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1. はじめに 

1.1. 本資料の目的 

本資料の目的は、Kaspersky Endpoint Security for Business でパフォーマンスを改善する設定について
明確にすることです。 
本資料では、Kaspersky Endpoint Security for Businessにおけるポリシー、およびタスクの目的別の設定

方法を説明します。ポリシー、タスク設定の考え方については、「ポリシータスクの考え方 KSC13/KES11 対応版」
をご覧ください。 
 
上述の各資料は、以下サイトから閲覧、ダウンロードすることができます。 
法人のお客様向けダウンロード資料 (https://kasperskylabs.jp/biz/) 

 

  

https://kasperskylabs.jp/biz/
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2. パフォーマンス 

2.1. スキャン対象形式を調整する 

スキャンの対象を減らすことでパフォーマンスが改善されることがあります。 
また、実行スケジュールでスキャンの間隔や時間帯を調整する方法（資料「タスクのスケジューリング」参照）も

検討してください。 
ここでは、スキャンの対象をファイル形式によって調整します。「Kaspersky Endpoint Security（KES）」で

はスキャンの対象を以下の 3種類から選択できます  
 
すべてのファイルをスキャン - スキャン対象がもっとも多く完了まで時間がかかる可能性がありますが、 

高いセキュリティを保つことができます。 
ファイル形式でファイルをスキャン - ファイルヘッダを精査し感染の可能性のあるファイル形式のみスキャンします。

デフォルトではこの設定が選択されており、セキュリティとパフォーマンスのバランスが取られています。 
拡張子でファイルをスキャン - ファイルヘッダは確認せずファイル名の拡張子のみで感染の可能性のあるファイル

形式かを判断し、スキャンします。ファイル名の拡張子が変更されていると、感染の可能性があるファイル形式であっ
てもスキャンがスキップされる可能性があります。 

 
(1) 「管理対象デバイス」の「ポリシー」タブで

「KES」のポリシーをダブルクリックしてプロパ
ティを開きます。 
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(2) 「ファイル脅威対策」セクションにある「セキ
ュリティレベル」欄内の「設定」をクリックしま
す。 

 
(3) 「全般」タブの「ファイル種別」欄で対象を

選択します。 
 
設定後、「OK」をクリックして設定を反映さ
せます。 

 
 
本節は以上です。 
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2.2. 新規作成または更新されたファイルのみをスキャン対象にする 

スキャンの対象を新規作成または更新されたファイルに限定することで、スキャン対象を減らします。この機能によ
りスキャンのパフォーマンスを向上させることができます。 
デフォルトでは有効になっています。 
（本機能が有効な場合、iSwift/iChecker方式でのスキャンは行われません） 

(1) 「管理対象デバイス」の「ポリシー」タブで
「KES」のポリシーをダブルクリックしてプロパ
ティを開きます。 
 

 
(2) 「ファイル脅威対策」セクションにある「セキ

ュリティレベル」欄内の「設定」をクリックしま
す。 
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(3) 「パフォーマンス」タブを開き、「新規作成ま
たは更新されたファイルのみスキャン」にチェ
ックを入れます。 

 
(4) 「詳細」タブを開き、「スキャン技術」欄でそ

れぞれの有効/無効を設定します。 
 
設定後、「OK」をクリックして設定を反映さ
せます。 
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2.3. クライアントと管理サーバーの同期間隔を変更する 

ネットワークエージェントは、定期的に管理サーバーに接続してポリシーなど設定に更新があるか確認しています。
管理下のクライアント台数などにより、この同期がパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。 
この確認の間隔を延ばすことで、ネットワークと管理サーバーにかかる負荷を抑えることができます。初期設定では

15分おきとなっています。 
(1) 「管理対象デバイス」の「ポリシー」タブで

「ネットワークエージェント」のポリシーをダブ
ルクリックしてプロパティを開きます。 
 

 
(2) 「ネットワーク」セクションの中にある「ネットワ

ーク」の「管理サーバーに接続」で「同期間
隔」を設定します。 
 
設定後、「OK」をクリックして設定を反映さ
せます。 

 
 
本節は以上です。 
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2.4. クライアントへのウイルス定義 DB配信に伴う管理サーバー負荷を軽減させる 

