
（マカフィー for ZAQ）
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（マカフィー for ZAQ）

不正アクセス防止やパソコン内の
ウイルス・スパイウェアを検知・駆除
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【不正アクセスの防止】や【パソコン内のウイルス検知駆除】など

自分のパソコンにセキュリティ対策を行うことは、いまや必要不可欠です。

インターネットは便利・楽しい！

■サービス概要

(ウイルススキャン機能、ファイアウォール機能、フィッシング対策機能、サイトアドバイザー 等）

総合セキュリティ対策ソフト

マカフィー for ZAQ

1

危険その1. 3

でも、危ないことも…2

ウイルス
4 感染すると、自分だけでなく

他人に被害を及ぼすことも…

危険その2. 5
スパイウェア

6 銀行の口座番号やパスワードを
盗まれる被害も…

個人情報

個人情報

残高￥0
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すでにウイルスが侵入している時もあります。

いくらウイルスを防御しても、万全ではありません。他の経路から等、すでにパソコン内に
ウイルスが侵入している場合もあります。

こんなことに
ならないように…

9

危険その3. 7
不正アクセス

8 個人情報を盗まれたり、
パソコンを悪事の踏み台に
されることも…

不正アクセス

不正アクセス

個人情報 他人の
パソコンを
攻撃個人情報

スパム
メール

ケーブルテレビ富山では、
マカフィー for ZAQを
ご用意しています。

10

すでに侵入
しているぞ！

早くウイルスを
やっつけて～

まあ！
たいへん これは

重傷ですな
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マカフィー for ZAQとは…

ウイルス／スパイウェア
スキャン機能

パソコン内にウイルスや
スパイウェアが
潜んでいるかどうか探します。

【ウイルススキャン機能】（パソコン内のウイルス、スパイウェア検知・駆除）、【ファイア
ウォール機能】（不正アクセス防止）、【フィッシング対策機能】、【サイトアドバイザー】の
サービスを提供します。

いつも
通信を監視
しています。

駆除します。 通信に対して許可・遮断をします。
パソコンから外部へのアクセス

外部からパソコンへのアクセス

ファイアウォール機能

マカフィー for ZAQ

ハードディスクやUSBメモリ等に対し、
自動もしくは手動でウイルスの検知や
駆除を行います。

インターネットに接続している際に、
「パソコンから外部へのアクセス」、
「外部からパソコンへのアクセス」を監視します。

ファイア
ウォール機能
ファイア

ウォール機能

ファイア
ウォール機能
ファイア
ウォール機能

ウイルス／
スパイウェア
スキャン機能

ウイルス／
スパイウェア
スキャン機能

ウイルス／
スパイウェア
スキャン機能
ウイルス／
スパイウェア
スキャン機能

個人情報

いたぞ！

助かった～

ウイルス／
スパイウェア
スキャン機能

ウイルス／
スパイウェア
スキャン機能

…その他機能、いろいろあります…

あやしい通信

あやしい通信

個人
情報

ファイア
ウォール機能
ファイア

ウォール機能

助かった～

ファイア
ウォール機能
ファイア

ウォール機能

個人
情報
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【ケーブルテレビ富山ホームページ】から
『マカフィー for ＺＡＱ』のダウンロードが必要です。

