
PRESS RELEASE 
 

2010 年 12 月 7 日 

報道関係各位 

株式会社セキュアブレイン 

 

セキュアブレイン、無料のコミュニティ型ウイルス対策ソフト 

「gred AntiVirus アクセラレータ」をバージョンアップ 

さらに高機能な有料版「gred AntiVirus アクセラレータ 2.0 Plus」も同時リリース 

 

株式会社セキュアブレイン(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：成田 明彦、以下「セキュアブレイ

ン」)は 7 日、パターンファイルと解析エンジンをインターネット（クラウド）上で共有するクラウドテクノロジーと、最新の

ウイルス情報をクラウド上で世界中のユーザが共有する「免疫情報コミュニティ」を活用することで、より快適・かつ安

全なインターネット環境を提供する、コミュニティ型ウイルス対策ソフト「gred AntiVirus（グレッド・アンチウイルス）アク

セラレータ（無料版）」を 2.0 へバージョンアップすると共に、有料版「gred AntiVirus アクセラレータ 2.0 Plus(プラス）」

（以下、「gred AV アクセラレータ 2.0 Plus」）をリリースしました。「gred AV アクセラレータ 2.0 Plus」は、さまざまなル

ートから侵入する最新の脅威からユーザを保護するために、多くの機能を追加しました。販売は、本日よりセキュア

ブレインショップにて開始します。なおバージョンアップした無料版は、有料版と区別するため、「gred AntiVirus アク

セラレータ 2.0 Free（フリー）」（以下 「gred AV アクセラレータ 2.0 Free」）と名称を変更します。 

 

 

「gred AV アクセラレータ 2.0 Free」の主な機能 

 

●既存のアンチウイルスソフトと併用可能 

既存のアンチウイルスソフトと併用することで、ウイルスの検知率をアップさせます。単体で使用しても、アンチウイル

スの効果を十分に発揮します。 

 

●クラウドによるリアルタイムでの保護 

パターンファイルをクラウド上で共有する「免疫情報コミュニティ」により、常に最新のウイルスに対応することが可能

になります。現在「免疫情報コミュニティ」には、約 1700 万種類ものウイルス情報が登録されています。 

 

●コミュニティによる保護 （2.0 での機能強化） 

家族や友人、同僚に gred AV アクセラレータを薦めることで、コミュニティを作ることができます。コミュニティ内で見つ

かったウイルス、友達や家族の安全状況が、インターフェイス上にグラフィカルに表示されます。 

 

●2 種の検知エンジン （2.0 での機能強化） 

未知のウイルスの検知を行う、ヒューリスティック型クラウドエンジン「ETHOS（エトス）」に加え、脅威を PC に依存せ

ずに学習するクラウドエンジン「SPERO（スペロ）」を実装しました。 

 

●基本スキャン機能 （2.0 での機能強化） 

・フラッシュスキャン：ウイルスに感染する恐れのあるファイルを効率的にスキャンします。 

・カスタムスキャン：ユーザが指定したファイルやフォルダーをスキャンします。（2.0 での機能強化） 



・フルスキャン：PC 全体のスキャンを行います。（2.0 での機能強化） 

・スケジュールスキャン：ウイルススキャンのスケジュール設定を柔軟に行えます。（2.0 での機能強化） 

 

●プログラムのインストール、実行を監視 

ソフトウェアのインストール時に、書き込まれるファイルをすべて、高速でスキャンします。全てのスキャンが終了して、

ウイルスに感染していないことが確認できるまで、ソフトウェアはインストールされません。また、プログラムを実行す

るたびにスキャンをする事によって、インストール時に発見できなかった脅威を検知する事も可能です。 

 

●ゲームモード （2.0 での機能強化） 

トレーアイコンからのポップアップや他のメッセージを画面に表示しないように設定することができます。  

 

 

「gred AV アクセラレータ 2.0 Plus」の主な機能 

 

gred AV アクセラレータ 2.0 Plus は、Free 版の機能に加え以下の機能が追加されています。 

なお、ローカルエンジン搭載のため、他社ウイルス対策製品との併用はできません。 

 

●高度なスキャン機能（有料版機能） 

圧縮ファイルのスキャン、パッカーにより難読化されたファイルのスキャンが可能です。 

 

