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セキュリティガード（M）
概要



セキュリティガード（M）の特徴

3デバイスまで自由な組み合わせ

利用しているデバイスの管理も可能
次世代のアカウント管理

「True Key™」

マイアカウントからの
簡単インストール

各デバイスの状況が

わかる総合管理画面
* * * * *
* * * 

1人あたり
平均19のアカウント

最悪なパスワード
1位は「123456」

平均3台の

デバイスを所有

マスターアカウント・生体認証で
安全・シームレスなアカウント管理

アカウント乗っ取り

情報漏えいリスク

直観的でわかりやすい
ユーザインターフェース

PCソフトウェア Android版
(GooglePlay)

iOS版
(AppStore)
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セキュリティガード（M）製品構成

マカフィーインターネットセキュリティ

マカフィーインターネットセキュリティ

マカフィーモバイルセキュリティ

マカフィーモバイルセキュリティ

Windows

Mac

Android

iOS

セキュリティガード（M）
マカフィー® マルチアクセス

4



セキュリティガード（M）デバイス別 機能一覧
Windows版
マカフィー

インターネットセキュリティ

Mac版
マカフィー

インターネットセキュリティ

Android版
マカフィー

モバイル セキュリティ

iOS版
マカフィー

モバイルセキュリティ
機能詳細

ウィルス・スパイウエア対策 ✔ ✔ ✔
最速のスキャン処理と最適なバッテリー消費量を実現する次世代のス
キャン エンジンで、最新のウイルス、トロイの木馬、スパイウェア、ルート
キットなどの 脅威からプロアクティブに保護します。

フィッシング・個人情報保護 ✔ ✔ ✔
アクセス使用しているウェブページの危険性を評価し、危険なウェブペー
ジへ のアクセスをブロックします。フィッシング詐欺などから個人情報を保
護します。

Webサイトの安全性評価 ✔ ✔ ✔
ウェブサイトの分析を行い、ブラウザーと検索エンジンの検索結果にサ
イトの 安全性評価を表示し、危険なサイトへのアクセスをブロックしま
す。

脆弱性スキャナー ✔
PC、ブラウザ、アプリケーションのセキュリティホールをふさぎ、急激に拡
散する グローバルな未知のサイバー攻撃から保護するだけでなく、脆弱
性が発見さ れたアプリケーションに関するレポートを表示します。

迷惑メール対策 ✔
着信するメールの大半は迷惑メールで、危険なメールや不快なメール
です。 マカフィーの迷惑メールやフィルターは、このような危険から常時
保護します。

双方向ファイアウォール ✔ ✔ ファイアーウォールからのリークや、現行のファイアーウォールセキュリティ対
策を 回避するプログラムの侵入を阻止します。

外部メディアのスキャン ✔ ✔ ✔ 新しいハードディスクやサムドライブが接続されると直ちにスキャンを実行
します。

保護者機能 ✔
子供のオンライン活動を適切に管理・監視できます。保護者機能を設
定し たすべてのユーザーについて、総合データを閲覧/印刷することが
可能です。

True Key ✔ ✔ ✔ ✔
よく使うウェブサイトのアカウント管理機能。
顔認証や多要素認証を活用してウェブサイトなどに簡単にログインする
ことが できます。

バックアップ ✔ ✔ 端末のデータを自動、または手動でバックアップすることができます。また
バック アップしたデータを端末にリストアすることもできます。

紛失/盗難防止 ✔ ✔
端末の現在位置の特定や遠隔アラーム再生を、
Webの管理コンソールなどリモートから行うことができます。
※Android版は遠隔ロック、遠隔データ消去も可能

ゲームモード ✔ 定期的なスキャンや定期更新といった作業を、パソコンがアイドル状態
になる まで延期して、パソコンに対する影響を最小限に抑えます。
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Android版
セキュリティガード（M）
ダウンロード・インストール



Android版 ダウンロード・インストール
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マカフィーマイアカウントへ
メールのURLをクリック

マカフィーへログイン
メールアドレスとパスワードは
シナプスのお客様サービスカウ
ンターから確認できます

ダウンロードページへ
タップします

ダウンロード
もう一度タップします

インストール
タップします

同意する
タップします

開く
アプリを起動します

保護を開始する
タップします

メールとPINを入力
PINは任意の
6桁を入力

メインメニューに移動
タップします

有効にする
タップします

完了続行
タップします

1 2 3 4 6

7 8 9 10 11 12 13
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iOS版
セキュリティガード（M）
ダウンロード・インストール



iOS版 ダウンロード・インストール
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マカフィーマイアカウントへ
メールのURLをクリック

