
Android OS 向け新規インストールガイド

安心ネットセキュリティ

安心ネットセキュリティのAndroid版をご利用いただくには、このインストールガイド（以下、
「本ガイド」）に従い、アプリケーションをインストールしてください。

ご注意：

• 安心ネットセキュリティ（以下、「本製品」）は、Google Playからアプリケーションをダ

ウンロードしてインストールします。

• 本ガイド中に記載されている「ハンバーガーメニュー」等の呼称は、Android端末の操作

キーの一般的な名称です。ご利用の端末により、名称が若干異なる場合があります。適宜読

み替えてのご利用をお願いいたします。

• 本ガイドの操作手順は、Android OS 12.0のスマートフォン上での操作に基づいて記述さ

れています。12.0 以外の場合、操作方法が異なる場合があります。OSの操作方法は、ご利

用のAndroid端末のヘルプおよびマニュアルをご参照ください。

インストール前の準備：

本製品をインストールするAndroid端末が、インターネットに接続できること、日時設定が正し

いことを確認してください。

日時の設定方法は、ご利用のAndroid端末のヘルプまたはマニュアルをご参照ください。
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Android版 安心ネットセキュリティの動作環境

安心ネットセキュリティ バージョン 11.78.xx.xx における動作環境は以下の通りです。

対応OS Android OS 4.5 – 12.x 

端末のメモリ
空き容量

120MB以上の空き容量

ディスプレイ
解像度

320×480以上

CPU Intel Atom X86またはARMv7以降のバージョン搭載端末

その他 Wear OS by Google（旧称Android Wear）での利用には、Android OS 4.5 以
上の端末が必要です。また、Android OS およびWear OS by Google 端末
での Bluetooth 対応が必要です。

制限事項 1)マルチユーザー環境ではご利用いただけません。

2) Android Go Edition ではご利用いただけません。

3)分割画面モードを使用している場合、一部の機種でアプリロック機能
が正常に動作しない場合があります。

4)盗難対策・アプリロック機能を利用する場合、盗難対策ウェブ管理（外
部webサイト）への登録が必要となります。事前にアカウント用のメールア
ドレスをご準備ください。

5) SIM 監視を使用するには、SIM カードが装着されている必要があります。

6) root 化（スーパーユーザー権限取得 ）または Android OS がカスタマイ
ズ（例：CyanogenMod ）された端末での動作を保障しません。また、発生

した問題について、お客様はテクニカルサポートを受けることができませ
ん。

7)既知の問題、互換性のない端末についてはオンラインヘルプをご参照
ください。
https://support.kaspersky.com/help/KISA/Android_11.78-kddi/ja-
JP/195522.htm

https://support.kaspersky.com/help/KISA/Android_11.78-kddi/ja-JP/195522.htm


Android版 安心ネットセキュリティの機能一覧(1/３)

機 能 説 明

ウイルス／スパイウェア対策

ウイルス対策

ウイルス、スパイウェア、トロイの木馬、ワーム、ボッ
トなどの脅威から端末を保護します。ヒューリス
ティックスキャン搭載で、未知の脅威にも対応。

リアルタイム保護

従来のウイルス定義ファイルとふるまい検知による
対策に加え、クラウド技術を利用することで、最新
のウイルスや脅威にもリアルタイムに対応します。

自動スキャン

以下の場合に自動スキャンを実行します。

・アプリのインストール時とアップデート時

・アプリ実行時

・ファイルを開く時と保存する時

・指定のスケジュール

手動スキャン

以下のスキャンを手動で実行できます。

・端末全体の完全スキャン

・インストール済みアプリのスキャン

・端末およびSDカード内の指定フォルダに対するス
キャン

定義データベースとプログラムの自動更新
ウイルスなどを検知するための定義データベースと
プログラムをアップデートします。

Web脅威対策

危険なWebサイトへのアクセスブロック

フィッシングサイトや、詐欺行為を行うオンライン
ショップといった危険なウェブサイトへのアクセスを
ブロックします。

有害サイトのフィルタリング
お子様のインターネット利用時に、有害なサイトを表
示しないように設定できます。

パスワード設定
盗難対策機能、およびWebフィルタリング機能に対
してパスワードを設定できます。

安心ネットセキュリティ バージョン 11.78.xx.xx の機能は以下のとおりです。



Android版 安心ネットセキュリティの機能一覧(2/3)