●CD、DVD、USB メモリ経由の脅威をブロック（有料版機能） 

ローカルエンジン「TETRA（テトラ）」実装により、インターネットに接続していない（オフライン）状態でも、スキャンが可

能です。 USB や CD、DVD 等、インターネット以外から感染を広げるウイルスからも保護します。 

 

●電子メールスキャン（有料版機能） 

Microsoft Outlook、Thunderbird 等、主要メールクライアントに対応。受信メールに添付された不審ファイルをチェック

します。 

 

●ルートキットの検知と削除（有料版機能） 

パソコン内に潜んで隠れて行動し、パソコンを乗っ取るルートキットを検知し削除します。  

 

●レジストリとファイルシステムの修復（有料版機能） 

ウイルスを削除する際に、ウイルスが改ざんしたレジストリやファイルシステムを修復し、パソコンをクリーンな状態に

します。 

 

 

 

 

 

 



■システム要件 

gred AV アクセラレータ 2.0 Free 

コンピュータ本体 PC/AT 互換機のみ 

オペレーティングシステム※1 Windows XP/Windows Vista /Windows７ (32/64bit) 

ハードディスク 16MB 以上の空き容量 

メモリ 256MB 以上 

CPU 300MHｚ以上の CPU 

サポートするウイルス対策ソフト※2 ノートンアンチウイルス 2009・2010 

・ 「gred AV アクセラレータ Free」は、単体でも動作可能です。 ノートンインターネットセキュリティ 2009・2010 

・ 「gred AV アクセラレータ Free」は、右に記載するウイルス対

策ソフトと共存して、検知率を向上します。 

ノートン 360 2009・2010 

マカフィーインターネットセキュリティ 

トレンドマイクロ ウイルスバスター2010 

  ソースネクスト ウイルスセキュリティ Zero 

  
カスペルスキー インターネットセキュリティ 

Windows Live One Care 

  
Microsoft Security Essentials 

avast! AntiVirus 

  Avira AntiVir 

  BitDefender 

  Comodo Internet Security 

  PCTools Spyware Doctor 

  PCTools ThreatFire 

  PrevX 

  Sunbelt VIPRE AntiVirus + Antispyware 

  AVG 

その他必要な構成 インターネット接続 

 

gred AV アクセラレータ 2.0 Plus 

コンピュータ本体 PC/AT 互換機のみ 

オペレーティングシステム※1 Windows XP(32bit の み ） /Windows Vista /Windows ７

(32/64bit) 

ハードディスク 100MB 以上の空き容量 

メモリ、CPU Windows XP、Windows Vista、Windows 7 の OS 動作に必

要な最低限なメモリ、CPU 要件以上 

その他必要な構成 インターネット接続 

 

※1：最新のセキュリティアップデートを適用してご利用いただく必要があります。 

※2：サポートするウイルス対策ソフトは今後も追加される可能性があります。 

 



 

 

■旧バージョンからのアップデートについて 

gred AV アクセラレータ（無料版）1.0.26 から、gred AV アクセラレータ 2.0 Free へのアップデートは、上書きインストー

ルが可能です。 

gred AV アクセラレータ 2.0 Free から gred AV アクセラレータ 2.0 Plus（有料版）へのアップデートは、セキュアブレイ

ンショップよりご購入いただいた際に、シリアルキーが発行されますので、そのキーを「設定」より入力してください。 

 

■他社ウイルス対策製品との併用使用について 

gred AV アクセラレータ 2.0 Free は、前バージョン同様、他社のアンチウイルス製品と併用可能ですが、gred AV アク

セラレータ 2.0 Plus（有料版）は、併用できません。有料版をご利用の際は、必ず他社のセキュリティ製品をアンイン

ストールしてから gred AntiVirus アクセラレータ 2.0 Plus をインストールしてください。 

 

■gred AV アクセラレータ 2.0 Plus トライアル版について 

gred AV アクセラレータ 2.0 Free をインストールする際に、そのまま Free 版を使用するか、有料版 Plus の 14 日間無

料トライアル版を使用するかを選択することができます。 

 

「gred AV アクセラレータ 2.0 Free、 gred AV アクセラレータ 2.0 Plus」の機能詳細は以下をご覧ください。 

http://www.gredavx.jp/  

 

