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はじめに
ESET Parental Control for Androidはスマートフォンとタブレットの脅威からお子様を保護します。 アプリ
ケーション自体はスタンドアロンAndroidアプリであり、My Esetポータルと完全に統合されているため、
保護者はMy ESETアカウントにサインインすると、任意のブラウザを使用して、お子様のオンラインア
クティビティを監視して調整できます。
カテゴリに基づくWebフィルタリングにより、お子様が不適切なWebコンテンツにアクセスすることが
制限されます。 Parental Controlアプリは、お子様が使用するためのものではありませんが、応答的で柔
軟な通信が可能です。お子様は必要なコンテンツとアプリにアクセスすることを要求できます。 保護
者はお子様のアクティビティを監視し、ペアレンタルポータルまたは自分のAndroidデバイス(ESET
Parental Controlがインストールされている場合)を使用して、このような要求に応答できます。
アプリの機能:
• アプリケーションガード - ブロック - 年齢グループに基づいてお子様に適したアプリが許可され

るため安心です。 年齢に適さないアプリは自動的にブロックすることができます。
• アプリケーションガード – 時間帯制限 — ゲームのプレイ、友達との共有、オンラインスキルの
向上は子供にとって重要ですが、他の家族の活動も重要です。 この機能では、任意のアプリに1日の
時間制限を設定できます。
• Webガード - 子供は不適切なコンテンツにアクセスせずにWebを閲覧できます。 子供の年齢を入
力します。ギャンブルやポルノなどのカテゴリが自動的にブロックされます。
• 子供の所在 — いつでも子供のデバイスの位置情報を表示し、テキストや電話での連絡を忘れてい
る場合にどこにいるのかを心配することが減ります。 位置情報は主にモバイルデバイスのGPSから決
定されます。 GPSデータが使用できない場合は、Wi-FiまたはGSMネットワーク経由でおおよその位置情
報を決定できます。
• アラートのゾーン — 保護者は複数のゾーンを作成できます。 保護者は、お子様がゾーンに出入り
するたびに、通知を受信します。
• 子/親セットアップウィザード - 数回の簡単な手順でESET Parental Controlをセットアップできます。
• ペアレンタルポータル (parentalcontrol.eset.com) - My Esetアカウントに登録し、コンピュータ、タブ
レット、またはスマートフォンから便利な方法でお子様のデバイスの統計情報と設定を確認できます。
ペアレンタルポータルでは、ルールの管理、レポートの表示、お子様のデバイスの潜在的な最適化の
問題の検出、またはお子様の検索ができます。

最低システム要件
ESET Parental Controlをインストールするには、Androidデバイスが次の最低システム要件を満たしている
必要があります。
• オペレーティングシステム:Android 4 (Ice Cream Sandwich)以降
• 内蔵RAM:512 MB以上
• タッチスクリーン解像度:320x480px
• プロセッサ:ARMコアアーキテクチャ - ARMv7命令セット以上x86 Intel Atom、500 MHz以上
• 空き記憶領域:約20 MB
• インターネット接続
• 完全なAndroidアカウント(一部のタブレットは、制限されたプロファイルのみを提供します)
• Google Playサービス
• アクセシビリティサービス(Android設定 > アクセシビリティ) – お子様が ESET Parental Control ア

プリをオフにすることができないようにし、Webおよびアプリフィルタリングを改善します
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ルート化されたデバイス
ルート化されたデバイスはサポートされません。

インストール
製品をインストールする詳細な手順については、次のナレッジベース記事を参照してください。
http://support.eset.com/kb5556/
Google Play – Google Playストアで提供されています。このアプリはGoogle Playでアップデートを受信しま
す。

アカウントにログインした後に、parentalcontrol.eset.comからアプリインストーラへのリンクを送信する
こともできます。

1つのデバイスに複数のユーザーがいる場合
お子様のAndroidデバイスで複数のユーザーを設定した場合は、お子様を副ユーザーに設
定することをお勧めします。主ユーザー(デバイスに追加された最初のユーザー)から副
ユーザーに切り替えると、ESET Parental Controlによって保護されません。

Google Playからダウンロード
AndroidデバイスでGoogle Play Storeアプリケーションを開き、ESET Parental Control (またはESET)を検索し
ます。
あるいは、モバイルデバイスとQRスキャンアプリを使用して、以下のQRコードをスキャンすると、プ
ログラムをダウンロードできます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental
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インストール - 起動ウイザード
アプリケーションがデバイスにインストールされたら、スタートアップウィザードのメッセージに従い
ます。 初めてESET Parental Controlを開くときには、言語を選択し、ユーザー同意を行い、my.eset.com
ポータルの資格情報を入力する必要があります。 手順は次のとおりです。
1.ESET Parental Controlで使用する言語を選択します。
2.[同意]をタップして、エンドユーザー使用許諾契約に同意します。
3.[同意]をタップして、ユーザー同意を承諾します。
4.電話情報の読み取り権限を許可すると、ESET Parental Controlのアクティベーションができます。
5.新しいプロファイルを作成するか、My ESETアカウントにサインインします。
6.このデバイスを使用するユーザーに応じて、[子]または[親] を選択します。 Androidデバイスが

ないか、Webブラウザーを使用する場合は、アプリと同じツールと設定をMy ESETポータルから使用
できます。
7.お子様の名前、性別、生年月日を入力して、お子様のプロファイルを作成します。
8.保護者のPINコードを定義します。 4桁のPINを使用して、子供のデバイスのペアレンタル設定に
アクセスするため、強力なパスワードを使用することをお勧めします。
9.[次へ]をタップし、[ペアレンタルコントロール]をタップして、アプリ監視を有効にします。
10.アンインストール保護により、お子様によるESET Parental Controlのアンインストールが制限され
ます。 [次へ]をタップし、[デバイス管理者]プロンプトで[アクティベーション]をタップします。
11.クラッシュレポートとエラーに関する匿名のデータを送信するかどうかを選択します。クラッシュ
レポートと匿名のデータは、ESETがアプリケーションとサービスを改善するために役立ちます。
12.アプリケーション権限を許可します。
13.[有効にする]をタップし、ESET Parental Controlを開始します。
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ゲストアカウントの悪用
子供のデバイスでゲストアカウントを無効にし、ESET Parental Controlを回避するためにゲ
ストアカウントを悪用することを禁止するようにお勧めします。

バッテリ保護
多くのデバイスメーカーは、Android 5以降のデバイスでバッテリ保護またはバッテリ節
約オプションを導入しました。この機能が搭載されているデバイスでは、例外を作成し、
バッテリ節約機能がオンの間でも、ESET Parental Controlの動作を許可する必要があります。
例外を作成するには、デバイスメーカーのマニュアルをご確認ください。

アンインストール
ESET Parental Controlをアンインストールするには、保護者モードでプログラムのメインメニューの[設
定] > [アンインストール]から実行されるアンインストールウィザードを使用します。
あるいは、次の手順に従い、製品を手動でアンインストールできます。
1.Androidホーム画面のランチャーアイコン

をタップ(または[ホーム] > [メニュー]に移動)し
て、[設定] > [セキュリティ] > [デバイス管理者]をタップします。 Parental Controlをオフに
し、my.eset.com資格情報を入力し、[非アクティブ化]をタップします。
2.[設定]に戻り、[アプリの管理] > Parental Controlをタップして、[アンインストール]をタップしま
す。

製品をアンインストールする詳細な手順については、次のナレッジベース記事を参照してください。
http://support.eset.com/kb5557/

製品のアクティベーション
ESET Parental Controlは3つのモードで使用できます。
• 無料 - 有効期限がなく、基本機能を無料で使用できます。
• 試用 - 一定期間(既定は30日)プレミアム機能が有効です。試用版ライセンスは、初めてESET

Parental Controlをインストールしたときに、アカウントごとに自動的にアクティベーションされます。
• プレミアム - ライセンスの有効期間の間プレミアム機能が有効です。

次の機能はESET Parental Controlの体験版または製品版で使用できます。
機能
無料
体験版/プレミアム版
✓
Webガードフィルタリング
Webガード監視
7日間、3～5ドメインのみ ✓
✓
アプリケーションガード - 手動エディター ✓
✓
✓
自動アプリ分類
✓
✓
アプリケーションガード - 時間予算
✓
✓
アプリケーションガード - 時間限定
✓
子供の所在
4

Webガード - レポート
アプリケーションガード - レポート
メールアラート
保護者からのメッセージ
通知のゾーン

最大7日間のレポート
最大7日間報告
✓

最大30日間のレポート
最大30日間報告
✓
✓
✓

SMS機能
ESET Parental ControlでSMSサービスを使用する機能にアクセスするには、ESET SMS Toolア
プリケーションをお子様のデバイスにインストールします。SMSサービスを使用する機能
は、保護者のデバイスではまだ使用できません。
詳細については、ESET SMS Toolドキュメントまたはナレッジベース記事を参照してくだ
さい。
Androidデバイスで直接ESET Parental Controlをアクティベートするには、ESET Parental Controlメイン画面の
[メニュー]
す。

