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ここでは、以下の内容を説明します。
･インストール後にしていただきたいこと
･画面の表示方法と種類
･追加されるメニューやアイコン
･脅威などの通知と対処方法

お使いになる前に

1章･お使いになる前に

1章
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製品のインストールとアクティベーションが完了し、以下のメイン画面が表示されたら、必ず、以下の一連の作業を行ってください。

インストール・アクティベーション後にしていただきたいこと

脅威情報のデータベースを最新の状態にします。
P.36･「3章･定義データベースのアップデート」

インストール時に推奨の設定項目があれば、･
メイン画面に表示されます。
画面の指示に従って対応することをおすすめ･
します。

主な推奨項目
バナー広告対策を有効にしてください
P.116･「バナー広告を表示しない（バナー広告
対策）」

パソコンの完全スキャンを実行して、･
脅威を取り除きます。
P.22･「スキャンを開始する」

準備完了

STEP1：アップデート

STEP2：完全スキャン

STEP3：推奨項目の確認と対応

1章-1

インストール・
アクティベーション完了

STEP1 STEP2 STEP3
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メイン画面を表示する1章-2

製品をインストールすると、スタートメニューに製品のメニューが表示されます。
また、デスクトップのショートカット･ ･アイコン、通知領域の･ ･アイコンなどが追加されます。
これらのアイコンをクリックすると、メイン画面が表示されます。

スタートメニューの･
･アイコン

デスクトップのショートカット･ ･アイコン

通知領域の･ ･アイコン
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メイン画面の構成1章-3
カスペルスキー･インターネット･セキュリティ･2021（以下、「本製品」）のメイン画面の構成、･
メイン画面から呼び出せる各種機能の画面について概要を紹介します。

メイン画面
メイン画面のメニューをクリックして、さまざまな機能を利用できます。

通知領域：
パソコンの安全状態が一目でわかるよ
うに、色で表示されています。
緑色：安全　黄色：重要　赤色：緊急
･P.9･「本製品の通知から安全状態
を確認する」
［詳細］をクリックすると、「通知セン
ター」画面で、パソコンの保護状態や･
見つかった脅威などを確認できます。

操作履歴・閲覧履歴の削除、隔離された脅威の確認・削除など、･
各種の便利な機能を利用できます。

カスペルスキーのテクニカルサポート
サービスを利用できます。

各種の設定をします。
･P.92･「7章･脅威に対する保護（プロテクション）の設定」

表示中の画面や機能に関するオ
ンラインヘルプが表示されます。

ライセンスの状態や残り日数が
表示されます。

スキャンやアップデートなどの
よく使われる機能を設定・利用
します。
･P.14･「各機能の画面を表示
する」
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操作中の画面からメイン画面に戻る
操作画面の左上に表示された･ ･をクリックし、･
メイン画面が表示されるまで繰り返します。

メイン画面を閉じる
操作画面の右上に表示された･ ･をクリックし、メイン画面を閉じます。
保護された状態でメイン画面を閉じても、･
カスペルスキー･インターネットセキュリティが無効になることはありません。
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本製品の通知から安全状態を確認する1章-4
パソコンの安全状態はメイン画面に色で表示されています。
その他、脅威を検知したりWebサイトへのリンクの安全度を調査すると、その情報が画面に通知されます。

緑色：安全 黄色：重要

赤色：緊急
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▶▶黄色や赤色の通知が表示された場合は
脅威の通知があったときは、画面の指示に従って脅威を処理してください。

緊急通知のメッセージを確認し、［詳細］をクリックする1
［通知センター］画面が表示されます。

▶▶ ▶［緊急］通知の対処例

［通知センター］画面の説明を読み、指示に従って操作する2
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ポップアップやパソコンの通知領域の通知
ウイルス／マルウェア／アプリケーションの不審な動作などの脅威を検知すると、メイン画面の警告通知の他、タスクトレイに通知がポップアップ表
示されます。検知した脅威のほとんどは自動的に処理されますが、ユーザーによる処理方法の判断が必要なことがあります（アプリケーションの動作
許可や、駆除できないオブジェクトの隔離など）。そのような場合はメッセージ内容を確認し、画面の指示に従って対処してください。･

脅威の処理方法選択の例 通知領域のポップアップの例通知領域のポップアップの例

トースト通知の例（Windows 10）

通常は、本製品が推奨する動作が選択されています。特に必要がなければ、推奨設定に従ってください。
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危険サイト診断
本製品をインストールすると、［Kaspersky･Protection･Toolbar］のアドオン（プラグイン）がWebブラウザーに追加されます。Webブラウザーで
閲覧中に、リンク先のWebサイトが安全かどうか確認できます（危険サイト診断）。･
チェックされたリンク先には、次のいずれかのアイコンが表示されます。

：リンク先のWebサイトは安全です。
：リンク先のWebサイトの安全性は不明です（情報がありません）。
：リンク先のWebサイトは危険です。
：リンク先のWebサイトは、パソコンや個人情報に損害を与えるために使用される可能性があります。

アイコンにマウスポインターを合わせると、次のような診断結果が表示されます。

危険サイト診断の設定について、詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。

最新の対応ブラウザーの種類とバージョンは、弊社ウェブサイト（https://kmps.jp/sysw）をご覧ください。

https://kmps.jp/sysw
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ライセンスの期限切れが通知されたときは
ライセンスの有効期間終了日が近づくと、メイン画面やポップアップなどにお知らせが表示されます。･
本製品の画面から、ライセンス購入やライセンス更新、または体験版から製品版への移行などができます。

ライセンス更新の手順については、P.136･「製品ライセンスを更新する」をご覧ください。
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メイン画面のメニューやボタンをクリックすると、各機能のメニュー画面が表示されます。

各機能の画面を表示する1章-5

スキャン
パソコンがウイルスやマルウェア（悪意のあるソフトウェア）･
などの脅威に感染していないかチェック（スキャン）します。
パソコンだけでなく、USBメモリなどの外付けメディアもスキャンして、･
パソコンを感染から守ることができます。
メイン画面で［スキャン］をクリックすると、･
次の［スキャン］画面で以下の操作ができます。･
P.20･「2章･スキャンの実行と設定」
･各種スキャンの実行
･スキャンスケジュールの設定
･スキャンの詳細レポートの確認

アップデート
カスペルスキーでは、さまざまな脅威の情報を集めた定義データベースと、･
ソフトウェアを強化・修正するモジュールをインターネット経由で提供しています。･
これらのアップデートは定期的に自動で行われますが、･
しばらくパソコンを使っていなかったときなどは、･
手動でアップデートすることができます。
メイン画面で［アップデート］をクリックすると、･
次の［アップデート］画面で以下の操作ができます。･
P.36･「3章･定義データベースのアップデート」
･定義データベースのアップデート実行
･前回のアップデートの確認
･アップデートスケジュールなどの設定
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ネット決済保護
インターネットバンキングやオンラインショッピングを利用するときに、特別な保護モードでブラウザーやパソコンを保護します。･
不正送金や個人情報の流出を防ぎ、安心してネット決済ができます。
また、専用のソフトウェアキーボードを使ってキーボードの入力が盗み見されるのを防ぎ、マウスクリックで安全に個人情報を入力できます。

メイン画面で［ネット決済保護］をクリックすると、･
次の［ネット決済保護］画面で以下の操作ができます。･
P.40･「4章･ネット決済の保護」
･保護したいネット決済保護対象サイトの追加
･登録済みネット決済サイトの表示
･セキュリティキーボードの表示

ネット決済保護対象未登録の場合



16

プライバシー保護
ネット上のプライバシーを守る以下の2つの機能が用意されています。

▶▶Webカメラ保護
パソコンに備え付けられたWebカメラへの不正アクセスを防止し、･
Webカメラの遠隔操作でパソコンの周囲の様子をのぞき見られることを防ぎます。

▶▶Webトラッキング防止
Webサイトを閲覧すると、閲覧時の行動パターンや履歴などの情報が残ります。･
サイトや広告事業者、Web解析サービスなどがこの情報を手掛かりにして･
訪問者の行動を追跡（トラッキング）し、広告やマーケティング目的などに･
利用することがあります。このようなトラッキングを防ぎます。
メイン画面で［プライバシー保護］をクリックすると、･
次の［プライバシー保護］画面で以下の操作ができます。･
P.51･「5章･プライバシーの保護」
･Webカメラへのアクセスのブロック
･Webトラッキングの防止
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保護者による管理
パソコンやインターネットをお子さまが使用できる時間・範囲を管理し、･
有害サイトなどの危険からお子さまを守ります。
メイン画面で［保護者による管理］をクリックすると、･
次の［保護者による管理］画面で以下の操作ができます。･
P.119･「8章･お子さまのパソコン利用制限」
･管理するユーザーの選択
･お子さまの安全なインターネット利用のための機能制限設定

マイ▶カスペルスキー
メイン画面で［マイ･カスペルスキー］をクリックすると、［マイ･カスペルスキー］画面が･
表示されます。･
マイカスペルスキーに接続して、リモート操作でパソコンのスキャン・設定・保護などを･
実行する機能です。詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。
マイ･カスペルスキーに接続するには、マイ･カスペルスキーにログイン、またはアカウント･
を作成します。
P.146･「9章-5･マイ･カスペルスキーにログインする／アカウントを作成する」

初めて保護者による管理を利用するときは、管理機能を無効にされないように･
パスワードを設定します。パスワードを設定すると、右の画面が表示されます。
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設定
各機能のオン／オフや詳しい設定を行ったり、設定が変更されないよう･
パスワードでロックしたりすることができます。

メイン画面左下の･ ［設定］をクリックすると、
次の［設定］画面で、本製品の各種設定ができます。･
P.92･「7章･脅威に対する保護（プロテクション）の設定」

便利ツール
個人情報を守り安全にパソコンを利用するためのさまざまな追加機能を･
ご利用いただけます。また、本製品の動作レポートや、本製品をさらに･
使いこなしたい方のためのモニタリングツールも用意されています。
メイン画面で［便利ツール］をクリックすると、･
次の［便利ツール］画面から各種の便利なメニューを呼び出せます。･
P.68･「6章･便利ツールの活用」
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オンラインヘルプを参照する1章-6
操作画面や機能に関するオンラインヘルプを、お使いのパソコンの画面で確認することができます。

1   メイン画面や操作中の外面の右上にある  をクリックする
お使いのパソコンの画面に、操作方法や解説などのオンラインヘルプが表示されます。



2章

2章･スキャンの実行と設定

スキャンの実行と設定
 ウイルスやマルウェア（悪意のあるソフトウェア）など、パソコンへの脅威をスキャンします。

自動スキャンについて
本製品をインストールすると、パソコンを自動的にスキャンするようになります。
ここでは、インストール直後などに実施する手動スキャンについて説明します。
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スキャンの種類2章-1
メイン画面で［スキャン］をクリックすると、［スキャン］画面が表示されます。この画面から、以下のスキャンを実行できます。

スキャンの種類 説明

簡易スキャン システムメモリやOS起動時に読み込まれるプログラムなど、
パソコンが安定動作するために重要なデータをスキャンします。

完全スキャン システムメモリ、外付けドライブなど、パソコン全体を･
スキャンします。

カスタムスキャン ファイルやフォルダー、ドライブなど、スキャンする範囲や･
対象を個別に選択してスキャンします。

外付けデバイスのスキャン USBフラッシュメモリやメモリカードなどの外付けデバイスを
セットした場合に、外付けデバイス内をスキャンします。

ぜい弱性スキャン ウイルス感染や攻撃・侵入の原因となるアプリケーションの･
弱点（ぜい弱性）をスキャンします。

その他、右クリックメニューからスキャンを実行することもできます。･
P.27･「右クリックメニューからのスキャン」
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完全スキャン／簡易スキャン
1   メイン画面の［スキャン］をクリックする
［スキャン］画面が表示されます。

2   実行したいスキャンのメニュー内にある［スキャンする］
  をクリックする
･ スキャンが開始されます。
･ スキャン中は、進行状況とスキャンしたファイル数が表示されます。

スキャンを開始する2章-2
各スキャンは、以下の手順で開始します。

･ スキャンが完了すると、結果が表示されます。

！ ドライブやファイル容量およびお使いのパソコンの性能などによっては、スキャンの･
終了までに時間がかかります。なお、2回目以降のスキャンは差分のみをスキャン･
するため、初回よりも短い時間でスキャンが完了します。

！ スキャンの前に、本製品の定義データベースが最新の状態であることを確認してください。最新でない場合は、スキャンの前にアップデートをしてください。
P.36･「3章･定義データベースのアップデート」

･ スキャン中は、操作画面を閉じてもかまいません。バックグラウンドでスキャンが実行されます。
･ スキャンを中止するには、スキャン中の画面で をクリックしてください。
･ スキャンのスケジュールを設定（P.28･「スキャンのスケジュールを設定する」）すると、指定した日時に自動的にスキャンが実行されます。
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ぜい弱性スキャン
ぜい弱性とは、プログラムに含まれるセキュリティ上の弱点のことです。ウイルス感染や攻撃・侵入を引き起こす原因となります。･
ぜい弱性スキャンを実行すると、このような弱点を明らかにできます。

