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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ドオン（プラグイン）およびアイコンなど
･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.35･「3章･定義データベースのアップデート」

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.26･「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

1章-1

インストール・
アクティベーション完了
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製品インストール後のショートカットやアイコンなどについて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、タスクトレイのアイコンなどが追加されます。
また、右クリックメニューやWebブラウザーのアドオン（プラグイン）が追加されます。詳しくは以下のページをご覧ください。

通知領域（デスクトップの右下）の アイコン／デスクトップの ショートカット／スタートメニュー
P.8･「メイン画面を表示する」

デスクトップの ショートカット
P.43･「保護されたブラウザーでネット決済を利用する」

右クリックメニュー／Webブラウザーのアドオン（プラグイン）
P.13･「追加されるメニューやアドオンを確認する」

通知領域の アイコン／デスクトップの ショートカット／スタートメニュー
製品をインストールすると、同時にカスペルスキー･セキュアコネクションの無料版がインストールされます。
カスペルスキー･セキュアコネクションは、Wi-FiスポットなどのWi-Fiネットワークを使用した通信を利用
する際に、VPN（仮想プライベートネットワーク）の技術を使い、大切な情報やプライバシーを保護するセキュ
リティソフトウェアです。
セキュアコネクションで通信を保護すると、パソコンはVPNの仮想サーバーを経由してインターネットに接
続します。パソコンと仮想サーバーの間の通信は暗号化されるので、いわば仮想のトンネルの中でデータを
送受信し、通信内容の盗み見や改ざんといった被害を防ぐことができます。また位置情報やIPアドレスなど
の情報が取得されるのを防ぎ、Webの閲覧行動を追跡するようなサービスからプライバシーを守ります。
詳しくは、本製品ヘルプおよび操作設定ガイド･をご覧ください。

http://data.kaspersky.co.jp/ksecwin_userguide
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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･2018（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
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。

脅威の有無など、現在のパソコンの状
態が表示されます。［詳細］またはパソ
コンのアイコンをクリックすると、「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。

ぜい弱性スキャン、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.101･「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」「アップデート」
「ネット決済保護」
「プライバシー保護」
「保護者による管理」
「デバイスの保護」の機能を
設定・利用します。
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メイン画面を表示する
メイン画面を表示するには、次の方法があります。

タスクバーの通知領域（タスクバー右下）のアイコンから表示する
通知領域のアイコン をクリックします。

デスクトップのショートカットから表示する
デスクトップのショートカットアイコン をダブルクリックします。

スタートメニューから表示する
Windowsのスタートメニューに表示されるアプリから、［カスペルスキー･インターネット･セキュリティ］>･
［ カスペルスキー･インターネット･セキュリティ］をクリックします。

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。
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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-4

スキャン
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.24･「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
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.35･「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
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.41･「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

デスクトップの ショートカットをダブルクリックしても
［ネット決済保護］画面が表示されます。

プライバシー保護
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.52･「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
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.135･「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

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。

デバイスの保護
メイン画面で[デバイスの保護]をクリックすると、[デバイスの保護]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、本製品のヘルプをご覧ください。
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設定
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.151･「9章･付録」

便利ツール
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.73･「6章･便利ツールの活用」
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追加されるメニューやアドオンを確認する1章-5
本製品をインストールすると、フォルダーやファイルを扱うときやWebサイトを閲覧するときに、･
本製品独自のメニューや機能を利用できるようになります。

Webブラウザーに追加されるアドオン（プラグイン）を設定する
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。アドオンが追加され
ると、Webサイトを安全に閲覧するためのさまざまな機能を利用することができます。
インストールされると、次のようなアイコンがブラウザーに表示されます。

Internet･Explorerの例：･ （「オフ」）
･ （「オン」）

 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（http://kmps.jp/sysw）をご覧ください。
･ Windows･10ではInternet･Explorer用のプラグインが自動的にインストールされません。Windows･10をお使いの方は、
P.14 「Windows10でインターネットエクスプローラーにアドオンをインストールする」をご覧ください。
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メイン画面の［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。

Windows10でインターネットエクスプローラーにアドオンをインストールする
Internet･Explorerはバージョンによっては、アドオンが自動的にインストールされません。
その場合は、次の手順でインストールしてください。

2 	［通知センター］画面の［推奨事項］で、「Internet Explorerに 
プラグインがインストールされていません」表示の右側の 

［インストール］をクリックする
アドオンがインストールされ、Internet･Explorerの画面下部に･
「Kaspersky･Protection･Toolbarアドオンが使えるようになりました」･
というメッセージが表示されます。
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3 	 Internet Explorerの画面下部に表示された「Kaspersky  
Protection Toolbarアドオンが使えるようになりました」 
の右側の［有効にする］をクリックする
［有効にする］をクリックすると、Internet･Explorerにアドオンがインストールされ、
メニューバーに･ ･が表示されます。

Webブラウザーのアドオンを設定する
追加されたブラウザーの･ ･または･ ･アイコンをクリックし、設定画面を表示します。
設定画面では、Webトラッキング防止の設定、バナー広告対策の設定、セキュリティキーボードの利用などができます。

	P.56･「Webトラッキング防止の
設定をする」

	P.133･「バナー広告を表示しない
（バナー広告対策）」

	P.67･「セキュリティキーボードで
個人情報を安全に入力する」
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危険サイト診断
アドオン（プラグイン）をブラウザーに追加すると、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）。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（http://kmps.jp/sysw）をご覧ください。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。

危険サイト診断の設定については、［設定］>［プロテクション］>［ウェブ保護］の［詳細設定］をクリックし、
［ウェブ保護の詳細設定］画面の「危険サイト診断」で設定できます。［ウェブ保護の詳細設定］画面について、詳しくは本製品のヘルプをご覧ください。

：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。

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。

http://kmps.jp/sysw
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右クリックメニュー
ドライブ/フォルダー/ファイルを右クリックすると、次のメニューが表示されます。

メニューを選択すると、フォルダーなどのスキャンや、ファイルやアプリケーションが安全かどうか診断できます。

メニュー 説明

スキャン スキャンを実行します。

危険ファイル診断

カスペルスキーのクラウドデータベース（Kaspersky Security Network：KSN）にファイルの情報を問い合わせ、
信頼度に関する情報を表示します。
　　表示される情報の例：
　　・デジタル署名に関する情報（デジタル署名がある場合）
　　・安全度の評価
　　・Kaspersky Security Network：KSNに登録された時期
　　・世界でどのくらいの数のユーザーに使用されているか

アプリケーション診断

Kaspersky Application Advisorのウェブページが開き、アプリケーションの信頼度に関する情報を表示します。
　　表示される情報の例：
　　・デジタル署名に関する情報（デジタル署名がある場合）
　　・アプリケーションの開発者情報
　　・安全度の評価
　　・世界でどのくらいの数のユーザーに使用されているか、どの国・地域でよく使用されているか

選択したオブジェクト（ドライブ/フォルダー/ファイル）の種類によって、選択できるメニューは異なります。
利用できないメニューはグレーで表示されます。
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通知が表示されたときは1章-6
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、メイン画面に警告内容が表示されたり、タスクトレイに通知がポップアップ
表示されたりします（P.20･「通知の種類」）。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。

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。

メイン画面の危険通知の例 脅威の処理方法選択の例 外付けデバイス接続の例

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）
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Webブラウザーで危険なサイトにサイトに接続したときの通知例
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通知の種類
通知を知らせる画面は、緊急度によって次の種類があります。