■利用方法

ダウンロードが必要ですダウンロードが必要です

不正アクセスによる被害を
防ぐためにマカフィー for ZAQを
利用するぞ！

ケーブルテレビ富山のホームページからマカフィー for ZAQを
ダウンロードします。

それだけじゃないぞ！パソコン内の
ウイルスやスパイウェアを
検知・駆除もできるんだ！！

あやしい通信

ファイア
ウォール機能
ファイア

ウォール機能
個人情報

ウイルス／
スパイウェア
スキャン機能

ウイルス／
スパイウェア
スキャン機能

個人
情報

ダウンロードとは…

インターネット上にあるプログラムなどの【ファイル】を、自分のパソコンに【取り込む】
ことです。この場合、マカフィー for ZAQをパソコンに取り込みます。

インストール方法につきましては別紙「安心セキュリティー マカフィー for  ZAQインストール
マニュアル」をご参照ください。

ケーブルテレビ富山 DOWNLOADファイア
ウォール機能
ファイア

ウォール機能

ウイルス／
スパイウェア
スキャン機能

ウイルス／
スパイウェア
スキャン機能

マカフィー for ZAQ
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ウイルススキャン機能

マカフィーアイコンをダブルクリックします。1

【ウイルスおよびスパイ
ウェア対策】を
クリックします。

2

【パソコンのスキャン】を
クリックします。

3

【フルスキャンを実行】を
クリックします。

4

ダブルクリック

クリック

クリック

クリック
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スパイウェア対策はウイルススキャン実行時に同時に行われます。8

ウイルススキャンが行われます。5

ウイルススキャン終了の画面
が表示されます。

終了ボタンをクリックします。

6

ウイルススキャンが不正なプログラム
などを検出すると、右のような画面を
表示します。検出されたウイルスには、
自動で「削除」「隔離」「駆除」のいずれ
かの処理が行われます。

終了ボタンをクリックします。

7

クリック

クリック
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フィッシング対策機能

フィッシングの可能性があるサイトにアクセスした場合、WEBブラウ
ザに【警告：危険なサイト】と表示され、サイトに移動するか確認のメッ
セージが表示されます。
サイトの安全性が確認されていない場合は「戻る」をクリックして
前画面にお戻りください。

1

フィッシングとは、メール（フィッシングメール）などで実在の
銀行やショッピングサイトとそっくりな偽のページ（フィッシ
ングサイト）に呼び込み、カード番号や暗証番号などを入力さ
せる手法の詐欺です。
マカフィー for ZAQは、自動的にフィッシングメールやフィッシ
ングサイトを検知し、アクセスしようとしたときに警告画面を
表示します。

CREDITCARD

クリック
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抹消するフォルダーを選択し、抹消するタイプを選択します。
設定後、【抹消】をクリックします。

3

データ保護機能

データ保護機能の【シュレッダー】は、機密情報を含むファイルを抹消する機能です。
抹消したい項目（ごみ箱、インターネット一時ファイル、フォルダー）の選択や、抹消する
タイプ（レベル）を5段階から選択することができます。

【データの保護とバックアップ】
をクリックします。

2 【シュレッダー】をクリックします。

マカフィーアイコンを
ダブルクリックします。

1

選択

ごみ箱

インターネット一時ファイル

オプションを選択

操作

ごみ箱の内容を削除します。

インターネット一時ファイル　フォルダーの内容を削除します。

抹消するフォルダーを選択します。

固有のフォルダーを選択すると、マカフィーシュレッダーTMはフォルダーとそのコンテンツを削除します。

選択

クイック

基本

安全

厳重

安全

操作

選択した項目を1回抹消します。

選択した項目を2回抹消します。

選択した項目を5回抹消します。

選択した項目を7回抹消します。

選択した項目を10回抹消します。

ダブルクリック

クリック
クリック

クリック
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【保護者機能】をクリックします。2

初めて保護者機能を使用する場合は、
管理者パスワードを設定する必要が
あります。管理者のみが保護者機能の
フィルタリング設定を変更できます。
管理者パスワードの【設定】をクリック
します。

　

【パスワード】を入力し、【パスワードを
忘れたときのヒント】も入力します。
入力後、【次へ】をクリックします。

3

【保護者機能】をクリックします。

保護者機能

マカフィーアイコンを
ダブルクリックします。

1

不適切なサイトのフィルタリングを行う機能です。
お子さまの年齢にあわせたサイトのブロックまたは許可を行うことができます。
また、検索サイトの検索結果から不適切なコンテンツやリンクを排除する設定や、特定
のサイトの閲覧許可またはブロックの設定、サイト利用時間制限の設定なども行うこと
ができます。

ダブルクリック

クリック

クリック

クリック

クリック
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【OK】をクリックします。

※管理者パスワードを忘れて
しまった場合、マカフィー 
for ZAQの再インストール
が必要になります。

　
【家族の保護】画面が表示さ
れます。
設定したいWindowsユー
ザーアカウントを指定して、
【保護】をクリックし、保護者
機能のフィルタリング設定を
行います。