1   メイン画面の［スキャン］をクリックする
［スキャン］画面が表示されます。

2   ［ぜい弱性スキャン］エリアの［スキャンする］をクリックする
スキャンが開始されます。
スキャン中は、進行状況とスキャンしたファイル数が表示されます。

3   ぜい弱性があるアプリケーションが見つかった場合は、スキャン結果のメッセージをクリックする

4   ぜい弱性があるアプリケーションを選択し、必要に応じてぜい弱性を修正する

詳細
カスペルスキーの脅威情報サイトがブラウザーで開きます。
ぜい弱性に関する情報を確認し、必要に応じて最新版にアップデートするなどの対処をすることを･
おすすめします。

除外リストに追加 選択したソフトウェアが除外リストに登録され、ぜい弱性スキャンの対象から外されます。
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カスタムスキャン
1   メイン画面の［スキャン］をクリックする
［スキャン］画面が表示されます。

2   ［カスタムスキャン］エリアの［選択］をクリックする
････････

3    スキャンしたいファイルやフォルダーをクリックし、 
  「選択」をクリックする

画面を下方向にスクロールすると表示されます。

左側に>が表示されているフォルダーなどの項目は、･
ダブルクリックして内容を表示させることができます。
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4   ［カスタムスキャン］エリアの［スキャンする］をクリックする
････････スキャンが開始されます。･
････････スキャン中は、進行状況とスキャンしたファイル数が表示されます。
････････スキャンが完了すると、結果が表示されます。
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画面を下方向にスクロールすると表示されます。

外付けデバイスのスキャン
パソコンにUSBメモリや外付けハードディスクなどの外付けデバイスを接続すると、初期設定では自動的にスキャンが実行されます。

▶▶外付けデバイスを手動でスキャンするには

1   メイン画面の［スキャン］をクリックする
［スキャン］画面が表示されます。

2   ［外付けデバイスのスキャン］エリアの［スキャンする］ 
 をクリックする

････････

USBメモリなどの外付けデバイスをパソコンに接続したときに、そのドライブ内をスキャンするかどうか、
どのようにスキャンするかなどの設定を変更することができます。

スキャンが開始されます。
スキャン中は、進行状況とスキャンしたファイル数が表示されます。
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右クリックメニューからのスキャン
1   スキャンするファイルやフォルダー、またはドライブを右クリックして、

  メニューから［スキャン］を選択する
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日時などのスケジュールを設定して、バックグラウンドで自動的にスキャンを実行することができます。パソコンを安全に使うために、スケジュールを
設定して定期的にスキャンすることをおすすめします。完全スキャン／簡易スキャン／ぜい弱性スキャン／カスタムスキャンに対して、個別に以下の･
項目を設定できます。

スキャンのスケジュールを設定する2章-3

1   メイン画面の［スキャン］をクリックする
［スキャン］画面が表示されます。

2   設定したいスキャンエリアの  をクリックする
･･･････

3   ［スキャンスケジュール］をクリックする

画面を下方向にスクロールすると表示されます。



29

4   ［スキャン］欄をクリックし、
      リストからスキャンの実行タイミングを選択する

5   選択したタイミングに応じて、
      スキャン実行日・曜日・時刻などを指定して［OK］をクリックする

▶▶コンピューターがオフの場合、スケジュールされたスキャンを▶
翌日に実行する
オン  にすると、スキャンが実行されなかった場合に実行可能な状態になった
時点でスキャンを実行します。スキャンの指定日時にコンピューターを起動して
いなかった場合などに役立ちます。
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6   ［保存］をクリックして変更した設定を保存する
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［設定］画面から、スキャンの強度（セキュリティレベル）と脅威検知時の処理方法を設定できます。

セキュリティレベルや処理方法などを設定する2章-4

セキュリティレベルを設定する
セキュリティレベルは、スキャンするファイルの種類やスキャンする範囲などの条件を組み合わせた、スキャン設定のセットのことです。･
パソコンの動作環境や、使用する環境に合わせて、セキュリティレベルを変更できます。

1   メイン画面左下の ［設定］をクリックする

！ 通常は、既定値の［推奨］をお使いください。

「パスワードによる保護」が表示されたときは
すでにパスワードを設定している場合は、設定済みのパスワードを入力します。

P.120･「管理用のパスワードを作成する」
P.95･「設定や保護機能をパスワードで保護する」

2   左メニューから［スキャン］をクリックし、 
 セキュリティレベルを設定したいスキャンの種類を選択する
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高 セキュリティが最も高いレベルです。
感染する危険性が高い環境で使用する場合におすすめです。

推奨 セキュリティとパソコンへの負荷がバランスのとれたレベルです。
オフィスや家庭など、一般的な環境で使用する場合におすすめです。

低 パソコンへの負荷は一番軽くなりますが、セキュリティが最も低いレベルです。

スライダーをドラッグするか、
バー上をクリックします。

3    ［セキュリティレベル］のスライダーを動かしてレベルを選択する

4    ［保存］をクリックして変更した設定を保存する
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脅威検知時の処理方法を設定する
スキャンの実行中にウイルスなどの脅威が検知された場合、どのように駆除や削除を行うかを設定します。

1   メイン画面左下の ［設定］をクリックする
［設定］画面が表示されます。

2   左メニューから［スキャン］を選択する

3   セキュリティレベルを設定したいスキャンの種類を選択する
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［脅威の検知時の処理］を選択する4

自動処理 カスペルスキーが推奨する処理で自動的に処理されます。

駆除、駆除できない
場合は削除

検知された脅威が駆除されます。駆除できなかった場合は、･
オブジェクトごと削除されます。

駆除、駆除できない
場合はブロック

検知された脅威が駆除されます。駆除できなかった場合は、･
オブジェクトへのアクセスがブロックされます。

通知 疑わしい処理が検知された場合、通知画面が表示されます。

［脅威の検知時の処理］の選択項目は、［脅威の処理方法］の［推奨される処理を
自動的に実行する］のオン/オフ設定で異なります。
P.93･「保護（プロテクション）機能全般の設定をする」

▶▶［推奨される処理を自動的に実行する］がオン▶ ▶の場合：
［脅威の検知時の処理］には［自動処理］が表示されています。脅威の検知時の
処理を設定してください。
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検知時に手動選択 検知すると通知画面が表示されるので、処理方法を･
指定します。

駆除、駆除できない
場合は削除

検知された脅威が駆除されます。駆除できなかった場合は、
オブジェクトごと削除されます。

駆除、駆除できない
場合はブロック

検知された脅威が駆除されます。駆除できなかった場合は、
オブジェクトへのアクセスがブロックされます。

通知 疑わしい処理が検知された場合、通知画面が表示されます。

▶▶［推奨される処理を自動的に実行する］がオフ▶ ▶の場合：
［脅威の検知時の処理］には［検知時に手動選択］が表示されています。･
脅威の検知時の処理を設定してください。

5    ［保存］をクリックして変更した設定を保存する



定義データベースのアップデート
新種のウイルス、トロイの木馬、その他悪意あるプログラムが、毎日何十万と発生しています。
こうした脅威に対抗するため、カスペルスキーでは、
定義データベースとソフトウェアを強化・修正するモジュールをインターネット経由で提供しています。
インストールした後は、必ず定義データベースをアップデートして、常に最新の情報でパソコンを守ることが重要です。

3章

3章･定義データベースのアップデート
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［アップデートする］をクリックする2
アップデートの進行状況が表示されます。

メイン画面で［アップデート］をクリックする1

定義データベースを手動でアップデートする3章-1
初期設定では、アップデートが必要かどうかを定期的に自動で確認し、更新情報があればアップデートされます。この場合、操作画面は表示されません。
長期間パソコンを起動しなかったときなどは、定義データベースのアップデートを促すメッセージが表示されます。
この場合は、手動で定義データベースをアップデートしてください。

アップデートするには、パソコンがインターネットに接続できる状態にしてください。

再起動の通知が表示されたときは、パソコンを再起動してください。

定義データベースのアップデートが完了すると、･
「定義データベースは最新です」と表示されます。

［アップデート］画面が表示されます。
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［定義データベースのアップデートの方法の設定］をクリックする2

アップデートのスケジュールを設定する
アップデートのスケジュールを設定します。初期設定では、自動的にアップデートが実行されます。
通常はこのまま使用してください。

［アップデート］画面の「実行方法」欄の実行方法をクリックする1
［アップデートの設定］画面が表示されます。

［実行方法］画面が表示されます。

3章-2
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［アップデート］欄をクリックし、
リストからアップデートの実行タイミングを選択する

3

選択したタイミングに応じて、アップデート実行日・曜日・時刻などを
指定する

［OK］をクリックしたら、［保存］をクリックして変更した設定を保存する

4

5

［スキップしたスケジュールタスクを後で実行する］：
チェックを付けると、アップデートが実行されなかった場合、実行可能な状態になった
時点ですぐにアップデートを実行します。･
アップデートを指定した日時にパソコンを起動していなかった場合などに役立ちます。



ネット決済の保護
インターネットバンキングやオンラインショッピングを利用するときに、
ネット決済で使用するパソコンやブラウザーを保護し、不正送金や個人情報の流出を防ぎます。

4章

4章･ネット決済の保護
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インターネット利用時の個人情報保護について4章-1

インターネットバンキングやオンラインショッピングを利用するときには、以下のような大切な情報を扱うことになります。

･ユーザー名、パスワード、住所、氏名、誕生日、年齢などの個人情報
･口座番号、カード番号などの決済情報

▶▶ネット決済保護
インターネット上で安全に決済ができるようにパソコンやブラウザーを保護し、個人情報の流出を防ぎます。

▶▶セキュリティキーボード
専用のソフトウェアキーボードを使用して、悪意のあるソフトウェアによる入力情報の盗み見を防ぎます。

本製品では、以下の機能を利用して大切な情報を守り、安全にネット決済できます。
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保護されたブラウザーでネット決済を利用する4章-2

保護されたブラウザーでは、以下の安全性をチェックします。

ネット決済保護機能を使うと、決済サイトにアクセスする際に、そのサイトを保護されたブラウザーで開くことができます。

･サイトに不正なプログラムが含まれていないか
･ルートキットがパソコンに存在しないか
･サイトの電子証明書（暗号化と認証に使用するSSLサーバー証明書）は安全か

保護されたブラウザーでネット決済を利用するには、次の方法があります。

決済サイトにアクセスする
初期設定では、決済サイトにアクセスすると、ネット決済保護モードでサイトを開くか確認する画面が開きます。

Webブラウザーで銀行などのサイトにアクセスし、ログインページへのリンクをクリックする1
保護されたブラウザーで開くか確認する画面が表示されます。

ルートキットとは
オペレーティングシステムの奥深くに潜み、セキュリティツールに見つからないよう特別に設計された、悪意のあるプログラムです。

すでにネット決済保護の対象として設定済みのサイトの場合は、確認画面は表示されずに、すぐにネット決済保護モードでサイトが表示されます。
P.45･「ネット決済保護対象／対象外のWebサイトを登録する」
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［保護されたブラウザーで続ける］をクリックする2
保護されたブラウザーで、ログインページが開きます。
画面の周囲が緑色の枠で囲まれ、右下には「保護されたブラウザー」と表示されます。
外部からの不正なアクセスから保護された安全な状態で取引ができます。
また、パスワードなどの個人情報を入力するときに、セキュリティキーボードを使う
ことをおすすめします。セキュリティボードを使用すれば、マウスクリックで安全に
パスワードなどの個人情報を入力することができます。
P.63･「セキュリティキーボードで個人情報を安全に入力する」

！ 画面の周囲の枠が黄色の場合、技術的な制限によって、･
保護されたブラウザーが正しく起動していません。
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［ネット決済保護］画面の一覧から選択する
ネット決済保護の対象として設定済みのサイトがある場合は、［ネット決済保護］画面に一覧表示されます。この一覧からサイトを開きます。

メイン画面で［ネット決済保護］をクリックする1

［ネット決済保護］画面で、登録済み保護対象サイトをクリックする2
保護されたブラウザーで、ログインページが開きます。

［ネット決済保護］画面が表示されます。

本製品をインストールしたあと、初めて［ネット決済保護］を起動すると、･
インストラクション画面が開いて機能の概要を説明します。
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● すでにサイトが登録されている場合
［追加］をクリックします。

● ネット決済保護の対象のサイトが一つも登録されていない場合
［ネット決済保護に追加］をクリックします。

［ネット決済保護に追加］または［追加］をクリックする2

メイン画面で［ネット決済保護］をクリックする1

ネット決済保護対象／対象外のWebサイトを登録する4章-3
ネット決済保護対象のサイトを前もって登録しておくことができます。
ネット決済保護を利用するとサイトが正しく表示されないときなどは、ネット決済保護モードで開かないよう･
対象外のWebサイトとして設定しておくこともできます。

