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本文書の著作権は、Kaspersky Labに帰属します。
使用許諾契約書の条項のほか、以下の点も併せてご確認ください。
お客様は、本文書を現状の内容のまま、画面上もしくは紙資料として利用することができます。ただし、これを第
三者へ提供したり、貸し出したりすることはできません。
権利者の許諾を得ることなく、本文書の全部または一部を複製、転用、送信等を行うことは、著作権法上禁止され
ております。また、Kaspersky Labの書面による許可なく複写、複製して頒布することは、翻訳されたものも含め
ていかなる形であれ、その形態を問わず禁じます。
記載された内容は、改良のため予告なく変更することがあります。最新版については、Webサイトをご確認くださ
い。画面は開発中のものです。ご利用中の製品に表示される画面と、画面デザインおよび画面に表示されている文
言が若干異なる場合があります。
本文書の内容または品質、妥当性、正確性について、また、本文書の使用に関連する潜在的な損害、および実際に
発生した損害について、Kaspersky Labは一切の責任を負いません。
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ここでは、以下の内容を説明します。
･はじめにご確認いただきたいこと
･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
･脅威などの通知と対処方法
･暗証番号の管理について
･オンラインヘルプの見かた

お使いになる前に

1章　お使いになる前に

1章
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1章-1 はじめに
本製品がインストールされたモバイル端末（スマートフォン／タブレット）について注意事項をご確認ください。

！ ･ この「操作設定ガイド」は、本製品の製品版（有料版）をご利用の方向けのガイドです。･
機能が制限された「無料版」ではご利用いただけない内容が含まれています。･
無料版の詳細については、本製品のヘルプをご覧ください。

･ この「操作設定ガイド」は、おもにAndroidバージョン8.1を搭載したスマートフォンでの操作方法をもとに記載してい
ます。Androidのバージョンやモバイル端末の種類により、画面デザインや操作手順が異なる場合があります。

･ Androidのバージョンやモバイル端末の種類により、一部機能に制限がある場合があります。製品の最新の動作環境や機
能制限の詳細については、弊社サポートサイト（https://support.kaspersky.co.jp/10194）をご覧ください。

https://support.kaspersky.co.jp/10194
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1章-2 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
製品のインストールとアクティベーションが完了したら、画面の指示に従い、モバイル端末をスキャンしてください。 
定義データベースのアップデートと、モバイル端末にインストールされているアプリの簡易スキャンが自動的に始まります。

スキャンの開始 準備完了

インストール・アクティベーション完了

簡易スキャンが終了するとウィンドウが開き、スキャン結果を表示します。［OK］をタップしてウィンドウ
を閉じてください。

保護状態に問題があれば、メイン画面の表示がオレンジ色に変わります。
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問題が表示されたら
モバイル端末の状態により、表示される問題が異なります。
画面の･ ･をタップすると、問題が表示されます。
それぞれの問題をタップして表示された画面の指示に従って操作し、･
問題を解決してください。

表示される問題の例

インターネット保護の設定を促すメッセージ
P.32･「5章-1･インターネット保護の初期設定をする」

完全スキャンの実施を促すメッセージ
P.22･「3章-2･スキャンを開始する」

モバイル端末のステータスバーへの表示
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、モバイル端末の画面上部にあるステータスバーに･･
･または･ ･が表示されます。

･ 保護機能が有効であることを示しています。

･ 保護に問題があることを示しています。･
たとえば、定義データベースがアップデートされていない場合などです。
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1章-3 メイン画面とクイック起動パネル
カスペルスキー インターネット セキュリティ for Android（以下、「本製品」）のクイック起動パネルの構成、クイック
起動パネル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。

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、次のメイン画面が表示されます。
メイン画面からは、主にクイック起動パネルとモバイル端末状態の確認画面を開くことができます。

中央の･ ･をタップすると、現
在のモバイル端末の状態が確認
できます。
●モバイル端末の保護状態
●見つかった脅威
●ライセンスの状態や残り日数

をタップすると、クイック起
動パネルの全体が表示されます。
クイック起動パネルを使用す
ると、主な機能の画面をすば
やく開くことができます。

･をタップするとクイック起動
パネルは小さくなります。

モバイル端末の状態確認画面 クイック起動パネル
メイン画面
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メイン画面を表示する

モバイル端末のアプリ画面から表示する（A）
メイン画面を表示するには、モバイル端末のアプリ画面でインターネットセ
キュリティのアプリアイコン･ ･をタップします。

ステータスバーのアイコンから表示する（B）
モバイル端末の画面上部にあるステータスバーの･ ･または･ ･を下方向に
スワイプし、メニューをタップします。

各画面からメイン画面に戻る
各機能画面の左上に表示されている･ ･を、メイン画面に戻るまで･
タップします。

AB
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1章-4 各機能の画面を表示する
クイック起動パネルのアイコンをタップすると、各機能のメニュー画面が表示されます。

インストール後に初めて本製品アイコンをタップしたときは、画面の指示に従って初期設定をしてください。

スキャン
クイック起動パネルで［スキャン］をタップし、･
スキャン範囲を選択すると、各種スキャンができます。

P.20･「3章　スキャンの実行と設定」

アップデート
クイック起動パネルで［アップデート］をタップすると、･
定義データベースのアップデートが始まります。

P.27･「4章　定義データベースのアップデート」
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リアルタイム保護
クイック起動パネルで［リアルタイム保護］をタップすると、･
［リアルタイム保護］画面が表示され、以下の操作ができます。

P.17･「2章　リアルタイム保護」

●･リアルタイム保護モードの設定

●･アドウェアなど悪用されるおそれのあるアプリの検知設定

●･ウイルス対策の詳細設定

着信拒否
クイック起動パネルで［着信拒否］をタップすると、･
［着信拒否］画面が表示され、指定した電話番号からの着信を･
拒否して勧誘電話や迷惑電話を無視することができます。