機 能 説 明

盗難・紛失対策

遠隔ロック
置き忘れや紛失時に、他人が利用できないよう遠
隔操作で端末をロックできます。

データ消去

置き忘れや紛失時に、遠隔操作で端末にあるデー
タを消去できます。第三者による重要な情報の悪用
を防止できます。

GPS追跡
GPS機能により、端末の位置をパソコンに表示した
地図上で確認できます。

遠隔アラーム 遠隔操作で端末のアラームを鳴らすことができます。

遠隔撮影
端末のカメラを遠隔操作して写真を撮影することが
できます。

SIMカード監視

置き忘れや紛失したスマートフォンのSIMカードが差
し替えられた場合、新しいSIMカードの電話番号情
報をメールで送信して、端末をロックします。※ポー
タルからの操作はできません。

Web管理画面

紛失・盗難対策機能をパソコンなどのWebブラウ
ザー上から実行できます。また、操作ログや、紛失・
盗難対策機能の動作結果の確認もおこなえます。

その他

アプリロック

メールやSNS、写真、ブラウザなどの他人に見られ
たくないアプリを暗証番号でロックして、大切なデー
タやプライバシーを保護できます。

着信拒否

あらかじめ指定した電話番号や連絡先からの着信
を拒否。繰り返しかかってくる迷惑電話やいたずら
電話をブロックすることができます。

スマートウォッチによる端末管理

Wear OS by Google（旧称Android Wear）搭載のス
マートウォッチを利用して、端末の保護ステータスの
確認、定義データベースのアップデートやスキャン
の実行、端末の捜索を行うことができます。



Android版 安心ネットセキュリティの機能一覧(3/3)

機 能 説 明

その他

脆弱性設定スキャン

1日に1回オペレーティングシステムにぜい弱な設定
がないか確認します。オペレーティングシステムで
ぜい弱な設定を検知した場合、設定の修正を促す
通知を表示します。

アプリ管理
ストレージの空き容量増加やアプリ権限の管理を補
助します。

安心ネットセキュリティの前バージョンとの差分

安心ネットセキュリティの前バージョン（11.54.xx.xx）との主な差分は以下の通りです。

１．（機能）脆弱性設定スキャンが追加されました
２．（機能）アプリ管理が追加されました。
３．（動作要件）Android OS 12に対応ました。
４．（動作要件）Android OS  4.5未満の動作保証を終了しました。



１．Android版 安心ネットセキュリティのインストール

1 Android端末で、次のページにアクセスし、インストールパッケージをインストールします
（Google Playのwebページ）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.au.anshinnetsecurity&hl=ja

以下ＱＲコードを読み取ってアクセスできます。

2 Google Playへ移動後、「インストール」を選択します。ダウンロードとインストール
が自動的に行われます。

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.au.anshinnetsecurity&hl=ja


３ インストールが完了しましたら、「開く」を選択します。

「次へ」を選択します。 「次へ」を選択します。



続いてアクティベーションを行います。このまま次の手順へ進んでください。

スイッチを右にスライドして
権限を付与します。



１ 事前に受領したアクティベーションコードを入力します。アクティベーションコードは
「XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX」形式で、ハイフンで区切られた計20桁の英数字を入力
します。入力を終えたら「次へ」を選択します。アクティベートが無事完了しましたら、
「OK」をタップします。

アクティベート完了後は初期スキャンを実施します。「スキャン」を選択します。

3. アクティベーションをします

２

これで新規インストールとアクティベートは完了です。スキャンの終了を待つ必要はござ
いません。ホームボタンで戻ってもスキャンはバックグラウンドで実行されます。



１ メイン画面からタイルメニューを上に引き出し「盗難対策」ボタンを選択します。

盗難対策のセットアップを始めます。「有効にする」→「次へ」を選択します。２

4. 盗難対策設定を行います

安心ネットセキュリティの保護を活用するためは引き続き盗難対策設定をお願いします。
本設定を省略することもできます（画面は前ページスキャン中からの続きです）。



デバイスアクセス許可を必要とします。適時「アプリ使用時のみ」をタップして権限を付
与します。※権限付与については各機能の設定の順番により省略される場合があります。