通知の色［種類・意味］ 説明

赤［緊急］ 悪意のあるオブジェクトやオペレーティングシステムでの危険な動作など、特に重要度の高いセキュリティ通知です。

黄［重要］ 感染の危険性があるオブジェクトの検知やオペレーティングシステムでの疑わしい動作など、注意が必要な通知です。

緑［情報］ セキュリティにとって重要な問題が発生していないイベントです。
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。

脅威が見つかったときの操作例
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。･
ここでは、脅威への対処手順を紹介します。

緊急通知のメッセージを確認し、
［詳細］またはパソコンのアイコンをクリック

1

［通知センター］画面が表示されます。

［緊急］通知の対処例
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［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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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でお知らせが表示されます。･
また、Windows10の場合は、画面右下のアクションセンターにも通知が表示されます。･
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.152･「製品ライセンスを更新する」をご覧ください。
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オンラインヘルプを参照する1章-7
操作画面や機能に関するヘルプを、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。



- 25 -

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

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。

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。

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。

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.29 「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

2 		［スキャン］画面の左メニューから［完全スキャン］
  または［簡易スキャン］をクリックする

3 		［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などが表示されます。

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.35･「3章･定義データベースのアップデート」！

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.30 「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。

･ スキャンが完了すると、結果が表示されます。
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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

2 		［スキャン］画面の左メニューから［カスタムスキャン］をクリックする

3 		［カスタムスキャン］画面の「ここにドラッグ&ドロップします」
　   と書かれている欄にファイルやフォルダー、またはドライブを
　   ドラッグ＆ドロップする
･････････ドラッグ＆ドロップしたスキャン対象が･

･･［スキャン対象として選択］欄に表示されます。

4 		［カスタムスキャン］画面の［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。

ドラッグ＆ドロップしたファイ
ルまたはフォルダーなどが表示
されます。

 ［＋追加］をクリックすると、一覧からスキャンする対象を選択できます。
  スキャンするファイルやフォルダーを追加するには、操作を繰り返します。
 ［スキャン対象として選択］欄からスキャン対象を削除するには、 
スキャン対象右端の［ ］をクリックします。 

［すべて削除］をクリックすると、すべてのスキャン対象が削除されます。
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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、接続した機器をスキャンするかどうかを確認するメッセージが･
表示されます。･
［スキャン］をクリックして、接続機器のスキャンを開始してください。
スキャンしない場合は、［スキャンしない］をクリックします。

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

2 		［スキャン］画面の左メニューから
       ［外付けデバイスのスキャン］をクリックする

3 		［外付けデバイスのスキャン］画面で、スキャン対象の
       外付けデバイスを選択して［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。
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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
       スキャンが開始されます。スキャン中は、スキャン画面に、
       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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スキャン実行タイミング

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／ぜい弱性スキャンの3種類に対して、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

スキャン 日 曜日 時間 説明

手動で開始 ― ― ― 自動実行はしません。

毎日

― ― ○ 実行時刻を指定します。平日ごと

週末ごと

毎週 ― ○ ○ 実行曜日・時刻を指定します。

毎月 ○ ― ○ 実行日・時刻を指定します。

1   メイン画面の［スキャン］をクリックする

2   ［スキャン］画面の左メニューから［スキャンスケジュール］を
      クリックし、スキャンの種類を選択する
････････［スキャンスケジュール］画面が表示されます。

ぜい弱性スキャンとは
ウイルス感染や攻撃・侵入の原因となるパソコンの弱点をスキャンします。P.92･「パソコンのぜい弱性をスキャンする」
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3   ［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

4    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［保存］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。

スクリーンセーバーの実行中またはコンピューターのロック時にのみ、	
スケジュールされたスキャンを実行する
オンにすると、スキャンの実行タイミングが来ても、ユーザーが作業している
間はスキャンが実行されません。スキャンは、スクリーンセーバーが実行され
ているとき、コンピューターがロックされているときのみ実行されます。
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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。

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］の
  スライダーを動かしてレベルを選択する

続けて脅威の処理方法を設定するときは、「脅威検知時の処理方法を設定する」の手順3に進みます。

高 セキュリティが最も高いレベルです。
外出先など、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。

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。

通常は、既定値の［推奨］をお使いください。！

1 		メイン画面左下の ［設定］をクリックする

「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.137 「管理用のパスワードを作成する」
P.104 「設定や保護機能をパスワードで保護する」

スライダーをドラッグするか、
バー上をクリックします。
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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

2 		［設定］画面の左メニューから［スキャン］をクリックする

3 		［脅威の検知時の処理］欄をクリックし、一覧から処理方法を選択する

［設定］>［全般］の［脅威の処理方法］の設定で、［推奨される処理を自動的に実行する］
がオンかオフかで、選択できる項目が異なります。
P.102 「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］の設定 選択項目 説明

オン 自動処理
カスペルスキーが推奨する処理が自動的に実行されます。
初期設定では感染が見つかると［駆除、駆除できない場合は
削除］が実行されます。

オン／オフ共通

通知 疑わしい処理が検知された場合に通知されます。

駆除 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、
それらのオブジェクトへのアクセスがブロックされます。

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。

削除 脅威が検知されると、オブジェクトごと削除されます。

オフ

スキャン完了時に 
手動選択

スキャン完了時に通知画面が表示されるので、
オブジェクトごとに処理方法を選択します。

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、処理を選択します。
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手動選択 外付けデバイスが検出されるたびに通知画面が表
示され、スキャンするかどうかを選択します。

スキャンしない スキャンしません。

簡易スキャン 外付けデバイスの簡易スキャンを開始します。

完全スキャン 外付けデバイスの完全スキャンを開始します。

64GB未満の場合完全スキャン

外付けデバイスの容量が64GB未満の場合に、 
外付けデバイスの完全スキャンを開始します。

！ 容量が64GB以上の外付けデバイスは、･
スキャンが実行されません。･
その際、メッセージによる通知がありませんの
でご注意ください。

外付けデバイス検出時の動作を設定する
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を設定します。

1 		メイン画面左下の ［設定］をクリックする

2 		［設定］画面の左メニューから［スキャン］をクリックする

3 		［外付けデバイスの検出時］欄をクリックし、一覧から動作を選択する



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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定義データベースが最新か確認する3章-1
現在使用している定義データベースが最新かどうか、以下の手順で確認できます。

メイン画面で［アップデート］をクリックする1
［アップデート］画面で現在の状況を確認する2
	「定義データベースは最新です」が表示されている場合：	
アップデートの必要はありません。
	「定義データベースが長期間アップデートされていません」が表示されている場合：	
アップデートしてください。･
P.37･「定義データベースを手動でアップデートする」
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メイン画面で［アップデート］をクリックする1
［アップデート］画面で［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。

定義データベースを手動でアップデートする3章-2
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ます。

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。

アップデートを中止するには、アップデート中の画面で （アップデートを停止）を･
クリックしてください。
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再起動の通知が表示されたときは、パソコンを再起動する3
再起動後、「定義データベースは最新です」と表示されます。
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3章-3 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。

アップデート実行タイミング

スキャン 日 曜日 時間 説明

自動で開始 ― ― ― 自動実行します。

手動で開始 ― ― ― 自動実行はしません。

毎日 ― ― ○ 実行時刻を指定します。

毎週 ― ○ ○ 実行曜日・時刻を指定します。

本製品の起動後 ― ― ― 本製品が起動すると、毎回アップデートが実行されます。

［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。

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

4

［スキップしたアップデートを実行］：
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。

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。

･ 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
･オペレーティングシステムに深刻なぜい弱性が存在しないか
･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。

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.46 「ネット決済保護対象のWebサイトを登録する」

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。
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［保護されたブラウザーで続行］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。