をタップ(またはデバイスの[メニュー]ボタンを押下)して、[ライセンス]をタップしま

ESET Parental Controlは複数の方法でアクティベーションできます。特定のアクティベーション方法が使
用できるかどうかは、国および製品の配布方法によって異なる場合があります(ESET webページ、Google
Play)。
Google PlayからESET Parental Controlをダウンロードしました
• 毎月または毎年- ライセンスを所有しておらず、Google Play から製品を購入する場合は、任意のサ

ブスクリプション期間を選択します。
• ライセンスキーを入力 - 既にライセンスキーを所有している場合はこのオプションを選択します。
ライセンスキーは、一意のXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXという形式の文字列であり、ライセンス所有者
を特定するために使用されます。ESETから受信した電子メールに記載されているか、箱に同梱されてい
るライセンスカードに記載されています。
• ユーザー名とパスワードがある場合の手順 - このオプションを選択する
と、https://my.eset.com/convertでユーザー名とパスワードをライセンスキーに変換します。
ESET WebサイトからESET Parental Controlをダウンロードしました
• プレミアム版の購入 - ライセンスを所有しておらず、製品を購入する場合は、このオプションを選

択してください。
• ライセンスキーを入力 - 既にライセンスキーを所有している場合はこのオプションを選択します。
ライセンスキーは、一意のXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXという形式の文字列であり、ライセンス所有者
を特定するために使用されます。ESETから受信した電子メールに記載されているか、箱に同梱されてい
るライセンスカードに記載されています。
• ユーザー名とパスワードがある場合の手順 - このオプションを選択する
と、https://my.eset.com/convertでユーザー名とパスワードをライセンスキーに変換します。

お子様のデバイスの設定
お子様のデバイスでペアレンタル設定を表示するには、ESET Parental Controlアプリケーションを開き、歯
車アイコン をタップして、ペアレンタル設定を選択します。my.eset.com資格情報を入力し、Enterをタッ
プします。ESET Parental Controlが画面に表示されているときに、ペアレンタル設定にアクセスできま
す。ESET Parental Controlを終了すると、お子様の保護が自動的に有効になります。
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お子様のデバイスでESET Parental Controlによってブロックされた機能を使用するには、ESET Parental
Controlを一時的に無効にします。ESET Parental Controlを無効にするには、ESET Parental Controlアプリケー
ションを開き、歯車アイコン をタップして、一時的な無効化を選択します。ESET Parental Controlで手動
で再有効化するか、デバイスの画面をオフにするまで、機能は一時的に無効にされたままになります。

クイックアクション
ESET Parental Controlホーム画面から複数のクイックアクションを実行できます。+ボタンをタップして、
次の項目を選択します。
• 時間の追加または時間の削減。ESET Parental Controlでは、時間制限付きアプリケーションの時間を5

分間隔で最大5時間まで簡単に増減することができます。
• 休暇モードを設定することもできます。休暇モードオプションでは、日時を設定できます。この時

間まで、時間帯制限と予算は無効になります。
• 即時ブロックをタップすると、選択した日時まで、すべてのアプリケーションまたは時間制限付き

アプリケーションのみを即時にブロックします。

所在
ESET Parental Controlでは、さまざまな方法で、お子様のデバイスの位置を検索できます。

位置情報サービス
ESET Parental Control子供の所在では、お子様のデバイスの位置情報サービス(GPS、Wi-Fi、
セルラーサービス)をオンにする必要があります。
• 所在 - デバイスでESET Parental Controlを使用して、位置情報を検索するお子様を選択します。お子

様のデバイスの位置情報は、所在オプションを使用して検索できます。所在オプションは、ESET
Parental Controlアプリケーションのホームページにあります。
• my.eset.comポータルを使用してお子様の場所を検索する - my.eset.comアカウントにログインし、ペ
アレンタルコントロールを選択します。 検索するお子様を選択します。 お子様のデバイスの位置情
報が、お子様のページの子供の所在セクションに表示されます。 結果をフィルタリングして、すべ
てのお子様のデバイス位置情報を表示するか、特定のデバイスの位置情報を表示します。
• SMSを使用してお子様を検索する - ESET Parental Controlの保護者からのメッセージ機能を使用すると、
お子様のデバイスがインターネットに接続していない場合でも、デバイスからSMSコマンドを送信し、
お子様のデバイスのGPS位置情報を要求できます。 デバイスを検索する前には、お子様のデバイスで
このオプションを設定する必要があります。 SMSコマンドは、お子様のデバイスのESET Parental Control
の保護者の電話番号セクションに追加した電話番号からのみ送信できます。お子様のデバイスの位置
情報を要求するには、テキストで疑問符(?)から始まるSMSメッセージをお子様のデバイス送信します。
お子様のデバイスの位置情報へのURLリンクが記載されたSMSメッセージを受信します。
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SMS機能
ESET Parental ControlでSMSサービスを使用したお子様の所在地の検索機能にアクセスする
には、ESET SMS Toolアプリケーションをお子様のデバイスにインストールします。SMSサー
ビスを使用する機能は、保護者のデバイスではまだ使用できません。
詳細については、ESET SMS Toolドキュメントまたはナレッジベース記事を参照してくだ
さい。

アラートのゾーン
ゾーンは、半径100m (328フィート)から500m (1640フィート)の範囲の円形です。ESET Parental Controlで
は、複数のゾーンを作成し、固有の名前とアイコンでパーソナル化して整理することができます。 お
子様がゾーンに出入りするたびに、通知を受信します。ゾーンのオンとオフは切り替えることもできま
す。たとえば、休暇中に学校ゾーンをオフにすることができます。

ゾーンのシナリオ例
ゾーン名「School」と「Home」を作成します。 Homeゾーンを出ると、Home退出通知とゾー
ンからの退出時刻が送信されます。 Schoolゾーンに入ると、School到着通知とゾーンからへ
の到着時刻が送信されます。 Schoolゾーンを出ると、School退出通知とゾーンからの退出時
刻が送信されます。 また、到着時刻と退出時刻の通知が送信されるため、お子様
がSchoolゾーンにいた合計時間を確認できます。 お子様がHomeゾーンに到着すると、別
の通知が送信されます。

ゾーンの距離
混乱する通知を防止するために、ゾーンは、歩いて横断するに5分以上かかる距離で区切っ
てください。

ゾーン通知
お子様がゾーンの境界を移動するときに複数の通知が送信されないように、お子様が少
なくとも3分過ごした後に通知が送信されます。

ゾーン設定 ESET Parental Control 保護者アプリケーション(保護者の
デバイス):
1.ゾーンを設定するお子様を選択します。
2.メイン画面で、所在に移動します。
3.歯車アイコンをタップします。
4.新規ゾーンを追加をタップします。
5.住所を入力して場所を検索するか、地図のゾーンを目的の位置までドラッグして、ゾーンの中心

を選択します。
6.ゾーンアイコン、ゾーン名、ゾーン半径を選択します。
7.[ゾーンの保存]をタップします。
8.追跡されたデバイスを選択—お子様のプロファイルで1つのデバイスのみを選択できます。

7

ESET Parental Control Webポータルでのゾーン設定
(parentalcontrol.eset.com):
1.ゾーンを設定するお子様を選択します
2.所在をクリックします。
3.子供の所在セクションで、歯車アイコンをクリックします。
4.新規ゾーンを追加をクリックします。
5.住所を入力して場所を検索するか、地図のゾーンを目的の位置までドラッグして、ゾーンの中心

を選択します。
6.ゾーンアイコン、ゾーン名、ゾーン半径を選択します。
7.追跡されたデバイスを選択—お子様のプロファイルで1つのデバイスのみを選択できます。
8.歯車アイコンをもう一度クリックします。 地図に新しいゾーンが表示されます。

ルール
ルール画面では、プログラムの2つのメイン機能のWebガードとアプリケーションガードを有効化、無
効化、構成できます。
• アプリケーションガード
• Webガード

アプリケーションガード
アプリケーションガードでは、保護者が、子供が使用できるアプリケーションと時間を制御できます。
アプリケーションのリストは子供のモバイルデバイスからダウンロードされます。ブロックおよび許可
されたコンテンツの既定値を使用して5つの定義済み年齢グループから選択するか、任意の設定にカス
タマイズできます。
不適切なアプリをブロック - この機能では、年齢グループに基づいてお子様に適したアプリのみが表
示されるため安心です。 年齢に適さないアプリは自動的にブロックすることができます。
アプリケーション - アプリケーションは3つのカテゴリに分割されます。
• 無制限

– これらのアプリケーションは常に有効で、お子様はいつでも使用できます。

• ブロック
• 時間制限付き

– これらのアプリケーションは常にブロックされ、アクセスは制限されています。
– これらのアプリは適切でお子様が使用できますが、保護者は使用時間制

限を設定できます。たとえば、ゲームとエンターテイメントアプリケーションなどです。
アプリケーションのカテゴリを変更したり、インストールされているすべてのアプリケーションを表
示したり、それらを複数のカテゴリでフィルタリングしたりすることができます。アプリケーション
のカテゴリを変更するには、選択したアプリケーションをタップし、カテゴリを選択します。
アプリケーションを制限 — 有効にすると、時間帯制限が時間制限付きアプリケーションに適用されま
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す。時間制限付きアプリケーション