P.59･「8章　迷惑電話のブロック」

盗難対策
クイック起動パネルで［盗難対策］をタップすると、･
［盗難対策］画面が表示され、以下の操作ができます。

P.48･「7章　モバイル端末の盗難対策」

●･SIM監視の設定

●･本製品の不正アンインストール対策
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アプリロック
クイック起動パネルで［アプリロック］をタップすると、･
［アプリロック］画面が表示され、端末ののぞき見を防止し、･
メッセージや写真などのプライバシーを保護することができます。

P.43･「6章　アプリをロックしてプライバシーを保護する」

インターネット保護
クイック起動パネルで［インターネット保護］をタップすると、
［インターネット保護］画面が表示され、以下の操作ができます。

P.31･「5章　危険サイト・有害サイトからの保護」

●･フィッシングサイトや悪意のあるサイトのスキャン設定

●･お子さまに不適切なサイトのブロック（コンテンツフィルタリング）設定

●･インターネット保護機能が利用できるブラウザーの確認
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1章-5 問題を検知したときは
ウイルスや不正アプリなどの脅威や、セキュリティ上の問題を検知すると、メイン画面の色が変わり、検知した問題
の個数が表示されます。検知した脅威の種類によっては、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。
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。

通常は、本製品が推奨する動作が強調表示されています。特に必要がなければ、推奨設定に従ってください。

通知の種類
通知を知らせる画面は、緊急度によって次の3種類があります。

通知の色［種類・意味］ 説明

赤色［緊急］

定義データベースが長期間アップデートされていない、本製品のライセンス有効期限が 
切れているなど、特に重要度の高いセキュリティ上の問題が発生しています。

オレンジ色［重要］

一部の保護機能が無効になっている、ライセンスの有効期間切れが近づいているなど、 
注意が必要な重要な問題が発生しています。

緑色［情報］

セキュリティにとって重要な問題は発生していません。より保護力を高めるためにおすす
めの操作や、その他の情報をお知らせする場合があります。



- 14 -

脅威が見つかったときの操作例
脅威が見つかると、ポップアップ画面で通知されることがあります。
ポップアップ画面で強調表示されている［削除］をタップすると、脅威を取り除
くことができます。
削除できない場合などは、［隔離］を選択すると、検知したファイルを隔離（特別
な領域に移動）します。隔離したファイルの処理は、P.25･「3章-4･隔離した
ファイルを削除・復元する」をご覧ください。
検知したファイルなどが脅威でないと確実にわかっているときは、［スキップ］を
タップし、隔離も削除もせずにポップアップを閉じます。

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、メイン画面がオレンジ色または赤色に
なります。メイン画面の･ ･をタップすると、ライセンスに関するお知らせが表
示されます。
ライセンス更新の手順については、P.64･「9章-1･製品のライセンスを更新す
る」をご覧ください。
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1章-6 暗証番号を管理する
盗難対策の初期設定時やアプリロックの初期設定時に、本製品用の暗証番号の設定を求められます。 

設定した暗証番号は、次の場合に要求されますので、大切に管理してください。

●･盗難対策の設定画面を開くとき。

●･マイ･カスペルスキーを使用してモバイル端末をロックした場合、その後ロックを解除するとき。

●･アプリロックで保護しているアプリを開くとき。

ロック解除パターンを追加したり、お使いの機種が対応している場合は指紋認証を追加することもできます。
P.73･「画面ロック解除にパターン認証／指紋認証を設定する」

暗証番号を変更する場合
暗証番号を変更する場合は、P.71･「暗証番号を変更する」をご覧ください。

暗証番号を忘れた場合
マイ･カスペルスキーで復旧コードを入手して、暗証番号を再設定できます。･
復旧コードを入手するには、モバイル端末をマイ･カスペルスキーに接続するときに使用したアカウントが必要です。
詳しくは、弊社サポートサイト（https://support.kaspersky.co.jp/10217）をご覧ください。

https://support.kaspersky.co.jp/10217
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1章-7 オンラインヘルプを参照する
表示中の画面や機能に関するヘルプを、お使いのモバイル端末で確認することができます。

1 ･メイン画面左上の･ ･をタップする

2 ･サイドメニューの［ヘルプ］をタップする
オンラインヘルプが表示されます。

設定画面からオンラインヘルプを開く
設定画面の右上に･ ･が表示されている
場合は、･ ･→［ヘルプ］の順にタップす
ると、その項目のオンラインヘルプを確
認することができます。



2章

2章　リアルタイム保護

リアルタイム保護
リアルタイム保護は、開いたファイルをバックグラウンドで監視した
り、新しくインストールされたアプリが不正なものでないかチェック
したりすることで、端末を常に守ります。
クラウド技術を利用することで最新のウイルスや脅威にもすばやく
対応します。
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2章-1 リアルタイム保護を設定する
以下の手順で、リアルタイム保護のモードを設定します。

初期設定では、「推奨」モードが設定されています。

1 ･クイック起動パネルで、［リアルタイム保護］をタップする
［リアルタイム保護］画面が表示されます。

2 ･［リアルタイム保護］をタップする
［リアルタイム保護］の設定画面が表示されます。

3 ･［推奨］または［拡張］を選択する

拡張
「推奨」モードでのチェックに加え、ファイル監視や脅威
検知時の処理を指定することができます。
詳しくは、本製品のヘルプをご覧ください。

推奨
(初期設定)

端末にインストールしたアプリや、ダウンロードフォル
ダーにあるインストールパッケージを確認します。

無効
リアルタイム保護機能を「オフ」にします。保護レベルが
低くなるため、ウイルスや不正アプリに感染する危険が
あります。通常は選択しないでください。

モードを選択すると、［リアルタイム保護］の設定画面が閉じます。
既に選択されているモードから変更しない場合は、［閉じる］をタップ
して［リアルタイム保護］の設定画面を閉じます。

