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1. はじめに 

1.1. 本資料の目的 

本資料では、カスペルスキーにて法人のお客様向けに提供している製品に対し、ライセンスを登録する手順につ
いてご説明します。 

 

1.2. 対象アプリケーション 

本資料では、以下のカスペルスキーアプリケーションを対象としています。 
 Kaspersky Security Center 
 Kaspersky Endpoint Security for Windows 
 Kaspersky Endpoint Security for Linux 
 Kaspersky Security for Windows Server 
 Kaspersky Endpoint Security for Mac 
 Kaspersky Security for Mobile 
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2. ライセンスの種類 

2.1. ライセンスの種類 

Kaspersky Endpoint Security for Business（KESB）には、管理サーバーである Kaspersky Secu-
rity Center（KSC）に適用するライセンスと、Windows や Linux、Mac などのエンドポイントに適用するライセ
ンスがあります。 

 KSC用ライセンス︓MDMや KVPM を使用するために KSC へ登録し使用します。 
 エンドポイント用ライセンス︓アンチウイルスが動作するWindows、Linux、Mac、モバイルなどの 

デバイスに登録します。 
 
ご契約いただいた商品により、該当するライセンスをご使用ください。 
 
商品 KSC用ライセンス エンドポイント用ライセンス 

KESB-Select ○(MDM) ○ 

KESB-Advanced ○(MDM と KVPM) ○ 

Kaspersky EDR-Optimum ○(MDM と KVPM) ○+KEA 

※ KESB-Advanced の場合、MDM と KVPM のライセンスは１つに統合されています。 
※ Kaspersky EDR-Optimum の詳細は、製品資料をご覧ください。 
※ エンドポイント用ライセンスは、アンチウイルスを使用する端末毎に１ライセンス消費します。 

端末上に別の OS を仮想で起動し、仮想 OS 上にもアンチウイルスアプリケーションを導入する場合、端
末分、仮想 OS分の合計 2 ライセンスが必要となります。 

 

2.2. 提供するライセンスの形式 

提供するライセンスは、「ライセンス情報ファイル」と「アクティベーションコード」の 2種類の形式があります。 
ライセンス情報ファイルが必要な場合、Appendix「1.ライセンス情報ファイル（.key）を生成する方法」を

参照し、アクティベーションコードからファイルを作成してください。 
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3. アクティベーションにおける前提条件 

 「アクティベーションコード」によるライセンスのアクティベートはインターネット接続が必須 
アクティベーションコードによるアクティベートを実施する場合、インターネット上にあるカスペルスキーサーバーと
の認証が発生します。そのため、インターネット接続が必須となります。 
「ライセンス情報ファイル」によるアクティベートの場合、インターネット接続は不要です。 

 
 KSC にライセンスを登録することで、管理下のデバイスへ自動配信が可能 

Kaspersky Security Center（KSC）は、カスペルスキーの法人向け製品を統合管理するアプリケー
ションです。 
KSC にライセンスを登録することで、管理下のデバイスに対し自動的にライセンスの適用を行うことができま
す。 
また、現在適用中のライセンス数や、どのデバイスにライセンスを適用しているか、などといった情報を確認す
ることができます。 
 パターン① KSCからライセンスを配布 

KSC を使用して各デバイスを管理しており、KSC からライセンスを配布する場合は、以下手順をご参照
ください。 

5.1. Kaspersky Security Center (アクティベーションコードを使用) 
7.1. Kaspersky Security Center（ライセンス情報ファイルを使用） 
 

 パターン② デバイス毎にライセンスを登録 
KSC を使用せず、個々のデバイスに対しライセンスを適用する場合は、以下手順をご参照ください。 

6. デバイスに直接ライセンス登録する方法(アクティベーションコードを使用) 
8. デバイスに直接ライセンス登録する方法(ライセンス情報ファイルを使用) 

  



 

  7 
 

4. ライセンス登録方法（アクティベーションコードを使用） 

本章では、アプリケーション毎に「アクティベーションコード」を使用したライセンスの登録方法についてご説明します。 
アクティベーションコードを使用する場合、インターネット接続は必須となります。 
 