マカフィーへログイン
メールアドレスとパスワードは
シナプスのお客様サービスカウ
ンターから確認できます

ダウンロードページへ
タップします

ダウンロード
「ライセンス登録コード」を
コピーしてからタップ

AppStoreへ
タップします

入手
タップします

1 2 3 4 65

7 8 9 10 11

開く
アプリを起動します

開始する
タップします

ライセンス登録コード

入力します
完了ライセンス登録コード

入力画面へ
全ての機能を利用するには引き続
きPC経由でメールアドレス登録
設定を行う必要があります
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Windows版
セキュリティガード（M）
ダウンロード・インストール



Windows版 ダウンロード・インストール
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マカフィーマイアカウントへ
メールのURLをクリック

マカフィーへログイン
メールアドレスとパスワードは
シナプスのお客様サービスカウ
ンターから確認できます

ダウンロード
クリックします

使用許諾
同意します

インストーラをダウンロード
インストーラーを起動し

インストールを開始します

1 2 3 4 5

6 7 8 9

シリアル番号
入力します

インストール
インストールタイプを

選択します

完了ダウンロードとインストール
入力画面へ
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Mac版
セキュリティガード（M）
ダウンロード・インストール



Mac版 ダウンロード・インストール
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マカフィーマイアカウントへ
メールのURLをクリック

マカフィーへログイン
メールアドレスとパスワードは
シナプスのお客様サービスカウ
ンターから確認できます

ダウンロード
クリックします

使用許諾
同意します

1 2 3 4

6 7 8 9

シリアル番号
入力します

インストール
インストールタイプを

選択します

完了ダウンロードとインストール
入力画面へ

インストーラをダウンロード
インストーラーを起動し

インストールを開始します
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True Key
ダウンロード・インストール



True Key概要
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 True Key とは、顔認証や多要素認証を活用したパスワード管理ツールで
、複雑なパスワードやIDの組み合わせを何個も覚えることなく、ウェブサイトな
どに簡単にログインすることができます。

自分自身の情報で認証
個人情報をより安全に保護生体認証 パスワード管理

他の端末の信用設定

ユーザー

2. パスワードマネージャー

ログインパスワードの設定

1. デバイスアンロック
(Windows向け機能)

構成イメージ

顔認証 音声認証指紋認証 位置情報の特定

1 2



True Key各種機能
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• Windows端末のフェイスアンロック
 概要： Windowsログオン時に顔認証を行う事で、ロック解除出来る機能です。Windowsのみ使用可能です。
 利用可能OS： Windows 7 / 8 / 8.1(Windows 10はサポートしておりません)

• パスワードマネージャー
 概要： メールアドレス(ユーザーID)、パスワードなどのサイトのログイン情報を保存、管理する機能です。メモ代わりに使用出来る

[Safe Note]やクレジットカード情報の保存が可能な[ウォレット] も使用出来ます。
 利用可能OS： Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Android 4.0 以上, iOS 8 以上, Mac OS 10.9 以上
 利用可能ブラウザ：Google Chrome, IE 10 以上, Safari 8 以上

• 顔認証
 概要：自身の顔をTKの認証用パスワードとして、TKへのログイン時やロック解除時などに使用する事が出来ます。
 利用可能OS： Windows 7 以上, Android 4.0 以上

端末内蔵のカメラだけでなく、外付けのUSBカメラも使用可能です。

• 指紋認証
 概要：iPhoneのTouchIDに対応しています。

• スワイプによるデバイスアンロック(Androidのみ)
 概要： Android端末に対しPCからロック解除のリモートコマンドを送信し、Android画面上でスワイプする事でロックを解除する事が

出来ます。
 利用可能OS： Windows 7 以上(リモートコマンドの送信側), Android 4.0 以上Phone or Tablet (リモートコマンドの受信側

)



True Key動作要件
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 OS
• Windows 7 (32 / 64 bits)
• Windows 8 / 8.1 (32 / 64 bits)
• Windows 10
• Mac OS 10.9 以上
• iOS 8 以上
• Android OS 4.0 以上

 ブラウザ
• Internet Explorer 10, 11
• Google Chrome バージョン 43以上
• Safari バージョン 8 以上 (Mac OSのみ)

 ■補足：上記より古いバージョンでのご利用の場合はサポート対象外となり
ます。



True Keyご利用の流れ
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 True Keyを最初にご利用する場合は、以下の流れで操作を行っていただきます。

1. マイアカウントへログイン

2.True Keyアプリのインストール

3.True Keyアカウントを作成

4.True Keyにログインしてご利用開始
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True Keyインストール(Windows)
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 マイアカウントにログインして、製品の選択からインストーラーのダウンロードを行います。

