブ化キーが必要

です。これにより、Qualys クラウドプラットフォームで、エージェントをグループ化し、サブスク 

リプションにバインディングできます。さまざまな部署やユーザごとに異なるキーを作成できます。

アクティブ化キーにアセットタグを追加するメリット アクティブ化キーに割り当てられたタグは、 

自動的にエージェントホストに割り当てられます。これにより、エージェントの管理とエージェン

トホストのレポート作成が容易になります。

エージェントインストーラの実行 コマンドプロンプトから昇格した権限でインストーラを実行す 

るか、システム管理ツールを使用します。 

エージェントのアクティブ化（必須） モジュール（Vulnerability Management（VM）、Policy  
Compliance（PC）、またはその両方）のエージェントをセットアップします。モジュールのエー

ジェントをアクティブ化するには、エージェントのラインセンスを使用します。アクティブ化キー

にモジュールを定義して自動のアクティブ化を設定しても、Cloud Agent UI で手動で設定してもか   

まいません。

アクティブ化を実行しなかった場合、エージェントは、インベントリ情報（IP アドレス、OS、DNS 
および NetBIOS 名、MAC アドレス）のみをクラウドプラットフォームと同期し、ホストの評価は   

実行されません。

インストール可能なエージェントの数インストールできるエージェントの数に制限はありません

が、エージェントのアクティブ化にはライセンスが必要です。Cloud Agent UI の「エージェント」   

タブに、インストールされているエージェントが表示されます。

エージェントの接続の確認 エージェントは、インストールされるとすぐに Qualys クラウドプラッ   

トフォームに接続し、登録されます。「エージェント」タブでエージェントのステータスを確認でき

ます。このステータスは常に更新されています。エージェントにステータスが表示されない場合は、

クラウドプラットフォームに正常に接続されていないため、トラブルシューティングを実行する必

要があります。
10 Windows 用 Qualys Cloud Agent
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Cloud Agent プラットフォームの Windows に必要なホットフィックス
Cloud Agent プラットフォームの Windows に必要なホットフィックス

次のホットフィックスは、Windows エージェントのインストールに必要です。

Windows XP SP3 x86 の SHA2 証明書ホットフィックス

KB 記事番号 : 968730
言語 : 英語

プラットフォーム : i386
場所 : 
http://hotfixv4.microsoft.com/Windows%20XP/sp4/Fix251294/2600/free/375554_ENU_i386_zip.exe

Windows XP SP3 x86 の SHA2 証明書ホットフィックス

KB 記事番号 : 968730
言語 : 英語

プラットフォーム : i386
場所 : 
http://hotfixv4.microsoft.com/Windows%20Server%202003/sp3/Fix262679/3790/free/375510_ENU_i386_zi
p.exe

Windows XP x64 および Windows Server 2003 x64 SP3 の SHA2 証明書ホットフィック 
KB 記事番号 : 968730
言語 : 英語

プラットフォーム : x64
場所 : 
http://hotfixv4.microsoft.com/Windows%20Server%202003/sp3/Fix262679/3790/free/375531_ENU_x64_zip
.exe

KB 記事番号 : 968730
言語 : 英語

プラットフォーム : i386
場所 : 
http://hotfixv4.microsoft.com/Windows%20Server%202003/sp3/Fix262679/3790/free/375510_ENU_i386_zi
p.exe

Microsoft KB 記事（この修正に必要なその他のホットパッチ）:
http://support2.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=968730&amp;kbln=en-US
Windows 用 Qualys Cloud Agent 11

http://hotfixv4.microsoft.com/Windows%20XP/sp4/Fix251294/2600/free/375554_ENU_i386_zip.exe
http://hotfixv4.microsoft.com/Windows%20Server%202003/sp3/Fix262679/3790/free/375510_ENU_i386_zip.exe
http://hotfixv4.microsoft.com/Windows%20Server%202003/sp3/Fix262679/3790/free/375531_ENU_x64_zip.exe
http://hotfixv4.microsoft.com/Windows%20Server%202003/sp3/Fix262679/3790/free/375510_ENU_i386_zip.exe
http://support2.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=968730&amp;kbln=en-US
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エージェントイメージをダウンロードする方法
エージェントイメージをダウンロードする方法

