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このガイドの概要 

このガイドでは、安心ネットセキュリティの使い方について説明します。 

安心ネットセキュリティを正しく使うためには、使用するオペレーティングシステムのインターフェイスに精

通し、システム固有の主な技術に対応した経験を持ち、メールやインターネットを使用した作業方法を把握

している必要があります。 

次の手順について説明します： 

 安心ネットセキュリティのインストールの準備、インストール、アクティベーション 

 安心ネットセキュリティの設定と使用 

このガイドでは、製品の情報源を提供し、テクニカルサポートを受ける方法についても説明します。 

 

このセクションの内容 

この文書の内容 ............................................................................................................................ 8 

文書規約 ................................................................................................................................... 12 

 

 

この文書の内容 

このガイドには以下のセクションがあります： 

製品の情報源（15 ページを参照） 

このセクションでは、製品に関する情報源を記載します。 

問題の重要性や緊急性に応じて、情報の入手先をお選びください。 
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安心ネットセキュリティ（17 ページを参照） 

このセクションでは、安心ネットセキュリティの機能、コンポーネント、購入方法について説明し、安心ネット

セキュリティの動作環境の情報を記載します。 

本製品のインストールと削除（25 ページを参照） 

このセクションでは、安心ネットセキュリティのインストールと削除の方法について説明します。 

製品のライセンス（41 ページを参照） 

このセクションでは、製品のライセンスについて説明します。 

通知の管理（45 ページを参照） 

このセクションでは、通知の管理方法に関する情報を提供します。 

保護ステータスの確認と問題の解決（46 ページを参照） 

このセクションでは、コンピューターのセキュリティ状況を評価する方法やセキュリティの脅威を修正する方

法についての情報を提供します。 

定義データベースと製品モジュールのアップデート（48 ページを参照） 

このセクションでは、定義データベースと製品モジュールのアップデート方法について説明します。 

コンピューターのスキャン（51 ページを参照） 

このセクションでは、コンピューターのウイルスや悪意のあるソフトウェア、脆弱性をスキャンする方法につ

いて説明します。 

削除または感染駆除されたオブジェクトの復元（56 ページを参照） 

このセクションでは、削除または感染駆除されたオブジェクトの復元方法について説明します。 

感染後のオペレーティングシステムの問題解決（57 ページを参照） 

このセクションでは、ウイルスに感染した後のオペレーティングシステムの復元方法について説明します。 
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メールの保護（61 ページを参照） 

このセクションでは、スパム、ウイルス、他の脅威に対してメールを保護する方法について説明します。 

インターネットの個人情報の保護（64 ページを参照） 

このセクションでは、ブラウザーを安全にしてデータを盗難から守る方法について説明します。 

金融取引とオンラインショッピングを保護する（76 ページを参照） 

このセクションでは、安心ネットセキュリティを使用して金融取引とオンラインショッピングを保護する方法

について説明します。 

Web トラッキング防止（83 ページを参照） 

このセクションでは、安心ネットセキュリティを使用してオンラインでの活動の追跡を防ぐ方法について説

明します。 

Web サイトの閲覧中のバナー広告対策（89 ページを参照） 

このセクションでは、安心ネットセキュリティを使用して Web サイトにバナーを表示しないようにする方法

について説明します。 

コンピューター上およびインターネット上での動作の痕跡の削除（92 ページを参照） 

このセクションでは、コンピューターからユーザーの動作の痕跡を削除する方法について説明します。 

コンピューター上およびインターネット上でのユーザーの動作に関する制御（96 ページを参照） 

このセクションでは、コンピューター上およびインターネット上でのユーザーの動作を制御する方法につい

て説明します。 

コンピューターゲーム用のシステムリソースの確保（109 ページを参照） 

このセクションでは、コンピューターゲームおよび他のアプリケーション用に、オペレーティングシステムの

パフォーマンスを改善する方法について説明します。 
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不明なアプリケーションの取り扱い方法（110 ページを参照） 

このセクションでは、コンピューター上での不正な操作の実行を阻止する方法について説明します。 

実行アプリケーションの制限（124 ページを参照） 

このセクションでは、実行アプリケーションの制限に関する情報を提供します。 

安心ネットセキュリティを制御するためのパスワードによる保護（128 ページを参照） 

このセクションでは、パスワードを用いて本製品の設定を保護する方法について説明します。 

保護機能の一時停止と再開（130 ページを参照） 

このセクションでは、本製品を有効および無効にする方法について説明します。 

既定の設定の復元（132 ページを参照） 

このセクションでは、本製品の既定の設定を復元する方法について説明します。 

本製品の動作に関するレポートの表示（133 ページを参照） 

このセクションでは、本製品のレポートを表示する方法について説明します。 

アプリケーション設定の別のコンピューターへの適用（134 ページを参照） 

このセクションでは、本製品の設定をエクスポートする方法と、その設定を別のコンピューターに適用させ

る方法について説明します。 

Kaspersky Security Network への参加の設定（136 ページを参照） 

このセクションでは、Kaspersky Security Network（KSN）に関する情報と KSN への参加方法について

説明します。 

コマンドプロンプトからのアプリケーションの使用（140 ページを参照） 

このセクションでは、コマンドプロンプトを介したアプリケーションの制御方法に関する情報について説明し

ます。 
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テクニカルサポートへの問い合わせ（141 ページを参照） 

このセクションでは、テクニカルサポートの利用方法と利用の条件について説明します。 

制限と警告（147 ページを参照） 

このセクションでは、製品の操作上は重要でない制限について説明します。 

用語解説（153 ページを参照） 

このセクションでは、ガイドで使用している用語とその定義について説明します。 

AO Kaspersky Lab（165 ページを参照） 

このセクションでは、Kaspersky Lab について説明します。 

サードパーティ製のコードに関する情報（167 ページを参照） 

このセクションでは、製品で使用されているサードパーティのコードについて説明します。 

商標に関する通知（168 ページを参照） 

このセクションには、ガイドで使用されているサードパーティの商標が記載されています。 

索引 

このセクションでは、この文書内で必要な情報をすばやく見つけることができます。 

 

文書規約 

この文書では、以下の表に示す文書規約を使用します。 

表 1. 文書規約 
  

サンプルテキスト 文書規約の説明 

... に注意してください。 
警告は赤色で強調表示されて枠で囲まれます。警告は、望ましくな

い結果を引き起こす可能性のある操作に関する情報を示します。 
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サンプルテキスト 文書規約の説明 

... を使用してください。 

注記は点線枠で囲まれます。注記は、詳細情報や参考情報を提供

します。 

例： 

 

例は「例」という見出しの下にある水色の背景の箇所に表記されま

す。 

アップデートとは… 

［定義データベースが未アップ

デート］イベントが発生します。 

次の要素はテキスト内で太字表記されます： 

 新しい用語 

 アプリケーションステータスとイベントの名前 

ENTER キーを押します。 

ALT+F4 キーを押します。 

キーボードのキー名は太字で、すべて大文字になっています。 

キー名がプラス記号（+）で結合されている場合、キーの組み合わせ

を示します。これらのキーは同時に押下する必要があります。 

［有効にする］をクリックしま

す。 

入力フィールド、メニュー項目、ボタンなどのアプリケーションイン

ターフェイスの要素名は太字で表記されます。 

► タスクスケジュールを設定

するには： 

手順は太字表記され、矢印のマークで示されます。 

コマンドラインに「help」と入

力してください。 

次のメッセージが表示されま

す： 

日付を dd:mm:yy の形式で

指定してください。 

次の種類のテキストの内容は特殊フォントで表記されます： 

 コマンドラインのテキスト 

 画面上に表示されるメッセージテキスト 

 キーボードを使用して入力するデータ 

<ユーザー名> 変数は山括弧で囲まれています。変数の代わりに、それぞれの状

況に対応する値を山括弧を省略して挿入する必要があります。 
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(このページは白紙です) 



 

 

製品の情報源 

このセクションでは、製品に関する情報源を記載します。 

問題の重要性や緊急性に応じて、情報の入手先をお選びください。 

このセクションの内容 

自分で調べる場合の情報入手先 ................................................................................................. 15  

Q&Aの利用 ............................................................................................................................... 16 

 

 

自分で調べる場合の情報入手先 

安心ネットセキュリティについての情報は、次の場所から入手できます： 

 安心ネットセキュリティの Web サイト 

 ヘルプ 

 ガイド 

Web サイトにある情報を使用するには、インターネット接続が確立されている必要があります。 

安心ネットセキュリティの Web サイト 

安心ネットセキュリティの webサイトで、製品とその機能に関する一般的情報を見ることができます。 

ヘルプ 

製品にはフルヘルプとコンテキストヘルプが付属しています。 

http://www.au.kddi.com/internet/auonenet/option/security/anshin-security/
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フルヘルプは、安心ネットセキュリティを設定し使用する方法に関する情報を提供します。 

コンテキストヘルプは、安心ネットセキュリティの各ウィンドウに関する情報を提供し、安心ネットセキュリ

ティの設定について説明し、それらの設定を使用するタスクの説明へのリンクを示します。 

ガイド 

ユーザーガイドには、製品の使用に関する情報だけではなく、製品のインストール、アクティベーション、お

よび設定に関する情報も含まれています。インターフェイスに関する説明や、製品を使用しているときに生

じる一般的な問題に対する解決策が示されています。 

 

Q&Aの利用 

特に緊急の対応が必要ではない場合は、Q&Aをご利用ください。 

 

 

http://csqa.kddi.com/posts/index/stat/1/word/%E5%AE%89%E5%BF%83%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3/sort/1/page/1


 

 

安心ネットセキュリティ 

このセクションでは、安心ネットセキュリティの機能、コンポーネントについて説明し、安心ネットセキュリ

ティの動作環境の情報を記載します。 

このセクションの内容 

安心ネットセキュリティ ................................................................................................................. 17 

新機能 ....................................................................................................................................... 22 

お申し込み方法 .......................................................................................................................... 22 

動作環境 ................................................................................................................................... 23 

 

 

安心ネットセキュリティ 

安心ネットセキュリティは、さまざまな種別の情報セキュリティ脅威、ネットワーク攻撃、フィッシング攻撃、

スパムからコンピューターを包括的に保護します。コンピューターを包括的に保護するために、安心ネット

セキュリティでは、さまざまな機能や保護機能が利用できます。 

コンピューターの保護 

 

 

保護機能は、さまざまな種別の情報セキュリティ脅威、ネットワーク攻撃、ネットワーク詐欺、スパムからコ

ンピューターを保護するためのものです。個々の保護機能は、あらゆる種別の脅威を処理します（このセ

クションの保護機能の説明を参照）。保護機能は、個別に有効または無効にすることができます。また、保

護機能の設定を指定できます。 
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セキュリティ機能による常時保護に加え、定期的にコンピューターのウイルスや他の悪意のあるソフトウェ

アをスキャンしてください。たとえば、定期的なスキャンの実行により、保護機能が検知しなかった悪意の

あるソフトウェアを検知、対処し、拡散を防ぐことができます。 

安心ネットセキュリティを常に最新の状態に保つには、定義データベースおよびプログラムをアップデート

する必要があります。 

場合によって実行する必要がある特定のタスク（システム内のユーザーの操作履歴の削除など）は、ツー

ルやウィザードを使用して実行します。 

コンピューターをリアルタイムで監視する保護機能は、次のとおりです： 

ここでは、安心ネットセキュリティの開発元であるKaspersky Lab が推奨する（すなわち、既定で有効

な）モードに設定された安心ネットセキュリティの保護機能の動作について説明します。 

ファイル保護 

ファイル保護は、コンピューターのファイルシステムをウイルスから保護します。この機能は、オペレー

ティングシステムの起動時に開始され、コンピューターのメモリに常駐し、コンピューターおよび接続さ

れたすべてのドライブで開いているすべてのファイル、保存されているすべてのファイル、起動されて

いるすべてのファイルをスキャンします。安心ネットセキュリティは、ファイルへのアクセスを確認し、

ファイルをスキャンして既知のウイルスや他の悪意のあるソフトウェアに感染していないか調べます。

ファイルが感染していない場合、または製品で正しく駆除された場合にのみ、ファイルへのさらなるア

クセスが可能です。何らかの理由により、ファイルを感染駆除できない場合、そのファイルは削除され

ます。同時に、ファイルのコピーが隔離に移動されます。削除されたファイルが存在した同じ場所に、

そのファイルと同じ名前の感染したファイルが存在する場合、最新のファイルのコピーのみが隔離に

保存されます。同じ名前の前のファイルのコピーは保存されません。 

メール保護 

メール保護は、コンピューターの受信メールと送信メールをスキャンします。危険なオブジェクトが含ま

れていない場合にのみ、メールが読めるようになります。 

ウェブ保護 
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ウェブ保護は、コンピューターを危険にさらす Web サイトのスクリプトが実行されないかどうか確認し、

阻止します。また、すべての Web トラフィックを監視し、危険な Web サイトへのアクセスをブロック

します。 

メッセンジャー保護 

メッセンジャー保護は、インスタントメッセンジャーを安全に利用できるようにします。このコンポーネン

トは、インスタントメッセンジャーのプロトコル経由でコンピューターに送信される情報を保護します。

メッセンジャー保護は、さまざまなインスタントメッセージ用アプリケーションの安全な動作を保証しま

す。 

アプリケーションコントロール 

アプリケーションコントロールは、システム内のアプリケーションが実行する動作を記録し、所属してい

るグループに基づいて、それぞれのアプリケーションの動作状況を管理します。アプリケーションの各

グループには、一連のルールが設定されます。これらのルールは、さまざまなオペレーティングシステ

ムのリソースへのアクセスを管理します。 

システム変更コントロール 

システム変更コントロールは、他のアプリケーションによってオペレーティングシステムの設定に加えら

れた変更を管理し、そのような変更を通知します。管理される設定は、ブラウザーの一部の設定とプロ

キシサーバーの設定です。 

Web カメラへのアクセス制限 

Web カメラへのアクセス制限は、Web カメラへの不正アクセスをブロックし、アクセスがブロックされ

たことを通知します。 

ファイアウォール 

ファイアウォールは、ローカルネットワークおよびインターネットを使用する際の安全性を確実なものに

します。次の 2 種類のルールを使用して、すべてのネットワーク動作をフィルタリングします：アプリ

ケーションルール、パケットルール 

ネットワークモニター 
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ネットワークモニターは、ネットワークの動作をリアルタイムで監視するためのツールです。 

システムウォッチャー 

システムウォッチャーは、オペレーティングシステムで悪意のあるソフトウェアの動作を元に戻すため

に使用できます。 

ネットワーク攻撃防御 

ネットワーク攻撃防御はオペレーティングシステムの起動時に開始され、受信ネットワークトラフィック

を追跡してネットワーク攻撃の兆候がないかを確認します。コンピューターへの攻撃が検知されると、

攻撃元コンピューターからのすべてのネットワーク動作をブロックします。 

迷惑メール対策 

迷惑メール対策は、コンピューターにインストールされているメールプログラムに組み込まれ、すべて

の受信メールをスキャンしてスパムを検知します。スパムと判定されたメールには、特別なヘッダーが

付加されます。迷惑メール対策が実行するスパムの処理方法（自動削除、指定フォルダーへの移動

など）を指定できます。 

フィッシング対策 

フィッシング対策は、URL がフィッシングサイトの URL のリストに含まれているかをチェックします。

このコンポーネントは、ウェブ保護、迷惑メール対策、メッセンジャー保護に組み込まれています。 

バナー広告対策 

バナー広告対策は、Web サイトまたはアプリケーションのインターフェイスにあるバナー広告をブロッ

クします。 

Web トラッキング防止 

Web トラッキング防止は、ブラウザーから追跡サービスに送信される要求を検知し、そのような要求

と追跡サービスからの応答を変更して、ユーザーのオンラインでの活動が追跡されることを防ぎます。 

ネット決済保護 
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オンラインバンキングサービスおよび決済システムを使用するときに、個人情報を保護し、オンライン

決済時に個人情報を盗難から保護します。 

入力情報の漏洩防止 

入力情報の漏洩防止は、Web サイトで入力した個人情報をキーロガーから守ります。セキュリティ

キーボードは、物理キーボードで入力したデータの傍受を防止し、スクリーンショットを使用して傍受し

ようとする試みからも個人情報を保護します。 

実行アプリケーションの制限 

実行アプリケーションの制限は、安全でない可能性のあるアプリケーションからコンピューターを保護しま

す。実行アプリケーションの制限が有効な場合、安心ネットセキュリティは、信頼済みとして識別されるアプ

リケーションのみを実行します（たとえば、Kaspersky Security Network からのアプリケーションに関する

情報、信頼済みのデジタル署名の情報に基づく）。 

保護者による管理 

保護者による管理は、コンピューターやインターネットの使用に関連する脅威から、子供や青少年を保護

します。 

保護者による管理を使用すると、さまざまなユーザーの年齢に応じて、Web サイトのリソースとアプリ

ケーションへのアクセスを柔軟に制限できます。さらに、保護者による管理では、管理対象のユーザーが

行った動作に関する統計レポートも表示できます。 
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新機能 

安心ネットセキュリティは、従来の保護機能に加え、次のような新機能を搭載し、より安全にコンピューター

を使用できるようにします： 

 Microsoft® Windows® 10 のサポート制限がなくなりました。 

 ライセンスの有効期限に関する Microsoft 標準の通知が追加されました。 

 Windows 10 オペレーティングシステムでの通知が、Microsoft 標準のポップアップメッセージに

変更されました。 

 HTTP/2 プロトコルのサポートが追加されました。 

 Yandex.Browser および Microsoft Edge ブラウザーの部分的なサポートが追加されました。 

 Microsoft Windows 10 の仮想デスクトップのサポートが追加されました。 

 グラフィカルユーザーインターフェイスが改善されました。 

 セキュリティキーボードのアイコンが、入力フィールドへのデータ入力を妨げないように改善されま

した。 

 インストールアシスタントが追加されました。コンピューターへのソフトウェアのインストール時、イ

ンストールアシスタントは追加のアプリケーションのインストールの提案についてのチェックボック

スを自動的にオフにして、それらのインストールをブロックするほか、広告が含まれるインストール

手順の表示をブロックします。 

 

お申込方法 

安心ネットセキュリティのお申し込みについてはこちらをご覧ください。 

  

http://www.au.kddi.com/internet/auonenet/option/security/anshin-security/
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動作環境 

全般的な要件： 

 480 MB 以上のディスク空き容量 

 CD / DVD-ROM 対応のドライブ（インストール CD からインストールする場合） 

 インターネット接続環境（製品のインストールおよびアクティベーション、定義データベースおよび

製品モジュールのアップデートに使用） 

 Microsoft® Internet Explorer® 9.0 以降 

 Microsoft Windows® インストーラー 3.0 以降 

 Microsoft .NET Framework 4 以降 

 Web カメラへのアクセスの保護は、互換性のある Web カメラモデルにのみ提供されます

（http://support.kaspersky.co.jp/12001）。 

Microsoft Windows Vista® Home Basic（Service Pack 1 以降）、Microsoft Windows Vista Home 

Premium（Service Pack 1 以降）、Microsoft Windows Vista Business（Service Pack 1 以降）、

Microsoft Windows Vista Enterprise（Service Pack 1 以降）、Microsoft Windows Vista Ultimate

（Service Pack 1 以降）、Microsoft Windows 7 Starter（Service Pack 1 以降）、Microsoft Windows 7 

Home Basic（Service Pack 1 以降）、Microsoft Windows 7 Home Premium（Service Pack 1 以降）、

Microsoft Windows 7 Professional（Service Pack 1 以降）、Microsoft Windows 7 Ultimate（Service 

Pack 1 以降）、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8 Pro、Microsoft Windows 8 Enterprise、

Microsoft Windows 8.1（Windows 8.1 Update）、Microsoft Windows 8.1 Pro（Windows 8.1 Update）、

Microsoft Windows 8.1 Enterprise（Windows 8.1 Update）、Microsoft Windows 10 Home、Microsoft 

Windows 10 Enterprise、Microsoft Windows 10 Pro の動作環境： 

 クロック速度が 1 GHz 以上のプロセッサ 

http://support.kaspersky.co.jp/12001
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 1 GB 以上の空きメモリ（32 ビット版オペレーティングシステムの場合）、2 GB 以上の空きメモリ

（64 ビット版オペレーティングシステムの場合） 

サポートされるブラウザー： 

 Microsoft Internet Explorer 9.0、10.0、11.0 

新しい Windows ユーザーインターフェイスを使用している Internet Explorer 10 および 

Internet Explorer 11 はサポートされません。 

 Mozilla™ Firefox™ 31.x 以降 

 Google Chrome™ 36.x 以降 

安心ネットセキュリティでは、32 ビット版オペレーティングシステムと 64 ビット版オペレー

ティングシステムの両方で Google Chrome 37.x と 38.x をサポートしています。 

タブレット PC の動作環境： 

 Microsoft Tablet PC 

 Intel® Celeron® CPU 1.66 GHz 以上 

 1000 MB 以上の空きメモリ 

ネットブックの動作環境： 

 Intel Atom™ CPU 1.60 GHz 以上 

 1024 MB 以上の空きメモリ 

 1024×600 ピクセルの解像度を持つ 10.1 インチディスプレイ 

 Intel GMA 950 グラフィックスコア 

 



 

 

本製品のインストールと削除 

このセクションでは、安心ネットセキュリティのインストールと削除の方法について説明します。 

このセクションの内容 

標準インストールの手順 .............................................................................................................. 25 

コマンドプロンプトからのアプリケーションのインストール ................................................................ 31 

ブラウザプラグインについて ........................................................................................................ 31 

以前のバージョンのアップグレード ............................................................................................... 32 

本製品の削除 ............................................................................................................................ 37 

 

 

標準インストールの手順 

安心ネットセキュリティは、インストールウィザードを使用して、対話形式でコンピューターにインストールさ

れます。 

ウィザードは一連のページ（ステップ）で構成されており、［戻る］と［次へ］をクリックして前後のウィンドウに

移動できます。作業完了後にウィザードを閉じるには、［終了］をクリックします。ウィザードを任意のステッ

プで中止する場合は、ウィザードのウィンドウを閉じます。 

複数のコンピューターを保護するために本製品を使用する場合は、すべてのコンピューターに同じ手

順でインストールする必要があります（インストールできるコンピューターの数は使用許諾契約書に記

載されています）。 
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► 安心ネットセキュリティをコンピューターにインストールするには： 

 

安心ネットセキュリティをインストールする場合、インターネットからインストールパッケージをダウン

ロードして実行します。 

 

本製品に加え、安全にネットを閲覧できるようにするブラウザーのプラグインがインストールされます。 

 

安心ネットセキュリティをインストールしたのち、音声や動画を記録または再生するアプリケーションを

最初に起動したときに、音声や動画の再生または記録が中断する場合があります。これは、録音デ

バイスへのアプリケーションのアクセスを制御する機能を有効にするために必要です（「録音デバイス

へのアプリケーションのアクセスについて」（119 ページ）を参照）。音声ハードウェアを制御するシス

テムサービスは、安心ネットセキュリティを初めて実行したときに再起動します。 

このセクションの内容 

ステップ 1：最新バージョンのチェック ........................................................................................... 27 

ステップ 2：インストールの開始 ................................................................................................... 27 

ステップ 3：使用許諾契約書の確認 ............................................................................................. 27 

ステップ 4：Kaspersky Security Network（KSN）に関する声明 ..................................................... 28 

ステップ 5：インストール .............................................................................................................. 28 

ステップ 6：インストールの完了 ................................................................................................... 29 

ステップ 7：製品のアクティベーション ........................................................................................... 30 

ステップ 8：アクティベーションの完了 ........................................................................................... 31 

 



 

本製品のインストールと削除 

27 

 

 

ステップ 1：最新バージョンのチェック 

インストールを開始する前に、セットアッププログラムは最新バージョンの有無をアップデートサーバーで

確認します。 

アップデートサーバーに現在のバージョンより新しいバージョンがない場合、現在のバージョンのインス

トールが開始されます。 

アップデートサーバーに安心ネットセキュリティの新しいバージョンがある場合は、そのバージョンをコン

ピューターにダウンロードしインストールするか確認するメッセージが表示されます。バージョンが新しいほ

ど、より多くの機能強化が行われており、コンピューター保護の信頼性はより高まります。最新バージョン

をインストールしてください。最新バージョンのインストールを選択しなかった場合、セットアッププログラム

は現在のバージョンのインストールを開始します。最新バージョンのインストールに同意した場合、セット

アッププログラムは、インストールパッケージ内のファイルをコンピューターにコピーし、最新バージョンのイ

ンストールを開始します。 

 