インストール手順解説 -1/4

登録されているメールアドレスとパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。

True Keyアプリの項目で[ダウンロード]をクリックします。
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 約款に同意し、インストーラーをダウンロードします。

インストール手順解説 -2/4

[マカフィー使用許諾契約を確認して同意しました。]にチェックを入れ、[
ダウンロード]をクリックします。

[実行]をクリックします。
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 インストーラーを起動してインストールを行います。

インストール手順解説 -3/4

ユーザーアカウント制御画面で、
[はい]をクリックします。

[次へ]をクリックします。
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 インストール処理が自動で行われます。

インストール手順解説 -4/4

[次へ]をクリックします。 [終了]をクリックします。
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True Keyインストール KeyCard
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 マイアカウントにログインして、リンクの送信を行います。

インストール手順解説(KeyCard) -1/6

登録されているメールアドレスとパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。

True Keyアプリの項目で[リンクの送信]をクリックします。
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 KeyCardを送信します。

インストール手順解説(KeyCard) -2/6

インストールしたい端末で受信可能なメールアドレスを入力し、[メールを送信]をク
リックします。

KeyCardが送信されました。 [OK]をクリックします。
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 KeyCardのリンクからマカフィーメールアドレスとパスワードの入力を省略して、直接マイアカウントにログインできま
す。

インストール手順解説(KeyCard) -3/6

送信先の受信トレイで[【マカフィー】インストールリンクのお知らせ]というタ
イトルのメールを開きます。ご利用のOSの[インストール]をクリックします
。

マイアカウントへのログイン無しで、ダウンロードページに到達します。True 
Key by Intel Securityの[True Keyの取得]をクリックします。
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 約款に同意し、インストーラーをダウンロードします。

インストール手順解説(KeyCard) -4/6

[マカフィー使用許諾契約を確認して同意しました。]にチェックを入れ、[
ダウンロード]をクリックします。

[実行]をクリックします。
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 インストーラーを起動してインストールを行います。

インストール手順解説(KeyCard) -5/6

ユーザーアカウント制御画面で、
[はい]をクリックします。

[次へ]をクリックします。
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 インストール処理が自動で行われます。

インストール手順解説(KeyCard) -6/6

[次へ]をクリックします。 [終了]をクリックします。
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True Keyインストール(Mac)
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 マイアカウントにログインして、製品の選択からインストーラーのダウンロードを行います。

インストール手順解説 -1/6

登録されているメールアドレスとパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。

True Keyアプリの項目で[ダウンロード]をクリックします。



32

 インストーラーをダウンロードします。Safariではなく、ChromeもしくはFirefoxを使用する必要があります。

インストール手順解説 -2/6

[ダウンロードの開始]をクリックします。

True Keyのインストーラーがダウンロードされますので、[保存]をクリックします。
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 インストーラーを実行します。

インストール手順解説 -3/6

[True Key]アイコンをクリックします。

True Keyのインストーラーが起動しますので、[続ける]をクリックします。
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 約款に同意します。

インストール手順解説 -4/6

使用許諾契約画面で[続ける]をクリックします。 [同意する]をクリックします。
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 インストールを行うため、管理者パスワードを入力します。

インストール手順解説 -5/6

[インストール]をクリックします。
Macの管理者パスワードを入力し、[ソフトウェアをインストールする]をクリックします。
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 インストールが完了しました。

インストール手順解説 -6/6

ファイルがダウンロードされます。 [閉じる]をクリックし、インストールが完了します。。
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True Keyインストール(Android)
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 マイアカウントにログインして、リンクの送信を行います。

インストール手順解説(Android) -1/4

登録されているメールアドレスとパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。

True Keyアプリの項目で[リンクの送信]をクリックします。
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 KeyCardを送信します。

インストール手順解説(Android) -2/4

インストールしたい端末で受信可能なメールアドレスを入力し、[メールを送信]をク
リックします。

KeyCardが送信されました。 [OK]をクリックします。
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KeyCardからPlayストアにアクセスします。

受信したKeyCardメール上の
[インストール]をタップします。

ブラウザ(Chrome等)で開きます。 マイアカウントページ推移しま
す。[True Keyの取得]を
タップします。

Playストアで開きます。
注意！ブラウザで開くとインストー
ルができません。

インストール手順解説(Android) -3/4
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Playストアからインストールします。

[インストール]をタップします。 インストールが行われます。 インストールが完了しました。[開く]
をタップします。

インストール手順解説(Android) -4/4

[同意する]をタップします。
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True Keyインストール(iOS)
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 マイアカウントにログインして、リンクの送信を行います。