4

●年齢グループの割り当て
子供の年齢グループに従ってウェブ
サイトをブロックまたは許可します。
これにより、ウェブサイトのコンテン
ツの種類に応じてウェブサイトの閲
覧を許可または禁止することがで
きます。

●安全検索の使用
安全検索を設定すると、検索サイト
の検索結果から不適切なコンテン
ツやリンクを排除できます。

●ウェブサイトの許可とブロック
特定のウェブサイトを指定し、閲覧
を許可またはブロックすることがで
きます。

●ウェブ利用時間の制限
子供にウェブを長時間閲覧させた
くない場合には、時間制限を設定し、
アクセスを制御することができま
す。ウェブ閲覧スケジュールを使用
すると、子供がウェブを閲覧できる
曜日と時間を設定できます。

保護者機能で設定できるフィルタリング機能

クリック

クリック
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ファイアウォール機能

マカフィー for ZAQをインストールしたパソコンを起動すると
画面右下のタスクトレイにマカフィーアイコンが表示され、
自動的に常駐します。

マカフィー for ZAQが常駐している状態で、何らかのソフトウェ
アが外部と通信をしようとした場合や、外部からパソコンにアク
セスがあった場合は下記のようなウインドウが表示されます。
次回から自動的に許可を行うようにするためには、【常に許可す
る】をクリックします。

お客さまがご自分でソフトウェアを起動した時にメッセージが表示
された場合や、プログラム名やアイコンを確認し、よく利用するソフト
ウェアだった場合に選択します。
※ブロックしてしまうと、一部またはすべての機能が利用できなくなります。

ファイア
ウォール機能
ファイア

ウォール機能

通さないよ！

通して
くれよ～

通ってください。

許 可

何の操作もしていないのに、突然メッセージが表示された場合や、メー
ルの添付ファイルなど、お客さまがファイルを開いた時にメッセージが
表示された場合に選択します。

ブロック

クリック
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以下の場合は、基本的に【許可】ボタンをクリックします。許可の目安

以下の場合は、基本的に【ブロック】ボタンをクリックします。ブロックの目安

通信の許可・ブロックの目安

インストール直後は、ファイアウォール機能には基本的
なルールのみが設定されています。

使い始めはアプリケーションがインターネット接続するた
びに許可・ブロックの確認を求める【プログラムがインター
ネットアクセスを要求しています。】ウインドウが表示
されますが、確認作業（許可・ブロックの指定）を繰り返し
行っていくとポリシーが蓄積され、徐々に確認ウインドウ
は表示されなくなります。

お客さまがご自分でプログラムを起動した場合。
※ブロックしてしまうと、一部またはすべての機能が利用
　できなくなります。

アプリケーション名（またはアプリケーションアイ
コン）を確認し、よく利用するアプリケーションの
場合。

何の操作もしていないのに、突然メッセージが表
示された場合

メールの添付ファイルなど、お客さまがファイル
を開いた時にメッセージが表示された場合

マイクロソフト社のWindows Updateやメール受信は定期的にバックグラウンドでイン
ターネット接続を実施します。操作することなく突然【プログラムがインターネットアクセス
を要求しています。】ウインドウが表示される為、間違って【ブロック】ボタンをクリックする
とWindows Updateやメール受信ができなくなってしまいます。アプリケーション名をよく
確認してから操作してください。

許可

許可

許可

ブロック

ブロック

ブロックブロッ
ク

許可

許可
許可

ブロック

さあ、起動！！

許可いつもの
ソフトだよ！

接続確認

メッセージ
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ブロックしているソフトウェアの確認および、ブロック解除方法

マカフィー for ZAQを起動します。

マカフィーアイコンをダブルクリックして
マカフィー for ZAQを起動してください。

1

メイン画面が表示さ
れますので【ウェブと
メールの保護】を
クリックしてください。

2

【ファイアウォール】を
クリックしてください。

3

マカフィー for ZAQをインストールしてから今まで使用していたアプリケーションが
使えなくなった場合は、下記の手順でアプリケーションの通信がマカフィー for ZAQに
よってブロックされていないかご確認ください。