ステップ 2：インストールの開始 

このステップでは、製品のインストールを求めるメッセージが表示されます。 

インストールを開始するには、［インストール］をクリックします。 

インストール種別およびご使用の言語によっては開発元である、Kaspersky Lab との間で交わした

使用許諾契約書の確認を求めるメッセージが表示される場合があります。また、クラウド技術である

Kaspersky Security Network への参加を求めるメッセージも表示されます。 

 

ステップ 3：使用許諾契約書の確認 

ここでは、お客様と 安心ネットセキュリティの開発元である Kaspersky Lab との間で締結された使用許

諾契約書の確認を求められます。 
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使用許諾契約書の全文をスクロールしてお読みになってください。すべての条項に同意する場合は［同意

する］をクリックしてください。コンピューターへの本製品のインストール作業が続行されます。 

使用許諾契約書に同意されない場合、本製品はインストールされません。 

 

ステップ 4：Kaspersky Security Network

（KSN）に関する声明 

このステップでは、Kaspersky Security Network への参加が促されます。プログラムに参加すると、オペ

レーティングシステムに関する情報、コンピューターで検知された脅威に関する情報、実行中のアプリケー

ション、ダウンロードしたデジタル署名付きアプリケーションに関する情報が安心ネットセキュリティの開発

元である Kaspersky Lab に送信されます。ただし、ユーザーの個人情報が収集、処理または保存される

ことはありません。 

Kaspersky Security Network（KSN）に関する声明をご確認ください。すべての条項に同意する場合、ウィ

ザードのウィンドウで［同意する］をクリックします。 

Kaspersky Security Network に参加しない場合、［同意しない］をクリックします。 

Kaspersky Security Network に参加するかどうかを指定した後、本製品のインストールが続行されま

す。 

 

ステップ 5：インストール 

製品のインストールには、時間がかかる場合があります。完了するまでお待ちください。 

インストールが完了すると、ウィザードは自動的に次のステップに進みます。 

インストール時に、いくつかのチェックが実行されます。チェックにより検知される可能性がある問題は、次

のとおりです： 

 ソフトウェア要件に適合しないオペレーティングシステム：インストール時に、次の要件がチェックさ

れます： 

 オペレーティングシステムおよびサービスパックがソフトウェア要件を満たしているかどうか 
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 必要なすべてのアプリケーションが利用できるかどうか 

 インストールに必要なディスクの空き容量があるかどうか 

 本製品をインストールしているユーザーに管理者権限があるかどうか 

上記の要件が満たされない場合、該当する通知が表示されます。 

 競合するソフトウェアがコンピューターにインストールされているかどうか：競合するソフトウェアが

検出されると、画面のリストに表示され、削除するよう求められます。競合するソフトウェアを手動

で削除してください。安心ネットセキュリティでは自動的には削除できません。競合するソフトウェア

を削除した場合、オペレーティングシステムの再起動が必要です。再起動後、本製品のインストー

ルが自動的に続行されます。 

 悪意のあるソフトウェアがコンピューターにインストールされているかどうか：ウイルス対策製品の

インストールを妨害する悪意のあるソフトウェアを検知した場合は、感染を無害化するために設計

された、Kaspersky Virus Removal Tool をダウンロードするように指示されます。 

このユーティリティのインストールに同意すると、インストールウィザードにより、安心ネットセキュリ

ティの開発元である Kaspersky Lab のサーバーからユーティリティがダウンロードされ、インス

トールが開始されます。ウィザードがユーティリティをダウンロードできない場合、リンク先から手動

でダウンロードすることもできます。 

 

ステップ 6：インストールの完了 

本製品のインストールが正常に完了したことが通知されます。 

安心ネットセキュリティをすぐに起動するには、［安心ネットセキュリティを起動する］がオンになっているこ

とを確認してから、［終了］をクリックします。 

［安心ネットセキュリティを起動する］をオフにしてウィザードを終了した場合、本製品を手動で起動する必

要があります。 

インストールを完了するには、Windows の再起動が必要な場合があります。 
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ステップ 7：製品のアクティベーション 

アクティベーションウィザードは、安心ネットセキュリティの初回起動時に開始されます。 

アクティベーションは、本製品のすべての機能を、指定された期間有効にするプロセスです。 

本製品のアクティベーションには、次の方法があります： 

 アクティベーションの実行：サービスをお申し込みいただいた場合は、この方法を選択して、アク

ティベーションコードを入力します。 
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ステップ 8：アクティベーションの完了 

製品のアクティベーションが正しく実行されたことが通知されます。 

［終了］をクリックして、ウィザードを終了します。 

 

コマンドプロンプトからのアプリケーションのイ

ンストール 

安心ネットセキュリティは、コマンドプロンプトからインストールすることができます。 

コマンドプロンプトの構文： 

<インストールパッケージのファイルへのパス> [parameters] 
 

ブラウザプラグインについて 

安心ネットセキュリティがブラウザーを完全にサポートするには、ブラウザーに安心ネットセキュリティの開

発元から提供されるカスペルスキー プラグインをインストールして有効化する必要があります。安心ネット

セキュリティは、カスペルスキー プラグインを使用して、保護されたブラウザーで開かれたページとトラ

フィックにスクリプトを埋め込みます。このスクリプトを使用して、 Web ページと連携し、ネット決済保護機

能で保護された銀行の Web サイトにデータを送信します。スクリプトによって送信されたデータは、デジ

タル署名を使用して保護されます。スクリプトの埋め込みには、カスペルスキー プラグインを使用しないこ

ともあります。 

安心ネットセキュリティは、インストールされた定義データベースを使用して、スクリプトにより送信され

たデータに署名し、Kaspersky Security Network にリクエストを送信します。Kaspersky Security 

Network へのリクエストは、Kaspersky Security Network に関する声明に同意したかどうかに関係

なく送信されます。 



 

本製品のインストールと削除 

32 

 

カスペルスキー プラグインは、安心ネットセキュリティのインストール中にブラウザーにインストールされま

す。 

安心ネットセキュリティをインストールしたのち、カスペルスキー プラグインを有効化する必要があります： 

 このプラグインを Mozilla™ Firefox™ で有効にするには、ブラウザーのウィンドウでプラグイン

のインストールを許可します。 

 Google Chrome™ では、カスペルスキー プラグインの有効化を許可します。プラグインの有効

化を拒否した場合、Chrome™ ウェブストアまたはテクニカルサポートサイトのページ

（http://support.kaspersky.com/interactive/google/jp/kis2016plugin）から、カスペルスキー プラ

グインを手動でインストールして有効化する必要があります。 

Microsoft Internet Explorer では、カスペルスキー プラグインは自動的に有効になります。 

Windows 10 オペレーティングシステムを実行するコンピューターでは、カスペルスキー プラグインを手

動で Microsoft Internet Explorer ブラウザーにインストールする必要があります。通知センターのお知ら

せを使用して、プラグインのインストールに進むことができます（「保護ステータスの確認と問題の解決」

（46 ページ）を参照）。 

 

以前のバージョンのアップグレード 

安心ネットセキュリティの以前のバージョンの上に安心ネットセキュリティの新しいバージョンをインストー

ルする 

安心ネットセキュリティの以前のバージョンがすでにコンピューターにインストールされている場合、それを

最新バージョンにアップグレードできます。安心ネットセキュリティの以前のバージョンの有効なライセンス

がある場合、アクティベーションを実行する必要はありません。インストールウィザードが安心ネットセキュ

リティの以前のバージョンのライセンスに関する情報を自動的に取得し、新しいバージョンのインストール

中にそれを適用します。 

安心ネットセキュリティは、インストールウィザードを使用して、対話形式でコンピューターにインストールさ

れます。 

http://support.kaspersky.com/interactive/google/jp/kis2016plugin
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ウィザードは一連のページ（ステップ）で構成されており、［戻る］と［次へ］をクリックして前後のウィンドウに

移動できます。作業完了後にウィザードを閉じるには、［終了］をクリックします。ウィザードを任意のステッ

プで中止する場合は、ウィザードのウィンドウを閉じます。 

複数のコンピューターを保護するために本製品を使用する場合は、すべてのコンピューターに同じ手

順でインストールする必要があります（インストールできるコンピューターの数は使用許諾契約書に記

載されています）。 

► 安心ネットセキュリティをコンピューターにインストールするには： 

1. アプリケーションを安心ネットセキュリティの webサイトからダウンロードし、実行します。 

 

本製品に加え、安全にネットを閲覧できるようにするブラウザーのプラグインがインストールされます。 

 

安心ネットセキュリティをインストールしたのち、音声や動画を記録または再生するアプリケーションを

最初に起動したときに、音声や動画の再生または記録が中断する場合があります。これは、録音デ

バイスへのアプリケーションのアクセスを制御する機能を有効にするために必要です（「録音デバイス

へのアプリケーションのアクセスについて」（119 ページ）を参照）。音声ハードウェアを制御するシス

テムサービスは、安心ネットセキュリティを初めて実行したときに再起動します。 

以前のバージョンからのアップグレードには特定の制限が適用されます（「制限と警告」（147 ページ）を参

照）。 
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このセクションの内容 

ステップ 1：最新バージョンのチェック ........................................................................................... 34 

ステップ 2：インストールの開始 ................................................................................................... 34 

ステップ 3：使用許諾契約書の確認 ............................................................................................. 35 

ステップ 4：Kaspersky Security Network（KSN）に関する声明 ..................................................... 35 

ステップ 5：インストール .............................................................................................................. 36 

ステップ 6：インストールの完了 ................................................................................................... 37 

 

 

ステップ 1：最新バージョンのチェック 

インストールを開始する前に、セットアッププログラムは最新バージョンの有無をアップデートサーバーで

確認します。 

アップデートサーバーに現在のバージョンより新しいバージョンがない場合、現在のバージョンのインス

トールが開始されます。 

アップデートサーバーに安心ネットセキュリティの新しいバージョンがある場合は、そのバージョンをコン

ピューターにダウンロードしインストールするか確認するメッセージが表示されます。バージョンが新しいほ

ど、より多くの機能強化が行われており、コンピューター保護の信頼性はより高まります。最新バージョン

をインストールしてください。最新バージョンのインストールを選択しなかった場合、セットアッププログラム

は現在のバージョンのインストールを開始します。最新バージョンのインストールに同意した場合、セット

アッププログラムは、インストールパッケージ内のファイルをコンピューターにコピーし、最新バージョンのイ

ンストールを開始します。 

 

ステップ 2：インストールの開始 

このステップでは、製品のインストールを求めるメッセージが表示されます。 
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インストールを開始するには、［インストール］をクリックします。 

インストール種別およびご使用の言語によっては、安心ネットセキュリティの開発元であるKaspersky 

Lab との間で交わした使用許諾契約書の確認を求めるメッセージが表示される場合があります。ま

た、クラウド技術であるKaspersky Security Network への参加を求めるメッセージも表示されます。 

 

ステップ 3：使用許諾契約書の確認 

インターネットからダウンロードしたインストールパッケージから安心ネットセキュリティをインストール

する場合、ローカライズ言語によっては、このステップが表示されます。 

ここでは、お客様と安心ネットセキュリティの開発元である Kaspersky Lab との間で締結された使用許諾

契約書の確認を求められます。 

使用許諾契約書の全文をスクロールしてお読みになってください。すべての条項に同意する場合は［同意

する］をクリックしてください。コンピューターへの本製品のインストール作業が続行されます。 

使用許諾契約書に同意されない場合、本製品はインストールされません。 

 

ステップ 4：Kaspersky Security Network

（KSN）に関する声明 

このステップでは、Kaspersky Security Network への参加が促されます。プログラムに参加すると、オペ

レーティングシステムに関する情報、コンピューターで検知された脅威に関する情報、実行中のアプリケー

ション、ダウンロードしたデジタル署名付きアプリケーションに関する情報が Kaspersky Lab に送信され

ます。ただし、ユーザーの個人情報が収集、処理または保存されることはありません。 

Kaspersky Security Network（KSN）に関する声明をご確認ください。すべての条項に同意する場合、ウィ

ザードのウィンドウで［同意する］をクリックします。 

Kaspersky Security Network に参加しない場合、［同意しない］をクリックします。 
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Kaspersky Security Network に参加するかどうかを指定した後、本製品のインストールが続行されま

す。 

 

ステップ 5：インストール 

製品のインストールには、時間がかかる場合があります。完了するまでお待ちください。 

インストールが完了すると、ウィザードは自動的に次のステップに進みます。 

インストール時に、いくつかのチェックが実行されます。チェックにより検知される可能性がある問題は、次

のとおりです： 

 ソフトウェア要件に適合しないオペレーティングシステム：インストール時に、次の要件がチェックさ

れます： 

 オペレーティングシステムおよびサービスパックがソフトウェア要件を満たしているかどうか 

 必要なすべてのアプリケーションが利用できるかどうか 

 インストールに必要なディスクの空き容量があるかどうか 

 本製品をインストールしているユーザーに管理者権限があるかどうか 

上記の要件が満たされない場合、該当する通知が表示されます。 

 競合するソフトウェアがコンピューターにインストールされているかどうか：競合するソフトウェアが

検出されると、画面のリストに表示され、削除するよう求められます。競合するソフトウェアを手動

で削除してください。安心ネットセキュリティでは自動的には削除できません。競合するソフトウェア

を削除した場合、オペレーティングシステムの再起動が必要です。再起動後、本製品のインストー

ルが自動的に続行されます。 

 悪意のあるソフトウェアがコンピューターにインストールされているかどうか：ウイルス対策製品の

インストールを妨害する悪意のあるソフトウェアを検知した場合は、感染を無害化するために設計

された、Kaspersky Virus Removal Tool をダウンロードするように指示されます。 
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このユーティリティのインストールに同意すると、インストールウィザードにより、Kaspersky Lab 

のサーバーからユーティリティがダウンロードされ、インストールが開始されます。ウィザードが

ユーティリティをダウンロードできない場合、リンク先から手動でダウンロードすることもできます。 

 

ステップ 6：インストールの完了 

本製品のインストールが正常に完了したことが通知されます。 

インストール後、オペレーティングシステムを再起動します。 

［安心ネットセキュリティを起動する］をオンにした場合、コンピューターを再起動した後、本製品が自動的

に起動されます。 

［安心ネットセキュリティを起動する］をオフにしてウィザードを終了した場合、本製品を手動で起動する必

要があります。 

 
 

 

本製品の削除 

安心ネットセキュリティを削除すると、コンピューターと個人情報が無防備な状態になります。 

本製品の削除には、インストールウィザードを使用します。 

► Microsoft Windows 7 以前のバージョンのオペレーティングシステムを実行するコンピュー

ターでウィザードを開始するには： 

［スタート］メニューから、［すべてのプログラム］ - ［安心ネットセキュリティ］ - ［安心ネットセキュリ

ティを削除］の順に選択します。 

► Microsoft Windows 8 以降のオペレーティングシステムを実行するコンピューターでウィ

ザードを開始するには： 

1. ［スタート］画面で、［安心ネットセキュリティ］を右クリックして、ツールバーを表示させます。 

2. ツールバーの［アンインストール］をクリックします。 

3. 表示されたウィンドウのリストから安心ネットセキュリティを選択します。 
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4. リストの上部にある［アンインストール］をクリックします。 

 

このセクションの内容 

ステップ 1：本製品を削除するためのパスワードの入力 ................................................................ 38 

ステップ 2：再インストール時に使用するデータの保存 .................................................................. 38 

ステップ 3：本製品の削除の確認 ................................................................................................ 40 

ステップ 4：本製品の削除：削除の完了........................................................................................ 40 

 

 

ステップ 1：本製品を削除するためのパスワード

の入力 

安心ネットセキュリティを削除するには、設定にアクセスするためのパスワードを入力する必要があります。

何らかの理由でパスワードを指定できない場合、本製品の削除はブロックされます。 

このステップは、本製品を削除するためのパスワードが設定されている場合にのみ表示されます。 

 

ステップ 2：再インストール時に使用するデータの

保存 

製品の次回インストール時（たとえば、新しいバージョンのインストール時）に使用できるように保存してお

く本製品のデータを指定できます。 

既定では、ライセンスに関する情報を保存するように表示されます。 
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► 再インストール時に使用するデータを保存するには、保存したいデータの種別の横のチェック

ボックスをオンにします： 

 ライセンス情報：今後のインストール時に本製品のアクティベーションを不要にする情報。ただし、

ライセンスの有効期限内に製品をインストールする必要があります。 

 隔離したファイル：製品によりスキャンされ、隔離されているファイル。 

安心ネットセキュリティを削除すると、隔離したファイルは利用できなくなります。こうしたファイ

ルを利用した操作を実行するには、安心ネットセキュリティをインストールする必要がありま

す。 

 製品の動作設定：設定時に選択されたアプリケーション設定。 

安心ネットセキュリティでは、以前のバージョンでの設定のサポートは保証しません。新しい

バージョンをインストールしたら、設定が正しいか確認してください。 

 

また、コマンドプロンプトで次のコマンドを使用して、保護の設定をエクスポートすることもでき

ます： 

avp.com EXPORT <ファイル名> 

 iChecker データ：iChecker 技術を使用してすでにスキャンされたオブジェクトに関する情報が

含まれるファイル。 

 迷惑メールデータベース：ユーザーが追加したスパムメッセージのサンプルが含まれるデータベー

ス。 

 データ暗号化：データ暗号化機能を使用して保管領域に保存されたファイル。 
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ステップ 3：本製品の削除の確認 

本製品を削除するとコンピューターのセキュリティと個人情報が危険にさらされるため、削除の確認が求

められます。本製品を削除する場合は、［削除］をクリックします。 

 

ステップ 4：本製品の削除：削除の完了 

インストールウィザードは、本製品をコンピューターから削除します。削除が完了するまでお待ちください。 

この機能は、一部の地域で使用できない場合があります。 

本製品の削除時に、Windows を再起動する必要があります。すぐに再起動しない場合は、オペレーティ

ングシステムを再起動するまで、またはコンピューターの電源を切り、再度起動するまで、本製品の削除

は完了しません。 

 



 

 

製品のライセンス 

このセクションでは、製品のライセンスについて説明します。 

このセクションの内容 

使用許諾契約書について ............................................................................................................ 41 

ライセンスについて ..................................................................................................................... 42 

アクティベーションコードについて ................................................................................................. 43 

データ提供について .................................................................................................................... 43 

製品のアクティベーション ............................................................................................................ 44 

 

 

使用許諾契約書について 

使用許諾契約書は、ユーザーと安心ネットセキュリティの開発元である AO Kaspersky Lab との間で交

わされる契約であり、製品の使用条件が定められています。 

製品の使用を開始する前に、使用許諾契約書の条項をよく読んでください。 

製品のインストール時に使用許諾契約書の同意を確認することにより、使用許諾契約書の条項を受諾し

たものとみなされます。使用許諾契約書の条項に同意しない場合は、製品のインストールを終了するか、

製品の使用を中止する必要があります。 
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ライセンスについて 

ライセンスは、使用許諾契約書に基づいて提供される、製品を使用する期限付きの権利です。本製品の

アクティベーションを実行するための一意のコードに結びついています。 

有効なライセンスにより、次のサービスの使用が許可されます： 

 1 台以上のデバイスでの製品の使用。 

製品を使用できるデバイスの数は、使用許諾契約書で指定されます。 

 テクニカルサポートによるサポート。 

 ライセンスの有効期間中に提供されるその他のサービス。 
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アクティベーションコードについて 

アクティベーションコードは、安心ネットセキュリティの製品版ライセンス購入時に受け取るコードです。製

品のアクティベーションに必要です。 

アクティベーションコードは、「xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx」の形式の英数字の一意な並びです。 

 

 
 

データ提供について 

データの保護を強化し、安心ネットセキュリティのパフォーマンスを向上させるため、以下が含まれる統計

情報および運用情報を安心ネットセキュリティの開発元である Kaspersky Lab に自動的に提供すること

に同意いただくことになります：コンピューターにインストールされているハードウェアとソフトウェアに関す

る情報、ライセンス情報、検知された脅威と感染に関する情報、スキャン済みオブジェクトのチェックサム、

コンピューターとそれに接続されたデバイスに関する技術情報、インターネット上でのデバイスの動作に関

する情報。詳細については、Web サイト（http://help.kaspersky.com/jp）を参照してください。 

Kaspersky Security Network に参加すると、安心ネットセキュリティによって生成された情報を 安心ネッ

トセキュリティの開発元である Kaspersky Lab へ自動的に送信することに同意していただくことになりま

す（http://help.kaspersky.com/jp）。［Kaspersky Security Network への参加の設定］ウィンドウで、

Kaspersky Security Network に関する声明を確認できます。 

Kaspersky Lab では、この方法で受け取ったいかなる情報も、法律および Kaspersky Lab の当該ルー

ルで規定されているとおりに保護します。 

Kaspersky Lab は、受け取った情報を匿名化し、一般的な統計情報としてのみ使用します。集計される

統計情報は、受け取った情報から自動的に生成され、個人情報や機密情報を含みません。受け取った情

報は、新しい情報が集積されたときに（年 1 回）破棄されます。集計された統計情報は、無期限に保管さ

れます。 

 

http://help.kaspersky.com/jp/
http://help.kaspersky.com/jp/
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ライセンスの購入 

ライセンスの購入とは安心ネットセキュリティのサービスを申し込むことを意味します。お申し込み完了後、

アクティベーションの実行に必要なアクティベーションコードをうけとることができます。 

 

製品のアクティベーション 

本製品の機能と追加サービスを使用するには、アクティベーションを実行する必要があります。 

インストール中にアクティベーションを実行しなかった場合は、後で実行できます。アクティベーションが必

要な場合は、Windows のタスクバーの通知領域にメッセージが表示されます。 

► 安心ネットセキュリティをアクティベートするには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. メインウィンドウ下部の［アクティベーションコードの入力］をクリックします。［アクティベーション］

ウィンドウが表示されます。 

3. ［アクティベーション］ウィンドウで、アクティベーションコードを入力フィールドに入力し、［アクティ

ベートする］をクリックします。 

アクティベーションに関するリクエストが送信されます。 

  

 



 

 

通知の管理 

Windows のタスクバーの通知領域では、製品に関するイベントを通知して注意を促します。通知は、イベ

ントの緊急度に応じて、次の種別に分類されます： 

 緊急イベント：悪意の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危険な動作など、コ

ンピューターのセキュリティにとって重要性の高いイベントについて通知します。緊急の通知ウィン

ドウやポップアップメッセージは、赤色で表示されます。 

 重要イベント：感染の可能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、コンピューターのセキュリティにとって注意が必要な重要イベントについて通知します。

重要な通知ウィンドウやポップアップメッセージは、黄色で表示されます。 

 情報イベント：コンピューターのセキュリティにとって重要ではないイベントについて通知します。情

報の通知ウィンドウやポップアップメッセージは、緑色で表示されます。 

このような通知が表示されたときは、提示された処理のいずれかを選択してください。既定では、

Kaspersky Lab が推奨する処理が選択されており、その処理を選択するのが最適です。 

通知は、コンピューターを再起動するか、安心ネットセキュリティを終了するか、Windows 8 の 

Connected Standby（接続維持スタンバイ）モードを使用しているときに、自動的に閉じることがあります。

アプリケーションコントロールの通知は、500 秒後に自動的に閉じます。アプリケーションの起動に関する

通知は、1 時間後に閉じます。通知が自動的に閉じられると、既定で推奨される処理が実行されます。 

 

 



 

 

保護ステータスの確認と問題の解決 

コンピューターの保護の問題は、メインウィンドウの上部にあるアイコンによって示されます。アイコンが緑

色の場合は、コンピューターが保護されていることを示します。黄色はコンピューターの保護に問題がある

ことを示し、赤色はコンピューターが深刻な脅威にさらされていることを示します。問題やセキュリティ上の

脅威には、すぐに対応してください。 

メインウィンドウ上部で保護状態を示したアイコンをクリックすると、［通知センター］ウィンドウ（下の図参照）

が表示されます。このウィンドウには、コンピューターの保護状態に関する詳細情報と検知された問題や

脅威に対して推奨される解決方法が示されます。 

 

