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WiFi Security ユーザーガイド

この文書に記載されている情報は予告なく変更されることがあります。この文書で説明されてい

るソフトウェアは、使用許諾契約または秘密保持契約に基づいて提供されています。このソフト

ウェアの使用または複製は、これらの契約の条件に従って行うものとします。複写や記録を含

む、電子的または機械的ないかなる形態や手段によっても、書面によるウェブルートの許可な

く、購買者の個人的な使用以外の目的で、本書のいかなる部分についても複製、検索システ

ムへの保存、または転送を行うことはできません。





WiFi Security 概要

Webroot® WiFi Security VPN は、オンラインでの業務やコンテンツ共有、銀行取引、ネットブラウ

ジングの際の安全を保証し、ユーザーの個人情報を守ります。使い方は簡単で、データ、財務

情報、パスワード、閲覧習慣などのプライバシーを自動で保護します。

このアプリのWeb フィルタリング機能は、Webroot BrightCloud® Threat Intelligence を利用して、

情報の盗用やマルウェアによるシステムの攻撃を試みる悪質なサイトや危険性のあるサイトから、

ユーザーを保護します。

アプリが無効になると、ウェブルート独自のKill スイッチ機能が、アプリやサイト、プロセスによりセ

キュリティで保護されていないネットワークへのデータ送信を阻止します。Webroot WiFi Security
は、アンチウイルスやインターネット セキュリティ ソフトウェアと併用することで、すべてのデバイスで

インターネットを安全に利用できます。

l シンプルで使いやすいプライベート接続 – Webroot® WiFi Securityは、シンプルで直観的なた

め、複雑な操作や設定は必要ありません。IPアドレスと個人特定情報を自動で非公開にし

てユーザーの安全を守りながら、ユーザーの接続や閲覧をトラッキングすることはありません。

l 自動接続 –ユーザーがセキュリティで保護されていないネットワークに接続した場合に、VPN
接続を自動でアクティブ化することができます。

l Web フィルタリング– Webroot BrightCloud®脅威インテリジェンスによって悪質または危険と判

定されたサイトへの訪問を阻止します。BrightCloudのインテリジェンスは、何十億ものWebサ
イトと IPアドレスに関する最も正確かつ最新の情報を提供します。

l マルチデバイス対応 – Webroot® WiFi Securityは、Windows®、Mac®、iOS®、Android™デ

バイスを含む家庭内のあらゆるデバイスを包括的に保護します。

l Kill スイッチ – VPN を介さないすべてのインターネット トラフィックをブロックできます。この機能

は、バンキングを始めとするアカウントベースのアクティビティなど、狙われやすく、追加のセキュリ

ティが必要なブラウジングにとって重要です。

注: この機能は、Windows およびAndroidのOSでのみ使用できます。

l 使用制限なし –サブスクリプション 1つで、アカウントに登録されている各デバイスを無制限に

使用できます。

l 選べる接続先 – 35か国のサーバーから接続先を選べます。

l 受賞歴を誇るカスタマーサポート –米国を拠点にした無料のカスタマーサポートは、業界トッ

プクラスのお客様評価をいただいています。

WiFi Securityの使用方法については、以下のトピックをご覧ください。





l モバイルデバイスでのWiFi Securityの使用

l デスクトップでのWiFi Securityの使用

l 高度な設定の操作

l WiFi Securityサポート





システム要件

サポート対象 OSおよびバージョン:

l Android™ 6 (Marshmallow) 以降

l iOS™ 10以降

l Mac 10.10 (Yosemite®) 以降

l Windows 7以降r (Windows 8およびWindows 10 S を除く)





第 2 章: モバイルデバイスでのWiFi
Security の使用

WiFi Securityの使用方法について詳しくは、以下のトピックをご覧ください。

モバイルデバイスでのWiFi Security へのログイン 15
モバイルデバイスでのWiFi Security への接続 23
モバイルデバイスでのサーバーロケーションの変更 35
モバイルデバイスでの優先サーバーロケーションの設定 45
モバイルデバイスでのWiFi Security のパスワードの変更 55
モバイルデバイスでのWiFi Security からのサインアウト 73





モバイルデバイスでのWiFi Security へのログイン

モバイルデバイスでWiFi Securityにログインする手順は次のとおりです。

注: プラットフォームがAndroidか iOSかによって、アプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

