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 はじめに 
 

 
 

このたびは、「F-Secure PC プロテクション ver.8」をご利用いただきありが

とうございます。本ガイドでは、製品のインストールおよびアンインストール、

基本的な操作、サポートサービスなどについて説明しています。 

 
 

「F-Secure PC プロテクション ver.8」をインストールする前に、必ず、他

のマルウェア対策ソフトなどをアンインストールしてください。 

 

■本ガイドの見方 

マーク 説 明 マーク 説 明 

注意していただきたいこと

を記載しています。 
補足情報を記載していま

す。 

操作のポイントやヒントな

どを記載しています。 
参照先を記載しています。 

 

■こんなときは 

・製品をインストールする 

 本ガイドをご覧ください。  
・「F-Secure PC プロテクション ver.8」の使い方を知りたい  

 「F-Secure PC プロテクション ver.8」の操作や設定、高度な活用方法を

知りたい場合は、「オンラインヘルプ」をご利用ください。オンライン

ヘルプの使い方については「3.4 オンラインヘルプを使う」をご覧くだ

さい。  
・困ったときは 

 各種サポートをご利用ください。 

製品ホームページやサポートページへのアクセス、FAQ のご利用、サポ

ートセンターへのお問い合わせなどについては、「6 サポートサービス

のご案内」をご覧ください。 

はじめに 1 



F-Secure PC プロテクション ver.8 

 

 目 次 
 

 
 

はじめに............................................................................................1 
■本ガイドの見方 .............................................................................1 
■こんなときは ................................................................................1 

目 次.................................................................................................2 

動作環境...........................................................................................4 

F-Secure  PC プロテクション  ver.8 でできること.......................................5 

インストールの前に...........................................................................6 

インストール.......................................................................................7 
2.1 7 
インストール方法 .............................................................................7 
2.2 18 
ライセンスキーについて ................................................................18 

F-Secure PCプロテクション ver.8 の基本操作....................19 
3.1 19 
メイン画面を開く ...........................................................................19 
3.2 20 
メイン画面の構成 ...........................................................................20 
3.3 22 
コンピュータ全体をスキャンする..................................................22 
3.4 23 
オンラインヘルプを使う ................................................................23 
3.5 24 
F-Secure PCプロテクション ver.8 を一時停止する （新しくアプリ

ケーションソフトをインストールする場合など） ...............24 
3.6 25 
メッセージへの対処 .......................................................................25 

目 次 2 



 F-Secure PC プロテクション ver.8 

アンインストール............................................................................ 27 

インストールFAQ .......................................................................... 31 

サポートサービスのご案内........................................................... 32 
6.1 32 
さまざまなサポート....................................................................... 32 
6.2 33 

メールでのお問い合わせ ............................................................... 33 

目 次 3 



F-Secure PC プロテクション ver.8 

 

 動作環境 
 

 
  

「F-Secure PC プロテクション ver.8」をインストールするには、以下の動作

環境が必要です。 

[必要なシステム構成：WindowsVista 利用] 
■対応ＯＳ 

Windows Vista(32bit,64bit) 

Home Basic /Home Premium /Business /Ultimate /Enterprise（SP1 対応） 
■プロセッサー 

Windows Vista が動作可能な CPU（Intel Pentium4 2GHz 以上推奨） 
■メモリ 

512MB 以上（1GB 以上推奨） 
■ハードディスク 

600MB 以上の空き容量（800MB 以上推奨） 
■Web ブラウザ 

Internet Explorer 7.0 以上 
■その他 

CD-ROM ドライブ、インターネット接続環境 

[必要なシステム構成:Windows2000/XP 利用] 
■対応ＯＳ 

Windows XP SP2 /SP3 Home/Professional/Media Center Edition 

Windows2000 Professional SP4 以上 
■プロセッサー 

Intel Pentium 600MHz 以上（1GHz 以上推奨） 
■メモリ 

256MB 以上（512MB 以上推奨） 
■ハードディスク 

600MB 以上の空き容量（800MB 以上推奨） 
■Web ブラウザ 

Internet Explorer 5.0 以上（6.0 以上推奨） 
■その他 

CD-ROM ドライブ、インターネット接続環境 

 