ダブルクリック

クリック

クリック
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パーソナルファイアウォール
ウインドウが表示されますの
で【プログラムのインターネット
接続】をクリックしてください。

4

利用したいプログラムが遮断
されているかご確認ください。

5

遮断されているプログラムを
許可する場合利用したいプロ
グラム名の上でクリックし、
【編集】をクリックしてください。

6

修正画面が表示されますので
【アクセス】を【許可】に選択し
てください。
【保存】ボタンをクリックして
ください。

7

クリック

クリック

クリック
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サイトアドバイザー

Microsoft® Internet Explorer 7.0以降、
Firefox 3.5以降、
Google Chrome

サイトアドバイザーは、ウェブサイトの安全性評価を赤、黄、緑のアイコンで表示します。

サイトアドバイザーライブは、個人情報を盗み出したり、パソコンを攻撃するウェブサイトを
リアルタイムに監視し、様々な方法でパソコンを保護するので、ネットサーフィンを安全に
行うことができます。保護モードを有効にすると、フィッシング詐欺対策や、メールとメッセ
ンジャーのメッセージに含まれているリンクのチェックだけでなく、危険なサイトへのアク
セスを遮断することができます。

●対応ブラウザ

保護モードを有効にすると、パスワードを設定して、不審なサイトの閲覧や危険
なファイルのダウンロードを防ぐことができます。

●保護モード

サイトアドバイザーは、ダウンロードされるファイルをスキャンし、脅威の有無
を確認します。設定した保護レベルによっては、ダウンロードを停止したり、
危険を警告します。

●ダウンロードの保護

よく利用している電子メールプログラムでもサイトの評価を行うことができ
ます。

●電子メール リンクの警告
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サイトアドバイザーのツールバーにある
▼をクリックして、メニューを表示し、
【オプション】をクリックします。

2

【保護モードを有効にする】のチェックを
オンにして【保存】をクリックします。

3

パスワードの設定が求められますので、
パスワードとパスワードのヒントを入力
し、【パスワードの設定】をクリックしてく
ださい。

4

サイトアドバイザーライブの保護モードを有効にする

サイトアドバイザーライブの保護モードを有効にするにはオプションから設定する必要が
あります。

Microsoft® Internet Explorerを起動します。1

クリック

クリック

クリック
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マカフィー for ZAQはウイルススキャン機能・ファイアウォール機能に、フィッシング対策機能・
サイトアドバイザーなどを備えた総合セキュリティソフトです。また、マカフィー for ZAQ画面内
右上のヘルプをクリックすることでヘルプを表示させることもできます。

■もっと詳しく（Q&A）

もっと
詳しく

設定方法や使用方法がわからない。

ソフトの誤動作やパソコンのトラブルの原因となりますので、セキュリティ対策ソフトの併用は
できません。
　他社のセキュリティ対策ソフト（Norton、ウイルスバスター、PCGATE、Ad-Aware、Spybot
など）が動作しているパソコンにマカフィー for ZAQをインストールした場合、マカフィー for 
ZAQが起動不可となったり、正常にウイルスを検知することができなくなるなど、マカフィー 
for ZAQ誤動作の原因になりますので、必ずマカフィー for ZAQのインストールを行う前にこ
れらのソフトを削除（アンインストール）してください。
（マカフィー for ZAQ以外のセキュリティ対策ソフトでの削除方法については、ソフトウェアの
提供元にお問合せをお願いいたします）
　他社のセキュリティ対策ソフトを削除しないまま、同じパソコンにマカフィー for ZAQをイ
ンストールした場合、パソコンの起動や動作が非常に遅くなる、インターネットへの接続が
できなくなるなどの現象が起きることがあり、まれにWindowsが正常に起動しなくなる場
合もあります。
これはマカフィー for ZAQに限ったことではなく、他社のセキュリティソフトでも同様の案内が
されていますので、必ずマカフィー for ZAQのインストールを行う前には、同じ機能を持つ他
のソフトを完全に削除（アンインストール）しておいてください。