モバイルデバイスでWiFi Securityにログインするには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをタップします。

[ログイン] 画面が表示されます。





2. 次の情報を入力します。

l メールアドレス

l パスワード

注: このメールアドレスとパスワードは、アプリを Google Playまたは Apple Apps か
ら、あるいはWebroot.comのオンラインストアで購入したときに作成したものです。

https://play.google.com/store
https://www.apple.com/ios/app-store/
https://www.webroot.com/us/en/home/products/vpn-wifi-security




3. [ログイン] ボタンをタップします。

メイン画面が表示され、VPN サービスに接続する準備が整いました。





4. 23{/u}{/color}ページの「モバイルデバイスでのWiFi Security への接続」 に進みます。





モバイルデバイスでのWiFi Security への接続

モバイルデバイスでWiFi Securityに接続する手順は次のとおりです。

注: プラットフォームがAndroidか iOSかによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

WiFi Securityに接続するには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アイコンをタップします。





2. [接続] をタップします。

初めてログインする場合、ウェブルートによる VPN 設定の追加を許可するよう求められま

す。





注: 次回接続する際は、[続行] をタップするとすぐにWiFi に接続されます。





3. 接続するには、[許可]、[続行] の順にタップします。

これで接続されます。画面には次の情報が表示されます。

l 接続されているサーバーの IPアドレス

l 接続されている時間









4. 接続を解除するには、[接続解除] ボタンをタップします。





モバイルデバイスでのサーバー ロケーションの変更

自動再接続がオンになっている場合に、優先して接続するサーバーのロケーションを設定できま

す。

注: プラットフォームがAndroidか iOSかによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

優先サーバーロケーションを設定するには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをタップします。





2. 画面左上にある [ロケーション] アイコンをタップします。

[ロケーションサーバー] メニューが表示されます。









3. 接続するサーバーロケーションをタップします。

注: [おすすめ] メニューか [すべてのロケーション] メニューから選択できます。

アプリが新しいロケーションに接続され、アプリのメイン画面に表示されます。





4. 自動的に接続する優先サーバーロケーションを設定する方法については、「45{/u}{/color}
ページの「モバイルデバイスでの優先サーバーロケーションの設定」」を参照してください。





モバイルデバイスでの優先サーバー ロケーションの設定

自動接続がオンになっている場合に、優先して接続するサーバーのロケーションを設定できます。

自動接続機能をオンにし、特定のサーバーロケーションを選択すると、WiFi Securityはまずその

サーバーに接続しようとし、その後別のサーバーを選んで速度とロケーションを最適化します。

注: プラットフォームがAndroidか iOSかによって、アプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

優先サーバーロケーションを設定するには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをタップします。





2. 画面左上にある [ロケーション] アイコンをタップします。

[ロケーションサーバー] メニューが表示されます。









3. 優先するサーバーロケーションの横にある、色の付いていない星をタップします。

これで、選択したサーバーロケーションがお気に入りとしてリストされ、横に緑の星が表示さ

れます。





自動接続がオンになっていると、アプリはお気に入りのサーバーのロケーションに接続しよう

とします。お気に入りのサーバーは複数選択でき、アプリは一番近いサーバーを選んで接

続します。詳細については、「181{/u}{/color}ページの「モバイルデバイスで自動再接続

をオンまたはオフにする」」を参照してください。





モバイルデバイスでのWiFi Security のパスワードの変
更

パスワードを変更する手順は次のとおりです。

注: プラットフォームがAndroidか iOSかによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

WiFi Securityのパスワードを変更するには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをタップします。





2. 画面右上にある [設定] アイコンをタップします。

[マイ アカウント ] メニューが表示されます。









3. [アカウント情報] をタップします。





4. [アカウント情報] エリアで、[パスワードの変更] をタップします。

パスワードを変更するためのリンクが記載されたメールが届きます。









5. メール内のリンクをクリックします。

[パスワードの変更] ウィンドウが表示されます。





6. 新しいパスワードを入力し、確認のため再度入力します。

注: 強力なパスワードの設定方法については、ウェブルートの記事「強力なパスワー

ドを作成するには (How Do I Create A Strong Password?)」をご覧ください。

https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/how-do-i-create-a-strong-password
https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/how-do-i-create-a-strong-password




