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1.はじめに
1-1 このマニュアルについて
このマニュアルは，本学の教員を対象に配布しているウイルス対策ソフトウェア「F-Secure」の MAC 版をインストールする
手順をまとめたものとなります。インストールに際していくつか重要な注意事項もございますので，必ずインストール前
にご一読ください。

1-2 MAC 版 F-Secure インストールの流れ
MAC 版 F-Secure のインストールの流れは，おおよそ以下の流れとなります。
詳細は「2. MAC 版 F-Secure インストール手順（詳細）
」をご確認ください。
1.F-Secure のインストーラをダウンロードする
岐阜大学情報館の web ページからインストールに必要なファイル（インストーラ）をダウンロードしてください。
岐阜大学情報館：https://www.imc.gifu-u.ac.jp/
インストーラの場所：サービス紹介＞情報セキュリティ＞ウイルス対策ソフトウェア
2.インストール済みのウイルス対策ソフトウェアをアンインストールする
複数のウイルス対策ソフトウェアが同時に動作するとお使いのパソコンに重大なトラブルを引き起こすおそれ
があります。すでにお使いのパソコンにウイルス対策ソフトウェアがインストールされている場合は，アンイン
ストールしてください。アンインストール方法は，インストールされているウイルス対策ソフトウェアのマニュ
アルに従ってください。
（F-Secure の前バージョン{Ver15.00}もアンインストールが必要です。手順は 1-4 を参
照。
）
3.インストーラを起動させ，インストールを実行する
1.にてダウンロードしたインストーラを起動し，画面の指示に従ってインストールを行ってください。
「インスト
ールが完了しました」という旨のメッセージが表示されたら完了です。
なお，インストールの終盤にて自動実行される初回アップデートの処理は 20 分以上かかる場合があります。この
間，
「アップデートに失敗しました」などのメッセージが出る場合がありますが，正常な動作ですのでそのままお
待ちください。

1-3 mac OS 12「Monterey」へのアップグレードについて
2021 年 12 月 13 日にリリースされた mac OS 12「Monterey」では，内部プログラムが古いバージョンの F-Secure では正常に
動作しない可能性があります。
このためF-Secureをver.15.03以上にアップデートする必要があります。F-Secure ver.15.03
以前のものをお使いの場合，mac OS 12「Monterey」へのアップグレード前に、必ず現在ご利用の F-Secure をアンインスト
ールしてください。
なお，現在情報館の Web ページにて配布している最新の MAC 版 F-Secure は「Monterey」対応バージョンとなっています。
なお，最新の F-Secure をインストールするタイミングについては，
「Monterey」アップグレード前でも，アップグレード後
でも，どちらでも問題なくインストールできます。

1-4 F-Secure のアンインストールについて
F-Secure には専用のアンインストーラが存在しますので，必ずアンインストーラを使用してアンインストールを実施して
ください。アンインストーラを使用せずに削除した場合，トラブルの原因となりますのでご注意ください。
詳細は「3.MAC 版 F-Secure アンインストール（詳細）
」をご確認ください。
なお，アンインストーラを使用せず削除した場合や，アンインストーラが正しく動作しない場合などは，F-Secure の公式
Web ページから強制削除ツールをダウンロードし，実行することで解決できる可能性がありますので，お試しください。
・F-Secure 公式 Web ページ（日本語）
：https://www.f-secure.com/jp-ja/
強制削除ツールの場所：法人＞サポート-とダウンロード＞サポート＞ツールをダウンロードする
※有効期限切れのメッセージが出た場合は，できるだけ最新版へ切り替えてください。期限切れソフトウェアの継続利
用は重大なライセンス違反となります。
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2.MAC 版 F-Secure インストール手順（詳細）
2-1 インストーラをダウンロードする
岐阜大学情報連携統括本部が配布する F-Secure は常勤の教育職員の方のみ，ダウンロードおよびインストール
が可能です。
注意事項
事務用アカウントや学生用アカウントなど，常勤教員の個人用アカウント以外ではダウンロードできませ
ん。また，組織用アカウントや個人用追加アカウントでもダウンロードできません。
１）岐阜大学情報館の Web ページにアクセスする
情報館 web ページ：https://www.imc.gifu-u.ac.jp/
・お使いのブラウザ（Safari，Firefox，Google Chrome 等）のアドレス欄に
上記 URL を直接入力してアクセスするか，または検索サイト（検索サービス）
にて「岐阜大学情報館」を検索してください。
・岐阜大学の Web ページからアクセスする場合は「図書館・附属施設」の中の
情報館をクリックしてアクセスしてください。

情報館 Web ページ
（TOP ページ）

２）情報セキュリティからウイルス対策ソフトウェアをダウンロードするページにアクセスする
情報館 Web ページの TOP ページから
「サービス紹介」→「情報セキュリティ」
→「ウイルス対策ソフトウェア」