本製品をインストールしたあと、初めて［ネット決済保護］を起動すると、
インストラクション画面が開いて機能の概要を説明します。

［ネット決済保護］画面が表示されます。
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サイトのURL、アクセス時の処理、説明を設定し、［追加］をクリックする3
［ネット決済保護］画面に、登録したサイトのURLまたは説明、アクセス時の動作が表示
されます。

ネット決済保護の
対象のWebサイト
(URL)

保護対象とするサイトのログイン用URLを入力します。

このWebサイトを
ブラウザーで･
開くとき

サイトにアクセスしたときの動作を選択します。
［保護されたブラウザーで開く］
自動的に保護されたブラウザーで開きます。

［手動で選択する］
アクセスするたびに保護されたブラウザーを使用するかどうかを選択
します。

［保護されたブラウザーで開かない］
保護されたブラウザーを使わず、通常のブラウザーで開きます。
ネット決済保護の対象から外したい場合に選択してください。

説明の追加 クリックすると、［ネット決済保護］画面の一覧に表示したい名称を
入力できます。
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登録済みサイトの  をクリックする2

4章-4 ネット決済保護対象／対象外のWebサイト情報を変更する
［ネット決済保護］画面に登録されたWebサイトの情報を変更できます。

登録したWebサイトを編集し、［保存］をクリックする3
設定内容についてはP.45･「ネット決済保護対象／対象外のWebサイトを登録する」
をご覧ください。

［ネット決済保護］画面が表示されます。

画面の右側に登録したWebサイトの編集画面が表示されます。

メイン画面で［ネット決済保護］をクリックする1

決済保護に登録したサイトを削除するには
サイト設定の編集画面で［削除］をクリックします。
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ネット決済保護機能を設定する4章-5
ネット決済保護の動作の設定やネット決済保護を使用するときに開くブラウザーの選択ができます。

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

左メニューから［プロテクション］を選択し、
［ネット決済保護］をクリックする

2

［ネット決済保護の設定］画面が表示されます。

！ ネット決済機能は初期設定でオン･ ･になっています。オフ･ ･にするとネット決済機能が無効になり、保護されたブラウザーは利用できなくなります。

［設定］画面が表示されます。
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［ネット決済保護ウィンドウから起動するブラウザー］欄をクリックし、
一覧からブラウザーを選択する

4

ネット決済で使用するブラウザーを選択します。

［ネットバンキングおよびネット決済サイトへの初回アクセス時］欄で、
インターネットバンクや決済サイトにアクセスした際の動作を選択する

3

保護されたブラウザーで開く 自動的に保護されたブラウザーで開きます。

手動で選択する アクセスするたびに保護されたブラウザーを使用するかどうか
を選択します。

保護されたブラウザーで開かない 保護されたブラウザーを使わず、通常のブラウザーで開きます。

ここで設定した内容は、初めてそのサイトにアクセスしたときのみ適用されます。
一度サイトを開くと、開いたときの設定が［ネット決済保護］画面に記録され、
以降はその設定が適用されます。

［通常使うブラウザー］とは、パソコンがブラウザーを呼び出す際、･
自動的に起動するブラウザーのことです。
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［オペレーティングシステムのぜい弱性について通知する］をオン 
（またはオフ  ）にする

5

初期設定では、オン  です。通常は、チェックを外さないでください。
オン  の場合、銀行や決済システムのサイトを開くたびに、オペレーションシステム･
のぜい弱性をチェックします。
ぜい弱性を検知すると、Windows･Update･の実行を促すメッセージが表示されます。

［保存］をクリックして変更した設定を保存する6



プライバシーの保護
この章では、プライバシーの漏えい防止に有効な4つの機能を説明します。

 Webカメラのぞき見防止
パソコンに備え付けられたWebカメラへの不正アクセスによる遠隔操作やのぞき見を防ぎます。
 Webトラッキング防止
Webサイトの操作情報が追跡･収集（Webトラッキング）されるのを防ぎます。
 プライバシークリーナー
パソコンに残るさまざまな操作履歴・閲覧履歴を削除します。操作履歴から、個人情報が漏えいするのを防ぎます。
 セキュリティキーボードによる安全な入力
マウス操作で入力できるセキュリティキーボード（本製品のソフトキーボード）を搭載しています。･
キーボードの入力内容が盗み見されるのを防ぎ、個人情報を守ります。

5章

5章･プライバシーの保護
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Webカメラによるのぞき見を防止する5章-1
パソコンに備え付けられたWebカメラへの不正アクセスを防止し、Webカメラの遠隔操作によるパソコンの周囲の様子をのぞき見られることを防ぎます。

カメラ起動時に表示されたメッセージの右側の  をクリックする1
メニューが表示されます。

［プライバシー保護］画面が表示されます。

▶▶ブロックされたアプリケーションのブロックを解除する

アプリケーションを指定してカメラの利用をブロックする
初期設定では、アプリケーションがWebカメラを使おうとすると、メッセージが表示される設定になっています。･
表示されたメッセージから、利用しているソフトウェアによるカメラのアクセスを直接ブロックすることができます。

2  ［このソフトウェアによるWebカメラへのアクセスをブロック］を 
クリックする
カメラを起動していたアプリケーションでのWebカメラへのアクセスが･
ブロックされます。

メイン画面の［プライバシー保護］をクリックする1

本機能に対応しているWebカメラの詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。
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3  ブロックを解除したいアプリケーションを選択し、 
［WEBカメラへのアクセスを許可する］をクリックする
アプリケーションのブロックが解除され、Webカメラへアクセスができます。

2  ［＊個のアプリケーションに対してWebカメラのアクセスを
ブロックしています］をクリックする



54

ソフトウェアによるカメラの使用をすべてブロックする
1  メイン画面左下の ［設定］をクリックする
［設定］画面が表示されます。

3  ［Webカメラへのアクセスをすべてブロックする］を 
クリックしてオン  にする

4  ［保存］をクリックして変更した設定を保存する
ソフトウェアによるWebカメラへのアクセスをすべてブロックします。
また、ソフトウェアがカメラにアクセスするとメッセージが表示されます。

2  左メニューから［プロテクション］を選択し、 
［Webカメラ保護］をクリックする
［Webカメラ保護の設定］画面が表示されます。

ソフトウェアがアクセスし、ブロックしたときの表示例
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Webトラッキング防止の設定をする5章-2
Webサイトを閲覧すると、閲覧時の行動パターンや履歴などの情報が残ります。サイトや広告事業者、Web解析サービスなどがこの情報を
手掛かりにして訪問者の行動を追跡（トラッキング）し、広告やマーケティング目的などに利用することがあります。
本製品には、こうした追跡を防ぐ「Webトラッキング防止」機能があります。

Webトラッキング防止機能には2つのモードがあります。

検知モード
サイト閲覧時のトラッキング（訪問者の行動追跡）を検知して回数を記録します。トラッキングはすべての･Web･サイトで許可されます。
初期設定では、検知モードがオンになっています。

ブロックモード
サイト閲覧時のトラッキング（訪問者の行動追跡）を検知して回数を記録し、さらにトラッキングをブロックします。
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Webトラッキングのデータ収集をブロックする

1  メイン画面の［プライバシー保護］をクリックする
［プライバシー保護］画面が表示されます。

2  ［データ収集をブロックする］をクリックする
［統計情報の収集のみ］（検知モード）がオフになり、･
［データ収集をブロックする］（ブロックモード）がオンになります。

［データ収集をブロックする］の下に、検知されたデータ収集の試行回数が･
表示されます。
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メイン画面左下の ［設定］をクリックする1
［設定］画面が表示されます。

左メニューから［プロテクション］を選択し、
［Webトラッキング防止］をクリックする

2

［Webトラッキング防止の設定］画面が表示されます。

Webトラッキング防止の詳しい設定をする
［Webトラッキング防止の設定］（P.55･「Webトラッキング防止の設定をする」）で「データ収集をブロックする」に設定している場合、
特定のサイトや追跡サービス（カテゴリまたはURL）をブロックの対象外として設定できます。
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Webトラッキングを
ブロックする

Webサイトにアクセスしたときに、ブラウザーが「DNT
（Do･Not･Track）」HTTP･ヘッダーをWebサイトに送信
して、行動を追跡しないようWebサイトに要求します。

カスペルスキー関連サイトの
トラッキングを許可する

カスペルスキー関連サイトによるトラッキングを許可し
ます。
［カスペルスキー関連サイト］をクリックすると、該当サ
イトが一覧表示されます。

この機能と互換性のないWeb
サイトのトラッキングを許可する

ブロックすると正常に動作しない可能性のあるサイトに
よるトラッキングを許可します。
［互換性のないWebサイト］をクリックすると、該当サ
イトが一覧表示されます。

3  データ収集をブロック／許可するサイトの設定を確認する
初期設定では次の3項目がオン  になっています。
チェックを外すとオフ  になります。
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データ収集をブロックする対象を設定する5

［保存］をクリックして変更した設定を保存する6

［データ収集をブロックする］欄の
［カテゴリと除外リスト］をクリックする

4

［カテゴリと除外リスト］画面が表示されます。

オン  にすると、ブロックの対象となります。
チェックを外すとオフ  になります。

Web解析ツール
Web解析ツール（訪問者のアクセス情報を解析するサービス）を
ブロックします。
［リストを表示］をクリックすると、一覧が表示されます。

広告事業者 広告事業者による追跡をブロックします。
［リストを表示］をクリックすると、一覧が表示されます。

Web行動追跡
Webビーコン（Webバグとも呼ばれるサイトに埋め込まれた
情報収集用の小さい画像）をブロックします。
［リストを表示］をクリックすると、一覧が表示されます。

SNS

SNSサイト（Facebookなどのコミュニティ型サイト）利用時の追跡を
ブロックします。ただし、SNSサービス自身の追跡はブロックされず、
「いいね」「+1」などの機能は利用できます。
一覧のSNSサイトごとにオン／オフを設定できます。
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開いているブラウザーをすべて閉じる1

メイン画面の［便利ツール］をクリックする2
［便利ツール］画面が表示されます。

操作履歴・閲覧履歴を削除する（プライバシークリーナー）
パソコンに残るさまざまな操作履歴を削除します。個人情報の漏えい防止に役立ててください。

プライバシークリーナーで次の履歴データを検索・削除できます。

･Webサイトの閲覧履歴・検索履歴　
･起動したプログラム、開いた／保存したファイルの情報
･Windows･のシステムイベントログ　
･ユーザー操作に関するその他の情報

5章-3
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［ユーザーの操作履歴の診断］を選択し、［次へ］をクリックする4

左メニューから［整理整頓と最適化］を選択し、
［プライバシークリーナー］をクリックする

3

［プライバシークリーナーウィザードへようこそ］画面が表示されます。

診断が開始されます。

診断中は、進行状況が表示されます。

診断が終了すると、［操作履歴の検索が完了しました］画面が表示されます。



62

［完了］をクリックする6

実行したい項目にチェックを付けてオン  にし、［次へ］をクリックする5
スクロールバーを動かして各項目を確認します。
操作履歴が消去されます。

消去が終了すると、［操作履歴の削除が完了しました］画面が表示されます。

［コンピューターを再起動する］にチェックをつけておくと、
クリック後コンピューターは自動的に再起動します。



63

セキュリティキーボードで個人情報を安全に入力する5章-4
マルウェアの中には、キー操作や表示画面から個人情報を盗むものがあります。例えば「キーロガー」と呼ばれるマルウェアは、パソコンのキー操作を記録してユー
ザー名やパスワードなどを盗みます。また「スクリーンスクラッパー」は、画面のスクリーンショットを勝手に撮影して転送します。このような第三者による個人
情報の不正収集を防ぐために、ネット決済で個人情報などを入力する際はセキュリティキーボード（本製品のソフトキーボード）を使用してください。

▶▶ブラウザーの入力欄のアイコン（クイック起動アイコン）から表示する
ブラウザーの入力欄をクリックし、入力欄に表示されるキーボードのアイコン ･
（クイック起動アイコン）をクリックします。

▶▶［ネット決済保護］画面から表示する
［ネット決済保護］画面の［セキュリティキーボード］（ ）をクリックします。

セキュリティキーボードを表示する
セキュリティキーボードを表示するには、次の操作方法があります。

！ ･ 最新の対応ブラウザーの種類とバージョンは、弊社ウェブサイト（https://kmps.jp/sysw）をご覧ください。
･ 以下の場合、セキュリティキーボードはスクリーンショットの撮影を防止できません。
－･Print･ScreenキーまたはWindowsの設定によるキーの組み合わせでキャプチャーする場合
－･保護されたブラウザーが動作していない状態でセキュリティキーボードを使用する場合（Windows･8.1の64ビット版使用時）･
その他の制限はオンラインヘルプをご覧ください。