Windows 95/98/me など、「対応 OS」に記載されていない OS には対応して

おりませんのでご注意ください。 

動作環境 4 



 F-Secure PC プロテクション ver.8 

F-Secure プロテクション でできること  PC  ver.8 5 

 

F-Secure PCプロテクション ver.8でできること 
 

 
 

「F-Secure PC プロテクション ver.8」の主な機能を紹介します。 

 

■ウィルス・スパイウェア防御 
電子メール、リムーバブルメディア、Web サイトなどから侵入してきたウィル

スやスパイウェアを検疫し、削除します。 

 

■インターネット防御 
インターネットからの不正アクセスを防ぎ、ハッカーやネットワークワームか

らコンピュータを守ります。 

 

■最新パターンへの自動更新 
自動で 新パターンファイルをダウンロードし、コンピュータを外部からの攻

撃から守ります。また、プログラムが更新された場合も自動的にダウンロード

し、アップデートします。 
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インストールの前に 1 「F-Secure PC プロテクション ver.8」をインストールするための

準備について説明します。インストールを開始する前に、ここに記

載されていることを必ず確認してください。 
 

 
他のウィルス対策ソフトなどがインストールされていませんか? 

ご使用のコンピュータから「ウィルス対策ソフト」「スパイウェア対策ソフト」

「ファイアウォールのプログラム」「他の F-Secure のウィルス対策製品」な

どをすべてアンインストールしてください。これらのアン

インストール方法については、それぞれのマニュアルを参照してください。 
 

コンピュータ購入時、すでにウィルス対策ソフトなどがインストールされて

いる場合があります。この場合もアンインストールを行ってください。 

 

 
お使いのコンピュータは、インターネット接続が可能ですか? 

お使いのコンピュータがインターネットに接続可能であることを確認してくだ

さい。「F-Secure PC プロテクション ver.8」は、インストール時および、イ

ンストール後、 新ファイルをダウンロードするためにインターネットにアク

セスします。 

 

 
アプリケーションやプログラムはすべて終了していますか? 

使用中のすべてのアプリケーションやプログラムを終了させてください。開い

ているアプリケーションやプログラムがあると、インストールがうまくいかな

いことがあります。 
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インストール 2 「F-Secure PC プロテクション ver.8」のインストールついて説明

します。 
 

 

2.1 インストール方法 
 

「F-Secure PC プロテクション ver.8」のインストールから設定までの操作に

ついて説明します。 
 

■用意するもの 
・ダウンロードしたインストールプログラムまたは CD-ROM 

※プログラム名: PC-Protection-Combined-xxxxx.exe 

・ライセンスキーコード 

・ご契約のインターネットサービスプロバイダからお送りしています。 
・提供方法は製品のご契約時にインターネットサービスプロバイダより明

示されます。  
ライセンスキーコードは大切に保管してください。 

紛失しないようにご注意ください。 

 

 

■インストールの流れ  
「F-Secure PC プロテク

ション ver.8」のインスト

ール 

インストール画面に従い、「F-Secure PC プロテクション 
ver.8」をインストールします。 

 

インストール完了 
再起動 

インストール完了後、コンピュータを再起動します。 
再起動により「F-Secure PC プロテクション ver.8」が有効

になります。  

 

コンピュータを保護するために、再起動の手順まで済

ませることをお勧めします。 

  
「F-Secure PC プロテク

ション ver.8」の設定 
再起動後、「F-Secure PC プロテクション ver.8」の設定を

確認・変更する場合は、起動ウィザードを表示します。 
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起動ウィザードに従い、アプリケーション制御・タスクを確

認・設定していきます。  

 

起動ウィザードの設定は任意です。コンピュータが再

起動した時点で、「F-Secure PC プロテクション 
ver.8」は標準的な保護レベルに設定されています。  
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操作 「F-Secure PC プロテクション ver.8」のインストール 

 

1 インストールの開始 

●インストールプログラム         

・ダウンロード購入の場合 

ダウンロードしたインストールプログラム

「PC-Protection-Combined-8.00-187-noeval.exe」をダブル

クリックします。 
 

 