の一覧は、アプリケーションオプションで確認できます。

時間帯制限 — このオプションは、アプリケーションの制限オプションが有効であるときにのみ使用で
きます。この機能では、時間制限付きアプリケーション

の1日の時間帯制限を設定できます。

バッテリ保護 - お子様の電話機のバッテリが選択された下限を下回ると、バッテリ保護により、時間
制限付きアプリケーションがブロックされ、お子様の電話機のバッテリの寿命を長持ちさせます。
即時ブロック - この機能は、時間制限付きアプリケーションまたはすべてのアプリケーションを特定
の日時までただちにブロックします。

アプリケーションの詳細
1.管理するアプリケーションをクリックします。
2.情報アイコンをクリックします。
3.管理するアプリケーションの詳細に関するGoogle Playページに移動します。

アプリケーションガードの一部として、時間制限付きアプリケーションに設定されたアプリケーション
には、使用時間に関する時間制限が設定されます。保護者は、お子様が指定された時間の間、モバイル
デバイスで時間制限付きアプリケーションを使用することを許可することができます。学校がある日と
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学校が休みの日で別の時間帯制限を設定することができます。また、許可された時間を1日の特定の時
間に設定することができます。
休暇モードでは、休暇や休日などの場合に、時間帯制限を一時的に無効にすることができます。時間帯
制限と予算は、選択した時間まで無効になります。

遮断
アプリケーションブロックを無効にし、アプリケーションガードを有効にする場合は、ア
プリ監視がアクティブです。

Webガード
Webガードでは、お子様が、年齢グループに適した内容のみを表示できるように、わかりやすい方法
でWebを閲覧できます。 お子様の年齢を入力し、ESET Parental Controlが自動的に、お子様がインターネッ
トを閲覧するときに使用できるWebサイトのカテゴリを定義するようにします。 たとえば、ギャンブ
ルやポルノコンテンツは既定でブロックされます。
お子様の年齢に基づいて、3つの定義済みオプションがあります。 各オプションは複数のWebサイトカ
テゴリを適切
または不適切
に設定します。 また、保護者は、これらの設定を修正し、リストの
カテゴリへのアクセスを許可または制限できます。 初期設定は、選択したお子様の年齢に基づいて行
われます。
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お子様が禁止されたWebページにアクセスしようとする場合は、コンテンツにアクセスするための許可
を要求できます。 保護者によって許可が与えられる場合は、Webガードで自動的に例外が作成され、
コンテンツを許可します。 お子様が要求した特定のWebページの例外のみが作成されます。 また、ウェ
ブガードレポートから特定のWebサイトの例外も作成できます。メニュー のレポートオプションまた
は保護者に送信された閲覧履歴電子メールからレポートにアクセスできます。
Webガードは既定で有効であり、Google Chrome、Mozilla Firefox、Opera、Opera mini、Vewd
Browser、Dolphin、Mint、 Silk、Microsoft Edge、Samsungのデバイスの既定のブラウザーをサポートします。

遮断
不適切なWebサイトのブロックを無効にし、ウェブガードを有効にする場合は、Web監視
がアクティブです。不適切なWebサイトは、レポート -> Webガード -> 不適切なWebサイト
へのアクセスに表示されます。

セーフサーチの適用
Androidサポート
ESET Parental Control セーフサーチは、Android 4.3以降でのみ使用できます。
ESET Parental Control セーフサーチは、検索エンジン(Google、Yandex、Bing、Yahoo、DuckDuckGo)からの検
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索結果をフィルタリングします。 ESET Parental Control セーフサーチをオンにすると、お子様がインター
ネット検索中に検索結果でアクセスする可能性があるすべて性的なコンテンツや不適切なコンテンツ
がフィルタリングされます。 これにより、お子様は、不適切なコンテンツにアクセスするリスクなく、
インターネットで検索できます。

例外を手動で追加
ESET Parental Control例外リストで、手動でURLアドレスを追加して、Webサイトを許可またはブロックで
きます。

1.ルールをタップし、Webガードセクションで例外をタップします。
2.+アイコンをタップします。
3.許可またはブロックするWebサイトのURLアドレスを入力します。
4.Webサイトを評価するには、適切または不適切を選択します。

履歴ログ
履歴ログには、ESET Parental Controlのすべてのお子様の制限アクティビティが含まれます。この画面には、
アクティビティの概要が示され、異常なアクティビティの特定に役立ちます。
認識していないアクティビティがある場合、お子様が保護者のPINコードまたはmy.eset.comのパスワー
ドを知っている可能性があるため、変更することをお勧めします。該当するアクティビティをタップし
てから、[保護者のPINコードの設定/パスワードのリセット]をタップします。
カテゴリ別にアクティビティをフィルタリングできます。
• 子供 - お子様のデバイスで実行されたアクティビティ。
• 保護者 - 保護者のデバイスで実行されたアクティビティ。
• Web - my.eset.comからのアクティビティ。
• 不明 - ESET Parental Controlがアンインストールされたデバイスからのアクティビティ。
• 不審なアクティビティのみ - 不審な可能性があるアクティビティ。一般的には、既に適用された制

限を解除する可能性があるアクティビティ。

レポート
ESET Parental Controlホームページのレポートセクションで、モバイルデバイスでのお子様のアクティビ
ティの日次概要を確認できます。
レポートには、お子様が時間制限付きアプリケーションに費やした時間と、デバイスのスクリーンタイ
ム全体が表示されます。
デバイスでのお子様のアクティビティをより正確に把握するには、デバイスで費やした合計時間を1時
間間隔で示す使用状況グラフを表示できます。
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最も使用したアプリ
最も使用されたアプリを、そのアプリに割り当てられたカテゴリ(無制限、ブロック、時間制限付き)と、
アプリケーションを使用して費やした時間とともに確認できます。
アプリケーションをタップすると、詳細を表示できます。ここでは、アプリカテゴリを変更するか、iア
イコンをタップして、Google Playでアプリを検索できます。

インストールされたアプリ
お子様が新しいアプリケーションをインストールした場合は、インストールされたアプリセクションに
表示されます。アプリをタップすると、アプリに関する詳細を表示できます。ここでは、アプリカテゴ
リを変更するか、iアイコンをタップして、Google Playでアプリを検索できます。

最もアクセスされたWebサイト
最もアクセスしたWebサイトセクションでは、お子様がアクセスしたWebサイトのカテゴリを確認でき
ます。カテゴリをタップすると、お子様がアクセスしたWebサイトのより具体的な情報が表示されます。
ここでWebサイトを選択して、例外を作成すると、1つの特定のWebサイトを適切または不適切に変更で
きます。

アプリケーションガード
アプリケーションガードの詳細レポートは、メニューからアクセスできます。メニューアイコン
ポート > アプリケーションガードをタップします。

>レ

アプリケーションガードレポートは、最も使用されているアプリを表示します。これは、過去7日間に
最も使用されたアプリケーションと、使用された時間の一覧です。今日、昨日、または過去30日間に使
用されたアプリケーションを表示するように、この一覧を変更することができます。必要に応じて、保
護者は、これらのアプリケーションをブロックまたは許可したり、これらのアプリを時間制限付きアプ
リケーションに指定し、使用する時間の制限を設定できます。
使用状況のヒートマップには、1時間間隔でデバイスの全体的な日次使用状況を示します。すべてのア
プリケーション、ブロックされたアプリケーション、時間制限付きアプリケーション、または無制限の
アプリケーションの使用状況のヒートマップを表示できます。
時間制限付きアプリケーション統計情報は、時間制限付きアプリケーションに設定されたアプリケーショ
ンをお子様が使用した日数と使用時間を示します。

Webガード
Webガードの詳細レポートは、メニューからアクセスできます。メニューアイコン
ガードをタップします。

> レポート > Web

Webガードセクションで、保護者は適切なWebサイトと不適切なWebサイトと、ロックされたWebサイ
トへのすべてのアクセスを表示できます。 各カテゴリはレポートからブロックまたはブロック解除で
きます。
ブロックされたWebサイトはESET Parental Controlによってブロックされた不適切なWebサイトです。不
適切なWebサイトのブロックが無効な場合、お子様は不適切なWebサイトにアクセスでき、これらは不
適切なWebサイトへのアクセスセクションに表示されます。
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適切なWebサイトへのアクセスセクションでは、カテゴリ別に並べ替えられた、アクセスされた適切
なWebサイトを確認できます。カテゴリをタップすると、お子様がアクセスしたWebサイトのより具体
的な情報が表示されます。ここでWebサイトを選択して、例外を作成すると、1つの特定のWebサイトを
適切または不適切に変更できます。

デバイス
このセクションには、各子供のESET Parental Controlによって管理されるモバイルデバイスの概要、デバ
イスのステータス、およびデバイスを最適に構成できない原因となる潜在的な問題が一覧表示されます。

ESET Parental Controlは次のデバイスのステータスを示します。
• バッテリステータス - ESET Parental Controlでは、子供のデバイスの残りのバッテリ割合を把握できま

す。
• 電話ステータス - ESET Parental Controlは、子供の電話ステータス(着信音、バイブレーション、サイ

レント)を通知します。
• 追跡ステータス - 子供のデバイスを追跡するときに、ESET Parental Controlは追跡されたデバイスア

イコンを表示します。

ESET Parental Controlは次の最適化の問題を通知します。
• アプリケーション: GPSの使用を有効にすると、ESET Parental Controlはデバイスの位置情報をより正