図 1.［通知センター］ウィンドウ 
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セキュリティの問題はグループ分けされています。問題ごとに、その解決に使用できる処理のリストが表

示されます。 

 



 

 

定義データベースと製品モジュールの

アップデート 

このセクションには、定義データベースと製品モジュールのアップデートに関する情報が含まれます。 

このセクションの内容 

定義データベースと製品モジュールのアップデートについて ........................................................... 48 

定義データベースと製品モジュールのアップデートの開始 ............................................................. 50 

 

 

定義データベースと製品モジュールのアップ

デートについて 

安心ネットセキュリティのインストールパッケージには、定義データベースと製品モジュールが含まれてい

ます。この定義データベースは、以下のような「配信時の保護」を提供します： 

 Kaspersky Security Network を使用して、ほとんどの脅威を検知します。インターネット接続が

必要です。 

 コンピューターやユーザーのデータに損害を与える目的で使用される可能性があるアドウェアや

オートダイヤラーなどの合法ソフトウェアを検知しません。 

保護を完全にするには、本製品をインストールしたらすぐに定義データベースと製品モジュールをアップ

デートしてください。 
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定義データベースと製品モジュールは以下のようにアップデートされます： 

1. 安心ネットセキュリティが、設定に従い、自動で、スケジュールに基づいて、または手動で、定義

データベースと製品モジュールのアップデートを開始します。定義データベースと製品モジュール

のアップデートパッケージが保管されているアップデート元に接続します。 

2. 安心ネットセキュリティが、現在の定義データベースとアップデート元にある定義データベースを比

較します。定義データベースが異なる場合、不足している定義データベースがダウンロードされま

す。 

その後、アップデートされた定義データベースと製品モジュールを使用して、ウイルスなどの脅威がスキャ

ンされます。 

以下のアップデート元を利用できます： 

 安心ネットセキュリティのアップデートサーバー 

 HTTP または FTP サーバー 

 ネットワークフォルダー 

定義データベースと製品モジュールのアップデートには、以下の制限事項があります： 

 2 日前の定義データベースはアップデートされていないとみなされます。 

 安心ネットセキュリティのサーバーからアップデートパッケージをダウンロードするには、インター

ネット接続が必要です。 

 以下の場合には、定義データベースと製品モジュールがアップデートできません： 

 安心ネットセキュリティのサービスを解約した場合。 

 本製品のご利用を一時的に停止した場合。 
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定義データベースと製品モジュールのアップ

デートの開始 

► 定義データベースと製品モジュールのアップデートを開始するには： 

タスクバーの通知領域にある本製品のアイコンのコンテキストメニューから［アップデートする］を選択

します。 

► メインウィンドウから定義データベースと製品モジュールのアップデートを開始するには： 

1. メインウィンドウを開き、［アップデート］をクリックします。 

［アップデート］ウィンドウが表示されます。 

2. ［アップデート］ウィンドウで［アップデートする］をクリックします。 

 

 



 

 

コンピューターのスキャン 

このセクションでは、ウイルスや他の脅威についてコンピューターをスキャンする方法について説明しま

す。 

このセクションの内容 

完全スキャン .............................................................................................................................. 51 

カスタムスキャン ......................................................................................................................... 52 

簡易スキャン .............................................................................................................................. 54 

脆弱性スキャン........................................................................................................................... 54 

 

 

完全スキャン 

既定では、完全スキャン時に次のオブジェクトがスキャンされます： 

 システムメモリ 

 オペレーティングシステム起動時に読み込まれるオブジェクト 

 システムバックアップ保管領域 

 ハードディスクおよびリムーバブルドライブ 

安心ネットセキュリティのインストール直後に、完全スキャンを実行してください。 

► 完全スキャンを開始するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ［スキャン］をクリックします。 
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［スキャン］ウィンドウが表示されます。 

3. ［スキャン］ウィンドウで、［完全スキャン］セクションを選択します。 

4. ［完全スキャン］セクションで、［スキャンする］をクリックします。 

完全スキャンが開始されます。 

 

カスタムスキャン 

カスタムスキャンでは、ウイルスや他の脅威について、ファイルやフォルダー、ドライブをスキャンします。 

次の方法でカスタムスキャンを開始できます： 

 オブジェクトのコンテキストメニューから 

 メインウィンドウから 

► オブジェクトのコンテキストメニューからカスタムスキャンを開始するには： 

1. エクスプローラーで、スキャンしたいオブジェクトがあるフォルダーを開きます。 

2. オブジェクトを右クリックして表示されるコンテキストメニューから［スキャン］を選択します。 
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図 2.オブジェクトコンテキストメニュー 

► メインウィンドウからカスタムスキャンを開始するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ［スキャン］をクリックします。 

［スキャン］ウィンドウが表示されます。 

3. ［スキャン］ウィンドウで、［カスタムスキャン］セクションを選択します。 

4. 次のいずれかの方法でスキャンするオブジェクトを指定します： 

 ［カスタムスキャン］ウィンドウにオブジェクトをドラッグする 

 ［追加］をクリックし、表示されたファイルまたはフォルダー選択ウィンドウでオブジェクトを指定

する 

5. ［スキャンする］をクリックします。 
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簡易スキャン 

既定では、簡易スキャン時に次のオブジェクトがスキャンされます： 

 オペレーティングシステム起動時に読み込まれるオブジェクト 

 システムメモリ 

 ディスクのブートセクター 

► 簡易スキャンを開始するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ［スキャン］をクリックします。 

［スキャン］ウィンドウが表示されます。 

3. ［スキャン］ウィンドウで、［簡易スキャン］セクションを選択します。 

4. ［簡易スキャン］セクションの［スキャンする］をクリックします。 

簡易スキャンが開始されます。 

 

脆弱性スキャン 

脆弱性は、ソフトウェアコードの保護されていない部分です。保護されていないコードを持ったアプリケー

ションによって使用されるデータをコピーするなどの目的に使用される可能性があります。脆弱性スキャン

を実行すると、コンピューターの保護においてこのような弱点を明らかにできます。検知された脆弱性は解

消してください。 

► 脆弱性スキャンを開始するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. メインウィンドウ下部の［便利ツール］をクリックし、［便利ツール］ウィンドウを開きます。 
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3. ［便利ツール］ウィンドウの左側で［脆弱性スキャン］をクリックすると［脆弱性スキャン］ウィンドウ

が表示されます。 

4. ［脆弱性スキャン］ウィンドウで［スキャンする］をクリックします。 

脆弱性スキャンが開始されます。 

 



 

 

削除または感染駆除されたオブジェクト

の復元 

コンピューターに脅威が及ぶ可能性があるため、削除または感染駆除されたオブジェクトを復元しな

いでください。 

削除または感染駆除されたオブジェクトを復元するには、オブジェクトのスキャン中に作成されたバック

アップコピーを使用できます。 

安心ネットセキュリティは、Windows ストアのアプリを駆除しません。スキャンの結果、あるアプリが

危険であると示された場合、そのアプリはコンピューターから削除されます。 

 

Windows ストアのアプリが削除された場合、そのバックアップコピーは作成されません。削除された

オブジェクトを復元するには、オペレーティングシステムに含まれるリカバリツールを使用するか（詳細

はコンピューターにインストールされているオペレーティングシステムのドキュメントを参照してくださ

い）、Windows ストアを介してアプリをアップデートする必要があります。 

► 削除または感染駆除されたファイルを復元するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. メインウィンドウ下部の［便利ツール］をクリックし、［便利ツール］ウィンドウを開きます。 

3. ［便利ツール］ウィンドウの左側で［隔離］をクリックすると［隔離］ウィンドウが表示されます。 

4. ［隔離］ウィンドウのリストから必要なファイルを選択し、［復元］をクリックします。 

 



 

 

感染後のオペレーティングシステムの問

題解決 

このセクションでは、ウイルスに感染した後のオペレーティングシステムの復元方法について説明します。 

このセクションの内容 

感染後のオペレーティングシステムの復元 ................................................................................... 57 

Windows 設定診断ウィザードを使用したオペレーティングシステムの問題解決 ............................. 58 

レスキューディスクについて ......................................................................................................... 59 

 

 

感染後のオペレーティングシステムの復元 

オペレーティングシステムが悪意のあるソフトウェアやシステムの不具合により破損したまたは改変された

ことが疑われる場合は、Windows 設定診断ウィザードを使用して、悪意のあるオブジェクトの痕跡をシ

ステムから削除します。コンピューターの感染が駆除された後に、ウィザードを実行し、感染による脅威や

損傷がすべて修正されたことを確認してください。 

このウィザードでは、システムに変更（ネットワークへのアクセスがブロックされている状態、既知の形式の

ファイル名の拡張子が変更されている状態、コントロールパネルがブロックされている状態などが含まれ

る）がないかをチェックします。これらのさまざまな破損には、それぞれ異なる理由があります。悪意のある

ソフトウェアの動作、システム設定のエラー、システムの不具合、またはシステムを最適化するアプリケー

ションの動作不良が原因である可能性があります。 

チェックが完了すると、ウィザードはすぐに対処する必要があるシステムの破損がないか、情報を分析しま

す。この確認作業に基づいて、破損の解消に必要な処理のリストが作成されます。これらの処理は、検知

された問題の重要度に基づいてグループ分けされます。 
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Windows 設定診断ウィザードを使用したオ

ペレーティングシステムの問題解決 

► Windows 設定診断ウィザードを実行するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. メインウィンドウ下部の［便利ツール］をクリックし、［便利ツール］ウィンドウを開きます。 

3. ［便利ツール］ウィンドウの左側で［Windows 設定診断］をクリックすると、［Windows 設定診断］

ウィザードが実行されます。 

Windows 設定診断ウィザードのウィンドウが表示されます。 

ウィザードは一連のページ（ステップ）で構成されており、［戻る］と［次へ］をクリックして前後のウィンドウに

移動できます。作業完了後にウィザードを閉じるには、［終了］をクリックします。ウィザードを任意の段階で

中止する場合は、［キャンセル］をクリックします。 

ウィザードのステップは次のとおりです。 

Step 1.  オペレーティングシステムの復元開始 

［Windows 設定の診断］が選択されていることを確認し、［次へ］をクリックします。 

Step 2.  問題点の検索 

修正すべき問題と破損が診断されます。検索が完了すると、ウィザードは自動的に次のステップ

に進みます。 

Step 3.  修正する設定項目を選択 

見つかった問題点は、危険の種別に基づいてグループ分けされます。各グループに対し、

Kaspersky Lab が推奨する、問題を修復するための処理が割り当てられています。以下の 3 つ

のグループがあります： 
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 強く推奨される項目：深刻な脅威となる問題を解消します。このグループの問題は、すべて修

復してください。 

 推奨される項目：脅威となる問題を修復することを目的としています。このグループの問題も

修復してください。 

 追加の項目：現時点では脅威ではないが、今後、コンピューターのセキュリティにとって脅威と

なる可能性があるシステム障害を修復します。 

グループ内の問題を表示するには、グループ名の左にある  アイコンをクリックします。 

特定の種別の問題を修復するには、問題の説明の左にあるチェックボックスをオンにします。既定

では、「推奨される項目」と「強く推奨される項目」の問題を修復します。特定の種別の問題を修復

しないときは、該当する項目のチェックボックスをオフにします。 

既定でオンになっているチェックボックスはオフにしないでください。コンピューターが脅威にさらさ

れます。 

ウィザードで実行する一連の処理を設定した後、［次へ］をクリックします。 

Step 4.  問題解決 

前のステップで選択された処理が実行されます。問題が解決されるまで、時間がかかることがあり

ます。問題解決が完了すると、ウィザードは自動的に次のステップに進みます。 

Step 5.  ウィザードの完了 

［終了］をクリックして、ウィザードを終了します。 

 

レスキューディスクについて（サポート対象外） 

レスキューディスクは、Kaspersky Rescue Disk を外付けデバイス（CD または USB デバイス）にコ

ピーしたものです。Kaspersky Rescue Disk を使用して、他の方法（ウイルス対策製品など）では駆除で

きない感染したコンピューターをスキャンし駆除できます。 
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（このページは空白です） 



 

 

メールの保護 

このセクションでは、スパム、ウイルス、他の脅威に対してメールを保護する方法について説明します。 

このセクションの内容 

メール保護の設定 ...................................................................................................................... 61 

迷惑メール（スパム）のブロック .................................................................................................... 62 

 

 

メール保護の設定 

安心ネットセキュリティでは、メール保護を使用して、メールをスキャンし危険なオブジェクトを検知すること

ができます。メール保護は、オペレーティングシステムの起動とともに開始され、コンピューターの RAM 

に常駐します。また、POP3、SMTP、IMAP、NNTP の各プロトコルのほか、POP3、SMTP、IMAP の暗

号化された接続（SSL）を介して送受信されるすべてのメールをスキャンします。 

既定では、受信メールと送信メールの両方をスキャンします。必要に応じて、受信メッセージのみのスキャ

ンを有効にすることもできます。 

► メール保護を設定するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ウィンドウ左側の［プロテクション］セクションで、［メール保護］を選択します。 

メール保護の設定がウィンドウに表示されます。 



 

メールの保護 

62 

 

4. ウィンドウ上部にある、メール保護を有効にするか無効にするかを切り替えるスイッチが有効に

なっていることを確認してください。 

5. セキュリティレベルを選択します： 

 推奨：このセキュリティレベルでは、受信および送信するメッセージと添付ファイルをスキャンし、

ヒューリスティック分析をレベル［中］で実行します。 

 低：このセキュリティレベルを選択すると、メール保護は受信メッセージのみをスキャンします。

添付された圧縮ファイルはスキャンしません。 

 高：このセキュリティレベルでは、受信および送信するメッセージと添付ファイルをスキャンし、

ヒューリスティック分析をレベル［高］で実行します。 

6. ［脅威の検知時の処理］ドロップダウンリストで、感染したオブジェクトが検知された場合にメール

保護が行う処理（駆除など）を選択できます。 

メールに脅威が検知されないか、感染したオブジェクトがすべて駆除された場合、メールに対してアクセス

できるようになります。感染したオブジェクトを駆除できない場合、メール保護はそのオブジェクトの名前を

変更するか、メールから削除し、安心ネットセキュリティによってメールが処理されたという通知をメールの

件名に加えます。安心ネットセキュリティは、オブジェクトを削除する前に、そのバックアップコピーを作成し、

隔離に移動します（「削除または感染駆除されたオブジェクトの復元」（56 ページ）を参照）。 

安心ネットセキュリティによるスキャン時に、メール本文の中で圧縮ファイル用のパスワードが検出さ

れた場合、その圧縮ファイルに対するマルウェアのスキャンにそのパスワードが使用されます。パス

ワードは保存されません。圧縮ファイルは、スキャン前に解凍されます。圧縮ファイルの解凍中にアプ

リケーションがクラッシュした場合、次のパスの解凍されたファイルを手動で削除できま

す：%systemroot%¥temp。それらのファイルには、PR 接頭辞が付けられています。 

 

迷惑メール（スパム）のブロック 

大量の迷惑メール（スパム）を受信する場合、迷惑メール対策を有効にして［推奨］セキュリティレベルを設

定します。 
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► 迷惑メール対策を有効にし［推奨］セキュリティレベルを設定するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ウィンドウ左側の［プロテクション］をクリックします。 

4. ［プロテクション］セクション右側の［迷惑メール対策］サブセクションを選択します。 

迷惑メール対策の設定が表示されます。 

5. ウィンドウ右側のスイッチを使用して迷惑メール対策を有効にします。 

6. ［セキュリティレベル］セクションで、セキュリティレベルが［推奨］に設定されていることを確認しま

す。 

迷惑メール対策は、使用されているプロトコルに関係なく、メールサーバーから完全にダウンロードさ

れたメッセージのみ分析します。 

 



 

 

インターネットの個人情報の保護 

このセクションでは、ブラウザーを安全にしてデータを盗難から守る方法について説明します。 

このセクションの内容 

インターネットの個人情報の保護について .................................................................................... 64 

セキュリティキーボードについて ................................................................................................... 65 

セキュリティキーボードの起動 ..................................................................................................... 67 

［セキュリティキーボード］アイコンの表示の設定 ........................................................................... 69 

コンピューターのキーボードで入力したデータの保護..................................................................... 70 

Wi-Fi ネットワークの脆弱性に関する通知の設定 ......................................................................... 72 

Web サイトの安全性のチェック ................................................................................................... 73 

 

 

インターネットの個人情報の保護について 

安心ネットセキュリティは、次に挙げる盗難から個人情報を保護するのに役立ちます： 

 パスワード、ユーザー名、その他の登録情報 

 口座番号、銀行カード番号 

安心ネットセキュリティには、フィッシングやキーボードから入力されるデータの傍受などの方法を使用す

る脅威に対して、個人情報を保護するコンポーネントやツールがあります。 
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ウェブ保護、迷惑メール対策、メッセンジャー保護などのコンポーネントにより、フィッシングからコンピュー

ターを保護します。フィッシングからコンピューターを包括的に保護するために、これらの機能を有効にして

ください。 

キーボードから入力されるデータは、セキュリティキーボードや入力情報の漏洩防止によって傍受から保

護されます。 

プライバシークリーナーウィザードは、ユーザーによる操作に関するすべての情報をコンピューターから消

去します。 

ネット決済保護は、インターネットバンキングサービスを使用するときやオンラインストアでショッピングをす

るときにデータを保護します。 

インターネットを介した個人情報の転送の保護は、保護者による管理のツールのひとつにより提供されま

す（「保護者による管理の使用」（96 ページ）を参照）。 

 

セキュリティキーボードについて 

インターネットで作業をしていると、個人情報の入力や、ユーザー名とパスワードの入力が必要になること

がよくあります。たとえば、Web サイトでのアカウントの登録や、オンラインショッピング、インターネットバ

ンキングを利用する場合には必須です。 

ハードウェアキーボードインターセプターやキーロガーなど、キーボード入力を記録するプログラムによっ

て個人情報が盗まれる危険性があります。セキュリティキーボードは、キーボードから入力するデータの

傍受を防止することができます。 

スパイウェアとして分類されるアプリケーションの多くは、スクリーンショットを撮影する機能を備えています。

スクリーンショットは、詳細な分析を行ってユーザーの個人情報を盗む目的で侵入者に転送されます。セ

キュリティキーボードは、入力された個人情報をスクリーンショットを用いて傍受しようとする試みから保護

します。 

セキュリティキーボードには次の機能があります： 

 セキュリティキーボードのボタンはマウスでクリックできます。 
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 物理キーボードとは異なり、セキュリティキーボードで複数のキーを同時に押すことはできません。

キーの組み合わせ（たとえば、ALT+F4）を使用するには、最初のキー（たとえば、ALT）をクリック

してから、2 番目のキー（たとえば、F4）をクリックし、次に最初のキーをもう一度クリックします。

キーの 2 回目のクリックは、物理キーボード上でキーを離す操作と同じです。 

 セキュリティキーボードの言語の切り替えには、物理キーボードについてオペレーティングシステ

ムで設定されているのと同じショートカットを使用します。そのためには、もう一方のキーを右クリッ

クします（左の ALT+SHIFT によるショートカットが、キーボードの言語の切り替えとしてオペレー

ティングシステムで設定されている場合、左の ALT キーを左クリックしてから、SHIFT キーを右

クリックします）。 

セキュリティキーボードから入力するデータを保護するには、安心ネットセキュリティをインストールし

た後、コンピューターを再起動する必要があります。 

セキュリティキーボードの使用には、次の制限があります： 

 セキュリティキーボードは、Microsoft Internet Explorer、Mozilla Firefox、または Google 

Chrome で使用している場合のみ、個人情報の傍受を防ぎます。その他のブラウザーでセキュリ

ティキーボードを使用しても、個人情報は保護されません。 

 セキュリティキーボードは、新しい Windows ユーザーインターフェイススタイルを使用している 

Microsoft Internet Explorer（バージョン 10 および 11）では利用できません。この場合は、安心

ネットセキュリティのインターフェイスからセキュリティキーボードを表示してください。 

 個人情報の入力を要求する Web サイトがハッキングされている場合、侵入者が Web サイトか

ら直接情報を取得できるため、セキュリティキーボードで個人情報を保護することができません。 

 セキュリティキーボードには、PRINT SCREEN キーやオペレーティングシステムで設定されてい

る他のキーの組み合わせを使用したスクリーンショットの撮影を防止する機能はありません。 

 セキュリティキーボードの実行中は、犯罪者が自動入力方式の実行によってデータを傍受できて

しまう可能性があるため、Microsoft Internet Explorer のオートコンプリート機能が無効になりま

す。 
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 ［セキュリティキーボード］ウィンドウは表示されるが、保護されたブラウザープロセスが開始されな

い場合、安心ネットセキュリティによって、不正なスクリーンショットに対する保護は Microsoft 

Windows 8 および 8.1（64 ビット版のみ）で提供されません。 

セキュリティキーボードの起動 

セキュリティキーボードは次の方法で表示します： 

 タスクバーの通知領域にあるアイコンのコンテキストメニューから 

 本製品のウィンドウから 

 Microsoft Internet Explorer、Mozilla Firefox、または Google Chrome のツールバーから 

 Web サイトの入力フィールドのセキュリティキーボードのクイック起動アイコンを使って 

Web サイトの入力フィールドにクイック起動アイコンを表示するよう設定できます（「［セキュリ

ティキーボード］アイコンの表示の設定」（69 ページ）を参照）。 

セキュリティキーボードを使用している場合、Web サイトの入力フィールドでの自動入力オプ

ションは無効化されます。 

 特定の組み合わせでキーボードのキーを押すことにより 

► タスクバーの通知領域にあるアイコンのコンテキストメニューからセキュリティキーボードを表

示するには： 

［ツール］ - ［セキュリティキーボード］の順に選択します（下の図を参照）。 
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図 3.安心ネットセキュリティのコンテキストメニュー 

► 本製品のウィンドウからセキュリティキーボードを表示するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. メインウィンドウ下部の［便利ツール］をクリックし、［便利ツール］ウィンドウを開きます。 

3. ［便利ツール］ウィンドウの左側で［セキュリティキーボード］をクリックすると［セキュリティキーボー

ド］ウィンドウが表示されます。 

► Google Chrome、Microsoft Internet Explorer または Mozilla Firefox のツールバー

からセキュリティキーボードを表示するには： 

1. ブラウザーツールバーの［  カスペルスキー プラグイン］をクリックします。 

2. 表示されるメニューで［セキュリティキーボード］を選択します。 

► コンピューターのキーボードの組み合わせを使用してセキュリティキーボードを表示するに

は： 

CTRL+ALT+SHIFT+P キーを押します。 
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［セキュリティキーボード］アイコンの表示の設

定 

► セキュリティキーボードのクイック起動アイコンを、Web サイトの入力フィールドに表示するよ

うに設定するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ［詳細］セクションで、［データ入力の保護］サブセクションを選択します。 

データ入力の保護を設定するウィンドウが表示されます。 

4. 必要に応じて、［セキュリティキーボード］セクションで［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］をオンにします。 

5. セキュリティキーボードのクイック起動アイコンをすべての Web サイトの入力フィールドに表示す

るには、［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］をオンにします。 

6. 特定のカテゴリの Web サイトを表示したときのみセキュリティキーボードのクイック起動アイコン

を表示するには： 

a. ［セキュリティキーボード］セクションで、［カテゴリの編集］をクリックし、［データ入力の保護

の設定］を開きます。 

b. 入力フィールド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

のカテゴリのチェックボックスをオンにします。 

選択したカテゴリに属する Web サイトを表示すると、セキュリティキーボードのクイック起動

アイコンが表示されるようになります。 

7. 特定の Web サイトでセキュリティキーボードのクイック起動アイコンの表示を有効または無効に

するには： 
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a. ［セキュリティキーボード］セクションで、［カテゴリの編集］をクリックし、［データ入力の保護

の設定］を開きます。 

b. ［特定の Web サイトの管理］をクリックして、［セキュリティキーボードを使用しない Web 

サイト］を開きます。 

c. ウィンドウ下部の［追加］をクリックします。 

d. セキュリティキーボードの例外リストに追加するためのウィンドウが表示されます。 

e. ［URL マスク］に Web サイトのアドレスを入力します。 

f. ［範囲］セクションで、セキュリティキーボードのクイック起動アイコンの表示設定を特定の

ページに適用するか Web サイトのすべてのページに適用するかを指定します。 

g. ［セキュリティキーボード］セクションで、セキュリティキーボードのクイック起動アイコンを表

示するかどうかを指定します。 

h. ［追加］をクリックします。 

［セキュリティキーボードを使用しない Web サイト］ウィンドウのリストに、指定した Web サ

イトが表示されます。 

指定した Web サイトを表示するとき、セキュリティキーボードのクイック起動アイコンが設定に従って

入力フィールドに表示されます。 

 