 「F-Secure PC プロテクション ver.8」のインストール画面が表示されます。 
 
 
2 言語の選択 

お使いになる言語を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。 
 

・［次へ］ボタン 
次の手順に進みます。 

・［戻る］ボタン 
前の手順に戻ります。 

・［キャンセル］ボタン 
インストールを中止できます。 

  

 しばらくすると、「使用許諾契約」が表示されます。 
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3 ライセンスの承認 

「使用許諾契約」をお読みになり、［許可］ボタンをクリックします。 
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5 ライセンスキーコードの入力 

「ライセンスキーコード」を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。 

 

ライセンスキーコードは、

お客様がご契約されてい

るインターネットサービ

スプロバイダーより提供

されます。 
F-Secure PCプロテクショ

ン サ ー ビ ス を イ ン タ ー

ネットサービスプロバイ

ダへお申し込みいただい

た際に、提供方法を明示い

たしております。 

提供方法の詳細について

は、インターネットサービ

スプロバイダへお問合せ

ください。 

 
6 インストール方法の選択 

・製品を自動でインストールする場合は、「自動インストール」を選択します。 

・インストール時に操作を選択する場合は、「対話型インストール」を選択します。 
 

「自動インストール」で

は製品が も標準的な構

成でインストールされ、

も推奨されるインスト

ール方法です。通常は「自

動インストール」を選択

します。 
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7 インストール実行 

インストールが開始されます。 

 

  

  

 
 

インストールが実行されます。 

 インストールするファイルを準備するため、少し時間がかかります。 

 

8 インストール完了 

①インストールが完了しました。［再起動する］ボタンをクリックします。 

 

［再起動する］ボタンをク

リックしなくても、しばら

くすると自動で再起動さ

れます。 

再起動をいったん停止す

るには、［後で再起動する］

ボタンをクリックします。 

F-Secure PC プ ロ テ ク

ション ver.8 を有効にす

るためには、再起動が必要

です。再起動するまでは、

コンピュータは保護され

ませんのでご注意くださ

い。 

 

 
 

コンピュータ再起動後、システムトレイにアイコンが表示されます。 

手順 5 で入力したライセンスキーコードがオンライン認証され、登録が完了します。 
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②ライセンスが認証されました。［次へ］ボタンをクリックします。 
 

  

  
 

 

 
9 アイコン表示の確認 

「F-Secure PC プロテクション ver.8」が正常にインストールされた場合は、システ

ムトレイにアイコンが表示されますのでご確認ください。 

 

 

アイコン表示について 
システムトレイのアイコン表示が変化して、「F-Secure F-Secure PC プロテ

クション ver.8」の稼働状況をお知らせします。 

 正常稼働中  

 新のソフトウェアやパターンファイルのダウンロード中 
※アイコン下のバーで進捗をお知らせします。 

 

 一時停止  

 自動更新エラー  

 ペアレンタルコントロールをペアレントにした場合  
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11 完了 

・ 「F-Secure PC プロテクション ver.8」の詳細な情報を参照する場合は、 

「はい」 を選択します。［次へ］ボタンをクリックし、次ページの「 F-Secure 

PC プロテクション ver.8」の設定に進みます。 

・ 標準的な保護レベルで問題がない場合は、「いいえ」を選択してインストール

を完了します。 
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操作 「F-Secure PC プロテクション ver.8」の設定 

 
コンピュータが再起動した時点で、「F-Secure PC プロテクション ver.8」は

標準的な保護レベルに設定されています。設定の確認・変更をする場合のみ、

以降の手順を行ってください。 

 
1 起動ウィザードの表示 

［起動ウィザード］ボタンをクリックします。 

 
設定を変更しない場合は、［閉じる］ボタンをクリックして起動ウィザード

を閉じます。 

起動ウィザードは、［スタート］ボタンから表示することもできます。 

 <Windows XP, Windows Vista の場合> 

  ［スタート］→［すべてのプログラム］→［F-Secure PC Protection］  

 →［起動ウィザードを実行する］ 

 <Windows 2000 の場合> 

  ［スタート］→［プログラム］→［F-Secure PC Protection］ 

→［起動ウィザードを実行する］ 
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2 アプリケーション制御の設定 