4.1. Kaspersky Security Center 

「Kaspersky Security Center（KSC）」に対して、「アクティベーションコード」によるライセンスの登録を行う
手順についてご説明します。 

KSC に対してライセンスを登録することで、管理下にあるデバイスに対して自動的にライセンスを適用することがで
きます。 

4.1.1. 「管理サーバークイックスタートウィザード」によるアクティベート 

KSC をインストールすると「管理サーバークイックスタートウィザード」が自動的に起動します。ウィザード内でライセ
ンスの登録を行うことができます。 
以下に、「管理サーバークイックスタートウィザード」にてライセンスを登録するまでの手順をご説明します。 

(1) 「管理サーバー「KSC」のクイックスタートウ
ィザードへようこそ」の画面にて、「次へ」をク
リックします。 
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(2) 追加コンポーネントを設定します。 
管理下となるデバイスにモバイルデバイスが
ある場合に変更を加えてください。 
 
ここでは既定値のまま「次へ」をクリックしま
す。 

 
(3) アクティベート方法を選択します。 

アクティベーションコードを使用するため、
「アクティベーションコードでアプリケーショ
ンをアクティベートする」を選択します。 
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(4) 「アクティベーションコードの入力」欄に、入
手したアクティベーションコードを入力しま
す。 

 
(5) 「管理対象デバイスにライセンスを自動的

に導入する」にチェックを入れ、「次へ」をクリ
ックします。 
 
このチェックを入れることで、管理下のデバ
イスに対し自動的にライセンスの適用が行
われます。 

 
 
以上になります。ウィザードを進め初期設定を完了してください。 
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4.1.2. 「ライセンスの追加ウィザード」によるアクティベート 

KSC のインストール後や、更新したライセンスを登録する場合は、「ライセンスの追加ウィザード」にて行います。 
(1) 管理コンソールにて「カスペルスキーのライセ

ンス」を開きます。 
右画面にて「アクティベーションコードまたは
ライセンスの追加」ボタンをクリックします。 

 
(2) アクティベート方法を選択します。 

アクティベーションコードを使用するため、
「アクティベーションコードでアプリケーショ
ンをアクティベートする」を選択します。 
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(3) 「アクティベーションコードの入力」欄に、入
手したアクティベーションコードを入力しま
す。 

 
(4) 「管理対象デバイスにライセンスを自動的

に導入する」にチェックを入れ、「次へ」をクリ
ックします。 
 
このチェックを入れることで、管理下のデバ
イスに対し自動的にライセンスの適用が行
われます。 
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(5) インターネット経由でカスペルスキーサーバ
ーへ接続し、認証を行います。 

 
(6) 正常に完了したことを確認し、「完了」をク

リックします。 

 
(7) アクティベーションコード、KSC用ライセン

ス、エンドポイント用ライセンスの 3種類が
登録されたことを確認します。 

 
 
以上になります。 
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4.1.3. ライセンス更新タスクを使用したライセンスの配布 

「ライセンス更新」タスクを実行することにより、KSC からライセンス情報ファイルを配布できます。 
ライセンスの有効期限前にデバイスに対してライセンスを置き換えることもできます。 
 
5.1.1、5.1.2 の手順で、「管理対象デバイスにライセンスを自動的に導入する」にチェックを付けている場合、こ

のタスクを適用しなくても、KSC に接続したデバイスにライセンスが自動的に適用されます。 
チェックを外している場合や、手動で管理下のデバイスに対してライセンスを適用したい場合、以下手順を実施し

てください。 
配布するライセンスは、「カスペルスキーのライセンス」へ登録されていることを前提とします。 
 

(1) 管理コンソールにて「カスペルスキーのライセ
ンス」を開きます。 
右画面にて「ライセンスを管理対象デバイ
スに導入」ボタンをクリックします。 

 
(2) アクティベーションを実施するアプリケーショ

ンを選択し、「次へ」をクリックします。 
ここでは「Kaspersky Endpoint Secu-
rity for Windows（11.0.0）」を指定
しています。 
 