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。！
Windowsが最新版でない場合、システムの更新を促すメッセージが表示されることがあります。
画面に従ってWindows Updateでシステムを更新後、ログインページへアクセスすることを
おすすめします。
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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。

デスクトップの ショートカットをダブルクリックしても[ネット決済保護]画面が 
表示されます。
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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は
［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］画面で［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に設定しておくこともできます。

すでにサイトが登録されている場合は［追加］をクリックします。

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。

画面の右側に「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］をクリックします。
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サイトのURL、アクセス時の処理などを設定し、［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（「https：//」から始まる
アドレス）を入力します。

このWebサイトへ
のアクセス時

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。

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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4章-4 ネット決済保護対象の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。

［ネット決済保護］画面で、登録済み対象サイトの をクリックする2

サイト設定を編集し、［保存］をクリックする3
設定内容についてはP.46･「ネット決済保護対象のWebサイトを登録する」
をご覧ください。

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 をクリックします。

メイン画面で［ネット決済保護］をクリックする1

画面の右側に「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。

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。！

「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.137･「管理用のパスワードを作成する」
P.104･「設定や保護機能をパスワードで保護する」

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

［設定］画面の左メニューから［プロテクション］をクリックし、
［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。
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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。

［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。

［詳細］をクリックすると、
オンラインヘルプを
確認できます。

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。

［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。
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［オペレーティングシステムの脆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（チェックあり）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。

このチェックボックスは、Windows 8.1、10（すべて64ビット版）で
ご利用の場合にのみ表示されます。

［保護されたブラウザー上でのスクリーンショットの撮影をブロックする］
をオン（またはオフ）にする

6

初期設定では、オン（チェックあり）です。通常は、チェックを外さないでください。
オンの場合、保護されたブラウザーの使用時に画面のスクリーンショットを不正に･
取得する脅威を防ぎます。



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。 
キーボードの入力履歴が残らないため、スパイウェアによる個人情報の流出を防ぎます。

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。

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禁止する
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 	［アプリケーションによる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。

メイン画面左下の ［設定］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、本製品のヘルプをご覧ください。
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4 	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。

3 	［＊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

2 	設定画面の左メニューから［プロテクション］をクリックし、 
[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。
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「Webカメラのアクセスがブロックされています」が表示されているときは、Webカメラを
使うことができなくなります。使いたいときは[ブロック解除]をクリックして、Webカメラ
へのアクセスを許可してください。

！

ソフトウェアによるカメラの使用をすべて禁止する
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 	 [プライバシー保護]画面で、「Webカメラへのアクセスが許可 
されています」の右にある［ブロックする］をクリックする
「Webカメラへのアクセスがブロックされています」に変わり、･
ソフトウェアによるWebカメラへのアクセスをすべて禁止します。･
ソフトウェアがカメラを使用するとメッセージが表示されます。
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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。

･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する機能･
P.59･「サイト閲覧時のトラッキングをブロックせずに、データ収集を検知した回数だけを確認する」
･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、さらにブロックする機能･
次の「Webトラッキングデータ収集をブロックする」をご覧ください。

Webトラッキング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。
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2 	 [プライバシー保護]画面で、「Webトラッキング防止が無効です」
の右にある［有効にする］をクリックする
「Webトラッキング防止が有効です」に変わり、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、回数の記録を開始します。

[使い方]をクリックすると、Webトラッキング防止についての説明が表示されます。

3 	「Webトラッキング防止が有効です」の下にある［設定］を 
クリックする
[Webトラッキング防止の設定]画面が表示されます。
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  [データ収集をブロックする]を選択した場合、[カテゴリと除外リスト]をクリックすると、より詳しい設定ができます。 
P.60･「Webトラッキング防止の詳しい設定をする」
 ブラウザーから［Webトラッキング防止の設定］画面を表示することができます。ブラウザーのアドオン（プラグイン）アイコンをクリックし、 
メニューの［Webトラッキング防止］または画面右の[ ]＞[設定]をクリックすると、［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。

4 	［Webトラッキング防止の設定］画面で、
 ［データ収集をブロックする］を選択する
［データ収集を許可する］がオフになり、･
［データ収集をブロックする］がオンになります。

5 	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。
オフにする場合はチェックを外してください。
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サイト閲覧時のトラッキングをブロックせずに、データ収集を検知した回数だけを確認する
手順4の[Webトラッキング防止の設定]画面で、［データ収集を許可する］をオンにしてください。･
［データ収集をブロックする］がオフになり、トラッキング回数の記録だけを記録します。

トラッキングデータ収集を検知した回数の表示例
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Webトラッキング防止の詳しい設定をする5章-3
［Webトラッキング防止の設定］（P.56	「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。

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。

［設定］画面の左メニューから［プロテクション］をクリックし、
［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。



- 61 -

[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

3

[カテゴリと除外リスト]画面が表示されます。

データ収集をブロックする対象を設定する（オン／オフ）4
オン（チェックあり）にすると、ブロックの対象となります。

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）の追跡を
ブロックします。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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［除外リスト］をクリックして、
トラッキングを許可するサイトを確認または設定する

5

［次のWebサイトのトラッキングを許可する］画面が表示されます。･
信頼する（トラッキングを防止しない）サイトが登録されている場合は
一覧表示されます。内容を確認し、必要に応じて追加・編集します。

［次のWebサイトのトラッキングを許可する］画面の項目

編集 一覧でサイトを選択し、［除外の編集］画面で編集します。

削除 一覧でサイトを選択し、削除します。

追加 ［除外の追加］画面で、信頼するサイトを追加します。
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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。

5章-4 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
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[便利ツール]画面の左メニューから[さらに4件表示]をクリックし、
[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。

[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
診断が開始されます。
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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。

消去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。
操作履歴が削除されます。

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。
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[完了]をクリックする6
[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。

操作を取り消すには、 [プライバシークリーナーウィザードへようこそ]画面で、[変更項目のロールバック]＞[次へ]をクリックします。
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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-5
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。

･ 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（http://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･8.1/10の64ビット版使用時）･
その他の制限は本製品のヘルプをご覧ください。

！

［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。

ブラウザーのアドオン（プラグイン）から表示する　　
ブラウザーのアドオン（プラグイン）アイコン･ ･をクリックし、･
[セキュリティキーボードを開く]をクリックします。

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。

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。

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。

http://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。

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。

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。

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。

Numキーをクリックすると押したままの状態（緑色表示）になり、数字キー（テンキー）が表示されます。
再度クリックすると、押したままの状態が解除され、その他の表示に切り替わります。
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セキュリティキーボードの表示・非表示を設定する
ショートカットキーでセキュリティキーボードを表示したり、Webサイトの入力フォーム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したりする設定を変更できます。

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。

［設定］画面の左メニューから［詳細］をクリックし、［データ入力の保護］をクリックする2
［データ入力の保護の設定］画面が表示されます。

［セキュリティキーボード］で、セキュリティキーボードの表示・非表示を設定する3

SHIFT+CTRL+ALT+P･キーを押したときに
セキュリティキーボードを表示する

SHIFT+CTRL+ALT+P キーを押すと、
画面上にセキュリティキーボードが表示されます。

データ入力フィールドに
クイック起動アイコンを表示する

セキュリティキーボードのクイック起動アイコンが、Web サイトの
入力フィールドに表示されます。［カテゴリの編集］をクリックすると、
サイトのカテゴリごとや、個別のサイトごとに、表示／非表示をカス
タマイズできます。



- 70 -

個人情報が送信されないようにする5章-6
保護者による管理機能（［個人情報とキーワード］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。

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

［保護者による管理］画面の左メニューから［個人情報とキーワード］をクリックする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