7. [パスワードの変更] ボタンをクリックします。

これで、新しいパスワードを使ってWiFi Securityアプリにログインできるようになります。





モバイルデバイスでのWiFi Security からのサインアウ
ト

モバイルデバイスでWiFi Securityからサインアウトる手順は次のとおりです。

注: プラットフォームがAndroidか iOSかによって、アプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

サインアウトするには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをタップします。





2. 画面右上にある [設定] アイコンをタップします。

[マイ アカウント ] メニューが表示されます。









3. [サインアウト ] をタップします。





4. 警告メッセージで [はい] をタップします。

これでWiFi Securityからサインアウトしました。ログインする方法については、「15{/u}
{/color}ページの「モバイルデバイスでのWiFi Security へのログイン」」をご覧ください。





第 3 章: デスクトップでのWiFi Security の

使用

WiFi Securityのインストール方法について詳しくは、以下のトピックをご覧ください。

デスクトップでのWiFi Security へのログイン 85
デスクトップでのWiFi Security への接続 91
デスクトップでのサーバーロケーションの変更 101
デスクトップでの優先サーバーロケーションの設定 121
デスクトップでのWiFi Security のパスワードの変更 141
デスクトップでのWiFi Security からのサインアウト 157





デスクトップでのWiFi Security へのログイン

デスクトップのWiFi Securityは、ログインするだけで使用を開始できます。

注: プラットフォームがWindows かMac かによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

WiFi Securityにログインするには:

1. デスクトップの [WiFi Security] アイコンをダブルクリックします。

[ログイン] ウィンドウが表示されます。





2. 次の情報を両方入力します。

l メールアドレス

l パスワード

注: このメールアドレスとパスワードは、アプリを Google Playまたは Apple Apps か
ら、あるいはWebroot.comのオンラインストアで購入したときに作成したものです。

https://play.google.com/store
https://www.apple.com/ios/app-store/
https://www.webroot.com/us/en/home/products/vpn-wifi-security




3. 入力が完了したら、[ログイン] ボタンをクリックします。

4. WiFi Securityへのログインが完了しました。次のいずれかを実行できます。

l 91{/u}{/color}ページの「デスクトップでのWiFi Security への接続」

l 287{/u}{/color}ページの「デスクトップで Web フィルタリングをオンまたはオフにする」

l 101{/u}{/color}ページの「デスクトップでのサーバーロケーションの変更」

l 121{/u}{/color}ページの「デスクトップでの優先サーバーロケーションの設定」





デスクトップでのWiFi Security への接続

デスクトップでWiFi Securityに接続する手順は次のとおりです。

注: プラットフォームがWindows かMac かによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

デスクトップでWiFi Securityに接続するには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをダブルクリックします。

[Webroot WiFi Security設定] 画面が表示されます。









2. [接続] ボタンをダブルクリックします。

最も最適化されたサーバーに接続されます。画面には、接続されているサーバーの IPア

ドレスと、接続されている時間が表示されます。





優先サーバーを設定している場合は、可能であればそのサーバーに接続されます。詳細

については、「121{/u}{/color}ページの「デスクトップでの優先サーバーロケーションの設

定」」を参照してください。





3. 接続を解除するには、[接続解除] ボタンをクリックします。





デスクトップでのサーバー ロケーションの変更

サーバーロケーションを変更する手順は次のとおりです。

注: プラットフォームがWindows かMac かによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

サーバーロケーションを変更するには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをダブルクリックします。

[Webroot WiFi Security設定] 画面が表示されます。





2. 接続している場合は、[接続解除] ボタンをクリックして接続を解除します。接続を解除し

たら、手順 3に進みます。





注: サーバーロケーションの変更または優先サーバーロケーションの設定を行う前

に、接続を解除する必要があります。

3. 接続されていない場合は、[サーバーロケーション] アイコンをクリックして、[サーバーロケー

ション] メニューを表示します。





[サーバーロケーション] メニューが表示されます。プラットフォームによって、メニューがアプリ

の右側か左側に表示されます。









4. [サーバーロケーション] リストで、接続するサーバーロケーションをダブルクリックします。

選択したサーバーロケーションに接続されます。





5. 必要に応じて、[自動] アイコンをクリックし、速度に合わせて最適化されたサーバーに接

続することもできます。









6. [サーバーロケーション] メニューを閉じるには、次のいずれかを行います。

l [サーバーロケーション] アイコンをクリックします。





l プラットフォームによっては、[サーバーロケーション] メニュー自体を閉じることができます。





デスクトップでの優先サーバー ロケーションの設定

優先サーバーロケーションを設定する手順は次のとおりです。

注: プラットフォームがWindows かMac かによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