インストール手順解説(iOS) -1/5

登録されているメールアドレスとパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。

True Keyアプリの項目で[リンクの送信]をクリックします。
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 KeyCardを送信します。

インストール手順解説(iOS) -2/5

インストールしたい端末で受信可能なメールアドレスを入力し、[メールを送信]をク
リックします。

KeyCardが送信されました。 [OK]をクリックします。
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KeyCardからApp Storeストアにアクセスします。

受信したKeyCardメール上の
[インストール]をタップします。

マイアカウントページ推移します。
[True Keyの取得]をタップします。

App StoreのTrue Keyダウンロ
ードページが表示されますので、

をタップします。

インストールが完了しました。
[開く]をタップします。

インストール手順解説(iOS) -3/5
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インストール後、True Keyを起動してログインします。

[サインイン]をタップします。 [はい、できました]をタップします
。

顔認証が設定されている場合は、
顔認証を行います。

インストール手順解説(iOS) -4/5

既に登録されているTrue Keyメー
ルアドレスとマスターパスワードを入
力して[サインイン]をタップします。
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認証完了後、True Keyが起動します。

認証処理が行われます。 以上でiOSへのTrue Key導入
は完了です。

インストール手順解説(iOS) -5/5

信用済デバイスに追加されました。
[確認]をタップします。

以後、この端末は信用済みデバイスに
登録されていますので、True Keyへ

のログインが可能です。
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True Keyアカウント作成(Windows)



True Keyアカウントの作成 - 1
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True Keyのインストール完了後、True keyのLaunchPadを起動します。初回ご利用時はパスワードを一括管理す
るためのTrue Keyアカウントを新規作成します。

[では始めます]をクリックします。 お客様の氏名、True Keyアカウントに登録するメールアドレス、マスターパスワード
を入力し、[では、次に進みます]をクリックします。
登録メールアドレスはマイアカウント登録のアドレスとは別のものもご利用いただけま
す。マスターパスワードは任意のパスワードを指定してください。



True Keyアカウントの作成 - 2
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マスターパスワードの作成を行います。
マイアカウントのログインパスワードとは異なりますので、True Keyアカウント専用のパスワードを任意で設定します。

マスターパスワードを再入力して、[確認]をクリックします。 マスターパスワードの検証が行われます。



True Keyアカウントの作成 - 3
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マスターパスワードの設定が完了すると、続いて顔認証の設定を行います。

ログインが完了し、True Keyアカウントが作成されました。
※フロントカメラが無いパソコンの場合、次の顔認証設定はスキップされます。

顔認証の登録を行います。[では始めましょう]をクリックします。

顔認証はTrue Keyアカウント作成時
にスキップ可能ですが、マスターパスワ
ードを忘れた場合に必須となります。



True Keyアカウントの作成 - 4
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顔認証用に顔写真をTrue Keyアカウントに登録します。

画面の指示に従い、ご自分の顔をサークル内に移るようにして顔写真を撮り
ます。写真は自動的に取得されます。

取得した写真の確認のため、再度顔認証を行います。
認証に成功すると上記のような画面が表示されます。



True Keyアカウントの作成 - 5
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True Keyをご利用いただくブラウザにアドオンを設定してすべての操作が完了します。

インスト―されているブラウザ(True Keyがサポートしているもののみ)が表示
されますので、アドオンを追加したいブラウザにチェックを入れ、[有効にする]を
クリックします。
※アドオンの追加方法については後述

ブラウザ設定完了後、LaunchPadのメイン画面が表示され、チュートリアルが開
始されます。以上で、True Keyアカウントの作成は完了となります。



[マスターパスワード]はリセットで再入
手可能ですが、一定の条件を満たさ
ないとリセットそのものができません。

マスターパスワードについて
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マスターパスワードは顔認証以外でTrue Keyアカウントにログインできる唯一の手段となります。
このマスターパスワードを忘れてしまうと、最悪の場合True Keyにログインできず、既に登録済のID情報にすべてアクセ
スできなくなります。非常に重要なものなので忘れないようにしてください。
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True Keyアドオンの追加(Windows)



True Keyアドオン追加 - Internet Explorer
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[有効にする]をクリックすると、チェックを入れたブラウザが自動的に起動します。
Internet Explorerの場合、ブラウザ画面下にアドオン追加メッセージが表示されますので、[有効にする]をクリックして
アドオンを追加します。



True Keyアドオン追加 - Google Chrome
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True Keyの拡張機能を追加します。Chromeウェブストアに誘導されますので、ここでChrome用True Key拡張機
能の追加を行うことで、アドオンの追加が行えます。