Windows 用 Qualys Cloud Agent のイメージのダウンロード

Qualys クラウドプラットフォームからイメージをダウンロードし、関連付けられているアクティブ 

化 ID とサブスクリプション ID を取得する方法について説明します。

Qualys クラウドプラットフォームにログインし、Cloud Agent モジュールで「CA」を選択します。

アクティブ化キーを選択（必要な場合は作成）し、「クイックアクション」メニューから「エージェ

ントをインストール」を選択します。

Windows（.exe）の横の「インストール手順」をクリックします。

次の処理が実行されます。エージェントイメージがローカルシステムにダウンロードされ、関連付

けられているアクティブ化キー ID とサブスクリプション ID が UI に表示されます。これをコピー      

して安全な場所に貼り付けます。これはインストールの実行で必要となります。
12 Windows 用 Qualys Cloud Agent
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インストール手順
インストール手順

要件

Cloud Agent をインストールするには、Cloud Agent イメージをダウンロードし、関連付けられて    

いるアクティブ化 ID と顧客 ID を取得する必要があります。Qualys クラウドプラットフォームに     

ログインし、Cloud Agent（CA）モジュールに移動し、Windows（.exe）のインストール手順に 

従って必要な要件を整えます。

Cloud Agent の要件

エージェントのインストール手順

Qualys Cloud Agent イメージを監視対象のホストにコピーし、コマンドを実行するか、またはグ   

ループポリシーもしくはシステム管理ツールを使用します。

> QualysCloudAgent.exe CustomerId={xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx} ActivationId={xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}

その後の処理

アセットデータとクラウドとの同期の開始

エージェントは、インストールされるとすぐに Qualys プラットフォームに接続し、登録されます。  

最初のアセット検出結果は数分で表示されるはずです。クラウドの最初の評価スキャンには少し時

間がかかります。スキャン後、新規ホストメタデータがクラウドプラットフォームにアップロード

され、スキャンが完了します。

関連情報

プロキシ設定

証明書サポート

アンチウィルスおよび HIPS の除外 / ホワイトリスト登録
Windows 用 Qualys Cloud Agent 13
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証明書サポート
証明書サポート

Qualys クラウドプラットフォームの認証では SHA2-512 が使用されます。Windows XP および     

Windows Server 2003 にはデフォルトで SHA2 サポートは含まれていません。したがって、これら     

のシステムに SHA2 ホットフィックスをインストールする必要があります。インストールしない  

と、認証に失敗します。

必要な SHA2 ホットフィックスのダウンロード

Windows XP SP3 x86 の SHA2 証明書ホットフィックス

Windows Server 2003 の SHA2 証明書ホットフィックス

Windows XP x64 および Windows Server 2003 x64 SP2 の SHA2 証明書ホットフィックス

詳細情報

SHA-256 サポートに関する Microsoft KB 記事

Microsoft 開発者のトラブルシューティングヘルプ
14 Windows 用 Qualys Cloud Agent
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アンチウィルスおよび HIPS の除外 / ホワイトリスト登録
アンチウィルスおよび HIPS の除外 / ホワイトリスト登録

アンチウィルスおよび HIPS ソフトウェアがインストールされている場合、Cloud Agent との競合    

を防ぐため、システムにインストールされているすべてのセキュリティソフトウェアで、次のファ

イル、ディレクトリ、およびプロセスを除外するか、またはホワイとリスト登録する必要があります。

エージェントプロセス

QualysAgent.exe - これは Qualys エンドポイントサービスです。

setup.exe - MSI 以外のインストーラには、ディスクおよびレジストリ場所へのアクセス権が必要で   

す（下記参照）。

uninstall.exe - これは Qualys エンドポイントサービスのアンインストーラです。以下のディスクお    

よびレジストリ場所への読み取り / 書き込み / 削除の権限が必要です。

ファイルのホワイトリスト登録

%PROGRAMDATA%\Qualys\QualysAgent - このディレクトリおよびサブディレクトリのファイ  

ルの読み取り / 書き込み / 作成 / 削除が実行されます。

%ProgramFiles(x86)%\Qualys\QualysAgent - これは、サービスとアンインストールが存在する場  

所です。サービスによりプロセスが作成されるため、HIPS でこのアクションのブロック解除を確 

実にする必要があります。

バージョン 2.0.2 の場合、x64 システムで、エージェントは次の場所にあります。

%ProgramFiles%\Qualys\QualysAgent

レジストリのホワイトリスト登録

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\QualysAgent - これは、エー  

ジェントのセットアップでサービスがシステムにインストールされる場所です。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Qualys - これは、エージェントとアプライアンスのス  