もっと
詳しく

他社のセキュリティ対策ソフトと併用できますか？

クリック
クリック
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マカフィー for ZAQはパソコンに常駐し、インターネットを利用する際に発生するウイルス感染
や、不正アクセスなどの被害からパソコンを守る総合セキュリティソフトです。マカフィー for 
ZAQにも、迷惑メール対策機能があり、パソコンに受信した迷惑メールを処理します。動作
対象は、CTTのメールアドレスに限らず、パソコンに受信するメールが対象になります。
　CTTの迷惑メール対策サービスは、メールサーバー上でスパムメールを判断して振り分けたり、
指定した条件にしたがってメールを削除したりできるサービスです。動作対象はサービス
申込しているCTTのメールアドレスのみとなります。迷惑メール対策サービスはメールサー
バー上で自動的に行うため、パソコン上でソフトウェアを稼働させることはありません。
　なお、マカフィー for ZAQの迷惑メール対策機能と、CTTの迷惑メール対策サービスでは、迷惑
メール対策サービスの処置が優先されます。双方のサービスを併用することでより安全な
環境を構築することができます。

もっと
詳しく

マカフィー for ZAQとCTTNET迷惑メール対策サービスは併用できますか？

ルーターやHUBを経由していても、
マカフィー for ZAQがインストールさ
れたパソコンがCTTインターネット接
続サービスに正しく接続され、ブラウ
ザやメールが利用できる環境であれ
ば、アップデートなどすべての機能が
ご利用になれます。

もっと
詳しく

ルーターを通してパソコンを何台か使用しているのですが、動作するのでしょうか？

正しく設定すれば、より安全にインターネットをお楽しみいただけます。ルーター側のファイア
ウォール機能を併用することにより、より効果的になると思われますが、設定される際には以下
の内容にご注意ください。
●同じIPアドレス・ポート番号に対しては同じ設定を行ってください。
ルーター付属のファイアウォール機能でブロック設定し、その設定を忘れてマカフィー for 
ZAQ側で許可設定した場合には、指定したIPアドレス・ポート番号を使用する通信ができ
ない、といった設定ミスによる動作不良を招くこともあります。
●ネットワークゲームなどで、特定のパソコンに特定のポート番号の信号を送る必要がある場合
ネットワークゲームの中には、特定のポート番号の信号をネットワークゲームで使用するパソ
コンに送信することを許可する必要がありますが、
ルーター機能のユニバーサル プラグ アンド プレイ
（UPnP）の設定を利用する場合、マカフィー for 
ZAQの設定もUPnPに準じた許可設定をする必要が
あります。許可するポート番号等の詳細な情報は、
ご利用になるサービスの提供元にお問合せください。

もっと
詳しく

ルーターにも簡易ファイアウォール機能がありますが、併用した方がよいのでしょうか？

ぼくも使ってね！
ファイア

ウォール機能
ファイア

ウォール機能
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お使いになっているパソコンのOSにより状況が変わります。

【Windows 8、Windows 7、Windows Vistaをご利用の場合】

●マカフィー for ZAQのインストールは、管理者権限（administrators グループ）のアカウン
トでのみ実行できます。

●管理者権限でインストールすれば、他のログインユーザーであらためてインストールする必
要はありません。

●各ユーザーを切り替えてマカフィー for ZAQのすべての機能をご利用いただけます。

もっと
詳しく

一台のパソコンで複数のユーザー設定をしていますが、
複数のユーザーで使うことはできますか？

マカフィー for ZAQはカスタムインストールに対応しており、個別の機能だけをインストール
することができます。
インストールの際にカスタムインストールを選択することで機能別のインストールが可能と
なります。
カスタムインストールを行う際は、機能の選択にはご注意ください。

もっと
詳しく

一部の機能だけインストールできますか？
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ご利用になる前に、下記の動作環境を確認してください。

もっと
詳しく

動作環境は？

OS
Windows Vista(Service Pack1/2)
Windows 7(Service Pack1)