確に決定できます。
• my.eset.com: GPSを有効化して、デバイスのより正確な位置情報を取得できます。
GPSAndroid設定 > [位置情報アクセス]で衛星の使用を有効にするには、[GPS衛星]を選択します。
• アプリケーション: Googleの位置情報サービスを有効にして、ESET Parental Controlがデバイスの位置

情報をより正確に決定できるようにします。
• my.eset.com: 位置情報サービスを有効化して、デバイスのより正確な位置情報を取得できます。
位置情報サービスの使用を有効にするには、Android設定 > [位置情報アクセス]に移動します。[Wi-Fi
& モバイルネットワークロケーション]を選択します。
• アプリケーション: モバイルデータ接続を有効</b>にして、デバイスがWi-Fi経由で接続されていな

い場合でも、my.eset.comでお子様のアクティビティを確認します。
• my.eset.com: モバイルデータを有効にして、デバイスがWi-Fi経由で接続されていない場合でも、お
子様のアクティビティを確認できます。
モバイルデータ接続を有効にするには、[Android設定] > [モバイルネットワーク]に移動し、[データ
通信を有効にする]を選択します。
• アプリケーション: [b]時刻同期を有効[/b]にして、お子様がゲームの時間を操作できないようにしま

す。
• my.eset.com: [b]時刻同期を有効[/b]にして、お子様がゲームの時間を操作できないようにします。
ネットワークで提供される時間を使用するには、Android設定 > [日付と時刻]に移動し、[自動日時]を
選択します。
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• アプリケーション: Google Play Servicesをインストールし、my.eset.comからデバイスのリアルタイム

制御（プッシュ通知）を有効にします。
• my.eset.com:
Google PlayサービスはGoogle Playからインストールできます。

• アプリケーション: このデバイスのデバイス管理者としてESET Parental Controlを有効化し、アプリ

の無断削除を防止します。
• my.eset.com: デバイスのデバイス管理者としてESET Parental Controlをアクティベーションすると、ア
プリを許可なく削除することができなくなります。
ESET Parental Controlをデバイス管理者に追加するには、Android設定 > セキュリティ > デバイス管理者
> ペアレンタルコントロールに移動し、有効化をタップします。

• アプリケーション: ペアレンタルコントロールがこのデバイスの他のアプリにアクセスすることを

許可します。
• my.eset.com:
ペアレンタルコントロールを有効にするには、Android設定 > アクセシビリティ > ペアレンタルコント
ロールに移動し、ペアレンタルコントロールを有効にします。

設定
• 一般 - 「一般設定」セクションを参照
• アラート - 「アラート」セクションを参照
• 要求 - 「要求」セクションを参照
• 特別提供 - このオプションは既定で無効です。このオプションを有効にすると、ESETから特別提供

を受け取ります。
• 言語 - 既定では、ESET Parental Controlはシステムロケール(Android OS言語とキーボード設定)として
デバイスで設定されている言語でインストールされます。ESET Parental Controlインターフェイスの言語
を変更するには、[言語]をタップして、任意の言語を選択します。
• アンインストール - アンインストールウィザードを実行し、デバイスからESET Parental Controlを削
除します。

一般
• 保護者のPINコードのリセット – 4桁のペアレンタルPINは子供のデバイスのアプリケーション設定

を保護します。子供がESET Parental Controlをアンインストールすることも防止します。
• PINが必要 - (保護者のデバイスでのみ使用可能) - 有効にすると、ペアレンタルコントロールアプ
リケーションへのアクセスを許可したり、お子様の要求に対応するために、保護者のPINコードが必要
です。このオプションを有効にすると、お子様は保護者のデバイスを使用して保護者設定を回避する
ことができなくなります。
• 保護者の電話番号 – 保護者からのメッセージはこのリストに保存された電話番号からのみ送信で
きます。
• SOSボタン – このオプションを有効にすると、お子様のデバイスから、保護者の電話番号リストに
保存されたデバイスにSOSメッセージを送信します。SOSメッセージには、メッセージが送信された時
点のお子様のデバイスの位置が含まれます。SOS機能の詳細については、ナレッジベース記事を参照し
てください。
• 保護者からのメッセージ – このオプションが有効なときには親は次のテキストメッセージを送信
できます。
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o子供が読むまで画面をロックします。
oインターネットに接続していないお子様のデバイスを検索し、お子様のデバイスの場所へのリンク

が付いたSMSを親デバイスに送信します。お子様のデバイスの場所を要求するには、テキストに先
頭の疑問符(?)が付いたSMSメッセージをお子様のデバイスに送信します。お子様のデバイスの場所
へのURLリンクが付いたSMSメッセージが送信されます。
保護者からのメッセージは保護者の電話番号リストの電話番号から送信される必要があります。
• デバイスをロック – このオプションを設定すると、すべての保護者からのメッセージが子供のデ

バイスをロックするか、感嘆符(!)で始まるメッセージのみが子供のデバイスをロックするかどうか
を指定します。
• レポートの送信 – 子供のアクティビティの詳細なサマリーを電子メールで送信できます。
• 頻度 – 電子メールレポートの頻度を設定します。
• 匿名の使用統計情報 -アプリケーションとサービスの改善に役立つESET Parental Controlに関する匿
名情報(パフォーマンス、処理統計情報)を送信します。
• クラッシュレポート - アプリケーションクラッシュ、誤作動、および問題レポートを送信し、アプ
リケーションの改善を支援します。
• 開始する週 – 地域の週が月曜日から開始するか日曜日から開始するかどうかを設定します。これ
により、時間帯制限のカレンダーの表示が変わります。

SMS機能
ESET Parental ControlでSMSサービスを使用する機能にアクセスするには、ESET SMS Toolア
プリケーションをお子様のデバイスにインストールします。SMSサービスを使用する機能
は、保護者のデバイスではまだ使用できません。
詳細については、ESET SMS Toolドキュメントまたはナレッジベース記事を参照してくだ
さい。

アラート
このセクションでは、デバイスでアラートをトリガするお子様のデバイスでのアクションを選択できま
す。既定では、すべてのアラートが電子メールアドレスと自分のデバイスに送信されます。[電子メー
ルアラート]オプションをオフにすると、デバイスにインスト－ルされたESET Parental Controlのメイン画
面とペアレンタルポータルにのみアラートが表示されます。
アラートは次の状況によってトリガーすることができます。
• 不適切なカテゴリのWebサイトにアクセスする
• 不適切なアプリが使用される
• 時間制限付きアプリケーションの割り当て時間の使用が超過した
• 一定日数の間、お子様のデバイスが使用されていない
• 新しいバージョンのESET Parental Controlが利用可能
• 新しいアプリケーションがお子様のデバイスにインストールされた
• デバイスがESET Parental Control用に最適な構成ではない
• 正しくない保護者のPINコードがお子様のデバイスに入力された。このオプションは、お子様が保護

者のPINコードを推測しようとしている場合に警告を通知します。

要求
ESET Parental Controlでは、お子様のデバイスからデバイスに送信できる要求のタイプを選択できます。
お子様が要求を送信できるようにする場合は、お子様が要求を送信するたびに、ペアレンタルアプリを
経由でデバイスでプッシュ通知を受信します。電子メールアラートオプションを有効にすると、電子メー
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ルアドレスで電子メール通知を受信できます。
既定では、お子様が次の要求を送信できます。
• ブロックされたWebサイトへのアクセス
• ブロックされたアプリのブロック解除
• 時間制限付きアプリケーションの1日の時間を追加する
• 制限された時間中に時間制限付きアプリケーションを有効にする

子供の要求の管理
子供は、ESETペアレンタルコントロールによってアクセスがブロックされている時間制限付きアプリケー
ションの時間を増やしたい場合や、ESET Parental ControlでブロックされたWebサイトやアプリケーショ
ンにアクセスしたい場合に、ESET Parental Controlアプリケーションから[保護者に確認]をタップして、
要求を送信することができます。
保護者は、子供のデバイスから直接か、自分のデバイスを使用するか、my.eset.comポータルを使用して、
子供から送信された要求を管理できます。
子供のデバイスから要求を管理
子供のデバイスから直接、ブロックされたWebサイトへのアクセスを許可することができます。 この
ためには、ブロックされたWebサイトまたはアプリケーションへのアクセスを試行します。 ESET Parental
Controlがアプリケーションをブロックしたときに、[許可]をタップして、保護者用のPINコードを入力
します。
デバイスから要求を管理
子供の要求はESET Parental Controlアプリケーションのホーム 画面にある要求セクションに表示されま
す。 許可または拒否オプションをタップすると、ブロックされたWebサイトまたはアプリケーション
へのアクセス要求を管理できます。時間制限付きアプリケーションの時間を増やす要求を管理するには、
期間を選択してブロック解除をタップするか、拒否をタップして要求を拒否します。
my.eset.comポータルから要求を管理
my.eset.comアカウントにサインインし、[ペアレンタルコントロール]セクションに移動します。 要求
を送信した子供のプロファイルは青で表示されます。 プロファイルをクリックすると、要求に応答し
ます。 期間を選択し、[許可]をクリックして、要求を承認するか、[X]アイコンをクリックして要求を
消去します。

子供
子供設定では、お子様のプロファイルを作成または編集することができます。子供設定を表示するには、
次の手順に従います。
1.メインメニュー

に移動し、.