■価格・販売 

・gred AV アクセラレータ 2.0 Free 

gred AV アクセラレータ 2.0 Free は無料です。以下よりダウンロードが可能です。 

 

https://www.gred.jp/avx/download.html 



・gred AV アクセラレータ 2.0 Plus 

発売記念として 2011 年 3 月 31 日まで、キャンペーン価格を設定いたします。 

1 ユーザ 1 年版 定価 2,480 円（税込） キャンペーン価格 1,980 円（税込） 

3 ユーザ 1 年版 定価 2,980 円（税込） キャンペーン価格 2,480 円（税込） 

1 ユーザ 2 年版 定価 3,480 円（税込） キャンペーン価格 2,980 円（税込） 

3 ユーザ 2 年版 定価 4,480 円（税込） キャンペーン価格 3,980 円（税込） 

 

ご購入は、本日よりセキュアブレインショップにてダウンロード販売いたします。 

 

セキュアブレインショップ 

http://www.securebrain.co.jp/shop/index.html 

 

gred AV アクセラレータ 2.0 Free と Plus の機能比較は、別紙をご覧ください。 

※「gred AntiVirus アクセラレータ」は、米国 Immunet 社の Immunet  Protect を株式会社セキュアブレインが日本語

化した製品です。 

 

以上 

セキュアブレインについて 

株式会社セキュアブレインは、インターネット上の脅威が多様化する中、全てのインターネットユーザに安心を届け

る、セキュリティのスペシャリストチームとして、「より快適で安心できるネットワーク社会を実現するために、一歩進ん

だ技術で貢献する」というビジョンのもと、「gred でチェック」（http://www.gred.jp/）や「gred セキュリティサービス」

（http://www.securebrain.co.jp/products/gred/index.html）等、信頼性の高いセキュリティ情報と高品質なセキュリテ

ィ製品・サービスを提供する、日本発のセキュリティの専門企業です。詳細は、http://www.securebrain.co.jp をご確

認ください。なお、gred AV アクセラレータは米国 Immunet（イミュネット）社の Immunet Protect（イミュネット プロテク

ト）を、日本語化したものです。セキュアブレインはイミュネット社の製品を、日本国内に於いて独占的に取り扱う契約

を締結しています。 

 

イミュネット社について 

イミュネット社は、ソーシャルネットワーク人口の増大により変化を遂げるインターネット上の脅威に対処するため、

ウイルス対策業界の経験豊かなプロフェッショナルにより創設されました。イミュネット社は、クラウドコンピューティン

グ、SaaS、コミュニ ティ、そして情報の共有といった、インターネットに関する最新のトレンドを、効果的に活用したソ

リューションを提供します。  

http://www.immunet.com/main/index.html 

 

 

◆ 本件に関する報道関係者さまからのお問い合わせ先 ◆ 

株式会社セキュアブレイン 広報担当：丸山 芳生（まるやま よしお） 

電子メール：info@securebrain.co.jp 

電話：03-3234-3001、FAX：03-3234-3002 〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-6-7 麹町 RK ビル 4F 

 



gred AV アクセラレータ 2.0 Free と Plus の機能比較表 

   Free  Plus 

クラウドによるリアルタイムでの保護 ○ ○ 

クラウドに接続していない状態での保護 ×  ○ 

コミュニティによる保護（家族や友人、同僚にアクセラレータを薦

めることで、コミュニティを作ることができます） 
○ ○ 

基本的な検出・除去（ボット、ウイルス、ワーム、トロイの木馬、キ

ーロガーやスパイウェアなど） 
○ ○ 

高度な検出・除去（ルートキット、スパイウェア、アドウェア、OS の

悪用、クッキー、スクリプト、および USB メモリ内のウイルス） 
×  ○ 

基本的なスキャニング 

フラッシュスキャン 

カスタムスキャン 

フルスキャン 

スケジュールスキャン 

○ ○ 

高度なスキャニング 

オフラインスキャン 

精密スキャン 

圧縮ファイルのスキャン 

パッカーにより難読化されたファイルのスキャン 

×  ○ 

スキャン設定のカスタマイズ 

個別ファイルのスキャン 

除外ファイルの指定 

感染ファイルの検疫 

○ ○ 

高度なファイル管理と保護 

ウイルスの自動削除 
×  ○ 

電子メールのスキャン 

メールに添付されたウイルスを検知 
×  ○ 

その他の機能 

サイレント/ゲームモード 

チェックしたファイルの詳細情報を表示 

レジストリのスキャン 

○ ○ 

電子メールでのサポート ○ ○ 

フリーダイヤルでのサポート ×  ○ 

価格 無料 1,980 円 

 

別紙 