Windows 8
Windows 8.1

CPU
ブラウザ
メモリ
HDD

512MB以上
Microsoft Internet Explorer 7.0以上

500MB以上のHDD（Cドライブ）空き容量

1.00GHz以上のプロセッサ

動作環境

2.00GB以上

●上記動作環境はご利用いただくための目安であり、必ず動作することを保証するものではあ
りません。動作環境内であっても、パソコン環境などにより正常にご利用いただけない場合
があります。
●Windows 8、Windows 7、Windows Vistaをお使いの場合は、あらかじめ管理者権
限のあるAdministratorsグループのメンバーとしてログオンする必要があります。
●ブラウザのセキュリティレベルの設定は、初期設定の「中」もしくは「中高」でお使いください。
●お使いのパソコン上で他社のセキュリティソフト（Norton、ウイルスバスター、Kaspersky、
Ad-Aware、Spybotなど）が動作している場合、マカフィー for ZAQのソフトウェアが起動
不可となったり、正常にウイルスを検知することができなくなるなど、誤動作の原因になり
ます。必ず他社のセキュリティソフトをアンインストールした上で、使用してください。
●マカフィー for ZAQは、マカフィー株式会社の開発したソフトウェアを利用しています。
※サービスのお申込の前に必ず「ご利用上の注意」をお読みください。

Windows

OS
CPU

ブラウザ

メモリ
HDD

Apple Mac OS X 10.7 以降
1.00GHz以上のプロセッサ

Firefox12.0以降
Safari 5.0以降

2GB以上
300MB以上の空き容量

動作環境
Mac

OS
Google Android（スマートフォン/タブレット）
2.3、3.0、3.1、3.2、4.0、4.1、4.2、4.3、4.4（※1）
Amazon Kindle Fire

Androidの標準ブラウザを搭載しない端末では、ウェブ保護の機能が制限される
場合があります。
※１：Android4.4での稼動については、OSの制限などにより、下記の機能を使用することができません。

・SMSのブロック ・SMSのリストア
・SMSの削除 ・SMSで検知されたマルウェアの削除

注意
補足事項

動作環境
Android端末
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パソコン起動時に、マカフィー for ZAQのサービスが起動するよりも早く、Windowsセキュリ
ティセンターのセキュリティ監視のサービスが開始されると、このメッセージが表示されること
があります。

マカフィー for ZAQが正常に起動し、すべてのセキュリティ対策が有効となったタイミングで、
この警告メッセージは表示されなくなります。

もっと
詳しく

パソコンを起動した時に「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。
マカフィー for ZAQが無効になっています。」と表示されます。

マカフィー for ZAQをインストールするときは、ブラウザのツールバーは無効にしてください。
ブラウザツールバーの機能である「ポップアップ広告を禁止するための機能」を有効にしてい
ると、マカフィー for ZAQをダウンロードする際に必要な、ポップアップ表示画面がブロックさ
れ、インストールに必要なファイルのダウンロードができなくなります。マカフィー for ZAQを
インストールする前には、ブラウザツールバーの機能である「ポップアップ広告を禁止するため
の機能」を停止させるか、ZAQのページ（zaq.ne.jp）では表示を許可するよう設定を変更して
ください。

ツールバーの例

※お使いのブラウザツールバーの設定変更については、ツールバーの提供元へ
　お問合せください。

もっと
詳しく

Yahoo!ツールバーなどのポップアップブロッカー機能を利用すると
マカフィー for ZAQがダウンロードできないのですが？

お使いのパソコン環境によっては、インターネットへの通信速度にも影響することがあります。
マカフィー for ZAQなどのセキュリティソフトをインストールするだけでは、インターネットの
速度に大きく影響を及ぼすことはありませんが、ほとんどのセキュリティ対策ソフトはイン
ターネット通信を監視するためのプログラムが常に動作しています。その影響で、お使いの
パソコン環境によってはパソコン全体の動作が遅くなることがあり、その結果インターネットの
ご利用も遅くなったように感じることがあります。

もっと
詳しく

マカフィー for ZAQをインストールするとインターネットの速度が遅くなりますか？
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常に接続しておく必要はありませんが、緊急のアップデートファイルなどを効率よく受信できる
ように、ご自宅ではなるべくインターネットに接続された環境でご利用ください。
マカフィー for ZAQはアップデートを実行する際や製品のバージョンアップ等の際にインター
ネット接続を必要とします。
※定義ファイルの通常の更新は差分更新で行いますが、約2週間以上、定義ファイルの更新を
行わなかった場合は、更新がフル更新となります。
フル更新の場合は、更新にお時間がかかる可能性がありますのでご注意ください。