優先サーバーロケーションを設定するには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをダブルクリックします。

[Webroot WiFi Security設定] 画面が表示されます。





2. 接続している場合は、[接続解除] ボタンをクリックして接続を解除します。接続を解除し

たら、手順 3に進みます。





注: サーバーロケーションの変更または優先サーバーロケーションの設定を行う前

に、接続を解除する必要があります。

3. 接続されていない場合は、[サーバーロケーション] アイコンをクリックして、[サーバーロケー

ション] メニューを表示します。





[サーバーロケーション] メニューが表示されます。プラットフォームによって、メニューがアプリ

の右側か左側に表示されます。





4. [サーバーロケーション] リストで、優先ロケーションとして設定するロケーションの横にある星

をダブルクリックします。





優先ロケーションに緑の星が付けられます。





優先ロケーションは複数選択できます。









5. [サーバーロケーション] メニューを閉じるには、次のいずれかを行います。

l [サーバーロケーション] アイコンをクリックします。





l プラットフォームによっては、[サーバーロケーション] メニュー自体を閉じることができます。





デスクトップでのWiFi Security のパスワードの変更

デスクトップでWiFi Securityのパスワードを変更する手順は次のとおりです。

注: プラットフォームがWindows かMac かによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

デスクトップのWiFi Securityのパスワードを変更するには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをダブルクリックします。





2. 画面右上にある [設定] アイコンをダブルクリックします。

[WiFi Security設定] ウィンドウが表示されます。









3. [パスワードの変更] ボタンをクリックします。

パスワードを変更するためのリンクが記載されたメールが届きます。









4. メール内のリンクをクリックします。

[パスワードの変更] ウィンドウが表示されます。





5. 新しいパスワードを入力し、確認のため再度入力します。

注: 強力なパスワードの設定方法については、ウェブルートの記事「強力なパスワー

ドを作成するには (How Do I Create A Strong Password?)」をご覧ください。

https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/how-do-i-create-a-strong-password
https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/how-do-i-create-a-strong-password




6. [パスワードの変更] ボタンをクリックします。

これで、新しいパスワードを使ってWiFi Securityアプリにログインできるようになります。





デスクトップでのWiFi Security からのサインアウト

デスクトップでWiFi Securityからサインアウトる手順は次のとおりです。

注: プラットフォームがWindows かMac かによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

WiFi Securityからサインアウトするには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをダブルクリックします。





2. 画面右上にある [設定] アイコンを右クリックします。

[設定] メニューが表示されます。









3. [サインアウト ] を選択します。

サインアウトしました。





4. 再びログインするには、メールアドレスとパスワードを入力して、[ログイン] ボタンをクリックし

ます。





第 4 章: 高度な設定の操作

高度な設定はデフォルト設定をそのままご使用になることをお勧めします。設定を変更する必要

がある場合は、以下のトピックで説明されている手順に従ってください。

モバイルデバイスで自動 WiFi 保護をオンまたはオフにする 169
モバイルデバイスで自動再接続をオンまたはオフにする 181
モバイルデバイスで Web フィルタリングをオンまたはオフにする 191
Android デバイスでのWiFi Security Kill スイッチの有効化 203
デスクトップでの一般設定と高度な設定の指定 213
デスクトップでのアプリのアップデートの取得 221
デスクトップアプリのプロトコルの選択 231
デスクトップで自動 WiFi Security をオンまたはオフにする 243
デスクトップでのWiFi Security Kill スイッチの有効化 257
デスクトップでの信頼できるネットワークの管理 271
デスクトップで Web フィルタリングをオンまたはオフにする 287





モバイルデバイスで自動 WiFi 保護をオンまたはオフにす
る

自動 WiFi 保護をオンまたはオフにする手順は次のとおりです。WiFi Securityを自動的に接続

するよう設定している場合、デバイスは常に接続されるため、手動でWiFi Securityを接続する

必要はありません。

詳細については、「23{/u}{/color}ページの「モバイルデバイスでのWiFi Security への接続」」を参

照してください。

注: プラットフォームがAndroidか iOSかによって、アプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