2.子供を選択します。

お子様の新しいプロファイルを作成するには、右下の+ボタンをタップします。お子様の名前を入力し
て、性別、年齢、生年月日を選択します。お子様の年齢は、不適切なアプリケーションとWebサイトをフィ
ルタリングするために使用されます。さらに、お子様の写真またはアバターをアップロードすることも
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できます。写真またはアバターを追加するには、カメラアイコンをタップし、デバイスの写真を選択し
ます。完了したら、保存をタップします。
既存の子供のプロファイルを編集するには:
1.編集するプロファイルを選択します。
2.編集が完了したら、保存をタップします。

子供のプロファイルを削除する
子供のプロファイルを削除するには、次の条件のうち少なくとも1つが満たされている必要があります。
• 子供のプロファイルに割り当てられているデバイスがない。
• 過去3日間に子供のプロファイルに割り当てられたデバイスがアクティブになっていない。

子供のプロファイルを削除する
子供のプロファイルを削除すると、そのプロファイルに割り当てられたデバイスで
はESET Parental Controlが機能しなくなります。

my.eset.comで子供のプロファイルを削除する
1.my.eset.comポータルのParental Controlセクションに移動します。
2.削除するプロファイルを選択します。
3.プロファイルをタップします。
4.プロファイルの削除をタップします。
5.削除をタップして確定します。

子供のプロファイルを削除する ESET Parental Control アプリケーション
1.ご使用のデバイスでESET Parental Controlアプリケーションを開きます。
2.メインメニュー

でタップします 子供。

3.削除するプロファイルを選択します。
4.ごみ箱アイコンをタップします。
5.削除をタップして確定します。

フィードバック
ESET Parental Controlに関するご意見をお聞かせください。Google Playでアプリを評価するか、ESET
Parental Controlメインメニュー のフィードバックをタップして、 フィードバックフォームを電子メー
ルで送信できます。parental@eset.comに電子メールを送信することもできます。
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カスタマーサポート
ESETカスタマーサポートスペシャリストが、ESET Parental Controlまたはその他のESET製品に関連する管
理支援または技術サポートを提供します。
デバイスから直接サポート要求を送信するには、ESET Parental Controlメインメニュー
マーサポート] > [問題の報告]をタップします。

を開き、[カスタ

ESET Parental Controlには詳細ログ機能があり、潜在的な技術上の問題を診断できます。詳細アプリケー
ションログをESETに提供するには、[アプリケーションログの送信]が選択されていること(既定)を確認
してください。[送信]をタップしてリクエストを送信します。ESETカスタマーサポートが、指定された
電子メールアドレス宛てにご連絡いたします。

アプリケーションが開いていないか、応答していません
ESET Parental Controlが応答していないか、開けない場合にESETにサポート要求を送信する
には、設定 -> アプリケーション -> ペアレンタルコントロール -> ストレージ -> ストレー
ジの管理に移動します。カスタマーサポートをクリックして、すべての必須フィールド
を入力します。

電話およびSMSサービスの変更
2019年1月9日より、Google Playは、ESET Parental Controlの特定の機能に必要なSMSおよび通話権限の使用
に関する制限を導入しました。これらの権限の制限により、次の機能はESET Parental Controlで使用でき
なくなります。
• 保護者からのメッセージ
• SOSボタン機能

SMS機能をもう一度使用する
ESET SMS Toolアプリケーションをダウンロードしてお子様のデバイスにインストールす
ると、これらの機能を復元できます。SMSサービスを使用する機能は、保護者のデバイス
ではまだ使用できません。
詳細な手順については、ドキュメントまたはナレッジベース記事を参照してください。

カスタマーエクスペリエンス改善プログラム
カスタマーエクスペリエンス改善プログラムに参加することで、製品の使用に関連する匿名情報をESET
に提供します。データ処理の詳細については、プライバシーポリシーを参照してください。

同意
プログラムへの参加は任意であり、お客様の同意に基づいています。参加した後は、一切のアクション
は不要であり、自動的に処理されます。いつでも、製品設定を変更することで、同意を取り消すことが
できます。このようにすると、匿名データが処理されなくなります。
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収集される情報の種類
製品との対話に関するデータ
この情報は、製品の使用方法に関する詳細情報をESETに提供します。これにより、ESETは、頻繁に使用さ
れる機能、ユーザーが修正する設定、または製品の使用に費やされた時間などを把握することができま
す。

デバイスに関連するデータ
ESETは、製品が使用されている場所やデバイスについて理解するためにこの情報を収集します。一般的
には、デバイスモデル、国、バージョン、オペレーティングシステム名などが収集されます。

エラー診断データ
エラーおよびクラッシュ状況に関するデータも収集されます。たとえば、発生したエラーと原因となっ
たエラーが収集されます。

なぜこの情報が収集されるのですか。
この匿名情報により、お客様のために製品を改善できます。この情報は、できるかぎり、関連性が高く、
使いやすく、エラーのない製品を開発するうえで役立ちます。