「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

4

管理者用のパスワードを作成する（P.137･「管理用のパスワードを作成する」）･
（P.139･「［保護者による管理］機能を有効にして［制限の設定］機能を表示する」）

［個人情報リスト］画面が表示されます。
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［インターネット］をクリックし、「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

第三者への送信をブロックする個人情報を指定する5

「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。

･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。

！

［個人情報リスト］画面で［追加］をクリックします。表示された［個人情報の追加］
画面で「フィールド名」と「値」を入力し、［追加］をクリックしてください。･
フィールド名は、上部の既定値をクリックするか自由に入力します。･
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て
ください。
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［第三者への個人情報の送信をブロックする］で登録した個人情報がWebブラウザーなどで入力されると
ポップアップで通信がブロックされたことを通知します。



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、本製品の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］画面の構成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、ツールの一覧に加えて、パソコンやネットワークの動作状況、過去30日間のレポートなどが表示されます。
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。
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［便利ツール］画面の左メニューから、利用するツールをクリックする2

本書で説明していない便利ツールについて
 ［Windows設定診断］は、ウィザード形式でWindowsの問題点などを検索・
診断する機能です。
 Kaspersky Security Network の動作に関する情報を確認したいときは、
［クラウドプロテクション］画面の［詳細］をクリックしてください。
 ［Internet Explorer設定診断］は、ウィザード形式でInternet Explorerの
設定状況を診断する機能です。
 ［レスキューディスク ※サポート対象外］は、悪質なウイルスやマルウェア
に感染して起動できなくなったパソコンを起動・問題解決するブートデバイ
スを作成します。万一に備えて前もって、ブートディスクのイメージファイ
ル（.iso形式）から外付けデバイス（CD、DVD、またはUSBメモリなど）に 
書き込んでおいてください。
 ［セキュアコネクション］は、通信を暗号化しプライバシーを守りながらイ
ンターネットを安全に利用するためのプログラムです。詳しくは、カスペル
スキー セキュアコネクションのヘルプをご覧ください。

･
セキュリティキーボードについて

［セキュリティキーボード］については、P.67･「セキュリティキーボード
で個人情報を安全に入力する」をご覧ください。

クリックすると、
各種ツールの便利
な機能を活用でき
ます。

●･･過去30日間に処理した脅威、
･･･ブロックしたアプリケーションと･
･･･ネットワーク攻撃が表示されます。
●･［詳細］をクリックすると、詳しい
･･･処理内容を確認できます。

●･･CPU、メモリ、ディスク
･･･の動作状況が表示されます。
●･［詳細］をクリックすると、･
･･･アプリケーションの･
･･･管理や詳細情報の確認が
･･･できます。

●･･ネットワークの通信・
･･･動作状況が表示されます。
●･［詳細］をクリックすると、
･･･ネットワークの通信管理や
･･･詳細情報、ブロックした攻撃元
･･･などを確認できます。
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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、アップデートの準備ができると、インストー
ルを促す通知を表示して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やアプリが見つかったとき、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な状態にすることで、パソコンの安全性が低下することを防ぎます。
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メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

2 [設定]画面の左メニューから[プロテクション]をクリックし、
[ソフトウェアアップデーター]をオンに設定する

[設定]画面が表示されます。

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。
手動アップデートについては、P.79･「手動でアップデートする」をご覧ください。

アップデートが必要な場合、常に手動でアップデートする
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、ユーザーが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。
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[ソフトウェアアップデーター]をクリックする3

4 [自動アップデート]のチェックを外してオフにする

[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。
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メイン画面の［便利ツール］をクリックし、［便利ツール］画面を表示する1
2 ［便利ツール］画面の左メニューから

［ソフトウェアアップデーター］をクリックする
［ソフトウェアのアップデートを検索］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。
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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。

検索中は、進行状況が表示されます。

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。
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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。

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.82 「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。



- 82 -

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.83･「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.83･「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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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］をクリックし、［便利ツール］画面を表示する

2 	［便利ツール］画面の左メニューから［ソフトウェアアップデーター］をクリックする
［ソフトウェアのアップデートを検索］画面が表示されます。

3 	［ソフトウェアのアップデートを検索］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
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。
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5 	［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。
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アップデートする対象のソフトウェアを設定する
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 [設定]画面の左メニューから[プロテクション]をクリックし、
[ソフトウェアアップデーター]をオンに設定する

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。
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インストールされている不要なソフトウェアを削除する（ソフトウェアクリーナー）6章-3
ほとんど使われていないソフトウェアや、同意を得ずに誤ってインストールされたソフトウェアなどを検知し、不要なものを削除します。

ソフトウェアクリーナーは定期的に自動で実行され、対象のソフトウェアが見つかると、ポップアップが表示されます。
［表示する］をクリックし、対象のソフトウェアを確認します。削除する場合は［削除］をクリックしてください。ソフトウェアが削除されます。
［非表示］を選択すると、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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メイン画面の［便利ツール］をクリックし、［便利ツール］画面を表示する1

［便利ツール］画面の左メニューから
［ソフトウェアクリーナー］をクリックする

2

［ソフトウェアクリーナー］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。

手動で不要なソフトウェアを削除する
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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 不要なソフトウェアを選択し、[削除]をクリックする
選択したソフトウェアが削除されます。
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解析の対象にしたくないソフトウェアを除外リストに登録する
ソフトウェアクリーナーの解析の対象にしたくないソフトウェアは、手順５でソフトウェアを選択し、[非表示]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。

解析の対象から外したソフトウェアを解析対象に戻す
除外リストに登録して解析対象から外したソフトウェアを、･
ソフトウェアクリーナーの解析対象に戻し、削除することができます。

1 	メイン画面の［便利ツール］をクリックし、［便利ツール］画面を表示する

2 	［便利ツール］画面の左メニューから［ソフトウェアクリーナー］をクリックする
［インストール済みソフトウェアの解析］画面が表示されます。
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3 	［インストール済みソフトウェアの解析］画面で 
［確認が必要なソフトウェアはありません］をクリックする
検索結果画面が表示されます。
解析の対象から外れる除外リストに登録したソフトウェアがある場合や、･
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、･
［＊個のアプリケーションが非表示になっています］という･
メッセージが表示されます。

4 	［＊個のアプリケーションが非表示になっています］をクリックする
除外リストに登録し、非表示になっていたソフトウェアが表示されます。
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5 	［削除］をクリックする
ソフトウェアが削除されます。
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パソコンのぜい弱性をスキャンする6章-4
ぜい弱性とは、プログラム（Windowsやアプリケーション）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。

 プログラムの欠陥（バグ）や仕様上の問題点が原因のぜい弱性は、 
Windows Updateやアプリケーションの開発元から提供される修正プログラムによって解消する場合があります。
 プログラムの設定や運用方法によって、ぜい弱性が生じることもあります。

［スキャンを開始］をクリックする3
ぜい弱性スキャンが開始されます。スキャン中は、進行状況・残り時間とスキャン･
したファイル数、検出結果などが表示されます。

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。

メイン画面の［便利ツール］をクリックし、［便利ツール］画面を表示する1
2 ［便利ツール］画面の左メニューから

［脆弱性スキャン］をクリックする
［脆弱性スキャン］画面が表示されます。
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スキャン結果をクリックして、詳細を確認する4
アプリケーションのぜい弱性とオペレーティングシステムのぜい弱性の2種類があり、･
スキャン結果でどちらにぜい弱性を含むかを確認できます。

