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1. はじめに 

1.1. 本資料の目的 

本資料は「Kaspersky Security 11.x for Windows Server」(以下 KSWS)のスタンドアロンインストール
方法を紹介しています。 

 

1.2. 前提条件 

以下を前提条件としています。 
 Kaspersky Security Center(集中管理用サーバー)が存在しない環境で、KSWS単体

で運用する環境であること 
 競合するマルウェア対策製品が入っていない、もしくはアンインストールされていること 
 製品をアクティベーションするための有効なライセンスキーファイル、もしくはアクティベーション  

コードを保有していること 
 Internet接続ができる環境であること 

 

1.3. 製品概要 

Kaspersky Security 11.x for Windows Server 
Windows Server へ導入するセキュリティソフトウェアで、Windows Server でマルウェアのスキャンや処理を

行います。本資料で用いるバージョンは 11.0.0.480 です。 
 
また KSWS は契約いただくライセンスの種類により、保護機能が変わります(ファイル保護機能はどのライセンス 

でも利用いただけます) 
どのライセンスでどの機能が有効になるのかについては以下の URL にて確認ください。 

 
【各ライセンスで利用できる Kaspersky Security for Windows Server の機能】 
https://support.kaspersky.co.jp/15634 
 

  

https://support.kaspersky.co.jp/15634
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1.4. システム要件 

KSWS が適切に動作するためには、インストール先のコンピューターが最低システム要件を満たしている必要が 
あります。最新のシステム要件は以下弊社サイトをご参照ください。 
 
【サーバーのシステム要件（バージョン 11.0.0.480）】 
https://support.kaspersky.com/KSWS/11/ja-jp/155510.htm 
 
【アプリケーションコンソールのシステム要件】 
https://support.kaspersky.com/KSWS/11/ja-jp/155512.htm 
 

1.5. インストールの流れ 

以下の流れでインストール、及び設定を行います。 
 
 
 
  

STEP 2. コンソールのインストール 

STEP 3. 設定 

STEP 1. KSWS プログラムのダウンロード、およびプログラムのインストール 

https://support.kaspersky.com/KSWS/11/ja-jp/155510.htm
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2. KSWSプログラムのダウンロード、およびインストール 

以下の手順にて KSWS プログラムのダウンロード、およびインストールを行います。 
① 外部アクセスができる環境で以下のサイト

へアクセスします。 
https://www.kaspersky.co.jp/sm
all-to-medium-business-secu-
rity/downloads/virtualization-hy-
brid-cloud 
 
画面をスクロールし、”Kaspersky Secu-
rity for Windows Server”のところに
ある Full distributive の link をクリック
し、プログラムをダウンロードします。 
 

 
 

② ダウンロードしてきた KSWS のプログラムを
KSWS インストール対象端末へ複製し、
その端末上で実行します。 

 
 

③ アプリケーション解凍ウィザードが起動する
ので「次へ」をクリックします。 

 

 
 

https://www.kaspersky.co.jp/small-to-medium-business-security/downloads/virtualization-hybrid-cloud
https://www.kaspersky.co.jp/small-to-medium-business-security/downloads/virtualization-hybrid-cloud
https://www.kaspersky.co.jp/small-to-medium-business-security/downloads/virtualization-hybrid-cloud
https://www.kaspersky.co.jp/small-to-medium-business-security/downloads/virtualization-hybrid-cloud
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④ KSWS のプログラム展開先を指定する 
画面が表示されます。 
適切な場所を指定し、「次へ」をクリック  
します。 
 
本資料では初期値で進めます。 

 
 

⑤ 展開が完了するまでしばらくお待ち 
ください。 

 
⑥ 解凍が終了すると自動的に KSWS の  

インストールウィザードが起動してきます。 
 
KSWS のプログラムをインストールする  
ため、項目の中から 
「Kaspersky Security 11 for  
Windows Server のインストール」 
をクリックします。 
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⑦ KSWS のセットアップウィザードが起動して
きます。 
「次へ」をクリックしてウィザードを進めます。 
 

 
⑧ “使用許諾契約書とプライバシーポリシー”

画面が表示されるので、下部にある    
2 か所のチェックボックスにチェックを入れ、
「次へ」をクリックします。 

 