自動 WiFi 保護をオンまたはオフにするには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをタップします。





2. 画面右上にある [設定] アイコンをタップします。

[マイ アカウント ] メニューが表示されます。









3. [WiFi Security] をタップします。

4. [WiFi Security] エリアで、次のいずれかを実行します。

l スライダーを左にタップして、自動 WiFi 保護をオフにします。

l スライダーを右にタップして、自動 WiFi 保護をオンにします。





注: Kill スイッチ機能は Androidデバイスでのみ機能します。iOSデバイスのKill
スイッチ機能は、自動 WiFi 機能をオンにすると自動的にオンになります。

5. 信頼できるネットワークを管理するには、[信頼できるネットワークの管理] をタップして、自

動接続の接続先に指定するネットワークの名前を追加します。作業が完了したら、[戻
る] 矢印をタップします。





注: 信頼できるネットワークの管理機能は iOSデバイスでのみ機能します。





モバイルデバイスで自動再接続をオンまたはオフにする

自動再接続は、手動でオンまたはオフにできます。自動再接続がオンになっていると、VPN 接

続にエラーが発生した場合に自動的に再接続されます。

優先サーバーロケーションが設定されている場合は、そのサーバーに再接続しようとします。接

続できない場合は、位置特定時のサーバートラフィックや距離に基づいて最も近いサーバーに再

接続します。詳細については、「45{/u}{/color}ページの「モバイルデバイスでの優先サーバーロ

ケーションの設定」」を参照してください。

注:自動再接続機能は、iOSデバイスでのみ機能します。

自動再接続をオンまたはオフにするには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをタップします。





2. 画面右上にある [設定] アイコンをタップします。

[マイ アカウント ] メニューが表示されます。









3. [自動再接続] をタップします。

4. [自動再接続] エリアで、次のいずれかを実行します。

l スライダーを左にタップして、自動再接続を [オフ] にします。

l スライダーを右にタップして、自動再接続を [オン] にします。





機能を有効にすると、バックグラウンドで実行されるようになり、スマートフォンがセキュリティ

で保護されていないWi-Fi に接続され、脅威が検出されるたびに警告メッセージが表示さ

れます。





モバイルデバイスで Web フィルタリングをオンまたはオフに
する

Web フィルタリングをオンまたはオフにする手順は次のとおりです。

注: 現在 Web フィルタリングは Androidデバイスでのみ使用できます。

Web フィルタリングをオンまたはオフにするには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをタップします。





2. 画面右上にある [設定] アイコンをタップします。

[マイ アカウント ] メニューが表示されます。









3. [Web フィルタリング] をタップします。

4. [Web フィルタリング] エリアで次のいずれかを実行します。

l スライダーを左にタップして、Web フィルタリングを[オフ] にします。

l スライダーを右にタップして、Web フィルタリングを[オン] にします。









5. Web フィルタリングを [オン] にすると、ブロックページが表示される可能性があります。

6. ブロックページが表示されたら、次のいずれかを実行します。

l サイトを閉じます。

l Web フィルタリングをオフにして、ページを再読み込みします。

注: 閲覧が終わったら、Web フィルタリングを再び [オン] にしてください。BrightCloud
Web フィルタリングの詳細については、「Webroot BrightCloud脅威インテリジェンス」

をご覧ください。

https://www.brightcloud.com/




Android デバイスでのWiFi Security Kill スイッチの
有効化

Androidデバイスで Kill スイッチを有効にする手順は次のとおりです。Kill スイッチを有効にする

と、VPN 接続以外でデータが送信されなくなります。

注: iOSデバイスのKill スイッチ機能は、自動接続機能をオンにすると有効になります。

詳細については、「181{/u}{/color}ページの「モバイルデバイスで自動再接続をオンまたは

オフにする」」を参照してください。

Androidデバイスで Kill スイッチを有効にするには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをタップします。