ぜい弱性が検知されなかったときは「0個の～」と表示されます。

  アプリケーションのぜい弱性： 
上の［＊個の脆弱なアプリケーションが検知されました］をクリックします。･
［脆弱性のあるアプリケーション］画面が表示されます。手順5に進みます。
  Windowsシステムのぜい弱性： 
下の［＊個の脆弱性がオペレーティングシステムで検知されました］をクリックします。･
［オペレーティングシステムに存在する脆弱性］画面が表示されます。手順6に進みます。

終了すると、画面下部にスキャン結果が表示されます。
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5 ［脆弱性があるアプリケーション］画面の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。脅威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、･
今後ぜい弱性をスキャンの対象が外されます。

6 ［オペレーティングシステムに存在する脆弱性］画面の「状態」欄を確認し、
必要に応じてぜい弱性を修正する

修正後、修正を取り消して元に戻すには［表示］をクリックして［修正した脆弱性を表示する］に 
チェックをつけてオンにした後、［修正をロールバックする］をクリックします。
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実行アプリケーションの制限を有効にする6章-5
実行アプリケーションの制限機能を使うと、カスペルスキーが安全だと判断したアプリケーションだけを許可し、
それ以外はすべて自動的にブロックできます。「パソコンにあまり詳しくない」「家族でパソコンを共有している」など、
より安全な環境でパソコンを利用したい方におすすめします。

実行アプリケーションの制限機能を使用するために、［アプリケーションコントロール］［ファイル保護］［システムウォッチャー］を･
オンにしてください（初期設定：オン）。！

システムドライブがNTFS以外のファイルシステムの場合、利用できないことがあります。

メイン画面の［便利ツール］をクリックする1

［便利ツール］画面の左メニューから
［実行アプリケーションの制限］をクリックする

2

［実行アプリケーションの制限］画面が表示されます。
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3

パソコンのスキャンが開始されます。･
スキャン中は、進行状況・残り時間が表示されます。･
（初めて有効にする場合は、終了まで時間がかかるのでご注意ください）。

［有効にする］または［有効にしてすべてのインストール済み
アプリケーションをスキャン］をクリックする
［有効にする］
すでにインストール済みのアプリケーションは･
安全性をチェックせず起動を許可します。

［有効にしてすべてのインストール済みアプリケーションをスキャン］
インストール済みのアプリケーションを含めて、･
すべてのアプリケーションの安全性をチェックします。
インストール済みのアプリケーションが安全かを解析したあとで、･
実行アプリケーションの制限が有効になります。･
画面の指示に従って操作してください。
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実行アプリケーションの制限が有効になったことを確認する4
進行状況の表示が消え、画面の下部に以下の項目が表示されます。

●	ブロック済み＊回の起動：	
　･ブロックしたアプリケーション（モジュール）の･
　･リストを確認し、･許可／通知の変更ができます。

●	アプリケーションの管理：	
･　アプリケーションの信頼度や動作制限についてのルールを設定できます。･
･　詳しくは、本製品のヘルプをご覧ください。

●	無効にする：	
･　実行アプリケーションの制限を無効にします。
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処理・操作のレポートを確認する6章-6
検知した脅威と駆除などの対処、ブロックしたアプリケーション、ネットワーク攻撃の数などの情報を［レポート］画面で確認できます。
詳細レポートでは、より詳しい内容も確認できます。

メイン画面の［便利ツール］をクリックする1

［便利ツール］画面の［レポート］欄をクリックする2
［レポート］画面が表示されます。

クリックすると、表示する期間（先週／先月
／履歴全体）を選択できます。

すべてのイベント（処理・操作）の
詳細レポートが表示されます。

処理結果が、各処理の下に緑色で表示され
ます。緑色の結果をクリックすると、その
処理の詳細レポートが表示されます。
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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-7
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。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、安全が確認できるファイルを･
復元することもできます。

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。

メイン画面の［便利ツール］をクリックする1

［便利ツール］画面の左メニューから［隔離］をクリックする2
［隔離］画面が表示されます。

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、･
［すべてのファイルを削除］をクリックします。

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。

！
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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。



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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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。

「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

［設定］画面が表示されます。

［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。！

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

［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.135･「8章･お子さまのパソコン利用制限」
P.137･「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］をクリックし、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。

感染の可能性がある
オブジェクトを削除しない

オン（初期設定）の場合は、感染の可能性があるだけでは
削除しません。チェックを外してオフにすると、可能性
がある場合に削除します。
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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。

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。

！

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［全般］をクリックし、[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。

初めてパスワードを設定する
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3

パスワードは任意の文字（数字と文字）を6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。

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
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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、パスワードの入力画面が表示されます。
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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］をクリックすると、･
保護機能が一覧表示されます。ここでは、各保護機能について説明します。

 ［Webトラッキング防止］については、P.56･「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.53･「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.43･「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。
保護機能をオン／オフするには

  各保護機能の ／ をクリックすると、オン／オフが切り替わります。

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。！

［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。
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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

［設定］画面の左メニューから［プロテクション］を
クリックし、［ファイル保護］をクリックする

2

［ファイル保護の設定］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。 
外出先など、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。

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］欄で処理を選択する4

ファイル保護の詳細設定について
［ファイル保護の設定］の［詳細設定］をクリックすると、
［ファイル保護の詳細設定］画面で、保護対象のファイル種
別やドライブやスキャン方法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、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。［ファイル保護の詳細設定］画面について、詳し
くは本製品のヘルプをご覧ください。

［設定］>［全般］の［脅威の処理方法］の設定（P.102･「保護（プロテクション）機能全般の設
定をする」）で、［推奨される処理を自動的に実行する］がオンかオフかで選択できる処理が異
なります。なお、オンになっている場合の初期設定は［自動処理］、オフになっている場合は［検
知時に手動選択］が初期設定になります。

［推奨される処理
を自動的に実行
する］の設定

選択項目 説明

オンの場合 自動処理 カスペルスキーが推奨する処理で自動的に駆除されます。

オフの場合 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。

オン／オフ共通

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。

駆除 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、オブジェクトへのアクセスがブロックされます。

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。

削除 脅威が検知されると、オブジェクトごと削除されます。
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アプリケーションの動作を監視・管理する7章-3
アプリケーションコントロール機能を利用すると、パソコンにインストールされているアプリケーションの動作を監視・記録し、･
ルールに従ってアプリケーションの動作を管理できます。

アプリケーションは初回起動時、自動的にこの4つのいずれかに分類されます。分類されたアプリケーションステータスは変更することもできます。
アプリケーションステータスは、［アプリケーションコントロール］で確認・変更します。

グループ（色） 説明

許可 アプリケーションの動作は制限されません。ただし動作はファイル保護によって監視されます。

弱い制限付き ユーザーの個人データや設定へのアクセス、公開データの編集がブロックされます。 
システムの変更や、権限が必要な操作には、ユーザーの許可が求められます。また、ネットワーク上での動作が制限されます。

強い制限付き ユーザーの個人データや設定へのアクセス、さらに公開データとシステムへのアクセスがブロックされます。 
権限が必要な操作には、ユーザーの許可が求められます。また、ネットワーク上での動作がブロックされます。

ブロック 危険性が非常に高いと判断され、アプリケーションの動作はすべて
禁止（ブロック）されます。

アプリケーションの信頼グループについて
アプリケーションコントロールで監視・管理されるアプリケーションは、･
次の4つの信頼グループ（アプリケーションステータス）に分けられ、アクセスの制限内容のルールが決められています。
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メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

［設定］画面の左メニューから［プロテクション］をクリックし、
［アプリケーションコントロール］をクリックする

2

［アプリケーションコントロールの設定］画面が表示されます。

アプリケーション制限の設定を確認・選択する3
	デジタル署名があるアプリケーションを信頼する（初期設定：オン）：	
デジタル署名のあるアプリケーションを「許可」グループに割り当て、･
動作をスキャンしません。
	 Kaspersky	Security	Network（KSN）からアプリケーションルールを読み込む	
（初期設定：オン）：･
カスペルスキーのクラウドデータベース（Kaspersky･Security･Network）から信頼
グループの最新情報を入手します。

