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トレンドマイクロ スマートホームネットワークTM機能編

IEEE802.11ac/11n/11g/11b/11a対応 無線LANブロードバンドルーター

本書は、トレンドマイクロ スマートホーム
ネットワークTM機能について説明しています。
ルーター機能については、「User’ s Manual」
（ユーザーズマニュアル）」をお読みください。
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本書はトレンドマイクロ スマートホームネットワーク TM 機能について説明してい
ます。
本書以外に、印刷物で「製品情報」、「かんたんセットアップガイド」、「補足編」の3つ
のマニュアルと、PDFで「Use's Manual（ユーザーズマニュアル）」がありますので、
合わせてお読みください。
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 トレンドマイクロ スマートホームネットワークTM機能の設定

「トレンドマイクロ スマートホームネットワークTM」機能の各種設定方法について説明し
ます。

TREND MICRO、および Trend Micro Smart Home Network はトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

※ 本機能を有効にするためにルーターの再起動が必要です。作業をはじめる前に通信中の機器がないか
ご確認のうえ作業を行ってください。

※ 本機能はルーターモードでご利用いただけます。

トレンドマイクロ スマートホームネットワークTMでできること

「トレンドマイクロ スマートホームネットワーク TM」機能
を［有効］にすることで、ウェブサイトやアプリからの
悪質サイトへの通信をブロックし、家庭内のインターネット
に接続するあらゆる機器を脅威から護り、更にルーター
自体のセキュリティを強化することができます。

トレンドマイクロ スマートホームネットワークTM機能を使う

付属の「補足編               トレンドマイクロ スマートホームネットワークTM機能を使う」を参照
して、「使用許諾書に同意する」などの初期登録を行ってください。
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画面の
表示

セキュリティ保護 画面

画面左のメニューリストから［セキュリティ保護］を選択します。

トレンドマイクロ スマート
ホームネットワーク

トレンドマイクロ スマートホームネットワークTM機能の有効／無効を設定
します。

セキュリティ設定 「脆弱性対策」、「有害Webサイト対策」および「不正な通信の検知・ブロック」
の各機能の有効／無効を設定します。

現在のルーター通信量 現在のルーターのアップリンクおよびダウンリンクの通信量を表示します。

閲覧したサイトカテゴリの
トップ10（最大過去7日間）

過去7日間に閲覧したWebサイトのカテゴリ別通信量の割合を表示します。

セキュリティの警告 接続端末一覧で選択したネットワーク機器の「脆弱性対策」、「有害Web
サイト対策」および「不正な通信の検知・ブロック」で、ブロックした警告内容
（最大100件まで）を表示します。
ブロックした警告内容は、それぞれのタブをクリックすると表示されます。
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画面の
表示

WEBサイトフィルター設定 画面

画面左のメニューリストから［セキュリティ保護］→［WEBサイトフィルター設定］を選択し
ます。

WEB サイトフィルターの設定内容の表示・設定内容の編集を行います。

① ②

③

④

① 表示されている「WEBサイトフィルター」の 有効／無効を設定します。

② 設定する「WEBサイトフィルター」を選択します。

③ ブロックするフィルター項目が表示されます。
チェックしたフィルター項目がブロックの対象となります。

④ 表示されている「WEBサイトフィルター」が設定されているネットワーク機器が、「デバイスリスト」の
「選択したデバイス」欄に表示されます。
設定されているネットワーク機器を追加・変更することもできます。
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＜小学生以下向け＞

＜中学生向け＞
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＜高校生向け＞

＜カスタム＞
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あらかじめ登録されている「WEBサイトフィルター」を用途にあわせて編集することがで
きます。
❶ 編集したい「WEBサイトフィルター」を選択します。
❷ 各項目のチェックを編集します。
❸ 編集した「WEB サイトフィルター」を適用するデバイスを選択し、「選択したデバイス」
欄に移動します。

❹ 　　   をクリックします。

WEBサイトフィルターの編集

適用

②

③

④

①
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画面の
表示

端末一覧・編集 画面

画面左のメニューリストから［セキュリティ保護］→［端末一覧・編集］を選択します。

トレンドマイクロ スマートホームネットワークTM 機能が設定されているネットワーク機器を
一覧表示します。

●デバイスリスト

編集名 ネットワーク機器の名称が表示されます。
ネットワーク機器のMACアドレスが表示された場合は、「デバイスの編集」画面で
区別しやすい名称に変更してください。
※ MACアドレスでデバイスを特定するには、「デバイス名」を参考にするか、
次ページ「MEMO：ネットワーク機器のMACアドレスを調べるには」を参照し
てください。

MAC ネットワーク機器のMACアドレスが表示されます。

IPアドレス ネットワーク機器のIPアドレスが表示されます。

デバイス名 ネットワーク機器の商品名やOSなどが表示されます。
ネットワーク機器によっては、表示されない場合があります。

WEBサイトフィルター 設定されている「WEBサイトフィルター」の設定名が表示されます。
設定していない場合は「なし」と表示されます。

ホスト名 ネットワーク機器のホストの名称が表示されます。

機器のステータス ネットワーク機器の接続状況が表示されます。
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デバイスの編集名やWEB サイトフィルター設定を編集します。
❶ 「デバイスリスト」で、編集したいデバイスの先頭にチェックします。
❷ 　　   をクリックします。
 「デバイスの編集」が表示されます。
❸ リストの表示された編集名を変更する場合は、「編集名」に新しい名称を入力します。
※ MAC アドレスでデバイスを特定するには、「MEMO：ネットワーク機器のMACアド
レスを調べるには」を参照してください。

❹ 「WEB サイトフィルター設定」で、設定したい「WEB サイトフィルター」の設定名を選
択します。

❺ 　　   をクリックします。
※ 本製品が再起動を行います。再起動すると「デバイスリスト」に設定した内容が表示
されます。

ネットワーク機器のMACアドレスを調べるには
●iPhone/iPad の場合
1. ホーム画面の［設定］アイコンをタップします。
2. 「一般」－「情報」をタップします。
⇒「Wi-Fi アドレス」に表記されています。

●Android の場合
1. ホーム画面の［アプリ］アイコンをタップします。
2. ［設定］アイコンをタップします。
3. 「タブレット端末」－「端末の状態」をタップします。
⇒「Wi-Fi MAC アドレス」に表記されています。

※機種や Android バージョンにより操作が異なる場合があります。
●ニンテンドー 3DS LL の場合
1. 3DS メニューの［本体設定］アイコンをタッチします。
2. ［インターネット設定］をタッチします。
3. ［その他の情報］をタッチします。
4. ［MAC アドレスの確認］をタッチします。
⇒「Wi-Fi MAC アドレス」に表記されています。

デバイスの編集

適用

編集

  

MEMO
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画面の
表示

ライセンス 画面

画面左のメニューリストから［セキュリティ保護］→［ライセンス］を選択します。

トレンドマイクロ スマートホームネットワークTM機能のライセンスに関する情報やバージョン
を表示します。

●サービスステータス
トレンドマイクロ スマートホームネットワークTM機能の「有効／無効」および「有効期限」が
表示されます。

●データベースの更新
トレンドマイクロ スマートホームネットワークTM機能の「現在のバージョン」および「リリース
日」が表示されます。
通常自動で毎週木曜日 AM0:00 ～ AM6:00 の間にアップデートを行いますが、手動で最新
にアップデートしたい場合は　　　　　　　　   をクリックします。今すぐアップデート 
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