定義データベースの配信は、既定で管理サーバーから行われます。 
同時に実行する台数が多い場合、パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。 
タスクの実行を分散化することで管理サーバーやネットワークの負荷を軽減できる可能性があります。 

(1) 「管理対象デバイス」の「タスク」タブで「アッ
プデートのインストール」をダブルクリックして
プロパティを開きます。 

 
(2) 「スケジュール」セクションで「実行予定」を

「N 時間ごと」など定期的に実行する設定
に変更します。 
 
同じ画面で、「タスクを実行するまでの時
間を自動的に設定する」をオフにして、「タ
スクを次の時間にランダムに実行する」をオ
ンに設定し、時間を入力します。 
 
設定後、「OK」をクリックして設定を反映さ
せます。 
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 ランダム実行時間、クライアント台数とアップデートのタイミングについて 
 ランダム実行時間︓L 分 
 クライアントの台数︓N 台 
 アップデートのタイミング︓ [ L / N ]分間隔 

 例︓ランダム実行時間︓100分 
    クライアントの台数︓50台 
       開始時刻︓09:00:00 

 

9:00:00開始 9:02:00開始 9:04:00開始  10:38:00開始 

   

・・・・・・ 

 
1台目 ２台目 3台目  50台目 

 
 
 

  



 

  11 
 

3. ネットワーク設定 

3.1. ファイアウォール設定 

使用可能なネットワークを設定するネットワークの動作をファイアウォールで監視するネットワークの設定を行いま
す。 
(1) 「管理対象デバイス」の「ポリシー」タブで

KES のポリシーをダブルクリックしてプロパテ
ィを開きます。 

 
(2) 「脅威対策」セクションで「ファイアウォール」

を選択し、「使用可能なネットワーク」の
「設定」をクリックします。 
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(3) 「ファイアウォール」画面が開くので「ネットワ
ーク」タブを開き、「追加」をクリックします。 

 
(4) 「ネットワーク接続」画面が開くので、ネット

ワークの「名前」、「状態」、「IP アドレスの
編集」を設定します。 
 
「状態」は、「パブリックネットワーク」、「プラ
イベートネットワーク」、「許可するネットワー
ク」より選択します。 
設定後、「OK」をクリックして設定を反映さ
せます。 
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パブリックネットワーク、プライベートネットワーク、許可するネットワークについての説明は、以下の通りです。 

 パブリックネットワーク︓ 
アンチウイルス製品、ファイアウォール、またはフィルターによって保護されないネットワークのステータス（インタ
ーネットカフェのネットワークなど）です。このようなネットワークに接続されているコンピューターのユーザーに対
して、ファイアウォールはこのコンピューターのファイルやプリンターへのアクセスをブロックします。外部ユーザー
は、このコンピューターの共有フォルダーからデータにアクセスすることも、このコンピューターのデスクトップにリモ
ートアクセスすることもできません。ファイアウォールは、各アプリケーションのネットワークの動作を、各アプリケー
ションに設定されたネットワークルールに従ってフィルタリングします。 
 

 プライベートネットワーク︓ 
そのネットワークからユーザーがこのコンピューターのファイルやプリンターにアクセスすることを信頼するネットワー
ク（LAN またはホームネットワークなど）に割り当てます。 

 
 許可するネットワーク︓ 

コンピューターが攻撃されない、または不正にアクセスされない安全なネットワークに割り当てます。このステー
タスのネットワークの場合、ファイアウォールは指定されたネットワーク内のすべてのネットワークの動作を許可し
ます。 

 
本節は以上です。 
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3.2. 管理サーバーのプロキシサーバー設定 

インターネットへの接続がプロキシサーバーを経由する環境である場合、管理サーバーは定義データベース情報を
ダウンロードするためにプロキシサーバーの設定が必要となります。 
管理サーバーのプロキシサーバー設定は以下のように行います。 

(1) 「管理サーバー」を選択して「監視」タブに
存在する「サーバーのプロパティ」をクリックし
ます。 

 
(2) 管理サーバーのプロパティが開くので、「詳

細」の「インターネットアクセスの設定」セク
ションで「プロキシサーバーを使用する」を有
効にして、必要な項目を設定します。 
 
設定後、「OK」をクリックして設定を反映さ
せます。 

 
 