もっと
詳しく

実行する時は、常にインターネットに接続していなくてはいけませんか？

圧縮されたファイルもスキャンの対象となります。
暗号化されたメールは解凍時にリアルタイムスキャンにより検出する事が可能になっています。

もっと
詳しく

圧縮されたファイル形式でもウイルススキャンは動作しますか？

インストールが正しく完了していない可能性があります。パソコンが正常に起動してしばらく
待っても、タスクトレイのマカフィーアイコンが表示されない場合には、マカフィー for ZAQの
インストールが正常に完了していない可能性があります。マカフィー for ZAQを一度アンイン
ストール（削除）していただき、もう一度インストールしなおしてお試しください。インストール
の完了後、タスクトレイにマカフィーアイコンが表示されることを確認してください。または、
ブラウザ等でインターネット接続を確認した後、デスクトップ上の「マカフィー for ZAQ」と表
示されたアイコンをダブルクリックして、マカフィー for ZAQの画面が正しく表示されるかどう
かご確認ください。

もっと
詳しく

パソコンを再起動してもタスクトレイにマカフィーアイコンが表示されません。

ご利用いただけます。合計3台までインストールすることができます。

もっと
詳しく

Mac OSでも使えますか？またAndroid端末でも使えますか？
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迷惑メール対策機能

迷惑メールを自動的に判別し、受信ボックスへの配信を防止する機能です。
保護レベルの設定や、迷惑メールと判定されたメールの保存場所の設定、迷惑メール
のフィルタリングルールのカスタマイズなど、お客さまのご利用状況にあった設定にす
ることができます。

マカフィー for ZAQを起動します。

マカフィーアイコンをダブルクリックして
マカフィー for ZAQを起動してください。

1

メイン画面が表示されますので
【ウェブとメールの保護】をクリックしてください。

2

ダブルクリック

クリック
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【迷惑メール対策】をクリックしてください。3

迷惑メール対策機能は以下の通りです。

［迷惑メールの保護レベル］…迷惑メールの判定基準を変更します。

［メールの処理］…迷惑メールの処理方法や通知方法を変更します。

［迷惑メール対策ツールバー］…迷惑メール対策ツールバーの表示を変更します。

［カスタムフィルタリングルール］…フィルタリングルールをカスタマイズします。

［友人リスト］…信頼する相手からのメールは迷惑メールと判定されないようにします。

［ウェブメールフィルタリングルール］…ウェブメールの迷惑メール対策をします。

［文字セット］…特定の言語が使用されたメールをブロックまたは許可します。

［フィルタリングされたウェブメール］…
ウェブメールフィルタリングルールでフィルタリングされたメールを確認します。

4

クリック
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【原因】
現在ログインしているアカウントで、すでに3台の端末に導入している場合、ダウンロードが
できません。

【対処方法】
安心セキュリティーでは3台までインストール可能となりますので、4台目以降はお客さま
にてセキュリティソフトをご用意いただくこととなります。

もっと
詳しく

申込済のアカウントでサービスをダウンロードしようとした際に、
マカフィーマイアカウント画面の「端末の保護」タブを選択し「ダ
ウンロード」ボタンを押してもダウンロードができません。

■「マカフィー for ZAQ」の導入後のトラブルについて

マカフィー for ZAQのファイアウォール機能が表示するウインドウです。
パソコンにインストールされているソフトウェア等が、パソコンから外部（インターネットや自宅
ネットワークパソコンの共有フォルダー）へ、何らかの通信を行った際などにマカフィー for ZAQ
が検知し、パソコンの画面で通信の許可あるいはあるいはブロックの判断を要求するウインド
ウです。

ウインドウの［プログラム］欄に通信しようとしている
プログラム名が表示されます。接続を許可するには［常
に許可する］か［1回のみ許可］、見覚えがないソフトで許
可しない場合は［ブロック］をクリックしてください。

