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 はじめに 

岐阜大学情報連携統括本部では、2017年秋にウイルス対策ソフトを Sophos社製品から

F-secure社製品に変更することになりました。 

このことより、現在 Sophosをインストールしている PCから、Sophosをアンインストー

ルし、新たに F-secureをインストールすることが必要になります。 

Sophosを使い続けることは、重大なライセンス違反になると同時に、ウイルス定義ファ

イルが更新されなくなり、日々進化する脅威から PCを守れなくなりますので、速やかに

作業を行ってください。 

 

 アンインストール前の注意点 

Sophosのアンインストールを実施する前に、F-secureのインストールファイルを情報

館 Webサイトよりダウンロードしていただき、Sophosをアンインストール後、ただちに

F-secureがインストールできる環境を整え、PCにウイルス対策ソフトがインストールさ

れていない時間を減らすようにしてください。 

アンインストール・インストール作業は、管理者権限を持つユーザで行う必要がありま

す。ログイン時にご注意ください。 

Sophosのバージョンが古いままアンインストールを実施すると、正常にアンインストー

ル出来ない恐れがあります。手順に従って最新版に更新した後に、アンインストールを実

施してください。 

Sophos以外の体験版を含むウイルス対策ソフトがインストールされている場合も、F-

secureのインストール時に競合してしまいますので、不要なウイルス対策ソフトはアンイ

ンストールを実施してください。 

Windows Updateを実行し OSが最新の状態になっていることを確認した上で、Sophosの

アンインストールを実施してください。 

 

 アンインストール時の注意点 

次頁よりアンインストールの手順を記しますが、手順通りにプログラムのアンインス

トールを行わないと、一部または全部の Sophos のプログラムがアンインストール出来な

くなる恐れがあります。 

Sophosのアンインストールが完了しないと、F-secureがインストールできませんの

で、必ず手順を守ってアンインストール作業を行ってください。 

 

  



Ver.1.5.2 

 

- 2 - 

 Sophosのアンインストール 

 最新の状態を確認 

 

 

 

タスクバーにある Sophosのアイコンを
右クリックし、『Sophos Endpoint 
Security and Control（O）』をクリッ
クしてください。 

  

Sophos Endpoint Security and 
Controlを開く際に、許可を求められ
ますので、『はい（Y）』』を押して、許
可を与えてください。 

  

Sophos Endpoint Security and 
Controlの左画面に表示されるステー
タスから、製品バージョンが 10.7に
なっているか確認してください。 

前回のアップデート日時がアンインス
トールする当日になっているか確認し
てください。 

 

 

 

  

製品バージョンが 10.7でなかった場合
や、前回のアップデート日時がアンイ
ンストールする当日の直近の時間に
なっていなかった場合は、タスクバー
にある Sophosのアイコンを右クリック
し、『今すぐアップデートする（N）』を
クリックして、最新版に更新してくだ
さい。 

 

最新版への更新は、数分から数十分か
かります。 

アップデートの進行状況は、『アップ
デートステータスを表示する（U）』を
クリックすると確認できます。 

 

『今すぐアップデートする（N）』を実
施し、暫く時間が経っても製品バー
ジョンが 10.7にならない場合は、この
マニュアルの『2.3各種プログラムの
アンインストール』にある、 

《アンインストールする順番》の 

3.Sophos Anti-Virus 

5.Sophos AutoUpdate 
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 Sophos AutoUpdate Service の停止 

  

《Windows7》 

『プログラムとファイルの検索』に 

services.msc（エス・イー・アール・
ブイ・アイ・シー・イー・エス・ドッ
ト・エム・エス・シー）と入力して
『Enterキー』を押します。 

 

 

 

この 2つのプログラムのバージョンを
確認してください。 

 

※ Sophos Anti-Virusのバージョンが
10.6以降かつ、Sophos AutoUpdate
のバージョンが 4.3.10.27若しく
は 5.2.0.276の場合は、Sophos 
AutoUpdateをアンインストールす
る際にエラーが発生し Sophos 
AutoUpdateだけがアンインストー
ル出来ない場合がありますが、こ
のマニュアルの通り最後まで
（『3.4 ブラウザ保護機能の追加』
まで）作業を実施した上で、情報
館 Webサイト『ウィルス対策ソフ
トウェア更新』のページに掲載さ
れている『追補版マニュアル：
Sophos AutoUpdateだけが削除でき
なかった場合』をご覧いただき、
別途、作業を実施してください。 

 

※ Sophos Anti-Virusのバージョンが
10.6以降かつ、Sophos AutoUpdate
のバージョンが 5.4.0.724の場合
は、 Sophos AutoUpdateのアンイ
ンストール中に左図のような警告
が 2回表示されますが、何れも
『OK』を押していただければ、
Sophosのプログラムは全てアンイ
ンストールできますので、このマ
ニュアルの通りに作業を実施して
ください。 