アプリケーションのインターネット接続の制御について設定し、［次へ］ボタンを 

クリックします。 

通常は、［はい］を選択します。「はい」を選択すると、アプリケーション

がインターネットに接続する際にメッセージが表示され、有害なプログラム

による個人情報流出を防ぐことができます。 

メッセージについては、「3.6 メッセージへの対処」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 タスクの設定 

設定完了後の完全チェック、週単位のウィルススキャンなどについて設定し、［次へ］

ボタンをクリックします。 

コンピュータがウィルスに感染している疑いがある場合は、「完全チェック」

を選択されることをお勧めします。 

「完全チェック」を選択すると、設定完了時にコンピュータのスキャンが始

まります。コンピュータの速度により異なりますが、スキャンには 1 時間ほ

どかかります。あとで「完全チェック」をする場合の操作については、「3.3 コ

ンピュータ全体をスキャンする」をご覧ください。 
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4 完了 

設定を保存するために、［完了］ボタンをクリックします。 

 
設定が完了しました。 
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2.2 ライセンスキーについて 

 
「ライセンスキーコード」は、1 つのライセンスについて割り当てられた独自

のコードで、お客様が製品を購入されたことを証明するものです。 

 

・ライセンスキーコードは、お客様がご契約されているインターネット 

サービスプロバイダーより提供されます。 
・F-Secure PC プロテクションサービスをインターネットサービスプロ 

バイダへお申し込みいただいた際に、提供方法を明示いたしております。 

・提供方法の詳細については、インターネットサービスプロバイダへお問

合せください。 
   
 

■ライセンスキーコードは大切に 
ライセンスキーコードは大切に保管してください。 

パッケージ版の場合は、ライセンスキーコードの再発行はできません。サポー

トセンターにお問い合わせいただいても、ライセンスキーコードをお調べする

ことはできませんので、紛失しないようにご注意ください。 

 

■ライセンスの種類 
・3 インストール用キーコード（1-3 installation） 

 1 つのライセンスキーコードで 3 台のパソコンへ製品をインストールするこ 

とが可能です。 

なお、ライセンスの有効期間は、 初の 1 台にインストールした日からカウ 

ントされます。 
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F-Secure PC プロテクション ver.8 

の基本操作 3 
メイン画面を開く、一時停止、使用中に表示される警告メッセージ

への対処など、「F-Secure PC プロテクション ver.8」の基本操作

について説明します。 
  

3.1 メイン画面を開く 
 

メイン画面は、アイコンまたは Windows の［スタート］ボタンから開くこと

ができます。 

※ペアレンタルコントロールを設定した場合は、パスワードの入力が必要です。 

 

操作 アイコンから表示 
 
1 システムトレイのアイコンをダブルクリックするか、または右クリックで表示されるメ

ニューから［F-Secure PC Protection を開く］を選択します。 

  

操作 Windows の［スタート］ボタンから表示 
 
1 ［スタート］ボタンから［すべてのプログラム］－［F-Secure PC Protection］－

［F-Secure PC Protection を開く］を選択します。 

 
Windows 2000 の場合は、［スタート］ボタンから［プログラム］－

［F-Secure PC プロテクション］－［F-Secure PC Protection を開く］を

選択します。 
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コンピュータを起動するたびにメイン画面を開く必要はありません。 

「F-Secure PC プロテクション ver.8」が正しくインストールされていれ

ば、コンピュータの起動とともに自動で常駐し、コンピュータを保護しま

す。  
3.2 メイン画面の構成 

 
「F-Secure PC プロテクション ver.8」のメイン画面では、各機能の設定およ

び確認をします。 

 

メイン画面の各機能の詳細については、「オンラインヘルプ」をご覧くだ

さい。 

 

 