不明なアプリケーションの信頼グループを変更
［信頼グループを選択］画面で［信頼グループを手動で選択］を選択し、 
不明なアプリケーションの信頼グループ（許可／弱い制限付き／強い制限付き／ブロック）
を選択できます。詳しくは本製品のヘルプをご覧ください。

カスペルスキー	インターネット	セキュリティより前に開始したアプリケーションの信頼グループを変更
［信頼グループを選択］画面が開きます。特に必要がなければ変更しないことをおすすめします。詳しくは本製品のヘルプをご覧ください。
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［アプリケーションコントロールの設定］画面の
［アプリケーションの管理］をクリックする

3

［アプリケーションの管理］画面が表示されます。

アプリケーションのルールを編集する
［アプリケーションの管理］画面ではアプリケーションごとに詳しいアクセス権を設定できます。

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

［設定］画面の左メニューから［プロテクション］をクリックし、
［アプリケーションコントロール］をクリックする

2

［▶︎］（アプリケーションの提供元）の行を展開し、
アクセスを設定するアプリケーションをダブルクリックする

4

アプリケーション提供元行を展開するには、行の上をダブルクリックします。
［アプリケーションルール］画面が表示されます。

［アプリケーションの管理］画面の詳細については、本製品のヘルプをご覧ください。

この画面でアプリケーションをブロック に設定すると、･
アプリケーションが起動しなくなります。！
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［個人情報とオペレーティングシステム］［権限］［ネットワークルール］
［除外リスト］の各タブをクリックして編集する。
編集後は［保存］をクリックする。

5

［個人情報とオペレーティングシステム］タブの例
･［▶︎］をクリックすると、詳しいプロセスが展開表示されます。
･編集したい操作欄をクリックして、･
アクセス権限（継承／許可／手動選択／ブロック）を選択します。

［アプリケーションルール］画面の詳細については、本製品のヘルプをご覧ください。
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ネットワーク経由の攻撃からパソコンを防御する7章-4
ネットワーク攻撃防御は、ネットワークに接続中のパソコンが外部から攻撃された場合、
攻撃元からのネットワーク接続を一定時間すべてブロックする機能です。また、攻撃を受けている旨の警告を表示し、攻撃元の情報を通知します。
想定されるネットワーク攻撃には、次のようなものがあります。

ポートスキャン	
ネットワークに接続しているパソコンの空きポートを見つけ、直接攻撃してきたり、･
ほかのコンピューターへのDoSや侵入のための踏み台にしたりします。

DoS	
パソコンのシステムが不安定または動作不能になるように、大量の通信データ（パケット）を送りつけて負荷をかけたり、･
システムを停止・再起動させるための不正データを送信したりします。

侵入攻撃	
ネットワーク経由でパソコンに不正侵入し、大切な個人情報や機密情報を盗み出したり、コンピューターを制御不能にしたりします。

攻撃元からの接続をブロックする時間は分単位で設定できます。ブロック中に新たな攻撃を検知すると、検知した時点から再度ブロックを開始します。
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［攻撃元コンピューターをブロックする時間］を指定する3
［攻撃元コンピューターをブロックする時間］がオン（チェックあり）であることを
確認し、ブロック時間を分単位で指定してください。
クリックで数値を変更するか直接入力します。

ネットワークモニターで攻撃元を確認するには
ネットワーク攻撃防御によってネットワーク接続がブロックされると、ネットワー
クモニター（P.74･「［便利ツール］画面の構成」）の［ブロック中のコンピュー
ター］でブロック相手のIPアドレスとブロック開始時刻などを確認できます。手動
でブロックを解除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

［設定］画面の左メニューから［プロテクション］をクリックし、
［ネットワーク攻撃防御］をクリックする

2

［ネットワーク攻撃防御の設定］画面が表示されます。
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メッセンジャー保護の設定をする7章-5
メッセンジャー保護は、インスタントメッセージングの経路を使って送られてくるデータを監視して、
ウイルスなど悪意のあるオブジェクトを検知したり、フィッシングサイトへのアクセスを防いだりする機能です。初期設定でオンになっています。

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

［設定］画面の左メニューから［プロテクション］をクリックし、
［メッセンジャー保護］のオン／オフを設定する

2

［メッセンジャー保護］をクリックすると
［メッセンジャー保護の設定］画面が表示されますが、
設定可能な項目はありません。
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送受信メールを保護する7章-6
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

［設定］画面の左メニューから［プロテクション］をクリックし、
［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、P.108･「ファイルを保護する」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。詳しくは本製品のヘ
ルプをご覧ください。
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Web閲覧時の保護を設定する（ウェブ保護）7章-7
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

［設定］画面の左メニューから［プロテクション］をクリックし、
［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。

［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。外出先など、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。

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］欄で処理を選択する4

［設定］>［全般］の［脅威の処理方法］の設定（P.102･「保護（プロテクション）機能全
般の設定をする」）で、［推奨される処理を自動的に実行する］がオンかオフかで選択で
きる処理が異なります。なお、オンになっている場合の初期設定は［自動処理］、オフに
なっている場合は［検知時に手動選択］が初期設定になります。

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、詳しくは本製品の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］の設定 選択項目 説明

オンの場合 自動処理 カスペルスキーが推奨する処理で自動的に
アクセスをブロックします。

オフの場合 検知時に手動選択 通知画面でアクセスを継続するか中断する
かを選択します。

オン／オフ共通
ブロック アクセスがブロックされ、通知画面が表示

されます。

許可 アクセスが継続されます。
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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-8
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

［設定］画面の左メニューから［プロテクション］をクリックし、
［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。
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ファイアウォールの各項目を設定する3
詳しくは本製品の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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メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

［設定］画面の左メニューから［プロテクション］をクリックし、［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］画面の［ネットワーク］をクリックする3
［ネットワークのプロパティ］画面にネットワークの一覧が表示されます。

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。

このほかに「識別できないネットワーク」があります。

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。

許可するネットワーク 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。
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ネットワーク種別などを編集して［保存］をクリックする5
「ネットワークのプロパティ」の詳細については、
本製品のヘルプをご覧ください。

ネットワーク名の下の［ネットワーク種別］行を選択して
［編集］をクリックする

4

詳しい編集画面が表示されます。

ネットワークを一覧から削除して編集対象外とする場合は、 
選択して［削除］をクリックします。



- 124 -

［▶︎］（アプリケーションの提供元）の行を展開し、ネットワークへの
アクセス権を設定するアプリケーションを右クリックする。
右クリックメニューからルールや制限などを選択する

4

･アプリケーション提供元行を展開するには、［▶︎］マークをクリックするか、･
行の上をダブルクリックします。
･アプリケーションネットワークルールの詳細については、本製品のヘルプをご
覧ください。

右クリックメニューの［詳細とルール］をクリックすると、［アプリケーションルール］ 
画面で、さらに詳しいルールを設定できます。詳しくは本製品のヘルプをご覧ください。

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。

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

［設定］画面の左メニューから［プロテクション］をクリックし、
［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］画面の
［アプリケーションルールの設定］をクリックする

3

［アプリケーションネットワークルール］画面に、･
アプリケーションの一覧が表示されます。
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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。