複数のアプリケーションやバージョンを使
用している場合は、全てのアプリケーショ
ン、バージョンに対してタスクを作成し、実
行する必要があります。 
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(3) 「アクティベーションコード」にチェックを入れ、
「選択」ボタンをクリックします。 

 
(4) 適用するアクティベーションコードを選択し、

「OK」をクリックします。 
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(5) このライセンスを置き換えるか、予備として
登録するか選択します。 
「このライセンスを予備のライセンスとして
追加」にチェックを入れた場合、予備のライ
センスとして登録され、既存ライセンスの有
効期限が切れたタイミングでこのライセンス
へ置き換わります。 
 
チェックが無い場合、タスク実行後このライ
センスへ置き換わります。 

 
(6) ライセンスを更新する対象となるデバイスを

選択します。 
ここでは「ネットワークの管理サーバーによっ
て検出されたデバイスを選択する」をクリック
します。 
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(7) ここでは全グループ配下のデバイスを対象
「管理対象デバイス」にチェックを入れ、「次
へ」をクリックします。 

 
(8) タスクの実行スケジュールを設定します。 

ここでは「手動」で実行するよう設定しま
す。 
 
また、「未実行のタスクを実行する」にチェッ
クを入れます。 
これを設定することで、タスク実行時にデバ
イスがシャットダウンされていても、起動後に
タスクが開始されます。 
 
設定後、「次へ」をクリックします。 
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(9) 任意のタスク名を入力し、「次へ」をクリック
します。 

 
(10) 正常にタスクが作成されたことを確認

し、「完了」をクリックします。 

 
(11) 手動でタスクを実行するため、タスクを

選択し、「開始」をクリックします。 

 
 
以上になります。  
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5. デバイスに直接ライセンス登録する方法(アクティベーションコードを使用) 

5.1. Kaspersky Endpoint Security for Windows 

「Kaspersky Endpoint Security for Windows（KES）」に対して、「アクティベーションコード」によるライセ
ンスの登録を行う手順についてご説明します。 
(1) KES コンソールを開きます。 

右下の「ライセンス」をクリックします。 

 
(2) 「新規ライセンスによる製品のアクティベー

ション」をクリックします。 
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(3) 「アクティベーションコードによるアクティベー
ション」にチェックを入れます。 

 
(4) アクティベーションコードを入力し、「次へ」を

クリックします。 
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(5) アクティベーションサーバーへの接続が行わ
れます。 

 
(6) 正常に登録されたことを確認し、「終了」を

クリックします。 
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(7) ライセンスが正常に登録されたことを確認
し、「閉じる」をクリックします。 

 
 
以上になります。 
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5.2. Kaspersky Security for Windows Server 

「Kaspersky Security for Windows Server（KSWS）」に対して、「アクティベーションコード」によるライセ
ンスの登録を行う手順についてご説明します。 
(1) KSWS のコンソールを開きます。 

「ライセンス」を選択し、右画面にて「アクテ
ィベーションコードの追加」をクリックします。 

 
(2) アクティベーションコードを入力する画面が

表示されます。 
アクティベーションコードを入力し、「OK」を
クリックします。 

 
(3) ライセンスが「使用中」と表示されることを

確認します。 
※ 変化がない場合は「更新」をクリックし

てください。 
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(4) ライセンスのプロパティを開くと、有効期限
などの詳細情報が表示されます。 

 
 
以上になります。 
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5.3. Kaspersky Endpoint Security for Linux 

「Kaspersky Endpoint Security for Linux（KESL）」に対して、「アクティベーションコード」によるライセン
スの登録を行う手順についてご説明します。 

5.3.1. KESL コンソールによるライセンスの登録 

(1) KESL のコンソールを開きます。 
画面下にある「現在のライセンスがありませ
ん」をクリックします。 
※ ライセンスの適用状況により表示され

ている内容は異なります。 

 
(2) 「追加」をクリックします。 
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(3) アクティベーションコードを入力し、「次へ」を
クリックします。 