2. 画面右上にある [設定] アイコンをタップします。

[マイ アカウント ] メニューが表示されます。









3. [WiFi Security] をタップします。

4. [WiFi Security] エリアで、次のいずれかを実行します。

l スライダーを左にタップして、Kill スイッチをオフにします。

l スライダーを右にタップして、Kill スイッチをオンにします。





5. 設定が完了したら、画面をタップしてメニューを閉じます。





デスクトップでの一般設定と高度な設定の指定

一般設定と高度な設定を指定する手順は次のとおりです。

次のことを行うかどうかを指定できます。

l 起動時にアプリを実行するか、最小化された状態で開始する。

l セキュリティで保護されていないネットワークへの接続時に警告する。

l 接続時または接続解除時に通知を表示する。

l パフォーマンス改善のためのフィードバックを送信するボタンのクリックなどのアプリデータを送信

する。

l クラッシュレポートを送信する。

注: プラットフォームがWindows かMac かによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

一般設定と高度な設定を指定するには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをダブルクリックします。





2. 画面右上にある [設定] アイコンをダブルクリックします。

注: [設定] 機能は接続していない状態でもアクセス、使用できます。

[一般] タブがアクティブになった状態で [Webroot WiFi Security設定] ウィンドウが表示さ

れます。





3. 必要に応じて、次のチェックボックスをオンまたはオフにします。

l 起動時に実行

l 最小化された状態で開始

l 接続時 /接続解除時に通知を表示

l 品質向上のためのクラッシュレポートを自動的に送信

注: [パスワードの変更] ボタンについて詳しくは、「141{/u}{/color}ページの「デスク

トップでのWiFi Security のパスワードの変更」」を参照してください。





4. 完了したら、[適用] ボタンをクリックします。





デスクトップでのアプリのアップデートの取得

デスクトップでアプリのアップデートを取得する手順は次のとおりです。

注: プラットフォームがWindows かMac かによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

アプリのアップデートを取得するには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをダブルクリックします。





2. 画面右上にある [設定] アイコンをダブルクリックします。

[一般] タブがアクティブになった状態で [Webroot WiFi Security設定] ウィンドウが表示さ

れます。









3. 画面の一番下までスクロールし、[アップデート情報を確認する] リンクをクリックします。

アプリが最新の状態になっているかどうかが示されます。

4. 次のいずれかを行います。

l アプリが最新の状態になっている場合は、「最新バージョンを使用中」というメッセージが

表示されます。

l アプリが最新の状態になっていない場合は、[OK] ボタンをクリックし、アプリの最新バー

ジョンをインストールすることを確認します。





5. 完了したら、[適用] ボタンをクリックします。





デスクトップ アプリのプロトコルの選択

プロトコルを選択する手順は次のとおりです。

注: プラットフォームがWindows かMac かによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

プロトコルを選択するには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをダブルクリックします。





2. 画面右上にある [設定] アイコンをダブルクリックします。

[一般] タブがアクティブになった状態で [Webroot WiFi Security設定] ウィンドウが表示さ

れます。









3. [プロトコル] タブをクリックします。

[プロトコル] タブが表示されます。





4. 次のプロトコルのいずれかを、ラジオボタンを使って選択します。

l 自動 –以下の中から最適なプロトコルに接続します。別のプロトコルにフォールバックで

きます。

l IKEv2 – Internet Key Exchange version 2。L2TP より速くより安全性も高くで、信頼性

と安定性に非常に優れた VPN プロトコルであると考えられています。

l L2TP over IPSec – Layer 2 Tunneling Protocol。OpenVPN を使用できない場合にお

勧めのオプションです。他のプロトコルより低速ですが、非常に安全です。

l PPTP – Point-to-Point Tunneling Protocol。高速で単純なプロトコルです。速度は優れ

ていますが、接続が不安定になる場合があります。他のVPN プロトコルに比べて安全

性に劣ります。





注: PPTPはMac デバイスでは使用できません。

5. 選択が完了したら、[適用] ボタンをクリックします。





デスクトップで自動 WiFi Security をオンまたはオフにす
る

デスクトップでは、WiFi 保護と自動再接続が組み合わさって自動 WiFi Security と呼ばれる 1つ
の機能になっています。

自動 WiFi Securityは、自動的にインターネットに接続し、接続にエラーが発生した場合は自動

的に再接続を試みます。この機能はデフォルトでオンになっています。WiFi Securityは、手動で

オンまたはオフにできます。

優先サーバーロケーションが設定されている場合は、そのサーバーに再接続しようとします。接

続できない場合は、位置特定時のサーバートラフィックや距離に基づいて最も近いサーバーに再

接続します。詳細については、「121{/u}{/color}ページの「デスクトップでの優先サーバーロケー

ションの設定」」を参照してください。

注: プラットフォームがWindows かMac かによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