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

［設定］画面の左メニューから［プロテクション］をクリックし、
［ファイアウォール］をクリックする

2

3 ［ファイアウォールの設定］画面の
［パケットルールの設定］をクリックする
［パケットルール］画面に通信データの種別が一覧表示されます。
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通信データ名の行を選択して［編集］をクリックする4
［パケットルールの編集］画面が表示されます。

パケットの操作、名前、ステータスなどを編集して
［保存］をクリックする

5

［パケットルールの編集］の詳細については、本製品のヘルプをご覧ください。
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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-9
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。
アプリケーションによる不正な処理が生じた場合は、その処理を取り消して元に戻す（ロールバック）こともできます。

システムウォッチャー機能は、アプリケーションの動作を監視するだけでなく、アプリケーションがどのような処理を実行したかという情報を収集して記録します。
この情報に基づいて、マルウェアによって実行された不正な処理をロールバックします。

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

2 ［設定］画面の左メニューから［プロテクション］をクリックし、
［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］>［全般］の［脅威の処理方法］の設定（P.102･「保護（プロテクション）機能全般
の設定をする」）で、［推奨される処理を自動的に実行する］がオンかオフかで選択できる
処理が異なります。なお、オンになっている場合の初期設定は［自動処理］、オフになっ
ている場合は［手動選択］が初期設定になります。

3 ［脆弱性攻撃ブロック］で、不正な動作検知時の処理を設定する
ぜい弱性を持つアプリケーションが不正に実行されたときの処理を選択します。
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［推奨される処理を自動的に実行する］の設定 選択項目 説明

オンの場合 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。

オフの場合 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。

オン／オフ共通

ソフトウェアを削除 悪意のあるソフトウェアが削除されます。

ソフトウェアを終了 悪意のあるソフトウェアのすべての処理（プロセス）が終了します。

スキップ 何の処理もしません。

［アプリケーション動作コントロール］で、
悪意のあるソフトウェア（マルウェア）の動作検知時の処理を設定する

4

悪意のあるソフトウェアの動作を検知したときの処理を選択します。

［設定］>［全般］の［脅威の処理方法］の設定（P.102･「保護（プロテクション）機能全般
の設定をする」）で、［推奨される処理を自動的に実行する］がオンかオフかで選択できる
処理が異なります。なお、オンになっている場合の初期設定は［自動処理］、オフになっ
ている場合は［手動選択］が初期設定になります。

［推奨される処理を自動的に実行する］の設定 選択項目 説明

オンの場合 自動処理 検知すると自動的に判断して処理されます。

オフの場合 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。

オン／オフ共通
処理を許可 検知した動作がすべて許可されます。

処理をブロック 検知した動作がすべてブロックされます。
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［不正ロック対策］で、パソコンが
不正にロックされた場合の操作を設定する

6

 ［デスクトップロッカーを検知して終了する］にチェックが付いた状態（オン：初期
設定）になっていることを確認します。
 デスクトップロッカーを手動で終了させる場合に、Ctrl+Alt+Shiftキーと同時に押
すファンクションキーを選択します（初期設定は、F4キー）。

画面やキーボードを不正にロックして、タスクバーやショートカットを使えなく
してしまう悪意のあるソフトウェアを「デスクトップロッカー」と呼びます。

［悪意のあるソフトウェア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

5

［設定］>［全般］の［脅威の処理方法］の設定（P.102･「保護（プロテクション）機能全般の設
定をする」）で、［推奨される処理を自動的に実行する］がオンかオフかで選択できる処理が異な
ります。なお、オンになっている場合の初期設定は［自動処理］、オフになっている場合は 

［手動選択］が初期設定になります。

［推奨される処理を自動
的に実行する］の設定 選択項目 説明

オンの場合 自動処理 検知すると、ロールバックが必要かどうかが自動的
に判断されて、処理されます。

オフの場合 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。

オン／オフ共通
ロールバックする ロールバックが可能であれば、ロールバックします。

ロールバックしない ロールバックはしません。
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システムやブラウザーなどの設定が勝手に変更されないようにする（アプリケーションマネージャー）7章-10
例えばインターネット経由でダウンロードしたソフトウェアをインストールするときに、不要なソフトウェアやアドオン（プラグイン）が･
同時にインストールされて、検索時の設定やホームページなどが書きかえられてしまうことがあります。
そのような望ましくない変更からパソコンを保護します。

アプリケーションマネージャー機能は、インストール中に以下のような情報が変更されないか監視します。
･通常使うブラウザー
･ホームページ（ブラウザーの開始ページ）
･既定の検索エンジン
･プロキシサーバーの設定
･ブラウザーのプラグイン、アドオン、拡張機能

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、本製品のヘルプをご覧ください。

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

[設定]画面の左メニューから[プロテクション]をクリックし、
[アプリケーションマネージャー]をクリックする

2

[アプリケーションマネージャーの設定]画面が表示されます。

また、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。
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4 インストールアシスタントを設定する
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します。
･新しいソフトウェア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。
･ソフトウェア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。

3 システム変更コントロールを設定する

 [ブロックするアプリケーションと許可するアプリケーション]をクリックすると、 
アプリケーションマネージャーによって動作が許可またはブロックされる 
アプリケーションのリストが表示されます。詳しくは本製品のヘルプをご覧ください。

設定変更を監視する
インストール中にパソコンの設定が変更されないか監視するには、･
[オペレーティングシステム、ブラウザー、ネットワークの設定変更を監視する]に･
チェックを付けてオンにします（初期設定はオフ）。

自動的に変更をブロックする
チェックを付けてオンにしておくと、パソコンの設定が変更されたことを･
検知すると自動的にブロックします（初期設定はオフ）。
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迷惑メールをブロックする7章-11
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

［設定］画面の左メニューから［プロテクション］をクリックし、
［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。

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、詳しくは本製品のヘルプをご覧ください。

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。
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バナー広告を表示しない（バナー広告対策）7章-12

メイン画面左下の ［設定］をクリックする1

[設定]画面の左メニューから[プロテクション]をクリックし、
[バナー広告対策]をオン にする

2

バナー広告対策の詳しい設定について
[バナー広告対策の設定 ]の各項目について、詳しくは本製品のヘルプをご覧ください。

バナー広告の表示をブロックします。バナー広告対策機能は初期設定ではオフになっています。

Webブラウザーにインストールされた［Kaspersky Protection Toolbar］のアドオン（プラグイン）から、
バナー広告の表示をブロックすることができます。
ブラウザーに表示された  をクリックし、設定画面を表示します。

設定画面で、［バナー広告対策］の［有効にする］をクリックしてください。
［Kaspersky Protection Toolbar］のアドオン（プラグイン）については、 
P.13 「Webブラウザーに追加されるアドオン（プラグイン）を設定する」をご覧ください。
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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

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

［設定の復元］画面が表示されます。

［次へ］をクリックする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

7章-13



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
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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.139･「［保護者による管理］機能を有効にして［制限の設定］機能を表示する」に進んでください。

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。

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。

 「パスワードの作成」が表示された場合： 
「管理用のパスワードを作成する」の手順1に進みます。
 「パスワードの入力」が表示された場合： 
「管理用のパスワードを作成する」の手順3に進みます。
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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。

パスワードを入力して［続行］をクリックする1
「新しいパスワード」と「パスワードの確認」両方に同じパスワードを入力します。
[続行]をクリックすると、［パスワードの適用先］画面が表示されます。

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。

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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パスワードを入力して［入力］をクリックする3
［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。

パスワードが必要な操作を選択してパスワードを作成する2

選択したら［パスワードの作成］をクリックします。･
パスワードの入力画面が表示されます。

［保護者による管理の変更］は初期設定でオン（チェックあり）になっています。
それ以外の次の項目を選んでパスワードのロックを設定してください。

	［本製品の設定］：本製品の設定変更にパスワードが必要になります。
	［本製品の終了］：本製品の終了にパスワードが必要になります。
	［本製品の削除］：本製品のアンインストールにパスワードが必要になります。