誰がこの情報を管理するのですか。
ESET, spol. s r.o.はプログラムで収集されるデータの単独の管理者です。この情報は第三者と共有されま
せん。

エンドユーザーライセンス契約
重要:ダウンロード、インストール、コピー、または使用の前に、製品利用に関する下記契約条件を注
意してお読みください。本製品をダウンロード、インストール、コピー、または使用することにより、
お客様はこれらの条件に対する同意を表明し、次の項目に同意したことになりますプライバシーポリシー.
エンドユーザー使用許諾契約
本エンドユーザーライセンス契約（以下「本契約」とします）は、Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak
Republicに所在し、ブラチスラバ第1地方裁判所の有限会社部門（District Court Bratislava I. Section Sro）にお
いて掲載番号3586/B, 31 333 535として商業登記されている、ESET, spol. s r. o.、またはESETグループ内の別
企業（以下「ESET」または「供給者」とします）と、自然人または法人であるお客様（以下「お客様」ま
たは「エンドユーザー」とします）との間で締結され、お客様に本契約の第1条で定義する本ソフトウェ
アを使用する権利を付与するものです。本契約の第1条で定義する本ソフトウェアは、データ記憶媒体
への格納、電子メールでの送付、インターネットからのダウンロード、供給者のサーバーからのダウン
ロード、または後述の条件および状況下におけるその他の供給者からの取得が行えます。
本契約は購入に関する契約ではなく、エンドユーザーの権利に関する合意事項を定めるものです。供給
者は、本ソフトウェアのコピー、これが商業包装にて供給される物理的媒体、および本契約に基づきエ
ンドユーザが権利を付与される本ソフトウェアのすべてのコピーの、所有者であり続けます。
本ソフトウェアのインストール時、ダウンロード時、コピー時または使用時に、[同意します（I Accept）]
オプションをクリックすることにより、本契約の条件に明示的に同意するものとします。本契約の規定
に同意しない場合は、直ちに[同意しない（I Do Not Accept）]オプションをクリックし、インストールまた
はダウンロードを取り消すか、本ソフトウェア、インストールメディア、付属ドキュメント、および購
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入時の領収書を破棄するか、ESETまたは本ソフトウェアの入手元にそれを返却してください。
お客様は、本ソフトウェアを使用することにより、お客様が本契約を読了かつ理解し、本契約条項によ
る拘束に同意したことになります。
1.ソフトウェア。(i) 本契約およびすべてのコンポーネントに付属するコンピュータープログラム。 (ii)デー
タ媒体、電子メール、またはインターネット経由でのダウンロードで提供される本ソフトウェアのオブ
ジェクトコードの形式を含む、本契約で提供されるディスク、CD-ROM、DVD、電子メール、添付ファイル、
その他の媒体のすべての内容、 (iii)本ソフトウェアに関連する書面の説明資料、その他の文書、特に本ソ
フトウェア、その仕様のすべての説明、 本ソフトウェアの属性または動作の説明、本ソフトウェアが
使用される動作環境の説明、本ソフトウェアの使用またはインストール手順、本ソフトウェアの使用方
法の説明(「ドキュメント」)、(iv)本契約の第3条に従い供給者からお客様にライセンス供与された本ソフ
トウェアのコピー、本ソフトウェアに不具合があった場合のパッチ、本ソフトウェアへの追加機能、本
ソフトウェアの拡張機能、本ソフトウェアの修正バージョン、ソフトウェアコンポーネントのアップデー
ト(該当する場合)を意味します。本ソフトウェアは実行可能なオブジェクトコードの形態でのみ提供さ
れるものとします。
2.インストール、コンピューター、およびライセンスキー。データキャリアで供給、電子メールで送信、
インターネットからダウンロード、供給者のサーバーからダウンロード、または他のソースから取得さ
れたソフトウェアにはインストールが必要です。お客様は、本ソフトウェアを正しく設定されたコン
ピューターにインストールし、少なくともドキュメントで規定された要件に準拠する必要があります。
インストール方法はドキュメントで説明されています。本ソフトウェアをインストールするコンピュー
ターに、本ソフトウェアに悪影響を及ぼす可能性があるコンピュータープログラムやハードウェアをイ
ンストールすることはできません。コンピューターとは、本ソフトウェアがインストールまたは使用さ
れる、パーソナルコンピューター、ノートブック、ワークステーション、パームトップコンピューター、
スマートフォン、ハンドヘルド電子機器、または本ソフトウェアの対象として設計されている他の電子
機器を含む(ただしこれらに限定されない)を意味します。ライセンスキーとは、本契約に準拠して、本
ソフトウェア、特定のバージョン、またはライセンス条項の拡張の法的な使用を許可するために、エン
ドユーザーに提供される一意の連続する記号、文字、数字、または特殊記号を意味します。
3.ライセンス。お客様が本契約に同意しており、ライセンス料を支払い期日までに支払い、本契約に定
められているすべての契約条項に従うことを前提として、供給者はお客様に対し、以下の権利を付与し
ます（以下「ライセンス」とします）。
a) インストールおよび使用。お客様には、コンピューターのハードディスクまたはその他のデータ永久
記憶媒体にデータを格納するために本ソフトウェアをインストールし、コンピューターシステムのメモ
リへ本ソフトウェアをインストールおよび格納し、コンピューターシステム上で本ソフトウェアを実装、
格納および表示する、非独占的かつ譲渡禁止の権利が付与されます。
b) ライセンス数の規定。本ソフトウェアを使用する権利は、エンドユーザーの固有
のMy.eset.com(「MEC」)とのライセンスの関連付けに拘束されるものとします。同じライセンスは、同時
に複数のMECアカウントで使用できません。MECアカウントにアクセスできるエンドユーザーは、複数の
デバイスで管理対象ユーザーのプロファイルを作成できます。ESETは、1人のエンドユーザーによって使
用されるプロファイルおよびデバイス数を制限する権利を有します。MECアカウントの使用は、オンライ
ンで提供されている特定の条項によって規制されます。本ソフトウェアの使用に関連して、MECアカウン
トでエンドユーザーによって供給されるすべての情報とデータは、本契約に従って排他的に使用される
ものとします。
c) ライセンス契約の期間。お客様は、本ソフトウェアを期限付きで使用する権利があります。
d) ライセンスは、家庭および家族での利用に限定された個人または非商業環境でのみ使用されるものと
します。
e) OEMソフトウェア。OEMソフトウェアの使用は、それがプリインストールされていたコンピュータに
制限されます。別のコンピュータにインストールすることはできません。
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f) NFRまたは試用ソフトウェア。再販不可品（NFR）または試用版に分類されるソフトウェアは、対価を求
めて譲渡することはできず、ソフトウェア機能のデモまたはテスト目的のみで使用されるものとします。
g) ライセンスの契約解除。ライセンス契約は，その期間の満了により契約が自動的に解除されます。供
給者は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、供給者が持つ他の権利および法的救済手
段に影響を与えることなく、本契約を解約することができます。本ライセンスを取り消す場合、お客様
は、本ソフトウェアおよびバックアップコピーを直ちにすべて削除、破棄するか、自費でESETまたはソ
フトウェアの入手元にそれを返却する必要があります。ライセンスの終了時には、供給者は、エンドユー
ザーが、供給者のサーバーまたはサードパーティのサーバーに接続する必要がある本ソフトウェアの機
能を使用する権利を取り消す権利があるものとします。
4.データ収集の機能とインターネット収集要件。本ソフトウェアの正常な動作には、インターネット接
続が必要であり、プライバシーポリシーに従い、定期的に供給者のサーバーまたは第三者のサーバーま
たはサードパーティのサーバーおよび該当するデータ収集に定期的に接続する必要があります。本ソフ
トウェアは、エンドユーザーの地域のモバイル通信ネットワークまたはサービスプロバイダーとの個別
の契約が適用されるインターネットおよび他のモバイル通信ネットワークまたはサービス(「インター
ネット」)へのアクセスを可能にするものではありません。インターネットへの接続およびデータ収集
は、次のソフトウェア機能で必要です。
a) 供給者には、本ソフトウェアのアップデート（以下「アップデート」とします）を適時発行する権利
がありますが、アップデートを提供する義務はありません。この機能は、ソフトウェアの標準の設定か
ら有効にできます。エンドユーザがアップデートの自動インストールを無効にしていないかぎり、アッ
プデートは自動的にインストールされます。アップデートを提供するために、プライバシーポリシーに
準拠し、本ソフトウェアがインストールされているコンピューターまたはプラットフォームに関する情
報を含む、ライセンスの正当性を検証する必要があります。
b) フィルタリング、分類、および位置情報。本ソフトウェアには、エンドユーザーが、特定のグループ
のWebページおよびモバイルアプリケーション、設定や時刻管理、および位置情報検索への管理対象ユー
ザーのアクセスを制御できる機能が含まれています。これらの機能を有効にするには、アクセスされ
たWebサイト、位置情報、モバイルアプリケーション、本ソフトウェアの動作と機能に関する情報など
のコンピューター情報を含む(ただしこれらに限定されない)情報(「情報」)を供給者に送信します。情
報には、エンドユーザーまたは他の管理対象ユーザーに関するデータ(無作為または誤って取得された
個人データを含む)、コンピューター、インストールされているオペレーティングシステムやアプリケー
ション、本ソフトウェアがインストールされているコンピューターのファイルに関する情報が含まれる
場合があります。供給者は、適切な手段を講じ、受信した侵入を機密に保つことを保証するものとしま
す。お客様は、供給者に情報が送信されることに同意します。また、取得された情報を処理するために、
該当する法規制に従い、必要な承認を供給者に付与します。これらの機能は、エンドユーザーが合法的
にアクセスできる管理対象のユーザーのデバイスでのみ使用されます。不法使用は管轄当局に報告され
ます。供給者は関連する法律を遵守し、悪用の場合には法執行機関を支援します。お客様は、自身
がMECアカウントにアクセスするためのパスワードを保護する責任を有することを認め、パスワードを
いかなる第三者にも開示しないことに同意します。エンドユーザーは、許可の有無を問わず、本ソフト
ウェアの機能およびMECアカウントを使用したすべての活動に責任を負います。MECアカウントが危険に
さらされた場合は、ただちに供給者に通知してください。お客様は、供給者がMECアカウントおよびお
客様がカスタマイズできるレポートや通知が添付された電子メールを含む(ただしこれらに限定されな
い)、ソフトウェアメッセージ経由でお客様に連絡することを許可することに同意および承諾します。
プライバシーポリシーの規定に従い、関連する法規制に準拠して、情報は供給者によって収集および処
理される場合があります。
c) コード。ESETは独自の裁量で販売促進またはマーケティング目的(「コード」)の照会コードまたは他の
コードを作成および提供できます。お客様はコードを利用して、本契約に従ってライセンス期間を延長
できます。ESETは本契約に準拠しない方法でコードが取得または使用されたとき、あるいは瑕疵、詐欺、
または不法行為があると合理的に見なされる場合には、コードをいつでも無効にする権利を留保します。
お客様は次の制限に従う必要があります。
i.お客様はコードを複数回使用できません。
22