キャン結果をマージするためにパンくずリスト情報が存在する場所です。ここでは、エージェント

に作成 / 読み取り / 書き込み / 削除の権限が必要です。セットアップではキーの作成が必要であり、

アンインストールではキーの削除機能が必要です。

QualysAgent.exe
必要に応じて、CreateProcess を呼び出して、外部プロセスを開始します。

CoCreateInstance を呼び出して、COM オブジェクトのインスタンスを作成します。

programdata ディレクトリのファイルの作成 / 読み取り / 書き込み / 削除を行います。

hklm\software\qualys レジストリキーの作成 / 読み取り / 書き込み / 削除を行います。

すべてのファイルおよびレジストリ場所からの列挙および読み取りを行います。
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Cloud Agent のアンインストール
Cloud Agent のアンインストール

Cloud Agent モジュール UI または API からエージェントをアンインス
トール

Cloud Agent モジュールのユーザインタフェースまたは Cloud Agent API を使用して Cloud Agent        
をアンインストールすると、エージェントとライセンスが Qualys サブスクリプションから削除さ  

れます。あらゆるライセンスモジュール（Vulnerability Management、Policy Compliance）に関連  

するエージェントホストレコードとスキャン結果も削除されます。

ホスト自体からのエージェントのアンインストール

Cloud Agent をアンインストールするときに、Uninstall ユーティリティを使用してホスト自体から   

エージェントをアンインストールすると、エージェント、ライセンス使用、およびスキャン結果が

Qualys サブスクリプションに残ります。エージェントのホストレコード、ライセンス、およびス 

キャン結果を削除するには、Cloud Agent モジュールのユーザインタフェースまたは Cloud Agent    
API を使用して、エージェントをアンインストールします。

「Force=True」設定はオプションです。これにより、ホストからレジストリキーとエージェント

UUID が削除されます。後でそのホストにエージェントが再インストールされた場合は、新しい 

エージェント UUID が作成されます（古い UUID は使用されません）。 

エージェントのアンインストールコマンドの例

32 ビットマシンの場合 :

"%programfiles%\qualys\qualysagent\uninstall.exe" Uninstall=True Force=True

64 ビットマシンの場合 :

"%programfiles(x86)%\qualys\qualysagent\uninstall.exe" Uninstall=True Force=True
16 Windows 用 Qualys Cloud Agent
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プロキシ設定

軽量設計の QualysProxy ツールを使用すると、Windows エージェントのプロキシ設定を行う
ことができます（Windows エージェント 1.2 以降で使用可能）。このツールは、システムおよ
び管理者への ACL（アクセス制御リスト）である Qualys 所有のレジストリパスにプロキシ
情報を格納します。認証資格情報は暗号化されて、エージェントで使用されます。 

QualysProxy では次の設定ができます。

- プロキシのユーザ名およびパスワードといった資格情報を設定する。 

- WPAD が使用できない場合に、PAC ファイルの URL を設定する。

- エージェントが通信に使用するプライベートプロキシの URL を設定する。

Windows エージェント 1.2 未満のプロキシ設定

QualysProxy ツールにより、“ netsh winhttp ” は使用されなくなります。“ netsh winhttp ” を
使用したエージェントプロキシの設定は今後機能しません。以前に “ netsh winhttp ” を使用
してインストールしている場合（1.1 以下）は、QualysProxy ツールを使用してプロキシ設定
をもう一度行う必要があります。これは、これまでに他の目的のために行ったプロキシ設定
をエージェントが間違って引き継ぐことがないようにするためです。
Verity Confidential
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知っておく必要があること
知っておく必要があること