［拡張］を選択すると、［推奨］よりも電力の消費が大きくなります。
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損害を与えるおそれのあるアプリを検知する
第三者がアドウェア、オートダイヤラー、遠隔操作アプリなどを悪用してモバイル端末に侵入し、･
ユーザーのモバイル端末やデータに損害を与える危険性があります。
詳細スキャンを「オン」にすることで、それらの脅威を検知します。

1 ･クイック起動パネルで、［リアルタイム保護］をタップする
［リアルタイム保護］画面が表示されます。

2 ･［詳細スキャン］の下に表示されている「アドウェア、･
オートダイヤラーなど」が「オン」･ ･になっている･
ことを確認する

「オフ」･ ･になっている場合は、タップして「オン」･ ･にして･
ください。



スキャンの実行と設定
ウイルスや不正アプリなど、モバイル端末への脅威をスキャンします。3章

3章　スキャンの実行と設定
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3章-1 スキャンの種類
クイック起動パネルで［スキャン］をタップすると、［スキャン範囲を選択］画面が表示されます。 
この画面から、以下のスキャンを開始します。

スキャンの種類 説明

簡易スキャン インストールされているアプリのみをスキャンします。

完全スキャン モバイル端末全体をスキャンします。

フォルダー 
スキャン

モバイル端末のメモリや内部メモリ、SDカード全体、 
またはフォルダーを選択してスキャンします。
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3章-2 スキャンを開始する
各スキャンは、以下の手順で開始します。

！ 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.27･「4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します。･

簡易スキャン／完全スキャン

1 ･クイック起動パネルで、［スキャン］をタップする

2 ･［スキャン範囲を選択］画面から、［簡易スキャン］、または［完全スキャン］をタップする
スキャンが開始されます。
スキャンが完了すると、･
結果レポートが表示されます。

3 ･結果レポート画面の［OK］をタップし、画面を閉じる

スキャンを中止するには
スキャン中、クイック起動パネルにある をタップしてください。
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フォルダースキャン

1 ･クイック起動パネルで、［スキャン］をタップする

2 ･［スキャン範囲を選択］画面から、･
［フォルダースキャン］をタップする

［フォルダーの選択］画面が表示されます。

3 ･スキャンするフォルダーを指定する
選択したフォルダー全体をスキャンする場合
右にある をタップすると、選択したフォルダーのスキャンが開始さ
れます。

選択したフォルダーの中のフォルダーまたはファイルを指定する場合
表示されたフォルダー名をタップすると、選択したフォルダー内が表示
されます。指定したいフォルダーまたはファイルが見つかったら、右に
ある をタップします。指定したフォルダーまたはファイルのみのス
キャンが開始されます。

スキャンが完了すると、結果レポートが表示されます。

4 ･結果レポート画面の［OK］をタップし、画面を閉じる

スキャンを中止するには
スキャン中、クイック起動パネルにある をタップしてください。
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3章-3 定期スキャンのスケジュールを設定する
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定期的に自動スキャンすることができます。 
モバイル端末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。

1 ･メイン画面で･ ･をタップし、［リアルタイム保護］を選択する

［リアルタイム保護］画面が表示されます。

2 ･［詳細設定］の［スキャン］をタップする

3 ･［スケジュール］をタップし、開いた画面で定期スキャンするタイミングを選択する
定期スキャンのタイミング

毎週 指定した「曜日」と「時
刻」にスキャンします。

毎日 指定した「時刻」に毎日
スキャンします。

無効 定期スキャンはしませ
ん。

アップ
デート後

定義データベースの
アップデートが完了す
ると、自動的にスキャ
ンします。

4 ･選択したスキャンのタイミングに応じて、･
スキャンする曜日・時刻を指定する

毎週：定期スキャンする曜日と時刻を指定します。
毎日：定期スキャンする時刻を指定します。
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3章-4 隔離したファイルを削除・復元する
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、モバイル端末に
被害を与えることなく、安全に保管することができます。脅威として処理されたファイルは、［隔離］画面で内容を確認・
削除できます。また、確実に安全が確認できるファイルを復元することもできます。

1 ･メイン画面で･ ･をタップし、［リアルタイム保護］を選択する

［リアルタイム保護］画面が表示されます。

2 ･［詳細設定］の［隔離］をタップする
［隔離］画面が表示されます。

3 ･隔離されているファイルをタップする
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4 ･［削除］［すべて削除］（または［復元］）をタップする
隔離されたファイルをまとめて削除するときは、［すべて削除］を･
タップします。

！ 隔離されたファイルを復元するときは、安全であることを十分に
確認してください。復元されたファイルがウイルスに感染したまま
だった場合、モバイル端末が感染するおそれがあります。

5 ･確認画面の［はい］をタップする
ファイルが削除（または復元）されます。



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、不正アプリなど悪意あるプログラムが、
毎日発生しています。

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。

インストールしたあとは、必ず定義データベースをアップデートして、
常に最新の情報でモバイル端末を守ることが重要です。

4章

4章　定義データベースのアップデート
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4章-1 定義データベースを手動でアップデートする
初期設定では、アップデートが必要かどうかを自動で定期的に確認し、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。長期間モバイル端末を起動しなかったときなどは、モバイル端末の画面に、
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、モバイル端末がインターネットに接続できる状態にしてください。

1 ･クイック起動パネルで、［アップデート］をタップする
アップデートの進行状況が表示されます。
アップデートが完了し、他に重要な問題がないときは、画面が緑色の表示になります。

アップデートを中止するには、 ･が表示されているときにタップしてください。
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4章-2 アップデートのスケジュールを設定する
定期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、自動的に毎日アップデートをします。
通常はこのまま使用してください。

1 ･メイン画面で･ ･をタップし、［リアルタイム保護］を選択する

［リアルタイム保護］画面が表示されます。

2 ･［詳細設定］の［アップデート］をタップする
［アップデート］画面が表示されます。

3 ･［スケジュール］をタップし、表示された画面からアップデートのタイミングを選択する

アップデートのタイミング

毎週 指定した「曜日」と「時刻」
にアップデートします。

毎日 指定した「時刻」に毎日
アップデートします。

無効 自動でのアップデートは
しません。
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4 ･選択したスケジュールに応じて、･
アップデートをする曜日・時刻を指定する