コンピューターのキーボードで入力したデータ

の保護 

コンピューターのキーボードでのデータ入力を保護することにより、キーボードから入力されたデータの傍

受を回避できます。 
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入力情報の漏洩防止には次の制限があります： 

 コンピューターのキーボードからのデータ入力の保護は、Microsoft Internet Explorer、Mozilla 

Firefox、および Google Chrome でのみ利用できます。その他のブラウザーを使用する場合、コ

ンピューターのキーボードから入力されるデータは、傍受からの保護の対象となりません。 

 入力情報の漏洩防止は、Windows ストアから入手した Microsoft Internet Explorer では利用

できません。 

 個人情報の入力を要求する Web サイトがハッキングされている場合、個人情報が Web サイト

から直接侵入者の手に渡るため、コンピューターのキーボードからのデータ入力を保護しても、個

人情報は保護されません。 

さまざまな Web サイトで、キーボード入力の保護を設定できます。キーボードからのデータ入力の保護

を設定した後は、データ入力時に追加操作をする必要はありません。 

► キーボードから入力するデータの保護を設定するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ［詳細］セクションで、［データ入力の保護］サブセクションを選択します。 

データ入力の保護を設定するウィンドウが表示されます。 

4. ウィンドウ下部の［入力情報の漏洩防止］セクションで、［物理キーボードの入力をキーロガーから

保護する］をオンにします。 

5. ［入力情報の漏洩防止］セクションの下部にある［カテゴリの編集］をクリックし、［データ入力の保

護の設定］ウィンドウを開きます。 

6. キーボードから入力されるデータを保護する Web サイトのカテゴリのチェックボックスをオンにし

ます。 

7. キーボードからのデータ入力の保護を特定の Web サイトで有効または無効にするには： 
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a. ［特定の Web サイトの管理］をクリックし、［入力情報の漏洩防止を使用しない Web サ

イト］ウィンドウを開きます。 

b. ［追加］をクリックします。 

c. 入力情報の漏洩防止に関する例外リストに追加するためのウィンドウが表示されます。 

d. ［URL マスク］に Web サイトのアドレスを入力します。 

e. この Web サイトでのデータ入力の保護のオプションの 1 つを選択します（［指定した

ページに適用する］または［Web サイト全体に適用する］）。 

f. この Web サイトでデータ入力の保護により実行する処理を選択します（［保護する］また

は［保護しない］）。 

g. ［追加］をクリックします。 

［入力情報の漏洩防止を使用しない Web サイト］ウィンドウのリストに、指定した Web サイトが表

示されます。この Web サイトを開くと、データ入力の保護が有効になり、指定した設定に従って機能

します。 

 

Wi-Fi ネットワークの脆弱性に関する通知の

設定 

Wi-Fi ネットワークに接続した際、ネットワークの保護が不十分だと機密データが盗まれる可能性があり

ます。安心ネットセキュリティは、毎回コンピューターに接続するたびに、Wi-Fi ネットワークをチェックしま

す。Wi-Fi ネットワークが安全ではない場合（脆弱な暗号化プロトコルが使われている、Wi-Fi ネットワー

ク（SSID）の名前が一般的であるなど）、安全ではない Wi-Fi ネットワークに接続しようとしていることを

知らせる通知が表示されます。通知ウィンドウでリンクをクリックし、Wi-Fi ネットワークを安全に使用する

方法を確認します。 

► Wi-Fi ネットワークの脆弱性の通知を設定するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 
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2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ウィンドウ左側の［プロテクション］をクリックします。 

4. ［プロテクション］セクションの右側で、［ファイアウォール］サブセクションを選択します。 

ファイアウォールの設定が表示されます。 

5. ［Wi-Fi ネットワークの脆弱性について通知する］がオフの場合は、オンにします。通知を受け取

らないときは、チェックボックスをオフにします。既定では、このチェックボックスはオンです。 

6. ［Wi-Fi ネットワークの脆弱性について通知する］がオンの場合は、通知表示の詳細設定を編集

できます： 

 ［保護されていないパスワードのインターネット上での送信をブロックし、警告する］をオンにし

て、インターネットで［パスワード］に入力する際に暗号化されていないテキストのパスワードの

送信をすべてブロックします。既定では、このチェックボックスはオフです。 

 ［非表示の警告を表示］をクリックして、暗号化されていないフォームでのパスワードの送信に

関する通知を表示させるために既定の設定に戻します。暗号化されていないフォームでのパ

スワードの送信に関する通知の表示を以前ブロックしていた場合、それらの通知の表示が再

開されます。 

 

Web サイトの安全性のチェック 

安心ネットセキュリティでは、リンクをクリックして Web サイトを表示させる前に、そのページの安全性を

確認できます。Web サイトは危険サイト診断を使用してチェックされます。 

危険サイト診断は、新しい Windows ユーザーインターフェイススタイルを使用している Microsoft 

Internet Explorer（バージョン 10 および 11）では利用できません。 
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危険サイト診断は、Microsoft Internet Explorer、Google Chrome、Mozilla Firefox で開かれる Web 

ページのリンクをチェックします。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 ページは安全です。 

  - リンク先の Web サイトの安全性に関する情報はありません。 

  - リンク先の Web サイトは危険です。 

リンクについての詳細を示すポップアップウィンドウを表示するには、該当するアイコンにカーソルを合わ

せてください。 

既定では、検索結果のリンク先のみチェックされます。リンク先のチェックは、Web サイトごとに有効にで

きます。 

► Web サイトごとにリンク先のチェックを有効にするには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ［プロテクション］セクションの［ウェブ保護］サブセクションを選択します。 

ウェブ保護を設定するウィンドウが表示されます。 

4. ウィンドウ下部の［詳細設定］をクリックします。［ウェブ保護の詳細設定］ウィンドウが表示されま

す。 

5. ［危険サイト診断］セクションの［危険サイト診断を有効にする］をオンにします。 

6. すべての Web サイトのコンテンツをスキャンするには、［特定の Web サイト以外をチェックする］

をオンにします。 

7. 必要に応じて、［特定の Web サイト］ウィンドウで、信頼する Web サイトを指定します。このウィ

ンドウを開くには、［特定の Web サイトの管理］をクリックします。指定した Web サイトのコンテ

ンツやその Web サイトとの暗号化された接続はスキャンされません。 
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8. 特定の Web サイトのコンテンツのみチェックするには： 

a. ［特定の Web サイトのみをチェックする］をオンにします。 

b. ［特定の Web サイトの設定］をクリックして［特定の Web サイト］ウィンドウを表示しま

す。 

c. ［追加］をクリックします。 

d. コンテンツをスキャンする Web ページの URL を入力します。 

e. Web サイトのコンテンツをチェックするかどうかを選択します（ステータスが［有効］の場合、

安心ネットセキュリティにより Web サイトのコンテンツがチェックされます）。 

f. ［追加］をクリックします。 

指定した Web サイトが［特定の Web サイト］ウィンドウのリストに表示されます。安心ネット

セキュリティは、この Web サイト上の URL をチェックします。 

9. URL チェックの詳細設定を設定するには、［ウェブ保護の詳細設定］ウィンドウの［危険サイト診

断］セクションで［危険サイト診断の設定］をクリックし、［危険サイト診断］ウィンドウを開きます。 

10. すべての Web ページでリンク先の安全性についての通知を受け取るには、［チェック対象の 

Web サイト］セクションの［すべての Web サイト］をオンにします。 

11. URL の Web サイトのコンテンツが特定のカテゴリ（過激な表現、わいせつな表現など）に属す

るかどうかを表示するには： 

a. ［Web サイトのコンテンツのカテゴリに関する情報を表示する］をオンにします。 

b. コメントに情報を表示する Web サイトのカテゴリの横のチェックボックスをオンにします。 

安心ネットセキュリティは、指定された Web サイト上の URL をチェックし、現在の設定に従って 

URL のカテゴリに関する情報を表示します。 

 



 

 

金融取引とオンラインショッピングを保護

する 

このセクションでは、安心ネットセキュリティを使用して金融取引とオンラインショッピングを保護する方法

について説明します。 

このセクションの内容 
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ネット決済保護の設定 ................................................................................................................. 78 

ネット決済保護を特定の Web サイトに設定するには ................................................................... 79 

カスペルスキー プラグインの自動有効化の利用 .......................................................................... 80 

スクリーンショットに対する保護について ....................................................................................... 81 

スクリーンショットに対する保護の有効化 ...................................................................................... 81 

クリップボードデータの保護について ............................................................................................ 82 

 

 

金融取引とオンラインショッピングの保護につ

いて 

銀行や決済システムの Web サイトで入力する個人情報（口座番号、オンラインバンキングサービスにロ

グインするためのパスワードなど）を保護するため、またオンラインで支払いをするときに資金を盗難から

保護するために、安心ネットセキュリティは、そのような Web サイトを保護されたブラウザーで開くように

求めるメッセージを表示します。 
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保護されたブラウザーは特別なブラウザー操作モードを備えており、銀行やネット決済の Web サイトへ

のアクセス時にユーザーのデータを保護するよう設計されています。また、保護されたブラウザーは隔離

された環境で起動し、他のアプリケーションが保護されたブラウザーの処理にコードを埋め込むのを防ぎ

ます。Mozilla Firefox および Google Chrome ブラウザーに対しては、サードパーティのアドオンが保護

されたブラウザーの機能に影響しないように、特別なプロファイルが作成されます。本製品は、作成された

プロファイル内にブラウザーが保存するデータには影響を与えません。 

動作環境を満たさないブラウザーは、保護されたブラウザーモードでは動作しません（「動作環境」

（23 ページ）を参照）。保護されたブラウザーモードでは、Internet Explorer またはアプリケーション

設定で指定されたブラウザーが代わりに開始されます。 

保護されたブラウザーモードでは、次の種別の脅威から保護します： 

 信頼できないモジュール：銀行やネット決済の Web サイトにアクセスするたびに、信頼できない

モジュールのチェックを行います。 

 ルートキット：保護されたブラウザーの起動時にルートキットのスキャンを行います。 

 既知のオペレーティングシステムの脆弱性：保護されたブラウザーの起動時にオペレーティングシ

ステムの脆弱性のスキャンを行います。 

 銀行またはネット決済の Web サイトの無効な証明書：銀行またはネット決済の Web サイトへ

のアクセス時に証明書をチェックします。このチェックは問題がある証明書の定義データベースに

対して実行されます。 

保護されたブラウザーで Web サイトを開くと、ブラウザーの縁に枠が表示されます。枠の色は保護ス

テータスを示しています。 

ブラウザーの枠は次のカラーパターンで表示されます： 

 緑色の枠：すべてのチェックが正常に実行されていることを示します。保護されたブラウザーを引

き続き使用できます。 

 黄色の枠：解決すべきセキュリティの問題を明らかにしていることを示します。 

次の脅威とセキュリティの問題を検知することができます： 
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 信頼できないモジュール：コンピューターのスキャンと駆除が必要です。 

 ルートキット：コンピューターのスキャンと駆除が必要です。 

 オペレーティングシステムの脆弱性：オペレーティングシステムの更新をインストールする必要

があります。 

 銀行またはネット決済の Web サイトの無効な証明書： 

検知された脅威を除去しない場合は、銀行またはネット決済の Web サイトの接続セッション

におけるセキュリティは保証されません。保護レベルが低下した、保護されたブラウザーの起

動と使用に関連するイベントは、Windows のイベントログに記録されます。 

また、黄色の枠は、保護されたブラウザーが技術的な制限により起動できないことを示す場合も

あります。たとえば、サードパーティ製ハイパーバイザーが実行中であったり、コンピューターが

ハードウェア仮想化技術をサポートしていなかったりした場合です。 

保護された Web サイトのページとの連携を有効にするために、安心ネットセキュリティは、特別に設定さ

れたスクリプトを Web サイトのページに埋め込みます。スクリプトの埋め込みには、カスペルスキー プラ

グインを使用する場合と使用しない場合があります（「はじめに」（31 ページ）を参照）。プラグインは、保

護されたブラウザーが完全にサポートされるためにも必要となります。プラグインがインストールされてい

ない場合、保護されたブラウザーの最初の起動時に、ブラウザーがプラグインをインストールするよう求め

ます。カスペルスキー プラグインをインストールしないことを選択した場合、後でインストールできます。 

［詳細設定］セクションの［セルフディフェンス］サブセクションで、［セルフディフェンスを有効にする］が

オフの場合、保護されたブラウザーは実行されません。 

 

ネット決済保護の設定 

► ネット決済保護を設定するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 



 

金融取引とオンラインショッピングを保護する 

79 

 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ウィンドウ左側の［プロテクション］をクリックします。 

4. ［プロテクション］セクションの右側で、［ネット決済保護］サブセクションを選択します。 

ネット決済保護の設定が表示されます。 

5. ウィンドウ上部のスイッチをクリックして、ネット決済保護を有効にします。 

6. 保護されたブラウザーを実行する前にオペレーティングシステムで検知された脆弱性の通知を有

効にするには、［オペレーティングシステムの脆弱性について通知する］をオンにします。 

 

ネット決済保護を特定の Web サイトに設定

するには 

► ネット決済保護を特定の Web サイトに設定するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ［ネット決済保護］をクリックします。 

［ネット決済保護］ウィンドウが表示されます。 

3. ［ネット決済保護に追加］をクリックすると、ウィンドウの右側で Web サイトを追加できます。 

4. ［ネット決済保護の対象の Web サイト（URL）］に、保護されたブラウザーで開く必要がある 

Web サイトのアドレスを入力します。 

Web サイトの URL は HTTPS プロトコルの接頭辞で始まる必要があります（たとえば 

https://example.com）。保護されたブラウザーはこのプロトコルを既定で使用します。 

5. ［説明の追加］をクリックすると、［説明］に Web サイトの名前や説明を入力できます。 

https://example.com/
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6. Web サイトを開くときに保護されたブラウザーが実行する処理を選択します： 

 Web サイトへアクセスするたびに保護されたブラウザーで開くには、［保護されたブラウザー

で開く］を選択します。 

 Web サイトを開くときに処理を求められるようにしたい場合は、［手動で選択する］を選択しま

す。 

 保護されたブラウザーを無効にするには、［保護されたブラウザーで開かない］を選択します。 

7. ウィンドウ右側の［追加］をクリックします。 

ウィンドウ左側のリストに Web サイトが表示されます。 

 

プラグインの自動有効化の利用 

► プラグインの自動有効化を利用するには： 

※プラグインは安心ネットセキュリティのサイトの開発元提供の「カスペルスキープラグイン」を利用しま

す。 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ウィンドウ左側の［プロテクション］をクリックします。 

4. ［プロテクション］セクションの右側で、［ウェブ保護］セクションを選択します。 

5. ［ウェブ保護の設定］ウィンドウで、［詳細設定］をクリックして［ウェブ保護の詳細設定］ウィンドウを

開きます。 

6. ［カスペルスキー プラグイン］セクションで、［カスペルスキー プラグインをブラウザーで自動的に

有効にする］をオンにします。 
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スクリーンショットに対する保護について 

保護された Web サイトの閲覧時にデータを保護するため、安心ネットセキュリティは、スパイウェアでス

クリーンショットが不正に取得されないようにします。スクリーンショットに対する保護は、既定では有効で

す。手動で無効にした場合は、アプリケーション設定ウィンドウで有効にすることができます（「スクリーン

ショットに対する保護の有効化」（81 ページ）を参照）。 

64 ビット版の Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10 で動作している

コンピューターに安心ネットセキュリティをインストールした場合、スクリーンショットに対する保護はハイ

パーバイザー技術を使用して提供されます。 

64 ビット版の Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10 の場合、安心

ネットセキュリティのハイパーバイザーによって提供されるスクリーンショットの保護には、次の制限があり

ます： 

 この機能は、VMware® 仮想化ハイパーバイザーなどのサードパーティ製ハイパーバイザーの実

行中には利用できません。サードパーティ製ハイパーバイザーの終了後に、スクリーンショットに

対する保護が再び利用できるようになります。 

 コンピューターの CPU がハードウェア仮想化技術をサポートしていない場合は、この機能は利

用できません。CPU がハードウェア仮想化をサポートしているかの詳細については、コンピュー

ターに付属のドキュメント、または CPU の製造元の Web サイトを参照してください。 

 サードパーティ製ハイパーバイザー（VMware ハイパーバイザーなど）が保護されたブラウザーの

開始時に実行している場合は、この機能は利用できません。 

 

スクリーンショットに対する保護の有効化 

► スクリーンショットに対する保護を有効にするには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 
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3. ウィンドウ左側の［プロテクション］をクリックします。 

4. ［プロテクション］セクションの右側で、［ネット決済保護］サブセクションを選択し、ネット決済保護の

スイッチが有効になっていることを確認します。 

［ネット決済保護の設定］ウィンドウが表示されます。 

5. ［詳細］セクションで、［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

ンにします。このチェックボックスは、本製品が 64 ビット版 Windows 8、Windows 8.1、

Windows 10 にインストールされている場合に表示されます。 

 

クリップボードデータの保護について 

安心ネットセキュリティは、オンラインで支払いをする際のクリップボードへの不正アクセスをブロックし、

データの窃盗を防ぎます。このようなブロックは、信頼できないアプリケーションがクリップボードに不正に

アクセスしようとする場合にのみアクティブになります。アプリケーションのウィンドウから別のアプリケー

ションのウィンドウへ手動でデータをコピーする場合（たとえば、メモ帳からテキストエディターウィンドウ）、

クリップボードへのアクセスは許可されます。通常モードで表示されている Internet Explorer® ブラウ

ザーが、コピーされているデータのソースである場合、ブラウザーアドレスフィールドからのデータのみ、ク

リップボードにコピーできます。 

 



 

 

Web トラッキング防止 

このセクションでは、安心ネットセキュリティを使用してオンラインでの活動の追跡を防ぐ方法について説

明します。 

このセクションの内容 

Web トラッキング防止について ................................................................................................... 83 

Web トラッキング防止の設定 ..................................................................................................... 84 
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追跡サービスの要求についてのレポートの表示 ........................................................................... 87 
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Web トラッキング防止について 

Web トラッキング防止機能は、オンラインでの行動の追跡からの保護を提供します。 

行動を追跡するために設計されたプログラムや HTML 要素を含む Web ページをダウンロードした場

合、Web トラッキング防止機能が、ブラウザーから追跡サービスに送信される要求を検知します。追跡

サービスは、このような要求からの情報を使用してユーザーの行動を分析し、その結果を利用して広告を

表示することがあります。 

Web トラッキング防止の「検知モード」では、追跡サービスへの検知された要求に関するレポートを表示

できます。既定では、このモードが有効です。 
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「ブロックモード」では、レポートを生成するだけでなく、追跡サービスへの要求とそれに対する応答を変更

することで、ユーザーのオンラインでの行動が追跡されることを防ぎます。「要求のブロック」や「追跡サー

ビスのブロック」は、追跡サービスへの要求や追跡サービスからの応答を変更することを意味します。 

Web トラッキング防止機能をブラウザーから直接管理できます（「ブラウザーでの Web トラッキング防

止機能の管理」（88 ページ）を参照）。 

Web トラッキング防止には、以下の制限があります： 

 SNS の Web サイトでは、［インターネットコミュニケーション］カテゴリに含まれる追跡サービス

はブロックされません。 

 追跡の要求を送信している Web ページが特定できない場合、その追跡サービスはブロックされ

ず、そのサービスへの要求に関する情報は表示されません。 

 追跡の要求を送信している Web ページが、現在ブラウザーで開かれている Web ページでは

ない場合、その要求には、Web トラッキング防止の設定で指定されている処理（検知またはブ

ロック）が適用されます。その要求に関する情報は、レポートに表示されますが、ブラウザーに表

示される Web トラッキング防止統計情報には含まれません。 

 

Web トラッキング防止の設定 

► Web トラッキング防止を設定するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ウィンドウ左側の［プロテクション］をクリックします。 

保護機能のリストが表示されます。既定では、Web トラッキング防止は有効です。 

4. Web トラッキング防止機能を無効にするには、［Web トラッキング防止］の横にあるトグルスイッ

チを  にします。 
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5. Web トラッキング防止機能の既定の設定を編集するには、ウィンドウの右側で［Web トラッキン

グ防止］を選択します。 

［Web トラッキング防止の設定］ウィンドウが表示されます。 

6. Web トラッキング防止の設定を編集するには： 

 本製品で追跡サービスへの要求の検知と計数のみを行い、ブロックしない場合は、既定でオ

ンになっている［検知した要求をブロックしない］をオンのままにします。 

 追跡サービスへの要求をブロックするには、［検知した要求をブロックする］をオンにします。

［カテゴリと信頼リスト］をクリックすると、ブロックする追跡サービスのカテゴリを設定できるウィ

ンドウが開きます。 

7. 行動の追跡をブロックする HTTP ヘッダーを Web サイトに送信しない場合、［追跡をブロック］

をオフにします。既定では、このチェックボックスはオンです。 

8. 安心ネットセキュリティの開発元であるカスペルスキーおよびその協力企業の Web サイトで行

動の追跡をブロックする場合、［カスペルスキー関連サイトで情報の収集を許可する］をオフにしま

す。既定では、カスペルスキーおよびその協力企業の Web サイトでは追跡サービスへの要求は

ブロックされません。 

9. 追跡サービスをブロックすることで正常に動作しなくなる可能性のある Web サイトで行動の追跡

をブロックするには、［互換性のない Web サイトで情報の収集を許可する］をオフにします。既定

では、追跡サービスをブロックした場合、安心ネットセキュリティの開発元である Kaspersky Lab 

の情報に基づくと正常に動作しない可能性がある Web サイトでは、追跡サービスへの要求はブ

ロックされません。 

互換性のない Web サイトのリストは、安心ネットセキュリティの開発元であるKaspersky 

Lab によってアップデートされます。 
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カテゴリごとに追跡サービスをブロック 

► 追跡サービスのブロックをカテゴリごとに設定するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ウィンドウ左側の［プロテクション］をクリックします。 

保護機能のリストが表示されます。既定では、Web トラッキング防止は有効です。 

4. ウィンドウ右側の［Web トラッキング防止］をクリックします。 

［Web トラッキング防止の設定］ウィンドウが表示されます。 

5. ［検知した要求をブロックする］をオンにします。 

6. ［カテゴリと信頼リスト］をクリックして［カテゴリと信頼リスト］ウィンドウを開きます。 

7. 追跡サービスをブロックするカテゴリの横にあるチェックボックスをオンにします。 

 

特定の Web サイトで行動の追跡を許可 

► 特定の Web サイトで行動の追跡を許可するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ウィンドウ左側の［プロテクション］をクリックします。 

保護機能のリストが表示されます。既定では、Web トラッキング防止は有効です。 
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4. ウィンドウ右側の［Web トラッキング防止］をクリックします。 

［Web トラッキング防止の設定］ウィンドウが表示されます。 

5. ［検知した要求をブロックする］をオンにします。 

6. ［カテゴリと信頼リスト］をクリックして［カテゴリと信頼リスト］ウィンドウを開きます。 

7. ［信頼リスト］をクリックして［Web トラッキング防止の信頼リスト］ウィンドウを開きます。 

8. ［追加］をクリックします。 

9. 行動の追跡を許可する Web サイトの URL を入力し、［追加］をクリックします。 

指定した Web サイトが信頼リストに追加されます。 

Web サイトをブラウザーで開いたときに行動の追跡を許可することもできます（「ブラウザーでの Web ト

ラッキング防止機能の管理」（88 ページ）を参照）。 

 

追跡サービスの要求についてのレポートの表

示 

► 追跡サービスの要求についてのレポートを表示するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ［便利ツール］をクリックし、［便利ツール］ウィンドウを表示します。 

3. ［便利ツール］ウィンドウで、［プライバシー保護］をクリックして［プライバシー保護］ウィンドウを表

示します。 

［プライバシー保護］ウィンドウの［Web トラッキング防止］セクションに、追跡サービスのカテゴリ

とそれらに対する要求の数に関する情報をまとめたレポートが表示されます。 

4. 追跡サービスに対する検知されブロックされた要求に関する詳細なレポートを表示するには、

［Web トラッキング防止］セクションの［詳細］をクリックして［詳細レポート］ウィンドウを開きます。 
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追跡サービスに対する検知された要求についてのレポートをブラウザーで表示できます（「ブラウザーでの 