① 

② 

③ 

④ ⑤ 
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No. 名 称 説 明 

① 切替ボタン 「ホーム」「ウィルスとスパイウェア防御」「インターネット防御」

「自動更新」の各ボタンをクリックすることにより、画面右の表示領

域が切り替わります。 

② 表示領域 切替ボタンにより選択された内容が表示されます。 

・ホーム 

「ウィルスとスパイウェア防御」「インターネット防御」「自動更新」

の設定、ライセンス有効期限などが表示されます。 

・ウィルスとスパイウェア防御 

リアルタイムスキャン、電子メールやスケジュールのスキャンなどに

ついて設定します。また、コンピュータの完全チェックを実行できま

す。 

・インターネット防御 

ファイアウォール、アプリケーション制御などについて設定します。 

・自動更新 

パターンファイルの自動更新の設定、更新日時の確認ができます。ま

た、パターンファイルを今すぐ更新できます。 

③ リンク リンクをクリックすると、各 Web ページにアクセスできます。 

・日本エフ・セキュア ホームページ 

・ 新ウィルス情報 

表示された Web ページから「 新のウィルス情報一覧」にアク

セスできます。 

・製品サポートページ 

危険度の高いウィルス情報、インストール方法、FAQ などをご覧

いただけます。危険度の高いウィルス情報、インストール方法、

FAQ などをご覧いただけます。 

④ ［ヘルプ］ボタン 「オンラインヘルプ」を表示します。 

⑤ ［閉じる］ボタン メイン画面を閉じます。 
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3.3 コンピュータ全体をスキャンする  
ウィルスに感染した疑いがある場合など、必要に応じて「完全チェック」を実

行し、コンピュータ全体をスキャンしてください。 

操作 コンピュータ全体をスキャンする  
1 メイン画面「ウィルスとスパイウェア防御」で「マイコンピュータのスキャン...」をクリック

し、表示されたメニューから［完全チェック］を選択します。 
 

コンピュータの速

度により異なりま

すが、完全チェッ

クには 1 時間ほど

かかります。 

 

 

 コンピュータのスキャンが始まります。 

2 スキャンが終わったら、［レポートを表示］ボタンをクリックしてスキャンレポートを確

認します。スキャンウィザードを終了するには、［閉じる］ボタンをクリックします。 
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3.4 オンラインヘルプを使う 

 
オンラインヘルプでは、目次やキーワード検索を利用して、読みたいトピック

を探すことができます。 

オンラインヘルプは、各画面の［ヘルプ］ボタンをクリックして表示します。 

 

操作 目次から読みたいトピックを探す 
 
1  ［目次］ボタンをクリックします。 

2 ヘルプの内容がトピックごとに表示されますので、読みたいトピックをクリックします。 

  

 

操作 キーワードで検索し、読みたいトピックを探す 
 
1  ［検索］ボタンをクリックします。 

2  キーワードを入力し、［検索開始］ボタンをクリックします。 

3 キーワードを含むトピックが表示されますので、読みたいトピックをクリックします。 
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3.5 
F-Secure PC プロテクション ver.8 を一時停止する 
（新しくアプリケーションソフトをインストールする場合など） 

「F-Secure PC プロテクション ver.8」を一時的に停止する必要があるときは、

アンロード機能で停止します。停止した「F-Secure PC プロテクション ver.8」

は、再ロード機能で稼働できます。 
「F-Secure PC プロテクション ver.8」を停止している間は、コンピュータは

保護されませんのでご注意ください。通常「アンロード」は、アプリケーショ

ンのインストールなど、「F-Secure PC プロテクション ver.8」を停止する必

要があるときのみ行います。 

 

