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■更新履歴 
日付 内容 

2017.9.1 Ver.1.0 初版作成 

2017.9.12 Ver.1.2 内容を修正 

2019.5 F-Secure Ver.14にあわせて内容を更新 

2021.2 F-Secure Ver.15にあわせて内容を更新 

2022.2 対応機器の変更にあわせて内容を更新 

  

  

 

 

 

 

 

■問い合わせ先 
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１．F-Secure について 
 

 1-1 F-Secureについて 

F-Secureは，情報連携推進本部が学内の情報セキュリティ環境を向上させることを目的として導入したセキュリティ
対策ソフトウェアです。本ソフトウェアの利用条件は次の通りです。 

■インストールできる方 
 岐阜大学に在籍している常勤教職員 

■インストール可能な機器 
 研究費等，岐阜大学の校費等で購入したパソコンであり，学内で使用するもの 
  ※学会や研究発表等に使用するため，一時的に学外に持ち出すノートパソコン等へのインストールは問題ありません。 
     ※ARMベースのCPUを搭載した機器には非対応になりました（2022/02確認）。Windowsの設定「システム→詳細情報な 
       ど」でプロセッサ情報を見てARMベースとなっている場合は、F-SecureでなくWindows Defender（Windows標準の 
       セキュリティ）をお使いください。 

■インストール台数制限 
 特になし 

非常勤教職員の方や学生・院生の方はダウンロード及びインストールできません。 
常勤教職員の方でも，私費で購入したパソコンなど，岐阜大学の校費等で購入したパソコン以外のものにはインスト
ールしないでください。 

 

 1-2 F-Secureをインストールする前に 

F-Secureをインストールする際は，以下の点について特に注意してください。 

１.インストールするパソコンのＯＳを確認してください。 
現在配布しているF-Secureのインストール用ソフトウェア（以下インストーラ）は３種類あります。 
お使いのパソコンのＯＳに対応したインストーラをダウンロードしてください。 

２.個人アカウントをご確認ください。 
インストーラをダウンロードするためには教職員個人アカウントが必要です。 
事務アカウントや学生アカウントではダウンロードできません。 

３.他のプログラムを終了させてからインストールしてください。 
何らかのプログラムを起動させている場合は，すべて終了させてからインストールを行ってください。 

４.既存のウイルス対策ソフトウェアはアンインストールしてください。 
パソコンに別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，F-Secure をインストールする前に
アンインストールし，必要に応じ再起動してください。アンインストールできない場合は起動しないよう，無効化
してください。 
※F-Secureの以前のバージョンも，アンインストール後に再起動してからインストールしてください。 
※ウイルス対策ソフトウェアのアンインストールや無効化については，各ソフトウェアのマニュアルをご確認く 
 ださい。 

５.インストール作業は本学のキャンパス情報ネットワークに接続した状態で行ってください。 
インストール中に，ネットワークを経由してデータを取得したり，認証したりする場合があります。 
必ず本学のキャンパス情報ネットワークに接続した状態でインストールを行ってください。 
※新規購入した機器の場合，キャンパス情報ネットワーク接続のために，機器のMACアドレス登録を先に行って 
 おく必要があります。 

６.インストール中はパソコンの電源を切らないでください。 
インストール中にパソコンの電源が切れると深刻なトラブルが発生する可能性があります。電源を途中で切らな
いようご注意ください。ノートパソコン等にインストールする場合は，途中でバッテリー切れによる電源断が発生
しないよう，必ずＡＣアダプタ等を使用して電源供給を行っている状態でインストールしてください。 

 

 1-3 その他 

・ダウンロードしたインストーラを他の人に譲渡・貸与しないでください。 

・F-Secureのインストール作業は利用者自身の責任にて行ってください。 

・情報連携推進本部では，F-Secureの利用によって生じた損失や，それにより二次的に生じた損失に対する責任を
負うことはできません。研究や教育等のために特殊なソフトウェアをお使いの場合などは特にご注意ください。 