自動 WiFi Securityをオンまたはオフにするには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをダブルクリックします。





2. 画面右上にある [設定] アイコンをダブルクリックします。

[一般] タブがアクティブになった状態で [Webroot WiFi Security設定] ウィンドウが表示さ

れます。









3. [接続] タブをクリックします。

[接続] タブが表示されます。





4. [即時データ保護のために自動 WiFi Securityを有効にする] のチェックボックスをオンにし

ます。





機能を有効にすると、バックグラウンドで実行されるようになり、スマートフォンがセキュリティ

で保護されていないWi-Fi に接続され、脅威が検出されるたびに警告メッセージが表示さ

れます。





5. 設定が完了したら、[適用] ボタンをクリックします。





デスクトップでのWiFi Security Kill スイッチの有効化

WiFi Security Kill スイッチは、Webroot WiFi Securityの接続が予期せず解除された場合にすべ

てのインターネット トラフィックを停止して、オンラインのプライバシーとセキュリティを保護します。

WiFi Security Kill スイッチを有効にする手順は次のとおりです。この機能は、Androidデバイス、

ならびにWindows およびMac で使用できますが、iOSデバイスでは使用できません。

注: プラットフォームがWindows かMac かによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

WiFi Security Kill スイッチを有効にするには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをダブルクリックします。





2. 画面右上にある [設定] アイコンをダブルクリックします。

[一般] タブがアクティブになった状態で [Webroot WiFi Security設定] ウィンドウが表示さ

れます。









3. [接続] タブをダブルクリックします。

[接続] タブが表示されます。





4. [WiFi Security Kill スイッチを有効にして閲覧の安全性を維持する] のチェックボックスをオ

ンにします。





機能を有効にすると、バックグラウンドで実行されるようになり、スマートフォンがセキュリティ

で保護されていないWi-Fi に接続され、脅威が検出されるたびに警告メッセージが表示さ

れます。





5. 完了したら、[適用] ボタンをクリックします。





デスクトップでの信頼できるネットワークの管理

信頼できるネットワークを管理する手順は次のとおりです。

注: プラットフォームがWindows かMac かによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

信頼できるネットワークを管理するには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをダブルクリックします。





2. 画面右上にある [設定] アイコンをダブルクリックします。

[一般] タブがアクティブになった状態で [Webroot WiFi Security設定] ウィンドウが表示さ

れます。









3. [接続] タブをダブルクリックします。

[接続] タブが表示されます。









4. [信頼できるWi-Fi ネットワーク管理を有効にする] のチェックボックスをオンにします。





5. フィールドに、信頼するネットワークのURL を入力します。





6. 完了したら、[適用] ボタンをクリックします。





デスクトップで Web フィルタリングをオンまたはオフにする

Web フィルタリングをオンまたはオフにする手順は次のとおりです。

注: プラットフォームがWindows かMac かによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

Web フィルタリングをオンまたはオフにするには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをダブルクリックします。





2. 画面右上にある [設定] アイコンをダブルクリックします。

[一般] タブがアクティブになった状態で [Webroot WiFi Security設定] ウィンドウが表示さ

れます。









3. [データ フィルタ] タブをクリックします。

[Web フィルタリング] タブをクリックします。





4. [Web フィルタリング] タブで次のいずれかを実行します。

l チェックボックスをオフにしてWeb フィルタリングを [オフ] にします。

l チェックボックスをオンにしてWeb フィルタリングを [オン] にします。





BrightCloud Web フィルタリングの詳細については、「Webroot BrightCloud脅威インテリジェ

ンス」をご覧ください。

https://www.brightcloud.com/
https://www.brightcloud.com/




5. 設定が完了したら、[適用] ボタンをクリックします。





6. Web フィルタリングを [オン] にすると、ブロックページが表示される可能性があります。

7. ブロックページが表示されたら、次のいずれかを実行します。

l サイトを閉じます。

l Web フィルタリングをオフにして、ページを再読み込みします。

注: 閲覧が終わったら、Web フィルタリングを再び [オン] にしてください。BrightCloud
Web フィルタリングの詳細については、「Webroot BrightCloud脅威インテリジェンス」