Web トラッキング防止機能の管理」（88 ページ）を参照）。 

 

ブラウザーでの Web トラッキング防止機能

の管理 

Web トラッキング防止機能をブラウザーから直接管理できます： 

 この機能が無効な場合、有効にする 

 追跡サービスに対する検知された要求の統計情報を表示する 

 Web トラッキング防止の設定ウィンドウに移動する 

 ブロックする追跡サービスのカテゴリを表示する 

 この機能の動作モードを表示し（「Web トラッキング防止について」（83 ページ）を参照）、ブラウ

ザーで開いている Web サイトで追跡サービスがブロックされているかどうかを表示する 

 この機能の動作モードを変更し、ブラウザーで開いている Web サイトで追跡サービスのブロック

を有効または無効にする 

► ブラウザーで Web トラッキング防止機能を管理するには： 

ブラウザーツールバーの［  カスペルスキー プラグイン］をクリックします。 

メニューが開き、この機能の動作と管理に関する情報が表示されます。 

 



 

 

Web サイトの閲覧中のバナー広告対策 

バナー広告対策は、Web の閲覧中のバナーからの保護を提供するために設計されています。このコン

ポーネントが有効化されている場合、Web ページでバナーを直接ブロックするか、または安心ネットセ

キュリティでバナーをブロックする Web サイトアドレスとマスクを指定することができます。既定では、安

心ネットセキュリティによって、最も一般的な種類のバナーからの保護が提供されます。 

このセクションの内容 

バナー広告対策の有効化 ........................................................................................................... 89 

Web サイトバナーのブロック ...................................................................................................... 90 

すべての Web サイトバナーのブロック ....................................................................................... 90 

 

 

バナー広告対策の有効化 

► バナー広告対策を有効化するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ［プロテクション］セクションを選択します。 

4. ウィンドウの右側で［バナー広告対策］のトグルスイッチをオンにします。 
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Web サイトバナーのブロック 

► Web サイトバナーをブロックするには： 

1. Web サイトが表示されているときに、非表示にするバナーの上にポインターを合わせます。 

2. キーボードの CTRL キーを押します。 

3. 表示されるメニューで、［バナー広告対策でブロック］を選択します。 

［ブロックする URL］ウィンドウが表示されます。 

4. ［ブロックする URL］ウィンドウで、［追加］をクリックします。 

バナーの URL が、ブロックする URL のリストに追加されます。 

5. ブラウザーの Web ページを更新し、バナーが表示されないようにします。 

次回この Web ページにアクセスするときには、バナーは表示されません。 

 

すべての Web サイトバナーのブロック 

特定の Web サイトですべてのバナーをブロックできます。そのためには、この Web サイトのマスクを

指定し、ブロックする URL のリストに追加します。 

► Web サイトですべてのバナーをブロックするには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ［プロテクション］セクションを選択します。 

4. ［バナー広告対策］を選択します。 

［バナー広告対策の設定］ウィンドウが表示されます。 
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5. ウィンドウ上部のスイッチをクリックして、バナー広告対策を有効にします。 

6. ［バナー広告対策の設定］ウィンドウで、［ブロックする URL の設定］をクリックして［ブロックする 

URL］ウィンドウを表示します。 

7. ［ブロックする URL］ウィンドウで、［追加］をクリックします。 

8. 表示されるウィンドウの［URL マスク］に、バナーをブロックする Web サイトの URL マスクを入

力します。例：http://example.com* 

9. この Web サイトのステータスとして［有効］を指定します。 

10. ［追加］をクリックします。 

安心ネットセキュリティによって、http://example.com Web サイトのバナーのブロックが開始されま

す。 

 

http://example.com/


 

 

コンピューター上およびインターネット上

での動作の痕跡の削除 

ユーザーがコンピューターで行った処理は、オペレーティングシステムに記録されます。記録される情報は、

次のとおりです： 

 ユーザーが入力した検索クエリやアクセスした Web サイト 

 起動したプログラム、開いて保存したファイルに関する情報 

 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 

侵入者や権限のない人物が、過去にユーザーが処理したデータに含まれる機密情報にアクセスできてし

まう可能性があります。 

安心ネットセキュリティには、プライバシークリーナーウィザードがあります。このウィザードは、オペレー

ティングシステム内にあるユーザーの操作履歴を消去します。 

► プライバシークリーナーウィザードを開始するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. メインウィンドウ下部の［便利ツール］をクリックし、［便利ツール］ウィンドウを開きます。 

3. ［便利ツール］ウィンドウの左側で［プライバシー保護］をクリックすると［プライバシー保護］ウィンド

ウが表示されます。 

4. ［プライバシー保護］ウィンドウで［プライバシークリーナー］をクリックすると、［プライバシークリー

ナー］ウィザードが実行されます。 

ウィザードは一連のページ（ステップ）で構成されており、［戻る］と［次へ］をクリックして前後のウィンドウに

移動できます。作業完了後にウィザードを閉じるには、［終了］をクリックします。ウィザードを任意の段階で

中止する場合は、［キャンセル］をクリックします。 
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ウィザードのステップは次のとおりです。 

Step 1.  ウィザードの開始 

［ユーザーの操作履歴の診断］がオンになっていることを確認します。［次へ］をクリックしてウィ

ザードを開始します。 

Step 2.  操作履歴の検索 

コンピューターで活動の痕跡が検索されます。検索には、時間がかかることがあります。検索が完

了すると、ウィザードは自動的に次のステップに進みます。 

Step 3.  処理の選択（操作履歴の検索が完了しました） 

検索が完了すると、検出された操作履歴についての通知が表示され、これらの操作履歴の削除

が求められます（下の図を参照）。 
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図 4.検知された操作履歴と推奨される消去処理 

グループの中の処理を表示するには、グループ名の左にある  アイコンをクリックします。 

ウィザードで特定の処理を実行するには、処理の左にある該当するチェックボックスをオンにしま

す。既定では、推奨される項目と強く推奨される項目がすべて実行されます。特定の処理を行わ

ないときは、該当する項目のチェックボックスをオフにします。 

既定でオンになっているチェックボックスはオフにしないでください。コンピューターが脅威にさらさ

れます。 

ウィザードで実行する一連の処理を設定した後、［次へ］をクリックします。 
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Step 4.  プライバシークリーナー 

前のステップで選択された処理が実行されます。操作履歴の消去には、時間がかかる場合があり

ます。特定の操作履歴を消去するには、コンピューターの再起動が必要になる場合があります。

その場合は通知されます。 

消去が完了すると、ウィザードは自動的に次のステップに進みます。 

Step 5.  ウィザードの完了 

［終了］をクリックして、ウィザードを終了します。 

 



 

 

コンピューター上およびインターネット上

でのユーザーの動作に関する制御 

このセクションでは、コンピューター上およびインターネット上でのユーザーの動作を制御する方法につい

て説明します。 

このセクションの内容 

保護者による管理の使用 ............................................................................................................ 96 

保護者による管理の設定に進む .................................................................................................. 98 

コンピューターの使用の制御 ....................................................................................................... 99 

インターネットの使用の制御 ...................................................................................................... 100 

ゲームとアプリケーションの起動の制御 ..................................................................................... 102 

SNS 上でのメッセージングの制御 ............................................................................................ 104 

メッセージの内容の監視 ........................................................................................................... 105 

ユーザーの操作履歴レポートの表示 .......................................................................................... 107 

 

 

保護者による管理の使用 

保護者による管理により、ユーザーがローカルコンピューターやネットワーク上で行う操作を監視できます。

インターネットリソースとアプリケーションへのアクセスを制限し、ユーザーの活動に関するレポートを表示

できます。 
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コンピューターや Web リソースにアクセスする未成年者の数はますます増加しています。コンピューター

やインターネットの利用には、子供たちにとって数多くの問題と脅威が存在します： 

 チャットルーム、ゲーム、オンラインショップ、オークションなどにアクセスすることによる時間やお

金の浪費 

 ポルノ、過激思想、武器、薬物乱用、暴力行為などの表現を含む、大人を対象とした Web サイト

へのアクセス 

 悪意のあるソフトウェアに感染したファイルのダウンロード 

 長時間のコンピューターの使用による健康被害 

 仲間を装って、年少者から本名、住所、家族の不在時間帯などの情報を入手しようとする不審者

との接触 

保護者による管理を利用すると、コンピューターやインターネットがもたらすリスクを減らすことができます。

そのために、次の機能を使用して管理を行います： 

 コンピューターおよびインターネットの使用時間の制限 

 許可またはブロックするゲームとアプリケーションのリストの作成、および許可するアプリケーショ

ンの一時的な使用制限 

 許可およびブロックする Web サイトのリストの作成、および不適切な内容を含む Web サイトの

カテゴリの選択的ブロック 

 検索エンジンによるセーフサーチモードの有効化（疑わしいコンテンツが含まれる Web サイトへ

のリンクは検索結果に表示しない） 

 インターネットからのファイルのダウンロード制限 

 SNS を使用した通信を許可またはブロックする連絡先のリストの作成 

 SNS を使用したメッセージの本文の表示 

 特定の個人情報の送信のブロック 
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 メッセージログに含まれる特定のキーワードの検索 

保護者による管理の機能は、コンピューター上の各ユーザーアカウントに対して個別に設定できます。ま

た、監視対象のユーザーの動作について、保護者による管理のレポートを確認できます。 

 

保護者による管理の設定に進む 

► 保護者による管理の設定に移動するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. メインウィンドウで、［保護者による管理］をクリックします。 

3. 保護者による管理の設定へのアクセスがパスワードで保護されていない場合、ユーザーはパス

ワードの設定を求められます。次のオプションから 1 つを選択します： 

 保護者による管理の設定へのアクセスをパスワードで保護するには： 

a. ［新しいパスワード］および［パスワードの確認］に入力して、［続行］をクリックし

ます。 

b. ［パスワードの適用先］ウィンドウで、［パスワードの作成］をクリックします。 

c. ［パスワードの入力］ウィンドウで、パスワードを確認し、［入力］をクリックしま

す。 

 パスワードで保護されたアクセスを希望しない場合は、［スキップ］をクリックして、保護者によ

る管理の設定を続けます。 

［保護者による管理］ウィンドウが表示されます。 

4. ユーザーを選択し、［制限の設定］をクリックして、［保護者による管理の設定］ウィンドウを開きま

す。 
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コンピューターの使用の制御 

保護者による管理により、ユーザーのコンピューターの合計使用時間を制限できます。コンピューターへ

のアクセスをブロックする時間の長さ（制限する時間）、および 1 日あたりのコンピューター使用時間の制

限を指定できます。平日と週末で異なる制限を指定できます。 

► コンピューター使用の時間制限を設定するには： 

1. 保護者による管理の設定に移動します（「保護者による管理の設定に進む」（98 ページ）を参

照）。 

2. ［保護者による管理］ウィンドウで、［コンピューター］セクションを選択します。 

3. コンピューターへのアクセスをブロックする時間帯を指定するには、［平日］セクションと［週末］セク

ションの［ブロック開始時刻］チェックボックスをオンにします。 

4. ［ブロック開始時刻］チェックボックス横のドロップダウンリストで、ブロックを開始する時刻を指定し

ます。 

5. ［終了時刻］ドロップダウンリストで、ブロックを終了する時刻を指定します。 

テーブルを使用してコンピューターの使用スケジュールを設定することもできます。テーブルを表

示するには、  をクリックします。 

ユーザーのコンピューターへのアクセスは、指定した時間、ブロックされます。 

6. 1 日のコンピューターの合計使用時間の制限を設定するには、［平日］セクションと［週末］セクショ

ンで［1 日あたりのアクセス可能時間］をオンにし、チェックボックスの横のドロップダウンリストか

ら時間を選択します。 

ある 1 日のコンピューターの使用時間の合計が指定した長さを超過すると、ユーザーのコン

ピューターへのアクセスはブロックされます。 

7. コンピューターを使用中のユーザーが休憩するように設定するには、［休憩時間］セクションの［ブ

ロック間隔：］をオンにし、チェックボックスの横のドロップダウンリストから間隔（例：1 時間ごと）と

長さ（例：10 分間）を選択します。 
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8. ウィンドウ上部のトグルスイッチを［管理が有効になっています ］にします。 

新しい設定に従ってユーザーのコンピューターへのアクセスがブロックされます。 

 

インターネットの使用の制御 

保護者による管理を使用することにより、インターネット使用時間を制限したり、特定のカテゴリの Web 

サイトまたは指定した Web サイトへのユーザーのアクセスをブロックしたりできます。また、インターネッ

トから特定の種別のファイル（圧縮ファイルや映像ファイルなど）をダウンロードするのをブロックできます。 

► インターネット使用の時間制限を設定するには： 

1. 保護者による管理の設定に移動します（「保護者による管理の設定に進む」（98 ページ）を参

照）。 

2. ［保護者による管理の設定］ウィンドウで、［インターネット］セクションを選択します。 

3. 平日のインターネット使用の合計時間を制限するには、［インターネットへのアクセス制限］セク

ションの［平日の 1 日あたりのアクセス可能時間］をオンにし、チェックボックスの横のドロップダ

ウンリストから時間制限の値を選択します。 

4. 週末のインターネット使用の合計時間を制限するには、［週末の 1 日あたりのアクセス可能時間］

をオンにし、チェックボックスの横のドロップダウンリストから時間制限の値を選択します。 

5. ウィンドウ上部のトグルスイッチを［管理が有効になっています ］にします。 

指定した値に従ってユーザーのインターネットの合計使用時間が制限されます。 

► 特定の Web サイトの閲覧を制限するには： 

1. 保護者による管理の設定に移動します（「保護者による管理の設定に進む」（98 ページ）を参

照）。 

2. ［保護者による管理の設定］ウィンドウで、［インターネット］セクションを選択します。 

3. 検索結果にアダルト向けコンテンツを表示しないようにするには、［Web サイトの閲覧の管理］セ

クションの［検索エンジンのセーフサーチ機能を使用する］をオンにします。 
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Google™、YouTube™（自身のアカウントで youtube.com にサインインしていないユーザーの

み）、Bing®、Yahoo!™、Mail.ru、VKontakte、Yandex などの Web サイトで情報を検索する際、

検索結果にアダルトコンテンツが表示されることはありません。 

4. 特定のカテゴリの Web サイトへのアクセスをブロックするには： 

a. ［Web サイトの閲覧の管理］セクションで、［Web サイトへのアクセスを制限する］をオン

にします。 

b. ［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］を選択し、［Web サイトの

カテゴリの選択］をクリックすると、［アクセスをブロックする Web サイトのカテゴリ］ウィン

ドウが表示されます。 

c. ブロックする Web サイトのカテゴリの横のチェックボックスをオンにします。 

ブロックするカテゴリのいずれかに属するものとして分類されるコンテンツを含む Web サイト

を表示しようとすると、保護者による管理によりすべてブロックされます。 

5. 特定の Web サイトへのアクセスをブロックするには： 

a. ［Web サイトの閲覧の管理］セクションで、［Web サイトへのアクセスを制限する］をオン

にします。 

b. ［特定の Web サイトの管理］をクリックすると［特定の Web サイト］ウィンドウが開きま

す。 

c. ウィンドウ下部の［追加］をクリックします。 

新しい URL マスクを追加するためのウィンドウが表示されます。 

d. 閲覧をブロックする Web サイトのアドレスを［URL マスク］に入力します。 

e. ［範囲］セクションで、ブロックする範囲をその Web サイト全体にするか、指定した Web 

ページのみにするかを定義します。 

f. 指定した Web サイトをブロックするには、［操作］セクションで［ブロック］を選択します。 

g. ［追加］をクリックします。 
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指定した Web サイトが［特定の Web サイト］ウィンドウのリストに表示されます。［特定の 

Web サイト］ウィンドウを閉じます。 

6. ウィンドウ上部のトグルスイッチを［管理が有効になっています ］にします。 

Web サイトをユーザーが表示しようとすると、現在の設定に従ってブロックされます。 

► 特定の種別のファイルのインターネットからのダウンロードをブロックするには： 

1. 保護者による管理の設定に移動します（「保護者による管理の設定に進む」（98 ページ）を参

照）。 

2. ［保護者による管理の設定］ウィンドウで、［インターネット］セクションを選択します。 

3. ［ファイルのダウンロードのブロック］セクションで、ダウンロードをブロックするファイル種別の横の

チェックボックスを選択します。 

4. ウィンドウ上部のトグルスイッチを［管理が有効になっています ］にします。 

保護者による管理により、指定した種別のファイルのインターネットからのダウンロードがブロックされ

ます。 

 

ゲームとアプリケーションの起動の制御 

保護者による管理を使用して、ユーザーの年齢に応じてゲーム起動を許可したりブロックしたりできます。

また、指定したアプリケーション（ゲームや IM クライアントなど）の起動をブロックしたり、そのようなアプリ

ケーションの使用時間を制限したりできます。 

► ユーザーの年齢にふさわしくない内容のゲームをブロックするには： 

1. 保護者による管理の設定に移動します（「保護者による管理の設定に進む」（98 ページ）を参

照）。 

2. ［保護者による管理の設定］ウィンドウで、［アプリケーション］セクションを選択します。 
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3. ユーザーの年齢にふさわしくない内容のゲームをすべてブロックするには、［次の年齢向けのゲー

ムの起動をブロック］をオンにし、チェックボックス横のドロップダウンリストから年齢制限のオプ

ションを選択します。 

4. 特定のカテゴリの内容を持つゲームをブロックするには： 

a. ［特定のカテゴリのゲームをブロック］をオンにします。 

b. ［ゲームカテゴリの選択］をクリックすると、［ブロックするゲームのカテゴリ］ウィンドウが表

示されます。 

c. 内容によってブロックするゲームに対応するカテゴリの横のチェックボックスをオンにしま

す。 

5. ［アプリケーション］セクションに戻ります。 

6. ウィンドウ上部のトグルスイッチを［管理が有効になっています ］にします。 

► 特定のアプリケーションの起動を制限するには： 

1. 保護者による管理の設定に移動します（「保護者による管理の設定に進む」（98 ページ）を参

照）。 

2. ［保護者による管理の設定］ウィンドウで、［アプリケーション］セクションを選択します。 

3. ［アプリケーションの追加］をクリックして、［参照］ウィンドウを開き、アプリケーションの実行ファイ

ルを選択します。 

選択したアプリケーションが［指定したアプリケーションをブロック］リストに表示されます。そのアプ

リケーションは自動的に特定のカテゴリ（ゲームなど）に追加されます。 

4. アプリケーションの起動をブロックするには、アプリケーション名の右のドロップダウンリストで［ブ

ロック］を選択します。 

5. 指定したカテゴリに属するすべてのアプリケーションをブロックするには、リストのカテゴリ名の横

のチェックボックスをオンにします（たとえば、ゲームカテゴリのアプリケーションをブロックできま

す）。 
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6. アプリケーションの使用時間の制限を設定するには、アプリケーション名の右のドロップダウンリス

トで［ルールに準拠］を選択します。 

［アプリケーション使用制限］ウィンドウが開きます。 

7. 平日と週末のアプリケーション使用について時間制限を設定するには、［平日］および［週末］セク

ションで、［1 日あたりのアクセス可能時間］をオンにし、ドロップダウンリストでユーザーが 1 日

にアプリケーションを使用できる時間を指定します。［使用時間］テーブルを使用して、アプリケー

ションの使用を許可またはブロックする時間帯を指定することもできます。 

8. アプリケーションの使用の一時停止を設定するには、［休憩時間］セクションで、［ブロック間隔：］を

オンにし、ドロップダウンリストから間隔と長さを選択します。 

9. ［保存］をクリックします。 

10. ウィンドウ上部のトグルスイッチを［管理が有効になっています ］にします。 

保護者による管理によって、ユーザーがアプリケーションにアクセスするときには、指定した制限が適

用されます。 

 

SNS 上でのメッセージングの制御 

保護者による管理を使用することにより、SNS でユーザーが送受信するメッセージを確認し、指定した連

絡先とのメッセージの送受信をブロックできます。 

► ユーザーのメッセージの送受信の監視を設定するには： 

1. 保護者による管理の設定に移動します（「保護者による管理の設定に進む」（98 ページ）を参

照）。 

2. ［保護者による管理の設定］ウィンドウで、［通信］セクションを選択します。 

3. メッセージの送受信のログを確認し、必要に応じて指定した連絡先をブロックするには： 

a. ［すべての連絡先をブロックする（許可する連絡先を除く）］を選択します。 

b. ［既知の連絡先］をクリックすると、［通信のレポート］ウィンドウが表示されます。 
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c. ユーザーがメッセージを送受信している連絡先を確認します。次のいずれかの方法で、指

定した連絡先をウィンドウに表示できます： 

 特定の SNS 経由でのユーザーのメッセージの送受信のログを確認するには、ウィンドウ

上部のドロップダウンリストから必要な項目を選択します。 

 ユーザーが最も積極的にやりとりしている連絡先を確認するには、ウィンドウの右側にあ

るドロップダウンリストで、［メッセージが多い順］を選択します。 

 ユーザーが特定の日に通信を行った連絡先を確認するには、ウィンドウの右側にあるド

ロップダウンリストで、［メッセージの日付順］を選択します。 

d. ユーザーと指定した連絡先とのメッセージの送受信を確認するには、リストでその連絡先

をクリックします。 

この連絡先とのメッセージの送受信の履歴が含まれるウィンドウが表示されます。 

e. ユーザーが選択した連絡先との間でメッセージを送受信しないようにブロックするには、

［メッセージをブロック］をクリックします。 

4. ウィンドウ上部のトグルスイッチを［管理が有効になっています ］にします。 

保護者による管理によって、ユーザーと選択した連絡先との間のメッセージの交換がブロックされま

す。 

 

メッセージの内容の監視 

保護者による管理を使用することにより、ユーザーのメッセージを監視して、指定した個人情報（氏名、電

話番号、銀行の口座番号など）やキーワード（わいせつな語句など）をユーザーが挿入しようとしたときに、

それをブロックすることができます。 

► 個人情報送信の管理を設定するには： 

1. 保護者による管理の設定に移動します（「保護者による管理の設定に進む」（98 ページ）を参

照）。 

2. ［保護者による管理の設定］ウィンドウで、［個人情報とキーワード］セクションを選択します。 
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3. ［個人情報送信の管理］セクションの［第三者への個人情報の送信をブロックする］をオンにしま

す。 

4. ［個人情報リストの編集］をクリックして［個人情報リスト］ウィンドウを表示します。 

5. ウィンドウ下部の［追加］をクリックします。 

個人情報を追加するためのウィンドウが表示されます。 

6. 該当するリンクをクリックして個人情報の種別（電話番号など）を選択するか、［フィールド名］に説

明を入力します。 

7. 個人情報（姓や電話番号など）を［値］で指定します。 

8. ［追加］をクリックします。 

個人情報が［個人情報リスト］ウィンドウのリストに表示されます。 

9. ［個人情報リスト］ウィンドウを閉じます。 

10. ウィンドウ上部のトグルスイッチを［管理が有効になっています ］にします。 

インターネットを経由したメッセージが監視され、指定した個人情報の使用がブロックされます。 

► メッセージのキーワードの管理を設定するには： 

1. 保護者による管理の設定に移動します（「保護者による管理の設定に進む」（98 ページ）を参

照）。 

2. ［保護者による管理の設定］ウィンドウで、［個人情報とキーワード］セクションを選択します。 

3. ［キーワードの管理］セクションで［キーワードの使用を検出する］をオンにします。 

4. ［キーワードリストの編集］をクリックすると、［キーワードリスト］ウィンドウが表示されます。 

5. ウィンドウ下部の［追加］をクリックします。 

キーワードを追加するためのウィンドウが表示されます。 

6. ［値］にキーワードを入力し、［追加］をクリックします。 
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指定したキーワードが［キーワードリスト］ウィンドウのキーワードのリストに表示されます。 

7. ［キーワードリスト］ウィンドウを閉じます。 

8. ウィンドウ上部のトグルスイッチを［管理が有効になっています ］にします。 

指定したキーワードを含むメッセージがインターネットで送信されると、保護者による管理がそれを検

出し、メッセージに関する情報をレポートに記録します。 

 