インストールについて QualysProxy ツールおよびプロキシツールの更新は、エージェントがセルフ  

パッチされるときに毎回エージェントにダウンロードされます。また、ツールは、手動でインストー

ルする際にも、エージェント設定で配布されます。ツールは次の場所にあります。

x86 システムのすべての 1.x ビルドで、QualysAgent プログラムのパスは次の場所にあります。

C:\Program Files\Qualys\QualysAgent\QualysProxy.exe

x64 システムのすべての 1.x ビルドで、QualysAgent プログラムのパスは次の場所にあります。

C:\Program Files (x86)\Qualys\QualysAgent\QualysProxy.exe

x86 システムと x64 システムのすべての 2.x ビルドで、QualysAgent プログラムのパスは次の場所      

にあります。

C:\Program Files\Qualys\QualysAgent\QualysProxy.exe

コマンドプロンプトから昇格した権限での実行 プロキシツールは、コマンドプロンプトから昇格し 

た権限で実行する必要があります。1 つめの方法では、コマンドプロンプトのスタートメニュー項 

目を右クリックします。

もう 1 つの方法では、検索 / 実行スタートメニュー編集コントロールに cmd と入力して、cmd.exe    
メニュー項目を右クリックします。

システム管理ソフトウェアのサポート コマンドラインインタフェース（CLI）ツールは、システム 

管理ソフトウェアが実行するシェルスクリプトで使用されることを目的に設計されています。ツー

ルの実行が完了すると、ERROR_LEVEL が、成功の場合は 0（ゼロ）に、エラーの場合はゼロ以  

外にそれぞれ設定されます。ウィンドウの UI は、ユーザに表示されません。

プロキシツールを通じて行われる変更は、自動的に行われるため、エージェントサービスを再起動

する必要はありません。変更は、次のエージェントの log.txt ファイルを調べることで検証できます。

C:\ProgramData\Qualys\QualysAgent

XP および Windows Server 2003 では、エージェントの log.txt ファイルは次の場所にあります。 
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知っておく必要があること
C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\Qualys\QualysAgent

エージェントがクラウドとの通信を試行するたびに、すべての接続エラーがログに記録され、プロ

キシ設定がアーカイブされます。
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QualysProxy の構文
QualysProxy の構文

QualysProxy [/u <プロキシの URL> [/n <プロキシのユーザ名>] [/p <プロキシのパスワード>] [/a        
<PAC ファイルの URL>]] | [/d]

注記

引数にスペースが含まれる場合、その引数を囲み文字で囲んでください。

引数に " 文字が含まれる場合、その文字の前にバックスラッシュ（\）を付けてください。

オプション 説明

/u プロキシの URL。設定する場合、/x オプションは設定しないでください。

/n プロキシへのアクセスに使用するユーザ名。設定する場合、
/u オプションを設定する必要があります。

/p プロキシへのアクセスに使用するパスワード。設定する場
合、/u オプションを設定する必要があります。

/a プロキシの自動設定のための PAC ファイルへの URL パス。
設定する場合、/u オプションは設定しないでください。

/d Qualys Cloud Agent のプロキシ設定をすべて削除します。
20 Windows 用 Qualys Cloud Agent
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使用例
使用例

例 1 - プロキシとポート番号の設定

次の例は、プロキシとポート番号の設定方法を示しています。

QualysProxy /u http://my-proxy:12345

例 2 - プロキシと資格情報の設定

次の例は、プロキシの資格情報に従って、プロキシ（デフォルトのポート : xxx）を設定する方法を 

示しています。

QualysProxy /u http://my-proxy /n ProxyUsername /p ProxyPassword

例 3 – エージェントに PAC ファイルの使用を指定

次の例は、WPAD を使用した検出を許可する代わりに、Cloud Agent が直接 PAC ファイルを使用     

するよう指定する方法を示しています。

QualysProxy /a http://my-pac-file-server/QualysAgent.pac

例 4 – PAC ファイルで使用する資格情報の指定

次の例は、PAC ファイルで使用する資格情報を指定する方法を示しています。資格情報は、作成さ 

れるプロキシの URL に渡されます。

QualysProxy /n ProxyUsername /a ProxyPassword /a http://my-pac-
file-server/QualysAgent.pac
Windows 用 Qualys Cloud Agent 21
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