・本マニュアルに使用した画像はWindows 10にインストールしたF-Secure Ver.15.00のものです。インストール
したパソコンや，バージョンによって表示される画面やメッセージが異なる場合がありますのでご注意ください。 

 

※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。 



 

 

２．F-Secureのインストール 

2-1 F-Secureインストーラの入手  

2-1-1. 情報館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/ 

2-1-2. インストーラを入手する 

1.「サービス紹介」の「情報セキュリティ」を選ぶ 
2.「ウイルス対策ソフトウェア」を選ぶ 
3.「ダウンロード」からお使いのOSに対応したインストーラをダウンロードする 

・右図のようにユーザ名とパスワードの入力を求められた場合，岐阜
大学が発行した教職員個人アカウントのユーザ名 （ID）とパスワード
を入力してください。 

 

・インストーラは圧縮された状態 （zipファイル形式）でダウンロード
されます。デスクトップなどわかりやすい場所に保存してください。 

■右図は圧縮された状態のインストーラ（2019年版の画像） 

 

2-2 インストール 

2-2-1. 保存したインストーラ（zipファイル形式の圧縮ファイル）を解凍する 

・ダウンロードした圧縮ファイルを展開（解凍）すると，新しい
フォルダが作成され，フォルダ内に拡張子が 「msi」というイン
ストーラ形式のファイルが展開されます。 

■右図は解凍して作成されたインストーラ（OS：Windows 10） 
 ※お使いの環境やダウンロード時期により変わる場合があります 

 

2-2-2. 解凍されたインストーラをダブルクリックして起動させる 

2-2-3. 画面に従い，インストールを実行する 

 1.インストーラを実行すると，左図のような画面が表示されます。 

 2.デバイスに変更を加えることに対する許可を求められたら 「はい」を選択して
許可します。 

※「いいえ」を選択して許可しなかった場合，インストールが中断されます。 

 3.引き続き左図のような画面が表示され，インストール処理が進むため，画面が
消えるまで待ちます。画面下タスクバーに F-Secure アイコンが表示され，イ
ンストール処理画面が消えたらインストール完了。 
インストール完了後，再起動を要求される場合があります。再起動を要求され
た場合は速やかに再起動を行ってください。 
※インストールが失敗する場合には，再起動後すぐにインストーラを実行する 
 ようにしてください。 

 【注意】 

Windows 10をお使いの場合，インストーラの起動直後に右図のような 「Windows
によって PC が保護されました」という画面が表示され，中断される場合があ
ります。以下の手順で 「実行」ボタンを表示し，インストールを継続してくだ
さい。 

１）「詳細情報」をクリックする 
２）右下に「実行」ボタンが表示されるので，「実行」をクリック 
３）インストール処理が開始されることを確認する 

 

  

XXXXXXXXXX 

 

 

https://www.imc.gifu-u.ac.jp/


 

 

2-3 インストールの確認 

2-3-1. タスクバーのアイコンの状態を確認する  

・画面右下のタスクバーに 「白地に黒色のＦ」がかかれた画像 （アイコン）が
表示されていることを確認してください。アイコンが表示されていない場
合は，F-Secureが起動していない可能性があります。 

※タスクバーのアイコンの一部が自動的に隠れる設定になっている場合，F-Secure のアイコン
が隠されてしまい，表示されない場合があります。この場合は 「Λ」をクリックすることで隠
れているアイコンをすべて表示させ，F-Secureのアイコンがあることを確認してください。 

 

2-3-2. アイコンをクリックしてF-Secureの画面を表示する 

 ・アイコンをクリックするとF-Secureの画面が表示され，ステータスの確認や設定，
ウイルススキャンなどを実行できます。 

・インストール後すぐに画面表示した場合は，左図上(青)の画面 「セキュリティ保護を
設定しています」が表示されます。その場合は初期設定中ですので，そのままお待ち
ください。 
正常動作中は左図下(緑)のように「コンピュータは保護されています」いうメッセ
ージが表示されます。 

 

 

 