毎週：定期アップデートする曜日と時刻を指定します。
毎日：定期アップデートする時刻を指定します。

･



危険サイト・有害サイト
からの保護
インターネット保護では、マルウェアに感染させる危険なWebサイ
トや、クレジットカード番号や個人情報を盗みとるフィッシング詐欺
サイトなどからモバイル端末を保護することができます。

また、コンテンツフィルタリング機能では、お子さまのインターネット
利用時に、有害なサイトを表示しないように設定することができます。

5章

5章　危険サイト・有害サイトからの保護
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5章-1 インターネット保護の初期設定をする
本製品をインストール後、メイン画面がオレンジ色になった場合、インターネット保護を有効にするようメッセージ
が表示されます。
モバイル端末をより安全にお使いいただくために、インターネット保護の初期設定画面（対話型の設定案内）に従って
操作し、インターネット保護を有効にしてください。

･ インターネット保護の初期設定画面は、1回のみ起動できます。その後は、クイック起動パネルの［インターネット保護］
から設定できます。
･ 最新の対応ブラウザーなど機能の詳細は、弊社サポートサイト（https://support.kaspersky.co.jp/10212）をご覧ください。

1 ･本製品をインストール後に表示されるオレンジ色の･
メイン画面で、 ･をタップする

問題が表示されます。

2 ･インターネット保護を有効にするように促すメッセージを･
タップする

インターネット保護の初期設定画面が表示されます。

https://support.kaspersky.co.jp/10212
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3 ･［次へ］をタップする
次の手順4～8は、Androidバージョン8.1を搭載したスマートフォン
での操作方法の一例を記載しています。Androidのバージョンやモバイ
ル端末の種類により、画面デザインや操作手順が異なる場合があります
ので、画面の指示に従って操作してください。

4 ･[アクセス権を付与する]をタップする

5 ･表示された画面のメッセージを確認して［次へ］をタップする
Android･OSの設定画面が表示されます。
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6 ･［カスペルスキー･インターネット･セキュリティ］を･
タップする

7 ･［OFF］をタップして表示されるメッセージを確認し、［OK］をタップする
インターネット保護が有効になり、本製品のアプリ画面に戻ります。

［OK］をタップしても本製品のアプリ画面に戻らない場合は、モバイル端末の［戻る］ボタンをタップしてください。
［戻る］ボタンは、Androidのバージョンやモバイル端末の種類によりデザインが異なります。･
お使いのモバイル端末の取扱説明書をご覧ください。

Android OSの設定画面
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8 ･［インターネット保護］画面の［完了］をタップする
「保護されたブラウザー」画面が表示され、Webサイトの保護機能が･
有効になっているブラザーを確認することができます。

！ インターネット保護では、Webサイトの保護が有効になったブラウザー
を対象にWebサイトのチェックをします。･
他のブラウザーを使用した場合のWebサイトはチェックされませんの
でご注意ください。
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5章-2 お子さまに不適切な有害サイトをブロックする
お子さまの目に触れさせたくない有害なサイトを表示しないように設定できる機能です。 
年齢別の推奨設定が用意されており、フィルタリングの強度の設定も簡単です。 
また、お子さまが勝手に制限を解除できないように、保護者が設定したパスワードで管理できます。 
最新の対応ブラウザーなどの詳細は、弊社サポートサイト（https://support.kaspersky.co.jp/11777）をご覧ください。

1 ･クイック起動パネルの［インターネット保護］をタップする
［保護されたブラウザー］画面が表示されます。

2 ･［設定］をタップする
［インターネット保護］画面が表示されます。

3 ･［コンテンツフィルタリングの設定］をタップする
［コンテンツフィルタリングのパスワード］画面が表示されます。

https://support.kaspersky.co.jp/11777


- 37 -

4 ･「パスワード」と「再入力」の両方に同じパスワードを･
入力する

パスワードは任意の文字（数字と文字）を4文字以上組み合わせて･
入力します。
パスワードを入力すると、秘密の質問の指定に移ります。

5 ･［学校の名前］をタップし、開いた画面から秘密の質問を指定し、･
質問の答えを入力する

！ 秘密の質問の答えを正しく入力すると、パスワードのリセットが可能に
なってしまいます。お子さまにパスワードをリセットされないよう、お子
さまが容易に推測できない答えを使用してください。

6 ･画面下の［続行］をタップする
［コンテンツフィルタリングの設定］画面が表示されます。
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7 ･［モード］をタップする
［コンテンツフィルタリングモード］画面が表示されます。

8 ･モードを選択する

オフ すべてのWebサイトを閲覧できます。

小中学生 15歳未満のユーザーにおすすめのモードです。 
すべてのカテゴリのWebサイトの閲覧がブロックされます。 

高校生
15歳から18歳までのユーザーにおすすめのモードです。 
ニュースやWebメールなど、一部のカテゴリのWebサイ
トの閲覧が許可されています。

カスタム
ブロックするWebサイトのカテゴリ（種類）を手動で設定し
ます。
初期設定では、すべてのカテゴリのWebサイトがブロック
される設定になっています。

オフ/小中学生/高校生を選択した場合
［コンテンツフィルタリングの設定］画面に戻ります。右下の［閉じる］を･
タップすると、［インターネット保護］画面に戻ります。

カスタムを選択した場合
［ブロックするカテゴリ］画面が表示されます。ブロックするWebサイト･
のカテゴリを設定してください。
P.40･「ブロックするWebサイトのカテゴリを設定する（［カスタム］設定
時のみ）」手順5
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ブロックするWebサイトのカテゴリを設定する
（［カスタム］設定時のみ）
コンテンツフィルタリングモードで［カスタム］に設定した場合に、ブロックするWebサイトのカテゴリ（種類）を指
定します。