 
(4) ライセンス情報が表示されることを確認し、

「アクティベート」をクリックします。 

 
(5) 右記にように、ライセンスが登録されたこと

を確認します。 
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(6) ライセンスが登録されており、有効期限が
表示されていることを確認します。 

 
 
以上になります。 
 

5.3.2. コマンドによるライセンスの登録 

(1) /opt/Kaspersky/kesl/bin ディレクトリ
へ移動します。 

 
 

(2) 以下コマンドを実行し、アクティベーションコ
ードを登録します。 
 
/kesl-control --install-active-key  
<アクティベーションコード> 
 

 

(3) 正常にインストールされた旨のメッセージが
表示されることを確認します。 

 

 

(4) 以下コマンドを実行することで、登録されて
いるライセンスを確認することができます。 
 
/kesl-control –L -query 

 
 
以上になります。 



 

  27 
 

5.4. Kaspersky Security for Mobile 

「Kaspersky Security for Mobile」に対するライセンス登録方法は以下ナレッジベースをご参照ください。 
 
[Kaspersky Security 10 for Mobile のアクティベート方法] 
https://support.kaspersky.co.jp/12420 
 

5.5. Kaspersky Endpoint Security for Mac 

「Kaspersky Endpoint Security for Mac」に対するライセンス登録方法は以下ナレッジベースをご参照くだ
さい。 

 
[Kaspersky Endpoint Security 11 for Mac のライセンス情報ファイルのアクティベーション方法] 
https://support.kaspersky.co.jp/15311 
 
 
 

  

https://support.kaspersky.co.jp/12420
https://support.kaspersky.co.jp/15311
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6. ライセンス登録方法（ライセンス情報ファイルを使用） 

本章では、アプリケーション毎に「ライセンス情報ファイル」を使用したライセンスの登録方法についてご説明します。 
事前にエンドポイント用のライセンス情報ファイルを、各デバイス上の任意のフォルダーへ格納してください。 

6.1. Kaspersky Security Center 

「Kaspersky Security Center（KSC）」に対して、「ライセンス情報ファイル」によるライセンスの登録を行う
手順についてご説明します。 

KSC に対してライセンスを登録することで、管理下にあるデバイスに対して自動的にライセンスを適用することがで
きます。 

 

6.1.1. 「管理サーバークイックスタートウィザード」によるアクティベート 

KSC をインストールすると「管理サーバークイックスタートウィザード」が自動的に起動し、ウィザード内でライセンス
の登録を行うことができます。 
以下に、「管理サーバークイックスタートウィザード」にてライセンスを登録するまでの手順をご説明します。 

(1) 「管理サーバー「KSC」のクイックスタートウ
ィザードへようこそ」の画面にて、「次へ」をク
リックします。 
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(2) 追加コンポーネントを設定します。 
管理下となるデバイスにモバイルデバイスが
ある場合に変更を加えてください。 
 
ここでは既定値のまま「次へ」をクリックしま
す。 

 
(3) アクティベート方法を選択します。 

ライセンス情報ファイルを使用するため、「ラ
イセンス情報ファイルでアクティベーション
をアクティベートする」を選択します。 
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(4) 事前にサーバー上にライセンス情報ファイル
を格納します。 
 
ライセンス情報ファイルを選択するため、
「参照」をクリックします。 

 
ライセンス情報ファイルを選択し、「開く」を
クリックします。選択するライセンス情報ファ
イルは、compatibility_list.txt を確認
し、選択します。 
 
Appendix 1.1 「カスペルスキーのサイト
を使用してアクティベーションコードから生成
する方法」を参照  

(5) 「管理対象デバイスにライセンスを自動的
に導入する」にチェックを入れ、「次へ」をクリ
ックします。 
 
このチェックを入れることで、管理下のデバ
イスに対し自動的にライセンスの適用が行
われます。 

 
 
以上になります。ウィザードを進め初期設定を完了してください。 
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6.1.2. 「ライセンスの追加ウィザード」によるアクティベート 