３．F-Secureの主な機能 
 

3-1 F-Secureの操作画面と主な機能 

3-1-1 メインビュー 
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コンピュータ保護状態の表示 

ウイルス定義が更新されていない場合
や，重要な機能が無効化されている場合
など，問題がある場合は問題点が表示さ
れ，表示色が変わりますので，ステータ
スの詳細を確認して問題点を解決してく
ださい。 

「マニュアルスキャン」→ 

[3-2 ウイルススキャン]参照 

「設定」→ 

[3-3 設定]参照 

「その他」 → 

[3-4 追加オプション]参照 

ステータス詳細表示 



 

 

3-2 ウイルススキャン 

 

F-Secureの基本的な機能である，マルウェアやスパイウェアなど 「悪意のあるプログラム」が勝手にインストールされな

いようパソコンを保護するとともに，「悪意のあるプログラム」がパソコンにインストールされていないか検索し，発見さ

れた場合はこれを駆除（削除）したりする機能です。 

 

3-2-1 リアルタイムスキャン（自動実行） 

利用者またはシステムによる操作等によってファイルを開こうとしたりアクセスしようとした際に，アクセス
対象のファイルに対して自動的にウイルススキャンを行う機能です。この機能を無効にするとウイルスに対し
て無防備となりますので，絶対に無効にしないでください。 

3-2-2 マニュアルスキャン（手動スキャン） 

１．マルウェアスキャン  

システム領域等，一般的に 「悪意のあるプログラム」がインス
トールされる可能性が高い範囲に対してウイルススキャンを
実行します。実行する範囲が限定されるため短時間で完了しま
すが，ウイルススキャンされない領域がある点にご注意くださ
い。 

■実行方法： 
  メインビュー → スキャン → マルウェアスキャン 

２．完全スキャン 

システム領域やユーザデータの保存領域など，パソコンの全領
域に対してウイルススキャンを行います。 
最も確実性の高い方法ですが，パソコンに保存されているデー
タ量によってはかなり時間がかかります。 

■実行方法： 
  メインビュー → スキャン → 完全スキャン 

３．スキャンレポートを開く 

 

 

スキャン結果をレポートとして見ることができる機能です。選
択したブラウザで開いて内容を確認してください。 

■実行方法： 
 ・メインビュー → スキャン →「前回のスキャンレポー 
  トを開く」 → 表示するブラウザ選択 → スキャンレポー 
  トを表示 

・スキャン完了画面 →表示するブラウザ選択 →スキャン 
レポートを表示 

４．ファイル・フォルダ指定スキャン 

１つ～複数の任意のファイルやフォルダ，ドライブ等を直接指定してウイルススキャンを行う機能です。 
USBメモリや他の方からメール等で受け取ったファイルの安全性を確認する場合等にご使用ください。 

■実行方法： （Windowsエクスプローラ上で行う） 
 スキャンの対象ファイル（フォルダ）上で右クリック → 「マルウェアをスキャン」 

3-2-3 スケジュールスキャン（定期スキャン） 

曜日や時刻などを指定することで，定期的にスキャンを自動実行できるようになります。 
通常は実行しない設定になっているので，実行したい場合には設定変更を行ってください。 

■設定方法： （詳細は3-3-4を参照） 
 メインビュー → 設定 → スキャン設定 → スケジュールスキャン 

 

 

 

  



 

 

3-3 設定 

 

F-Secure の機能を設定できます。不用意に変更するとコンピュータが十分保護できなくなる場合があります。そのため，

設定変更する際は十分注意してください。 

 

3-3-1 設定画面 

 メインビューから設定画面（最初は 

マルウェア保護）に移動します。 

 

 ■設定変更する場合は，設定画面 

  で「設定を編集する」をクリック 

  してください。 

  画面左のメニューから項目を選択 

  して設定できます。 

  ※「設定を編集する」としなくて 

  も，一部の機能は動作します。 

 

 

 