操作 アンロード 

1 システムトレイのアイコンを右クリックし、［アンロード］－［アンロードして現在のセ

キュリティレベルで続行］または［アンロードしてすべてのネットワークトラフィックを許

可］を選択します。 
 

「アンロードしてすべてのネットワークトラフィックを許可」を選択すると、

ウィルスチェック機能が一時停止し、同時にファイアウォール機能も無効に

なります。インターネット接続中はコンピュータが攻撃を受けやすくなりま

すのでご注意ください。 

 
 「F-Secure PC プロテクション ver.8」が停止し、システムトレイのアイコンが  

に変わります。 
 

操作 再ロード 

1 システムトレイのアイコンを右クリックし、「再ロード (R)」を選択します。 

 
 「F-Secure PC プロテクション ver.8」が稼働し、システムトレイのアイコンが  

に変わります。 
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3.6 メッセージへの対処 

 
コンピュータを使用中、ウィルス検出やアプリケーションのインターネット接

続の際に、「F-Secure PC プロテクション ver.8」はメッセージを表示してお

知らせします。また、なんらかの原因で「F-Secure PC プロテクション ver.8」

が停止し、Windows からの警告メッセージが表示されることもあります。 

それぞれのメッセージへの対処について説明します。 

操作 ウィルス検出メッセージへの対処 

ウ ィルスが見つかると、以下のようなメッセージが表示されます。 

1 対処方法を選択し、［OK］ボタンをクリックします。 
「検疫」を選択されることをお勧め

します。「駆除」では、ファイル中

のウィルスは駆除できても、ファイ

ルそのものがウィルスである場合は

完全に駆除できません。 
明らかにウィルスではないとわ

かっているファイルが検出され

た場合は「何もしない」を選択

します。 
この場合は、サポートセンター

へ連絡してください。 
サポートセンターについては、

「6 サポートサービスのご案

内」をご覧ください。 

［詳細］ボタンをクリックする

と、ウィルスの詳細情報を確認

できます。 

 

操作 警告メッセージへの対処 

なんらかの原因で「F-Secure PC プロテクション ver.8」が停止すると、Windows 

XP SP2/SP3 もしくは Windows Vista では以下のような警告メッセージが表示さ

れることがあります。この場合は、F-Secure PC プロテクション ver.8 の再ロー

ドを行い一時停止を解除してください。「再ロード」については、前ページをご覧

ください。 
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操作 アプリケーション制御のメッセージへの対処 

アプリケーションがインターネット接続をしようとすると、以下のようなメッセー

が表示されます。 ジ
 
1 お客様がお使いになるアプリケーションであることを確認します。 

 
 
 
 
 
 
 
お使いになるアプリケーショ

ンかどうかを確認 
 

［詳細］ボタンをク

リックすると、アプリ

ケーションの実行ファ

イルの保存場所や IP
アドレスなどを確認で

きます。 

 

 
2  目的に応じて以下の操作をします。 

目 的 操 作 結 果 
インター 
ネット接続

を許可 

「今後、このプログラムでこのダイア

ログを表示しない」をチェックし、［許

可］ボタンをクリック 

アプリケーションが起動します。

今後、このアプリケーションで

メッセージは表示されません。 

インター 
ネット接続

を拒否 

［拒否］ボタンをクリック アプリケーションは起動しませ

ん。次回もこのアプリケーション

でメッセージが表示されます。 
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「今後、このプログラムでこのダイア

ログを表示しない」をチェックし、［許

否］ボタンをクリック 

今後、このアプリケーションは起

動できなくなります。 

 
見覚えのないアプリケーションの場合、未知のウィルスである危険性があり

ますので、インターネット接続を拒否されることをお勧めします。 
  

アンインストール 4 「F-Secure PC プロテクション ver.8」のライセンスキーコードの

確認、アンインストールについて説明します。 
 

お使いのコンピュータから「F-Secure PC プロテクション ver.8」をアンインスト

ールし、別のコンピュータにインストールしなおす場合は、ライセンスキーコード

をメモしておいてください。 

インストール先のコンピュータでライセンスキーコードの認証が必要になります。 
 

操作 ライセンスキーコードの確認 
 
1 メイン画面「ホーム」で、ライセンス有効期限の「詳細…」をクリックします。 

 
 
2 「その他」の「ライセンス状況」をクリックし、「ライセンスキーコード」で確認できます。 
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操作 アンインストール 

 
1 Windows のコントロールパネルからプログラムアンインストールします。 

Windows Vista の場合には「プログラムの追加と削除」から「F-Secure PC 

Protection」を選択してください。 

Windows Vista の場合には「プログラムのアンインストールまたは変更」から

「F-Secure PC Protection」を選択してください。 

     

ペアレンタルコントロールを設定した場合は、パスワードの入力が必要です。 
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2 アンインストールの実行を確認する画面で、「すべて削除」または「選択した機能を削

除する」を選択し、［開始］ボタンをクリックします。 

  
 アンインストールが実行されます。 

アンインストールには少し時間がかかります。  
3 アンインストールが完了しました。 

完了メッセージで、「今すぐ再起動する（推奨）」を選択し、［完了］ボタンをクリックしま

す。 

 
 