初めてセキュリティキーボードを表示するときは、パソコンの再起動が必要です。

https://kmps.jp/sysw
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セキュリティキーボードで入力する
セキュリティキーボードは、画面上のキーをマウス操作でクリックすると、キーボードと同じように文字を入力できます。

その他、特殊キーの入力など、セキュリティキーボード独自の操作があります。

▶▶ Shift（ ）/Ctrl/Altキーを押す
Shift（ ）/Ctrl/Altキー（複数キーを同時に押す操作時に使用）は、クリックすると･
押したままの状態（緑色表示）になります。例えば、Shift（ ）キーをクリックすると、･
キーボードの英字が大文字に変わり、大文字で入力できます。再度クリックすると、･
押したままの状態が解除されます。

▶▶クイック起動アイコンを表示するWebサイトを設定する
をクリックすると、［データ入力の保護の設定］の［カテゴリ］画面が表示されます。･

ブラウザーの入力欄にセキュリティキーボードのクイック起動アイコン を表示するWebサイトなどを設定できます。

▶▶テンキーを表示／非表示にする
をクリックすると、テンキーの表示／非表示が切り替わります。

▶▶セキュリティキーボードを終了する
をクリックすると、セキュリティキーボードが終了します。
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「個人情報送信の管理」で［第三者への個人情報の送信をブロックする］に
チェックを付けてオン  にし、［個人情報リストの編集］をクリックする

個人情報が送信されないようにする5章-5
保護者による管理機能（［個人情報の制限］設定）を利用することで、フィッシング詐欺などによるサイバー犯罪からクレジットカードや
電話番号などの重要な個人情報の流出を防ぐことができます。各項目にチェックを付けてオン･ ･にして設定します。
初期設定では、項目はオフ･ ･になっています。

▶▶個人情報送信の管理
設定した個人情報の送信を制限し、クレジットカード番号やマイナンバーなどの大切な情報が流出しないようにします。･
設定した情報をデータの中に見つけると、送信をブロックし、履歴を残します。

メイン画面の［保護者による管理］をクリックする1

左メニューから［個人情報の制限］を選択する3

個人情報を管理したいWindowsアカウントの管理機能をオン にして、［制限の設定］をクリックする2

4

表示された［保護者による管理］画面で、管理用パスワードを設定してください。
P.120･「管理用のパスワードを作成する」

P.123･「［保護者による管理］機能を有効にして管理画面を表示する」

［個人情報リスト］画面が表示されます。

個人情報やマイナンバーなどの流出を避けるには
本機能をすべてのユーザーに適用することで、住所氏名・電話番号・クレジットカード番号・マイナンバーなどの個人情報が流出しないように防ぐことができます。
お子さまの管理に限らず、管理者自身も含めて個人情報の保護に役立ててください。
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第三者への送信をブロックする個人情報を指定する5
①･［個人情報リスト］画面で［追加］をクリックする。
②･表示された［個人情報の追加］画面で、第三者への送信でブロックしたい個人情報（「フィールド名」と「値」）を入力する

フィールド名 ブロックしたい情報の名前（識別用／上部の既定値をクリックするか、自由に入力します。）

値 実際にブロックしたい個人情報

③･「フィールド名」と「値」の入力が終わったら、［追加］をクリックする。
④･ブロックしたい個人情報を追加したいときは、①②③を繰り返す。
⑤･個人情報リストの登録が終わったら、画面右上の▶ ▶をクリックして画面を閉じる。

！ ･送信しようとしている文字列が、［値］に入力した文字列と完全に一致した場合のみ、送信をブロックします。
･送信しようとしている文字が、カッコやハイフンで区切られていると、設定した文字列と同じだと判別できず、･
ブロックされません。送信をブロックしたい文字列は、文字列の一部を［値］に入力することをおすすめします。

①

②

③

⑤
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［インターネット］を選択し、「Webサイトの閲覧の管理」の
2つのチェックボックスのチェックを外す

6

「Webサイトの閲覧の管理」のチェックボックスについて
保護者による管理目的でお子さまのWebサイト閲覧を制限している場合は、･
「Webサイトの閲覧の管理」の2つのチェックボックスを外してオフ･ ･にする･
必要はありません。



便利ツールの活用
本製品は、各種保護機能に加えて、お使いのパソコンをより安全で快適に活用するための
便利なツールを提供しています。この章では、各便利ツールの活用方法を説明します。
各ツールの詳しい使い方については、オンラインヘルプをご覧ください。

6章

6章･便利ツールの活用
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［便利ツール］画面を表示する6章-1

メイン画面の［便利ツール］をクリックする1

［便利ツール］画面では、ツールの一覧や動作レポートへのリンクが表示されます。
ツールや各表示欄をクリックして、さまざまな機能を利用できます。

［便利ツール］画面が表示されます。
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左メニューから利用するツールのカテゴリを選択する2

本書で説明していないツールの詳しい使い方については、オンラインヘルプを
ご覧ください。

ツールのカテゴリを選択すると、右側にツールメニューが表示されます。

ツールカテゴリ ツールメニュー
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ソフトウェアにプログラムの欠陥（バグ）が見つかると、その問題を修正した新しいバージョンが公開されることがあります。･
見つかったプログラムの欠陥がセキュリティ上の弱点（ぜい弱性）として悪用されると、･
ウイルス感染や外部からの不正侵入などを引き起こす原因となります。･
パソコンを安全に使うには、定期的にソフトウェアをアップデートして、常に最新のものを使うことが大切です。

本製品では、ソフトウェアアップデーターを使ってインストールされているソフトウェアをチェックし、アップデートします。

自動でソフトウェアをアップデートする
ソフトウェアアップデーター機能は、初期設定ではオン になっており、定期的に自動アップデートされます。

また、アップデートが必要なプログラムが見つかったとき、ソフトウェア利用（使用）許諾契約に同意が必要な場合は･
ポップアップが開いてアップデート情報の確認を促します。

▶▶自動アップデートが実行されたときのメッセージ例

インストールされているソフトウェアを更新する（ソフトウェアアップデーター）6章-2
パソコンにインストールされているソフトウェアをスキャンし、更新プログラムの有無をチェックします。･
ソフトウェアを常に最新の状態にすることで、パソコンの安全性が低下することを防ぎます。
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▶▶アップデートを促すときのポップアップ例
ソフトウェア利用（使用）許諾契約に同意が必要な場合は、ポップアップでアップデートを促すメッセージが表示されます。
ポップアップの［表示する］をクリックし、表示された画面を確認して［アップデート］を実行してください。

▶▶ソフトウェアをアップデートしたくない場合は
ソフトウェアをアップデートしたくない場合は、ソフトウェアをアップデートの対象･
から外したり、今回のアップデートをスキップしたりすることができます。
［ソフトウェアアップデーター］画面で、アップデートしたくないソフトウェアの･
［アップデート］の右横の･ ･をクリックし、表示されたメニューから設定してください。

このアプリケーション
をアップデートしない

ソフトウェアをアップデートの除外リストに登録し、アップデートを･
毎回スキップします。
また、ソフトウェアのアップデートも通知されません。手動でアップ･
デートする場合は、P.77･「アップデートの対象から外したソフト
ウェアをアップデートする」をご覧ください。

このアップデートを･
スキップする

ソフトウェアの今回のアップデートをスキップします。
次回、新しいバージョンが公開されたときに、再度アップデートを･
通知します。
このソフトウェアは、次回のアップデート通知まで除外リストに･
登録されます。
次回のアップデート通知前に手動でアップデートする場合は、P.77･
「アップデートの対象から外したソフトウェアをアップデートする」を･
ご覧ください。

［開発元のWebサイトを開く］をクリックすると、･
ソフトウェアの開発元のWebサイトにアクセスし、･
アップデートの詳しい情報を確認することができます。
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［新しい使用許諾契約書への同意が不要なときは、 
自動的にアップデートをダウンロードしてインストールする］
のチェックを外してオフ  にする

3

左メニューから［プロテクション］を選択し、
［ソフトウェアアップデーター］をクリックする

2

メイン画面左下の ［設定］をクリックする

［保存］をクリックして変更した設定を保存する

1

4

［設定］画面が表示されます。

▶▶ソフトウェアを常に手動でアップデートしたい場合は
アップデートが必要なプログラムやアプリが見つかったとき、自動でアップデートせずに、常にポップアップでアップデートを促すメッセージを･
表示させることができます。
この場合、ポップアップから手動でアップデートを実行してください。

［ソフトウェアアップデーターの設定］画面が表示されます。
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左メニューから［アプリケーションの管理］を選択し、
［ソフトウェアアップデーター］をクリックする

2

メイン画面で［便利ツール］をクリックする1

［ソフトウェアアップデーター］画面が表示されます。

手動でアップデートする
ソフトウェアアップデーターは定期的に自動でチェックしますが、手動でアップデートすることもできます。

［便利ツール］画面が表示されます。
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3 ［検索を開始］をクリックする
検索が開始されます。

検索を中止するには、検索中の画面で･ ･をクリックしてください。

4 検索が終了したら、［＊個のソフトウェアのアップデートが
見つかりました］をクリックする
アップデート可能なソフトウェアのリストが表示されます。
アップデートが必要なソフトウェアが見つからなかった場合は、･
「ソフトウェアは最新です」と表示されます。
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5 ［すべてをアップデート］または［アップデート］をクリックし、 
アップデートを実行する

［すべてをアップデート］： 
画面に表示されたすべてのソフトウェアをアップデートします。

［アップデート］： 
このソフトウェアをアップデートします。

ソフトウェアのアップデートをスキップしたい場合は、･
P.72･「ソフトウェアをアップデートしたくない場合は」をご覧ください。
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▶▶アップデートの対象から外したソフトウェアをアップデートする
［ソフトウェアアップデーター］画面で、［このアップデートをスキップする］または［このアプリケーションをアップデートしない］を選択したソフト
ウェアを、アップデート対象に戻してアップデートを実行することができます。

1  メイン画面の［便利ツール］をクリックする
［便利ツール］画面が表示されます。

2  左メニューから［アプリケーションの管理］を選択し、 
［ソフトウェアアップデーター］をクリックする
［ソフトウェアアップデーター］画面が表示されます。

3  ［ソフトウェアアップデーター］画面で 
［ソフトウェアは最新です］をクリックする
検索結果画面が表示されます。
ソフトウェアのアップデートを一度スキップしている場合は、･
［＊個の非表示にしたアップデートを表示する］というメッセージが表示されます。

4  ［＊個の非表示にしたアップデートを表示する］をクリックする
［除外リスト］画面に、ソフトウェアのアップデートをスキップし、･
非表示になっていたソフトウェアが表示されます。



78

7  ［アップデート］をクリックする
このソフトウェアのアップデートが開始されます。

6  画面右上の  をクリックする
選択したソフトウェアが［除外リスト］から削除され、･
［ソフトウェアアップデーター］画面に表示されます。

5  アップデートするソフトウェアを選択し、 
［リストから削除］をクリックする
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左メニューから［プロテクション］を選択する

アップデートする対象のソフトウェアの種類を設定する
アップデートする対象として検索するソフトウェアを設定します。

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

2

3 ［ソフトウェアアップデーター］をクリックする
［ソフトウェアアップデーターの設定]画面が表示されます。

4 ［ソフトウェアのアップデートを検索する］欄で、
オンに設定したい項目にチェックをつける

［設定］画面が表示されます。

コンピューターの安全性を
高める重要なアップデート

本製品が対応しているソフトウェアのうち、ソフトウェアの
ぜい弱性を修正してコンピューターの安全性を高める重要
なものをアップデートしたいときオンにします。

対応ソフトウェアのすべて
のアップデート

本製品が対応しているソフトウェアをすべてアップデートし
たいときオンにします。

［保存］をクリックして変更した設定を保存する5
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不要なアプリケーションやブラウザー拡張機能を削除する（PCクリーナー）6章-3
PCクリーナーを使って、パソコンにインストールされてほとんど使われていないアプリケーション、同意を得ずに隠れてインストールされた･
アプリケーション／ブラウザー拡張機能を解析し、不要なものを削除するようおすすめします。･
必要な場合は、削除せずパソコンに残しておくこともできます。

PCクリーナーは定期的に自動で実行され、対象のアプリケーション／ブラウザー拡張機能が見つかると、ポップアップが表示されます。
［表示する］をクリックすると、削除をおすすめする項目を確認できます。

削除する 見つかったアプリケーションやブラウザー拡張機能を削除します。

無視する 見つかったアプリケーションやブラウザー拡張機能を削除しません。解析の対象から外れる･
除外リストに登録されます。
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▶▶ ▶PCクリーナーが削除しない迷惑アプリケーションやブラウザー拡張機能をカスペルスキーに報告する
パソコンで開いたアプリケーションやブラウザーで問題が発生するなど、PCクリーナーが削除しない迷惑アプリケーションや･
ブラウザー拡張機能がある場合は、カスペルスキーに報告することができます。