3-3-2 マルウェア保護 

この中は重要な項目ばかりなので，原則として変更しないでください。 
以下の機能については，「3-4 その他」で説明します。 
 

■隔離保存したファイルを表示 

 リアルタイムスキャン内の「隔離保存したファイルを表示する」をクリック 

■ブロックしたアプリケーションを表示 

 ディープガード内の「ブロックしたアプリケーションを表示する」をクリック 

■保護されているフォルダを表示 

 データガード内の「保護されているフォルダを表示する」をクリック 

3-3-3 セキュアブラウジング 

インターネット閲覧を安全に行うための設定です。 
「ブラウザプラグイン」は該当する各ブラウザにインストールしてください。 

 

■ブラウザプラグイン 

インターネットを利用する際に「Microsoft Edge」「FireFox」「Google Chrome」のいずれかのブラウザを使用し
ている場合，F-Secureのプラグイン （アドオン・拡張機能）を追加し，ブラウザ保護機能を使用できます。これは
利用者が危険性の高いWebサイトへアクセスすることを防止するための機能です。この機能を有効にすると，google
や yahoo等でWebページ検索を実行した際の結果に対して，安全性評価が追加表示されます。安全性評価は検索結
果として表示されたWeb ページにスパイウェアやウイルスなど「悪意のあるプログラム」が含まれている可能性な
どを評価し，結果を３段階で示したものです。 

通常はインストールすると自動的に各ブラウザにプラグイン（アドオン）として追加されますが，実際に機能さ
せるためにはブラウザ側の操作にて有効化する必要がある場合があります。この有効化するための操作は1度行え
ば，以降は有効化された状態が継続します。 

ただし，F-Secureのインストール完了後，「FireFox」や 「Google Chrome」を新規にインストールした場合や，こ
れらのブラウザを再インストール場合，ブラウザのバージョンアップを行った場合等に，プラグインの再インスト
ールが必要になる場合があります。 

 

 ■各プラグインのインストールと有効化方法（次ページから各ブラウザの説明です） 

  プラグインのインストール前に，Windows の設定→アプリ→既定のアプリから，既定の Web ブラウザーをインス
トールしたいブラウザに変更しておいてください。 

 

  



 

 

Firefox 

■アドオン（プラグイン）のインストール 
1.「Firefoxの拡張機能をインストール」をクリックす 
 る。 
2. Firefoxが起動し，アドレスバー下に「Browsing  
 Protection by F-Secureを追加しますか？」とメッ 
 セージが表示されるので，「追加」をクリックする。 
3.「Browsing Protection by F-SecureがFirefoxに 
 追加されました」と表示後「OK」をクリックする。 

 

■アドオンの動作状態の確認及び，有効・無効の切替 
1. 右上の「  」アイコンを開き，「アドオン」を選択 
 する。 
2.「拡張機能の管理」の中に「Browsing Protection by  
 F-Secure」を探し，状態を確認する。 
 ‐右のスイッチが「   」であれば有効です。 
 ‐右のスイッチが「   」であれば無効です。 
 ‐アドオンの有効・無効の切替はスイッチで操作し 
  ます。 

 

 

Microsoft Edge 

■拡張機能（プラグイン）のインストール 
1.「Chrome ウェブストアを開く」をクリックする。 
2. Edgeが起動し，上部に「chromeウェブストアから 
 Microsoft Edgeに拡張機能を追加できるようになり 
 ました」と表示される場合がある。その場合は横の 「他 
 のストアからの拡張機能を許可する」をクリックし， 
 再度確認されるのでもう一度「許可」をクリックする。 
3. 「Browsing Protection by F-Secure」の右に 「chrome 
 に追加」ボタンが現れるのでクリックすると拡張機能 
 を追加するか確認される。「拡張機能の追加」を選択す 
 る。 
4.「追加されました」のメッセージが出て，「同期を有 
 効にする」か確認されるが，クリックせず×で閉じる。 

 