(1)

(2)

の順にアクセスしてください。
(1)サービス紹介から情報
セキュリティを選択

(2)ウイルス対策ソフトウェ
アを選択

ウイルス対策ソフトウェア
のページ

３）説明文や注意事項をよく読み，インストーラをダウンロードして保存する
ウイルス対策ソフトウェアのページ下部にある MAC
版ウイルス対策ソフトの項目にある「インストー
ラ」をクリックしてダウンロード（保存）してくだ
さい。Safari ブラウザの標準では，ダウンロード内
に一時保存されます。

(1)
(2)
(1)「MAC 版 F-Secure」の
インストーラをクリック

なお，インストーラをクリックした際にユーザ名や
パスワードの入力を求められますので，Web メール
や AIMS 等にログインするときと同じ個人用アカウ
ントのものを入力して，次に進めてください。

(2)ユーザ ID とパスワードを入
力して「ログイン」をクリック
※ブラウザによっては「ログイ
ン」以外の表記になっている場
合があります。

インストーラ
（mpkg ファイル）

※Ver15.03 なら mac15.03_xxxxxxxxxx.mpkg

2-2 インストール済みのウイルス対策ソフトウェアをアンインストールする
古いバージョンの F-Secure を含め，すでに他のウイルス対策ソフトウェアがインストールされている場合は，
必ず先にインストールされているウイルス対策ソフトウェアをアンインストールしてください。アンインストー
ル作業は，インストールされているウイルス対策ソフトウェアのマニュアルに従って実施してください。
アンインストールにはお使いの MAC 管理者権限ユーザーアカウントが必要となります。この管理者用アカウント
は大学のメール等のものとは異なりますのでご注意ください。
F-Secure の場合,「3. MAC 版 F-Secure アンインストール手順」を参考にアンインストールを行ってください。
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2-3 インストーラを起動させ，インストールを行う
重要
必ず学内の有線 LAN や GUnetWifi に接続した状態でインストール作業を行ってください。インストール中にネットワーク
上から，最新のウイルス定義ファイルなどのダウンロードやユーザ-認証処理を行いますので，学外や OpenLAN 接続した状
態では，インストールが正常にできない可能性があります。

１）パソコンに保存したインストーラを起動させる
2-1 にて情報館 Web ページからダウンロード・保存したインストーラをクリ
ックして起動させてください。
(1)インストーラを
クリック

(2)[続ける]をクリック

komo

２）画面に従い，インストールの設定を行う

・インストーラを実行するとダウンロードファイルを確認されるので「許可」，その後プライバシーポリシーや
ライセンス規約を確認し，「続ける」「インストール」で進んでください。
・インストール中に許可を求められるので，mac の管理者権限ユーザのパスワードを入力して「ソフトウェア
をインストール」を選択してください。 ※指紋認証等で代用できる場合もあります。
・インストール完了後，インストーラは「残す」「ゴミ箱に入れる」どちらを選択しても問題ありません。

(1)ダウンロードファイルの
確認「許可」をクリック

(2)インストール手順の表示
「続ける」をクリック

(4)インストール先を選択し
「続ける」をクリック
※変更の必要なし

(3)プライバシーポリシーと
ライセンス規約を読み，
「続ける」をクリック

(6)インストール許可が確認される
ので，管理者権限ユーザーの
パスワードを入力し「ソフト
ウェアをインストール」をク
リック
(7)インストールが完了したら
「閉じる」をクリック
※「拡張機能がブロックされ
ました」と出た場合は OK を
クリック

(7)インストーラを削除するか
確認されるのでどちらかを
クリック
※どちらでもよい

(5)インストール先を確認し
「続ける」をクリック
※通常は変更の必要なし

※ M1mac をご利用の場合，「Rosetta」というソフト
ウェアのインストールを求められる場合があります。
この場合は，インストールをクリックして「Rosetta」
を先にインストールしてください。

３）F-Secure を起動して動作確認する
インストールが完了すると F-Secure の画面が表示されるので，状態の確認や拡張機能の設定を適宜行ってく
ださい。
また初回更新に数十分程度の時間を要する場合があります。
環境設定のため，数回再起動が必要になる場合がありますが，最終的に F-Secure 画面上で「コンピュータは
保護されています」と表示され，エラー状態がなくなれば問題ありません。
(重要)
インストール後，F-Secure が起動し「機能拡張がブロックされました」と表示された場合は，「セキュリティ
環境設定を開く」を選択し，開いたシステム環境設定の「セキュリティとプライバシー」の「一般」で南京錠
アイコンをクリックして設定変更のロックを解除し，下段「F-Secure Client for Mac ……がブロックされま
した」を許可してください。
他にも数回，許可設定を求められることがあるので，設定を追加します。以下、設定箇所を説明します。
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1.フルディスクアクセスの許可