1 ･クイック起動パネルの［インターネット保護］をタップする
［保護されたブラウザー］画面が表示されます。

2 ･［設定］をタップする
［インターネット保護］画面が表示されます。

3 ･［コンテンツフィルタリングの設定］をタップし、･
コンテンツフィルタリングのパスワードを入力して･
［続行］をタップする

4 ･［ブロックするカテゴリ］をタップする
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5 ･［ブロックするカテゴリ］画面で、ブロックするWebサイトの･
カテゴリ（種類）を設定する

初期設定では、すべての項目が「オン」 ･になっています。･
カテゴリのリストをスクロールして、閲覧を許可するカテゴリの･
チェックを外して「オフ」 ･にします。

6 ･設定が終わったら、画面の左上にある･ ･をタップする

［インターネット保護］画面に戻ります。

閲覧を許可するWebサイトを個別に指定する
コンテンツフィルタリングモードの設定に関係なく、閲覧を許可するWebサイトを指定します。

1 ･クイック起動パネルの［インターネット保護］をタップする
［保護されたブラウザー］画面が表示されます。

2 ･［設定］をタップする
［インターネット保護］画面が表示されます。

3 ･［コンテンツフィルタリングの設定］をタップし、･
コンテンツフィルタリングのパスワードを入力して［続行］をタップする
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4 ･［除外リスト］をタップし、開いた画面で［除外リストに追加］をタップする

5 ･「除外リストに追加」のメッセージの下の空欄に、閲覧を許可するWebサイトのURLを指定する

指定したWebサイトの全ページの閲覧を許可する場合
閲覧を許可するWebサイトのURLを入力①し、［このWebサイトのこのページへのみアクセスを許可］チェッ
クが外れて「オフ」になっていること②を確認します。確認後、［保存する］をタップ③します。
指定したWebサイトのURLの最後に「/*」が表示④されます。

①

④

②

③
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指定したWebページのみの閲覧を許可する場合
閲覧を許可するWebサイトのURLを入力①し、［このWebサイトのこのページへのみアクセスを許可］をタッ
プして「オン」②にします。その後［保存する］をタップ③します。
指定したWebサイトのURLが表示④されます。（最後に「/*」は表示されません。）

①

④

②

③

6 ･［除外リスト］画面の左上にある･ ･をタップする

［インターネット保護］画面に戻ります。



アプリをロックして 
プライバシーを保護する
アプリロックを設定すると、設定したアプリののぞき見を防止し、 
プライバシーを保護することができます。

6章

6章　アプリをロックしてプライバシーを保護する
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6章-1 アプリロックの初期設定をする
本製品をインストールしたあと、初めてクイック起動パネルの［アプリロック］をタップすると、アプリロックの 
初期設定（対話型の設定案内）画面が表示されます。

！ お使いのモバイル端末が分割画面モードを使用している場合、･
一部の機種でアプリロック機能が正常に動作しない場合があります。

アプリロックの初期設定画面は、1回のみ起動できます。
その後は、クイック起動パネルの［アプリロック］から設定できます。･

1 ･クイック起動パネルの［アプリロック］をタップする
アプリロックの初期設定画面が表示されます。

2 ･［次へ］をタップする
［ユーザー補助を有効にする］画面が表示されます。

インターネット保護の設定で［ユーザー補助を有効にする］ 
を設定している場合

［ユーザー補助を有効にする］画面が表示されません。
手順6へ進んでください。

以降の手順で、マイ･カスペルスキーへのログイン画面が表示
された場合は、画面の指示に従い操作してください。
P.69･「9章-2･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」

3 ･表示された画面のメッセージを確認して［次へ］をタップする
Android･OSの設定画面が表示されます。

次の手順4～5は、Androidバージョン8.1を搭載したスマートフォンで
の操作方法の一例を記載しています。Androidのバージョンやモバイル
端末の種類により、画面デザインや操作手順が異なる場合がありますの
で、画面の指示に従って操作してください。
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4 ･［カスペルスキー･インターネット･セキュリティ］･
をタップする

5 ･［OFF］をタップして表示されるメッセージを確認し、［OK］をタップする
ユーザー補助が有効になり、･
本製品のアプリ画面に戻ります。

［OK］をタップしても本製品の
アプリ画面に戻らない場合は、
モバイル端末の［戻る］ボタン
をタップしてください。
［戻る］ボタンは、Androidの
バージョンやモバイル端末の
種類によりデザインが異なり
ます。お使いのモバイル端末
の取扱説明書をご覧ください。

6 ･保護するアプリを選ぶ
保護したいアプリをタップしてスイッチを「オン」にすると、･
暗証番号の設定画面が表示されます。

盗難対策の設定で暗証番号を設定している場合

暗証番号の設定画面が表示されません。
手順8へ進んでください。
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7 ･暗証番号を設定する
画面の［4桁］の右横の▼をタップし、［4桁］/［5桁］/［6桁］から暗証番号の桁数を選択してください。
次に、選択した桁数の暗証番号を入力します。

マイ･カスペルスキーへのログイン画面が表示された場合は、画面の指示に従い操作してください。
P.69･「9章-2･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」

入力が終わったら、［暗証番号が設定されました］画面で［次へ］をタップします。

暗証番号が設定されました］画面には、ロックを解除するための追加の認証方法として、次の2つの方法が表示されます。
［ロック解除パターンを追加する］
［指紋認証でロックを解除する］
お使いの端末が対応していれば設定可能です。
P.73･「画面ロック解除にパターン認証／指紋認証を設定する」

8 ･[OK]をタップする

9 ･保護するアプリを追加する場合は、手順6を繰り返す
暗証番号の入力画面が表示された場合は、暗証番号を入力してください。

10 ･画面の上の「アプリロック」の左にある･ ･をタップする

アプリロックの設定が完了し、メイン画面に戻ります。

カスペルスキー･インターネット･セキュリティが不正にアンインストールされると、アプリのロックが解除されてしまいます。
不正にアンインストールされないよう保護することをおすすめします。
P.52･「7章-2･本製品が不正にアンインストールされないように保護する」
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アプリロックで保護したアプリを開く