 

※ Sophos Aniti-Virus のバージョン
が 10.6未満の場合は、Sophos社の
サポートが終了していますので、
情報連携統括本部としましても対
応ができません。 

  

『Sophos Endpoint Security and 
Control（O）』から、アップデート日
時・製品バージョンを確認して、
Sophos Endpoint Security and 
Controlを閉じてください。 
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《Windows8.1》 

『検索』に 

services.msc（エス・イー・アール・
ブイ・アイ・シー・イー・エス・ドッ
ト・エム・エス・シー）と入力して
『Enterキー』を押します。 

 

 

《Windows10》 

『ここに入力して検索』に 

services.msc（エス・イー・アール・
ブイ・アイ・シー・イー・エス・ドッ
ト・エム・エス・シー）と入力して
『Enterキー』を押します。 

 

  

サービスの画面が開きますので、
『Sophos AutoUpdate Service』をダブ
ルクリックしてください。 

 

  

左図のプロパティ画面が表示されます
ので、『スタートアップの種類（E）』を
『自動』から『無効』にしてくださ
い。 

次に、『サービスの状態』の『停止
（T）』ボタンを押してください。 

『OK』を押してプロパティ画面を閉じ
れば、Sophos AutoUpdate Service が
停止されますので、サービスの画面を
閉じてください。 

 各種プログラムのアンインストール 

 

 

『コントロールパネル』の『プログラ
ム』から『プログラムのアンインス
トール』を選択します。 
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複数の Sophosのプログラムが表示され
ます。 

10.7の場合は、6種類の Sophosのプロ
グラムがインストールされています。 

 

  

アンインストールは以下の順番で行い
ます。 

順番通りにプログラムのアンインス
トールを行わないと、一部または全部
の Sophosのプログラムがアンインス
トール出来なくなる恐れがあります！ 

 

アンインストールは、対象のプログラ
ムを右クリックすると表示されますの
で、『アンインストール（U）』をクリッ
クし、画面の指示に従ってください。 

  

《アンインストールする順番》 

1. Sophos Network Threat Protection  

2. Sophos System Protection 

3. Sophos Anti-Virus 

4. Sophos Remote Management System  

5. Sophos AutoUpdate 

6. Sophos Endpoint Defense 

※ 3. Sophos Anti-Virusをアンインス
トールした際、左図のように再起動
を求められますが、再起動の必要は
ありませんので、『いいえ（N）』ボ
タンを押してください。 

 

※ Sophos Anti-Virusをアンインス
トールしても、左図のようにプログ
ラムの一覧に Sophos Anti-Virusが
残る場合がありますが、手順通りに
アンインストールをしていれば問題
ありません。 

 
※ Sophos AutoUpdateをアンインス

トール中に、左図のような警告が数
回表示される場合がありますが、
『OK』を押して表示を消していただ
ければ問題ありません。 

 

 

 

  

Sophos社によると以下のプログラムが
インストールされている可能性があり
ます。 
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 Sophos Patch Agent 

 Sophos Compliance Agent (NAC) 

 Sophos Network Threat Protection 

 Sophos System Protection 

 Sophos Client Firewall (SCF) 

 Sophos Anti-Virus (SAV) 

 Sophos Remote Management System 

(RMS) 

 Sophos Management Communication 

System (MCS) 

 Sophos AutoUpdate (SAU) 

 Sophos SafeGuard のコンポーネン

ト 

 Sophos Health 

 Sophos Heartbeat 

 Sophos Endpoint Defense 

該当するプログラムがない場合は、飛
ばして次のプログラムをアンインス
トールしてください。 

Sophosで使用している全てのプログラ
ムのアンインストールが完了したら、
PCを再起動してください。 

アンインストール作業途中の再起動は
必要ありません。 

  

 アンインストールの確認 

『コントロールパネル』の『プログラム』から『プログラムのアンインストール』を選

択し、Sophosで使用する全てのプログラムが削除されているかを確認してください。 
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 F-Secureのインストール 

注意！ F-Secure クライアント セキュリティ プレミアムのインストールは、必ず岐阜大

学キャンパス情報ネットワークに接続されている状態で実行してください。学外

のネットワークでインストールを行った場合、インストールが正常に完了しない

可能性があります。 

 インストーラの入手 

情報館 Webサイト『ウィルス対策ソフトウェア更新』のページより、F-secureをインス

トールする PCの OSに応じたインストーラをダウンロードし、ハードディスクの適当な場

所へ保存してください。ダウンロードしたファイルは圧縮ファイルになっていますので、

ハードディスクの適当な場所に展開します。 

 インストール作業 

  