ユーザーの操作履歴レポートの表示 

保護者による管理によって制御されている各ユーザーアカウントの操作履歴のレポートにアクセスし、管

理対象のイベントをカテゴリごとに分けてレポートできます。 

► 制御するユーザーアカウントの動作レポートを表示するには： 

1. 保護者による管理の設定に移動します（「保護者による管理の設定に進む」（98 ページ）を参

照）。 

2. ユーザーを選択し、［レポートの表示］をクリックしてレポートウィンドウに移動します。 

3. 関連する制限の種別（インターネットや通信など）のセクションで［詳細］をクリックして、監視した処

理に関するレポートを表示します。 

ユーザーの監視した処理に関するレポートが表示されます。 

 



 

 

（このページは空白です）



 

 

コンピューターゲーム用のシステムリソー

スの確保 

安心ネットセキュリティをコンピューターゲームなどのプログラムと同時に実行する場合、次のような問題

が発生する可能性があります： 

 システムリソースが不足するため、アプリケーションまたはゲームのパフォーマンスが低下します。 

 ゲームをしている最中に通知ウィンドウが表示されます。 

全画面表示に切り替えるたびに、安心ネットセキュリティの設定を手動で変更しなくても済むようにするに

は、ゲームモードを使用します。ゲームモードが有効な場合、全画面表示モードに切り替わると、安心ネッ

トセキュリティのすべてのコンポーネントの設定が自動的に変更され、このモードで最適なシステム機能が

保証されます。全画面表示モードを終了すると、保護機能の設定は全画面表示モードが有効にされる前

の状態に戻ります。 

► ゲームモードを有効にするには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ウィンドウ左側の［パフォーマンス］をクリックします。 

安心ネットセキュリティのパフォーマンス設定が表示されます。 

4. ［ゲームモード］セクションの［ゲームモードを有効にする］をオンにします。 
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安心ネットセキュリティは、不明なアプリケーションの使用に伴うリスク（ウイルスや他の悪意のあるソフト

ウェアに感染するリスクやオペレーティングシステムの設定の変更など）を最小限に抑えます。 

安心ネットセキュリティには、アプリケーションの評価を確認し、コンピューターの動作を制御できるコン

ポーネントとツールがあります。 

このセクションの内容 

アプリケーションに対するユーザーの評価の確認 ....................................................................... 111 

コンピューター上およびインターネット上でのアプリケーションの動作の制御 ................................. 112 

アプリケーションコントロールの設定 ........................................................................................... 114 

Web カメラへのアクセスについて .............................................................................................. 116 

Web カメラへのアクセスに関する設定 ...................................................................................... 117 

Web カメラへのアクセスの許可 ................................................................................................ 118 

録音デバイスへのアプリケーションのアクセスについて ............................................................... 119 

録音デバイスへのアプリケーションのアクセスの設定 .................................................................. 120 

システム変更コントロールについて ............................................................................................ 121 

システム変更コントロールの設定 ............................................................................................... 122 
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アプリケーションに対するユーザーの評価の

確認 

各アプリケーションに対する世界中のユーザーの評価を確認できます。アプリケーションに対するユー

ザーの評価は次の基準で構成されています： 

 製造元の名前 

 デジタル署名に関する情報（デジタル署名がある場合） 

 アプリケーションコントロールまたは Kaspersky Security Network の大抵のユーザーが割り当

てたアプリケーションのグループに関する情報 

 アプリケーションを使用する Kaspersky Security Network ユーザーの数（アプリケーションが 

Kaspersky Security Network データベース内の許可グループに含まれている場合のみ） 

 Kaspersky Security Network でアプリケーションが一定の評価を受けた日時 

 アプリケーションが最も広く普及している国 

アプリケーションに対するユーザーの評価を確認するには、Kaspersky Security Network への参加

に同意する必要があります。 

► アプリケーションに対するユーザーの評価を確認するには： 

実行ファイルのコンテキストメニューを開き、［危険ファイル診断］を選択します（下の図を参照）。 
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図 5.オブジェクトコンテキストメニュー 

Kaspersky Security Network でのアプリケーションの評価に関する情報を表示するウィンドウが開き

ます。 

関連項目： 

Kaspersky Security Network への参加の設定 ......................................................................... 136 

 

 

コンピューター上およびインターネット上での

アプリケーションの動作の制御 

アプリケーションコントロールは、アプリケーションがオペレーティングシステムにとって危険な動作を行う

のを阻止し、オペレーティングシステムのリソースや個人情報へのアクセスを制御します。 
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コンピューターにインストールされたアプリケーションによるオペレーティングシステムでの動作を記録し、

ルールに基づいてアプリケーションの動作を規制します。アプリケーションコントロールのルールは、保護

されたリソース（ファイルやフォルダー、レジストリキー、ネットワークアドレスなど）へのアクセスなど、アプ

リケーションによる疑わしい動作を制限します。 

64 ビット版オペレーティングシステム上では、次の動作に対するアプリケーションの権限は設定できませ

ん： 

 物理メモリへの直接アクセス 

 プリンタードライバーの管理 

 サービスの作成 

 サービスの読み取り 

 サービスの編集 

 サービスの再設定 

 サービスの管理 

 サービスの開始 

 サービスの削除 

 ブラウザーの内部データへのアクセス 

 オペレーティングシステムの重要なオブジェクトへのアクセス 

 保護された記憶域へのアクセス 

 デバッグ権限の設定 

 オペレーティングシステムのプログラムインターフェイスの使用 

 オペレーティングシステムのプログラムインターフェイスの使用（DNS） 
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64 ビット版 Microsoft Windows 8 上では、次の動作に対するアプリケーションの権限は設定できませ

ん： 

 他のプロセスへの Windows メッセージの送信 

 疑わしい操作 

 フックのインストール 

 受信メッセージストリームのフック 

 スクリーンショットの作成 

ネットワーク上でのアプリケーションの動作は、ファイアウォールによって管理されます。 

アプリケーションを初めて起動する際、アプリケーションコントロールは、アプリケーションの安全性をチェッ

クし、4 つのグループ（許可、ブロック、強い制限付き、弱い制限付き）のいずれかを割り当てます。グルー

プは、安心ネットセキュリティがアプリケーション動作の制御に適用するルールを定義します。 

［アプリケーションコントロール］または［ファイアウォール］が有効化されている場合にのみ、およびこ

れらの両方のコンポーネントが有効化されている場合に、安心ネットセキュリティによって、アプリケー

ションが信頼グループ（許可、ブロック、強い制限付き、弱い制限付き）に割り当てられます。これらの

両方のコンポーネントが無効化されている場合は、アプリケーションを信頼グループに割り当てる機

能は使用できません。 

アプリケーションコントロールのルールは、手動で編集できます。 

 

アプリケーションコントロールの設定 

► アプリケーションコントロールを設定するには： 

1. 安心ネットセキュリティのメインウィンドウを開きます。 

2. メインウィンドウ下部の［便利ツール］をクリックします。 
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［便利ツール］ウィンドウが表示されます。 

3. ［アプリケーションコントロール］セクションを選択します。 

［アプリケーションコントロール］ウィンドウが表示されます。 

4. ［アプリケーションコントロール］ウィンドウの［アプリケーション］セクションで、［アプリケーションの

管理］をクリックして、［アプリケーションの管理］ウィンドウを開きます。 

5. リストで目的のアプリケーションを選択してダブルクリックすると、［アプリケーションルール］ウィン

ドウが表示されます。 

6. オペレーティングシステムのリソースへアクセスするルールを設定するには： 

a. ［個人情報とオペレーティングシステム］タブで、関連するリソースのカテゴリを選択しま

す。 

b. リソースで利用可能な処理（［読み取り］、［書き込み］、［削除］、［作成］）の列をクリックし

て、メニューを開きます。コンテキストメニューでは、関連する項目（［許可］、［ブロック］、

［手動選択］、［継承］）を選択します。 

7. オペレーティングシステムのさまざまな処理を実行するアプリケーションの権限を設定するには： 

a. ［権限］タブで、関連する権限のカテゴリを選択します。 

b. ［操作］列で、アイコンをクリックしてコンテキストメニューを開き、関連する項目（許可、ブ

ロック、手動選択、または継承）を選択します。 

8. ネットワークでさまざまな処理を実行するアプリケーションの権限を設定するには： 

a. ［ネットワークルール］タブで、［追加］をクリックします。 

［ネットワークルール］ウィンドウが表示されます。 

b. 表示される［ネットワークルール］ウィンドウで、必要な設定を行い、［保存］をクリックしま

す。 
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c. 新しいルールに優先順位を割り当てます。そのためには、ルールを選択し、リスト内で上

または下に移動します。 

9. 特定の処理をアプリケーションコントロールの制限から除外するには、［信頼リスト］タブで制御対

象から除外する処理に対応するチェックボックスをオンにします。 

10. ［保存］をクリックします。 

設定されているすべての信頼するアプリケーションは、［設定］ウィンドウの［検知する脅威と信頼

リスト］セクションから確認できます。 

アプリケーションコントロールは、指定された設定に従って、アプリケーションの動作を監視し、制限し

ます。 

 

Web カメラへのアクセスについて 

犯罪者は、専用のプログラムを用いて Web カメラに不正にアクセスしようとします。安心ネットセキュリ

ティは、Web カメラへの不正アクセスをブロックし、アクセスがブロックされたことを通知します。既定では、

［強い制限付き］または［ブロック］のグループに含まれるアプリケーションの Web カメラへのアクセスを

ブロックします。 

［アプリケーションコントロール］設定ウィンドウで、［強い制限付き］または［ブロック］グループに含まれる

アプリケーションについて、Web カメラへのアクセスを許可できます（「Web カメラへのアクセスの許可」

（118 ページ）を参照）。弱い制限付きの信頼グループからのアプリケーションが Web カメラに接続しよ

うとする場合、通知が表示され、そのアプリケーションを Web カメラにアクセスさせるかどうか確認を求

められます。 

既定ではアクセスを拒否されるアプリケーションで Web カメラにアクセスしようとすると、通知が表示され

ます。通知には、コンピューターにインストールされたアプリケーション（Skype™ など）が、現在 Web カ

メラから映像データを受け取っているという旨の情報が表示されます。通知のドロップダウンリストで、

Web カメラへのアクセスからアプリケーションをブロックするか、または Web カメラへのアクセスに関す

る設定を進めることができます（「Web カメラへのアクセスに関する設定」（117 ページ）を参照）。アプリ

ケーションがすでに全画面表示モードで実行されている場合、この通知は表示されません。 
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アプリケーションによって受け取る映像データに関する通知のドロップダウンリストでは、通知を非表示に

するか、または通知の表示設定に進むこともできます（「Web カメラへのアクセスに関する設定」（117 

ページ）を参照）。 

アプリケーションの GUI がまだ読み込み中か、読み込まれていないか、応答のない状態で、手動ではア

クセスできない場合、既定では、許可を必要とするアプリケーションに対して、Web カメラのアクセスが許

可されます。 

Web カメラへのアクセス制限には次の機能と制限があります： 

 Web カメラのデータの処理によって得られる動画と静止画像を管理します。 

 Web カメラからの映像ストリームに含まれる音声信号を管理します。 

 Windows デバイスマネージャーに画像装置として表示される、IEEE1394 または USB を介し

て接続された Web カメラのみ制御されます。 

次のリンクをクリックすると、サポートされる Web カメラのリストが表示されます

（http://support.kaspersky.co.jp/12001）。 

Web カメラへの不正なアクセスに対する保護を有効にするためには、アプリケーションコントロール

を有効にする必要があります。 

 

Web カメラへのアクセスに関する設定 

► Web カメラへのアクセスを設定するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ［プロテクション］セクションで、ウィンドウの右側にある［Web カメラへのアクセス制限］を選択しま

す。 

http://support.kaspersky.co.jp/12001
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4. コンピューターの Web カメラへのアクセスを設定するには： 

 すべてのアプリケーションを対象に Web カメラへのアクセスをブロックするには、［Web カメ

ラへのアクセスをすべてブロックする］をオンにします。 

 Web カメラがアプリケーションに使用される際に通知を受け取るには、［アプリケーションが 

Web カメラにアクセスしたときに通知を表示する］をオンにします。 

 すべてのアプリケーションの Web カメラへのアクセスを許可するには、［設定］ウィンドウの

［プロテクション］セクションのトグルスイッチを使用して、Web カメラへのアクセス制限を無効

にします。 

 

Web カメラへのアクセスの許可 

► Web カメラへのアクセスを許可するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ［便利ツール］をクリックします。 

［便利ツール］ウィンドウが表示されます。 

3. ［便利ツール］ウィンドウで、［アプリケーションコントロール］セクションの［詳細］をクリックします。 

［アプリケーションコントロール］ウィンドウが表示されます。 

4. ［アプリケーションコントロール］ウィンドウの［アプリケーション］セクションで、［アプリケーションの

管理］をクリックして、［アプリケーションの管理］ウィンドウを開きます。 

5. リストで、Web カメラのアクセスを許可するアプリケーションを選択します。アプリケーションをダブ

ルクリックして、［アプリケーションルール］ウィンドウを開きます。 

6. ［アプリケーションルール］ウィンドウで、［権限］タブに移動します。 

7. ［権限］カテゴリのリストで、［オペレーティングシステムの変更］ - ［オペレーティングシステム内の

疑わしい変更］ - ［Web カメラへのアクセス］の順に選択します。 
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8. ［操作］列で、アイコンをクリックしてコンテキストメニューを開き、［許可］を選択します。 

9. ［保存］をクリックします。 

選択されたアプリケーションは、Web カメラへのアクセスが許可されます。 

 

録音デバイスへのアプリケーションのアクセス

について 

犯罪者が専用のプログラムを用いて録音デバイスに不正にアクセスしようとすることがあります。録音デ

バイスとは、コンピューターに接続または内蔵されたマイクであり、サウンドカードインターフェイス（入力信

号）を通じて音声ストリームを送信できます。安心ネットセキュリティは、アプリケーションによる録音デバイ

スへのアクセスを管理し、音声ストリームの不正な傍受を防止します。 

既定では、コンピューターに接続された録音デバイスから「ブロック」および「強い制限付き」信頼グループ

のアプリケーションへの音声ストリームの入力をブロックします。録音デバイスへのアプリケーションのアク

セスを手動で許可できます（「録音デバイスへのアプリケーションのアクセスの設定」（120 ページ）を参

照）。 

「弱い制限付き」信頼グループのアプリケーションが録音デバイスへのアクセスを要求した場合、通知が表

示され、そのアプリケーションによる録音デバイスへのアクセスを許可するかどうかを選択できます。この

通知を安心ネットセキュリティが表示できなかった場合（安心ネットセキュリティのグラフィカルインターフェ

イスがまだ読み込まれていない場合など）、「弱い制限付き」信頼グループのアプリケーションによる録音

デバイスへのアクセスは許可されます。 

「許可」信頼グループのすべてのアプリケーションは、録音デバイスへのアクセスが既定で許可されます。 

録音デバイスへのアプリケーションのアクセスを管理する機能には、以下の制限事項があります： 

 この機能が動作するには、アプリケーションコントロールが有効になっている必要があります。 

 アプリケーションコントロールが開始する前にアプリケーションへの音声ストリームの入力が開始さ

れた場合、そのアプリケーションへの音声ストリームの入力は許可され、通知は表示されません。 
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 録音デバイスへのアプリケーションのアクセスの設定を変更した場合（アプリケーションコントロー

ルの設定ウィンドウでアプリケーションへの音声ストリームの入力をブロックした場合など）、音声

ストリームの入力を中止するには、そのアプリケーションを再起動する必要があります。 

 録音デバイスへのアプリケーションのアクセスの管理は、Web カメラへのアプリケーションのアク

セスの設定とは独立です。 

 本製品の GUI が読み込まれていない場合、「手動選択」に設定されているアプリケーションへの

音声ストリームの入力は許可されます。 

 安心ネットセキュリティは、内蔵のマイクおよび外付けのマイクに対するアクセスのみを保護します。

他の音声ストリーミングデバイスはサポートされません。 

デジタル一眼レフカメラ、デジタルビデオカメラ、アクションカメラなどのデバイスからの音声ストリーム

の保護は保証されません。 

 

録音デバイスへのアプリケーションのアクセス

の設定 

► 録音デバイスへのアクセスを設定するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. メインウィンドウ下部の［便利ツール］をクリックします。 

［便利ツール］ウィンドウが表示されます。 

3. ［アプリケーションコントロール］セクションを選択します。 

［アプリケーションコントロール］ウィンドウが表示されます。 

4. ［アプリケーションの管理］をクリックし、［アプリケーションの管理］ウィンドウを開きます。 

5. リストで、録音デバイスへのアクセスを許可するアプリケーションを選択します。アプリケーションを

ダブルクリックして、［アプリケーションルール］ウィンドウを開きます。 



 

不明なアプリケーションの取り扱い方法 

121 

 

6. ［アプリケーションルール］ウィンドウで、［権限］タブに移動します。 

7. ［権限］カテゴリのリストで、［オペレーティングシステムの変更］ - ［オペレーティングシステム内の

疑わしい変更］ - ［録音デバイスへのアクセス］の順に選択します。 

8. ［操作］列のアイコンをクリックし、いずれかのメニュー項目を選択します： 

 アプリケーションの音声ストリームへのアクセスを許可するには、［許可］を選択します。 

 アプリケーションの音声ストリームへのアクセスをブロックするには、［ブロック］を選択します。 

9. 音声ストリームへのアクセスが許可またはブロックされたアプリケーションのインスタンスに関する

通知を受け取るには、［操作］列のアイコンをクリックして、［イベントを記録］を選択します。 

10. ［保存］をクリックします。 

 

システム変更コントロールについて 

システム変更コントロールでは、オペレーティングシステムに対する以下の変更を管理します。 

 ブラウザーのホームページの URL の変更 

 ブラウザーの検索エンジンの変更 

 ブラウザーに対するプラグイン、拡張機能、ツールバーのインストール 

 既定のブラウザーの変更 

 プロキシサーバーの設定の変更 

上記の監視される変更のリストは最小限であり、Kaspersky Lab によって保証されます。定義データベー

スと製品モジュールのアップデートにより、監視される変更の範囲が拡大される場合があります。 

あるアプリケーションがプロトコル（http、ftp、https）の 1 つについて既定のブラウザーを変更しようとし、

その変更が通知ウィンドウで許可された場合、そのアプリケーションが他の 2 つのプロトコルについても

既定のブラウザーを変更しようとすると、安心ネットセキュリティは通知を表示せず自動的に変更を許可し

ます。 
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以下のアプリケーションがオペレーティングシステムを変更する場合、安心ネットセキュリティは変更を監

視せず、通知を表示しません： 

 ブラウザー 

 ブラウザーの設定を変更する標準的なツール 

 管理される設定を変更する標準的なオペレーティングシステムツール（エクスプローラーなど） 

 変更の管理やブロックによって正常に動作しなくなる可能性がある、安心ネットセキュリティと互換

性のないアプリケーション 

 安心ネットセキュリティの新しいバージョンのインストールウィザード 

 システム変更コントロールと同じ機能を実行するアプリケーション（Yandex Browser Manager な

ど） 

 新しい Windows ユーザーインターフェイススタイルのアプリケーション 

 

システム変更コントロールの設定 

► システム変更コントロールを設定するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ［設定］ウィンドウの左側で［プロテクション］をクリックします。 

4. ［システム変更コントロール］をクリックすると［オペレーティングシステムに対する変更］ウィンドウ

が開きます。 

5. ［システム変更コントロール］のトグルスイッチをオンにすると、システム変更コントロール機能が有

効になります。 
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6. ［インストールアシスタントを使用する］をオンにすると、新しいプログラムのインストール時に別の

ソフトウェアのインストールがブロックされます。 

アプリケーションのインストールを開始した後で［インストールアシスタントを使用する］をオフにす

ると、インストールアシスタントは現在のインストールの実行中は継続して動作します。追加のイン

ストールが提案されたアプリケーションの横にあるチェックボックスがオフになり、追加のアプリ

ケーションはインストールされません。この機能は次のインストール時に無効になります。追加の

アプリケーションが、メインのアプリケーションと共にインストールされます。 

インストールアシスタント機能は、64 ビット版 Microsoft Windows XP の 64 ビットインストール

ウィザードでは利用できません。インストールアシスタント機能は、一部のインストールプログラム

では利用できない場合があります。 

7. ［広告をブロックする］をオンにすると、新しいソフトウェアをコンピューターにインストールするとき

に、広告が含まれるインストール手順の表示がブロックされます。 

8. ［変更を管理する］をオンにすると、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が

制御されます。 

9. ［自動的に変更をブロック］をオンにすると、制御されるすべてのオペレーティングシステムの設定

に対する変更を通知せず自動的にブロックします。 

 



 

 

実行アプリケーションの制限 

このセクションでは、実行アプリケーションの制限に関する情報を提供します。 

このセクションの内容 

実行アプリケーションの制限について ......................................................................................... 124 

実行アプリケーションの制限の有効化 ........................................................................................ 126 

実行アプリケーションの制限の無効化 ........................................................................................ 127 

 

 

実行アプリケーションの制限について 

安心ネットセキュリティでは、コンピューター上に安全な環境（実行アプリケーションの制限）を作成すること

ができ、その環境では、信頼するアプリケーションのみが開始を許可されます。実行アプリケーションの制

限は、よく知られたアプリケーションの安定したセットを使用し、インターネットからダウンロードした新しい

不明なアプリケーションをひんぱんに実行する必要のない場合に便利です。実行アプリケーションの制限

が実行中に、安心ネットセキュリティは、許可するアプリケーションとして分類されていないアプリケーショ

ンをすべてブロックします。アプリケーションを信頼するかどうかの決定は、Kaspersky Security Network 

から受け取った情報、アプリケーションのデジタル署名の詳細、アプリケーションダウンロードのインストー

ラーおよびソースの信頼レベルに基づいて判断されます。 

実行アプリケーションの制限には、次の特徴と制限があります： 

 実行アプリケーションの制限を使用するには、アプリケーションコントロール、ファイル保護、システ

ムウォッチャーのすべてを有効にする必要があります。これらのコンポーネントのいずれかが実行

を停止した場合、実行アプリケーションの制限は無効になります。 

 実行アプリケーションの制限は、システムファイルが NTFS 以外のファイルシステムを持つハー

ドディスクのパーティションに置かれている場合も利用できないことがあります。 
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 安心ネットセキュリティの現在のバージョンでは、実行アプリケーションの制限が搭載されていない

ことや、利用できないことがあります。安心ネットセキュリティで実行アプリケーションの制限を利用

できるかどうかは、お住まいの地域やサービスプロバイダーによって異なります。製品購入時に、

実行アプリケーションの制限が必要であるかどうかを判断してください。 

 ご使用中の安心ネットセキュリティのバージョンが実行アプリケーションの制限をサポートしている

にもかかわらず、現在利用できない場合は、定義データベースと製品モジュールのアップデート後

に利用可能になります（「定義データベースと製品モジュールのアップデート」（48 ページ）を参

照）。定義データベースと製品モジュールのアップデート後、不明なアプリケーションおよびモ

ジュールの実行方法を設定できます。 

実行アプリケーションの制限は、自動的に有効にすることも、手動で有効にすることもできます。実行アプ

リケーションの制限を手動で有効にする場合、コンピューターにインストールされているすべてのアプリ

ケーションに［許可］ステータスが割り当てられます。実行アプリケーションの制限を有効にした後にインス

トールしたアプリケーションは、［許可］ステータスが割り当てられるのではなく、アプリケーションコントロー

ルの全般ルールに従って処理されます。 

実行アプリケーションの制限を手動で有効にする前に、安心ネットセキュリティによってオペレーティングシ

ステムとインストール済みアプリケーションを分析することもできます。安心ネットセキュリティの分析によっ

て、不明なアプリケーションがコンピューターにインストールされていることが判明した場合、実行アプリ

ケーションの制限を有効にしないでください。 

安心ネットセキュリティによるオペレーティングシステムとインストール済みアプリケーションの分析により、

信頼されるアプリケーションがコンピューター上で使用されていることが判明した場合、実行アプリケーショ

ンの制限が自動的に有効になります。 

実行アプリケーションの制限が有効な場合、安心ネットセキュリティは、信頼済みとして認識していないア

プリケーションをブロックすることがあります。そのようなアプリケーションを使用する場合は、それらの実

行を許可し（「コンピューター上およびインターネット上でのアプリケーションの動作の制御」（112 ページ）

を参照）、実行アプリケーションの制限を有効にできます。 
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実行アプリケーションの制限の有効化 