1 ･モバイル端末の画面で、保護したアプリをタップする
カスペルスキー･インターネット･セキュリティ画面が開き、･
暗証暗号の入力を求められます。

2 ･暗証番号を入力する
暗証番号を入力すると、アプリが開きます。

暗証番号を忘れた場合は、P.72･「暗証番号を忘れた場合」を･
ご覧ください。



モバイル端末の盗難対策
盗難対策機能では、お使いのモバイル端末を紛失したり盗まれたりした
際に、モバイル端末がある場所を確認したり、モバイル端末内のデータ
が流出するのを防いだりできます。
また、盗難時などに、カスペルスキー インターネット セキュリティ
が不正にアンインストールされないよう設定することができます。

7章

7章　モバイル端末の盗難対策
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7章-1 盗難対策の初期設定をする
本製品をインストールしたあと、初めてクイック起動パネルの［盗難対策］をタップすると、盗難対策の初期設定（対
話型の設定案内）画面が表示されます。

盗難対策の初期設定画面は、1回のみ起動できます。その後は、クイック起動パネルの［盗難対策］から設定できます。

1 ･クイック起動パネルの［盗難対策］をタップする
盗難対策の初期設定画面が表示されます。

2 ･［次へ］をタップする
暗証番号の設定画面が表示されます。

アプリロックの設定で暗証番号を設定している場合
暗証番号の設定画面が表示されません。手順5へ進んでください。

マイ･カスペルスキーへのログイン画面が表示された場合は、画面の指示に
従い操作してください。
P.69･「9章-2･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」

3 ･［暗証番号を設定する］をタップする
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4 ･暗証番号を設定する
画面の［4桁］の右横の▼をタップし、［4桁］/［5桁］/［6桁］から暗証番号の桁数を選択してください。･
次に、選択した桁数の暗証番号を入力します。
入力が終わったら、［暗証番号が設定されました］画面で［次へ］をタップします。
［デバイス管理者の権限を付与］画面が表示されます。

暗証番号が設定されました］画面には、ロックを解除するための追加の認証方法として、次の2つの方法が表示されます。
［ロック解除パターンを追加する］
［指紋認証でロックを解除する］
お使いのモバイル端末が対応していれば設定可能です。
P.73･「画面ロック解除にパターン認証／指紋認証を設定する」

5 ･［次へ］をタップする

6 ･Android･OS画面の指示に従い、本製品にデバイス管理者の権限を付与する
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7 ･［完了］をタップする
盗難対策の初期設定が完了します。
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7章-2 本製品が不正にアンインストールされないように保護する
モバイル端末が盗まれた場合など、第三者に本製品をアンインストールされてしまうと、盗難対策機能が利用できな
くなったり、アプリのロックが解除されてしまったりするおそれがあります。 
アンインストール時にパスワードを設定して不正なアンインストールを防ぎ、モバイル端末を保護することができます。

･ この機能を使用するには、盗難対策の設定が必要です。事前に盗難対策を有効にしてください。･
P.49･「7章-1･盗難対策の初期設定をする」
･ 操作中、暗証番号の入力画面が表示された場合は、暗証番号を入力してください。

1 ･クイック起動パネルの［盗難対策］をタップする
［盗難対策］画面が表示されます。

2 ･「アンインストール時の保護」をタップする
ユーザー補助の設定方法を説明する画面が表示されます。

インターネット保護やアプリロックの設定で「アクセス権を付与」を･
設定している場合
ユーザー補助の設定画面が表示されません。
手順7へ進んでください。

3 ･スイッチをタップして「オン」にする
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4 ･表示された画面のメッセージを確認して［次へ］をタップする
Android･OSの設定画面が表示されます。

次の手順5～6は、Androidバージョン8.1を搭載したスマートフォン
での操作方法の一例を記載しています。Androidのバージョンやモバイ
ル端末の種類により、画面デザインや操作手順が異なる場合があります
ので、画面の指示に従って操作してください。

5 ･［カスペルスキー･インターネット･セキュリティ］･
をタップする

6 ･［OFF］をタップして表示されるメッセージを確認し、［OK］をタップする
ユーザー補助が有効になり、･
本製品のアプリ画面に戻ります。

［OK］をタップしても本製品の
アプリ画面に戻らない場合は、
モバイル端末の［戻る］ボタン
をタップしてください。
［戻る］ボタンは、Androidの
バージョンやモバイル端末の
種類によりデザインが異なり
ます。お使いのモバイル端末
の取扱説明書をご覧ください。
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7 ･暗証番号を入力する
暗証番号を入力すると、アンインストール時の保護が有効になります。

暗証番号を忘れた場合は、P.72･「暗証番号を忘れた場合」を･
ご覧ください。

8 ･画面の上の「アンインストール時の保護」の左にある･ ･を･
タップする

不正アンインストール対策の設定が完了します。
もう一度画面左上の･ ･をタップすると、メイン画面に戻ります。
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7章-3 SIMカードが差し替えられたら端末をロックして保護する
モバイル端末のSIMカードを抜き取られて別のSIMカードがセットされたときに、自動で端末をロックすることがで
きます。 
お使いのモバイル端末を紛失したり盗まれたりした際、SIMカードを交換され端末が悪用されるのを防ぐことができ
ます。

･ この機能は、SIMカードを装着した端末で利用できます。
･ この機能を使用するには、盗難対策の設定が必要です。事前に盗難対策を有効にしてください。･
P.49･「7章-1･盗難対策の初期設定をする」
･ 操作中、暗証番号の入力画面が表示された場合は、暗証番号を入力してください。

1 ･クイック起動パネルの［盗難対策］をタップする
［盗難対策］画面が表示されます。

2 ･［SIM監視］をタップする

3 ･スイッチをタップして「オン」にする
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4 ･端末をロックしたときに画面に表示されるメッセージを設定する
初期設定のメッセージ内容は、［SIM監視］画面の･
［端末ロック時のメッセージ］に表示されています。
変更する場合は、［端末ロック時のメッセージ］部分をタップして･
メッセージを変更し、［保存する］をタップします。