⑨ “インストール前のコンピューターの簡易 
スキャン”画面が表示されます。 
必要に応じて「コンピューターのウイルスを 
スキャンする」のチェックを入れ、「次へ」を 
クリックします。 
 
本例ではチェックを入れずに進めます。 
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⑩ “カスタムインストール”画面が表示されま
す。 
ここでインストールするコンポーネントの  
選択ができます。 
必要なコンポーネントの選択をし、「次へ」
をクリックします。 
 
本例では初期値のまま進めます。 

 
⑪ “インストール先フォルダーの選択”画面で

は適切な場所を指定して「次へ」をクリック
します。 
 
本例では初期値のまま進めます。 

 
 

⑫ “インストールの詳細設定”画面では初期
値のまま進めてください。 
全てのチェックボックスにチェックが入っている
ことを確認し、「次へ」をクリックします。 
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⑬ “設定ファイルからのインポートの設定”  
画面では何も選択せず、「次へ」をクリック
します。 
もし他の KSWS で作成した設定ファイル
がある場合はここで指定し、設定を反映 
することができます。 

 
⑭ “製品のアクティベーション”画面で製品の

アクティベーションを行います。 
参照をクリックし、ライセンスキーファイルを
選択します。 
 
まだライセンスの手配ができていない場合
は何もせず「次へ」をクリックします。 
 
本例ではライセンスを選択するパターンで
進めます。 
 

 
⑮ 参照をクリックするとエクスプローラが起動 

してきます。 
ライセンスキーファイルを格納している場所
まで移動し、ライセンスキーファイルを選択
し、「開く」をクリックします。 

 



 

  10 
 

⑯ 再度”製品のアクティベーション”画面に 
戻ります。 
先ほどと異なり、”ライセンス情報”部分に
各種値が入っているのがわかります。 
契約内容と相違がないことを確認し、 
「次へ」をクリックします。 

 
⑰ “インストールの準備完了”画面が表示  

されます。 
「インストール」をクリックし、インストールを
開始します。 

 
⑱ インストール完了までしばらくお待ち 

ください。 
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⑲ “インストールの完了”画面が表示 
されます。 
「OK」をクリックし、セットアップウィザードを
終了します。 

 
以上で KSWS のインストールは終了です。 
続いてコンソールのインストールを行います。 
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3. コンソールのインストール 

次に KSWS用コンソールのインストール手順を紹介します。 
KSWS の設定変更を行う場合や保護機能の調整を行うにはこのコンソールが必須です。 
(KSC を使った集中管理を利用する場合を除く) 
以下より手順です。 
 
① インストールウィザードの項目の中から 

「Kaspersky Security 11 コンソールの
インストール」をクリックします。 

 
② 管理ツールセットアップウィザードが起動  

してくるので、「次へ」をクリックします。 
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使用許諾契約書が表示されるので、画面
下部にあるチェックボックスにチェックを   
入れ、「次へ」をクリックします。 

 

 
③ インストールの詳細設定画面では初期 

設定のまま、「次へ」をクリックします。 
 
(注) 
“リモートアクセスを許可する”にチェックを 
入れた場合、他のサーバーにインストール
した KSWS の管理が行えます。 
(ただし 1対 1 での管理しかできない。 
1対多の管理を行いたい場合は別途
KSC を用意し、KSC に必要な設定を 
行う必要がある。) 

 
④ インストールの準備完了画面が表示   

されるので、「インストール」をクリックします。 
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⑤ インストールが完了するまで少々 
お待ちください。 

 
⑥ インストールの完了画面が表示される  

ので、「OK」をクリックし、インストールを  
終了します。 

 

 
 
以上で KSWS のコンソールのインストールは終了です。 
起動している KSWS のインストーラーは画面右上×ボタンをクリックして終了してください。 
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4. KSWSの設定 

次に KSWS の設定を行います。 
KSWS インストール直後はファイルのリアルタイム保護のみが稼働しています。 

この状態でも最低限の保護は行われていますが、より強固な保護を行うために設定を行います。本章では、KSWS
で KSN(Kaspersky Security Network)を利用するための設定変更手順を説明します。 
なお KSN を利用する場合、外部接続(internet 接続)ができる必要がある点、ご注意ください。(TCP443
を使用) 
 