本節は以上です。 
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3.3. クライアント PC のプロキシサーバー設定 

クライアント PC のプロキシサーバーの設定は以下のように行います。 
(1) 「管理対象デバイス」の「ポリシー」タブで

KES のポリシーをダブルクリックしてプロパテ
ィを開きます。 

 
(2) 「全般設定」の「ネットワークの設定」セクシ

ョンで「プロキシサーバー設定」欄の「設定」
をクリックします。 
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(3) 「プロキシサーバー設定」画面が開くので、
「プロキシサーバーを使用する」を有効にし
て、必要な項目を設定します。 
 
※「プロキシサーバーを自動的に検出す
る」に設定した場合は IE の設定に従い動
作します。 
 
設定後、「OK」をクリックして設定を反映さ
せます。 

 

 
本節は以上です。 
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4. タスクのスケジュール設定 

4.1. ウイルス定義 DB の更新スケジュールを設定する 

ウイルス定義 DB の更新タスクの実行スケジュールを設定します。 
(1) 「管理対象デバイス」の「タスク」タブで「アッ

プデートのインストール」タスクをダブルクリッ
クしてプロパティを開きます。 

 
(2) 「スケジュール」セクションでスケジュールを設

定します（スケジュールの設定例は次ペー
ジ参照）。 
 
設定後、「OK」をクリックして設定を反映さ
せます。 

 
 
 「未実行のタスクを実行する」にチェックを入れておくと、設定したスケジュールの時刻に電源が OFF になっ

ていた端末は、次回起動後にタスクが実行されます。 
 「タスクを実行するまでの時間を自動的に設定する」にチェックを入れておくと、設定スケジュール以降でク

ライアントがランダムな時間を設定しタスクを開始します。この設定によって管理サーバーの負荷が分散さ
れます。（パフォーマンス設定ガイドの「5. クライアントへのウイルス定義 DB配信に伴う管理サーバー負

荷を軽減させる」を参照してください。） 
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スケジュール設定 概要 設定例 
N時間ごと 設定した開始日時から「N 時

間」間隔でタスクが実行される。 
間隔︓1時間ごと 
開始時間︓ 
2016年 1月 1日 
09:00:00 

N日ごと 設定した開始日時から「N 日」
間隔でタスクが実行される。 

間隔︓1日ごと 
開始時間︓09:00:00 

N分ごと 設定した開始日時から「N 分」
間隔でタスクが実行される。 

間隔︓30分ごと 
開始時間︓09:00:00 

毎週 毎週指定した曜日、時間で 1
回実行される。 

毎週︓月曜日 
開始時間︓09:00:00 

毎月 毎月指定した日、時間で一回
実行される。 

毎月︓1日 
開始時間︓09:00:00 

1回 指定した日時で一回実行され
る。 

実行日︓2014/01/01 
開始時間︓09:00:00 

手動 管理コンソールでタスクの「開
始」をクリックした際に実行され
る。 

「開始」クリック時 

アプリケーション開始時 OSが起動して、KESのサービス
が開始されてから 1 回実行され
ます。 

アプリケーション開始時 
タスクを実行するまでの時間︓
15分 

新しいアップデートがリポジト
リにダウンロードされ次第 

管理サーバーに新しい定義 DB
がダウンロードされ次第、1 回実
行される。 
(管理サーバーは 1時間毎に定
義 DB をチェックしている。) 

新しいアップデートがリポジトリ
にダウンロードされ次第 

ウイルスアウトブレイク検知
次第 

ウイルスのアウトブレイクが発生し
たイベントをトリガーに 1 回実施
される。 

「ウイルスアウトブレイク」ステー
タスは別途定義される。 

他のタスクが完了次第 他のタスクが完了したことをトリガ
ーにして 1回実施される。 

「他のタスク」を指定する。 

 
本節は以上です。 
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4.2. 各コンピューターのスキャン実施日時を確認する 

ウイルススキャンの最終実施時間はグループの「デバイス」タブで確認できますが、デフォルトでは表示されないため、
設定を実施します。 
(1) 「管理対象デバイス」の「デバイス」タブを開