アンインストール後は必ずコンピュータを再起動してください。 

アンインストールが完了しても、再起動するまでは一部のファイルが削除さ

れず、コンピュータの動作が不安定になることがあります。 
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インストール FAQ 5 インストールについて、特によくお問い合わせいただく質問を 3 つ

紹介し、その原因および対処方法について説明します。 
 

製品サポートページの「FAQ」には、ここで紹介するものの他にも、お客

様からの質問とその解決策が項目別にまとめられています。 

製品サポートページ：http://www.catv-web.jp/pscs_faq/ 

Q1 インストール完了・再起動後、コンピュータがフリーズする 

A1 原因 他のウィルス対策ソフトまたはファイアウォールがすでにインストー

されていたことが考えられます。 ル   
 対処 コンピュータを再起動して、数秒以内に［F8］キー(機種により異なる)

を押します。セーフモードで起動するためのメニューが表示されます。

セーフモードに入ったら、Windows の［スタート］ボタンから［コン

トロールパネル］－［プログラムの追加と削除］を選択し、古いアン

チウィルスまたはファイアウォールをアンインストールします。その

後、「F-Secure PC プロテクション ver.8」をインストールしてください。 

Q2 インストール完了・再起動後、インターネットやメールが使えない 

A2 原因 W eb ブラウザのネットワーク接続が拒否された可能性があります。   
 対処 メイン画面「インターネット防御」の「詳細」をクリックします。「ア

プリケーション制御」をクリックして、一覧でアプリケーションの許

可／拒否を確認します。例えば、Web ブラウザが Internet Explorer の

場合、「iexplore.exe」が「拒否」に設定されているとネットワーク接

続できないため、Internet Explorer は使えません。［詳細］ボタンをク

リックし、アプリケーションのプロパティで「許可」に設定してくだ

さい。 

Q3 システムトレイに「F-Secure PC プロテクション ver.8」のアイコンが 
     表示されない 

 
A3 原因 製品のダウンロードが正常に完了しなかったため、「F-Secure PC プ

ロテクション ver.8」に必要ないくつかのコンポーネントがインストー

されていないことが考えられます。 ル   
 対処 インターネット接続を有効にして、ダウンロードを完了させてから、

インストールを行ってください。 
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サポートサービスのご案内 6 製品ホームページ、製品サポートページ、サポートサービスについ

て説明します。 
 

6.1 さまざまなサポート 
 
 

■製品サポートページ 
http://www.catv-web.jp/pscs_faq/ 

「FAQ」に直接アクセスできます。 

FAQ には、よくある質問とその解決策が項目別にまとめられています。 

「F-Secure PC プロテクションサービス」を使っていて困ったときは、まずは

FAQ をご覧ください。   
製品サポートページは、メイン画面のリンクからも表示できます。 

 

 

■サポートサービス 
「製品サポートページ」や「オンラインヘルプ」で問題を解決できない場合は、

電話またはメールで、ご契約のインターネットサービスプロバイダまでお問い合わ

せください。 
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6.2 メールでのお問い合わせ 
 

「F-Secure PC プロテクションサービス」をご使用中、なんらかのトラブルが

あった場合は、トラブルの内容を記載したメールに「診断情報（FSDiag）」を

添付して、ご契約のインターネットサービスプロバイダのサポートセンターへ送信

してください。 

「診断情報（FSDiag）」は、以下の手順で自動作成できます。 

 

操作 システムのデータを集める 
 
1 Windows の［スタート］ボタンから［すべてのプログラム］－［F-Secure PC 

Protection］－［診断ツール］を選択します。 

  
2 ①サポートツール画面で［OK］ボタンをクリックします。 

 データ収集には少し時間がかかります。 

②終了メッセージで［閉じる］ボタンをクリックします。 

 

 

 
3 デスクトップに「診断情報 FSDia ）」が作成されます。 （

 
g
 

 
トラブルの内容を記載したメールに「fsdiag.tar.gz」

を添付してお問い合わせ窓口へ送信してください。 
     