ii.コードの販売、賃貸借、または商業サービスの提供目的でのコードの使用はできません。
iii.お客様は、ESETがESETに対する一切の義務なくいつでもコードの提供または使用を無効にできること
に同意します。
iv.お客様は、コードが現金または他の補償として有効ではないことに同意します。
v. お客様は、コードおよびコードの使用には特定の照会、販売促進、またはマーケティングキャンペー
ンのためにESETで提供される特殊な条件が適用されることに同意します。
本契約の目的のために、プライバシーポリシーに従い、供給者がお客様を特定できるようにするデータ
を収集、処理、および保存する必要があります。お客様は、供給者が独自の手段によって、お客様が本
契約の規定に従って本ソフトウェアを使用しているかどうかを確認することに同意します。お客様は、
本契約の目的でのみ、本ソフトウェアと供給者のコンピューターシステムまたは供給者の販売およびサ
ポートネットワークの一部としての供給者のビジネスパートナーのコンピューターシステムとの間の通
信中に、お客様のデータを転送し、本ソフトウェアの機能および本ソフトウェアの使用許可を保証し、
供給者の権利を守る必要があることを承諾します。
本契約の締結後、供給者および供給者の販売およびサポートネットワークの一部としての供給者のビジ
ネスパートナーは、請求目的、本契約の履行、およびお客様のコンピューターでの通知の送信のために、
お客様を特定できる基本データを転送、処理、および保管する権利を有するものとします。お客様は、
マーケティング情報を含む(ただしこれに限定されない)通知およびメッセージを受信することに同意し
ます。
データ主題としてのプライバシー、個人データ保護、およびお客様の権利の詳細については、供給者
のWebサイトまたはインストール処理で直接アクセスできるプライバシーポリシーを参照してください。
お客様は、ソフトウェアのヘルプセクションからアクセスすることもできます。
5.エンドユーザの権利行使。お客様は、エンドユーザーの権利を、直接またはお客様の従業員を通じて
行使する必要があります。お客様は、自らの活動を確実なものとするためにのみ、およびお客様がライ
センスを取得したコンピューターシステムを保護するためにのみ、本ソフトウェアを使用できます。
6.権利の制限。お客様は本ソフトウェアのコピー、配布、部品の分離、または派生バージョンの作成を
行ってはなりません。本ソフトウェアの使用時には、下記の制限事項に従う必要があります。
(a) お客様は、データの永久記憶用媒体上に本ソフトウェアのコピーを1つ、バックアップコピーとして
作成できます。ただし、この保管用のバックアップコピーは、他のいかなるコンピューターにもインス
トールしたり、または使用したりすることができません。これ以外に本ソフトウェアのコピーを作成す
ることは、本契約に対する違反となります。
(b) 本契約に規定されている以外のいかなる態様でも、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアのコピーの
使用、改変、複製、または使用権の譲渡を行ってはなりません。
(c) 本ソフトウェアの売却、サブライセンス付与、他人への賃貸もしくは他人からの賃借、借用、または
商業サービスの提供目的での本ソフトウェアの使用は禁じられています。
(d) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、またはソフトウェアの逆アセンブルを
行ったり、ソースコードを取得しようとしたりしてはなりません。ただし、そのような制限を設けるこ
とが法律によって明示的に禁止されている範囲内においては、この限りではありません。
(e) お客様は、著作権法およびその他の知的財産権から生じる、適用可能な制限など、本ソフトウェアを
使用する際の法律におけるすべての適用可能な法的規制に従う態様においてのみ、本ソフトウェアを使
用できます。
(f) お客様は、本ソフトウェアおよびその機能を、他のエンドユーザーがそれらのサービスにアクセスす
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る可能性を制限しない方法でのみ使用することに同意するものとします。供給者は、可能な限り多くの
エンドユーザーがサービスを利用できるようにするために、個別のエンドユーザーに提供されるサービ
スの範囲を制限する権利を留保します。サービスの範囲を制限することにより、本ソフトウェアのすべ
ての機能を使用することもできなくなり、本ソフトウェアの特定の機能に関連する供給者のサーバ上ま
たはサードパーティのサーバ上のデータおよび情報も削除されることとします。
(g) お客様は、本契約の条項に反して、ライセンスキーの使用に関する活動、または何らかの形式での使
用済みまたは未使用のライセンスキーの譲渡、不正複製、複製または生成されたライセンスキーの配布、
あるいは供給者以外から入手したライセンスキーを使用したソフトウェアの利用など、本ソフトウェア
の使用の資格がない個人にライセンスキーを提供する行為を実施しないことに同意します。
7.著作権。本ソフトウェア、および所有権や知的所有権を含む一切の権利は、ESETおよび／またはESET
のライセンス供給者の財産です。これらは、国際条約の規定と本ソフトウェアが使用される国のその他
のすべての準拠法によって保護されます。本ソフトウェアの構造、編成、およびコードは、ESETおよび
／またはESETのライセンス供給者の重要な企業秘密であり機密情報です。お客様は、第6条(a)に当ては
まる場合を除いて、本ソフトウェアをコピーすることはできません。本契約に基づき、お客様が作成す
るコピーはすべて、本ソフトウェア上に示されるものと同じ著作権表示および所有権表示を含んでいな
ければなりません。お客様がリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、本
契約の規定に違反する方法でソースコードを取得しようとした場合、それによって得られたいかなる情
報も、それが発生した瞬間からすべて、本契約の違反に関連する供給者の権利にかかわらず、自動的に
かつ取り消しできない形で供給者に譲渡され、供給者の所有であるとみなされます。
8.権利の留保。本ソフトウェアに対する権利は、本契約において本ソフトウェアのエンドユーザとして
お客様に明示的に与えられた権利を除き、すべて供給者自身が留保します。
9.複数言語対応バージョン、デュアルメディアソフトウェア、複数コピー。本ソフトウェアが複数のプ
ラットフォームまたは言語をサポートしているか、お客様が本ソフトウェアのコピーを複数入手した場
合、お客様はライセンスを取得したバージョンのコンピューターシステム数でのみ本ソフトウェアを使
用できます。使用していない本ソフトウェアのバージョンやコピーを、他者に売却、賃貸、賃借、サブ
ライセンス付与、貸与、または譲渡することはできません。
10.本契約の開始と解除。本契約は、お客様が本契約に同意した日から有効となります。本契約は、お客
様が本契約に同意した日から有効となります。お客様は、供給者またはそのビジネスパートナーから入
手した本ソフトウェア、すべてのバックアップコピー、および関連するすべての資料を、永久的に削除、
破棄、または自費で返却することにより、本契約を解除することができます。本契約の終了の態様に関
係なく、第7条、第8条、第11条、第13条、第19条、および第21条の規定は、無期限に有効であり続ける
ものとします。
11.エンドユーザーの表明。お客様はエンドユーザとして、明示または暗黙のいかなる種類の保証も伴わ
ず、該当の法律によって許可される範囲において、本ソフトウェアが「現状有姿」のまま提供されてい
ることを認めるものとします。供給者、そのライセンス供給者、関係者、および著作権保有者のいずれ
も、本ソフトウェアの特定の目的に対する商品性または適合性、および第三者の特許、著作権、商標、
またはその他の権利に対する侵害の不存在について、明示または黙示を問わず、一切の表明または保証
を行いません。供給者もその他の関係者も、本ソフトウェアに含まれている機能がお客様の要求に沿う
こと、または本ソフトウェアが円滑で問題なく動作するということの保証を行いません。お客様は、意
図する結果に到達するための本ソフトウェアの選択、および本ソフトウェアのインストール、使用、お
よび本ソフトウェアで達成される結果について、完全に責任とリスクを負います。
12. さらなる義務の否定。本契約で具体的に列挙される義務以外に、本契約が供給者およびそのライセ
ンサーに対して課す義務はありません。
13.責任の制限。準拠法によって許可される最大限の範囲において、いかなる場合も、供給者、その被雇
用者、ライセンス供給者は、どのような態様で発生したものであろうと、契約、違法行為、怠慢、また
は責任の発生を定めるその他の事実のいずれに起因するものであるかを問わず、本ソフトウェアを使用
したことにより、または本ソフトウェアが使用できないことにより発生した、利益、収益、または売上
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の損失、データの喪失、補用品またはサービスの購入にかかった費用、物的損害、人的損害、事業の中
断、企業情報の喪失、特別損害、直接損害、間接損害、偶発的損害、経済的損害、補填損害、懲罰的損
害、特別または派生的損害に対し、一切責任を負わないものとします。これは、たとえ供給者、そのラ
イセンス供給者、または関係者がそのような損害の可能性について通知を受けていた場合であっても同
様です。一部の国および法律では、免責を認めず、しかし限定された範囲の責任を負うことは許可して
います。その場合、供給者、その被雇用者、ライセンス供給者、または関係者の責任は、お客様がライ
センスの対価として支払った金額を限度とします。
14.本契約に含まれるものは何も、それに反する場合であっても、消費者として取引するすべての当事
者の法的権利を損なうものではありません。
15.テクニカルサポート。テクニカルサポートは、ESETまたはESETの依頼を受けた第三者の独自の判断に
より提供され、いかなる種類の保証も表明も伴わないものとします。エンドユーザは、テクニカルサポー
トの提供の前に、存在するすべてのデータ、ソフトウェア、プログラム機能をバックアップする必要が
あります。ESETおよび／またはESETの依頼を受けた第三者は、テクニカルサポートの提供によりお客様に
生じたデータ、資産、ソフトウェアまたはハードウェアの損害または損失、もしくは利益の喪失につい
て、いかなる責任も負いません。ESETおよび／またはESETの依頼を受けた第三者は、問題をテクニカルサ
ポートで解決できないと判断する権利があります。ESETは、独自の判断により、テクニカルサポートの
提供を拒否、中断、終了する権利があります。ライセンス情報、情報、およびプライバシーポリシーに
準拠した他のデータは、技術サポートを提供するために必要になる場合があります。
16.ライセンスの譲渡。本契約の条件に違反しないかぎり、あるコンピュータにインストールされていた
本ソフトウェアを別のコンピュータシステムにインストールすることができます。エンドユーザーは、
本契約の条件に違反しない場合のみ、供給者の同意の元、本契約から派生するライセンスおよびすべて
の権利を、別のエンドユーザーに永久に譲渡する権利があります。その場合、(i) 元のエンドユーザーは、
ソフトウェアのコピーを保持しておらず、(ii) 元のエンドユーザーから新しいエンドユーザーへ直接権利
が譲渡され、(iii) 新しいエンドユーザが元のエンドユーザーに課せられた本契約に基づくすべての権利お
よび義務を負い、(iv) 元のエンドユーザーが新しいエンドユーザーに、第17条で規定するソフトウェア
が正規のものであることを証明するドキュメントを提供するものとします。
17.正規ソフトウェアの証明。エンドユーザのソフトウェアの使用資格は、次のいずれかの方法で証明で
きます。(i) 供給者または供給者が指定した第三者が発行するライセンス証明書。(ii) 締結されている場合、
書面によるライセンス契約。(iii) アップデートを有効にするライセンスの詳細（ユーザ名およびパスワー
ド）が記載された供給者に送信された電子メールの提出。ライセンス情報およびプライバシーポリシー
に準拠したエンドユーザー識別データは、ソフトウェアの純正を検証するために必要になる場合があり
ます。
18.公共団体および米国政府に対するライセンス。米国政府を含む公共団体に対する本ソフトウェアのラ
イセンスは、本契約に明記しているライセンス権利および制限に基づいて提供されます。
19.輸出管理規制
(a) お客様は、直接的または間接的に、ESETまたはESETの持ち株会社、ESETの子会社、持ち株会社の子会
社、持ち株会社が管理する事業体(「関連会社」)による次のような輸出貿易管理法の違反または輸出貿
易管理法の下で否定的な結果につながる一切の個人に対して本ソフトウェアを輸出、再輸出、移転、ま
たは提供せず、そのような方法でソフトウェアを使用せず、そのような行為に関与したりしないものと
します。
i. 米国、シンガポール、英国、欧州連合またはその加盟国、本契約の義務が履行される国、あるい
はESETまたはその関連会社が登録または事業を行う国の政府、州、規制当局が発行または採用した、商
品、ソフトウェア、技術、サービスの輸出、再輸出、または移転を統制、制限、またはライセンス要件
を課すすべての法律(「輸出貿易管理法」)。
ii. 米国、シンガポール、英国、欧州連合またはその加盟国、本契約の義務が履行される国、あるい
はESETまたはその関連会社が登録または事業を行う国の政府、州、規制当局が課した経済、金融、貿易、
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制裁、制限、禁止、輸出入禁止、資金または資産の移転の禁止、サービス提供の禁止、あるいは同等の
対策(「制裁法」)。
(b) ESETは、次の場合において、本契約の義務を即時停止または解除する権利を有するものとします。
i.ESETが、合理的な意見において、ユーザーが本契約の第19.a条の条項に違反したか違反する可能性が高
いと判断した
ii. エンドユーザーまたは本ソフトウェアに輸出貿易管理法が適用され、その結果として、ESETが、合理的
な意見において、本契約の義務の継続的な履行によって、ESETまたはその関連会社が輸出貿易管理法に
違反するか、輸出貿易管理法の下で否定的な影響を受ける可能性があると判断した
(c) いずれの当事者も、適用される輸出貿易管理法に準拠しないか、輸出貿易管理法の下で罰則を受ける
か、禁止される行為または不作為(あるいは行為または不作為に同意すること)を勧誘または義務付けら
れるように、本契約のいずれの条項も意図せず、何もそのように解釈または理解されない
20.通知。すべての通知、返却される本ソフトウェアおよび本件ドキュメントは、スロバキア共和国,
ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic。
21.準拠法。本契約は、スロバキア共和国の法律に準拠し、これに従って解釈されるものとします。エン
ドユーザーおよび供給者は、準拠法および国際物品売買契約に関する国際連合条約の矛盾する規定につ
いては、適用されないことに同意するものとします。お客様は、本契約に関するいかなるクレームもし
くは供給者との紛争、または本ソフトウェアをお客様が使用することによるいかなる紛争またはクレー
ムも、ブラチスラバ第1地方裁判所で解決し、さらに、ブラチスラバ第1地方裁判所での管轄権の行使に
同意し、明示的にこれを承諾するものとします。
22.一般条項。本契約の条項のいずれかが無効または履行不能である場合、これが本契約のその他の条項
の有効性に影響を及ぼすことはないものとします。これらその他の条項は、本契約に定める条件に基づ
き、引き続き有効かつ履行可能であるものとします。本契約の翻訳版の間で不一致がある場合には、英
語版が優先されるものとします。本契約に対するいかなる修正も、書面によってしか行うことができず、
当該修正は、供給者の正式な代表者か、委任状の条項でこの役割を果たすことが明示的に認められた代
理人によって署名されなければなりません。
本契約は、本ソフトウェアに関するお客様および供給者間の合意事項をすべて網羅しており、本ソフト
ウェアに関する従前のいかなる表明、議論、約束、情報交換、または広告にも取って代わります。
EULA ID: HOM-EPCA-20-01