遠隔操作で、端末の位置情報を取得するために「常に許可」の設定を行います。

３ 安心ネットセキュリティには盗難対策ウェブ管理（外部webサイト）（以下ポータル）が
用意されています。ポータルへのログインには安心ネットセキュリティの開発元であるカ
スペルスキー社で管理される「マイカスペルスキー」のアカウントを必要とします。本手
順では「マイカスペルスキー」のアカウントの新規作成を例に進めます。

①既に「マイカスペルスキー」のアカウントを取得
されているお客様は、取得済みのメールアドレスを
入力します。

② 新規に作成される場合は、アカウントとなる
メールアドレスを入力します。



メールアドレスとパスワードを入力し、「アカウントを作成」を選択します。
PCメールアドレス推奨

アカウント作成が成功しましたら、つづいて安心ネットセキュリティ自身を保護する
ための暗証番号を設定します。「暗証番号を設定する」を選択し、暗証番号を入力し
ます。



暗証番号の設定が完了しましたら「次へ」を選択します。デバイス管理者権限の設定をし
ます。「次へ」を選択します

「有効にする」を選択します。
※Android OSのバージョンや端末毎に画面が異なる場合があります。



盗難対策設定が完了しました。カメラを使って端末を見つける機能について説明が表示さ
れます。「OK」を選択後、暗証番号を入力すると、盗難対策の設定が表示されます。



5.盗難対策ウェブ管理を設定します。

1

※以降は盗難対策ウェブ管理（外部webサイト）の新規アカウントを作成した方のみの操作とな
ります。

「４.盗難対策設定を行います」で設定したメールアドレスの受信ボックスをご確認ください。

表題：「【カスペルスキー】アカウント本登録についてのお知らせ」
（差出人アドレス Anti-theft@mail.my.kaspersky.com )というメールが登録したメールア
ドレスに届きます。暫く待ってもメールが届かない場合、迷惑メール対策で削除されてしまった
か、登録したメールアドレスが間違っている可能性があります。今一度ご確認ください。メール
アドレスを変更する場合は、安心ネットセキュリティの再インストールから実施して頂く必要が
あります。

２ 開かれたブラウザ上のポータルサイトでアカウント用パスワードを設定します。

受信したメールの「メールアドレスを確認する」をクリックするとメールア
ドレスの正式登録が完了します。（以下画面はGmailで開いた場合の例です）

mailto:anti-theft@kaspersky.com


３

４ ポータルの利用規約に同意する必要があります。チェックボックスへチェックを入れて、
「続ける」をクリックします。

地域と言語を確認して「次へ」をクリックします。



５ ログインが完了すると、同期されている安心ネットセキュリティが表示さ
れます。これで盗難対策サイトの初回設定が完了です。



１ メイン画面から「インターネット保護」ボタンを選択します。

インターネット保護のセットアップを始めます。「次へ」を選択しますと、ユーザー補助
へのアクセス権付与設定に移行します。

２

7. インターネット保護設定を行います

Webブラウザ上の脅威対策として、インターネット保護設定を行うことを推奨します。



※以下設定画面はAndroid OSのバージョンや端末毎に異なる場合があります。適宜読み替
えて設定をお願いいたします。

「次へ」を選択します。続いて「安心ネットセキュリティ」を選択します。

スイッチを入れます。 「許可」を選択します。



chromeブラウザは保護されました。「次へ」を選択しますと、インターネット保護の設定
画面が表示されます。通常はそのままの設定でのご利用を推奨します。



使い方のヒント・困ったときは

安心ネットセキュリティのメイン画面のハンバーガーメニューから「ヘルプ」を選択する
とオンラインヘルプを表示できます。（ブラウザーが起動します）
オンラインヘルプには、安心ネットセキュリティの各機能の操作説明が掲載されています。

ブラウザが開きオンラインヘルプが表示されます。２



1 バージョン情報を確認するには、メイン画面のハンバーガーメニュから、「製品情報」を
選択します。

バージョン情報の確認方法

バージョン情報が表示されます。２