■拡張機能の動作状況の確認及び，有効・無効の切替 
1.右上の「…」アイコンをクリックする。 
2.「拡張機能」を選択する 
3. インストール済の拡張機能の「Browsing  
 Protection by F-Secure」を探し，状態を確認する。 
 ‐右のスイッチが「   」であれば有効です。 
 ‐右のスイッチが「   」であれば無効です。 
 ‐拡張機能の有効・無効の切替はスイッチで操作し 
  ます。 

 

  



 

 

 

 

Google Chrome 

■拡張機能（プラグイン）のインストール 
1.「Chrome ウェブストアを開く」をクリックする。 
2. 「Browsing Protection by F-Secure」の右に 「chrome 
 に追加」ボタンが現れるのでクリックすると拡張機能 
 を追加するか確認される。「拡張機能の追加」を選択す 
 る。 
4.「追加されました」のメッセージが出て，「同期を有 
 効にする」か確認されるが，クリックせず×で閉じる。 

 

■拡張機能の動作状況の確認及び，有効・無効の切替 
1.右上の「…」アイコンをクリックする。 
2.「その他のツール」→「拡張機能」と選択する。 
3. インストール済の拡張機能の「Browsing  
 Protection by F-Secure」を探し，状態を確認する。 
 ‐右のスイッチが「   」であれば有効です。 
 ‐右のスイッチが「   」であれば無効です。 
 ‐拡張機能の有効・無効の切替はスイッチで操作し 
  ます。 

 

 

 

 

3-3-4 スキャン設定 

ウイルススキャンに関する各種設定・対処等はここから 

行えます。 

 

 

 

 ■マニュアルスキャン 

 設定変更の必要はありません。 

 ・隔離保存したファイルを表示する 

 1.「隔離保存したファイルを表示する」をクリックする。 

 2. 「アプリがデバイスに変更を加えることを許可」するか 

  確認されるので「許可」をクリックする。 

 3.アプリとファイルの制御画面の「隔離保存」タブ選択 

  状態になる。 

 時刻，アイテム(隔離されたファイル)，感染(タイプ) 

 またアイテムをダブルクリックすると，元の場所が表示 

 される。 

4.誤検出アイテム等を復元する場合は「許可」，アイテム 

を完全削除する場合は「削除」から処理します。 

 ※削除すると，以後そのアイテムに関して調査できな 

くなります。 

 

「アプリとファイル制御」については，3-4 その他で詳し

く説明します。 

 



 

 

 

 

 

  

 ■スケジュールスキャン 

 通常は 「無効」になっており実行されませんが、それで問 

題なければ設定変更の必要はありません。 

設定変更したい場合は，「設定を編集する」をクリックし、 

スケジュールスキャンを有効にしたうえで変更してくだ 

さい。 

 

 

3-3-5 アップデート 

インターネットの接続方法等の設定および最近のアップ

デート履歴の確認ができます。 

 原則，本項には設定変更が必要な項目はありません。 

 

 ■ログファイルの表示 

 アップデート履歴の最後「ログファイルを表示する」を 

クリックすると，メモ帳等でログファイルの内容が表示 

されます。 

この機能は，調査の際などに使用することがあります。 

 

3-3-6 プライバシー 

F-Secure社による分析用の設定です。 

 原則，本項には設定変更が必要な項目はありません。 

 

 ■プライバシーポリシーの表示 

 プライバシーポリシー（２つある）をクリックすると， 

ブラウザ上にF-Secure社のプライバシーポリシー(個人 

情報保護方針)が表示されます。 

 

3-3-7 一元管理 

PCの管理情報です。調査の際に利用することがあります。 

 本項には設定できる項目はありません。 

 

 



 

 

3-4 追加オプション 

 

「スキャン」「設定」に含まれない，その他の機能等です。 

 

3-4-1 メインビュー 

メインビューからその他画面に移動できます。 

 

■その他の機能は，以下の４つです。 
 ・最近のイベント（動作ログ） 
 ・隔離保存と例外 
 ・ヘルプ 
 ・本製品について 

 

3-4-2 最近のイベント 

最近実行した動作（イベント）について見ることができます。 
本機能は調査の際に使用することがありますので，表示され 
た情報は，管理者の指示以外で消去しないでください。 