き、「列の追加と削除」をクリックします。 

 
(2) 「前回の完全スキャン」にチェックを入れま

す。 
設定後、「OK」をクリックして設定を反映さ
せます。 

 
(3) 「管理対象デバイス」の「デバイス」タブに

て、ウイルススキャンの最終実施時間が確
認できます。 
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「前回の完全スキャン」列にはウイルススキャンタスクが最後に完了した時間が記録されます。 
記録される条件として、タスク設定のスキャン対象範囲に最低限、次の内容が含まれている必要があります。 
 

【スキャン対象領域】 
・カーネルメモリ 
・実行中のプロセスおよびスタートアップオブジェクト 
・ディスクブートセクター 
・すべてのハードディスク 
 

 
「前回の完全スキャン」が空白の場合、上記フォルダーを含むウイルススキャンが完了していない状態です。 
初期設定ではこの状態が 14日以上続いた場合、もしくは上記フォルダーを範囲に含むウイルススキャン実施から

14日以上経過した場合、各クライアントは「緊急」ステータスに移行します。 
 
本節は以上です。 
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4.3. スキャンタスクを作成する 

フルスキャンを行いたい場合など、スキャンタスクを作成することが出来ます。 
手順は以下の通りです。 

(1) 「管理対象デバイス」の「タスク」タブで「タス
クの作成」をクリックします。 

 
(2) 「 タスク種別の選択」で「Kaspersky 

Endpoint Security for Windows 
(11.6)」下の「スキャン」を選択して「次へ」
をクリックします。 
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(3) 「スキャン範囲」でスキャンする範囲を設定
します。デフォルト設定では、メモリーや全て
のハードディスクなどが、スキャン対象領域
が範囲に含まれています。 
 
スキャンタスクの完了時間を「前回の完全
スキャン」列に表示させる場合、次の項目
のチェックが必要です 
 
「カーネルメモリ」 
「実行中のプロセスおよびスタートアップオブ
ジェクト」 
「ディスクブートセクター」 
「すべてのハードディスク」 
  

(4) 脅威を検出したときの処理などを選択して
「次へ」をクリックします。 
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(5) タスクを実行するアカウントを設定して、
「次へ」をクリックします。 

 
(6) タスクの実行スケジュールを設定します。今

回の例では「手動」とします。 
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(7) タスクの名前を入力し、「次へ」をクリックし
ます。 
 
例）完全スキャン 
 

 
(8) 「完了」をクリックします。 
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(9) 作成したウイルススキャンタスクを選択し、
「開始」ボタンをクリックします。 

 
(10) 完了後、「デバイス」タブの対象コンピ

ューターの「前回の完全スキャン」列に時間
が入っていることを確認できれば、正常に
完了したことになります。 

 

 

本章は以上です。 
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5. その他 

5.1. クライアントのリプレース方法 

契約期間中にクライアント PC の入れ替えなどが発生した場合の設定をします。 
KSCが管理している端末が壊れた、または買い換えの為に利用しなくなったクライアントが出た場合でも、KSCは

しばらくの間※1そのクライアントがまだライセンスを利用しているものとしてカウントします。  
クライアント PC をリプレースする際は、KSC でライセンスを利用していない状態としてから新しく追加するクライアン

ト PC に KES をインストールします。 
[※1]初期設定では、クライアントからの接続がない状態で 60日経過後に KSCの管理下から外れ、該当クライアン
トからライセンスを開放します。 
 
現在のライセンスの状態は、左側のコンソールツリーにて「カスペルスキーのライセンス」で確認できます。 

(1) 「管理対象デバイス」の「カスペルスキーのラ
イセンス」にて、画面右側のエンドポイント
のライセンスをダブルクリックします。 
 

 
(2) プロパティ画面の「デバイス」セクションでライ

センスが割り当てられている端末を確認し
ます。 
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続いて、クライアントを KSCの管理から外し、ライセンスを解放する為に次のようにします。 
(1) ライセンスを解放したい端末のグループ（こ