※［ブロック］をクリックした場合、それ以降にプログラム規則を変更しない限り、ブロックされたプログラムのソ
フトはインターネットに接続できなくなりますのでご注意ください。［1回のみ許可］をクリックした場合、許可し
たプログラムがもう一度インターネットに接続しようとすると、上記ウインドウが表示されます。

もっと
詳しく

マカフィー for ZAQを利用中に「プログラムがインターネットアクセスを
要求しています」と警告画面が表示されました。

〈画面表示例〉
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「セキュリティレベル」が「通信遮断」になっていませんか？

もっと
詳しく

マカフィー for ZAQをインストールしたら
インターネットの閲覧ができなくなりました。

1.タスクトレイのアイコンを右クリックし、
［マカフィー セキュリティセンターを開く］を
クリックします。

2.セキュリティセンターが起動しますので［ウェ
ブとメールの保護］をクリックし、続いて［ファ
イアウォール］をクリックします。

3.［トラフィックコントローラ］をクリックし
ます。
「通信遮断」になっていた場合は、「スマート
アクセス（推奨）」を選択し、［適用］をクリックし
ます。

4.再度、ネット接続が可能かどうかを確認してください。
5.上記で改善しない場合は、P15を確認し、ご利用のブラウザがブロックされていないか
ご確認ください。

もっと
詳しく

保護状態が赤になり、「更新の確認」メッセージが表示されました。

【現象】
パソコンを起動後、保護状態が赤になり、「ご使用のパソコンは危険な状態です。」というメッ
セージが表示されます。セキュリティセンターを起動すると、以下のメッセージが表示されます。

【更新の確認】
●ご使用のソフトウェアを更新できません。
●インターネット接続を確認してください。

【原因】
製品上のコンポーネントの一部が更新できて
いないために発生します。

【回避策】
手動更新を実行する。
手動更新を実行することにより問題を解決する
ことができます。
※更新は通信端末配下外でもご利用可能です。

1.タスクトレイ（Mアイコン）を右クリックし
ます。

2.［更新の確認］をクリックします。
3.更新が終了したら、保護状態が緑（ご使用のパソコンは保護されています。）に戻ったこと
を確認します。更新後、パソコンの再起動を求められる場合がありますので、その場合は
パソコンの再起動を実施後に状態をご確認ください。

4.更新を実施しても改善が無い場合は、マカフィー for ZAQを再インストールしてくだ
さい。
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昨今のウイルス（マルウェア）はUSB
などの外部記録媒体を介して感染す
るものが多く出回っております。
USBなどの外部記録媒体を一度もス
キャンしていない場合は、「スキャン」
をクリックして一度全ファイルをス
キャンすることをおすすめします。

●USBなどの外部記録媒体からファイルをパソコン上のハードディスクにコピーした際は、
リアルタイムスキャンによってスキャンが行われます。

●当スキャン機能は主にセキュリティ製品をインストールしていない他のパソコンへの感染
拡大を防ぐ目的で使用します。

●「この選択を記憶する」をチェックして、「スキャン」をクリックした場合は、USBなどの外部
記録媒体を挿入する度に自動的にスキャンが行われます。
「この選択を記憶する」をチェックして、「スキャンしない」をクリックした場合は、USBなどの
外部記録媒体挿入時はスキャンを開く画面が表示されなくなります。

もっと
詳しく

USBフラッシュメモリーなど、外部記録媒体などをパソコンに
接続すると、「リムーバブルメディアドライブを検出しました。」と
表示されます。

もっと
詳しく

「○○○が融離されました」とアラートが出た場合、どうずればいいですか？

【対処方法】
ウイルスが検出された場合、ウイルス
スキャンは自動で「削除」、「隔離」、
「駆除」のいずれかの処理を行います。
ユーザーは特に操作を行う必要はご
ざいません。安心してパソコンをご利
用ください。

もっと
詳しく

パソコンを買い替えた場合の対処方法を教えてください。

買い替え前のパソコンでインターネットに接続しながら、マカフィー for ZAQをアン
インストールしてから新しいパソコンでインストールしてください。

ログイン画面で解除したいパソコンをクリックし、「登録を解除する」をクリックしてくだ
さい。解除ができましたら新しいパソコンでインストールしてください。

方法1

方法2
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