プライバシーポリシー
データ管理者としてのESET, spol. s r. o. (登録事業所所在地: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic、
商業登記: ブラチスラバ第1地方裁判所、有限会社部門、登録番号3586/B、事業登記番号:31 333 535)
(「ESET」または「当社」)は、お客様の個人データとプライバシーの処理に関して透明でありたいと考え
ています。この目標を達成するために、当社は、お客様(「エンドユーザー」または「お客様」)に次の
事項を通知する目的でのみ、本プライバシーポリシーを発行しています。
• 個人データの処理
• データの機密保持
• データの主体の権利。

個人データの処理
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当社の製品に実装されたESETのサービスは、エンドユーザー使用許諾契約(「EULA」)の条項に従って提供
されますが、特定の注意が必要になる項目がある場合があります。当社のサービスの提供に関するデー
タ収集の詳細について、当社はお客様に提供します。当社は、アップデート/アップグレードサービス、
サポートなど、EULAで規定された各種サービスおよび製品文書を提供します。すべてを機能させるには、
次の情報を収集する必要があります。
• 製品には、エンドユーザーが管理されたユーザーによる特定のグループのWebページおよびモバイ

ルアプリケーションへのアクセス、時間管理、および位置情報検索を制御することができる機能が含
まれています。これらの機能を有効にするために、アクセスされたWebサイト、位置情報、モバイル
アプリケーション、製品の動作と機能に関する情報といったコンピューターに関する情報を含む(た
だしこれらに限定されない)情報がESETに送信されます。この情報には、エンドユーザーまたは他の管
理対象ユーザー(名前、年齢、必要な場合は写真でも管理対象ユーザーを指定できます)のデータ、コ
ンピューターの情報、インストールされているオペレーティングシステムとアプリケーション、製品
がインストールされているコンピューターのファイルを収集する場合があります。
• 製品を使用するには、https://my.eset.comでアカウントを作成する必要があります。当社

は、https://my.eset.comのアカウント、製品メッセージ、またはお客様がカスタマイズできるレポート
または通知が添付された電子メールでお客様に連絡する場合があります。
• 製品がインストールされているプラットフォームを含むインストール処理とコンピューターに関す

る情報、およびオペレーティングシステム、ハードウェア情報、インストールID、ライセンスID、IPア
ドレス、製品の構成設定といった製品の動作と機能に関する情報を含むアップデートおよび統計情報。
• ライセンスIDなどのライセンス情報、および名前、姓、住所、電子メールアドレスなどの個人デー

タは、請求目的、ライセンスの正当性検証、およびサービス提供の目的で必要です。
• サポート要求に含まれる連絡先情報およびデータは、サポートのサービスで必要になる場合があり

ます。選択した連絡方法に基づき、当社は、電子メールアドレス、電話番号、ライセンス情報、製品
詳細、およびサポートケースの説明を収集する場合があります。サポートのサービスを進めるために、
他の情報の提供を求められる場合があります。
データの機密保持
ESETは、販売、サービス、およびサポートネットワークの一部として、関連会社またはパートナー企業
を通して、世界中で事業を展開する企業です。ESETによって処理された情報は、サービスの提供、サポー
ト、または請求などのEULAの履行のため、関連会社またはパートナー企業との間で転送される場合があ
ります。選択した位置情報およびサービスに基づき、欧州委員会の適切な決定権がない国にお客様のデー
タを転送する必要がある場合があります。この場合でも、情報を転送するたびに、データ保護法の規制
が適用され、必要な場合にのみ実行されます。プライバシーシールドメカニズム、標準契約条項、拘束
的企業準則、または他の適切な安全保護対策を例外なく確率する必要があります。
当社は、EULAの下でサービスを提供している間、必要よりも長くデータが保存されないように最善を尽
くします。当社の保持期間は、簡単で便利な更新を行うための時間を提供する目的でのみ、ライセンス
の有効期間よりも長くなる場合があります。最小化された仮名の統計情報が、統計目的でさらに処理さ
れる場合があります。
ESETは、適切な技術的および組織的な対策を導入し、潜在的なリスクに適したレベルのセキュリティを
保証します。当社は最善を尽くし、処理システムおよびサービスに関する、継続中の機密性、完全性、
可用性、および障害回復力を保証します。ただし、お客様の権利と自由を脅かす結果になるデータ違反
の場合には、すぐに監督当局とデータ主体に通知します。データ主体として、お客様は、監督当局に苦
情を申し立てる権利を有しています。
データ主体の権利。
ESETはスロバキア法の規制に準拠し、欧州連合の一部としてデータ保護法によって拘束されます。お客
様は、データ主体として、次の権利を有しています。
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• ESETに対して、お客様の個人データへのアクセスを要求する権利
• 不正確な場合、個人データを修正する権利(および不完全な個人データを入力する権利)
• お客様の個人データの消去を要求する権利
• お客様の個人データの処理の制限を要求する権利
• 処理に異議を申し立てる権利
• データ移植性の権利

データ主体として権利を行使する場合、またはご質問や問題がある場合は、以下の宛先までご連絡くだ
さい。
ESET, spol. s r.o.
データ保護責任者
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk
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