をご覧ください。

https://www.brightcloud.com/




第 5 章: WiFi Security サポート

ウェブルートのサポート オプションおよびその他のリソースの詳細については、以下のトピックをご覧

ください。

モバイルデバイスでテクニカルサポートを受ける 305
デスクトップでテクニカルサポートを受ける 315
WiFi Security のキャンセル 331





モバイルデバイスでテクニカルサポートを受ける

ウェブルートではさまざまなサポート オプションを提供しています。次のいずれかの方法を選択しま

す。

l ナレッジベースで回答を探す。

l ヘルプチケットを送信する。

注: プラットフォームがAndroidか iOSかによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

[ヘルプ] エリアにアクセスするには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをタップします。

https://community.webroot.com/t5/Webroot-WiFi-Security-KB/tkb-p/WiFi-Security-KB
https://www.webrootanywhere.com/supportwebrootwifisecurity




2. 画面右上にある [設定] アイコンをタップします。

[マイ アカウント ] メニューが表示されます。









3. [ヘルプ] をタップします。

4. [ヘルプ] エリアで、次のいずれかを実行します。

l [ナレッジベース] をタップし、WiFi Securityに関する記事を閲覧できるオンラインのサイト

およびフォーラムに移動する。

l [チケットの送信] ボタンをクリックし、ヘルプチケットを送信できるオンラインのサイトに移

動する。

https://community.webroot.com/t5/Webroot-WiFi-Security-KB/tkb-p/WiFi-Security-KB
https://www.webrootanywhere.com/supportwebrootwifisecurity








デスクトップでテクニカルサポートを受ける

ウェブルートではさまざまなサポート オプションを提供しています。次のいずれかの方法を選択しま

す。

l ナレッジベースで回答を探す。

l ヘルプチケットを送信する。

l Windows およびMac プラットフォームで速度テストを実行する。

注: プラットフォームがWindows かMac かによってアプリが違って見える場合がありますが、

機能は同じです。

[ヘルプ] エリアにアクセスするには:

1. メイン画面の [WiFi Security] アプリのアイコンをダブルクリックします。

https://community.webroot.com/t5/Webroot-WiFi-Security-KB/tkb-p/WiFi-Security-KB
https://www.webrootanywhere.com/supportwebrootwifisecurity
http://www.speedtest.net/




2. 画面右上にある [設定] アイコンをクリックします。

[設定] メニューが表示されます。









3. [設定] をクリックします。

[WiFi Security設定] ウィンドウが表示されます。









4. [サポート ] タブをクリックします。

[サポート ] タブが表示されます。





5. 次のいずれかの方法を選択します。

l [ナレッジベースを開く] ボタンをクリックし、WiFi Securityに関する記事を閲覧できるオン

ラインのサイトおよびフォーラムに移動する。

l [サポート チケットを送信する] ボタンをクリックし、ヘルプチケットを送信できるオンライン

のサイトに移動する。

l [速度テストを実行] ボタンをクリックし、速度テストを実行する。

https://community.webroot.com/t5/Webroot-WiFi-Security-KB/tkb-p/WiFi-Security-KB
https://www.webrootanywhere.com/supportwebrootwifisecurity
http://www.speedtest.net/




6. 完了したら、[キャンセル] ボタンをクリックします。





WiFi Security のキャンセル

サブスクリプションのキャンセルは、アプリを購入した場所でのみ行うことができます。

次のいずれかを実行します。

l ウェブルートから購入した場合は、ウェブルートにアクセスしてサブスクリプションをキャンセルしま

す。

l オンラインで購入した場合は、アプリを購入したオンラインストア、つまりGoogle Playストアか

Apple App Store のどちらかにアクセスし、サブスクリプションをキャンセルします。

次のことに注意してください。

l 月間サブスクリプションを月の途中にキャンセルした場合、その月の最後まで料金がかかりま

す。

l 年間サブスクリプションの場合、その月の最後まで課金され、その年の支払いの残り分が払い

戻されます。

https://www.webroot.com/us/en/home/products/vpn-wifi-security
https://www.webroot.com/us/en/home/products/vpn-wifi-security
https://play.google.com/store?hl=en
https://www.apple.com/ios/app-store/
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