KSC のインストール後や、更新したライセンスを登録する場合は、「ライセンスの追加ウィザード」にて行います。 
(1) 管理コンソールにて「カスペルスキーのライセ

ンス」を開きます。 
右画面にて「アクティベーションコードまたは
ライセンスの追加」ボタンをクリックします。 

 
(2) アクティベート方法を選択します。 

ライセンス情報ファイルを使用するため、「ラ
イセンス情報ファイルでアクティベーション
をアクティベートする」を選択します。 
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(3) 事前にサーバー上にライセンス情報ファイル
を格納します。 
 
ライセンス情報ファイルを選択するため、
「参照」をクリックします。 

 
(4) ライセンス情報ファイルを選択し、「開く」を

クリックします。 
 
選択するライセンス情報ファイル情報は、
compatibility_list.txt を確認し、選択
します。 
 
Appendix 1.1 「カスペルスキーのサイト
を使用してアクティベーションコードから生成
する方法」を参照 

 
(5) 「管理対象デバイスにライセンスを自動的

に導入する」にチェックを入れ、「次へ」をクリ
ックします。 
 
このチェックを入れることで、管理下のデバ
イスに対し自動的にライセンスの適用が行
われます。 
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(6) 正常に完了したことを確認し、「完了」をク
リックします。 

 
(7) ライセンスが登録されたことを確認します。 

 
 
以上になります。 
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6.1.3. ライセンス更新タスクを使用したライセンスの配布 

「ライセンス更新」タスクを実行することにより、KSC からライセンス情報ファイルを配布できます。 
ライセンスの有効期限前にデバイスに対してライセンスを置き換えることもできます。 
 
7.1.1、7.1.2 の手順で、「管理対象デバイスにライセンスを自動的に導入する」にチェックを付けている場合、こ

のタスクを適用しなくても、KSC に接続したデバイスにライセンスが自動的に適用されます。 
チェックを外している場合や、手動で管理下のデバイスに対してライセンスを適用したい場合、以下手順を実施し

てください。 
配布するライセンスは、「カスペルスキーのライセンス」へ登録されていることを前提とします。 
 

(1) 管理コンソールにて「カスペルスキーのライセ
ンス」を開きます。 
右画面にて「ライセンスを管理対象デバイ
スに導入」ボタンをクリックします。 

 
(2) アクティベーションを実施するアプリケーショ

ンを選択し、「次へ」をクリックします。 
ここでは「Kaspersky Endpoint Secu-
rity for Windows（11.0.0）」を指定
しています。 
 
複数のアプリケーションやバージョンを使
用している場合は、全てのアプリケーショ
ン、バージョンに対してタスクを作成し、実
行する必要があります。 
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(3) 「ライセンス情報ファイルまたはライセンス」に
チェックを入れ、「選択」ボタンをクリックしま
す。 
「Kaspersky Security Center の保管
領域のライセンス情報ファイル」を選択しま
す。 

 
(4) リストから適用するライセンスを選択し、

「OK」をクリックします。 

 
(5) このライセンスを置き換えるか、予備として

登録するか選択します。 
「このライセンスを予備のライセンスとして
追加」にチェックを入れた場合、予備のライ
センスとして登録され、既存ライセンスの有
効期限が切れたタイミングでこのライセンス
へ置き換わります。 
 
チェックが無い場合、タスク実行後このライ
センスへ置き換わります。 
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(6) ライセンスを更新する対象となるデバイスを
選択します。 
ここでは「ネットワークの管理サーバーによっ
て検出されたデバイスを選択する」をクリック
します。 

 
(7) ここでは全グループ配下のデバイスを対象

「管理対象デバイス」にチェックを入れ、「次
へ」をクリックします。 
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(8) タスクの実行スケジュールを設定します。 
ここでは「手動」で実行するよう設定しま
す。 
 
また、「未実行のタスクを実行する」にチェッ
クを入れます。 
これを設定することで、タスク実行時にデバ
イスがシャットダウンされていても、起動後に
タスクが開始されます。 
 