作成したパスワードは、後で変更・削除できます。 
P.104 「設定や保護機能をパスワードで保護する」
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［保護者による管理］機能を有効にして［制限の設定］機能を表示する
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。

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たら、パスワードを入力して［続行］をクリックします。
［保護者による管理］画面が表示され、パソコンのユーザーが一覧表示されます。

2 	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。
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詳細について
［保護者による管理］画面で選択している機能（［通信］を除く）の使用レポートが表示されます。

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、本製品のヘルプをご覧ください。

3 	［管理が無効になっています］をクリックしてオンにし、制限項目を設定する

［管理が有効になっています］と･
表示が変わり、オン になります。

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。
コンピューター：P.142･「パソコンの使用時間を制限する」
アプリケーション：P.143･「ゲームやアプリケーションの起動を制限する」
インターネット：P.145･「インターネットへのアクセス制限をする」
通信：P.148･「SNSのメッセージを監視する」
個人情報とキーワード：P.149･「個人情報や不適切な言葉を送信していないか監視する」
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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。
レポートには、「コンピューターの制限」、「アプリケーションの制限」、「インターネットの制限」、「通信の制限」、「個人情報とキーワードの制限」、･
「プロファイル」があります。
それぞれのレポート表示の下部にある［詳細...］や［設定］、［プロファイルの変更］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

メイン画面の［保護者による管理］をクリックする1

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（チェックなし）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

3

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｡

［保護者による管理］機能を有効にして［制限の設定］機能を表示する 2
P.139･「［保護者による管理］機能を有効にして［制限の設定］機能を表示する」
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ゲームや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、設定します。初期設定では、すべての項目がオフ（チェックなし）になっています。

指定したアプリケーションをブロック
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。

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］画面の左メニューから［アプリケーション］をクリックする3

［保護者による管理］機能を有効にして［制限の設定］機能を表示する 2
P.139･「［保護者による管理］機能を有効にして［制限の設定］機能を表示する」

「ゲームのブロック」で年齢区分やブロックするカテゴリを設定する4
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（チェックなし）になっています。

［ゲームカテゴリの選択］をクリックすると、次の［ブロックするゲームのカテゴリ］画面が表示されます。･
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。　

･次の年齢向けのゲームの起動をブロック：適用する年齢区分を選択します。
･特定のカテゴリのゲームをブロック：ブロックするゲームの種類（カテゴリ）を選択できます。
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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「指定したアプリケーションをブロック」で、
ブロックしたいアプリケーションを設定する

5

一覧にないアプリケーションをブロックするには
［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。

･ 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（チェックなし）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。

他の評価システムでゲームをブロックする
ゲームへのアクセスを他の評価システムを利用して制限します。ゲームの年齢区分（レーティング）によるブロックを設定したり、･
カテゴリによるブロックを設定したりできます。

適用する年齢区分（レーティングシステム）の種類は、［保護者による管理画面］で、［ゲームのブロックにこの評価システムを使用する］＞ 
「自動的に検出／ESRB／PRGI」から選択できます。 
詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。 
P.23 「オンラインヘルプを参照する」
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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、設定します。初期設定では、一部の項目がオン（チェックあり）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／休日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。

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］画面の左メニューから
［インターネット］をクリックする

3

「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

4

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。

8章-4

［保護者による管理］機能を有効にして［制限の設定］機能を表示する 2
P.139･「［保護者による管理］機能を有効にして［制限の設定］機能を表示する」
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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
･ ［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。

「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

5
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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。

6 	「ファイルのダウンロードのブロック」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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SNSのメッセージを監視する8章-5
SNSを使った送受信を制限します。･
送受信されたメッセージをすべて記録し、接続する相手ごとに許可またはブロックを設定できます。

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］画面の左メニューから［通信］をクリックする3

メッセージを監視・ブロックする方法を選択する4
	すべての連絡先を許可する（ブロックする連絡先を除く）（初期設定ではオン）：	
すべてのアカウントと自由にやりとりができます。
	すべての連絡先をブロックする（許可する連絡先を除く）：	
すべてのアカウントとのやりとりを禁止します。

連絡先を確認してブロック／許可を設定する（［既知の連絡先］）
設定後、［既知の連絡先］をクリックして表示される［通信のレポート］画面に、連絡先の記録が蓄積されると、･
SNSを介したメッセージの交換を許可またはブロックする連絡先を指定できます。
詳しくは、本製品のヘルプをご覧ください。

［保護者による管理］機能を有効にして［制限の設定］機能を表示する 2
P.139･「［保護者による管理］機能を有効にして［制限の設定］機能を表示する」

設定後、SNSのメッセージの送受信を、選択した制限設定に従って監視し、連絡先を記録していきます。･
記録した連絡先は、［既知の連絡先］をクリックして表示される［通信のレポート］画面にリストとして表示されます。
リストには、連絡先の名前やメッセージの送受信に使用したSNSのロゴも表示します。
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個人情報や不適切な言葉を送信していないか監視する8章-6
･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。

個人情報送信の管理
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。

キーワードの管理
送信されるデータ中に、特定の語句が含まれていないかを監視します。･
設定した語句をデータの中に見つけると、相手先やその時間などの履歴を残します。

メイン画面の［保護者による管理］をクリックする1

［保護者による管理］画面の左メニューからの［個人情報とキーワード］をクリックする3

「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、個人情報リストを編集する

4

［保護者による管理］機能を有効にして［制限の設定］機能を表示する 2
P.139･「［保護者による管理］機能を有効にして［制限の設定］機能を表示する」

P.150･「個人情報リストの編集」
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「キーワードの管理」で［キーワードの使用を検出する］に
チェックを付けてオンにし、キーワードリストを編集する

5

個人情報リストの編集

［個人情報リスト］画面で［追加］をクリックします。･
表示された［個人情報の追加］画面で「フィールド名」と「値」を
入力し、［追加］をクリックしてください。フィールド名は、上部
の既定値をクリックするか自由に入力します。

［キーワードリスト］画面で［追加］をクリックします。･
表示された［キーワードの追加］画面で、ユーザーのメッセージ
送受信で監視するキーワードまたは単語の組み合わせを入力し、
［追加］をクリックしてください。

キーワードリストの編集

下記「キーワードリストの編集」



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。

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。

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。
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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、検証されます。

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。
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［完了］をクリックする4
［ライセンス］画面が表示されます。

  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を起算してライセンス有効日数がカウント
されます。
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ファイルの保護機能を一時停止する

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。

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1
タスクトレイのアイコン を右クリックして、［保護機能の一時停止］を選択します。
［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
	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。

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。！

9章-2
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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、以下の通知が表示されます。

･［指定時間経過後に再開］の指定時間の経過前であっても、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。
･［本製品の再起動後に再開］または［一時停止］を選択した場合も、できるだけ早く保護機能を有効にしてください。！

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。

[パスワードを入力して続ける]というメッセージ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。
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本製品をアンインストールする9章-3

本製品を終了する1
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･Vista／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。
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［続行］をクリックする6
ウィザードが起動します。

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

アンインストールの確認メッセージが表示されます。

ウィザードが起動したら、［次へ］をクリックする7

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

8
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［削除］をクリックする10
お使いの環境によって、［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、
［はい］または［許可］をクリックしてください。

保存する作業データを選択して［次へ］をクリックする9
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11
パソコンが再起動します。
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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-4

 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、Windows、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10は、 
米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
 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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