［PCクリーナー］画面の右下にある［迷惑なアプリケーションを報告する］をクリックする1

3

アプリケーションまたはブラウザーに関するデータが･
カスペルスキーに送信されます。

カーソルが丸い標的の形に変わります。

2  カスペルスキーに報告したいアプリケーション、 
またはブラウザーの上でクリックする
指定したアプリケーションまたはブラウザーの情報収集が始まります。･
収集が終わると、［アプリケーションに関するデータの収集］画面が表示されます。

「テクニカルサポートに関する声明を確認し、
理解した上で条項に同意します」の内容を確認して
オン  にし、［送信］をクリックする
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左メニューの［整理整頓と最適化］を選択し、 
［PCクリーナー］をクリックする

メイン画面の［便利ツール］をクリックする1

2

［PCクリーナー］画面が表示されます。

［実行］をクリックする3
インストール済みソフトウェアの解析が始まります。

［便利ツール］画面が表示されます。

不要なアプリケーション／拡張機能を手動で削除する
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不要なソフトウェアの［削除する］をクリックする

4 解析が終了したら、解析の結果をクリックする
検知されたソフトウェアのリストが表示されます。･
削除の確認対象となるソフトウェアが見つからなかった場合は、･
「確認が必要なソフトウェアはありません」と表示されます。

5
選択したソフトウェアが削除されます。
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削除したくないソフトウェアを除外リストに登録する
削除したくないソフトウェアは、手順･ 5 ･で該当するソフトウェアの［無視する］をクリックします。･
除外リストに登録され、次回から解析の対象から外されます。

PCクリーナーの詳細を設定する
ここでは次の設定を行います。

▶▶解析するアプリケーション／ブラウザーの拡張機能のカテゴリを選択
解析の対象となるアプリケーション／ブラウザー（オブジェクト）の拡張機能のカテゴリ（迷惑動作や状態の種類）を選択します。
例えば、「ほとんど使用されていない」という理由でアプリケーションが検知されないように設定することができます。

▶▶解析スケジュールを設定

▶▶除外リストの確認と編集
検知されたアプリケーション／ブラウザー拡張機能のリスト上で［無視する］をクリックしたアプリケーションやブラウザーの拡張機能は、･
削除対象外として除外リストに登録されます。
除外リストでは、登録されているアプリケーション／ブラウザー拡張機能を確認したり、解析対象に戻したりすることができます。
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1  ［PCクリーナー］画面右下の ［設定］をクリックする
［アプリケーションマネージャーの設定］画面が表示されます。
設定したい･項目により、次の手順へ進んでください。
解析するアプリケーション／ブラウザーの拡張機能のカテゴリを選択：P.85･手順･ 2 ･
解析スケジュールを設定：P.86･手順･ 3 ･
除外リストの確認と編集：P.88･手順･ 4 ･

2  解析するアプリケーション／ブラウザー（オブジェクト）の 
拡張機能のカテゴリを選択する
①･［PCクリーナー］で［オブジェクトのカテゴリを選択する］をクリックする
･ ［オブジェクトのカテゴリ］画面が表示されます。

･［インストールされたアプリケーション、ブラウザー拡張機能を分析する］がオン･ ･
になっていることを確認してください。初期設定ではオン･ ･に設定されています。
･ 設定が不要な場合は、その手順を飛ばして次へ進んでください･。

①
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②･解析対象にしたくないカテゴリがあれば、カテゴリ名をクリックしてオフ▶ ▶にする

初期設定では、アプリケーション／ブラウザー（オブジェクト）の拡張機能のカテ
ゴリはすべてオン･ ･に設定されています。

3  解析スケジュールを設定する
①･［PCクリーナー］で［スケジュールを設定する］をクリックする
･ ［スケジュール］画面が表示されます。

③･設定が終わったら［閉じる］をクリックして画面を閉じる

②

③

①



87

②･［分析の実行］をクリックし、表示されたドロップダウンリストからスケジュールを選択し、▶
選んだスケジュールの実行時間や条件を設定する

オン･ スケジュールされた分析が実行できなかった場合、そのあとでパソコンが起動したとき
に分析を実行します。

オフ･ スケジュールされた時刻にパソコンの電源がオンになっている場合のみ分析を･
実行します。

●設定したスケジュールによっては、以下の実行条件が表示されることがあります。
コンピューターがオフの場合、オブジェクト（アプリケーション／ブラウザーの拡張機能）の分析を翌日に実行する（初期設定はオン･ ･）

オン･ パソコンで作業している場合は、分析を実行しません。

オフ･ パソコンで作業しているかどうかにかかわらず、スケジュールされた時刻に分析を･
実行します。

スクリーンセーバーが有効、またはコンピューターがロックされているときのみオブジェクト（アプリケーション／ブラウザーの拡張機能）の･
分析を実行する（初期設定はオフ･ ･）

②
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4  除外リストの確認と編集をする
①･［PCクリーナー］で［除外リスト］をクリックする
･ ［除外リスト］画面が表示されます。

③･設定が終わったら［OK］をクリックする
･ 設定したスケジュールが保存され、［スケジュール］画面が閉じます。

①

③
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②･除外リストから削除して解析対象に戻したいオブジェクト（アプリケーション／
ブラウザーの拡張機能）をクリックし、［リストから削除］をクリックする

③･設定が終わったら画面右上の▶ ▶をクリックして画面を閉じる ③

②

②

5  ［アプリケーションマネージャーの設定］画面の［保存］をクリックして 
変更した設定を保存する
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隔離したオブジェクト（ファイル）を削除・復元する6章-4
隔離とは、危険なファイルを活動できない状態にして特殊な領域に保存する処理です。･
隔離すると、パソコンに被害を与えることなく、安全に保管することができます。
隔離された脅威は、［隔離］画面で内容の確認や削除、復元ができます。

メイン画面の［便利ツール］をクリックする1

左メニューから［セキュリティ］を選択し、［隔離］をクリックする2
［隔離］画面が表示されます。

Windowsストアのアプリが危険なオブジェクトだと診断された場合はパソコンから削除されるため、
ここでの削除・復元の対象とはなりません。

！ 安全が確認できないファイルを復元すると、パソコンが脅威に感染する危険があるため、十分にご注意ください。
隔離されたオブジェクトを復元するときは、安全であることを十分に確認してください。
復元されたオブジェクトがウイルスに感染したままだった場合、パソコン全体が感染するおそれがあります。

▶▶脅威が隔離されると
脅威が隔離されたことをポップアップ画面などで通知します。

削除 隔離された脅威は、基本的に削除してください。

復元 安全が確認できる場合に限り、隔離されたオブジェクトを復元することができます。

［便利ツール］画面が表示されます。
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確認画面の［削除］（または［復元］）をクリックする4
オブジェクト（ファイル）が削除（または復元）されます。

隔離されているオブジェクトを選択し、
［削除］（または［復元］）をクリックする

3

すべての隔離されたオブジェクトをまとめて削除するときは、･
［すべて削除］をクリックします。



脅威に対する保護（プロテクション）の設定
この章では、脅威に対するプロテクション（保護）機能の使い方と設定方法を説明します。
保護機能では、ファイル、アプリケーションの動作、ネットワーク、メールなどを監視して
脅威からパソコンを守るための詳しい設定ができます。

7章

7章･脅威に対する保護（プロテクション）の設定
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「パスワードによる保護」が表示された場合は、
パスワードを入力して［続行］をクリックする

2

保護（プロテクション）機能全般の設定をする7章-1
プロテクションの各機能を利用する前に、脅威に対する処理方法やパスワードを設定します。

［設定］画面が表示されます。

［設定］画面が表示されます。

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

！ ［設定］画面の［全般］>［プロテクション］機能は初期設定でオン になっています。･
オフ にすると、保護機能が無効になり、パソコンが保護されなくなるので、･
ご注意ください。

［保護者による管理］機能を利用するときにパスワードを設定した場合は、
そのパスワードを［パスワードによる保護］画面で入力してください。
P.119･「8章･お子さまのパソコン利用制限」
P.120･「管理用のパスワードを作成する」
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左メニューから［全般］を選択し、脅威の処理方法を設定する3
［プロテクション］がオフ の場合は、オン に変更してください。

推奨される処理を自動的に･
実行する

チェックを付けてオン･ ･にすると、ウイルスの検知時
などに自動的に駆除や削除などカスペルスキーが推奨す
る処理が実行されます。通常はオン･ ･のままにしてく
ださい。
チェックを外すとオフ･ ･（手動実行）になるため、検知
のたびに通知画面でユーザーが処理方法を判断して操作
する必要があります。

悪意のあるツール、アドウェア、
オートダイヤラーおよび疑わし
い圧縮ファイルを削除する

オン･ ･（初期設定）の場合は、悪意のあるツール・アド
ウェア・オートダイヤラーおよび疑わしい圧縮ファイル
を検知したときに自動で削除します。
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左メニューから［全般］を選択し、 
［パスワードによる保護の設定］をクリックする

2

［パスワードによる保護］画面が表示されます。

設定や保護機能をパスワードで保護する
保護者による管理機能を利用する場合や、複数のユーザーで1台のパソコンを使用する場合に、･
本製品の設定内容を勝手に変更されたり、誤ってアンインストールされてしまったりすることがあるかもしれません。･
そのようなリスクを避けるために、本製品を管理するユーザー以外の操作をパスワードで制限できます。

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1
▶▶初めてパスワードを設定する

！ パスワードは忘れないように大切に管理してください。･
パスワードを忘れると、設定によっては必要な機能を使えなかったり、本製品を削除できなかったりなどの問題が起こります。
パスワードを忘れてしまった場合、ユーザーご自身でパスワードによる保護を無効化することはできません。･
カスペルスキーのテクニカルサポートセンターにお問い合わせください。

［設定］画面が表示されます。
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3

パスワードは任意の文字（数字と文字）を8文字以上組み合わせて入力します。･
画面の指示に従い、十分に強度の高いパスワードを設定してください。
［パスワードの適用先］は、選択した操作を実行するときにパスワードの入力が必要となります。

入力が終わったら［保存］をクリックする4
［設定］画面が表示され、パスワードの入力が求められます。

［パスワードによる保護］画面で、「新しいパスワード」と「パスワードの確認」
の両方に同じパスワードを入力し、［パスワードの適用先］を選択する

！ 設定したパスワードは忘れないように大切に管理してください。･
パスワードを忘れると、ここで選択した操作ができなくなります。
パスワードを忘れてしまった場合、パスワードをユーザー自身で無効化することができません。･
この場合は、カスペルスキーのテクニカルサポートセンターにお問い合わせください。

［パスワードの適用先］のうち［保護者による管理の変更］の項目が選択されている場合は、
自動的に他の項目もすべて選択されます。
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パスワードを入力し、［続行］をクリックする5
［設定］のメニュー画面に戻り、パスワードの設定が完了します。

 変更する場合： 
「新しいパスワード」と「パスワードの確認」の両方に同じパスワードを入力し、･
手順･ 3 ･からの操作を続けてください。

 削除する場合： 
「新しいパスワード」と「パスワードの確認」の両方を空欄にし、［保存］をクリックします。

▶▶パスワードを変更する／削除する
メイン画面左下の ［設定］から［設定］画面を表示し、左メニューから［全般］＞［パスワードの変更］をクリックします。･
表示された［パスワードによる保護］画面で、［パスワードの変更または削除］をクリックすると、［パスワードによる保護］画面が表示されます。

［パスワードの適用先］のうち［保護者による管理の変更］の項目が選択されている場合は、
自動的に他の項目もすべて選択されます。
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［プロテクション］（保護）機能を確認する
メイン画面左下の･ ［設定］をクリックして［設定］画面を開き、左メニューから［プロテクション］を選択すると、･
保護機能が一覧表示されます。ここでは、おもな保護機能について説明します。

［バナー広告対策］［迷惑メール対策］は初期設定でオフになっています。･
それ以外の機能は、初期設定でオンになっています。

隠れている機能は、スクロールバー
で確認してください。

･［Webトラッキング防止］については、P.55･「Webトラッキング防止の設定をする」をご覧ください。
･［Webカメラ保護］については、P.52･「Webカメラによるのぞき見を防止する」をご覧ください。
･［ネット決済保護］については、P.42･「保護されたブラウザーでネット決済を利用する」をご覧ください。

！ 安全のため、初期設定でオンになっている保護機能はオンのままでご利用ください。
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左メニューから［プロテクション］を選択し、
［ファイル保護］をクリックする