設定後、「次へ」をクリックします。 

 
(9) 任意のタスク名を入力し、「次へ」をクリック

します。 
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(10) 正常にタスクが作成されたことを確認
し、「完了」をクリックします。 

 
(11) 手動でタスクを実行するため、タスクを

選択し、「開始」をクリックします。 

 
 
以上になります。  
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7. デバイスに直接ライセンス登録する方法(ライセンス情報ファイルを使用) 

7.1. Kaspersky Endpoint Security for Windows 

「Kaspersky Endpoint Security for Windows（KES）」に対して、「ライセンス情報ファイル」によるライセ
ンスの登録を行う手順についてご説明します。 
(1) KES コンソールを開きます。 

右下にある「ライセンス」をクリックします。 

 
(2) 「新規ライセンスによる製品のアクティベー

ション」をクリックします。 
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(3) 「ライセンス情報ファイルによるアクティベー
ション」にチェックを入れ、「次へ」をクリックし
ます。 

 
(4) 「参照」ボタンをクリックします。 
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(5) 事前に用意したライセンス情報ファイルを
選択し、「開く」をクリックします。 
 
選択するライセンス情報ファイルは、
compatibility_list.txt を確認し、選択
します。 
Appendix 1.1 「カスペルスキーのサイト
を使用してアクティベーションコードから生成
する方法」を参照 

 
(6) ライセンス情報が表示されることを確認し、

「次へ」をクリックします。 
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(7) 正常に登録されたことを確認し、「終了」を
クリックします。 

 
(8) ライセンスが正常に登録されたことを確認

し、「閉じる」をクリックします。 

 
 
以上になります。 
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7.2. Kaspersky Security for Windows Server 

「Kaspersky Security for Windows Server（KSWS）」に対して、「ライセンス情報ファイル」によるライセ
ンスの登録を行う手順についてご説明します。 
(1) KSWS のコンソールを開きます。 

「ライセンス」を選択し、右画面にて「ライセ
ンス情報ファイルの追加」をクリックします。 

 
(2) 「参照」をクリックします。 

 
(3) 事前に用意したライセンス情報ファイルを

選択し、「開く」をクリックします。 
 
選択するライセンス情報ファイルは、
compatibility_list.txt を確認し、選択
します。 
Appendix 1.1 「カスペルスキーのサイト
を使用してアクティベーションコードから生成
する方法」を参照 
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(4) ライセンス情報が表示されることを確認し、
「OK」をクリックします。 

 
(5) ライセンスが「使用中」と表示されることを

確認します。 

 
(6) ライセンスのプロパティを開くと、有効期限

などの詳細情報が表示されます。 

 
 
以上になります。 
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7.3. Kaspersky Endpoint Security for Linux 

「Kaspersky Endpoint Security for Linux（KESL）」に対して、「ライセンス情報ファイル」によるライセンス
の登録を行う手順についてご説明します。 

7.3.1. KESL コンソールによるライセンスの登録 

(1) KESL のコンソールを開きます。 
画面下にある「現在のライセンスがありませ
ん」をクリックします。 
※ ライセンスの適用状況により表示され

ている内容は異なります。 

 
(2) 「追加」をクリックします。 
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(3) 「ライセンス情報ファイルを指定」をクリックし
ます。 

 
(4) ライセンス情報ファイルを選択し、「Open」

をクリックします。 
 
選択するライセンス情報ファイルは、
compatibility_list.txt を確認し、選択
します。 
Appendix 1.1 「カスペルスキーのサイト
を使用してアクティベーションコードから生成
する方法」を参照 

 

 
(5) ライセンス情報が表示されることを確認し、

「アクティベート」をクリックします。 
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(6) 右記にように、ライセンスが登録されたこと
を確認します。 

 
(7) ライセンスが登録されており、有効期限が

表示されていることを確認します。 

 
 
以上になります。 
 

7.3.2. コマンドによるライセンスの登録 

(1) /opt/Kaspersky/kesl/bin ディレクトリ
へ移動します。 
 

 