5 ･画面の上の［SIM監視］の左にある･ ･をタップする
SIM監視の設定が完了します。
もう一度画面左上の･ ･をタップすると、メイン画面に戻ります。
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7章-4 マイ カスペルスキーを使って遠隔操作する
お使いのモバイル端末を紛失したり盗まれたりした際に、PCや他のモバイル端末からマイ カスペルスキーにログイン
することで遠隔で操作できます。

マイ･カスペルスキーにログインすることで、次のような遠隔操作ができます。

●･モバイル端末をロックし、端末の位置を調べる

●･モバイル端末をロックし、大音量アラームを作動させる

●･モバイル端末からすべてのデータを消去し端末を初期化する

●･モバイル端末をロックし、周囲の風景を遠隔撮影する

PCや他のモバイル端末でマイ カスペルスキーから遠隔操作する
モバイル端末を紛失したり盗まれたりしたときは、モバイル端末が接続しているマイ･カスペルスキーのアカウントを
使って、PCや他のモバイル端末からマイ･カスペルスキーのWebサイト（https://my.kaspersky.com/）にログイン
してください。そのモバイル端末を遠隔で操作できるようになります。
詳しくは、本製品のヘルプをご覧ください。

モバイル端末のロックを解除する
盗難対策機能を使用して遠隔でモバイル端末をロックした場合、ロックを解除するには、該当のモバイル端末本体で
解除の操作を行います。

1 ･モバイル端末の画面を表示し、･ ･をタップする

https://my.kaspersky.com/
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2 ･ロック解除に使用する情報を確認し、［ロック解除］をタップする

3 ･手順2の画面に表示されたロック解除の情報に従い、ロックを解除する
モバイル端末のロックが解除されると、「端末ロックが解除されました」メッセージとともに、･
次のどちらかの画面が開きます。
表示されたメッセージに合わせて、画面を閉じるか、画面ロックのコードを設定してください。

［閉じる］をクリックして
メッセージを閉じます。

［閉じる］をクリックすると
モバイル端末の画面ロックを解除するためのコードが、･
本製品の暗証番号に変更されます。
（例）上の画面では、「1234」が暗証番号になります。

［無効にする］をクリックすると
Android･OSの画面が表示され、希望の画面ロックの･
コードを設定することができます。



迷惑電話のブロック
着信拒否機能を使用すると、迷惑電話をブロックできます。 
着信の拒否は、連絡先リストや着信履歴をもとに個別に設定することが
できます。

この機能は、SIMカードが挿入されているモバイル端末でのみご利用できます。

8章

8章　迷惑電話のブロック 
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8章-1 着信拒否の初期設定をする

1 ･クイック起動パネルの［着信拒否］をタップする

2 ･［次へ］をタップする
着信拒否画面が表示されます。

3 ･右下の［＋］をタップする
［連絡先の追加］画面が表示されます。
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4 ･着信を拒否したい電話番号を追加する
番号を手動で追加する
［電話番号］欄をタップして手動で番号を入力します。着信履歴などの
電話番号をコピーペーストして入力することもできます。

連絡先に登録されている番号を選択する
［電話番号］欄の右の･ ･をタップし、次に［連絡先］をタップします。
連絡先の一覧が表示されたら、着信を拒否したい番号を選びます。

必要に応じて［氏名］［メモ］欄に電話番号の付属情報を
入力しておくこともできます。

5 ･画面の右の上にある･ ･をタップする

［連絡先の追加］画面が閉じて、選択した電話番号が［ブラックリスト］･
に表示されます。
さらに他の電話番号を追加する場合は、手順4と5を繰り返します。

6 ･電話番号の追加が終わったら、画面の上の左にある･ ･を･
タップする

メイン画面に戻ります。
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8章-2 着信拒否のモードを設定する
着信拒否画面で、該当のスイッチをタップしてモードのオン／オフを切り替えることができます。

ブラックリストに登録した連絡先からの着信をブロックする
着信拒否の機能自体をオン／オフすることができます。スイッチを･
「オフ」にすると、［ブラックリスト］に電話番号が追加されていても、･
着信を拒否しません。

知らない番号から着信があったときに通知を表示する
連絡先に登録されていない電話番号から着信があると、通話の終了時や･
着信が切れたとき、着信を手動で拒否したときに、通知が表示されます。

！ この機能はAndroidバージョン9以降ではご利用いただけません。



付録9章

9章　付録
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9章-1 製品のライセンスを更新する
ライセンスの有効期間終了日が近づくと、メイン画面がオレンジ色または赤色になります。画面の  をタップすると、
ライセンスに関する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などができます。
ここでは、公式オンラインショップでの更新ライセンスの購入と、ライセンス更新の手順を説明します。

！ ･ ライセンス有効期間の残り日数が14日未満になると、ライセンスの更新が可能になります。ただし、ライセンスの有効
期間が終了するまでは、ライセンスを更新しないでください。現在のライセンス有効期間が残っている場合、ライセン
スを更新すると、現在のライセンスの残り有効期間は引き継がれません。

･ ライセンスの有効期間が終了すると、製品の保護機能が制限されます。ライセンスの有効期間が終了したら、なるべく
早くライセンスを更新することをおすすめします。

更新ライセンスを購入する

1 ･ ･をタップする

モバイル端末の状態確認画面が表示されます。

2 ･ライセンス有効期間のメッセージ、または［ライセンスと･
アカウント］をタップする
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3 ･［了承して更新ライセンスの購入・入力］をタップする
［ライセンスの購入・入力］画面が表示されます。

ボタンが画面に表示されていない場合は、画面を下方向に
スクロールしてください。

4 ･［公式オンラインショップで購入］を選択し、表示される･
案内に従って操作する
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ライセンスを更新する
ここでは、公式オンラインショップで更新ライセンスを購入した場合の、ライセンス更新方法について説明します。