■実行方法： 
  メインビュー → 追加オプション → 最近のイベント 

 

「アプリとファイル制御を開く」をクリックすると，3-3-4  
マニュアルスキャンで説明したように，アプリとファイルの 
制御画面になります。 
アプリとファイル制御には，以下４つの項目がタブで確認で 
きます。 
・隔離保存：スキャンにより発見・隔離されたマルウェア 
 が隔離されています。（3-3-2や3-4-1と同じ機能） 
・ブロック済み：ディープガードによりブロックされている 
 アプリケーションが表示されています。許可するとブロック 
 が解除され，除外へ移動します。 
・除外 ：ディープガードによりブロックが解除 （ブロックから 
 除外）されたアプリケーションやスキャン除外フォルダが表 
 示されています。新規追加で除外対象を追加，削除で除外対 
 象から削除（再度ブロック対象）となります。 
・保護されています：データガードによる保護対象/対象外 
 フォルダが表示されます。（通常は個人ファイルフォルダ） 
 データガードを有効にすると，対象の追加/削除などが可能 
 になります。 

  

 「すべてのイベントを表示」をクリックすると，イベントを 
すべて表示し，消去可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(アプリとファイル制御) 

 

 

 

 

 

 

 

(すべてのイベントを表示) 

 

 

 

 

 

 

3-4-3 隔離保存と例外 

3-4-2の隔離保存が開きます。操作も全く同じです。 

■実行方法： 
  メインビュー → 追加オプション → 隔離保存と例外 

 

 

 

 

 

  



 

 

3-4-4 ヘルプ 

ヘルプ機能画面が開きます。 

■実行方法： 
  メインビュー → 追加オプション → ヘルプ 

 

知りたい項目を選択してください。 

 

3-4-5 本製品について 

F-Secureのバージョン情報などが表示されます。 

■実行方法： 
  メインビュー → 追加オプション → 本製品について 

 

「プライバシーポリシー」をクリックすると，3-3-6 と同じプ
ライバシーポリシー画面がブラウザで開きます。 

  

  「エンドユーザーライセンス条項」をクリックすると，プライバ
シーポリシーと同様にライセンス画面が開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．F-Secureサポートツール 
 

F-Secureのエラー発生時等に，メーカーサポートに問い合わせるため関連情報を収集するものです。 

 

■ Windowsスタートメニューからサポートツールを起動する。 
1. Windowsスタートからメニューを開く 
2.「F-Secure Client Security Premium」「F-Secure Client 
 Security Premiumサポートツール」を選択する 

3.「アプリがデバイスに変更を加えることを許可」するか 
  確認されるので「許可」をクリックする 

 4.「診断ツールを実行」をクリックし，サポートツールを動作 
 させる 

 

 画面内の「プライバシー声明」「ライセンス条項」については， 

 3-3-6，3-4-5と同様なので説明は割愛します。 

 

 

■「診断ツール」を実行する 
1. 右図のように処理が進み，完了するとデスクトップ上に収 
 集した情報ファイル(fsdiag.zip)が出力される 

 

 メーカーサポート問い合わせ等の際には，本情報を参考として 
添付することがあります。 

 

 

 

 



 

 

５．F-Secureのアンインストール 
 

F-Secureを削除（アンインストール）する場合は「スタート」メニューを開き，「コントロールパネル」または「設定」

（Windows10のみ）のどちらかを選択してアンインストールを実行してください。 

 

■「コントロールパネル」からアンインストールする場合 
1.「コントロールパネル」を開く 
2.「プログラム」を選択し，「プログラムのアンインストール」を開く 
3.プログラムの一覧が表示されたら「F-Secure Client Security Premium」を選び，アンインストールする 

■「設定」からアンインストールする場合（Windows 10のみ） 
1.「設定」を開く 
2.「アプリ」を選択する 
3.アプリの一覧が表示されたら「F-Secure Client Security Premium」を選び，アンインストールする 

 

 