① タスクバーのアイコンを右クリックし、メニュー

の中から「アプリケーションコンソールを開く」
をクリックします。 

 
② KSWS のコンソールが起動してきます。 

右側の画面で現在の保護状況が確認 
できます。 
 
緑色の状態は機能がすべて稼働している
ことを、黄色の状態は一部の機能が動作
していないことを、赤色は機能全てが稼働
していないことを表しています。 
 
また適用するライセンスによっては設定して
も稼働しない機能がある点、注意くださ
い。  

③ KSN を開始できるよう、設定を行います。
左側の項目から「サーバーのリアルタイム 
保護」→「KSN の使用」を選択し、右側
の画面にある「プロパティ」をクリックします。 
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④ タスクの設定画面が表示されます。 
KSN がアプリケーション開始時に稼働する
よう設定を変更するため、「スケジュール」 
タブをクリックします。 
 
「全般」タブでは何も変更しません。 

 
⑤ スケジュールタブで”スケジュール設定”の 

部分にあるチェックボックスにチェックを   
入れます。 
次に”頻度”の部分で「アプリケーションの 
起動時」を選択します。 

 
⑥ スケジュール設定後、画面表示が右図の

ように変わったことを確認し、「OK」を   
クリックします。 
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⑦ 次にデータの取り扱いに関する設定を  
行います。 
GUI を下にスクロールし、画面下部に  
ある「データの処理」をクリックします。 

 

 
⑧ “データの取り扱い方法”画面が表示   

されます。 
画面右にある「Kaspersky Security 
Network に関する声明の内容に同意 
する」にチェックを入れ、「OK」をクリック  
します。 

 
⑨ 最後に画面右側にある”管理”内の  

「開始」をクリックし、KSNサービスを    
スタートします。 
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⑩ KSN サービスが開始されると右図のように
ステータスが実行中になります。 

 
以上で KSWS にて KSN を利用するための設定は終了です。 
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4.1. 参考資料 コンパクト診断インターフェース 

KSWS のコンソール以外にもコンパクト診断インターフェース(簡易インターフェース)が用意されています。 
このインターフェースでは KSWS の動作状況を確認することができます。 
以下からコンパクト診断インターフェーについて簡単に紹介します。 
① コンパクト診断インターフェースを起動   

します。 
タスクバーのアイコンを右クリックし、メニュー
の中から「コンパクト診断インターフェース」
をクリックします 
 

 
 

② コンパクト診断インターフェースの GUI が 
表示されます。 
“保護ステータス”では保護の状態や 
ライセンス、定義ファイルの状態を確認 
することができます。 

 
左側の項目から「統計情報」をクリックする
と右側の画面に現在稼働している保護 
機能が表示されます。 
実行中の保護機能は緑色で、実行されて
いない保護機能は黄色で、エラーがある 
保護機能は赤色で表されます。 
 
先の設定で KSN を有効にしたのでファイ
ルのリアルタイム保護と KSN が実行中で
ある緑色で表示されています。 
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③ 左側の項目から「「現在のアプリケーション
の動作」を選択すると、現状が表示され 
ます。 
ここに問題等があれば情報が表示され  
ます。右図ではスキャンタスクが実行されて
いないため、黄色で注意喚起がなされて 
います。 

 
④ コンパクト診断インターフェースではタスクの

実行やライセンス適用をはじめとする設定
は一切行うことができません。 
このため別途 KSWS用のコンソールを  
インストールする必要があります。 
 
コンソールがインストールされている環境で
あれば、左側の項目から「Kaspersky 
Security コンソール」をクリックすることで 
コンパクト診断インターフェースからコンソー
ルを呼び出すことができます。 

 

以上でコンパクト診断インターフェースについての簡単な紹介は終了です。 
 
 
以上で KSWS のスタンドアロン環境へのインストール手順は終了です。 
本資料では紹介していませんが、スキャンタスクの作成や定義ファイルの取得先変更(クローズド環境等)、スキャ
ン除外設定方法については KSWS のオンラインヘルプを参照ください。 
https://support.kaspersky.com/KSWS/11/ja-JP/147896.htm 
 

  

https://support.kaspersky.com/KSWS/11/ja-JP/147896.htm
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