(2)「セキュリティとプライバシー」をク
リック

(1)F-Secure 上の「完全なセキュリティ
提供するためにフルディスクアクセ
スを許可する」をクリック
(3)左下アイコンをクリックして設定変更
のロックを解除し，右欄から「F-Secure」
で始まる 2 つのアプリにチェックを入
れる

(4)フルディスクアクセスには
F-Secure を再起動する必要
がある旨のメッセージが表示
されるので，「終了して再度
開く」をクリック

2.F-Secure からの通知を許可

(4)画面右上に通知が表示されるので，
オプションを「許可」してもよい

(2)「システム設定を開く」をクリック

(1)F-Secure 上の「F-Secure Client
For Mac からの通知を許可する」を
クリック

(2)右のアプリ一覧で「F-Secure Client
Security for Mac」を選択し，左の
の「通知を許可」を ON にする

3.ブラウザ拡張機能の設定

(1)F-Secure 上の「Safari のブラウザ拡張
機能が使用されていません」横の「今す
ぐ設定する」をクリック

(3)機能拡張をオンにする許可
を確認されるので，「オン
にする」をクリック

(2)「Browing Protection」にチェック

(4)「機能拡張がブロックされました」と
なる場合，「”セキュリティ”環境設
定を開く」をクリック

(6)コンテンツのフィルタリング
許可を求められた場合，「許可」
をクリック
(5)左下アイコンをクリックして設定変更
のロックを解除し，「許可」をクリック

4.インストールの完了とその後の F-Secure 設定(システム環境設定)

F-Secure アイコン
青マークは更新中

(1)F-Secure 上でエラー項目がなくなり，
「コンピュータは保護されています(緑
字)」，かつ右上 F-Secure アイコンも異
常表示でなくなれば，インストール完了
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3.MAC 版 F-Secure アンインストール手順（詳細）
3-1 F-Secure のアンインストール方法
ここでは MAC 版 F-Secure のアンインストール手順を説明します。古いバージョンの F-Secure を最新のバージョンにアップグ
レードする場合や，F-Secure の使用をやめ，ほかのウイルス対策ソフトウェアに切り替える場合などはこちらを参照しなが
らアンインストール作業を行ってください。
注意
「F-Secure」フォルダをゴミ箱に入れる方法では正常にアンインストールできず，パソコンに障害が発生する可能性が
あります。必ずアンインストーラを使用して作業を行ってください。
１）Finder のアプリケーション中の「F-Secure」フォルダを開く
MAC の Finder から
「アプリケーション」→「F-Secure フォルダ」
の順に開いてください。
(1) Finder からアプリケーション → F-Secure
(フォルダ)と開く

２）
「Uninstall F-Secure Client Security for Mac」をクリックして起動させ，アンインストールを行う
F-Secure アンインストーラを実行し，画面の指示に
従ってアンインストールを実行してください。
アンインストール終了後，再起動してください。
※確認を求められた場合，管理者権限ユーザーのパ
スワードを入力して進んでください。

(1) Finder からアプリケーション → F-Secure
(フォルダ)と開く

(2) 確認されるので，
「アンインストール」
をクリックする

アンインストール後，Dock に F-Secure 関連が残った
場合は手動で Dock から削除してください。

(3) 拡張機能がブロックされるので，
「OK」
をクリックする

(4) アンインストール完了，
「OK」をクリック
する

3-2 アンインストールできない場合…
F-Secure のアンインストールに失敗した場合や，アンインストーラを起動できなくなった場合などは，F-Secure の強制削除
ツールを用いてアンインストールしてください。
１）強制削除ツールを入手する
F-Secure Web ページ：https://www.f-secure.com/jp-ja
F-Secure サポートツールダウンロードページ(1-4 参照)に用意され
ている「アンインストールツール(MAC 用)」をダウンロードしてくだ
さい。
※右は 2020/12 時点での画面です。

(1)アンインストールツール（MAC 用）
のダウンロードをクリックして，
ツールを入手する

(2)ダウンロードの許可を確認される
ので，
「許可」をクリックする

２）ダウンロードしたツールを実行する
ダウンロードした強制削除ツールを実行してください。

(1)右上 ↓ アイコンでダウンロードを
開き，虫眼鏡アイコンでFinderの
ダウンロードを開く

(2)ダウンロードしたuninstallツール
(アプリケーション)を実行する

(3)開いてよいか確認されるので，
「開く」をクリックする
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(4)アンインストール実行を確認され
るので，
「アンインストール」をク
リックする

(5)アンインストールが完了しました
と表示されたら，
「OK」をクリック
する