URL：https://chrome.google.com/webstore/detail/true-key-by-intel-securit/nbeldjopgciegccabfohnefghfpinncn?utm_source=gmail



True Keyアドオン追加 - Firefox
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Firefoxの場合、True Keyアドオンをダウンロードしてインストールする操作が必要になります。
[許可]をクリックして、アドオンをダウンロードし、インストールしてください。
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 True KeyへのログインとLaunchPad



True Keyにログインする

60

マークをダブルクリックして、True KeyのメインコンソールであるLaunchPadを起動します。

True Keyに登録したメールアドレスを入力し
、[サインイン]をクリックします。

LaunchPadにログインが完了します。

顔認証が登録されていて、顔
認証を認証要素に指定して
いる場合は顔写真を取得す

る画面になります。

カメラの無い機種あるいは顔
認証が登録されていない場合
はマスターパスワードの入力が

求められます。

[標準ログインを使用する]
を選択するとマスターパスワ
ードでログインできます。



LaunchPad(ランチパット)

61

LaunchPadはTrue Keyのメインコンソールであり、登録情報、各種設定を行うための総合管理ツールです。

ログイン情報が追加されると下図のように情報が蓄積
されてきます。

ログオフ

プロファイルやアプリの
設定ができます。

ウォレット情報の追加・
確認ができます。

セーフノートの追加・
確認ができます。

ログイン情報の一覧が
表示されます。

初回起動時にチュートリ
アルが表示されます。

認証要素の設定がで
きます。



62

True Keyの認証要素



True Keyの認証要素

63

True Keyの認証要素は複数あり、それらを組み合わせて強固な認証によるセキュリティでお客さまの個人情報を保護
できます。

認証要素 レベル：基本 レベル：高度

信用済みデバイス 必須 必須

マスターパスワード マスターパスワードか顔認証のいずれかが1つ選択が必須 マスターパスワード/顔認証/二番目のデバイスのいずれか2つ選択が必
須

顔認証 マスターパスワードか顔認証のいずれかが1つ選択が必須 マスターパスワード/顔認証/二番目のデバイスのいずれか2つ選択が必
須

二番目のデバイス 無し マスターパスワード/顔認証/二番目のデバイスのいずれか2つ選択が必
須

認証要素 解説

信用済みデバイス True Keyアカウントにログインすることを許可されたデバイスのこと。これに登録されたデバイス以外ではログインできません。
主にTrue Keyアカウントの作成の時に使用されたデバイスが最初の信用済みデバイスとなります。

マスターパスワード True Keyアカウント作成時に必ず設定されるパスワード。顔認証を設定していない場合は唯一の認証要素となります。

顔認証 マスターパスワードと対になる認証要素で、利用者の顔(生体情報)を登録してパスワードにできます。カメラの無いデバイスでTrue 
Keyアカウントを作成した場合は設定できません。カメラのあるデバイスで別途設定ができます。

二番目のデバイス True Keyアカウントを最初に登録したときに設定した信用済みデバイスの他に、True Keyをインストールした場合に登録される2台
目以降の信用済みデバイスのことです。
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マイ認証要素



マイ認証要素
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True KeyのLaunchPadの画面右上にある をクリックすると、True Keyアカウントの認証要素の設定ができます。
ここでは主に、認証要素の確認と設定変更、認証要素の追加を行うことができます。

True Keyの有効期限(
親製品となるリブセーフの
有効期限)が表示されます

。

True Keyの登録アドレス
=True Keyアカウントが

確認できます。

トライアル版(Freemium)
かプレミアム版かを確認で

きます。

ここをクリックすると、プロファ
イルの設定画面に推移し

ます。

マスターパスワードの変更が
できます。

登録されている信用済み
デバイスの一覧を表示でき

ます。

信用済みメールアドレスの確認
が行われていない場合、[追加

]が表示されます。

信用済みデバイスの追加
登録をここから行えます。
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信用済みメールアドレス



信用済みメールアドレス
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True Keyを安全に使用するため、True KeyのアカウントIDとなるメールアドレスが本当にお客様が使用されているも
のかどうかを確認するための承認措置が必要です。
※初回プロファイル作成時に行われていない場合、True Key LaunchPadログイン後に行うこともできます。



信用済みメールアドレス

68

信用済みメールアドレスとして登録されていないTrue Keyアカウントでログインをしようとす
ると[メールアドレスの確認]画面が表示されます。
True Keyアカウントとして登録したメールアドレスの受信トレイを確認します。

yourfriends@truekey.comというアドレスから「本人確認」という
件名のメールが届きます。メール内の[アクセスを確認する]リンクをクリ
ックします。

mailto:yourfriends@truekey.com


信用済みメールアドレス

69

ブラウザが起動し、メールアドレスの認証が行われます。
[アクセスが許可されました]と表示されたら、ご利用のメールアドレスは
True Keyの信用済みメールアドレスとして登録が完了します。 信用済みのメールアドレスが登録されていることを確認します。
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顔認証