► 実行アプリケーションの制限を有効にするには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. メインウィンドウ下部の［便利ツール］をクリックします。 

［便利ツール］ウィンドウが表示されます。 

3. ［便利ツール］ウィンドウの左側にあるツールのリストから［実行アプリケーションの制限］をクリック

し、［実行アプリケーションの制限］ウィンドウを開きます。 

4. 以下のいずれかの方法で、実行アプリケーションの制限を有効にします： 

 ［実行アプリケーションの制限］ウィンドウで［有効にする］をクリックする。 

実行アプリケーションの制限が有効になります。この方法を選択した場合、実行アプリケーショ

ンの制限を有効にする前にコンピューターにインストールされていたアプリケーションの起動は

許可されます。 

 ［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］をクリックする。オペレー

ティングシステムの分析が開始され、その後実行アプリケーションの制限が有効になります。 

オペレーティングシステムとインストール済みアプリケーションの分析が実行されます。これに

は、実行可能なコードが含まれるリソース DLL と一時ファイルは含まれません。［インストー

ル済みアプリケーションの分析］ウィンドウが表示され、分析の進行状況が示されます。 

a. オペレーティングシステムとインストール済みアプリケーションの分析が完了す

るまで待ちます。［インストール済みアプリケーションの分析］ウィンドウは最小

化できます。 

b. ［実行アプリケーションの制限］ウィンドウで、分析の結果を確認します。 

分析中に認識できないプロパティを持つシステムファイルが検出された場合、実行アプリ

ケーションの制限を有効にすることは避けてください。また、完全に安全であると判断する

のに十分な情報のないアプリケーションが多数検出された場合も、実行アプリケーション

の制限を有効にすることは避けてください。 
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分析の完了後、［実行アプリケーションの制限］ウィンドウで、信頼できないシステムファイ

ルの情報を確認できます。実行アプリケーションの制限を有効にすると、これらのファイル

およびアプリケーションがブロックされます。 

c. 信頼できないアプリケーションおよびシステムファイルの実行を許可する場合

は、［実行アプリケーションの制限］ウィンドウの［開始］列で、信頼できないアプ

リケーションまたはシステムファイルの横のトグルスイッチを［許可］にします。 

d. ［実行アプリケーションの制限を有効にする］をクリックします。 

実行アプリケーションの制限が有効になります。信頼するアプリケーションとして分類されてい

ないアプリケーションとシステムファイルはすべてブロックされます。最初に実行アプリケーショ

ンの制限を有効にし、オペレーティングシステムを再起動した後、安心ネットセキュリティが起

動するまでは不明なアプリケーションの開始が許可されます。オペレーティングシステムの再

起動後に、安心ネットセキュリティは不明なアプリケーションの起動をブロックします。 

 

実行アプリケーションの制限の無効化 

► 実行アプリケーションの制限を無効にするには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. メインウィンドウ下部の［便利ツール］をクリックします。 

［便利ツール］ウィンドウが表示されます。 

3. ［便利ツール］ウィンドウ左側の［実行アプリケーションの制限］をクリックし、［実行アプリケーション

の制限］ウィンドウを開きます。 

4. ウィンドウ下部の［実行アプリケーションの制限が有効です］セクションの［無効にする］をクリックし

ます。 

実行アプリケーションの制限が無効になります。 

 



 

 

安心ネットセキュリティ管理機能へのパ

スワードで保護されたアクセス 

コンピューターの経験や知識が異なる複数のユーザーが 1 台のコンピューターを共有する場合がありま

す。安心ネットセキュリティやその設定へのアクセスを、複数のユーザーに無制限に許可すると、コン

ピューターのセキュリティが危険にさらされる可能性があります。 

本製品へのアクセスを制限するには、管理者パスワードを設定し、このパスワードの入力を必要とする操

作を指定します： 

 本製品の設定 

 本製品の終了 

 本製品の削除 

► 安心ネットセキュリティを制御するために、アクセスをパスワードで保護するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ウィンドウ左側の［全般］をクリックし、［パスワードの変更］をクリックすると、［パスワードによる保

護］ウィンドウが表示されます。 

4. ［新しいパスワード］にパスワードを入力し、［パスワードの確認］に同じパスワードを入力します。 

5. ［パスワードの適用先］で、アクセスを制限するアプリケーションの操作を指定します。 

ユーザーが忘れたパスワードを復元することはできません。パスワードを忘れた場合は、テクニカ

ルサポートに問い合わせ、安心ネットセキュリティの設定へのアクセス権を復元してください。 
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(このページは空白です)



 

 

保護機能の一時停止と再開 

保護機能の一時停止とは、すべての保護機能をしばらくの間、無効にすることを指します。 

保護機能が一時停止の状態にあるか、安心ネットセキュリティが動作していない場合、コンピューター上で

実行中のアプリケーションの動作状況が監視されます。アプリケーションの動作状況の監視結果に関する

情報は、オペレーティングシステムに保存されます。安心ネットセキュリティが再度開始されるか保護機能

が再開されると、本製品はこの情報を利用して、保護機能が一時停止の状態にあるか本製品が動作して

いない場合に実行された可能性がある悪意のある動作からコンピューターを保護します。アプリケーション

の動作状況の監視結果に関する情報は、無期限に保存されます。この情報は、本製品がコンピューター

からアンインストールされると削除されます。 

► コンピューターの保護機能を一時停止するには： 

1. タスクバーの通知領域にある本製品のアイコンのコンテキストメニューから［保護機能の一時停止］

を選択します。 

［保護機能の一時停止］ウィンドウが表示されます（下の図を参照）。 

 

図 6.［保護機能の一時停止］ウィンドウ 

2. ［保護機能の一時停止］ウィンドウで、保護機能を再開するまでの時間を選択します： 

 指定時間経過後に再開：保護機能はドロップダウンリストから指定した時間が経過した後、有

効になります。 
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 コンピューターの再起動後に再開：保護機能は、本製品を再起動した後、またはオペレーティ

ングシステムが再起動した後（本製品の起動が自動的に開始する場合）、有効になります。 

 一時停止：保護機能はユーザーが手動で再開します。 

3. ［保護機能の一時停止］をクリックして開くウィンドウで、操作を確認します。 

► コンピューターの保護機能を再開するには： 

Windows のタスクバーの通知領域にある本製品のアイコンを右クリックして、表示されるコンテキスト

メニューから［保護機能の再開］を選択します。 

 

 



 

 

既定の設定の復元 

安心ネットセキュリティの設定は、安心ネットセキュリティの開発元である Kaspersky Lab が推奨する設

定にいつでも戻すことができます。設定の復元には、設定ウィザードを使用します。 

このウィザードが処理を完了すると、すべての保護機能のセキュリティレベルが［推奨］に設定されます。 

► アプリケーション設定ウィザードを実行するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ［全般］セクションを選択します。 

安心ネットセキュリティの設定が表示されます。 

4. ウィンドウ下部の［設定の管理］ドロップダウンリストで、［設定の復元］を選択します。 

ウィザードのステップは次のとおりです。 

Step 1.  ウィザードの開始 

［次へ］をクリックしてウィザードを進めます。 

Step 2.  設定の復元 

このステップでは、製品設定を Kaspersky Lab による既定の設定に戻します。 

Step 3.  ウィザードの終了 

作業完了後にウィザードを閉じるには、［終了］をクリックします。 

 



 

 

本製品の動作に関するレポートの表示 

安心ネットセキュリティは、各保護機能の動作レポートを管理します。レポートを使用して、製品の動作に

関する統計情報（指定の期間中の悪意のあるオブジェクトの検知数および駆除数、同期間中の定義デー

タベースと製品モジュールのアップデート回数、スパムメールの検知数など）を取得することができます。 

► 本製品の動作レポートを表示するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. メインウィンドウ下部の［便利ツール］をクリックし、［便利ツール］ウィンドウを開きます。 

3. ［便利ツール］ウィンドウで［レポート］を選択すると［レポート］ウィンドウが開きます。 

［レポート］ウィンドウに、当日（ウィンドウの左側）と一定期間（ウィンドウの右側）における本製品

の動作を示したレポートが表示されます。 

4. 本製品の動作の詳細レポートを確認するには、［レポート］ウィンドウ上部の［詳細レポート］をク

リックします。［詳細レポート］ウィンドウが表示されます。 

［詳細レポート］ウィンドウに、データが表形式で表示されます。データをフィルタリングする各種の

オプションを選択できます。 

 



 

 

アプリケーション設定の別のコンピュー

ターへの適用 

アプリケーションの設定後、その設定を別のコンピューターにインストールされた安心ネットセキュリティの

コピーに適用できます。これにより、両方のコンピューターで設定が同一になります。 

アプリケーションの設定は、一方のコンピューターからもう一方に移動可能な設定ファイルに保存されま

す。 

安心ネットセキュリティの設定は、3 つのステップで一方から一方へと移動されます： 

1. アプリケーション設定を設定ファイルに保存します。 

2. 設定ファイルを他のコンピューターに移動します（メールやリムーバブルディスクを利用するなど）。 

3. 設定ファイルから他のコンピューターにインストールされたアプリケーションのコピーへ、設定をイ

ンポートします。 

► アプリケーション設定をエクスポートするには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ［設定］ウィンドウで、［全般］セクションを選択します。 

4. ［設定の管理］ドロップダウンリストで、［設定のエクスポート］を選択します。 

［名前を付けて保存］ウィンドウが表示されます。 

5. 設定ファイルの名前を指定し、［保存］をクリックします。 

アプリケーション設定が、設定ファイルに保存されます。 
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また、コマンドプロンプトで次のコマンドを使用して、アプリケーション設定をエクスポートすることもできま

す：avp.com EXPORT <ファイル名> 

► 別のコンピューターにインストールされたアプリケーションのコピーに設定をインポートするに

は： 

1. 一方のコンピューターで、メインウィンドウを開きます。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ［設定］ウィンドウで、［全般］セクションを選択します。 

4. ［設定の管理］ドロップダウンリストで、［設定のインポート］を選択します。 

［開く］ウィンドウが表示されます。 

5. 設定ファイルを指定し、［開く］をクリックします。 

設定は、もう一方のコンピューターにインストールされたアプリケーションにインポートされます。 

 



 

 

Kaspersky Security Network（KSN）

への参加 

安心ネットセキュリティでは、クラウドプロテクションを使用して、より効果的にコンピューターを保護します。

クラウドプロテクションは、世界中のユーザーから受信したデータを使用する Kaspersky Security 

Network インフラストラクチャーを使用して実装されます。 

Kaspersky Security Network（KSN）は、ファイル、Web リソース、ソフトウェアの評価に関する最新情報

が常にある、Kaspersky Lab の定義データベースにアクセスできる、クラウドサービスのインフラストラク

チャーです。Kaspersky Security Network から得たデータは、新しい脅威に対する安心ネットセキュリ

ティの対応を迅速にするため、保護機能のパフォーマンスを向上させるため、誤検知の可能性を低減する

ために使用されます。 

Kaspersky Security Network に参加するユーザーの協力により、Kaspersky Lab は新しい脅威の種別

および発生源に関する情報を迅速に受け取り、駆除する方法を作成し、誤検知の数を最小限に抑えるこ

とができます。Kaspersky Security Network に参加すると、さまざまなアプリケーションや Web サイト

の評価に関する統計情報にアクセスできます。 

Kaspersky Security Network に参加すると、オペレーティングシステムの設定と、安心ネットセキュ

リティのプロセスの開始時刻と終了時刻に関する情報が Kaspersky Lab へ自動的に送信されま

す。 

このセクションの内容 

Kaspersky Security Network の参加設定 ................................................................................ 137 

Kaspersky Security Network への接続の確認 ......................................................................... 137 
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Kaspersky Security Network の参加設定 

Kaspersky Security Network への参加は任意です。製品のインストール時またはインストール後の任意

の時点で、Kaspersky Security Network（KSN）を利用するかどうかを選択できます。 

► Kaspersky Security Network への参加を設定するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［設定］ウィンドウが表示されます。 

3. ［詳細］セクションで［Kaspersky Security Network への参加］を選択します。 

Kaspersky Security Network の詳細と Kaspersky Security Network への参加の設定が表示

されます。 

4. ［有効にする］または［無効にする］をクリックして、Kaspersky Security Network への参加を有効

または無効にします： 

 Kaspersky Security Network に参加する場合、［有効にする］をクリックします。 

Kaspersky Security Network に関する声明を表示するウィンドウが開きます。この声明の条

項に同意する場合、［同意する］をクリックします。 

 Kaspersky Security Network に参加しない場合、［無効にする］をクリックします。 

 

Kaspersky Security Network への接続の

確認 

次の理由により、Kaspersky Security Network への接続が切断されることがあります： 

 Kaspersky Security Network に参加していない。 

 コンピューターがインターネットに接続されていない。 
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 現在のライセンス情報のステータスでは、Kaspersky Security Network への接続が許可されな

い。 

現在のライセンス情報のステータスは、［ライセンス］ウィンドウに表示されます。 

► Kaspersky Security Network への接続をテストするには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. メインウィンドウ下部の［便利ツール］をクリックし、［便利ツール］ウィンドウを開きます。 

3. ［便利ツール］ウィンドウの左側で［クラウドプロテクション］をクリックすると［クラウドプロテクション］

ウィンドウが表示されます。 

［クラウドプロテクション］ウィンドウに、Kaspersky Security Network への接続のステータスが表示さ

れます。 

 



 

 

（このページは空白です）



 

 

コマンドプロンプトからのアプリケーション

の使用 

安心ネットセキュリティは、コマンドプロンプトで使用することができます。 

コマンドプロンプトの構文： 

avp.com <command> [settings] 

コマンドプロンプトの構文でヘルプを確認するには、次のコマンドを入力します： 

avp.com [ /?| HELP ] 

このコマンドで、安心ネットセキュリティをコマンドプロンプトを介して管理するために利用できるコマンドの

全リストを得ることができます。 

特定のコマンドの構文でヘルプを得るには、次のコマンドのうちの 1 つを入力してください： 

avp.com <command> /? 

avp.com HELP <command> 

コマンドプロンプトでは、アプリケーションのインストールフォルダーからか、avp.com へのフルパスを指定

することで、アプリケーションを参照できます。 

 



 

 

テクニカルサポートへの問い合わせ 

このセクションでは、テクニカルサポートの利用方法と利用の条件について説明します。 

このセクションの内容 

テクニカルサポートのご利用方法 ............................................................................................... 141 

お客様サポートサイト ................................................................................................................ 141 

テクニカルサポート向けの情報収集 ........................................................................................... 142 

 

 

テクニカルサポートのご利用方法 

製品のドキュメントや製品の情報源で問題の解決法が見つからない場合、お客様サポートに問い合わせ

てください。テクニカルサポートの担当者が、製品のインストール方法または使用方法についての質問に

答えます。 

テクニカルサポートは安心ネットセキュリティをお申し込みいただいたお客様のみが利用できます。 

 

お客様サポートサイト 

テクニカルサポートを受ける方法の一つとしてお客様サポートサイトがご利用になれます。 

 

 

https://cs.kddi.com/support/login.html
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テクニカルサポート向けの情報収集 

テクニカルサポートへのお問い合わせの際は、ご使用のオペレーティングシステムの情報を含むレポート

の提出をお願いする場合があります。また、トレースファイルの作成をお願いする場合があります。トレー

スファイルによって、アプリケーションのコマンド実行処理を段階ごとに追跡し、どの段階でエラーが発生し

たか調べることができます。 

分析の結果、テクニカルサポートから AVZ スクリプトが提供されます。AVZ スクリプトを実行すると、悪

意のあるコードが実行中の処理の分析、悪意のあるコードを対象としたシステムのスキャン、感染したファ

イルの駆除または削除、システムスキャン結果のレポートの作成を行うことができます。 

製品の機能に関連する問題に対してより適切なサポートを提供するために、診断の進行中にデバッグの

設定を一時的に変更していただくようお願いする場合があります。そのためには、次の処理を行う必要が

あります： 

 広範な診断情報の収集を有効にする 

 本製品の個々の機能を、特殊な設定変更によって設定する（これらの設定は、通常のインターフェ

イスでは設定できないようになっています） 

 診断情報の保管領域と送信に関する設定を再設定する 

 トラフィックの読み取りとファイルへのトラフィックの保存を設定する 

テクニカルサポートはこれらの処理（順を追った説明、変更に関する設定、スクリプト、コマンドラインの詳

細機能、デバッグモジュール、特別なユーティリティなど）を実行するために必要な情報をすべて提供しま

す。そして、デバッグを目的にどんなデータが収集されるかをお知らせします。広範な診断情報が収集さ

れると、ユーザーのコンピューター上に保存されます。収集されたデータが安心ネットセキュリティの開発

元である Kaspersky Lab に自動的に送信されることはありません。 

テクニカルサポートの指示があった場合のみ、処理を実行するようにしてください。ユーザーガイドで

説明されていない方法や、テクニカルサポートが推奨しない方法で設定を変更すると、オペレーティン

グシステムの動作が遅くなりクラッシュする可能性があります。また、コンピューターの保護レベルが

低下し、処理したデータが使用できなくなったり、破損したりする可能性もあります。 
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このセクションの内容 

AVZ レポートの作成 ................................................................................................................ 143 

データファイルの送信 ................................................................................................................ 143 

トレースファイルのコンポーネントとストレージ ............................................................................. 145 

AVZ スクリプトの実行 .............................................................................................................. 145 

 

 

AVZ レポートの作成 

► AVZ レポートを作成するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［サポート］ウィンドウが表示されます。 

3. ［サポートツール］をクリックし、［サポートツール］ウィンドウを表示します。 

4. ［オペレーティングシステムの状態のレポートの作成方法］をクリックすると、オペレーティングシス

テムの状態のレポートを作成する方法を説明したナレッジベースの記事が開きます。 

5. ナレッジベースの記事の説明に従ってください。 

 

 

 

データファイルの送信 

トレースファイルとシステム状態レポート（AVZ レポート）を作成した後、それらのデータを安心ネットセ

キュリティの開発元であるカスペルスキーのテクニカルサポートに送信します。 

ファイルをテクニカルサポートのサーバーにアップロードするには、リクエスト番号が必要です。番号の取

得方法についてはテクニカルサポートにお問い合わせください。（141 ページ）を参照）。 
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► データファイルをテクニカルサポートサーバーにアップロードするには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［サポート］ウィンドウが表示されます。 

3. ［サポートツール］をクリックし、［サポートツール］ウィンドウを表示します。 

4. ［テクニカルサポートにレポートを送信する］をクリックし、［レポートを送信する］ウィンドウを開きま

す。 

5. テクニカルサポートに送信する情報の横のチェックボックスをオンにします。 

6. テクニカルサポートから割り当てられたリクエスト番号を入力します。 

7. ［レポートを送信する］をクリックします。 

選択したデータファイルが圧縮され、テクニカルサポートのサーバーに送信されます。 

► データファイルをディスクに保存するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［サポート］ウィンドウが表示されます。 

3. ［サポートツール］をクリックし、［サポートツール］ウィンドウを表示します。 

4. ［テクニカルサポートにレポートを送信する］をクリックし、［レポートを送信する］ウィンドウを開きま

す。 

5. ディスクに保存するデータの種別を選択します： 

 オペレーティングシステムの情報：コンピューターのオペレーティングシステムの情報をディス

クに保存します。 
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 分析用に収集したデータ：アプリケーションのトレースファイルをディスクに保存します。［<ファ

イル数>、<データ量>］をクリックして、［分析用に収集したデータ］ウィンドウを開きます。保存

するトレースファイルのチェックボックスをオンにします。 

6. ［レポートを保存する］をクリックすると、データファイルを含む圧縮ファイルを保存するウィンドウが

開きます。 

7. 圧縮ファイル名を指定して保存を確定します。 

  

 

トレースファイルのコンポーネントとストレージ 

トレースファイルは、トレースファイルの書き込みを無効にしてから 7 日間、コンピューター上に平文で保

存されます。7 日経過すると、トレースファイルは完全に削除されます。 

トレースファイルは、フォルダー <ドライブ名¥ProgramData¥Kaspersky Lab> に保存されます。 

トレースファイル名の形式は次のとおりです： KAV<バージョン番号_日付 XX.XX_時刻

XX.XX_pidXXX.><トレースファイルの種別>.log 

トレースファイルには個人情報が含まれる場合があります。トレースファイルの内容を表示するには、ファ

イルをテキストエディター（メモ帳など）で開きます。 

 

AVZ スクリプトの実行 

サポートセンターから受け取った AVZ スクリプトは、変更しないでください。スクリプトの実行中にエ

ラーが発生した場合は、テクニカルサポートにご連絡ください。 

► AVZ スクリプトを実行するには： 

1. メインウィンドウを表示します。 

2. ウィンドウの下部にある  をクリックします。 

［サポート］ウィンドウが表示されます。 
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3. ［サポートツール］をクリックします。 

［サポートツール］ウィンドウが表示されます。 

4. ［AVZ スクリプトを実行する］をクリックすると［スクリプトの実行］ウィンドウが開きます。 

5. テクニカルサポートから受け取ったスクリプトをコピーし、表示されるウィンドウの入力フィールドに

貼り付け、［実行］をクリックします。 

スクリプトが実行されます。 

スクリプトが問題なく実行されると、ウィザードが完了します。実行中にエラーが発生した場合は、ウィザー

ドに該当するエラーメッセージが表示されます。 

 



 

 

制限と警告 

安心ネットセキュリティには、製品の操作上は重大ではない多くの制限があります。 

以前のバージョンからのアップグレードにおける制限 

安心ネットセキュリティの次のバージョンがコンピューターにインストールされている場合にアップグレード

が可能です： 

 安心ネットセキュリティ Ver.13 

 安心ネットセキュリティ Ver.15 

 安心ネットセキュリティ Ver.16 

それ以前のバージョンからのアップグレードはサポートされません。 

安心ネットセキュリティ Ver.12を削除すると、ファイルのバックアップコピーと隔離されているファイルは、

新しい形式に変換されます。安心ネットセキュリティ Ver.13 およびそれ以降のバージョンのバックアップ

ストレージはその形式がサポートされており、新しい形式に変換する必要はありません。 

安心ネットセキュリティのアップグレード機能には次の制限があります： 

 安心ネットセキュリティの以前のバージョンがアップグレードされると、次の製品設定が既定の設

定に置き換えられます： 

 安心ネットセキュリティの表示の設定 

 スキャンスケジュール 

 Kaspersky Security Network への参加の設定 

 ファイル保護の保護レベル 

 メール保護の保護レベル 

 アップデート元 
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 信頼する URL のリスト 

 危険サイト診断の設定 

 安心ネットセキュリティを以前のバージョンからアップグレードした後は、以前に保存されていた設

定で本製品の自動実行が無効になっていた場合でも、本製品が自動的に起動します。その後オ

ペレーティングシステムを再起動した後では、以前に保存されていた設定で本製品の自動実行が

無効になっていれば、本製品は自動的に起動しません。 

特定のコンポーネントの操作とファイルの自動処理における制限 

感染したファイルは、Kaspersky Lab が作成したルールに従って自動的に処理されます。これらのルー

ルを手動で変更することはできません。ルールは、定義データベースと製品モジュールのアップデートに

続いて更新できます。ファイアウォール、アプリケーションコントロール、実行アプリケーションの制限の

ルールも自動的に更新されます。 

Web サイトの証明書チェックとファイルスキャンの制限 

Web サイトの証明書のチェック時または Web サイトのファイルのスキャン時に、本製品は情報を得るた

めに Kaspersky Security Network に連絡する場合があります。Kaspersky Security Network から

データを読み出せなかった場合は、ファイルが感染しているかどうか、ローカルの定義データベースを基

に、信頼できない証明書なのかどうかを、本製品が判断します。 

システムウォッチャーの機能の制限 

クリプター（ユーザーファイルを暗号化する悪意のあるソフトウェア）に対する保護には、次の制限がありま

す： 

 この機能をサポートするためにシステムの一時フォルダーが使用されます。一時フォルダーのあ

るシステムドライブのディスク容量が、一時ファイルを作成するのに十分でない場合、クリプターに

対する保護は提供されません。この場合、ファイルがバックアップされないこと（保護が提供されな

いこと）を知らせる通知は、アプリケーションに表示されません。 

 安心ネットセキュリティの終了時、またはシステムウォッチャーを無効にしたとき、一時ファイルは

自動的に削除されます。 
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 安心ネットセキュリティを緊急で終了させた場合、一時ファイルは自動的に削除されません。一時