2

ファイル保護機能は、ファイルに対する操作を監視してパソコンをウイルス感染から保護します。･
リアルタイムでファイルをスキャンしてウイルスをチェックします。

ファイルを保護する7章-2

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

［ファイル保護の設定］画面が表示されます。

［設定］画面が表示されます。

［セキュリティレベル］をスライダーで選択する3
初期設定の「推奨」をおすすめします。

高 セキュリティが最も高いレベルです。･
感染する危険性が高い環境で使用する場合におすすめです。

推奨 セキュリティとパソコンへの負荷がバランスのとれたレベルです。･
オフィスや家庭など、一般的な環境で使用する場合におすすめです。

低 セキュリティが最も低いレベルですが、パソコンへの負荷は一番軽くなります。
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［脅威の検知時の処理］を選択する4

自動処理 カスペルスキーが推奨する処理で自動的に処理されます。

駆除、駆除できない
場合は削除

検知された脅威が駆除されます。駆除できなかった場合は、･
オブジェクトごと削除されます。

駆除、駆除できない
場合はブロック

検知された脅威が駆除されます。駆除できなかった場合は、･
オブジェクトへのアクセスがブロックされます。

ブロック オブジェクトへのアクセスがブロックされ、通知画面が表示･
されます。

［脅威の検知時の処理］の選択項目は、［脅威の処理方法］の･
［推奨される処理を自動的に実行する］のオン/オフ設定で異なります。
P.93･「保護（プロテクション）機能全般の設定をする」

ファイル保護の詳細設定について
［ファイル保護の設定］画面の［詳細設定］をクリックすると、保護対象の･
ファイル種別やスキャン方法などを細かく設定できます。ただし、設定が･
適切でないと、保護レベルが低下する危険性があるため、通常は初期設定の･
ままお使いください。
詳細設定について詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。

▶▶［推奨される処理を自動的に実行する］がオン▶ ▶の場合：
［脅威の検知時の処理］には［自動処理］が表示されています。･
脅威の検知時の処理を設定してください。
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検知時に手動選択
検知すると通知画面が表示されます。ウイルスの情報・感染
したファイル名・処理方法のオプションを確認しながら、オ
ブジェクトごとに処理方法を指定します。

駆除、駆除できない
場合は削除

検知された脅威が駆除されます。駆除できなかった場合は、
オブジェクトごと削除されます。

駆除、駆除できない
場合はブロック

検知された脅威が駆除されます。駆除できなかった場合は、
オブジェクトへのアクセスがブロックされます。

ブロック オブジェクトへのアクセスがブロックされ、通知画面が表示
されます。

▶▶［推奨される処理を自動的に実行する］がオフ▶ ▶の場合：
［脅威の検知時の処理］には［検知時に手動選択］が表示されています。･
脅威の検知時の処理を設定してください。

［保存］をクリックして変更した設定を保存する5
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送受信メールを保護する7章-3
送受信メールを監視し、ウイルスなど悪意のあるオブジェクトを取り除きます。リアルタイムでメールをスキャンしてウイルスをチェックします。

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

左メニューから［プロテクション］を選択し、
［メール保護］をクリックする

2

［メール保護の設定］画面が表示されます。

［セキュリティレベル］をスライダーで選択し、
［脅威の検知時の処理］欄で処理を選択する

3

設定内容については、オンラインヘルプをご覧ください。

メール保護の詳細設定について
［メール保護の設定］の［詳細設定］をクリックすると、［メール保護の詳細設定］画面
で保護対象のメール種別や分析方法などを細かく設定できます。ただし、設定が適切
でないと保護レベルが低下するため、通常は初期設定のままお使いください。詳しく
はオンラインヘルプをご覧ください。

［設定］画面が表示されます。
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左メニューから［プロテクション］を選択し、
［ウェブ保護］をクリックする

2

［ウェブ保護の設定］画面が表示されます。

Web閲覧時の保護を設定する（ウェブ保護）7章-4
Webサイトの閲覧時に送られてくるデータを監視して、悪意のあるオブジェクト（ウイルスや不正なコードなど）を検知したり、
フィッシングサイトへの誘導を防いだりできます。

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

［セキュリティレベル］をスライダーで選択する3
初期設定の「推奨」をおすすめします。

高 セキュリティが最も高いレベルです。･
感染する危険性が高い環境で使用する場合におすすめです。

推奨 セキュリティとパソコンへの負荷がバランスのとれたレベルです。
オフィスや家庭など、一般的な環境で使用する場合におすすめです。

低 セキュリティが最も低いレベルですが、パソコンへの負荷は一番軽くなります。

［設定］画面が表示されます。
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［脅威の検知時の処理］欄で処理を選択する4

ウェブ保護の詳細設定について
［ウェブ保護の設定］の［詳細設定］をクリックすると、［ウェブ保護の詳細設定］
画面で、カスペルスキープラグインや危険サイト診断方法、その他詳細条件を細
かく設定できます。ただし、この画面での設定が適切でないと、保護レベルが低
下する危険性があるため、通常は初期設定のままお使いください。［ウェブ保護
の詳細設定］画面について、詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。

▶▶［推奨される処理を自動的に実行する］がオフ▶ ▶の場合：
［脅威の検知時の処理時］には［手動で選択する］が表示されています。･
脅威の検知時の処理を設定してください。

手動で選択する 検知すると通知画面が表示され、ユーザーが処理を指定します。

通知する ダウンロードが継続され、通知されます。

▶▶［推奨される処理を自動的に実行する］がオン▶ ▶の場合：
［脅威の検知時の処理時］には［ダウンロードのブロック］が表示されています。･
脅威の検知時の処理を設定してください。

［検知時］の選択項目は、［脅威の処理方法］の［推奨される処理を自動的に実行する］
のオン/オフ設定で異なります。･
P.93･「保護（プロテクション）機能全般の設定をする」

ダウンロードの･
ブロック ダウンロードがブロックされ、通知画面が表示されます。･

通知する ダウンロードが継続され、通知されます。



105

ネットワークを監視して安全に利用する（ファイアウォール）7章-5
ファイアウォールは、ネットワーク経由のアプリケーションの不審な動作を監視して、重要なファイルへのアクセスや外部への送信を防ぐ機能です。
アプリケーションおよびパケット（通信データ）ごとにアクセスするためのルールは自動的に作成され、そのルールに従って監視します。
自動的に作成されたルールは、ユーザーが変更・追加することもできます。

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

左メニューから［プロテクション］を選択し、
［ファイアウォール］をクリックする

2

［ファイアウォールの設定］画面が表示されます。

［設定］画面が表示されます。

ファイアウォールの各項目を設定する3
詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。
詳しい設定をするには、以下の項目に進みます。
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ファイアウォールの詳しい設定をする
ファイアウォールを詳しく設定する場合は、次の３つの項目から設定できます。
詳しい設定は、オンラインヘルプをご覧ください。

▶▶ネットワーク：ネットワークに設定された種別などを確認・編集する
ネットワークの管理ルールは、ネットワーク種別と呼ばれるグループに分けられ、
アクセスの制限内容によってあらかじめ決められています。･
ネットワークは自動的に次の3つのグループのいずれかに分類されますが、･
ネットワークのプロパティで変更ができます。･
また、ネットワーク名やイベント通知の有無なども編集できます。

ネットワークグループ 説明

パブリックネットワーク アクセスを制限して、一部をブロックします。インターネットなど、
不特定多数のユーザーが参加する危険性の高いネットワークです。

プライベートネットワーク
一部のアクセスを制限します。社内LANや自宅のネットワークなど、
特定のユーザーのみが参加して比較的安全が保たれているネット
ワークです。

信頼済みネットワーク すべてのアクセスを許可します。･
高い安全性が保たれているネットワークです。

▶▶アプリケーションルールの設定：アプリケーションのネットワークルールを設定する
アプリケーションごとに制限ステータスを設定して、ネットワークからのアクセスを制御します。

▶▶パケットルールの設定：パケットルールを編集する
パケット（通信データ）ごとに状態やルールを設定して、ネットワークからのアクセスを制御します。
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悪意のあるソフトウェアを監視・処理する（システムウォッチャー）7章-6
アプリケーションの動作パターンが危険なものかどうかを判断し、システムを脅威から守ります。

▶▶ぜい弱性攻撃ブロック
ぜい弱性が見つかったアプリケーションが実行ファイルを起動するなど、アプリケーションの不審な動きを検知すると、･
その動作をブロックして攻撃を防ぐことができます。ここでは、そのような攻撃を検知したときの処理を設定します。

▶▶アプリケーション動作コントロール
インストールされたアプリケーションの動作を監視します。動作が危険だと判断すると、該当のアプリケーションを止めたり、･
アプリケーションを削除したりして感染を防ぐことができます。ここでは、そのような動作を検知したときの処理を設定します。

▶▶アプリケーションによる変更のロールバック
悪意のあるプログラムがパソコン設定を改ざんする（例えばファイルを暗号化する）などの不正な動きを検知すると、･
その変更を取り消して元に戻す（ロールバック）ことができます。ここでは、ロールバックできる場合の処理を設定します。

▶▶不正ロック対策
デスクトップロッカーに感染するとパソコンの画面やキーボードが不正にロックされ、･
ロックを解除するために金銭を要求するバナーが何度も繰り返し表示される場合があります。･
ここでは、デスクトップロッカーに感染した場合の対策を設定します。
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メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

2 左メニューから［プロテクション］を選択し、 
［システムウォッチャー］をクリックする
［システムウォッチャーの設定］画面が表示されます。
設定したい項目により、次の手順へ進んでください。

ぜい弱性攻撃ブロック：･ P.109･手順･ 3 ･
アプリケーション動作コントロール：･ P.110･手順･ 4 ･
アプリケーションによる変更のロールバック：･P.111･手順･ 5 ･
不正ロック対策：･ P.112･手順･ 6 ･

［設定］画面が表示されます。

設定が不要な項目は、その手順をスキップして次の手順へ進んでください。
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▶▶［推奨される処理を自動的に実行する］がオフ▶ ▶の場合：
［検知時］には［手動選択］が表示されています。･
不正な操作の検知時の処理を設定してください。

手動選択 検知すると通知画面が表示され、ユーザーが処理を指定します。

処理を許可 検知した動作が許可されます。

処理をブロック 検知した動作がブロックされます。

▶▶［推奨される処理を自動的に実行する］がオン▶ ▶の場合：
［検知時］には［自動処理］が表示されています。･
不正な操作の検知時の処理を設定してください。

3  ［ぜい弱性攻撃ブロック］で、［不正な操作の試行を監視する］をオン  にし、
［検知時］の処理を選択する

･［不正な操作の試行を監視する］は、初期設定がオン･ ･です。
･［検知時］の選択項目は、［脅威の処理方法］の･
［推奨される処理を自動的に実行する］のオン/オフ設定で異なります。･
P.93･「保護（プロテクション）機能全般の設定をする」

自動処理 検知するとカスペルスキーが推奨する処理で自動的に処理します。

処理を許可 検知した動作が許可されます。

処理をブロック 検知した動作がブロックされます。
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4  ［アプリケーション動作コントロール］で、 
［悪意のある動作または疑わしい動作の検知時］の処理を選択する

［悪意のある動作または疑わしい動作の検知時］の選択項目は、［脅威の処理方法］の･
［推奨される処理を自動的に実行する］のオン/オフ設定で異なります。･
P.93･「保護（プロテクション）機能全般の設定をする」

▶▶［推奨される処理を自動的に実行する］がオン▶ ▶の場合：
［自動処理］が表示されています。･
悪意のある動作または疑わしい動作の検知時の処理を設定してください。

自動処理 検知するとカスペルスキーが推奨する処理で自動的に処理します。

アプリケーションを削除 検知したソフトウェアを削除します。

アプリケーションを終了 検知したソフトウェアを終了します。

スキップ 何の処理もしません。

▶▶［推奨される処理を自動的に実行する］がオフ▶ ▶の場合：
［手動選択］が表示されています。･
悪意のある動作または疑わしい動作の検知時の処理を設定してください。

手動選択 検知すると通知画面が表示され、ユーザーが処理を指定します。

アプリケーションを削除 検知したソフトウェアを削除します。

アプリケーションを終了 検知したソフトウェアを終了します。

スキップ 何の処理もしません。
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5  ［アプリケーションによる変更のロールバック］で、 
［変更を元に戻せる場合の処理］を設定する

［変更を元に戻せる場合の処理］の選択項目は、［脅威の処理方法］の･
［推奨される処理を自動的に実行する］のオン/オフ設定で異なります。･
P.93･「保護（プロテクション）機能全般の設定をする」

▶▶［推奨される処理を自動的に実行する］がオン▶ ▶の場合：
［変更を元に戻せる場合の処理］には［自動処理］が表示されています。･
アプリケーションによる不正な処理が生じた場合の処理を設定してください。