(2) 以下コマンドを実行し、ライセンス情報ファ
イルを登録します。 
 
/kesl-control --install-active-key  
<ライセンス情報ファイル> 
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(3) 正常にインストールされた旨のメッセージが
表示されることを確認します。 

 

 

(4) 以下コマンドを実行することで、登録されて
いるライセンスを確認することができます。 
 
/kesl-control –L -query 

 
 
以上になります。 
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7.4. Kaspersky Security for Mobile 

「Kaspersky Security for Mobile」に対するアクティベート方法は以下ナレッジベースをご参照ください。 
 
[Kaspersky Security 10 for Mobile のアクティベート方法] 
https://support.kaspersky.co.jp/12420 
 

7.5. Kaspersky Endpoint Security for Mac 

「Kaspersky Endpoint Security for Mac」に対するアクティベート方法は以下ナレッジベースをご参照くださ
い。 

 
[Kaspersky Endpoint Security 11 for Mac のライセンス情報ファイルのアクティベーション方法] 
https://support.kaspersky.co.jp/15311 
 
 
 

  

https://support.kaspersky.co.jp/12420
https://support.kaspersky.co.jp/15311
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Appendix 

1. ライセンス情報ファイル（.key）を生成する方法 

本章では、ライセンス情報ファイルを生成する方法についてご説明します。 
 

1.1. カスペルスキーのサイトを使用してアクティベーションコードから生成する方法 

インターネットに接続できない環境でカスペルスキー製品をご使用いただく場合、ライセンス情報ファイルによるアク
ティベーションが必要となります。 

Web から評価版ライセンスをお申込みいただいてアクティベーションコードしかない場合や、KSC を使用していな
い場合は、弊社にて用意しているサイトを使用してライセンス情報ファイルを生成することができます。 

 
(1) 以下 URL にアクセスします。 

 
https://keyfile.kaspersky.com/ja/ 

 

 
(2) アクティベーションコード、受信用メールアド

レスを入力します。 
画像の文字列を入力し、使用許諾にチェ
ックを入れ、「キーの入手」ボタンをクリックし
ます。 

 

https://keyfile.kaspersky.com/ja/
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(3) 正常に処理が完了したことを確認します。 

 
(4) 指定した受信用メールボックスを確認しま

す。 
ライセンス情報ファイルが添付されたメール
が受信されていることを確認します。 

 
(5) 添付ファイルを解凍し、ライセンス情報ファ

イルが格納されていることを確認します。 
 
compatibility_list.txt には 
キーファイルの用途が記載されています。 

 

 
 
以上になります。 
※ メールが受信されない場合やメールに添付ファイルが存在しない場合、メールサーバーで削除されている可

能性があります。 
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2. KSCにMDM、KVPMのライセンスを登録する方法 

MDM や KVPM の機能を利用するためには、ライセンスを「カスペルスキーのライセンス」へ登録するだけではなく、
KSC に対して登録する必要があります。 

 
本章では、KSC に対してMDM、KVPM のライセンスを登録する手順をご説明します。 
MDM、KVPM用のライセンスは、「カスペルスキーのライセンス」へ登録されていることを前提とします。 
 

(1) 管理コンソールにて「管理サーバー」をミリク
リックし、「プロパティ」を選択します。 

 
(2) 「ライセンス」セクションを開きます。 
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(3) 「Security Center」と記載されているライ
センスを選択し、「OK」をクリックします。 

 
(4) 右記のダイアログが表示されます。 

●「はい」を選択した場合︓ 
初期設定ウィザードが起動します。ウィザー
ドに従い設定を実施してください。 
 
●「いいえ」を選択した場合︓ 
「プロパティ」画面に戻ります。 
 

 

(5) ライセンスが登録されると、右記のようにラ
イセンス情報が表示されます。 
「詳細」をクリックすると、ライセンスの詳細
が表示されます。 
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(6) ライセンスの詳細画面です。 
右記の例では、MDM と KVPM のライセン
スが含まれております。 

 
 
以上になります。 
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