展開した圧縮ファイルに
『WindowsPC.msi』というインストーラ
ファイルがあります。 

管理者権限をもつユーザで、このイン
ストーラファイルをダブルクリックし
てインストールを開始します。 

 

 

 

Windowsがセキュリティの警告を発す
る場合がありますが、『実行（R）』ボタ
ンを押して、インストーラを実行しま
す。 

 

 

セットアッププログラムが開始されま
す。 

『Next>』ボタンを押してください。 
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『Install』ボタンを押して、インス
トールを開始します。 

 

 

 

 

 

Windowsからデバイス変更の許可を求
められますので、『はい』ボタンを押し
て許可をします。 

 

 

インストールと同時にソフトウェアの
アップグレードも行われますが、ユー
ザ側での作業は、下の画面が表示され
るまで特にありません。 

 

許可を求められる時は、上記の操作の
ように『はい』・『Next』などのボタン
を押して、画面の指示に従ってくださ
い。 

 

 

『Finish』ボタンを押して、インス
トールを完了してください。 

  

左図の画面が表示された場合は、イン
ストールが正常に完了していません。 

 

ご利用になられている全てのブラウザ
（Internet Explorer・Firefox等）の
キャッシュを消去して、PCを再起動後
に再度インストールをお試しくださ
い。 

 

手順通り実施してもインストールでき
ない場合は、下記問合せ先まで連絡く
ださい。 
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 インストールの確認 

 

 

 

 

画面下のタスクバーに F-Secureのアイ
コンがあるか確認してください。 

アイコンの色が緑色の場合は正しく動
作しています。オレンジ色や赤色だっ
た場合は、何らかの機能が正しく動作
していません。 

なお、インストール直後はウイルス定
義ファイルが最新ではないので、アイ
コンが緑色でない場合や、アイコン上
に『！』が表示される可能性がありま
す。 

 

  

タスクバーのアイコンをダブルクリッ
クすると F-Secureの管理画面が起動し
ます。 

『ステータス』からそれぞれの機能が
有効になっているか確認してくださ
い。インストール直後は、『ウイルスと
スパイウェア スキャン』・『スケジュー
ルスキャン』が更新中であると表示さ
れますが、数分～数十分で更新中の表
示が消えますので、更新中と表示され
ている時に PCの電源は切らないでくだ
さい。 

また、スケジュールスキャンを任意の
日時で設定することを推奨します。 

 

 ブラウザ保護機能の追加 

ブラウザ保護機能は、検索エンジンで表示される個々の Web サイトへのリンクに対し

て安全性評価を追加し、ユーザが危険なリンクをクリックすることを阻止できます。 

F-secureをインストール後、初めてブラウザを起動した際に以下のようなメッセージが

表示されます。 

 

 

 

 

《Internet Explorer》 

画面下にアドオン使用の許可が表示さ
れますので、『有効にする（E）』ボタン
を押してください。 

 

後から設定する場合は Internet 
Explorerの 『ツール（Alt+X）』から
『アドオンの管理（M）』をクリック
し、 Brpwsing Protection by F-
secureを有効にしてください。 
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 F-Secureをインストール後、初めてブラウザを起動したときに、アドオン追加の許可

が表示されます。 

情報連携統括本部としましては、ブラウザ保護機能のアドオンをインストールすること

を強く推奨します。 

なお、Micorsoft社の edgeと上記以外のブラウザは、この機能をご利用いただけませ

ん。 

  

《Firefox》 

画面にアドオン追加の許可が表示され
ますので、『このインストールを許可す
る』にチェックを入れて、『次へ』ボタ
ンを押して、画面の指示に従ってくだ
さい。 

 

後から設定する場合は、Firefoxの
『ツール（T）』から『アドオン（A）』
をクリックし、Brpwsing Protection 
by F-secureを有効にしてください。 

  

《Chrome》 

画面内にポップアップで拡張機能の追
加の許可が表示されますので、『拡張張
機能を有効にする』ボタンを押してく
ださい。 

 

後から設定する場合は、Chromeの
『Chromeの設定』から『その他のツー
ル（L）』→『拡張機能（E）』をクリッ
クし、 Brpwsing Protection by F-
secureを有効にしてください。 
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 お問い合わせ 

Sophosのアンインストール・F-Secureのインストールについてお問い合わせいただく

際は、エラー画面のスクリーンショットをお撮りいただき、OSのバージョンと何ビット版

か、Sophosのどのプログラムのどのバージョンが残っているのかをご確認のうえ、電子

メール若しくはお電話で下記窓口までお問い合わせください。 

 

 情報連携統括本部 

   ✉ imc-help@gifu-u.ac.jp 

   ☎ 内線 2041 

 