ファイルを削除するには、一時フォルダーを手動で削除します。そのためには、［実行］ウィンドウ

（Windows XP のファイル名を指定して実行コマンド）を表示し、［開く］に「%TEMP%」を入力します。

［OK］をクリックします。 

暗号化された接続のスキャンの制限 

スキャンアルゴリズムの実装に関する技術的な制限が原因で、暗号化された接続のスキャンは TLS 1.0 

プロトコルおよび以降のバージョン（特に、NPN および ALPN）の特定の拡張子をサポートしません。こ

れらのプロトコルを介した接続には制限がある場合があります。SPDY プロトコルを用いたブラウザーは、

接続が確立されているサーバーが SPDY をサポートしていても、SPDY の代わりに TLS プロトコルを

通じて HTTP の使用をサポートします。これは接続のセキュリティレベルには影響しません。サーバーが 

SPDY プロトコルのみをサポートしており、HTTPS プロトコルによる接続を確立できない場合、本製品は

確立された接続を監視しません。 

安心ネットセキュリティは、HTTPS/2 プロキシのトラフィックの処理をサポートしません。HTTP/2 プロトコ

ルの拡張を経由して送信されたトラフィックは処理されません。 

安心ネットセキュリティは、復号化できる安全な接続のみを監視します。本製品は、除外リスト（［ネットワー

ク設定］ウィンドウで［Web サイト］をクリック）に追加されている接続を監視しません。以下の機能は、暗

号化されたトラフィックの復号化とスキャンを既定で実行します。 

 ウェブ保護 

 ネット決済保護 

 危険サイト診断 

 保護者による管理 

ユーザーが Google Chrome ブラウザーを使用しており、カスペルスキー プラグインが無効になってい

る場合、安心ネットセキュリティは暗号化されたトラフィックを復号化します。 

迷惑メール対策の操作に関する警告 

迷惑メール対策の機能は、迷惑メール対策の設定ファイルを編集することで設定できます。 
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保護されたブラウザーモードにおけるルートキットのカーネルメモリスキャンの指定 

保護されたブラウザーモードで信頼できないモジュールが検知されると、悪意のあるソフトウェアの検知に

関する通知が、新しいブラウザータブで表示されます。これが起こった場合は、ブラウザーを閉じてコン

ピューターの完全スキャンを実行してください。 

クリップボードのデータ保護の指定 

安心ネットセキュリティは、アプリケーションのクリップボードへのアクセスを次の場合に許可します： 

 アクティブウィンドウのアプリケーションが、クリップボードにデータを貼り付けようとしている。現在

使用しているウィンドウは、アクティブウィンドウである。 

 アプリケーションの信頼できるプロセスが、クリップボードにデータを貼り付けようとしている。 

 アプリケーションの信頼できるプロセスまたはアクティブウィンドウによるプロセスが、クリップボー

ドからデータを取得しようとしている。 

 以前クリップボードにデータを貼り付けたアプリケーションのプロセスが、クリップボードからその

データを取得しようとしている。 

感染したファイルの各コンポーネントによる処理の詳細 

既定では、駆除できない感染したファイルを本製品で削除できます。既定では、アプリケーションコントロー

ル、メール保護、ファイル保護などのコンポーネントによるファイルの処理中、スキャンタスクの実行中、お

よびシステムウォッチャーによるアプリケーションの悪意のある動作の検知時に、削除を実行できます。 

安心ネットセキュリティの開発元である Kaspersky Lab製品の互換性に関する警告 

Kaspersky Lab 製品と一緒に本製品をインストールする場合、次の安心ネットセキュリティのコンポーネ

ントの操作は保護されたブラウザーで制限されます： 

 ウェブ保護（フィッシング対策を除く） 

 保護者による管理 

 危険サイト診断 
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 バナー広告対策 

メッセンジャー保護と保護者による管理の変更に関する警告 

安心ネットセキュリティ 2016 のメッセンジャー保護機能では、IRC プロトコルで送信されるメッセージは

スキャンされません。 

安心ネットセキュリティ 2016 の保護者による管理機能では、インスタントメッセンジャーで送信されるメッ

セージはスキャンされません。 

レポートファイルに含まれる個人情報について 

レポートファイルは、コンピューターにローカルに保存されます。 

レポートファイルは %allusersprofile%¥Kaspersky Lab¥AVP16.0.0¥Report¥Database にあります。 

以下のファイルにレポートが保存されます： 

 reports.db 

 reports.db-wal 

 reports.db-shm（個人情報は一切含みません） 

安心ネットセキュリティでセルフディフェンスが有効になっている場合、レポートファイルは不正なアクセス

から保護されます。セルフディフェンスが無効になっている場合、レポートファイルは保護されません。 

レポートファイルには、ファイル保護、メール保護、迷惑メール対策、ウェブ保護、保護者による管理など

の保護機能の動作中に取得された個人情報が含まれることがあります。 

レポートファイルには、以下の個人情報が含まれることがあります： 

 ユーザーのデバイスの IP アドレス 

 ブラウザーの履歴 

 ブラウザーとオペレーティングシステムのバージョン 

 クッキーなどのファイル名とパス 
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 メールアドレス、送信者、メールの題名、メールの本文、ユーザー名、連絡先リスト 

自動実行プロセスの動作の詳細 

自動実行プロセスは、動作の結果をログに記録します。そのデータは「kl-autorun-<date><time>.log」と

いう名前のテキストファイルに記録されます。データを表示するには、［ファイル名を指定して実行］ウィンド

ウ（Windows XP では［ファイル名を指定して実行］コマンド）の［名前］に「%TEMP%」と入力し、［OK］を

クリックします。 

すべてのトレースファイルは、自動実行プロセスの動作中にダウンロードされた設定ファイルと同じパスに

保存されます。データは、自動実行プロセスの動作中に保存され、プロセスが終了すると完全に消去され

ます。データはどこにも送信されません。 

Device Guard 機能を有効にした Microsoft Windows 10 における安心ネットセキュリティの制限事

項 

本製品のインターフェイスからネットワーク攻撃防御機能を有効にすることができません。 

以下の機能の動作が一部制限されます： 

 ルートキットの検知と駆除（コンピューター再起動後のファイルの駆除、レジストリに自動実行キー

を作成する悪意のあるソフトウェアの検知） 

 ヒューリスティック分析（疑わしいアプリケーションの起動のエミュレーション） 

使用許諾契約書と Kaspersky Security Network に関するイベントの Windows イベントログへの

記録 

使用許諾契約書に対する同意と不同意、Kaspersky Security Network への参加に対する同意と不同意

に関するイベントが、Windows のイベントログに記録されます。 

Kaspersky Security Network によるローカルアドレスの評価の確認における制限 

ローカルリソースへのリンクは、Kaspersky Security Network でスキャンされません。 

 



 

 

用語解説 
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iChecker 

スキャンパラメータ（定義データベースとスキャン設定）が変更されていない場合は、前回のスキャン以降

に変更のないオブジェクトを除外することで、スキャンの速度を向上させる技術。各ファイルの情報は、専

用の定義データベースに保存されます。この技術は、リアルタイム保護モードとオンデマンドスキャンモー

ドの両方で使用されます。 

たとえば、スキャンの結果、「感染していない」と認識された圧縮ファイルがあるとします。この圧縮ファイル

に変更が加えられた場合やスキャン設定が変更された場合を除き、次回のスキャンでは、この圧縮ファイ

ルはスキップされます。新しいオブジェクトが追加されたために圧縮ファイルの内容が変わった場合、ス

キャン設定が変更された場合、または定義データベースがアップデートされた場合、この圧縮ファイルは

再びスキャンされます。 

iChecker 技術に関する注意事項： 

 サイズの大きなファイルは、前回のスキャン以降に変更されたかどうかをチェックするよりも、ファ

イルをスキャンするほうが速いため、この技術の使用は適していません。 

 また、サポートしていないファイル形式があります。 

 

Kaspersky Security Network（KSN） 

Kaspersky Lab のオンラインナレッジベースへのアクセスを提供するクラウドサービスのインフラストラク

チャー。ナレッジベースには、ファイル、Web リソース、ソフトウェアの評価に関する情報が置かれていま

す。Kaspersky Security Network から得たデータは、脅威に対する Kaspersky Lab の製品の対応を
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迅速にするため、保護機能のパフォーマンスを向上させるため、誤検知の確率を低減するために使用さ

れます。 

 

あ 

安心ネットセキュリティ のアップデートサーバー 

定義データベースと製品モジュールをアップデートする Kaspersky Lab の HTTP サーバー。 

悪意のある Web サイトの定義データベース 

内容が危険と判断される Web サイトの URL のリスト。Kaspersky Lab が作成したリストは定期的に

アップデートされ、製品で使用されます。 

アクティベーションコード 

安心ネットセキュリティのサービス申込み時に受け取るコード。製品のアクティベーションに必要です。 

アクティベーションコードは、「xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx」の形式の英数字の一意な並びです。 

アップデート 

アップデートサーバーから取得した新しいファイル（定義データベースや修正モジュール）の差し替えや追

加の処理。 

アップデートパッケージ 

定義データベースをアップデートするために設計されたファイルパッケージ。安心ネットセキュリティは、

アップデートサーバーからアップデートパッケージをコピーし、自動的にインストールおよび適用します。 
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う 

ウイルス 

自身のコードを追加して別のプログラムに感染するプログラム。ファイルの実行時などに感染します。 

 

お 

オブジェクトのブロック 

サードパーティのアプリケーションからオブジェクトへのアクセスを拒否します。ブロックしたオブジェクトの

読み取り・実行・変更・削除はできません。 

か 

隔離 

駆除時に変更または削除したファイルのバックアップコピーを置くための専用フォルダー。ファイルのコ

ピーは特別な形式で保存されているため、コンピューターに対する危険はありません。 

感染したオブジェクト 

よく知られた悪意のあるソフトウェアのコードと部分的に完全に一致するコードの一部が含まれるオブジェ

クト。そのようなオブジェクトにはアクセスしないでください。 

感染の可能性があるオブジェクト 

既知の脅威を修正したコード、またはその動作から脅威のコードと類似しているオブジェクト。 
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き 

キーロガー 

ユーザーが押したキーに関する情報を隠れて記録するように設計されたプログラム。キーストロークの記

録を傍受します。 

脅威のレベル 

オペレーティングシステムにどの程度の脅威を与えるかを示す指標。脅威のレベルは、次の 2 つの基準

に基づき、ヒューリスティック分析を使用して計算されます： 

 静的条件：アプリケーションの実行ファイルに関する条件（ファイルのサイズ、作成日時など） 

 動的条件：仮想環境でアプリケーションの動作をシミュレーションするときに使用される条件（アプ

リケーションのシステムコールの分析） 

脅威のレベルにより、悪意のあるソフトウェアに典型的な動作を検知できます。脅威のレベルが低いほど、

オペレーティングシステム内で実行が許可される動作が増えます。 

競合するソフトウェア 

サードパーティ製のウイルス対策製品、または本製品の開発元であるカスペルスキー製品で、安心ネット

セキュリティと共存できないソフトウェア。 
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こ 

誤検知 

感染していないオブジェクトがウイルスのコードに似たコードを持っているために、誤って感染したオブジェ

クトとして分類されること。 

 

し 

自己解凍型の圧縮ファイル（パッカー） 

解凍プログラムとオペレーティングシステムに対する実行命令を含む圧縮ファイル。 

準スパム 

はっきりとスパムであるとみなせないが、スパム属性のいくつかを持つメール（特定の種別のメールや広

告メールなど）。 

信頼グループ 

安心ネットセキュリティは、アプリケーションまたはプロセスを、デジタル署名の存在、KSN での評価、製

造元の信頼レベル、アプリケーションまたはプロセスにより実行される動作の潜在的危険性の各基準に

よって、グループに分けます。アプリケーションが属する信頼グループに基づいて、安心ネットセキュリティ

はオペレーティングシステムでアプリケーションが実行する動作を制限できます。 

アプリケーションは、次の信頼グループの 1 つに属します：許可、弱い制限付き、強い制限付き、ブロック 
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信頼済みプロセス 

リアルタイム保護モードにおいて、ファイル操作を製品によって制限しないソフトウェアプロセス。信頼済み

プロセスで疑わしい動作が検知された場合、そのプロセスは信頼済みプロセスのリストから除外され、動

作がブロックされます。 

 

す 

スクリプト 

一般に特定のタスクを実行するために開発された小さなコンピュータープログラムまたはプログラムの独

立した部分（関数）。多くの場合、ハイパーテキストに埋め込まれたプログラムで使用されます。たとえば、

特定の Web サイトを開くと、スクリプトが実行されます。 

リアルタイム保護が有効な場合、スクリプトの実行が追跡され、インターセプトされ、スキャンが行われて

ウイルスの有無が調べられます。スキャンの結果に基づいて、スクリプトの実行をブロックまたは許可でき

ます。 

スタートアップオブジェクト 

コンピューターにインストールされているオペレーティングシステムとソフトウェアの起動および正常な動作

に必要な一連のプログラム。これらのオブジェクトは、オペレーティングシステムの起動時に毎回実行され

ます。自動実行オブジェクトに特化して感染するウイルスが存在します。こうしたウイルスは、たとえばオペ

レーティングシステムの起動をブロックします。 

スパム 

大量に送信される未承諾メール。ほとんどの場合、広告が含まれています。 
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せ 

脆弱性 

悪意のあるソフトウェアの作成者がオペレーティングシステムまたはアプリケーションに侵入し、その完全

性を破壊するという行為のために使用される可能性のあるオペレーティングシステムまたはアプリケー

ションの欠陥。オペレーティングシステムに多数の脆弱性があると、システムの信頼性が損なわれます。

脆弱性を利用して侵入したウイルスがシステム自体、およびインストール済みアプリケーションの動作に

障害を起こすためです。 

製品のアクティベーション 

すべての機能が利用できるライセンスへの切り替え。アクティベーションは製品のインストール中またはイ

ンストール後にユーザーが行います。アクティベーションを実行するには、アクティベーションコードが必要

です。 

セキュリティレベル 

各機能に対する設定の事前定義された集まり。 

 

た 

タスク 

製品の機能は、次のようなタスクの形式で実装されます：完全スキャンタスクまたはアップデートタスク。 

タスクの設定 

それぞれの種別のタスクに特有の設定。 
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て 

定義データベース 

安心ネットセキュリティの開発元である Kaspersky Lab が把握しているコンピューターセキュリティ上の脅

威の情報が含まれるデータベース。データベースの公開時点までの情報が含まれています。定義データ

ベース内のエントリによって、スキャンしているオブジェクトで悪意のあるコードを検知できます。定義デー

タベースは Kaspersky Lab によって作成され、1 時間ごとにアップデートされます。 

ディスクブートセクター 

コンピューターのハードディスク、フロッピーディスク、その他のデータ記憶領域デバイス上の特別な領域。

ディスクのファイルシステムに関する情報とオペレーティングシステムを起動するブートローダープログラ

ムが置かれます。 

ブートセクターに感染するウイルスは多数存在し、それらはブートウイルスと呼ばれます。製品は、ブート

セクターをスキャンし、感染が見つかった場合は駆除します。 

デジタル署名 

ドキュメントまたはアプリケーションに埋め込まれる暗号化されたデータのブロック。デジタル署名は、ド

キュメントやアプリケーションの作成者を識別するために使用されます。デジタル署名を作成するには、ド

キュメントまたはアプリケーションの作成者は、作成者の識別情報を提供するデジタル証明書を持ってい

る必要があります。 

デジタル署名により、データソースとデータの完全性を確認し、偽者からユーザー自身を保護することがで

きます。 
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と 

トラフィックのスキャン 

すべてのプロトコル（HTTP、FTP、他のプロトコル）によって送信されるオブジェクトに対して、定義データ

ベースの最新バージョンからの情報を使用して行われるリアルタイムスキャン。 

トレース 

デバッグモードでの実行。各コマンドの実行が終了するたびに製品を停止し、このステップの結果を表示し

ます。 

 

は 

ハイパーバイザー 

1 台のコンピューターで複数のオペレーティングシステムの並列処理をサポートするアプリケーション。 

 

ひ 

ヒューリスティック分析 

定義データベースにまだ追加されていない情報に関する脅威を検知する技術。ヒューリスティック分析は、

オペレーティングシステムでセキュリティの脅威となるふるまいをしているオブジェクトを検知します。ヒュー

リスティック分析で検知されたオブジェクトは、感染の可能性があるオブジェクトとみなされます。たとえば、

悪意のあるオブジェクトに典型的なコマンドシーケンス（ファイルを開く、ファイルに書き込む）が含まれる場

合、そのオブジェクトは感染の可能性があるとみなされます。 
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ふ 

ファイル名マスク 

ワイルドカードを使用したファイル名の表記。ファイル名マスクで使用される標準的なワイルドカードは「*」

と「?」です。「*」は任意の文字数の文字列を表し、「?」は任意の 1 文字を表します。 

フィッシング 

ユーザーの機密データへの不正アクセスを目的としたインターネット詐欺の一種。 

フィッシングサイトの定義データベース 

Kaspersky Lab によってフィッシングサイトであると定義された URL のリスト。この定義データベースは

定期的にアップデートされており、製品の一部となっています。 

プロトコル 

クライアントとサーバーの間のやりとりを統制するための、明確に定義されて標準化された一連のルール。

よく知られているプロトコルと関連サービスには、HTTP、FTP、NNTP などがあります。 

 

ほ 

保護機能 

特定の種別の脅威に対する保護を目的として安心ネットセキュリティの一部を構成する機能（迷惑メール

対策、フィッシング対策など）。各機能は他の機能と比べて独立しており、個別に構成したり外したりできま

す。 
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保護されたブラウザー 

標準的な Web ブラウザーの専用操作モードは、金融活動やオンラインショッピング向けに設計されまし

た。保護されたブラウザーを使用して、銀行や決済システムの Web サイトで入力する個人情報（口座番

号、オンラインバンキングサービスにログインするためのパスワードなど）を確実に保護します。また、オン

ラインで送金を行う際にもその資産を盗難から保護します。一方で、Web サイトへのアクセスに使用して

いる標準のブラウザーは、保護されたブラウザーの起動を知らせるメッセージを表示します。 

 

み 

未知のウイルス 

定義データベースに情報が登録されていない新しいウイルス。通常、オブジェクト内の未知のウイルスは

ヒューリスティック分析によって検知されます。これらのオブジェクトは感染の可能性があるオブジェクトに

分類されます。 

 

も 

モジュール 

該当する製品の主要タスクを実行するためにインストールパッケージに含まれるファイル。実行されるタス

クの種別（保護、スキャン、定義データベースおよび製品モジュールのアップデート）ごとに対応するアプリ

ケーションモジュールがあります。 



 

用語解説 

164 

 

 

る 

ルートキット 

オペレーティングシステムへの侵入や悪意のあるソフトウェアの痕跡を隠すために開発されたプログラム

またはプログラムのセット。 

Windows ベースのシステムでは、一般にルートキットとは、システムに侵入し、システム機能（Windows 

API）をインターセプトするプログラムを言います。低レベルの API 機能のインターセプトと変更はメインメ

ソッドであり、この種のプログラムはシステム内での自分の存在を完全に隠すことができます。そのうえ、

ルートキットは、ディスクに格納されたプロセス、フォルダー、ファイルの存在のみならず、ルートキットの構

成に記述されている場合はレジストリキーの存在も隠すのが一般的です。多くのルートキットは、システム

に独自のドライバーとサービスをインストールします（それらも「不可視」です）。 



 

 

AO Kaspersky Lab 

Kaspersky Lab は、ウイルス、マルウェア、未承諾メール（スパム）、ネットワーク攻撃、ハッカー攻撃など

の脅威からコンピューターを保護するシステムの開発企業として、世界各国で高く評価されています。 

2008 年、Kaspersky Lab は、エンドユーザー向け情報セキュリティソフトウェアのソリューション開発企

業として、世界第 4 位に選ばれました（『IDC Worldwide Endpoint Security Revenue by Vendor』）。ま

た、コンピューター保護システムの開発企業としてロシアのホームユーザーから高い支持を受けています

（『IDC Endpoint Tracker 2014』）。 

Kaspersky Lab は、1997 年にロシアで設立され、現在、31か国に 34 の事業所を有する国際的な企

業グループとなっています。3,000 名を超える高度な技術を有するエキスパートが働いています。 

製品：Kaspersky Lab の製品は、スマートフォンから家庭用 PC、大規模な企業ネットワークにいたるま

で、すべてのシステムを保護します。 

個人向けの製品構成には、デスクトップパソコン、ノート型パソコン、そしてタブレット PC やスマートフォン

などのモバイル端末向けのアンチウイルス製品が含まれます。 

また、ワークステーションやモバイル端末、仮想マシン、ファイルサーバー、Web サーバー、メールゲート

ウェイ、ファイアウォールなどのソリューションやテクノロジーに対する保護と管理を提供しています。さらに、

DDoS 攻撃に対する保護、産業用制御システムの保護、金銭をねらう詐欺の防止に特化した製品も提供

しています。これらのソリューションを Kaspersky Lab の一元管理システムと組み合わせて使用すること

で、あらゆる規模の企業や組織がコンピューターに対する脅威から効率的に保護されます。Kaspersky 

Lab の各製品は、主要な検査機関で認定されており、多数のアプリケーション開発企業の製品と互換性

があります。また、さまざまなハードウェアプラットフォーム向けに最適化されています。 

Kaspersky Lab のウイルスアナリストは、24 時間体制で活動しており、毎日発生する膨大な数のコン

ピューターの脅威を見つけ出し、駆除ツールを作成し、それらの脅威のシグネチャを Kaspersky Lab 製

品で使用する定義データベースに登録しています。 

技術：現在のウイルス対策ツールに不可欠な技術の多くは、Kaspersky Lab が最初に開発したものです。

そのため、多くの開発企業が自社製品にカスペルスキー アンチウイルスのカーネルを使用しています。
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例として、Alcatel-Lucent、Alt-N、Asus、BAE Systems、Blue Coat、Check Point、Cisco Meraki、

Clearswift、D-Link、Facebook、General Dynamics、H3C、Juniper Networks、Lenovo、Microsoft、

NETGEAR、Openwave Messaging、Parallels、Qualcomm、Samsung、Stormshield、Toshiba、

Trustwave、Vertu、ZyXEL が挙げられます。また、Kaspersky Lab の革新的な技術の多くは特許を受

けています。 

成果：長年にわたって、Kaspersky Lab はコンピューターに対する脅威に対抗する上で果たした貢献が

評価され、数々の賞を受賞しております。2014 年には、定評あるオーストリアの検査機関 

AV-Comparatives が実施するテストと調査で、Advanced+ 評価の数で上位 2 社のうちの 1 社となり、

最高位となる Top Rated の評価を受けました。しかし、最も大きな成果は、世界各国のユーザーの信頼

を獲得したことと言ってよいでしょう。Kaspersky Lab の製品と技術は、4 億人を超えるユーザーと 27 

万社を超える法人クライアントを保護しています。 

  

Kaspersky Lab の Web サイト： http://www.kaspersky.com  

ウイルス百科事典（英語）： http://www.securelist.com  

ウイルスラボ： http://newvirus.kaspersky.com（疑わしいファイルや 

Web サイトを分析します） 

Kaspersky Lab Web フォーラム： http://forum.kaspersky.com  

  

 

http://www.kaspersky.com/
http://www.securelist.com/
http://newvirus.kaspersky.com/
http://forum.kaspersky.com/


 

 

サードパーティ製のコードに関する情報 

サードパーティのコードに関する情報は legal_notices.txt という名前のファイルに入っており、本製品の

インストールフォルダーに格納されています。 

 



 

 

商標に関する通知 

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。 

Google、Google Chrome、Chrome、YouTube は、Google, Inc. が所有する商標です。 

Intel、Celeron、および Atom は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。 

Bing、Internet Explorer、Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国およびその他の国における 

Microsoft Corporation の登録商標です。 

Mail.ru は Mail.ru LLC の商標です。 

Mozilla および Firefox は、Mozilla Foundation の商標です。 

Skype は Skype の商標です。 

VMware は、米国およびその他の法域における VMware, Inc. の商標または登録商標です。 

 