！ ･ ライセンス有効期間の残り日数が14日未満になると、ライセンスの更新が可能になります。ただし、ライセンスの有効
期間が終了するまでは、ライセンスを更新しないでください。現在のライセンス有効期間が残っている場合、ライセン
スを更新すると、現在のライセンスの残り有効期間は引き継がれません。

･ ライセンスの有効期間が終了すると、製品の保護機能が制限されます。ライセンスの有効期間が終了したら、なるべく
早くライセンスを更新することをおすすめします。

1 ･メイン画面左上の･ ･をタップする

2 ･サイドメニューのライセンス表示エリアをタップする
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3 ･ライセンスの入力に進む
ライセンスの有効期間が残りわずかな場合
［了承して更新ライセンスの購入・入力］をタップします。

ボタンが画面に表示されていない場合は、画面を下方向に
スクロールしてください。

ライセンスの有効期間が終了した場合
［有料版ライセンスの購入・入力はこちら］をタップします。

4 ･［アクティベーションコードをお持ちの方はこちら］･
をタップする
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5 ･［アクティベーションコードを入力］をタップする

6 ･更新ライセンスを購入したときに受け取ったアクティベーション･
コードを入力し、［次へ］をタップする

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、検証が始まります。

7 ･［OK］をタップする
アクティベーション完了の画面が表示されます。
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9章-2 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、モバイル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。 
マイ カスペルスキーを利用してモバイル端末を遠隔で操作することができます。また、本製品の暗証番号を忘れた 
ときに、復旧することができます。

盗難対策、アプリロックの初期設定画面（対話型の設定案内）で、マイ･カスペルスキーへのログインまたはアカウント
作成が促されますので、案内に従って操作してください。
ログイン、またはアカウントを作成すると、お使いのモバイル端末がマイ･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、遠隔の操作が実行で
きます。

マイ カスペルスキーのアカウントを持っている場合

1 ･アカウント（メールアドレス）とパスワードを入力し、･
［ログイン］をタップする

https://my.kaspersky.com/
https://my.kaspersky.com/


- 70 -

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 ･［マイ･カスペルスキーにログイン］画面で、･
［アカウントを作成］をタップする

［アカウントを作成］画面が表示されます。

2 ･アカウント（メールアドレス）とパスワードを指定し、･
チェックボックスを「オン」にしたら、･
［アカウントを作成］をタップする

アカウント作成後しばらくすると、登録したメールアドレスに･
確認メールが届きます。

パスワードは8文字以上で、数字を1つ以上、アルファベットの大文字と
小文字1字以上を含んでいる必要があります。スペースは使用できません。

3 ･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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9章-3 画面ロック解除の認証方法を変更する

画面ロックを解除するための暗証番号を変更することができます。
また、パターン認証と指紋認証を追加で設定することもできます。お使いのモバイル端末が対応していれば設定可能
です。

暗証番号を変更する
既に設定した暗証番号を変更することができます。

1 ･メイン画面で･ ･をタップし、［設定］を選択する

［設定］画面が表示されます。

2 ･［画面ロック］をタップする
［画面ロック］画面が表示されます。

暗証番号の入力画面が表示された場合は、暗証番号を入力してください。

3 ･［暗証番号の変更］をタップする
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4 ･現在の暗証番号を入力する

5 ･［暗証番号を設定してください］に新しい暗証番号を入力する
画面の［4桁］の右横の▼をタップし、［4桁］/［5桁］/［6桁］から･
暗証番号の桁数を選択してください。次に、選択した桁数の暗証番号を･
入力します。･
入力した暗証番号を再入力すると、新しい暗証番号が保存されます。

暗証番号を忘れた場合
暗証番号を忘れてしまった場合、マイ･カスペルスキーで復旧コードを入手し、暗証番号を再設定できます。復旧コー
ドを入手するには、モバイル端末をマイ･カスペルスキーに接続するときに使用したアカウントが必要です。
盗難対策、アプリロックの初期設定をするときに、マイ･カスペルスキーにログイン、または新規作成したアカウント
をご利用ください。
詳しくは、弊社サポートサイト（https://support.kaspersky.co.jp/10217）をご覧ください。

https://support.kaspersky.co.jp/10217


- 73 -

画面ロック解除にパターン認証／指紋認証を設定する

！ お使いのモバイル端末がパターン認証／指紋認証機能に対応している場合に設定できます。
詳しくは、モバイル端末の取扱説明書でご確認ください。

1 ･メイン画面で･ ･をタップし、［設定］を選択する

［設定］画面が表示されます。

2 ･［画面ロック］をタップする
［画面ロック］画面が表示されます。

3 ･［ロック解除のパターンの設定］または･
［指紋認証でロック解除する］をタップする
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ロック解除のパターンの設定
暗証番号を入力すると、ロック解除パターンの入力画面が表示されます。･
4つ以上の点を指でなぞり、パターンを設定してください。
設定が終わると［画面ロック］画面に戻ります。

指紋認証でロックを解除する
［設定］をタップすると、モバイル端末に指紋を登録していない場合は･
設定画面が表示されます。･
画面の指示に従って設定してください。詳しくは、モバイル端末の･
取扱説明書をご覧ください。
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9章-4 本製品をアンインストールする
本製品のアプリを削除するときは、本製品のメニューからアンインストールします。

1 ･メイン画面で･ ･をタップし、［設定］を選択する

［設定］画面が表示されます。

2 ･［アンインストール］をタップする
［カスペルスキー･インターネット･セキュリティのアンインストール］画面が･
表示されます。

3 ･［次へ］をタップする
暗証番号の入力画面が表示された場合は、暗証番号を入力して･
ください。

4 ･画面の指示に従ってアンインストールする
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9章-5 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。

●･カスペルスキー、Kaspersky®はKaspersky･Labの商標または登録商標です。

●･Android、Chrome、Google、およびGoogle･Playは、Google･Inc.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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