顔認証
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True Keyを活用するうえで最大限にそのメリットを享受するには顔認証の登録が必要です。ここで登録できる顔が今後、
True Keyログインのパスワードとなり、[顔]という鍵1つで登録されたすべて情報に自動ログインできるようになります。

顔認証でログインできるので、
パスワード入力が不要。

この鍵1つで登録されているすべての
情報にアクセスできるようになります。

True Keyにログイン後はTrue 
Keyがお客様の代わりにIDとパスワ
ードを自動入力するのでIDとパスワ

ードを入力する必要無し

最初の顔
認証のみで
すべて自動
ログイン



顔認証
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True Keyの初回登録以外にも、マイ認証要素から顔認証の追加を行えます。
[＋追加]をクリックします。

カメラが有効な端末でお客様の顔をパスワードとして登録することができます。

[では始めましょう]をクリックします。



顔認証

73

顔写真をカメラに収め、True Keyに登録します。 顔認証の登録が完了しました。

顔認証情報を登録後、True Keyのログインで顔認証を利用できます。
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信用済みデバイス



信用済みデバイス
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True Keyを安全に使用するため、ご利用のデバイス(パソコン、Mac、スマートフォン)がご利用されているお客様の所有
しているデバイスである必要があります。
お客様が所有しているデバイスで、且つTrue Keyを利用することを承認したデバイスを[信用済みデバイス]と呼びます。
True Keyアカウントに登録された信用済みデバイスからのみ、そのTrue Keyアカウントにログインできます。

信用済みデバイス

True Keyアカウントにログインできます。

True KeyアカウントA

お客様の任意で信用済みデバイスを
追加できます。追加する際に、信用
済みデバイス上での認証が必要です
。

True Keyアカウントに追加されてい
ないデバイスからは、True Keyアプリ
がインスト―ルされていてもログインで
きません。

認証が必要！



信用済みデバイスの追加
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信用済みデバイスの追加方法として
1. True Keyアプリを別の端末にインストールし、既存のTrue Keyアカウントでログインする
2. True KeyのLaunchPadからデバイスの追加メール(追加インストールリンク)を送信して追加処理を行う

の2通りがあります。
どちらも最終的には別の端末にTrue Keyアプリをインストールする処理となります。

信用済みデバイス

True KeyアカウントA

True Keyアプリをインストール後、
True Keyアカウントにログインすると
、この端末を信用済みデバイスに追
加することができます。

True Key LaunchPadから追加デバ
イスを行うためのメールを送信できます。



信用済みデバイスの追加
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新しいデバイスにTrue Keyアプリをインストールすると、[このコンピューターを信用します]と表示されますので、これをク
リックして、信用済みデバイスとして追加します。
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Touch ID(iOSのみ)
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iOSに設定されている指紋認証のTouch IDをTrue Keyのログイン認証で使用できます。

True Keyにログインして、[基本設
定]をタップします。

[Touch ID]をタップして、[保存]を
タップします。

次回からのTrue Keyログイン時よ
り、Touch IDを使用する画面が
表示されます。

Touch IDに登録されている指紋
認証を行います。

Touch ID
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プロファイルの基本設定



プロファイルの基本設定
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プロファイルの基本設定ではTrue Keyにログインするための認証設定を行うことができます。変更は自動保存されます。

•自動的にTrue Keyからサインアウトする時間を指定できます。サインアウトまでの時間

•True Keyにログインする認証の強度を指定できます。基本(1つ)、
高度(2つ)のいずれかを指定できます。セキュリティレベル

•登録されている認証要素のうちどれを使用するかを指定できます。認証要素の指定

•マスターパスワードのリセットを許可するかどうかを指定できます。マスターパスワードリセット
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アプリの設定



アプリの設定
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アプリの設定ではTrue Keyの基本的な動作設定を変更することができます。

項目 解説

優先言語を選択
する

True Keyアプリを表示する言語を指定します。通常、
日本語がデフォルトの設定となります。

すべてのサイトで
ログイン情報の
保存を確認する

ログイン情報をTrue Keyが保存しようとしたときに、そ
の情報を保存してもよいかどうかを確認します。

インスタントログ
インを使用する

保存されたログイン情報を使用して、自動ログイン(イン
スタントログイン)を行うかどうかを指定できます。

ブラウザ拡張機
能を有効にする

使用しているブラウザでプラグインを有効化し、True 
Keyの機能が利用できるようにします。

データをエキス
ポートする

登録されたログイン情報を.jsonとう拡張子のファイルと
してエキスポートできます。
※ただし、このファイルからTrue Keyにインポートする
機能が現在(Ver 4.1)ではありません。バックアップの
みとなります。
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True Keyアンインストール