こでは「管理対象デバイス」）を選択し、
「デバイス」タブでクライアントを右クリックし
て「削除」を選択します。 

 
(2) 削除を確認するメッセージが表示されるの

で、「はい」をクリックします。 

 
グループから削除するとクライアントは「未
割り当てデバイス」に移動します。 
 
※端末の自動振り分け（「ポリシータスク
設定ガイド」の「2.3」）を使用している場
合、再度グループへ自動的に移動すること
があります。この場合は左側のコンソールツ
リーで「未割当デバイス」を選択し、右側の
作業領域で「プロパティ」をクリックして未割
当デバイスのプロパティ画面を開き、「コンピ
ューターの再配置」セクションで該当するク
ライアント割り当てルールのチェックマークを
“オフ”にして一時的に振り分けを無効にし
てください。 
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続いて、「未割り当てデバイス」でクライアントを削除します。 
(1) 「未割り当てデバイス」にて、クライアントを

右クリックして「削除」を選択します。 

 
(2) 削除を確認するメッセージが表示されるの

で、「はい」をクリックします。 

 
(3) 削除するとライセンスが解放され、ライセン

スのプロパティ（「管理サーバー」ー「カスペ
ルスキーのライセンス」でライセンスをダブル
クリック）の「デバイス」セクションにも端末が
表示されなくなります。 

 
ライセンスが解放されたら、新しく追加する端末に KES をインストールします。 
 
本節は以上です。 

  



 

  29 
 

5.2. グループタスク開始・停止をユーザーに許可する 

グループタスクは初期設定ではユーザーが開始・停止することはできません。ユーザーに操作権限を付与するには
以下の設定を行ってください。 
(1) 「管理対象デバイス」の「ポリシー」タブで

KES のポリシーをダブルクリックしてプロパテ
ィを開きます。 

 
(2) 「ローカルタスク」セクションにある「タスク管

理」欄より、「グループタスクの管理を許可
する」にチェックを入れます。 
 
設定後、「OK」をクリックして、設定を反映
させます。 
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(3) 「グループタスクの管理を許可する」が無効
の場合、ユーザーが KES のコンソールを開
いた際にスキャンボタンが表示されず、ユー
ザー操作による実行はできません。 

<ユーザーに操作権限がない場合> 

 
<ユーザーに操作権限がある場合> 

 
 
本節は以上です。 
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5.3. ローカルタスク開始・停止をユーザーに許可する 

ローカルタスクとは、PCのローカルで操作可能なタスクの事です。初期設定では動作せず、ユーザーが開始・停止
することはできません。ユーザーに操作権限を付与するには以下の設定を行ってください。 
(1) 「管理対象デバイス」の「ポリシー」タブで

KES のポリシーをダブルクリックしてプロパテ
ィを開きます。 

 
(2) 「ローカルタスク」セクションにある「タスク管

理」欄より、「ローカルタスクの管理を許可
する」にチェックを入れます。 
 
設定後、「OK」をクリックして、設定を反映
させます。 
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(3) 「ローカルタスクの管理を許可する」が無効
の場合、ユーザーが KES のコンソール上に
設定ボタン(⚙)は表示されず、ユーザー
操作による設定はできません。 

 
※「アップデート」、「完全スキャン」、「簡易ス
キャン」タスクは自動的に実行されますの
で、KSCでのタスク実行と処理が重複する
ことになります。ご注意ください。 

<ユーザーに操作権限がない場合> 

 
<ユーザーに操作権限がある場合> 

 
 

 
本節は以上です。 
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5.4. グレーウェアを検知対象に含める 

リモート接続アプリケーションなどは、それを操作する利用者によって正規なツールにも不正なツールにもなりえます。
デフォルト設定ではこのようなグレーウェアのファイルを検知しません。検知するように設定するには次のように設定し
ます。 
(1) 「管理対象デバイス」の「ポリシー」タブで

KES のポリシーをダブルクリックしてプロパテ
ィを開きます。 

 
(2) 「全般設定」→「除外リスト」の「検知する

オブジェクト」の「設定」をクリックします。 
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(3) 「アドウェア、オートダイヤラーなど」欄の「コン
ピューターや個人データに損害を与える目
的で犯罪者によって悪用される可能性の
あるソフトウェアを検出する」にチェックを入
れます。 

 
(4) チェックを入れると確認のメッセージが表示

されますので、「OK」をクリックします。 

 
(5) 「OK」をクリックして設定を反映させます。 

 
 
本節は以上です。 
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5.5. リモートデスクトップ接続を許可する 