自動処理 検知すると、不正な変更を取り消して元に戻すことが必要かどう
かを自動的に判断し、処理します。

ロールバックする 不正な変更を取り消して元に戻します。

ロールバックしない 不正な変更を取り消しません。

手動選択 検知すると通知画面が表示され、ユーザーが処理を指定します。

ロールバックする 不正な変更を取り消して元に戻します。

ロールバックしない 不正な変更を取り消しません。

▶▶［推奨される処理を自動的に実行する］がオフ▶ ▶の場合：
［変更を元に戻せる場合の処理］には［手動選択］が表示されています。･
アプリケーションによる不正な処理が生じた場合の処理を設定してください。
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6  ［不正ロック対策］で、［デスクトップロッカーを検知して終了させる］ 
をオン  に設定する
［デスクトップロッカーを検知して終了させる］がオン･ ･に設定されていると、･
デスクトップロッカーを検知したときに専用のショートカットキーを押して手動で･
終了できます。

7  ［保存］をクリックして変更した設定を保存する

▶▶ショートカットキーを使用してデスクトップロッカーを終了する
デスクトップロッカーによってシステムがロックされた場合は、あらかじめ設定された
ショートカットキー「Shift+Ctrl+Alt+F4･」を押すことで、デスクトップロッカーを手
動で終了させることができます。
また、「Shift+Ctrl+Alt」と同時に押すファンクションキーは変更することができます。･
･をクリックし、希望のファンクションキーを選択してください。

［デスクトップロッカーを検知して終了させる］は、初期設定がオン･ ･です。

！ 画面のロックを解除した後は、必ず完全スキャンを実行してください。
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左メニューから［プロテクション］を選択し、
［アプリケーションマネージャー］をクリックする

2

アプリケーションをインストールするときの動作を設定する（アプリケーションマネージャー）7章-7
インターネット経由でダウンロードしたアプリケーションをインストールするときに、･
インストール中に余計なプログラムが追加でインストールされないように監視します。

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

［アプリケーションマネージャーの設定］画面が表示されます。

･ ブラウザーやオペレーションシステムに標準で用意されている管理ツール（エクスプローラーなど）が行う変更は監視しないため、
通知は表示されません。詳しくは、サポートサイトをご覧ください。
･［PCクリーナー］の設定については、･
P.84･「PCクリーナーの詳細を設定する」をご覧ください。

［設定］画面が表示されます。

https://support.kaspersky.co.jp/15206#block3
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3  ［インストールアシスタント］で、アプリケーションを 
インストールするときに監視する動作をオン  に設定する
インストール時に監視できるのは次の2つの動作です。
･新しいアプリケーションをインストールするとき、･
追加のプログラムのチェックボックスを自動でオフにする。･
追加のプログラムをインストールしようとすると警告する。
･アプリケーションをインストールするときに表示される広告や･
追加プログラムの案内をブロックする。

4  ［保存］をクリックして変更した設定を保存する
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迷惑メールをブロックする7章-8
迷惑メール（スパム）をフィルタリングしてブロックします。迷惑メール対策機能は、初期設定ではオフ になっています。

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

左メニューから［プロテクション］を選択し、
［迷惑メール対策］をクリックする

2

［迷惑メール対策の設定］画面が表示されます。

機能をオン にして［セキュリティレベル］をスライダーで選択する3 

高
スパムフィルタリングが最も高いレベルです。
無料メールサービスなど、感染する危険性が高い環境で使用する場合におすすめです。
スパムではないメールもスパムに分類されてしまうことがあります。

推奨 セキュリティとパソコンへの負荷がバランスのとれたレベルです。
一般的な環境で使用する場合におすすめです。

低 スパムフィルタリングが最も低いレベルですが、
スパムがスパムでないと分類されてしまうことがあります。

迷惑メール対策の詳細設定について
［迷惑メール対策］の［詳細設定］をクリックすると、［迷惑メール対策の詳細設定］画面で、スパムの判定ルールなどを細かく設定できます。･
ただし、この画面での設定が適切でないと、スパムが正しく判定されない可能性があるため、ご注意ください。･
［迷惑メール対策の詳細設定］画面について、詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。

［設定］画面が表示されます。
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バナー広告を表示しない（バナー広告対策）7章-9
ここでは、本製品を使用してインターネット上のバナー広告をブロックする方法について手順を説明します。

▶▶バナー広告対策について
Webブラウザーでインターネットを閲覧すると、Webサイト中にバナー広告が表示されることがあります。･
商品やサービスの情報を入手できる一方で、バナー広告の読み込みに時間がかかったり、閲覧の邪魔になったりすることがあります。
バナー広告対策を使うと、Webサイト中のバナー広告が取り除かれ、快適にWebサイトを閲覧できるようになります。

バナー広告対策を有効にする
バナー広告対策を有効にするには、次の３つの方法があります。
P.117･「A：［通知センター］画面の［推奨事項］でバナー広告対策を有効にする」
P.118･「B：設定画面の「バナー広告対策」で有効にする」
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▶▶ A：［通知センター］画面の［推奨事項］でバナー広告対策を有効にする
本製品のインストールとアクティベーションが完了すると、メイン画面に［推奨事項］が表示され、バナー広告対策を有効にするよう促されます。･
指示に従い有効にすることをおすすめします。

メイン画面の［詳細］をクリックする1

［通知センター］画面の［推奨事項］で、「バナー広告対策を有効に
してください」表示の右側の［有効にする］をクリックする

2

バナー広告対策が有効になると、［推奨事項］から項目がなくなります。

［通知センター］画面が表示されます。

「パスワードによる保護」が表示されたときは
すでにパスワードを設定している場合は、設定済みのパスワードを入力します。
P.120･「管理用のパスワードを作成する」
P.95･「設定や保護機能をパスワードで保護する」
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左メニューから［プロテクション］を選択し、［バナー広告対策］を
クリックする

［バナー広告対策］の右側のスイッチをクリックしてオンに設定し、
［保存］をクリックする

▶▶ B：設定画面の「バナー広告対策」で有効にする

1

2

3

1  メイン画面左下の  ［設定］をクリックする
［設定］画面が表示されます。

バナー広告対策の詳しい設定は、オンラインヘルプをご覧ください。



お子さまのパソコン利用制限
保護者による管理機能では、パソコンやインターネットをお子さまが使用できる時間・範囲を制限できます。
使用時間や使用できるアプリケーションを限定したり、有害なサイトへのアクセスを制限したりできます。

8章

8章･お子さまのパソコン利用制限



120

保護者による管理機能を利用する8章-1
［保護者による管理］画面を表示して、設定を始めます。
ここでは、パスワードを設定していない方がパスワードを作成する手順を含めて説明します。･
パスワードを作成済みの方は、P.123･「［保護者による管理］機能を有効にして管理画面を表示する」に進んでください。

管理用のパスワードを作成する
パソコンを利用するお子さまが勝手に制限を解除できないように、保護者による管理機能を利用するときにパスワードを作成します。

保護者による管理は、パソコンにログオン（サインイン）するWindowsのユーザーアカウントごとに制限を設定できます。
前もって、パソコンを使用するお子さま用のユーザーアカウントを設定することをおすすめします。

！ パスワードは忘れないように大切に管理してください。
パスワードを忘れると、設定によっては必要な機能を使えなかったり、本製品を削除できなかったりなどの問題が起こります。
パスワードを忘れてしまった場合、パスワードによる管理をユーザーご自身で無効化することはできません。
カスペルスキーのテクニカルサポートセンターにお問い合わせください。
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［パスワードの作成］画面で、「パスワード」と 
「パスワードの確認」の両方に同じパスワードを入力し、 
［続行］をクリックする

2

メイン画面の［保護者による管理］をクリックする1
［保護者による管理］画面が表示されます。

パスワードは任意の文字（数字と文字）を8文字以上組み合わせて入力します。
画面の指示に従い、十分に強度の高いパスワードを設定してください。

パスワードを設定しないで［スキップ］のクリックで進むこともできます。
ただし、パスワードを設定しない場合、お子さま（保護者が管理しているユーザー）が、
保護者による管理機能をオフ にすることができるのでご注意ください。
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パスワードを入力して［ログイン］をクリックする4
［保護者による管理］画面に、お使いのパソコンに登録されている
ユーザー（アカウント）が表示されます。

作成したパスワードは、後で変更・削除できます。･
P.95･「設定や保護機能をパスワードで保護する」

  管理用のパスワードの作成を終了し、メイン画面に戻る場合：･
画面左上の･ ･をクリックしてください。

  表示された［保護者による管理］画面で保護者による管理の設定を続ける場合：･
「［保護者による管理］機能を有効にして管理画面を表示する」の手順･ 2 ･へ進んでく
ださい。

3  ［パスワードの作成］をクリックする
［パスワードの入力］画面が表示されます。

パスワードの入力手順では［パスワードの適用先］画面に表示された項目を
編集することができません。編集する場合は、P.95･「設定や保護機能
をパスワードで保護する」をご覧ください。
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1  メイン画面の［保護者による管理］をクリックする
パスワードの入力画面が表示されます。

2  パスワードを入力し、［ログイン］をクリックする
［保護者による管理］画面にパソコンのユーザー一覧が表示されます。

3  管理の対象となるユーザーの［制限の設定］をクリックする
管理対象者の管理画面が表示されます。

［保護者による管理］機能を有効にして管理画面を表示する
保護者による管理機能は、初期設定では無効になっています。･
ここでは、保護者による管理機能を有効にし、制限内容を設定する手順を説明します。

［パスワードの作成］画面が表示された場合は、パスワードを設定してください。･
P.120･「管理用のパスワードを作成する」
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4  ［管理が無効になっています］をクリックしてオン･ ･にする

5  制限項目を設定する

コンピューター：P.126･「パソコンの使用時間を制限する」
アプリケーション：P.127･「アプリケーションの起動を制限する」
インターネット：P.129･「インターネットへのアクセス制限をする」
個人情報の制限：P.133･「個人情報を送信していないか監視する」

プロファイルについて
あらかじめ用意された年齢別管理設定セット（プロファイル）を選択して･
設定することができます。･
また、［保護者による管理］の設定内容を［エクスポート］（保存）したり、･
エクスポートした設定を［インポート］（読み込み）したりすることもできます。･
詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。

左メニューの管理項目をクリックし、表示された画面で使用制限を設定します。
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ユーザーの使用レポートを表示する
［保護者による管理］画面でユーザーの［レポートの表示］をクリックすると、ユーザーの使用レポートを表示します。
それぞれのレポート表示の下部にある［詳細］や［設定］をクリックして、詳しい使用状況を確認したり、設定を変更したりすることができます。
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パソコンの使用時間を制限する8章-2
パソコンを使用できる時間を制限します。使用可能な時間帯を曜日ごとに指定したり、1日の使用時間を制限したりできます。･
初期設定では、すべての項目がオフ･ ･になっています。

［保護者による管理］画面の左メニューから［コンピューター］をクリックし、
ブロック時間やアクセス許可時間などを設定する

2

［保護者による管理］機能を有効にして管理画面を表示する 1
P.123･「［保護者による管理］機能を有効にして管理画面を表示する」

右上のアイコン をクリックすると、設定方法が変わります｡
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アプリケーションの起動を制限する8章-3
各項目にチェックを付けてオン･ ･にして設定します。初期設定では、すべての項目がオフ･ ･になっています。

指定したアプリケーションをブロックする
使用できるアプリケーションを制限します。･
アプリケーションごとに使用の許可またはブロックを設定したり、許可する場合は使用できる時間を設定したりできます。

［保護者による管理］画面の左メニューから［アプリケーション］をクリックする2

［保護者による管理］機能を有効にして管理画面を表示する 1
P.123･「［保護者による管理］機能を有効にして管理画面を表示する」
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「アプリケーションの使用の制限」で［設定］をクリックし、
開いた［アプリケーションの使用］画面で、
ブロックしたいアプリケーションを設定する

3

･ アプリケーションのリストをスクロールして、･
ブロックするカテゴリにチェックを付けてオン･ ･にします。･
初期設定では、すべての項目がオフ･ ･になっています。
･ 特定のアプリケーションだけ設定するには、･
アプリケーションのルール（［許可］［ブロック］欄）をクリックして、･
「許可／ブロック／制限」から選択します。

［保護者による管理］画面の［ゲームのブロック］では、ゲームを許可する年齢区分や、ブロックするゲームの種類（カテゴリ）を設定できます。
詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。

一覧にないアプリケーションをブロックするには
［アプリケーションの追加］をクリックし、直接アプリケーション（.exe）を･
指定してください。･
指定したアプリケーションがリストに追加され、ステータスを変更できるように･
なります。
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インターネットへのアクセス制限をする
各項目にチェックを付けてオン･ ･にして設定します。初期設定では、一部の項目がオン･ ･になっています。

▶▶インターネットへのアクセス制限
使用できる時間を制限します。平日／週末それぞれに使用可能な時間帯を指定したり、1日当たりの使用時間を制限したりできます。

▶▶Webサイトの閲覧の管理
閲覧できるWebサイトを制限します。ブロックするWebサイトのカテゴリを選択したり、Webサイトを個別に指定したりして、閲覧の許可／ブロッ
クを設定します。また、検索サイトで用意されているセーフサーチ機能を常に有効にして、不適切なWebサイトのコンテンツが検索結果に表示され
ないようにすることもできます。