アンインストール方法(Windows) -1/2
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コントロールパネルのプログラム一覧からアンインストールを行います。

コントロールパネルを開き、インストールされているプログラムの一覧から、[Intel Security 
True Key]を選択し、[アンインストールと変更]をクリックします。

アンインストーラーが起動しますので、[削除]をクリックします。



アンインストール方法(Windows) -2/2
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アンインストール後、パソコンを再起動して終了となります。

アンインストール処理が行われます。 完了後、[再起動]をクリックします。



アンインストール方法(Mac)
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FinderからTrue Keyを削除します。

Finderを起動します。

[ゴミ箱に入れる]をクリックします。

[アプリケーション]を選択して、アプリケーションの一覧から
[True Key]を選択します。 マークをクリックします。



アンインストール方法(Android)
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設定からTrue Keyをアンインストールします。

[設定]から[アプリ]をタップします。
※端末によって表記が異なります。

アンインストールが完了しました。[True Key]をタップします。 [アンインストール]をタップします。 [OK]をタップします。
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マスターパスワードのリセット



マスターパスワードリセット -1
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True Keyではマスターパスワードを忘れた場合、マスターパスワードのリセットする機能を提供しています。
ただし、リセット可能な条件が[2つ以上の認証要素]が必要です。
つまり、1つ以上の[信用済みデバイス]と[顔認証]が必要となります。2つ以上の信用済みデバイスがあっても[顔認証]
が登録されていない場合はマスターパスワードのリセットができません。

リセット可否 受信可能なTrue Key登録アドレス 顔認証登録 1台目信用済みデバイス 2台目信用済みデバイス

可能 ○ ○ ○ ×

可能 ○ ○ ○ ○

不可 ○ × × ×

不可 ○ × ○ ○

不可 ○ ○ × ×

不可 × ○ ○ ×

可能 × ○ ○ ○



マスターパスワードリセット -2
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LaunchPadを起動し、顔認証ではなく標準ログイン(マスターパスワードログイン)に変更します。
また、この操作は信用済みデバイスとして登録されているパソコンから行う必要があります。＞ 1つ目の認証要素

LaunchPadを起動し、[サインイン]をクリックします。 [標準ログインを使用する]をクリックします。



マスターパスワードリセット -3

92

[マスターパスワードを忘れた場合]のリンクからスタートします。

[マスターパスワードを忘れた場合]をクリックします。 [続行]をクリックします。



マスターパスワードリセット -4
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本人確認のため、顔認証を行います。＞2つ目の認証要素

顔認証を行います。 顔を左右に振って顔認証を再度行います。



マスターパスワードリセット -5
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マスターパスワードリセット承認メールが登録しているメールアドレスに送付されます。

本人確認のためのメールがTrue Key登録アドレスに送付されます。
※2つ以上の信用済みデバイスがある場合は、その信用済みデバイ
スでメールの代わりに画面をスワイプするよう求められます。

このときLaunchPadは閉じないでください。

ブラウザが起動し、確認成功となります。
成功後、LaunchPadに戻ります。

受信したメールで[はい、本人です]のリン
クをクリックします。



マスターパスワードリセット -6
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マスターパスワードの変更画面がLaunchPad上で表示されますので、新しいマスターパスワードを設定します。

新しいマスターパスワードを設定し、[マスターパスワードの確認]をクリックします。 マスターパスワードのリセットが完了しました。[OK]をクリックします。



マスターパスワードリセット –補足
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下記の2つのパターンがマスターパスワードがリセットできない状態です。

信用済みデバイス上からマスターパスワードをのリセットを行おうとしてい
ますが、顔認証が登録されていない場合に表示されます。
＞1つ目の認証要素：信用済みデバイス ○
＞2つ目の認証要素：顔認証 ×

顔認証は登録済のTrue Keyアカウントですが、True Keyアプリ
をインストールしただけの信用済みデバイスに登録されていないパソ
コンからリセットを行った場合に表示されます。
＞1つ目の認証要素：信用済みデバイス ×
＞2つ目の認証要素：顔認証 ○
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ログイン情報の追加とインスタントログイン