KES をインストールしたクライアント PC は、ファイアウォールが有効となります。以下条件を満たすクライアント PC
へのリモートデスクトップ接続は可能です。 
 
(1) プライベートネットワークに所属している。（以下の IP アドレスが設定されている） 

 172.16.0.0/12 
 192.168.0.0/16 
 10.0.0.0/8 

(2) KES のファイアウォールで設定した「許可するネットワーク」に所属している。 
 
社内で使用しているクライアント PC は、(1)に該当することが多いと考えられます。上記以外に該当するクライア

ント PC からのリモートデスクトップ接続が必要な場合、以下の様に設定します。 
 
(1) 「管理対象デバイス」の「ポリシー」タブで

KES のポリシーをダブルクリックしてプロパテ
ィを開きます。 

 
(2) 「脅威対策」セクションで「ファイアウォール」

を選択し、「ファイアウォールルール」内の「ネ
ットワークパケットとデータストリームのルール
を設定します。」欄の「設定」をクリックしま
す。 
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(3) 「ネットワークパケットルール」タブで「リモート
デスクトップのネットワーク動作」を右クリック
して「許可」に設定します。 
 
設定後、「OK」をクリックして設定を反映さ
せます。 

 
 
本節は以上です。 
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5.6. Windows共有フォルダーへのアクセスを許可する 

KES をインストールしたクライアント PCは、ファイアウォールが有効となります。 
以下条件を満たすクライアント PC上にあるWindows 共有フォルダーへのアクセスは可能です。 

 
(1) プライベートネットワークに所属している。（以下の IP アドレスが設定されている） 

 172.16.0.0/12 
 192.168.0.0/16 
 10.0.0.0/8 

 
(2) KES のファイアウォールで設定した「許可するネットワーク」に所属している。 
 
社内で使用しているクライアント PC は、(1)に該当することが多いと考えられます。上記以外に該当するクライア

ント PC に対して、共有フォルダーへのアクセスを許可するには以下の様に設定します。 
(1) 「管理対象デバイス」の「ポリシー」タブで

KES のポリシーをダブルクリックしてプロパテ
ィを開きます。 

 
(2) 「脅威対策」セクションで「ファイアウォール」

を選択し、「ファイアウォールルール」内の「ネ
ットワークパケットとデータストリームのルール
を設定します。」欄の「設定」をクリックしま
す。 
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(3) 「ネットワークパケットルール」タブで以下の
項目を右クリックして「許可」に設定しま
す。 
 
・ローカルポート経由の TCP接続 
・ローカルポート経由の UDP接続 
 
設定後、「OK」をクリックして設定を反映さ
せます。 

 
 
本章は以上です。 
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  40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社カスペルスキー 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル 7F 

https://www.kaspersky.co.jp/ | https://kasperskylabs.jp/biz/  
©2021 Kaspersky Labs Japan. Kaspersky Anti-Virusおよび Kaspersky Securityは、AO Kaspersky Lab の登録商標です。 
その他記載された会社名または製品名などは、各社の登録商標または商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。 
記載内容は 2021年 8月現在のものです。記載された内容は、改良の為に予告なく変更されることがあります。 

https://www.kaspersky.co.jp/
https://kasperskylabs.jp/biz/

	1. はじめに
	1.1. 本資料の目的

	2. パフォーマンス
	2.1. スキャン対象形式を調整する
	2.2. 新規作成または更新されたファイルのみをスキャン対象にする
	2.3. クライアントと管理サーバーの同期間隔を変更する
	2.4. クライアントへのウイルス定義DB配信に伴う管理サーバー負荷を軽減させる

	3. ネットワーク設定
	3.1. ファイアウォール設定
	3.2. 管理サーバーのプロキシサーバー設定
	3.3. クライアントPCのプロキシサーバー設定

	4. タスクのスケジュール設定
	4.1. ウイルス定義DBの更新スケジュールを設定する
	4.2. 各コンピューターのスキャン実施日時を確認する
	4.3. スキャンタスクを作成する

	5. その他
	5.1. クライアントのリプレース方法
	5.2. グループタスク開始・停止をユーザーに許可する
	5.3. ローカルタスク開始・停止をユーザーに許可する
	5.4. グレーウェアを検知対象に含める
	5.5. リモートデスクトップ接続を許可する
	5.6. Windows共有フォルダーへのアクセスを許可する