▶▶ファイルのダウンロードのブロック
ダウンロードできるファイルを制限します。ファイルのジャンルごとに許可またはブロックを設定できます。

［保護者による管理］画面の左メニューから［インターネット］をクリックする2

8章-4

［保護者による管理］機能を有効にして管理画面を表示する 1
P.123･「［保護者による管理］機能を有効にして管理画面を表示する」

設定したい項目により、次の手順へ進んでください。
インターネットへのアクセス制限：･ P.130･手順･ 3 ･
Webサイトの閲覧の管理：･ P.131･手順･ 4 ･
ファイルのダウンロードのブロック：･P.132･手順･ 5 ･

設定が不要な項目は、その手順をスキップして次の手順へ進んでください。
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「インターネットへのアクセス制限」で平日や週末に
インターネットを利用できる時間を設定する

3

チェックを付けてオン･ ･にして、一日あたりのインターネットを･
利用できる時間を設定します。
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  検索エンジンのセーフサーチ機能を設定する･
［検索エンジンのセーフサーチ機能を使用する］にチェックを付けてオン･ ･にすると、
Webサイトの検索時に、検索エンジンが用意しているセーフサーチ機能が･
常に使用されます。･
この機能を使用できる検索エンジンについては、オンラインヘルプをご覧ください。･

  Webサイトでアクセスを制限するカテゴリを設定する

「Webサイトの閲覧の管理」で、検索エンジンのセーフサーチや
アクセス制限するカテゴリなどを設定する

4

選択したカテゴリのWeb
サイトへのアクセスを･
ブロックする

チェックを付けてオン･ ･にし、［Webサイトのカテゴ
リの選択］をクリックします。
表示された［アクセスをブロックするWebサイトのカ
テゴリ］画面で、ブロックするカテゴリを選択してくだ
さい。

すべてのWebサイトへの
アクセスをブロックする

チェックを付けてオン･ ･にすると、Webサイトの閲
覧ができなくなります。
もし、閲覧を許可するサイトがある場合は、次の「個別
のサイトごとにWebサイトへのアクセスを許可／拒否
する」で設定してください。
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  個別のサイトごとにWebサイトへのアクセスを許可／拒否する･
［除外リストの管理］をクリックすると、［除外リスト］画面が表示されます。･
［追加］をクリックし、［除外の追加］画面でURLを入力します。･
入力したURLに対して［許可］または［ブロック］を選択し、･
［追加］をクリックしてください。

･ 設定が終わったら、［除外リスト］画面右上の をクリックします。

5  ［ダウンロードをブロックするファイル］で、 
ダウンロードをブロックするコンテンツを設定する
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［保護者による管理］画面の左メニューから 
［個人情報の制限］をクリックする 

2

［個人情報送信の管理］の設定項目が表示されます。

個人情報を送信していないか監視する8章-5
･各項目にチェックを付けてオン･ ･にして設定します。初期設定では、すべての項目がオフ･ ･になっています。

設定した個人情報の送信を制限し、名前や電話番号などの大切な情報が流出しないようにします。･
設定した情報をデータの中に見つけると、送信をブロックし、履歴を残します。

［保護者による管理］機能を有効にして管理画面を表示する1
P.123･「［保護者による管理］機能を有効にして管理画面を表示する」
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3  ［第三者への個人情報の送信をブロックする］をオン  にし、 
［個人情報リストの編集］をクリックする
［個人情報リスト］画面が表示されます。

次の手順で、ブロックする個人情報を設定してください。
①･［追加］をクリックする
･ ［個人情報の追加］画面が表示されます。
②･ブロックする個人情報を入力する

･

③･入力が終わったら、画面下の［追加］をクリックする
･ ［個人情報リスト］画面に戻ります。
･ ●個人情報リストの編集を終了する場合：
･ ･･･画面右上の･ ･をクリックしてください。･
･･･［個人情報リスト］画面が閉じます。

･ ●続けてブロックする個人情報を入力する場合：
･ ･･･①～②を繰り返してください。

②

① ③

！ ･ 送信しようとしている文字列が、［値］に入力した文字列と
完全に一致した場合のみ、送信をブロックします。
･ 送信しようとしている文字が、カッコやハイフンで区切ら
れていると、設定した文字列と同じだと判別できず、ブロッ
クされません。送信をブロックしたい文字列は、文字列の
一部を［値］に入力することをおすすめします。

フィールド名
画面の［クレジットカード番号］［住所］･
［電話番号］［氏名］から選択するか、任意の
フィールド名を入力することができます。

値 設定したフィールドで、制限したい言葉を
入力します。



付録9章

9章･付録
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製品ライセンスを更新する9章-1
ライセンスの有効期間終了日が近づくと、メイン画面やポップアップでライセンスに関するお知らせが表示されます。この場合、本製品の画面から
ライセンスの購入やライセンスの更新ができます。できるだけライセンスの有効期間が終了する前に、更新操作を済ませておくことをおすすめします。
ここでは、以下の場合にライセンスを更新する手順を説明します。

･ライセンス有効期間終了日が近づいた場合
･ライセンス有効期間が終了した場合
次の画面例はライセンス有効期間終了日が近づいた場合ですが、ライセンス有効期間が終了した後も、同じ操作でライセンスを更新できます。

メイン画面下部の［ライセンス］をクリックする1
［ライセンス］画面が表示されます。

更新用のライセンスを購入するには、メイン画面の［更新ライセンスの購入］をクリックします。･
以降は、画面の案内に従ってください。
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［アクティベーションコードの入力］をクリックする2

アクティベーションコードを該当するフィールドに入力し、
［アクティベーションコードの追加］をクリックする

3

入力したアクティベーションコードの情報がアクティベーションサーバーに送信され、
認証されます。

ライセンスの有効期間が終了した場合は、［アクティベートする］をクリックします。



138

［完了］をクリックする4
［ライセンス］画面に戻ります。

･ ライセンスの有効期間中に更新した場合は、ライセンスの有効期間が終了すると、
新しいアクティベーションコードで自動的にアクティベートされます。
･ 新しいアクティベーションコードがすでに利用されている場合は、このアクティ
ベーションコードを使用して最初にアクティベートした日付からライセンス有効日
数がカウントされます。
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保護機能を一時停止する

［保護機能の一時停止］画面が表示されます。

一時停止の種類を選択し、［保護機能の一時停止］をクリックする2

9章-2

！ 保護を停止することで脅威にさらされる可能性が高まります。必要がないときは、一時停止を利用しないでください。

保護機能の一時停止中もパソコン上で実行中のアプリケーションの活動は監視され、保護機能の再開後にパソコンを保護するために利用されます。

1  タスクトレイにある  アイコンの右クリックメニューから 
［保護機能の一時停止］を選択する

指定時間経過後に再開
（初期設定）

一時停止する時間を選択します。･
指定した時間が経過後に保護機能が有効になります。

本製品の再起動後に再開 本製品の再起動後に、保護機能が有効になります。

一時停止 ユーザーが手動で再開するまで保護機能が無効になります。
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確認画面で［続行］をクリックする3

保護機能が一時的に無効になります。

パスワードの入力ボックスが表示された場合は、･
パスワードを入力後［続行］をクリックしてください。

保護機能を有効にするには、タスクトレイのアイコン を右クリックして、･
［保護機能の再開］を選択します。保護機能が有効になります。

！ 保護機能を停止する必要がなくなった場合は、すぐに保護機能を有効にしてください。
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画面右下の［設定の管理］をクリックし、
メニューから［設定の復元］を選択する

2

設定を初期状態に戻す
本製品の設定を初期設定に戻します。

メイン画面左下の ［設定］をクリックし、
［設定］画面の［全般］を選択する

1

［設定の復元］画面が表示されます。

9章-3

「正常に完了しました」と表示されたら 
［完了］をクリックする

4

［次へ］をクリックする3
設定の復元について同意を確認する画面が表示されたら、･
［続行］をクリックします。
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本製品を終了する1

本製品をアンインストールする9章-4

タスクトレイのアイコン を右クリックして、［終了］を選択します。
終了の確認メッセージが表示されます。

［続行］をクリックする2
パスワード保護が設定されている場合は、パスワードを入力後［続行］をクリックします。

コントロールパネルを表示する3
● Windows 7の場合：
［スタート］>［コントロールパネル］を選択します。

● Windows 8.1の場合：
［すべてのアプリ］画面を表示し、［コントロールパネル］を選択します。または、「Windows」キー+「i」キーを押してチャームを表示し、･
［設定］>［コントロールパネル］を選択します（チャームは、画面の右下隅／右上隅をポイントしても表示できます）

● Windows 10の場合：
［スタート］>［Windowsシステムツール］>［コントロールパネル］の順に選択します。

［プログラムと機能］または［プログラムのアンインストール］を 
クリックする

4

［プログラムのアンインストールまたは変更］画面が表示されます。

お使いの環境により削除手順の途中で何度か、パスワード（WindowsOSによるパスワード／本製品で設定したパスワード）の入力が必要になる場合があります。･
正しいパスワードを入力し、画面の指示に従って操作を進めてください。



143

プログラムの一覧から［カスペルスキー インターネット 
セキュリティ］で右クリックし、［アンインストールと変更］を
クリックする

5

ウィザードが起動します。

ウィザードが起動したら［次へ］をクリックし、パスワード入力画面
が表示された場合は、パスワードを入力後［次へ］をクリックする

6
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［次へ］をクリックする7

「マイ カスペルスキーにアクティベーションコードを保存」というメッセージが表示
された場合
本製品で利用しているライセンスのアクティベーションコードをマイ･カスペルスキーに保
存することができます。保存しておくと、購入時のメールやパッケージがお手元になくても、
マイ･カスペルスキーのウェブサイトでアクティベーションコードを確認できます。
アクティベーションコードを保存するには［保存］をクリックします。･画面の指示に従って
マイ･カスペルスキーにログインするか、アカウントを新規作成してください。お使いのパ
ソコンがマイ･カスペルスキーに接続され、アクティベーションコードが保存されます。
P.146「9章-5･マイ･カスペルスキーにログインする／アカウントを作成する」
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［削除］をクリックする9

保存する作業データを選択して［次へ］をクリックする8
あとで再インストールする可能性がある場合は、･
必要なデータにチェックを付けるとパソコン内に残しておくことができます。･
すべてのデータを削除する場合は、すべての項目のチェックを外します。

再起動を促すメッセージが表示されたら、［はい］をクリックする10
パソコンが再起動します。

本製品がアンインストールされます。
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マイ▶カスペルスキーのアカウントを持っている場合
1   ［ログイン］をクリックする

マイ▶カスペルスキーにログインする／アカウントを作成する
マイ･カスペルスキー（https://my.kaspersky.com/）は、パソコンや端末のセキュリティを一括で管理できるオンラインサービスです。･

9章-5

マイ･カスペルスキーにログイン、またはアカウントを作成すると、お使いのパソコンがマイ･カスペルスキーに接続されます。
そのアカウントでマイ･カスペルスキー（https://my.kaspersky.com/）のウェブサイトにログインすると、リモート操作でパソコンのスキャン・設定・保護な
どの管理を行うことができます。
また、本製品でご利用中のアクティベーションコードが、マイ･カスペルスキーのウェブサイトに保存されます。購入時のメールやパッケージがお手元になく
てもマイ･カスペルスキーでアクティベーションコードを確認できるので、本製品を再インストールするときや他の端末にインストールするときに便利です。

マイ･カスペルスキーでのリモート管理やアクティベーションコードの確認方法については、オンラインヘルプをご覧ください。

https://my.kaspersky.com/
https://my.kaspersky.com/
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2   メールアドレスを入力して  をクリックする

3   パスワードを入力して［ログイン］をクリックする

4   ［閉じる］をクリックする
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マイ▶カスペルスキーのアカウントを持っていない場合
1   ［ログイン］をクリックする

2   アカウント に使用するメールアドレスを入力して
　    をクリックする
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3   パスワードを入力し、チェックボックス をオンにしたら
　   ［作成］をクリックする

4   ［閉じる］をクリックする

5   メールに記載されたURLリンクをクリックして、
　   カスペルスキーアカウントを有効化する

マイ･カスペルスキーのアカウント登録が完了します。
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商標について
プログラムに表示、記載されている各社の会社名、製品名などの商標または登録商標は、その使用を認めた権利者に帰属します。

9章-6

･カスペルスキー、KasperskyはKaspersky･Labの商標または登録商標です。
･ Internet･Explorer、Microsoft、Microsoft･Edge、Windowsは、米国およびその他の国におけるMicrosoft･Corporationの登録商標です。
･ Google･Chromeは、Google･Inc.･の商標です。
･Mozilla、Firefoxは、Mozilla･Foundationの商標です。
･その他記載された会社名、製品名等は、各社の商標または登録商標、もしくは弊社の商標です。なお本文中は®、™マークは記載していません。
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