ログイン情報の追加
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Safekeyなどからログイン情報のインポートを行っていない場合、あるいは未登録のログイン情報を追加する場合は
1. 該当サイトにアクセス
2. IDとパスワード入力欄に マークがあることを確認し、IDとパスワードを入力してログインを一度行う
3. IDとパスワード情報が自動的に登録され、LaunchPadに追加されます。

IDとパスワードを入力し
ます。※一度ログインを
行いTrue Keyにおぼえ
させる必要があります。

自動的にログイン情報が
登録されます。

LaunchPadに登録されました。以後、
mcafee.comにアクセスした場合は、

True keyが自動的に登録しているIDと
パスワードを入力し、自動ログイン(インス

タントログイン)が行われます。



インスタントログイン(自動ログイン)
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ログイン情報を登録サイトにアクセスすると、True Keyが自動的にIDとパスワードを入力してサイトへのログインを行いま
す。この機能を自動ログイン＝インスタントログインと呼びます。
インスタントログインを行うには、True Keyプラグインが有効になっているブラウザでログイン情報を登録したいサイトにア
クセスし、手動でログインを行う必要があります。

登録されているIDとパス
ワードが自動入力され、
そのまま自動ログインが

行われます。



ログイン情報

100

ログイン情報が追加された場合、サイトのURLの他、ユーザー名とパスワードが自動的に保存されます。

マークをクリックする
とパスワードを表示でき

ます。登録したパスワードを変更できます。尚、
サイト上でパスワードの変更を行った場合
、その新しいパスワードログインすると、こ
の登録パスワードも更新されます。
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セーフノート



セーフノート
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セーフノートとは大切な事項をメモ帳よりさらに強固なセキュリティで管理されているTrue Key上に保存しておくことがで
きる機能です。

IDとパスワード以外の重
要な情報をセキュアなメ
モ帳として記録・保存し
ておくことができます。

保存されたメモはTrue Keyアカウントにログ
インできる端末すべてから確認できますので
、状況に応じてパソコンで保存した情報も、
スマートフォンからでも確認できます。
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ウォレット



ウォレット

104

ウォレットとはTrue Keyの強固なセキュリティ管理を活用して、クレジットカード等の個人情報を保存しておくための機能
です。クレジットカード情報以外に、免許証、各種会員カードの番号などを保存することができます。

保存された情報はTrue Keyアカウントにロ
グインできる端末すべてから確認できますの
で、状況に応じてパソコンで保存した情報も
、スマートフォンからでも確認できます。


	セキュリティガード（M）�導入マニュアル
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	セキュリティガード（M）	製品構成
	セキュリティガード（M）デバイス別 機能一覧
	スライド番号 6
	Android版 ダウンロード・インストール
	スライド番号 8
	iOS版 ダウンロード・インストール
	スライド番号 10
	Windows版 ダウンロード・インストール
	スライド番号 12
	Mac版 ダウンロード・インストール
	スライド番号 14
	True Key概要
	True Key各種機能
	True Key動作要件
	True Keyご利用の流れ
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	True Keyアカウントの作成 - 1
	True Keyアカウントの作成 - 2
	True Keyアカウントの作成 - 3
	True Keyアカウントの作成 - 4
	True Keyアカウントの作成 - 5
	マスターパスワードについて
	スライド番号 56
	True Keyアドオン追加 -  Internet Explorer
	True Keyアドオン追加 -  Google Chrome
	True Keyアドオン追加 -  Firefox
	スライド番号 60
	True Keyにログインする
	LaunchPad(ランチパット)
	スライド番号 63
	True Keyの認証要素
	スライド番号 65
	マイ認証要素
	スライド番号 67
	信用済みメールアドレス
	信用済みメールアドレス
	信用済みメールアドレス
	スライド番号 71
	顔認証
	顔認証
	顔認証
	スライド番号 75
	信用済みデバイス
	信用済みデバイスの追加
	信用済みデバイスの追加
	スライド番号 79
	スライド番号 80
	スライド番号 81
	プロファイルの基本設定
	スライド番号 83
	アプリの設定
	スライド番号 85
	アンインストール方法(Windows) -1/2
	アンインストール方法(Windows) -2/2
	アンインストール方法(Mac)
	アンインストール方法(Android)
	スライド番号 90
	マスターパスワードリセット -1
	マスターパスワードリセット -2
	マスターパスワードリセット -3
	マスターパスワードリセット -4
	マスターパスワードリセット -5
	マスターパスワードリセット -6
	マスターパスワードリセット –補足
	スライド番号 98
	ログイン情報の追加
	インスタントログイン(自動ログイン)
	ログイン情報
	スライド番号 102
	セーフノート
	スライド番号 104
	ウォレット

